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〈質疑応答〉〈質疑応答〉〈質疑応答〉〈質疑応答〉○出口委員長○出口委員長○出口委員長○出口委員長 長時間ご説明ご苦労様でございました。長時間ご説明ご苦労様でございました。長時間ご説明ご苦労様でございました。長時間ご説明ご苦労様でございました。それでは、ただいまご説明をいただいた件、またご報告の件につきまして、質疑があれそれでは、ただいまご説明をいただいた件、またご報告の件につきまして、質疑があれそれでは、ただいまご説明をいただいた件、またご報告の件につきまして、質疑があれそれでは、ただいまご説明をいただいた件、またご報告の件につきまして、質疑があれば挙手を願いたいと思います。ば挙手を願いたいと思います。ば挙手を願いたいと思います。ば挙手を願いたいと思います。○荻田委員○荻田委員○荻田委員○荻田委員 今定例会で代表質問をさせていただく予定ですので、何点かよろしくお願い今定例会で代表質問をさせていただく予定ですので、何点かよろしくお願い今定例会で代表質問をさせていただく予定ですので、何点かよろしくお願い今定例会で代表質問をさせていただく予定ですので、何点かよろしくお願いいたします。いたします。いたします。いたします。まず、予算の概要でございますが、ともあれ本県にとりましても大変厳しい財政事情だまず、予算の概要でございますが、ともあれ本県にとりましても大変厳しい財政事情だまず、予算の概要でございますが、ともあれ本県にとりましても大変厳しい財政事情だまず、予算の概要でございますが、ともあれ本県にとりましても大変厳しい財政事情だという思いをしているわけです。特に私ども、県政の報告会なども随分各地でやっておりという思いをしているわけです。特に私ども、県政の報告会なども随分各地でやっておりという思いをしているわけです。特に私ども、県政の報告会なども随分各地でやっておりという思いをしているわけです。特に私ども、県政の報告会なども随分各地でやっております。その中でよくこのグラフを利用させていただきます。きょう初めてというよりも、ます。その中でよくこのグラフを利用させていただきます。きょう初めてというよりも、ます。その中でよくこのグラフを利用させていただきます。きょう初めてというよりも、ます。その中でよくこのグラフを利用させていただきます。きょう初めてというよりも、この前、知事の提案理由の説明にもございましたが、歳入歳出、平成２７年度は４，７９この前、知事の提案理由の説明にもございましたが、歳入歳出、平成２７年度は４，７９この前、知事の提案理由の説明にもございましたが、歳入歳出、平成２７年度は４，７９この前、知事の提案理由の説明にもございましたが、歳入歳出、平成２７年度は４，７９３億円の予算計上をしておいでになります。この歳出には、いつも注目しているのですけ３億円の予算計上をしておいでになります。この歳出には、いつも注目しているのですけ３億円の予算計上をしておいでになります。この歳出には、いつも注目しているのですけ３億円の予算計上をしておいでになります。この歳出には、いつも注目しているのですけれども、地域の方々にも申し上げているのは義務的経費を、何としても５０％を切ろうとれども、地域の方々にも申し上げているのは義務的経費を、何としても５０％を切ろうとれども、地域の方々にも申し上げているのは義務的経費を、何としても５０％を切ろうとれども、地域の方々にも申し上げているのは義務的経費を、何としても５０％を切ろうということです。これはすなわち、５０％を超え、あるいは６０％ということはあり得ないいうことです。これはすなわち、５０％を超え、あるいは６０％ということはあり得ないいうことです。これはすなわち、５０％を超え、あるいは６０％ということはあり得ないいうことです。これはすなわち、５０％を超え、あるいは６０％ということはあり得ないと思いますが、ともあれ財政の硬直化につながっていくのではないかということをよく、と思いますが、ともあれ財政の硬直化につながっていくのではないかということをよく、と思いますが、ともあれ財政の硬直化につながっていくのではないかということをよく、と思いますが、ともあれ財政の硬直化につながっていくのではないかということをよく、指標として用いている部分がございます。そういった中で今度は５２．４％になり、平成指標として用いている部分がございます。そういった中で今度は５２．４％になり、平成指標として用いている部分がございます。そういった中で今度は５２．４％になり、平成指標として用いている部分がございます。そういった中で今度は５２．４％になり、平成２６年度の５０％から２．４％増加している。このことについて、予算そのものはつじつ２６年度の５０％から２．４％増加している。このことについて、予算そのものはつじつ２６年度の５０％から２．４％増加している。このことについて、予算そのものはつじつ２６年度の５０％から２．４％増加している。このことについて、予算そのものはつじつま合わせ、県債と公債が出たり入ったりしながらやっていただいているのだろうと思いまま合わせ、県債と公債が出たり入ったりしながらやっていただいているのだろうと思いまま合わせ、県債と公債が出たり入ったりしながらやっていただいているのだろうと思いまま合わせ、県債と公債が出たり入ったりしながらやっていただいているのだろうと思います。す。す。す。ともあれ、県政を運営していく中で、何としても義務的経費は抑えていこうと行財政改ともあれ、県政を運営していく中で、何としても義務的経費は抑えていこうと行財政改ともあれ、県政を運営していく中で、何としても義務的経費は抑えていこうと行財政改ともあれ、県政を運営していく中で、何としても義務的経費は抑えていこうと行財政改革を断行していただいていると思います。しかしそれが平成２６年度では５０％、新年度革を断行していただいていると思います。しかしそれが平成２６年度では５０％、新年度革を断行していただいていると思います。しかしそれが平成２６年度では５０％、新年度革を断行していただいていると思います。しかしそれが平成２６年度では５０％、新年度では２．４％増になることから、どのような考え方であるのかをまずお聞かせください。では２．４％増になることから、どのような考え方であるのかをまずお聞かせください。では２．４％増になることから、どのような考え方であるのかをまずお聞かせください。では２．４％増になることから、どのような考え方であるのかをまずお聞かせください。それからもう一点、リそれからもう一点、リそれからもう一点、リそれからもう一点、リニアニアニアニア中中中中央央央央新新新新幹線幹線幹線幹線のののの整整整整備備備備促進促進促進促進で、国の予算、予備費として１，００で、国の予算、予備費として１，００で、国の予算、予備費として１，００で、国の予算、予備費として１，００００００万万万万円を計上していただいています。何としても２０２７年に新大円を計上していただいています。何としても２０２７年に新大円を計上していただいています。何としても２０２７年に新大円を計上していただいています。何としても２０２７年に新大阪駅阪駅阪駅阪駅までまでまでまで同同同同時時時時開業開業開業開業してしてしてしていこうではないかという関いこうではないかという関いこうではないかという関いこうではないかという関西西西西の思いであります。それによっての思いであります。それによっての思いであります。それによっての思いであります。それによって景気回復軌道景気回復軌道景気回復軌道景気回復軌道にににに転転転転じていくじていくじていくじていくといった政といった政といった政といった政策策策策をををを推推推推しししし進進進進める一める一める一める一助助助助になるのだろうと思います。２，３００になるのだろうと思います。２，３００になるのだろうと思います。２，３００になるのだろうと思います。２，３００万万万万円計上されてい円計上されてい円計上されてい円計上されていますが、こういったところでますが、こういったところでますが、こういったところでますが、こういったところで詳詳詳詳しく聞かせていただけたらと思うところでございます。しく聞かせていただけたらと思うところでございます。しく聞かせていただけたらと思うところでございます。しく聞かせていただけたらと思うところでございます。それから、県それから、県それから、県それから、県有資産有資産有資産有資産の活用の活用の活用の活用プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトですが、ですが、ですが、ですが、以以以以前から申し上げておりますように、前から申し上げておりますように、前から申し上げておりますように、前から申し上げておりますように、旧奈旧奈旧奈旧奈良良良良保健所跡保健所跡保健所跡保健所跡をそのままにしています。これもこの地域にとってをそのままにしています。これもこの地域にとってをそのままにしています。これもこの地域にとってをそのままにしています。これもこの地域にとって不不不不用用用用心心心心であり、特に知であり、特に知であり、特に知であり、特に知事は大事は大事は大事は大宮宮宮宮通り通り通り通りプロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトの中でどの中でどの中でどの中でどんんんんどどどどんんんんといい思いを、もてなしのといい思いを、もてなしのといい思いを、もてなしのといい思いを、もてなしの接接接接合をしていただけ合をしていただけ合をしていただけ合をしていただけるようなるようなるようなるような道路道路道路道路、、、、花花花花などのなどのなどのなどの環境環境環境環境をををを整整整整えていただいております。えていただいております。えていただいております。えていただいております。裏へ回裏へ回裏へ回裏へ回っていきますと、っていきますと、っていきますと、っていきますと、奈奈奈奈良良良良
