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予 算 審 査 特 別 委 員 会 記 録

＜議案の説明＞

開催日時 平成２６年９月２６日（金） １０：０２～１１：１８

開催場所 第１委員会室

出席委員 ８名

安井 宏一 委員長

中村 昭 副委員長

田中 惟允 委員

森山 賀文 委員

宮本 次郎 委員

上田 悟 委員

高柳 忠夫 委員

山本 進章 委員

欠席委員 １名

荻田 義雄 委員

出席理事者 浪越 総務部長

野村 地域振興部長

福井 観光局長

江南 健康福祉部長

上山 こども・女性局長

渡辺 医療政策部長

影山 くらし創造部長兼景観・環境局長

中 産業・雇用振興部長

福谷 農林部長

加藤 県土マネジメント部長

林 まちづくり推進局長

吉田 教育長

橋本 警察本部長

ほか、関係職員

傍 聴 者 なし
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議 事 ９月定例県議会提出議案について

＜会議の経過＞

○安井委員長 ただいまから、本日の会議を開きます。本日の出席状況ですが、荻田委員

は少しおくれるという連絡が入っております。

初めに、傍聴についてですけれども、当委員会は本日より４日間開催されますが、傍聴

の申し出があった場合は、２０名を限度に許可することといたしますが、それでよろしい

ですか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

それでは、傍聴の申し出があった場合はそのようにいたします。

本日は付託議案の説明をお願いするわけですが、委員に申し上げます。質疑については、

来週からの部局別審査及び総括審査でお願いします。

それでは、総務部長から順に説明を願います。

○浪越総務部長 付託議案の全体の説明、その後、歳入及び総務部に関する事項について

ご説明申し上げます。

まず、「平成２６年９月定例県議会予算審査特別委員会付託議案一覧」をごらんくださ

い。今議会に提出した議案のうち予算審査特別委員会に付託されたのは、予算３件、条例

１３件、契約６件、諮問１件、報告３件の合計２６件です。補正予算については、「平成

２６年９月定例県議会提出予算案の概要」により、また、条例については、「平成２６年

９月定例県議会提出条例」により、また、契約、諮問、報告については、「平成２６年度

一般会計特別会計補正予算案その他」により、それぞれ所管部局長からご説明申し上げま

す。

それでは、「平成２６年９月定例県議会提出予算案の概要」の１ページ、一般会計補正

予算（第１号）ですが、歳入・歳出はそれぞれ５８億５，６００万円余です。政策課題別

の内訳は記載のとおりです。歳入予算ですけれども、特定財源として二酸化炭素排出抑制

対策事業費等補助金など、国庫支出金を１７億４，４００万円余、財産収入として、環境

保全基金運用収入を６００万円余、地域振興基金繰入金などの繰入金を３１億２，７００

万円余、都市計画事業債など県債を１，９００万円余計上しております。残余の一般財源

については、地方交付税を充当しております。総務部に関する予算について、２件ご説明

申し上げます。

６ページ、１３その他、番号制度の推進です。番号制度に対応するための税務総合シス
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テムの改修に７，１０６万５，０００円、全国の地方自治体が保有する情報を連携するシ

ステムを整備・運用する地方公共団体情報システム機構への負担金として１２４万６，０

００円をそれぞれ計上しております。

続いて、債務負担行為の補正についてご説明いたします。７ページ、[債務負担行為補

正]追加、職員研修業務委託に係る契約ですが、平成２７年度から平成２９年度までの研

修業務委託契約を締結するもので、事業を円滑に進める観点から早期に準備を行うため、

６，７１９万７，０００円の債務負担行為の設定をお願いするものです。

続いて、条例についてご説明申し上げます。「平成２６年９月定例県議会提出条例」の

目次、提出条例は１３件ございます。そのうち、総務部に関するものについては、１奈良

県個人情報保護条例の一部を改正する条例です。

１ページ目の議第６３号、奈良県個人情報保護条例の一部を改正する条例です。マイナ

ンバー制度の導入に伴い、個人情報の漏えい等のリスクを分析し軽減するために、特定個

人情報保護評価を実施することとなっており、そのうち、第三者点検として、外部有識者

の意見聴取を行う必要があります。そこで、この役割を奈良県個人情報保護審議会に担わ

せることとし、あわせて当該審議会に情報システムに知見を有する者を委員として加える

ことを目的に、定数を増員するため、所要の改正をするものです。施行の期日は公布の日

となっています。

続いて、契約等に関する案件についてご説明申し上げます。「平成２６年度一般会計特

別会計補正予算案その他」の９９ページ、契約等に関する案件のうち、総務部に関するも

のとして、議第７８号、旧耳成高校改修工事にかかる請負契約の変更についてです。これ

は労務単価及び資材単価の上昇に対応するインフレスライドの適用により、契約金額を１，

０４８万６，８００円増額し、１０億５９３万６，５７０円に請負契約の変更を行うもの

です。

以上で総務部の説明を終わります。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○野村地域振興部長 地域振興部の平成２６年度９月補正予算案についてご説明します。

「平成２６年９月定例県議会提出予算案の概要」の５ページ、９エネルギー政策の推進で

す。環境保全基金積立金は、環境省が実施する平成２６年度の再生可能エネルギー等導入

推進基金事業、いわゆるグリーンニューディール基金と呼んでいますが、この基金事業に

ついて、平成２６年度から平成２８年度までの３カ年の事業計画書を提出しました。その

結果、本県が採択されましたので、国からの内示額１６億円について奈良県環境保全基金
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に受け入れるものです。