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市市市市のののの循環道路循環道路循環道路循環道路、、、、奈奈奈奈良公良公良公良公園園園園から大から大から大から大仏仏仏仏前、前、前、前、教育教育教育教育大前、そして大前、そして大前、そして大前、そして西へ西へ西へ西へずっとずっとずっとずっと市立病院市立病院市立病院市立病院を通って大森を通って大森を通って大森を通って大森町町町町、、、、ＪＲ奈ＪＲ奈ＪＲ奈ＪＲ奈良良良良駅駅駅駅前前前前へへへへとととと回遊回遊回遊回遊しています。特に観光しています。特に観光しています。特に観光しています。特に観光シーズンシーズンシーズンシーズンは、は、は、は、バスバスバスバスがががが非常非常非常非常に行きに行きに行きに行き来来来来していしていしていしています。ます。ます。ます。バスバスバスバスががががバス停バス停バス停バス停でとまるとでとまるとでとまるとでとまると後後後後ろにずっとろにずっとろにずっとろにずっと渋滞渋滞渋滞渋滞をしますので、をしますので、をしますので、をしますので、市市市市のののの道路道路道路道路だからというこだからというこだからというこだからということよりも、県としてどのように思っているのか。今までからとよりも、県としてどのように思っているのか。今までからとよりも、県としてどのように思っているのか。今までからとよりも、県としてどのように思っているのか。今までから保健所保健所保健所保健所を地を地を地を地元元元元におにおにおにお譲譲譲譲りして、りして、りして、りして、道路側道路側道路側道路側にあるにあるにあるにある土土土土地を地を地を地を後退後退後退後退させるさせるさせるさせる処置処置処置処置ができないのかと思っていました。そういったができないのかと思っていました。そういったができないのかと思っていました。そういったができないのかと思っていました。そういった跡跡跡跡地利地利地利地利用についての利活用もお聞きをしたい。用についての利活用もお聞きをしたい。用についての利活用もお聞きをしたい。用についての利活用もお聞きをしたい。それから、まちそれから、まちそれから、まちそれから、まち・ひ・ひ・ひ・ひとととと・・・・しごとしごとしごとしごと創創創創生について、国の新年度、あるいは生について、国の新年度、あるいは生について、国の新年度、あるいは生について、国の新年度、あるいは補補補補正予算分を正予算分を正予算分を正予算分を含含含含めめめめてですけれども、地方てですけれども、地方てですけれども、地方てですけれども、地方創創創創生ということで生ということで生ということで生ということで重重重重要要要要施策施策施策施策の一つになっています。それは地方を活の一つになっています。それは地方を活の一つになっています。それは地方を活の一つになっています。それは地方を活性性性性化させていく、それから化させていく、それから化させていく、それから化させていく、それから人人人人口口口口減少減少減少減少にににに歯歯歯歯どめをかけるというどめをかけるというどめをかけるというどめをかけるという両面両面両面両面でやっている政でやっている政でやっている政でやっている政策策策策でありでありでありであります。このことによって、県のそれます。このことによって、県のそれます。このことによって、県のそれます。このことによって、県のそれぞぞぞぞれのれのれのれのセクションセクションセクションセクションはいろいろなリはいろいろなリはいろいろなリはいろいろなリンクンクンクンクをさせたをさせたをさせたをさせた形形形形で政で政で政で政策策策策を、あるいは事を、あるいは事を、あるいは事を、あるいは事業業業業をつくり上げていこうとしている。それがために国の地方をつくり上げていこうとしている。それがために国の地方をつくり上げていこうとしている。それがために国の地方をつくり上げていこうとしている。それがために国の地方創創創創生生生生担当担当担当担当大大大大臣臣臣臣にににに対対対対していろいろな提していろいろな提していろいろな提していろいろな提言言言言をする、それによって全国をする、それによって全国をする、それによって全国をする、それによって全国都道府都道府都道府都道府県の各県の各県の各県の各市町市町市町市町村も村も村も村も含含含含めていいめていいめていいめていいアアアアイデアイデアイデアイデア、いい事、いい事、いい事、いい事業業業業にはしっかりとした予算をつけるということでございますが、今日までにはしっかりとした予算をつけるということでございますが、今日までにはしっかりとした予算をつけるということでございますが、今日までにはしっかりとした予算をつけるということでございますが、今日まで見見見見せていただいている中では、せていただいている中では、せていただいている中では、せていただいている中では、箇条書箇条書箇条書箇条書きにいろいろな事きにいろいろな事きにいろいろな事きにいろいろな事業業業業提提提提示示示示をしておられますけれども、をしておられますけれども、をしておられますけれども、をしておられますけれども、地域の活地域の活地域の活地域の活性性性性化と化と化と化と人人人人口口口口減少減少減少減少にににに歯歯歯歯どめをかけるという２つ一どめをかけるという２つ一どめをかけるという２つ一どめをかけるという２つ一体体体体となったとなったとなったとなった施策施策施策施策というものがというものがというものがというものが見見見見ええええてこないと思うのですが、そのてこないと思うのですが、そのてこないと思うのですが、そのてこないと思うのですが、その辺辺辺辺についてもお聞かせください。についてもお聞かせください。についてもお聞かせください。についてもお聞かせください。○中井財政課長○中井財政課長○中井財政課長○中井財政課長 義務的経費についてお義務的経費についてお義務的経費についてお義務的経費についてお答答答答えさせていただきます。えさせていただきます。えさせていただきます。えさせていただきます。義務的経費の義務的経費の義務的経費の義務的経費の構構構構成成成成比比比比でございますが、平成２７年度でございますが、平成２７年度でございますが、平成２７年度でございますが、平成２７年度当当当当初予算、それから平成２６年度２初予算、それから平成２６年度２初予算、それから平成２６年度２初予算、それから平成２６年度２月月月月補補補補正予算、合わせまして５１．５％でございます。正予算、合わせまして５１．５％でございます。正予算、合わせまして５１．５％でございます。正予算、合わせまして５１．５％でございます。当当当当初予算の初予算の初予算の初予算のみみみみでございますと５２．でございますと５２．でございますと５２．でございますと５２．４％でございます。４％でございます。４％でございます。４％でございます。昨昨昨昨年度の平成２６年度年度の平成２６年度年度の平成２６年度年度の平成２６年度当当当当初予算、それから２月初予算、それから２月初予算、それから２月初予算、それから２月補補補補正予算は５０．０％正予算は５０．０％正予算は５０．０％正予算は５０．０％でございましたので、でございましたので、でございましたので、でございましたので、数字数字数字数字としましては１．５としましては１．５としましては１．５としましては１．５ポイントポイントポイントポイント上上上上昇昇昇昇したものでございます。したものでございます。したものでございます。したものでございます。要要要要因因因因といたしましては、といたしましては、といたしましては、といたしましては、人人人人件費は件費は件費は件費は減少減少減少減少しておりますが、しておりますが、しておりますが、しておりますが、扶助扶助扶助扶助費や公債費が増加したため、費や公債費が増加したため、費や公債費が増加したため、費や公債費が増加したため、義務的経費全義務的経費全義務的経費全義務的経費全体体体体として１０億円増加したものでございます。一方で全として１０億円増加したものでございます。一方で全として１０億円増加したものでございます。一方で全として１０億円増加したものでございます。一方で全体体体体予算が今年度知事予算が今年度知事予算が今年度知事予算が今年度知事選選選選挙、それから県議会議員挙、それから県議会議員挙、それから県議会議員挙、それから県議会議員選選選選挙を挙を挙を挙を控控控控えていることからえていることからえていることからえていることから骨格骨格骨格骨格的な的な的な的な編編編編成をさせていただきまし成をさせていただきまし成をさせていただきまし成をさせていただきました。全た。全た。全た。全体体体体予算が１２４億円予算が１２４億円予算が１２４億円予算が１２４億円減少減少減少減少していることから、義務的経費のしていることから、義務的経費のしていることから、義務的経費のしていることから、義務的経費の構構構構成成成成比率比率比率比率が上が上が上が上昇昇昇昇しているしているしているしていると分と分と分と分析析析析しています。しています。しています。しています。なお、なお、なお、なお、扶助扶助扶助扶助費につきましては、国の費につきましては、国の費につきましては、国の費につきましては、国の制制制制度改正で指定度改正で指定度改正で指定度改正で指定難病医療難病医療難病医療難病医療費が今費が今費が今費が今回回回回の改正で７億１，の改正で７億１，の改正で７億１，の改正で７億１，３００３００３００３００万万万万円ほど増加していることも、大きく円ほど増加していることも、大きく円ほど増加していることも、大きく円ほど増加していることも、大きく扶助扶助扶助扶助費の増加に費の増加に費の増加に費の増加に結び結び結び結びついていると分ついていると分ついていると分ついていると分析析析析していしていしていしているところでございます。委員がご指るところでございます。委員がご指るところでございます。委員がご指るところでございます。委員がご指摘摘摘摘のように義務的経費につきましては、財政ののように義務的経費につきましては、財政ののように義務的経費につきましては、財政ののように義務的経費につきましては、財政の健健健健全化全化全化全化につきましても大きな要につきましても大きな要につきましても大きな要につきましても大きな要因因因因となってくるものですのでとなってくるものですのでとなってくるものですのでとなってくるものですので引引引引きききき続続続続きききき、、、、「「「「平成２７年度平成２７年度平成２７年度平成２７年度当当当当初予算初予算初予算初予算
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案のすがた案のすがた案のすがた案のすがた」」」」にもにもにもにも書書書書いておりますが、財政のいておりますが、財政のいておりますが、財政のいておりますが、財政の健健健健全化のさまざまな全化のさまざまな全化のさまざまな全化のさまざまな取取取取りりりり組み組み組み組みにににに取取取取りりりり組ん組ん組ん組んでまでまでまでまいりたいと考えております。いりたいと考えております。いりたいと考えております。いりたいと考えております。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。○出口委員長○出口委員長○出口委員長○出口委員長 リリリリニアニアニアニア関係については県関係については県関係については県関係については県土マネジメント土マネジメント土マネジメント土マネジメント部が出部が出部が出部が出席席席席していない。していない。していない。していない。○荻田委員○荻田委員○荻田委員○荻田委員 これは県これは県これは県これは県土マネジメント土マネジメント土マネジメント土マネジメント部ですか。それでは部ですか。それでは部ですか。それでは部ですか。それでは取取取取りりりり消消消消します。します。します。します。○出口委員長○出口委員長○出口委員長○出口委員長 それでは次に行きます。それでは次に行きます。それでは次に行きます。それでは次に行きます。○中井ファシリティマネジメント室長○中井ファシリティマネジメント室長○中井ファシリティマネジメント室長○中井ファシリティマネジメント室長 県県県県有資産有資産有資産有資産の活用についてのご質問でございます。の活用についてのご質問でございます。の活用についてのご質問でございます。の活用についてのご質問でございます。まず、予算案にまず、予算案にまず、予算案にまず、予算案に掲掲掲掲げております県げております県げております県げております県有資産有資産有資産有資産の活用の活用の活用の活用プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトにつきましては、国、県、につきましては、国、県、につきましては、国、県、につきましては、国、県、市町市町市町市町村等、いろいろな県村等、いろいろな県村等、いろいろな県村等、いろいろな県有資産有資産有資産有資産の活用をの活用をの活用をの活用を図図図図るところがありまして、それを県だけじるところがありまして、それを県だけじるところがありまして、それを県だけじるところがありまして、それを県だけじゃゃゃゃなくなくなくなくて一て一て一て一体体体体的に的に的に的にプロジェクト適プロジェクト適プロジェクト適プロジェクト適正化を正化を正化を正化を図図図図るために一るために一るために一るために一体体体体活用についての活用についての活用についての活用についての検討検討検討検討をしようという経費をしようという経費をしようという経費をしようという経費でございます。でございます。でございます。でございます。先先先先ほど委員がおほど委員がおほど委員がおほど委員がお述べ述べ述べ述べのののの旧奈旧奈旧奈旧奈良良良良保健所跡保健所跡保健所跡保健所跡地の県地の県地の県地の県有資産有資産有資産有資産の活用につきましては、の活用につきましては、の活用につきましては、の活用につきましては、従来従来従来従来から県から県から県から県有資産有資産有資産有資産のののの有効有効有効有効活用に関する活用に関する活用に関する活用に関する基基基基本方本方本方本方針針針針にににに基づ基づ基づ基づきまして、きまして、きまして、きまして、低・未低・未低・未低・未利用の利用の利用の利用の資産資産資産資産とととと位置づ位置づ位置づ位置づけられてけられてけられてけられております。おります。おります。おります。基基基基本的に本的に本的に本的に昨昨昨昨年度から年度から年度から年度から引引引引きききき続続続続きまして、きまして、きまして、きまして、売却売却売却売却の方の方の方の方向向向向でででで資産資産資産資産のののの整整整整理を理を理を理を進進進進めているとめているとめているとめているところでございますが、ころでございますが、ころでございますが、ころでございますが、土土土土地の地の地の地の境界境界境界境界につきましてにつきましてにつきましてにつきまして隣隣隣隣地地地地所有者所有者所有者所有者等とまだ関係等とまだ関係等とまだ関係等とまだ関係所所所所管部局で管部局で管部局で管部局で継続継続継続継続的的的的にににに協協協協議中でございます。その議中でございます。その議中でございます。その議中でございます。その協協協協議が議が議が議が整整整整いましたいましたいましたいました後後後後にはにはにはには境界確境界確境界確境界確定がはっきりしますので、定がはっきりしますので、定がはっきりしますので、定がはっきりしますので、売売売売却却却却の手の手の手の手続続続続に入っていきたいと思っております。に入っていきたいと思っております。に入っていきたいと思っております。に入っていきたいと思っております。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。○浪越総務部長○浪越総務部長○浪越総務部長○浪越総務部長 地方地方地方地方創創創創生の生の生の生の取取取取りりりり組み組み組み組みについてでございますが、ごについてでございますが、ごについてでございますが、ごについてでございますが、ご承承承承知のように今知のように今知のように今知のように今回回回回の地の地の地の地方方方方創創創創生では、国からは平成２７年度に地方生では、国からは平成２７年度に地方生では、国からは平成２７年度に地方生では、国からは平成２７年度に地方人人人人口口口口ビジョンビジョンビジョンビジョン、それから地方、それから地方、それから地方、それから地方版版版版の総合の総合の総合の総合戦略戦略戦略戦略をつをつをつをつくるということになってございます。今くるということになってございます。今くるということになってございます。今くるということになってございます。