続いて、新規事業の再生可能エネルギー等導入推進事業についてです。先ほどのグリー

ンニューディール基金を財源として、災害時に機能を保持すべき防災拠点や市町村などの

施設において、再生可能エネルギーや蓄電池等の整備を平成２６年度中に実施する市町村

等に対して補助を実施するものです。

続いて、６ページ、１２市町村への支援の奈良県市町村財政健全化支援事業です。市町

村が持っている高金利の地方債の繰り上げ償還に係る無利子貸付と補償金への助成措置を

当初予算で計上しておりますが、このたび市町村からの要望に対応するため、これを増額

し、市町村財政の健全化を支援するものです。

続いて、「平成２６年９月定例県議会提出条例」の３ページ、議第６４号、奈良県附属

機関に関する条例の一部を改正する条例です。１附属機関の設置のうち地域振興部の所管

は（１）と（２）です。まず（１）奈良県再生可能エネルギー等導入推進事業評価委員会

は、先ほど予算案で説明した再生可能エネルギー等導入推進事業の実施に当たり、県や市

町村などの避難所や防災拠点等に再生可能エネルギー等の導入を支援するための事業内容

を審査していただくため、外部有識者で構成する評価委員会を新たに設置するものです。

続いて、（２）奈良県私立学校教育経常費補助金選定委員会は、奈良県私立学校教育経

常費補助金の算定に当たり、県が示す課題に対して特色ある取り組みを行う私立学校を支

援するため、学校運営等の外部有識者等から成る選考委員会を新たに設置するものです。

いずれも施行期日は公布の日からとしております。

続いて、６２ページの議第６６号、奈良県住民基本台帳法施行条例の一部を改正する条

例です。今回の改正は住民基本台帳ネットワークシステムを活用して本人確認情報を利用

することにより、県の事務において、これまで住民票の添付を求めていたものを不要とす

るなど、住民の利便性の向上と行政事務の効率化を図るものです。知事部局での本人確認

情報を利用することができる事務としては、要旨の１のとおり、アからテまでの１９事務

を、そして知事以外の執行機関については２のとおり、教育委員会等での４事務のあわせ

て２３事務を考えております。施行期日は公布の日からとしております。

９９ページの議第７１号、奈良県いじめ問題再調査委員会条例です。いじめ防止対策推

進法の制定に伴い、奈良県いじめ問題再調査委員会の設置と組織及び運営に関して必要な

事項を定めるものです。これも施行期日は公布の日からとしております。

以上で地域振興部の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
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○福井観光局長 観光局所管の平成２６年度９月補正予算案についてご説明申し上げます。

「平成２６年９月定例県議会提出予算案の概要」の２ページ、１観光の振興ですが、外国

人の観光客がことし１月から６月までの上半期に、昨年同期の約１．６倍に当たる３０万

人を超える方々が奈良県にお越しになっております。今後、より一層の誘客を図るため、

今般、補正予算をお願いするものです。

（仮称）「外国人観光客交流館」整備事業ですが、昨年８月に閉館した猿沢荘の改修を

行うものです。外国人観光客のおもてなし環境の充実に向け、（仮称）外国人観光客交流

館の観光案内所、交流サロン、物品販売施設を、平成２８年度の本格オープンに先行して

整備を行うもので、９，２３０万円を計上しております。なお、あわせて、当該事業にお

いて債務負担行為の変更がございます。工程に変更が生じたもので、４，０００万円から

１億６，０００万円に変更を行うものです。

次に、外国人観光客誘致戦略新市場開拓キャンペーンですが、３つの事業を上げており

ます。外国人富裕層市場開拓事業として、海外富裕層向け旅行商品商談会への出展、バイ

ヤ－の招聘を行うものです。外国人観光レップ設置事業ですが、レップとは代行してプロ

モーションを行うことを意味しており、中国、台湾、東南アジア、フランスの現地旅行会

社等に対して観光情報の提供や旅行商品のセールス等、県が行う観光プロモーションを効

果的かつ切れ目なく実施するため、代理的に現地で行っていただく事業です。旅行商品着

地オペレーター設置事業は、海外旅行会社に奈良県での宿泊を伴う旅行商品の造成を促進

していただくため、県内観光施設の情報提供や手配の代行等を実施するもので、あわせて

４，２８０万円余を計上しています。

外国人観光客多言語コールセンターの運営ですが、本県を訪問いただく外国人観光客の

利便性及び安心・安全の向上を目的として、奈良公園エリアで実施している電話による多

言語通訳サービスを平城宮跡、西ノ京、斑鳩などに拡大するもので、１４０万円余を計上

しています。

次に、観光局所管の条例についてご説明申し上げます。「平成２６年度９月定例県議会

提出条例」の６ページ、議第６５号、奈良県手数料条例の一部を改正する条例についてで

す。総合特別区域法により、通称特区法ですが、地域活性化総合特別区域通訳案内士育成

等事業が今年の６月２７日付で国に認定されたことにより、外国人観光客に対して、奈良

公園特区内を有償で通訳案内ができる奈良公園観光地域活性化総合特区通訳案内士の育成

が可能になりました。これに伴い、通訳案内士の登録申請等に準じて、奈良県手数料条例
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に奈良公園観光地域活性化総合特区通訳案内士登録申請手数料等を追加するもので、所定

の改正を行うものです。施行期日は公布の日からとしております。

以上で観光局所管事項について説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたし

ます。

○江南健康福祉部長 それでは、９月定例県議会提出議案のうち健康福祉部に係る議案に

ついてご説明します。「平成２６年９月定例県議会提出予算案の概要」の４ページ、平成

２６年度奈良県一般会計補正予算第１号については、５福祉の充実です。施設開設準備経

費助成特別対策事業については、介護老人福祉施設等の円滑な開設の準備に要する経費に

対して補助を行うものです。基金事業として実施期間が本年度限りとされていることから、

基金の有効活用を図るために要望調査を行いまして３，０００万円を計上しております。

続いて、「平成２６年度９月定例県議会提出条例」の１０２ページ、議第７２号、奈良

県民生委員の定数に関する条例です。地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進

を図るための関係法律の整備に関する法律の施行による民生委員法の改正に伴って厚生労

働大臣の定める基準に従い、民生委員の定数に関し必要な事項を定めようとするものです。

施行期日については、公布の日からとしております。

以上が健康福祉部に係る提出議案の概要です。ご審議のほどよろしくお願い申し上げま

す。

○上山こども・女性局長 ９月定例県議会提出議案のうち、こども・女性局に係る議案に

ついてご説明します。補正予算について、「平成２６年９月定例県議会提出予算案の概

要」の４ページ、６こども・女性支援の充実です。新規事業の女性起業家事業拡大支援事

業については、緊急雇用創出事業臨時特例基金活用として、女性起業家の事業拡大や新た

な事業展開を支援するため、セミナーの開催や専門的相談窓口の設置、情報発信等を行う

ための所要額７７万円を計上しております。なお、事業期間を確保するため、平成２７年

度債務負担行為９３９万９，０００円を設定するものです。

続いて、条例について、「平成２６年度９月定例県議会提出条例」に基づきご説明申し

上げます。

こども・女性局の関係では、目次の５．奈良県認定こども園の認定の要件に関する条例

の一部を改正する条例、６．奈良県児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一

部を改正する条例、１１．奈良県幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び

運営の基準に関する条例、１２．奈良県幼保連携型認定こども園審議会条例の４件です。
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これらの条例については、平成２４年８月に子ども・子育て支援法をはじめとする関連法

律が成立しました。これに伴い、幼児期の学校教育や保育、地域の子育て支援の量の拡充

や質の向上を進めることを目的として、平成２７年４月から子ども・子育て支援新制度が

スタートする予定となっています。このことから新制度の施行に伴い、必要となる条例の

制定等を行うものです。関係する４つの条例についてご説明申し上げます。

１０４ページの議第７３号、奈良県幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備

及び運営の基準に関する条例です。新制度の施行に向けて就学前の子どもに関する教育、

保育等の総合的な提供の推進に関する法律が改正されたことから、現在は、幼稚園と保育

所の２つの施設で構成されている幼保連携型認定こども園が単一の施設類型として新たに

創設されることになりました。このため同法に基づく国の基準を基本としながら、従来か

ら児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例に規定していた県独自の基準を加える

形で、新たに幼保連携型認定こども園についての学級の編成、職員、設備及び運営の基準

を定めるものです。施行期日は規則で定める日からとしています。

続いて、１１５ページの議第７４号、奈良県幼保連携型認定こども園審議会条例です。

新たな幼保連携型認定こども園の創設に伴う法律の改正により、都道府県が幼保連携型認

定こども園の設置を認可等をしようとするときは、審議会その他の合議制の機関に意見を

聞かなければならないとされたことから、新たに奈良県幼保連携型認定こども園審議会を

設置するものです。施行期日は規則で定める日からとしています。

７１ページの議第６７号、奈良県認定こども園の認定の要件に関する条例の一部改正で

す。先ほどご説明したとおり、新たに幼保連携型認定こども園についての基準を定める条

例を制定する予定であることから、本条例における幼保連携型認定こども園に係る規定を

削除するとともに、幼保連携型認定こども園以外の認定こども園における職員配置の基準

を変更する等、所要の改正をするものです。施行期日は規則で定める日からとしています。

続いて、８３ページの議第６８号、奈良県児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する

条例の一部改正です。同じく新制度の施行等に向けて国の児童福祉施設の設備及び運営に

関する基準が改正されたことに伴い、保育所において定めなければならない規定の内容を

変更する等のため、所要の改正をするものです。施行期日は規則で定める日からとしてお

ります。以上が、子ども・子育て支援新制度の実施に関係する条例案の説明となります。

続いて、「平成２６年度一般会計特別会計補正予算案その他」の１１０ページ、報第２

８号、地方自治法第１８０条第１項の規定による専決処分の報告のうち、母子及び寡婦福
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祉法の改正に伴う関係条例の整理に関する条例です。母子及び寡婦福祉法の一部改正によ