今回回回回、国で、国で、国で、国で補補補補正をされました２正をされました２正をされました２正をされました２種類種類種類種類の交の交の交の交付金付金付金付金がござがござがござがございまして、まず地域いまして、まず地域いまして、まず地域いまして、まず地域消消消消費費費費喚起型・喚起型・喚起型・喚起型・生活生活生活生活支援型支援型支援型支援型というものでございますが、これはすというものでございますが、これはすというものでございますが、これはすというものでございますが、これはすぐぐぐぐにににに効効効効果果果果の出るようなの出るようなの出るようなの出るような施策施策施策施策についてについてについてについて充当充当充当充当する。それからもう一つが地方する。それからもう一つが地方する。それからもう一つが地方する。それからもう一つが地方創創創創生生生生先先先先行行行行型型型型、、、、先先先先ほど申しほど申しほど申しほど申し上げました総合上げました総合上げました総合上げました総合戦略戦略戦略戦略といった、つくる前にといった、つくる前にといった、つくる前にといった、つくる前に有効有効有効有効なななな施策施策施策施策があれば、そういったものについてがあれば、そういったものについてがあれば、そういったものについてがあれば、そういったものについて将来将来将来将来をををを見見見見越してやる事越してやる事越してやる事越してやる事業業業業についてについてについてについて充充充充てるてるてるてる性性性性質の交質の交質の交質の交付金付金付金付金でございます。地域でございます。地域でございます。地域でございます。地域消消消消費費費費喚起・喚起・喚起・喚起・生活生活生活生活支援型支援型支援型支援型につきましては２月につきましては２月につきましては２月につきましては２月補補補補正予算の中で正予算の中で正予算の中で正予算の中で即応型即応型即応型即応型としてとしてとしてとしてプレミアム商品券プレミアム商品券プレミアム商品券プレミアム商品券といったといったといったといった形形形形で予で予で予で予算を算を算を算を組組組組ませていただきました。また、ませていただきました。また、ませていただきました。また、ませていただきました。また、先先先先行行行行型型型型の部分につきましても、の部分につきましても、の部分につきましても、の部分につきましても、従来従来従来従来からからからから検討検討検討検討していしていしていしている中でる中でる中でる中で充当充当充当充当できるような事できるような事できるような事できるような事業業業業についてはについてはについてはについては充当充当充当充当をさせていただくことを考えております。をさせていただくことを考えております。をさせていただくことを考えております。をさせていただくことを考えております。また今また今また今また今後後後後につきましては、平成２７年度で地方につきましては、平成２７年度で地方につきましては、平成２７年度で地方につきましては、平成２７年度で地方版版版版の総合の総合の総合の総合戦略戦略戦略戦略をつくりまして、をつくりまして、をつくりまして、をつくりまして、積極積極積極積極的な的な的な的な取取取取りりりり組み組み組み組みをしていくをしていくをしていくをしていく形形形形になろうかと思っております。になろうかと思っております。になろうかと思っております。になろうかと思っております。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。○荻田委員○荻田委員○荻田委員○荻田委員 今、財政今、財政今、財政今、財政課課課課長から、義務的経費についての内長から、義務的経費についての内長から、義務的経費についての内長から、義務的経費についての内訳訳訳訳をおをおをおをお示示示示しいただきました。しいただきました。しいただきました。しいただきました。人人人人件費の抑件費の抑件費の抑件費の抑制制制制などもなどもなどもなども当然当然当然当然あるわけですが、そういった中でこの財政あるわけですが、そういった中でこの財政あるわけですが、そういった中でこの財政あるわけですが、そういった中でこの財政規律規律規律規律というものをしっかというものをしっかというものをしっかというものをしっか
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りりりり見見見見定めて定めて定めて定めて対応対応対応対応していただけたらと思います。していただけたらと思います。していただけたらと思います。していただけたらと思います。それから、それから、それから、それから、奈奈奈奈良県と良県と良県と良県と同同同同じく１４０じく１４０じく１４０じく１４０万人万人万人万人口で口で口で口で似似似似たような県の新年度、あるいは平成２６年たような県の新年度、あるいは平成２６年たような県の新年度、あるいは平成２６年たような県の新年度、あるいは平成２６年度の予算案の度の予算案の度の予算案の度の予算案の資料資料資料資料要要要要求求求求をお願いしたいと思います。をお願いしたいと思います。をお願いしたいと思います。をお願いしたいと思います。また、総務部長からおまた、総務部長からおまた、総務部長からおまた、総務部長からお話話話話がございましたけれども、平成２７年度に地方がございましたけれども、平成２７年度に地方がございましたけれども、平成２７年度に地方がございましたけれども、平成２７年度に地方人人人人口口口口ビジョンビジョンビジョンビジョン、、、、あるいは地方あるいは地方あるいは地方あるいは地方版版版版総合総合総合総合戦略戦略戦略戦略などになどになどになどに取取取取りりりり組む組む組む組むというのは、というのは、というのは、というのは、当然当然当然当然のことです。私たちののことです。私たちののことです。私たちののことです。私たちの近近近近くでもくでもくでもくでも人人人人口口口口減少減少減少減少がががが進ん進ん進ん進んできているできているできているできている限界集落限界集落限界集落限界集落もございまして、もございまして、もございまして、もございまして、奈奈奈奈良良良良市市市市でもでもでもでも学校学校学校学校がががが統廃統廃統廃統廃合するところ合するところ合するところ合するところが随分出てまいりました。それだけが随分出てまいりました。それだけが随分出てまいりました。それだけが随分出てまいりました。それだけ如実如実如実如実に何とかせに何とかせに何とかせに何とかせねねねねばならないという思いでございますばならないという思いでございますばならないという思いでございますばならないという思いでございますので、ので、ので、ので、人人人人口口口口減少減少減少減少にににに歯歯歯歯どめをかける政どめをかける政どめをかける政どめをかける政策策策策、、、、人人人人がががが集集集集まるようなまるようなまるようなまるような就就就就労の労の労の労の場場場場、あるいは観光振興、、あるいは観光振興、、あるいは観光振興、、あるいは観光振興、そして何かそして何かそして何かそして何か面面面面的な的な的な的な整整整整備、こういったものを考えなくては地域間備、こういったものを考えなくては地域間備、こういったものを考えなくては地域間備、こういったものを考えなくては地域間格差格差格差格差がもっとがもっとがもっとがもっとひひひひどくなるのどくなるのどくなるのどくなるのではないかと思います。新年度はそういった方ではないかと思います。新年度はそういった方ではないかと思います。新年度はそういった方ではないかと思います。新年度はそういった方向向向向で、で、で、で、市町市町市町市町村のそれ村のそれ村のそれ村のそれぞぞぞぞれの思いもれの思いもれの思いもれの思いも共有共有共有共有してしてしてして対応対応対応対応していただきたいと思いますので、していただきたいと思いますので、していただきたいと思いますので、していただきたいと思いますので、ぜひぜひぜひぜひこれからこれからこれからこれから進ん進ん進ん進んでいくだろう地方でいくだろう地方でいくだろう地方でいくだろう地方創創創創生に生に生に生に向向向向かっかっかっかって、て、て、て、対応対応対応対応方をお願いしておきます。方をお願いしておきます。方をお願いしておきます。方をお願いしておきます。それから、県それから、県それから、県それから、県有資産有資産有資産有資産のののの跡跡跡跡地利用の地利用の地利用の地利用の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。奈奈奈奈良良良良市市市市との関係も、今、知事としてとの関係も、今、知事としてとの関係も、今、知事としてとの関係も、今、知事としてはしっくりいっているのかいないのかわからないけれども、何かはしっくりいっているのかいないのかわからないけれども、何かはしっくりいっているのかいないのかわからないけれども、何かはしっくりいっているのかいないのかわからないけれども、何か連携連携連携連携をされたようです。をされたようです。をされたようです。をされたようです。そのそのそのその辺辺辺辺について聞かせていただけたらありがたいと思います。について聞かせていただけたらありがたいと思います。について聞かせていただけたらありがたいと思います。について聞かせていただけたらありがたいと思います。