り、新たに父子家庭に支援が拡大されるとともに、同法の名称が母子及び父子並びに寡婦

福祉法に変更されたこと等に伴い、奈良県事務処理の特例に関する条例のほか、関係条例

について所要の改正を行うものです。これについては、地方自治法第１８０条第１項の規

定により専決処分しましたのでご報告します。

以上がこども・女性局に係る提出議案の概要です。ご審議のほどよろしくお願いいたし

ます。

○渡辺医療政策部長 医療政策部所管の９月議会提出予定議案についてご説明いたします。

「平成２６年９月定例県議会提出予算案の概要」の３ページ、３健康づくりの推進として

自殺対策緊急強化事業では、家族や友人等の身近な人の悩みに気づき、適切に対応できる

ゲートキーパーについての普及啓発、民間団体が取り組む自殺対策活動に対する補助、ア

ルコール健康障害対策基本法の周知を行うもので２，６３０万円を計上しております。４

医療の充実として、新規事業の地域医療ビジョン策定事業では、平成２７年度の地域医療

ビジョンの策定に向け、県内の医療需要の把握と将来の医療需要を予測しようとするもの

で９５０万円を、奈良県総合医療センター建替整備事業は、当初の想定より地盤が軟弱で

あったことへの対策、労務単価や資材価格上昇への対応をするもので、３，４４０万円を

計上しております。公立大学法人奈良県立医科大学関係経費特別会計への繰出金は教育・

研究部門の移転、附属病院の再整備及び医大周辺まちづくりを推進することを目的に、境

界確定・測量業務を実施するため、一般会計から公立大学法人奈良県立医科大学関係経費

特別会計に繰り出しを行うもので、１，２６５万円を計上しております。５福祉の充実と

して、精神障害者医療費助成事業は医療保険自己負担への助成拡充に伴い、市町村窓口で

の償還方式から自動償還方式へ変更するための市町村等が行うシステム改修に対して補助

するものです。３，２６２万６，０００円を計上しております。

５ページ、１０くらしやすいまちづくりとして、奈良県総合医療センター周辺地域まち

づくり推進事業は、奈良県総合医療センター移転後の跡地となる奈良市平松地区及び移転

先に隣接する西ノ京県有地を活用するための構想の参考とするため、広く民間からアイデ

アを募るコンペを実施するもので、３７０万円を計上しております。

７ページ、［繰越明許費補正］新規の奈良県総合医療センター建替整備事業では、工法

検討等に不測の日時を要したことにより事業費６億４，０００万円を繰越明許費補正を行

うものです。
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８ページ、２平成２６年度公立大学法人奈良県立医科大学関係経費特別会計補正予算案

（第１号）は、先ほど申し上げたとおり、県立医科大学の教育・研究部門の移転、附属病

院の再整備及び医大周辺まちづくりを推進するために、県立医科大学が実施する境界確

定・測量業務を支援しようとするもので１，２６５万円を、３平成２６年地方独立行政法

人奈良県立病院機構関係経費特別会計補正予算案（第１号）は、西和医療センターにおい

て産科医が確保できる見込みが立ち、平成２７年４月から産科を再開する予定となったこ

とから、再開に必要な医療機器の導入や施設整備に要する経費を貸し付けるもので、１億

６，２４０万円を計上しております。予算案の説明は以上です。

次に条例について、「平成２６年９月定例県議会提出条例」の３ページ、議第６４号、

奈良県附属機関に関する条例の一部を改正する条例の医療政策部所管部分、要旨の（３）

です。先ほどご説明したとおり、奈良県総合医療センター周辺県有地活用コンペの実施に

関連して、県の附属機関として奈良県総合医療センター周辺県有地活用アイデア審査委員

会を設置し、周辺県有地活用のための構想策定に関する提案についての審査を行ってもら

うもので、施行日は公布の日となっております。

６ページの議第６５号、奈良県手数料条例の一部を改正する条例について、医療政策部

所管部分は、２薬事法の改正に伴う手数料の額の新設等として、薬事法の一部改正に伴い、

再生医療製品製造販売業許可申請手数料等を追加するなど所要の改正をするもので、施行

日は平成２６年１１月２５日となっております。条例については以上です。

続いて、報告案件が２件ございます。まず報第２６号、公立大学法人奈良県立医科大学

の経営状況の報告について、「平成２５年業務報告書」の８ページ、事業の実施状況です。

平成２５年度は第２期中期計画の初年度に当たります。第１期中期計画の取り組みを踏ま

えながら、法人における新たな課題に対応すべく第２期中期計画を策定するとともに、年

度計画として初年度に取り組むべき内容を定め、その取り組みを推進しました。主な取り

組みの状況については、次のとおりです。

まず、Ⅰ地域貢献に関する取組みの状況についてです。教育関連については、医師派遣

要請に対して医療需要の分析を踏まえ、医師のマッチングを行う県立医大医師派遣センタ

ーの設置の決定、また、県費奨学生配置センターの設置、さらに看護師の実績能力を高め

るための看護実践キャリアセンターの設置の決定などの取り組みをしました。研究関連に

ついては、県民の健康増進及び地域の活性化の推進のため、大和漢方医学薬学センターの

設置、地域住民のセルフケア支援のための県民健康増進支援センターの設置といった取り
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組みを実施しました。

診療関連では、高度救命救急医療を担う看護師の増員、休日、夜間における母胎搬送コ

ーディネーター事業について平成２６年度から実施することを決定、認知症疾患医療セン

ターの本格稼働といった取り組みを実施しました。

次に、Ⅱ教育に関する取組みの状況です。リベラルアーツ教育の実践、医の心を持った

医療人の育成、教育内容の評価といった取り組みを実施しました。

１０ページのⅢ研究に関する取組みの状況では、研究の適切な成果、評価、有能な研究

者の獲得のための助成事業の創設、採択といった取り組みを行いました。

１１ページのⅣ診療に関する取組みの状況では、ガン拠点病院としての施設や機器の整

備、患者満足度の向上のための院内整備などに関する取り組みを実施いたしました。

１２ページのⅤまちづくりに関する取組みの状況では、教育・研究部門の円滑な移転と

新キャンパス整備に向けて、県とともに県立医科大学の将来像策定会議などにおいて、１

０数年後の県立医科大学の将来像の再構築について検討などを行いました。なお、県立医

科大学の将来像については、今年度も引き続き議論、検討しているところです。

１３ページのⅥ法人運営に関する取組みの状況では、ガバナンス体制の充実、強化、ワ

ークライフバランスの充実、強化、繰越欠損金の解消に向けた取り組みを進めてまいりま

した。以上が平成２５年度の主な取り組みです。

次に、財務諸表についてです。１５ページの貸借対照表ですが、資産の部の合計は、２

８３億９，８３２万８，１８８円です。

次に、１６ページの負債の部合計は、２０９億７，２８６万１，８９２円、また、純資

産の部合計、７４億２，５４６万６，２９６円です。

続いて１７ページ、損益計算書ですが、経常費用として教育経費、研究経費、病院の診

療経費、人件費を含む業務費、一般管理費などを合わせて、合計は３４９億３，４３２万

６，９０８円です。経常収益として、県からの運営費交付金収益のほか、授業料収益など

の学生納付金、附属病院収益といった法人の自己収入などを合わせて、合計は３５２億５，

１６６万６，４２８円です。経常収益から経常経費を差し引いた経常利益は、３億１，７

３３万９，５２０円となり、臨時損失及び臨時利益を加えると、マイナス２億３，６９４

万６，０４６円が当期総損失となっております。これは、附属病院収益の増収などにより、

経常収支が前年度より増加したにもかかわらず、法人採用職員の退職給付金の計算方法の

変更による臨時費用の発生に伴い、生じた結果によるものと考えております。
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続いて、２０ページの損失の処理に関する書類です。当期総損失として、先ほどご説明

したとおりマイナス２億３，６９４万６，０４６円、これに前期繰越欠損金がマイナス８

億４，０８２万１，０４２円ですので、当期未処理損失がマイナス１０億７，７７６万７，

０８８円となり、これが次期の繰越欠損金となります。今後、法人がさらに一層の経営改

善に取り組むとともに、県と法人が協議しながら解消に向けた取り組みを強化したいと考

えております。

続いて、平成２６年度の事業計画についてご説明します。

「平成２６年度事業計画書」の１ページ、Ⅰ地域貢献についてです。教育関連では、１

医療人の育成及び２看護師の地域貢献に記載の、医師派遣システムの適切な実行のための

県立医大医師派遣センター並びに県費奨学生配置センターの円滑な運営、看護実践キャリ

ア支援センターの設置に取り組んでまいります。

２ページの研究関連では、３研究成果等の地域への還元、４健康増進の県民アプローチ

の充実、診療関連では、５断らない救急医療体制の整備、６周産期医療体制の強化、７他

の医療機関との連携強化、８県内医療人への助言・指導について記載の取り組みを行って

まいります。

４ページのⅡ教育として、１リベラルアーツ教育の実践、２教育内容の評価、３老朽・

狭隘施設の対策について記載の取り組みを行ってまいります。

５ページのⅢ研究の部門ですが、１研究の適切な成果評価、２有能な研究者の獲得、３

健康・予防医療等研究範囲の拡大、４研究環境の改善について取り組みを行ってまいりま

す。

７ページのⅣ診療ですが、１医師・看護師等の離職防止等と人材確保、２ガン拠点病院

としての機能の充実、３治療成績の一層の向上、４患者満足の一層の向上、５老朽・狭隘

施設への対策について記載の取り組みを行ってまいります。

８ページのⅤまちづくりでは、１教育・研究部門の円滑な移転と新キャンパス整備、２

地域に開かれたキャンパスづくり、３教育・研究部門等移転後の跡地活用などの取り組み

を行ってまいります。

１０ページのⅥ法人運営では１ガバナンス体制の充実強化、２ワークライフバランスの

充実強化を行ってまいります。

最後に、１３ページ、平成２６年度の予算です。収入の部は運営費交付金収入、補助金

等収入、自己収入などを合計して３７６億３，５００万円、支出の部は業務費、施設整備
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費など合わせて３７５億９，２００万円を計上しております。収入が支出を上回る予算を

組みましたのは、中期計画に第２期中期目標期間において繰越欠損金の解消に努めること

を掲げており、それに向けて取り組んでいることによるものです。

報第２６号、公立大学法人奈良県立医科大学の経営状況の報告については以上となりま

す。

最後に、報第２７号、平成２５年度公立大学法人奈良県立医科大学の業務の実績に関す

る評価結果の報告ですが、この評価結果については、奈良県地方独立行政法人評価委員会

から報告を受け、地方独立行政法人法第２８条第５項の規定により、議会に報告するもの

です。

「平成２５年度公立大学法人奈良県立医科大学の業務の実績に関する評価結果」の２ペ

ージ、全体評価です。平成２５年度は、第２期中期目標期間の初年度に当たります。第２

期中期目標では、地域貢献、教育、研究、診療、まちづくり、並びに法人運営の６つの大

きな分野と、それぞれの項目について、数値目標を含め具体的な成果目標を掲げました。

平成２５年度の評価としては、中期目標、中期計画の達成に向けて、各項目について順調

に進んでいる、これは５段階評価の４に当たります。もしくはおおむね順調に進んでいる、

こちらが５段階評価の３といった評定をいただき、全体としては順調に進んでいると評価

いただきました。

平成２５年度の業務実績の中で注目される取り組みとしては、新キャンパスへの教育研

究部門の移転を推進するにあたり、その前提として数十年後を視野に入れた県立医科大学

の将来像の再構築を行うとしたこと、また、県立医大医師派遣センターを平成２６年４月

に設置することを決定したこと、また、平成２５年度に県費奨学生配置センターを設置し、

県立の公立公的病院等からの医師派遣要請に対応する体制を整えたことなどが上げられま

した。項目別評価については、４ページ以降に記載のとおりです。

なお、この評価結果は奈良県立医科大学評価委員会から法人へ通知しており、今後、法

人において、今回の評価を踏まえ、第２期中期目標の達成に向けて取り組んでまいります。

報第２７号、平成２５年度公立大学法人奈良県立医科大学の業務の実績に関する評価結

果の報告については、以上です。

医療政策部所管の９月議会提出予定議案は以上となります。ご審議のほどよろしくお願

いいたします。

○影山くらし創造部長兼景観・環境局長 くらし創造部、景観・環境局所管分の議案につ
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いてご説明します。