いずれにしても公いずれにしても公いずれにしても公いずれにしても公有有有有財財財財産産産産、そしてまた交通政、そしてまた交通政、そしてまた交通政、そしてまた交通政策策策策、こういったところにもきょうできるこ、こういったところにもきょうできるこ、こういったところにもきょうできるこ、こういったところにもきょうできることがあればとがあればとがあればとがあれば対応対応対応対応をしていただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。をしていただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。をしていただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。をしていただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。それから、それから、それから、それから、救急搬送救急搬送救急搬送救急搬送について、について、について、について、ｅ－ＭＡＴＣＨシステムｅ－ＭＡＴＣＨシステムｅ－ＭＡＴＣＨシステムｅ－ＭＡＴＣＨシステムがあります。ところががあります。ところががあります。ところががあります。ところが救急車救急車救急車救急車がががが患患患患者者者者ささささんんんんをををを乗乗乗乗せてからせてからせてからせてから病院病院病院病院までの間のまでの間のまでの間のまでの間の所所所所要時間はまだまだ改要時間はまだまだ改要時間はまだまだ改要時間はまだまだ改善善善善されていない部分があるよされていない部分があるよされていない部分があるよされていない部分があるようです。要はうです。要はうです。要はうです。要は病院側病院側病院側病院側がががが○○○○、、、、△△△△、、、、××××と表と表と表と表示示示示してしてしてして消消消消防防防防本部でわかるようになっているようです本部でわかるようになっているようです本部でわかるようになっているようです本部でわかるようになっているようですけれど、このけれど、このけれど、このけれど、この△△△△がががが非常非常非常非常にににに悩悩悩悩ましいということをよくましいということをよくましいということをよくましいということをよく言言言言われています。そのわれています。そのわれています。そのわれています。その辺辺辺辺、、、、現状現状現状現状をどのをどのをどのをどのようにようにようにように把握把握把握把握されているのか、そしてこの新年度の事されているのか、そしてこの新年度の事されているのか、そしてこの新年度の事されているのか、そしてこの新年度の事業業業業についてについてについてについて同同同同じことをじことをじことをじことを毎毎毎毎年行っている年行っている年行っている年行っているように思うのですけれども、改ように思うのですけれども、改ように思うのですけれども、改ように思うのですけれども、改善善善善されているのかをお聞かせください。されているのかをお聞かせください。されているのかをお聞かせください。されているのかをお聞かせください。以以以以上です。上です。上です。上です。○西川総務部次長○西川総務部次長○西川総務部次長○西川総務部次長 県県県県有資産有資産有資産有資産の活用に関しましたの活用に関しましたの活用に関しましたの活用に関しました市市市市とのとのとのとの連携協連携協連携協連携協定というご質問がございま定というご質問がございま定というご質問がございま定というご質問がございましたので、そのことについておしたので、そのことについておしたので、そのことについておしたので、そのことについてお答答答答えさせていただきます。えさせていただきます。えさせていただきます。えさせていただきます。まちまちまちまちづづづづくりに関するくりに関するくりに関するくりに関する連携協連携協連携協連携協定は定は定は定は市町市町市町市町村と県でまち村と県でまち村と県でまち村と県でまちづづづづくりの方くりの方くりの方くりの方向性向性向性向性が合が合が合が合致致致致するものにつきするものにつきするものにつきするものにつきましては、おましては、おましては、おましては、お互互互互いにいにいにいに協協協協力力力力してまちしてまちしてまちしてまちづづづづくりをやっていこうと、くりをやっていこうと、くりをやっていこうと、くりをやっていこうと、昨昨昨昨年１０月年１０月年１０月年１０月以以以以降降降降、、、、天天天天理理理理市市市市、大、大、大、大和郡和郡和郡和郡山山山山市市市市、、、、桜桜桜桜井井井井市市市市、それとこの１月に、それとこの１月に、それとこの１月に、それとこの１月に奈奈奈奈良良良良市市市市とととと協協協協定を定を定を定を締締締締結結結結させていただいたところです。させていただいたところです。させていただいたところです。させていただいたところです。その中ではおその中ではおその中ではおその中ではお互互互互いにそれいにそれいにそれいにそれぞぞぞぞれのれのれのれの立場立場立場立場で内で内で内で内容容容容等も等も等も等も役割役割役割役割分分分分担担担担をしまして、まちをしまして、まちをしまして、まちをしまして、まちづづづづくりにくりにくりにくりに向向向向けてけてけてけてのさまざまなのさまざまなのさまざまなのさまざまな取取取取りりりり組み組み組み組みをををを進進進進めていこうということです。県からは財政的なめていこうということです。県からは財政的なめていこうということです。県からは財政的なめていこうということです。県からは財政的な支援支援支援支援に加えましに加えましに加えましに加えまし
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て県て県て県て県有資産有資産有資産有資産の活用につきましても、まちの活用につきましても、まちの活用につきましても、まちの活用につきましても、まちづづづづくりにくりにくりにくりに使使使使えるものについてはえるものについてはえるものについてはえるものについては積極積極積極積極的に活用して的に活用して的に活用して的に活用していただく方いただく方いただく方いただく方針針針針でやっております。でやっております。でやっております。でやっております。奈奈奈奈良県と良県と良県と良県と奈奈奈奈良良良良市市市市のののの連携協連携協連携協連携協定では、今のところ地定では、今のところ地定では、今のところ地定では、今のところ地区区区区は４地は４地は４地は４地区区区区、、、、ＪＲＪＲＪＲＪＲの新の新の新の新駅駅駅駅を中を中を中を中心心心心としたとしたとしたとした八八八八条・条・条・条・大安大安大安大安寺寺寺寺地地地地区区区区、平、平、平、平松松松松町町町町の県総合の県総合の県総合の県総合医療セン医療セン医療セン医療センタタタターーーーのののの跡跡跡跡地、地、地、地、猿沢池周猿沢池周猿沢池周猿沢池周辺辺辺辺のののの奈奈奈奈良公良公良公良公園園園園周周周周辺辺辺辺、、、、西西西西大大大大寺寺寺寺駅駅駅駅周周周周辺辺辺辺と、この４つをと、この４つをと、この４つをと、この４つを協協協協定の地定の地定の地定の地区区区区としてとしてとしてとして連携連携連携連携してまちしてまちしてまちしてまちづづづづくりをくりをくりをくりを進進進進めていこうとしていまめていこうとしていまめていこうとしていまめていこうとしています。す。す。す。○荻田委員○荻田委員○荻田委員○荻田委員 箇所箇所箇所箇所をををを決決決決めてやっているのですか。めてやっているのですか。めてやっているのですか。めてやっているのですか。○西川総務部次長○西川総務部次長○西川総務部次長○西川総務部次長 協協協協定を定を定を定を結ん結ん結ん結んだのは、今のところその４地だのは、今のところその４地だのは、今のところその４地だのは、今のところその４地区区区区です。です。です。です。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。○村戸消防救急課長○村戸消防救急課長○村戸消防救急課長○村戸消防救急課長 救急搬送救急搬送救急搬送救急搬送についておについておについておについてお答答答答えします。えします。えします。えします。現在現在現在現在救急搬送救急搬送救急搬送救急搬送につきましては委員がおにつきましては委員がおにつきましては委員がおにつきましては委員がお述べ述べ述べ述べのように、のように、のように、のように、ｅ－ＭＡＴＣＨシステムｅ－ＭＡＴＣＨシステムｅ－ＭＡＴＣＨシステムｅ－ＭＡＴＣＨシステムというこというこというこということで、情報とで、情報とで、情報とで、情報端末端末端末端末機機機機器器器器をををを導導導導入いたしまして運用している入いたしまして運用している入いたしまして運用している入いたしまして運用している最最最最中でございますが、平成２５年度中でございますが、平成２５年度中でございますが、平成２５年度中でございますが、平成２５年度のののの消消消消防庁防庁防庁防庁がががが発発発発表しております表しております表しております表しております搬送搬送搬送搬送時間につきましては４３．