「平成２６年９月定例県議会提出予算案の概要」の５ページ、８スポーツの振興、新規

事業のスポーツ支援人材育成事業、補正予算額１，１８４万円です。この事業では、国の

緊急雇用創出事業臨時特例基金を活用します。事業内容としては、県内のプロスポーツチ

ーム等に若年者等を雇用し、選手の体調管理などのトレーナー業務、チーム運営における

マネ一ジャー業務など、職場実習を通じた実践的な研修を実施し、県内スポーツの発展に

資する人材育成を行ってまいります。事業実施については、県内のプロスポーツ等を運営

する事業者に委託することとしております。あわせて、当事業が本年１１月から来年の１

０月までの１年間を通じて実施するものであることから、平成２７年度の事業費１，６５

７万２，０００円の債務負担行為の設定をお願いしております。

次に、１０くらしやすいまちづくりの市町村人権問題啓発活動充実強化事業、補正予算

額８６５万２，０００円です。これは、地域の特性に応じた人権施策を実施するため、人

権啓発に係る講演会や広報などの業務を県が市町村へ委託するものですが、財源である国

の人権啓発活動委託金について、当初予定をしていた予算額を上回る申し入れが国からあ

ったことから、費用を追加して計上しております。

次に、７ページの[繰越明許費補正]新規です。明日香庭球場施設整備事業は、クラブハ

ウスの新築を行う事業ですが、入札が不調となり再度の入札手続に日時を要することとな

ったため、事業費２億６，２５３万４，０００円の繰越明許費補正をお願いするものです。

今後の執行については、計画的かつ着実な執行、慎重管理に努め、事業の早期完了に取り

組んでまいります。

続いて、[債務負担行為補正]追加です。スポーツ支援人材育成事業に係る契約について

再掲しております。

以上で、くらし創造部、景観・環境局に関係する９月定例県議会提出議案についての説

明を終わります。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○中産業・雇用振興部長 産業・雇用振興部所管の議案についてご説明します。

「平成２６年度一般会計特別会計補正予算案その他」の１０５ページ、諮第１号、行政

財産を使用する権利に関する処分に対する異議申立てについてです。本件は、知事が平成

２６年３月２８日付け奈良県指令雇労第６３４号により、異議申立人、奈良県労働組合連

合会議長、井ノ尾寛利に対して行った奈良労働会館の使用不許可処分について、平成２６

年５月２７日付けで次のような理由により異議申立てがなされたものです。この理由とそ
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れに対する見解をご説明します。

理由（１）は、奈良労働会館を労働団体の事務所として貸与許可する目的を、労働者の

福祉の向上、労働条件の改善などとするならば、連合奈良と奈労連の２団体が同じ施設内

で貸与されてこそ、その目的に合致することになり、ナショナルセンター・ローカルセン

ターの使用に優先順位をつけることが正当化できるとすることには問題があるとの主張で

すが、これに対しては、労働会館の本来の用途または目的は、奈良県労働者の文化の向上

と福利の増進を図り、あわせて労使関係の健全な発展に資するために会議室を使用させる

ことであり、目的外使用に供する部分は、本来の用途または目的を疎外しない範囲に限定

することが相当である。そして目的外使用が競合した場合については、労働会館目的外使

用許可にかかる審査要綱に基づき審査を実施し、目的外使用を許可する団体を決定するこ

ととしているものであり、この点で事実の評価に誤りがあると解せられます。

理由（２）については、連合奈良が使用すると申請した現在の事務所部分のみが、なぜ、

目的外使用のスペースなのか全く不明である。要するに、既に連合奈良事務所として使用

している部分のみを貸与許可判断できる部分とあらかじめ決めておいて、手続上の審査を

繰り返すというものであるとの主張ですが、これに対しては、行政財産の管理者である知

事の権限を適正に執行するため、審査要綱に基づき審査を実施し、客観的に優先順位を判

断し許可・不許可を行っており、この点で事実の評価に誤りがあると解せられます。

理由（３）ですが、県知事の裁量権といっても連合奈良にのみ事務室の貸与を認め、事

実上便宜を与え続けることにまで裁量権が認められているわけではないと考える。ここに

事実上の差別と排除の論理を持ち込んだものであり、このことが正しい判断であったとす

るならば、それは知事の強弁でしかないとの主張ですが、これに対しては、目的外使用が

競合した場合については、審査要綱に基づき審査を実施し、客観的に優先順位を判断して

目的外使用を許可する団体を決定することとしているものである。したがって、事実上の

差別と排除の論理を持ち込んだものとの主張は、事実誤認に基づくものであると解せられ

ます。

理由（４）は、奈労連ではなく、連合奈良に事務室の貸与を認めたのは、限られたスペ

ースー上の優先順位によるものという県の言い方は全くの詭弁であり、正当性はないとの

主張ですが、これに対しては、目的外使用許可の判断については、審査要綱に基づき審査

を実施し、客観的に優先順位を判断しているところであり、その結果として異議申立人に

対し目的外使用を許可しないとしたもので、この点で事実の評価に誤りがあると解せられ
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ます。

異議申し立ての理由とこれらに対する見解は以上のとおりですので、本件異議申し立て

については、棄却すべきものと考えるところですが、地方自治法第２３８条の７第４項の

規定により議会に諮問する次第です。

以上が、産業・雇用振興部に係る議案の説明です。よろしくご審議のほどお願い申し上

げます。

○福谷農林部長 農林部関係の議案についてご説明します。

「平成２６年９月定例県議会提出予算案の概要」の２ページ、２農林業の振興のなら食

と農の魅力創造国際大学校６次産業化研修拠点整備事業ですが、実践オーベルジュ棟の実

践研修機能の向上や学生棟の学習環境の向上など、カリキュラムの見直しに伴う施設の仕

様変更、また、労務単価等の上昇などに対応するため、３億３，７８０万円の補正をお願

いするものです。財源については、全て国交付金を原資として造成した地域・経済活性化

基金を充当することとしたいと考えております。

なお、実践オーベルジュ棟の指定管理については、７月から公募を行ってまいりました。

先般、外部委員による選定審査会が開かれた結果、株式会社ひらまつを指定管理予定者と

して決定されたところです。今後、１２月議会において、指定管理者の指定議案を上程す

る予定です。

３ページ、東京における県産食材レストラン開設準備事業ですが、県産食材のイメージ

アップやブランド力向上を目的としたレストランの東京出店に向け、出店場所の確保のた

め５，８００万円の補正をお願いするものです。出店場所については、これまで候補地の

検討を進めてきたところですが、東京の不動産市場が活性化していることから最適な物件

が見つかり次第、迅速に契約手続に入る必要があるため、今回、補正をお願いするもので

す。物件決定後に改めてその詳細についてご説明したいと思っております。

続いて、被災農業者向け経営体育成支援事業ですが、本年２月の大雪により被災した農

業用施設の復旧を支援する市町村に対し、補助を行うため７，５００万円の補正をお願い

するものです。県としては、国の制度を最大限活用して被災農業者の負担を軽減するため、

事業主体である市町村との協議や国への要望の調査を行った上で算定していたことから、

今回の上程となりました。２月の大雪による被害者であれば既に着手済みのものも対象と

しているため、再建等への影響は少ないものと考えております。

続いて、７ページの［繰越明許費補正］新規です。農業研究開発センター整備事業です
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が、区域内の給水方法や工法の検討などに不測の日時を要したため１億円の繰り越しをお

願いするものです。

続いて、「平成２６年９月県議会提出予定条例」の９４ページ、議第６９号、国営土地

改良事業負担金徴収条例の一部を改正する条例についてです。吉野川分水施設の改修を目

的に現在実施されている国営第二十津川紀の川土地改良事業、国営大和紀伊平野土地改良

事業については、本年度以降、順次事業完了が見込まれておりますが、それに伴って来年

度以降、県が地元負担金を徴収して国へ償還する必要が生じることから、徴収対策事業と

して条例別表に両事業を追加するなど、地元負担金徴収に係る所要の改正をするものです。

新旧対照表は９５ページに記載しております。なお、施行期日は公布の日からの施行を予

定しております。

以上が農林部所管の提出議案です。ご審議よろしくお願いいたします。

○加藤県土マネジメント部長 県土マネジメント部所管の提出議案についてご説明します。

まず、補正予算からご説明します。

「平成２６年９月定例県議会提出予算案の概要」の７ページ、［繰越明許費補正］新規、

奈良公園交通対策事業です。これは、県庁横に整備を予定しております（仮称）登大路タ

ーミナルの詳細設計及び附属施設の基本設計、実施設計を行うものです。名勝奈良公園の

形状変更に伴う文化庁など関係機関との調整に不測の日数を要していることから、７，１

２０万円の繰り越しをお願いするものです。

続いて、契約の関係についてご説明します。「平成２６年度一般会計特別会計補正予算

案その他」の１００ページ、議第７９号、道路整備事業にかかる請負契約の変更について

です。請負契約名ですが、一般国道１６９号高取バイパス社会資本整備総合交付金事業

（道路改良）工事です。この工事は高取町松山地区において、橋りょうの上部工事、大体

延長が３４０メートルほどですが、この工事について労務単価上昇に対応するため、契約

金額を８８５万円余増額し、６億８，８７２万円余に変更を行うものです。

次に、１０１ページ、議第８０号、公共土木施設災害復旧事業にかかる請負契約の変更

についてです。請負契約名は一般県道篠原宇井線道路災害復旧事業工事です。この工事は

五條市大塔町惣谷における地すべり対策を行うものですが、地元地域の皆様方から特に冬

季における県道篠原宇井線の通行確保について、大変強いご要望をいただいておりますの

で、車両の通行スペースを確保するために仮設の桟橋を追加したこと、さらには現地条件

の照査に伴う施工方法の見直し、地下水排水施設の規模の見直しを行い、契約金額を９，
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１１３万円余増額し、８億９，９８１万円余に変更を行うものです。

次に、１０２ページ、議第８１号、流域下水道事業にかかる請負契約の締結です。３件

あります。

１つ目は大和川上流流域下水道事業第１処理区浄化センターブロワ棟建設（機械設備）

工事。２つ目は大和川上流流域下水道事業第１処理区浄化センターブロワ棟建設（電気設

備）工事です。工事場所、期間、契約金額、契約の相手方については、記載のとおりです。

このブロワ施設とは、下水の汚水に空気を送り込み、微生物の活動を活発化させて水の

汚れを分解するという下水道処理のかなめとも言える施設ですけれども、これらの２件の

工事は浄化センターにおけるブロワ設備が既存の設備ですが、古いものでは供用を開始し

てから４０年たっており老朽化が進んでいます。このため、これらの工事において機械設

備、電気設備の更新を行うものです。

３つ目は大和川上流流域下水道事業第２処理区第二浄化センター１号・２号汚泥脱水機

等更新（機械設備）工事です。工事場所、期間、契約金額、契約の相手方については、記

載のとおりです。第二浄化センターの汚泥処理設備である汚泥の脱水機ですが、設置後１

８年が経過しています。汚泥による硫化水素等により使用部材の腐食が進んで老朽化が進

行しており、今回の工事において更新を行いたいというものです。

以上で県土マネジメント部所管の提出議案の説明を終わります。ご審議のほどよろしく

お願い申し上げます。

○林まちづくり推進局長 まちづくり推進局所管分の議案についてご説明します。

「平成２６年９月定例県議会提出予算案の概要」の２ページ、１観光の振興、新規事業

の奈良公園外国人誘客促進事業ですが、観光ガイドブック、マップの多言語化や春日大社

式年造替の催事、特別参拝等において外国語対応音声ガイド機の貸し出しを行うため４，

３００万円の補正をお願いするものです。

次に、奈良公園施設魅力向上事業ですが、高畑町裁判所跡地における、なら食と農の魅

力創造国際大学と連携した宿泊施設の整備に向けた文化財発掘調査及び基本計画の策定を

行うため３，５００万円の補正をお願いするものです。

３ページ、４医療の充実の新奈良県総合医療センター関連道路整備事業です。先ほど説

明がありましたけれども、当初の想定より地盤が軟弱であったことへの対策及び労務単価、

資材価格上昇への対応を行うため４，３２８万１，０００円の補正をお願いするものです。

５ページの１１紀伊半島大水害からの復旧・復興、応急仮設住宅延長事業です。砂防工
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事の工期延伸により、紀伊半島大水害の避難者の方に帰宅可能となるまで住み続けていた