８分で、平成２４年度の４３．時間につきましては４３．８分で、平成２４年度の４３．時間につきましては４３．８分で、平成２４年度の４３．時間につきましては４３．８分で、平成２４年度の４３．１分から１分から１分から１分から若干伸若干伸若干伸若干伸びびびびているているているている状況状況状況状況で、なかなか時間ので、なかなか時間ので、なかなか時間ので、なかなか時間の短縮短縮短縮短縮についてについてについてについてｅ－ＭＡＴＣＨシステムｅ－ＭＡＴＣＨシステムｅ－ＭＡＴＣＨシステムｅ－ＭＡＴＣＨシステムがががが反映反映反映反映されていないされていないされていないされていない現状現状現状現状をををを認識認識認識認識しております。しております。しております。しております。それで、平成２６年度におきまして、それで、平成２６年度におきまして、それで、平成２６年度におきまして、それで、平成２６年度におきまして、昨昨昨昨年の１０月、１２月に、それ年の１０月、１２月に、それ年の１０月、１２月に、それ年の１０月、１２月に、それぞぞぞぞれれれれ消消消消防防防防機関と機関と機関と機関と医医医医療療療療機関が機関が機関が機関がｅ－ＭＡＴＣＨシステムｅ－ＭＡＴＣＨシステムｅ－ＭＡＴＣＨシステムｅ－ＭＡＴＣＨシステムの運営についての運営についての運営についての運営について現現現現場場場場はどのようになっているのか、どのはどのようになっているのか、どのはどのようになっているのか、どのはどのようになっているのか、どのように改ように改ように改ように改善善善善すればいいのかといったすればいいのかといったすればいいのかといったすればいいのかといった意意意意見見見見交交交交換換換換を行いまして、そういったことをを行いまして、そういったことをを行いまして、そういったことをを行いまして、そういったことをベベベベースースースースにしにしにしにしながらながらながらながらｅ－ＭＡＴＣＨシステムｅ－ＭＡＴＣＨシステムｅ－ＭＡＴＣＨシステムｅ－ＭＡＴＣＨシステムのよりのよりのよりのより使使使使いやすい方いやすい方いやすい方いやすい方法法法法はないものか、はないものか、はないものか、はないものか、救急搬送救急搬送救急搬送救急搬送及及及及び医療連び医療連び医療連び医療連携協携協携協携協議会のいろいろな部会で、議会のいろいろな部会で、議会のいろいろな部会で、議会のいろいろな部会で、検討検討検討検討しているしているしているしている最最最最中です。その中です。その中です。その中です。その検討検討検討検討部会の部会の部会の部会の結果結果結果結果をををを踏踏踏踏まえましまえましまえましまえまして、て、て、て、来来来来年度、年度、年度、年度、システムシステムシステムシステムまたは運用または運用または運用または運用ルルルルーーーールルルル等の改等の改等の改等の改善善善善をいたしまして、をいたしまして、をいたしまして、をいたしまして、少少少少しでもしでもしでもしでも早早早早くくくく病院病院病院病院にににに患患患患者者者者ささささんんんんを運を運を運を運べべべべるようにるようにるようにるように努力努力努力努力していきたいと考えております。していきたいと考えております。していきたいと考えております。していきたいと考えております。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。○出口委員長○出口委員長○出口委員長○出口委員長 中井財政中井財政中井財政中井財政課課課課長、長、長、長、資料資料資料資料要要要要求求求求のののの対応対応対応対応をしていただけますか。よろしくお願いしをしていただけますか。よろしくお願いしをしていただけますか。よろしくお願いしをしていただけますか。よろしくお願いします。ます。ます。ます。○荻田委員○荻田委員○荻田委員○荻田委員 今、村今、村今、村今、村戸戸戸戸消消消消防防防防救急課救急課救急課救急課長におっし長におっし長におっし長におっしゃゃゃゃっていただいたのですが、っていただいたのですが、っていただいたのですが、っていただいたのですが、病院側病院側病院側病院側にもっとにもっとにもっとにもっと積極積極積極積極的にお的にお的にお的にお話話話話をされるのが一をされるのが一をされるのが一をされるのが一番番番番いいと思います。いいと思います。いいと思います。いいと思います。消消消消防防防防の職員、特にの職員、特にの職員、特にの職員、特に救急車救急車救急車救急車にににに乗乗乗乗ってってってって病院病院病院病院をををを探探探探していただくのは、一していただくのは、一していただくのは、一していただくのは、一番番番番心心心心労があると思いま労があると思いま労があると思いま労があると思います。す。す。す。受受受受け入れのけ入れのけ入れのけ入れの△△△△の表の表の表の表示示示示というのははっきりしてもらったほうがいいと思います。というのははっきりしてもらったほうがいいと思います。というのははっきりしてもらったほうがいいと思います。というのははっきりしてもらったほうがいいと思います。曖昧曖昧曖昧曖昧ななななのです。平成３０年ののです。平成３０年ののです。平成３０年ののです。平成３０年の恐恐恐恐らくらくらくらく春春春春にににに開院開院開院開院をされる新をされる新をされる新をされる新奈奈奈奈良県総合良県総合良県総合良県総合医療セン医療セン医療セン医療センタタタターーーーは１次から３次は１次から３次は１次から３次は１次から３次まで全部をまで全部をまで全部をまで全部を受受受受け入れますという、け入れますという、け入れますという、け入れますという、北和北和北和北和医療医療医療医療圏圏圏圏にににに対対対対してはしてはしてはしては非常非常非常非常にありがたいにありがたいにありがたいにありがたい施施施施設設設設ができるのができるのができるのができるのだろうと思います。ともあれ、だろうと思います。ともあれ、だろうと思います。ともあれ、だろうと思います。ともあれ、救急搬送救急搬送救急搬送救急搬送については、については、については、については、命命命命をををを守守守守るるるる最最最最前前前前線線線線ですから、何としてですから、何としてですから、何としてですから、何として
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もももも消消消消防防防防本部、本部、本部、本部、病院病院病院病院、この関係はもっと、この関係はもっと、この関係はもっと、この関係はもっと病院側病院側病院側病院側に知事からでも、あるいはに知事からでも、あるいはに知事からでも、あるいはに知事からでも、あるいは担当担当担当担当副知事または副知事または副知事または副知事または担当担当担当担当部長からでも、しっかりとした部長からでも、しっかりとした部長からでも、しっかりとした部長からでも、しっかりとした話話話話を、今のを、今のを、今のを、今の現状認識現状認識現状認識現状認識というものを申し上げていただきというものを申し上げていただきというものを申し上げていただきというものを申し上げていただきたいと思います。いずれにしてもこのようなことばかりのたいと思います。いずれにしてもこのようなことばかりのたいと思います。いずれにしてもこのようなことばかりのたいと思います。いずれにしてもこのようなことばかりの繰繰繰繰りりりり返返返返しであったら何もならなしであったら何もならなしであったら何もならなしであったら何もならない、何も改い、何も改い、何も改い、何も改善善善善されないと思います。されないと思います。されないと思います。されないと思います。ぜひぜひぜひぜひごごごご対応対応対応対応をお願いしたいと思います。要をお願いしたいと思います。要をお願いしたいと思います。要をお願いしたいと思います。要望望望望しておきしておきしておきしておきますから、しっかりますから、しっかりますから、しっかりますから、しっかり頑張頑張頑張頑張ってください。ってください。ってください。ってください。それから、もう一点だけよろしいですか。それから、もう一点だけよろしいですか。それから、もう一点だけよろしいですか。それから、もう一点だけよろしいですか。先先先先般般般般もももも奈奈奈奈良公良公良公良公園園園園に行く機会がありまして、こに行く機会がありまして、こに行く機会がありまして、こに行く機会がありまして、このごろならのごろならのごろならのごろなら瑠璃絵瑠璃絵瑠璃絵瑠璃絵という、という、という、という、夜夜夜夜にきらきらと光る、とにかくにきらきらと光る、とにかくにきらきらと光る、とにかくにきらきらと光る、とにかく寒寒寒寒いですから、観光いですから、観光いですから、観光いですから、観光客客客客ののののオオオオフフフフシシシシーズン対策ーズン対策ーズン対策ーズン対策として一生として一生として一生として一生懸命懸命懸命懸命やっていただいて、やっていただいて、やっていただいて、やっていただいて、春春春春日野日野日野日野園園園園地、新公会地、新公会地、新公会地、新公会堂堂堂堂、、、、春春春春日大日大日大日大社社社社、こうい、こうい、こうい、こういったところのったところのったところのったところの夜夜夜夜のののの景景景景色色色色がきれいです。だからそれにがきれいです。だからそれにがきれいです。だからそれにがきれいです。だからそれに訪訪訪訪れて観光れて観光れて観光れて観光客客客客が増加しているのだろうが増加しているのだろうが増加しているのだろうが増加しているのだろうと思いますけれども、職員の方々も随分こういった観光と思いますけれども、職員の方々も随分こういった観光と思いますけれども、職員の方々も随分こういった観光と思いますけれども、職員の方々も随分こういった観光客客客客の増加についてごの増加についてごの増加についてごの増加についてご努力努力努力努力いただいいただいいただいいただいているという思いはあります。そういった中でも、もっとているという思いはあります。そういった中でも、もっとているという思いはあります。そういった中でも、もっとているという思いはあります。そういった中でも、もっと工夫工夫工夫工夫すればすればすればすれば人人人人がががが集集集集まるというとまるというとまるというとまるというところも、これからころも、これからころも、これからころも、これから頑張頑張頑張頑張っていただけたらと思うところです。っていただけたらと思うところです。っていただけたらと思うところです。っていただけたらと思うところです。最最最最後後後後に一点、特にに一点、特にに一点、特にに一点、特に奈奈奈奈良公良公良公良公園園園園、このごろは、このごろは、このごろは、このごろは外外外外国国国国人人人人がががが多多多多いです。特にいです。特にいです。特にいです。特に三三三三条条条条通りから随分通りから随分通りから随分通りから随分多多多多いいいいです。中です。中です。中です。中心市心市心市心市街街街街地のこの地のこの地のこの地のこの商商商商店街店街店街店街には特にには特にには特にには特に外外外外国国国国人人人人がががが多多多多いので、いので、いので、いので、外外外外国国国国人人人人がいなかったらこのがいなかったらこのがいなかったらこのがいなかったらこの辺辺辺辺のおのおのおのお店店店店やっていけませやっていけませやっていけませやっていけませんんんんというというというという話話話話が出るほどです。だからが出るほどです。だからが出るほどです。だからが出るほどです。だからＷｉＷｉＷｉＷｉ－－－－ＦｉＦｉＦｉＦｉの関係など、いろいの関係など、いろいの関係など、いろいの関係など、いろいろなろなろなろな形形形形でででで多多多多言言言言語語語語の通の通の通の通訳訳訳訳もできるようなもできるようなもできるようなもできるような形づ形づ形づ形づくりをしていただいておりますことも、くりをしていただいておりますことも、くりをしていただいておりますことも、くりをしていただいておりますことも、商商商商店街店街店街店街の振興にとっては、あるいはまたの振興にとっては、あるいはまたの振興にとっては、あるいはまたの振興にとっては、あるいはまた外外外外国国国国人人人人にとってもにとってもにとってもにとってもメメメメリリリリッッッットトトトになることだと思っています。になることだと思っています。になることだと思っています。になることだと思っています。先先先先般般般般、南大、南大、南大、南大門門門門のののの近近近近くにおりましたら、行くにおりましたら、行くにおりましたら、行くにおりましたら、行商人商人商人商人ささささんんんんがががが鹿鹿鹿鹿ののののふふふふんんんんがたくさがたくさがたくさがたくさんんんん出たらす出たらす出たらす出たらすぐぐぐぐにににに掃除掃除掃除掃除してくださっています。それもしてくださっています。それもしてくださっています。それもしてくださっています。それも奈奈奈奈良公良公良公良公園園園園室にしっかり室にしっかり室にしっかり室にしっかり頑張頑張頑張頑張っていただいていると思っておっていただいていると思っておっていただいていると思っておっていただいていると思っておりますけれども、りますけれども、りますけれども、りますけれども、陰陰陰陰にににに陽陽陽陽におもてなしのにおもてなしのにおもてなしのにおもてなしの心心心心でででで接接接接遇遇遇遇をしていただきたい。特に観光をしていただきたい。特に観光をしていただきたい。特に観光をしていただきたい。特に観光客客客客にとっにとっにとっにとって東大て東大て東大て東大寺寺寺寺大大大大仏仏仏仏殿殿殿殿、、、、春春春春日大日大日大日大社社社社などは、そこに行くという一点でございますので、そのなどは、そこに行くという一点でございますので、そのなどは、そこに行くという一点でございますので、そのなどは、そこに行くという一点でございますので、その付近付近付近付近ももももあわせて、あわせて、あわせて、あわせて、接接接接遇遇遇遇のののの心心心心でででで頑張頑張頑張頑張っていただきたいと思います。っていただきたいと思います。っていただきたいと思います。っていただきたいと思います。きょうはこういうきょうはこういうきょうはこういうきょうはこういう意意意意見見見見だけを申し上げて、だけを申し上げて、だけを申し上げて、だけを申し上げて、終終終終わりにさせていただきます。わりにさせていただきます。わりにさせていただきます。わりにさせていただきます。以以以以上です。上です。上です。上です。○藤野委員○藤野委員○藤野委員○藤野委員 簡潔簡潔簡潔簡潔に２件だけおに２件だけおに２件だけおに２件だけお尋尋尋尋ねねねねさせていただきます。させていただきます。させていただきます。させていただきます。まず、まず、まず、まず、広広広広域域域域消消消消防防防防ですが、ですが、ですが、ですが、始始始始められてもうすめられてもうすめられてもうすめられてもうすぐぐぐぐ１年がたつわけでありますけれども、１年がたつわけでありますけれども、１年がたつわけでありますけれども、１年がたつわけでありますけれども、見見見見ええええてくるてくるてくるてくる課課課課題題題題というのはどのようなものが今というのはどのようなものが今というのはどのようなものが今というのはどのようなものが今浮浮浮浮きききき彫彫彫彫りになってきているのか。まだ１年たたりになってきているのか。まだ１年たたりになってきているのか。まだ１年たたりになってきているのか。まだ１年たたないわけですから、さほど大きなないわけですから、さほど大きなないわけですから、さほど大きなないわけですから、さほど大きな課課課課題題題題はないかと思うのですけれども、もしあればおはないかと思うのですけれども、もしあればおはないかと思うのですけれども、もしあればおはないかと思うのですけれども、もしあればお尋尋尋尋ねねね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。もう一点は、もう一点は、もう一点は、もう一点は、先先先先般橿原般橿原般橿原般橿原考考考考古古古古学学学学研究研究研究研究所所所所を知事部局にを知事部局にを知事部局にを知事部局に移移移移管されると新聞報管されると新聞報管されると新聞報管されると新聞報道道道道が出ておりましが出ておりましが出ておりましが出ておりました。なた。なた。なた。なぜぜぜぜ今今今今教育教育教育教育委員会から知事部局に委員会から知事部局に委員会から知事部局に委員会から知事部局に移移移移管されるのか、また管されるのか、また管されるのか、また管されるのか、また移移移移管する管する管する管するメメメメリリリリッッッットトトトは何なのかは何なのかは何なのかは何なのか