だくため、仮設住宅の契約期間を延長する必要があり、５５８万９，０００円の補正をお

願いするものです。

７ページ、[繰越明許費補正]新規、新奈良県総合医療センター関連道路事業です。先ほ

ど説明しましたけれども、先行する新奈良県総合医療センター造成工事において、軟弱地

盤の影響により遅延が見られます。不測の日時を要したことにより、２億３，１００万円

の繰り越しをお願いするものです。奈良公園施設魅力向上事業ですが、旧奈良公園管理事

務所をコンベンション施設へ改修するための工事の入札手続に不測の日時を要したことに

より、４億６４３万７，０００円の繰り越しをお願いするものです。

続いて、条例についてご説明します。「平成２６年９月定例県議会提出条例」の９７ペ

ージ、議第７０号、奈良県営住宅条例の一部を改正する条例です。指定管理者に行わせる

ことができる業務に、駐車場の使用料の収納に関する業務を追加する等のため所要の改正

を行うものです。なお、施行日につきまして、公布の日です。詳細は９８ページに記載し

ております。

続いて、契約等に関する案件についてご説明します。「平成２６年度一般会計特別会計

補正予算案その他」の１０３ページ、議第８２号、新県営プール施設等整備運営事業にか

かる特定事業契約の変更についてです。新県営プール、スイムピア奈良を含むまほろば健

康パークの設備の完成に伴い、設計及び建設業務に係る対価のうち割賦支払い分への対応

として、割賦金利の計算に用いる利率を平成２６年６月２７日付の基準金利に基づき確定

しました。割賦金利の引き下げに対応するため、契約金額を２，２８９万円余を減額し、

６９億９，２２８万円余とする変更を行うものです。

１０４ページの議第８３号、住宅建設事業にかかる請負契約の変更についてです。２件

ございます。１つ目ですが、県営住宅小泉団地第３期建設工事第１工区の契約金額を１，

１３２万円余増額し、５億３，６９４万円余とするものです。２つ目ですが、同じく第２

工区の工事は契約金額を９４１万円余増額し、４億６，８３９万円余とするものです。両

工事とも県営住宅小泉団地の建てかえ工事ですが、今回、労務単価等への上昇に対応する

ため、契約金額の変更をお願いするものです。

１０９ページの報第２８号、地方自治法第１８０条第１項の規定による専決処分の報告

の、県営住宅家賃の滞納者等に対する住宅明け渡し渡等請求申し立てに関する訴訟事件に

ついてです。
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明細については、１１２ページに記載しています。これは家賃滞納月数が６カ月以上ま

たは滞納額が２０万円以上のもののうち、特に悪質と認められる５件について住宅の明け

渡し等の請求申し立てをしましたので報告するものです。

以上で説明を終わります。よろしくご審議のほどお願いいたします。

○吉田教育長 教育委員会所管の提出議案についてご説明申し上げます。「平成２６年９

月定例県議会提出予算案の概要」の４ページ、７学びの支援のスーパー食育スクール事業

です。学校における食育を推進するため、当初予算により栄養教諭が外部機関と連携し、

食育プログラムを開発する本事業を実施しているところですけれども、このたび事業を拡

充し、より一層の推進を図ってまいりたいと考えております。事業内容としては、県内小

学校１校をモデル校とし、児童の食事内容や活動量等の調査、分析による食育プログラム

の効果検証等を行うものです。補正予算額は２３９万１，０００円です。

以上が教育委員会所管の補正予算の概要です。

続いて、教育委員会に係る条例についてご説明します。「平成２６年９月定例県議会提

出条例」の１１８ページ、議第７５号、奈良県立学校いじめ問題調査委員会条例です。い

じめ防止対策推進法においては、学校の設置者はいじめに係る重大事態に対処し、当該重

大事態と同種の事態の発生の防止に資するため組織を設け、当該重大事態に係る事実関係

を明確にするための調査を行うものとされています。この条例は、県立学校の設置者であ

る教育委員会が設ける奈良県立学校いじめ問題調査委員会の設置並びに組織及び運営に関

し、必要な事項を定めようとするものです。なお、施行期日は公布の日からとしておりま

す。

以上が教育委員会に係る条例の概要です。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○橋本警察本部長 警察本部所管の提出議案についてご説明します。提出議案は報告案件

１件です。

「平成２６年度一般会計特別会計補正予算その他」の１０９ページ、報第２８号、地方

自治法第１８０条第１項の規定による専決処分の報告のうち、奈良県少年補導に関する条

例の一部を改正する条例についてです。これは児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰

及び児童の保護等に関する法律の改正に伴い、同法の題名を引用する部分の整備を行うた

めに所要の改正を行ったものです。

以上が警察本部所管の提出議案の概要です。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○安井委員長 ありがとうございました。
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以上をもって議案の説明を終わります。

次回は、９月２９日月曜日、午前１０時より歳入、総務部、農林部の審査を行い、その

終了後、健康福祉部、こども・女性局、医療政策部の審査を行いますので、よろしくお願

いします。

本日はこれをもって会議を終わります。