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をお聞かせいただきたいと思います。をお聞かせいただきたいと思います。をお聞かせいただきたいと思います。をお聞かせいただきたいと思います。以以以以上です。上です。上です。上です。○村戸消防救急課長○村戸消防救急課長○村戸消防救急課長○村戸消防救急課長 広広広広域化されました域化されました域化されました域化されました広広広広域域域域消消消消防防防防組組組組合につきましての質問でございます。合につきましての質問でございます。合につきましての質問でございます。合につきましての質問でございます。４月に３７４月に３７４月に３７４月に３７市町市町市町市町村、管内村、管内村、管内村、管内人人人人口９０口９０口９０口９０万人万人万人万人のののの広広広広域域域域消消消消防防防防組組組組合を合を合を合を策策策策定いたしまして、委員もご定いたしまして、委員もご定いたしまして、委員もご定いたしまして、委員もご存存存存じのように、じのように、じのように、じのように、段階段階段階段階的な的な的な的な統統統統合を合を合を合を図図図図ることで、ることで、ることで、ることで、昨昨昨昨年の４月１日には年の４月１日には年の４月１日には年の４月１日には広広広広域域域域消消消消防防防防組組組組合と合と合と合と組組組組合を合を合を合を設設設設立立立立いたしましたが、いたしましたが、いたしましたが、いたしましたが、実実実実質的には平成２８年度に通質的には平成２８年度に通質的には平成２８年度に通質的には平成２８年度に通信信信信部部部部門門門門をををを統統統統一しまして、さらに平成３３年一しまして、さらに平成３３年一しまして、さらに平成３３年一しまして、さらに平成３３年度に全度に全度に全度に全体統体統体統体統合が合が合が合が図図図図られるということで、今、られるということで、今、られるということで、今、られるということで、今、広広広広域域域域消消消消防防防防をををを進進進進めているめているめているめている状況状況状況状況でございます。でございます。でございます。でございます。その中で１年その中で１年その中で１年その中で１年弱弱弱弱ですが、どういったですが、どういったですが、どういったですが、どういった課課課課題題題題がががが見見見見えてきたかということですが、えてきたかということですが、えてきたかということですが、えてきたかということですが、広広広広域域域域消消消消防防防防組組組組合とお合とお合とお合とお話話話話しする中で、一しする中で、一しする中で、一しする中で、一体体体体化という化という化という化という感覚感覚感覚感覚がががが広広広広域域域域消消消消防防防防本部の中では出てきているのですが、本部の中では出てきているのですが、本部の中では出てきているのですが、本部の中では出てきているのですが、３６３６３６３６消消消消防署防署防署防署所所所所はまだはまだはまだはまだ旧消旧消旧消旧消防防防防本部本部本部本部単単単単位位位位でででで自賄自賄自賄自賄いで運営しております。一いで運営しております。一いで運営しております。一いで運営しております。一体体体体化といったものが化といったものが化といったものが化といったものがまだまだまだまだまだまだまだまだ浸透浸透浸透浸透していないというごしていないというごしていないというごしていないというご意意意意見見見見もございまして、そういったところをまずもございまして、そういったところをまずもございまして、そういったところをまずもございまして、そういったところをまず浸透浸透浸透浸透させさせさせさせるるるる必必必必要があるということが１点です。要があるということが１点です。要があるということが１点です。要があるということが１点です。それと、それと、それと、それと、人人人人材材材材のののの育育育育成ということが成ということが成ということが成ということが言言言言われていまして、今までわれていまして、今までわれていまして、今までわれていまして、今まで旧消旧消旧消旧消防防防防本部本部本部本部単単単単位位位位でででで人人人人材材材材育育育育成成成成をしておりましたので、なかなか思い切ったをしておりましたので、なかなか思い切ったをしておりましたので、なかなか思い切ったをしておりましたので、なかなか思い切った人人人人のののの育育育育成ができなかったということです。今成ができなかったということです。今成ができなかったということです。今成ができなかったということです。今度は１，３００度は１，３００度は１，３００度は１，３００人人人人という大きなという大きなという大きなという大きな単単単単位位位位になったので、になったので、になったので、になったので、専門専門専門専門的な職員の的な職員の的な職員の的な職員の養養養養成より成より成より成より高高高高度な度な度な度な救助救助救助救助隊隊隊隊のののの育育育育成を今成を今成を今成を今後進後進後進後進めていきたいということを聞いております。めていきたいということを聞いております。めていきたいということを聞いております。めていきたいということを聞いております。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。○竹田文化振興課長○竹田文化振興課長○竹田文化振興課長○竹田文化振興課長 橿原橿原橿原橿原考考考考古古古古学学学学研究研究研究研究所所所所及及及及びびびび附属附属附属附属博博博博物館物館物館物館の知事部局の知事部局の知事部局の知事部局へへへへのののの移移移移管についての理管についての理管についての理管についての理由、そしてまたそれの由、そしてまたそれの由、そしてまたそれの由、そしてまたそれのメメメメリリリリッッッットトトトについてごについてごについてごについてご回答回答回答回答いたします。いたします。いたします。いたします。かかかかねねねねてから文化財などの文化てから文化財などの文化てから文化財などの文化てから文化財などの文化資資資資源源源源のののの価値価値価値価値につきましては、特にそれがにつきましては、特にそれがにつきましては、特にそれがにつきましては、特にそれが持持持持っていますっていますっていますっています歴歴歴歴史史史史的な的な的な的な価値価値価値価値、また地域とのつながりなど、、また地域とのつながりなど、、また地域とのつながりなど、、また地域とのつながりなど、多角多角多角多角的な的な的な的な視視視視点から点から点から点から整整整整理、理、理、理、研究研究研究研究し、し、し、し、専門家専門家専門家専門家だけではだけではだけではだけではなくなくなくなく広広広広く県内く県内く県内く県内外外外外の方々にわかりやすくの方々にわかりやすくの方々にわかりやすくの方々にわかりやすく伝伝伝伝えることがえることがえることがえることが重重重重要だという要だという要だという要だという認識認識認識認識をををを持持持持っておりまして、っておりまして、っておりまして、っておりまして、そのそのそのその対応対応対応対応につきましてこれまでにつきましてこれまでにつきましてこれまでにつきましてこれまで学学学学識識識識経経経経験験験験者者者者、またその他、またその他、またその他、またその他皆皆皆皆ささささんんんん方と方と方と方と協協協協議をしてまいりまし議をしてまいりまし議をしてまいりまし議をしてまいりました。それらのた。それらのた。それらのた。それらの協協協協議を議を議を議を踏踏踏踏まえた中で、文化まえた中で、文化まえた中で、文化まえた中で、文化資資資資源源源源をよりをよりをよりをより有効有効有効有効に活用するためのに活用するためのに活用するためのに活用するための整整整整備備備備体制体制体制体制としてとしてとしてとして地域振興部内に新たに文化地域振興部内に新たに文化地域振興部内に新たに文化地域振興部内に新たに文化資資資資源源源源活用活用活用活用課課課課をををを設設設設置置置置するとともに、するとともに、するとともに、するとともに、橿原橿原橿原橿原考考考考古古古古学学学学研究研究研究研究所所所所並並並並びびびびにににに附属附属附属附属博博博博物館物館物館物館を一を一を一を一体体体体として知事部局にとして知事部局にとして知事部局にとして知事部局に移移移移管しまして、管しまして、管しまして、管しまして、現在現在現在現在文化振興文化振興文化振興文化振興課課課課でででで所所所所管しております管しております管しております管しております万万万万葉葉葉葉文文文文化化化化館館館館や県や県や県や県立立立立美術館美術館美術館美術館などの文化などの文化などの文化などの文化施施施施設設設設とともに一とともに一とともに一とともに一体体体体的に的に的に的に所所所所管するものでございます。管するものでございます。管するものでございます。管するものでございます。このことによりまして、このことによりまして、このことによりまして、このことによりまして、幅広幅広幅広幅広いいいい視視視視点から文化財だけではなく点から文化財だけではなく点から文化財だけではなく点から文化財だけではなく多多多多様な部分での様な部分での様な部分での様な部分での価値価値価値価値観等々観等々観等々観等々のののの研究研究研究研究のののの推進推進推進推進をををを図図図図るとともに、るとともに、るとともに、るとともに、研究研究研究研究成成成成果果果果の公の公の公の公開開開開や、文化や、文化や、文化や、文化資資資資源源源源資料資料資料資料の活用が一の活用が一の活用が一の活用が一層層層層進み進み進み進みまして、まして、まして、まして、県県県県民民民民の文化度のの文化度のの文化度のの文化度の向向向向上にも上にも上にも上にも資資資資するということでするということでするということでするということで判判判判断しているものでございます。断しているものでございます。断しているものでございます。断しているものでございます。以以以以上でござ上でござ上でござ上でございます。います。います。います。○藤野委員○藤野委員○藤野委員○藤野委員 まず、まず、まず、まず、広広広広域域域域消消消消防防防防の件についてですけれども、私は出の件についてですけれども、私は出の件についてですけれども、私は出の件についてですけれども、私は出身身身身の大の大の大の大和郡和郡和郡和郡山山山山市市市市のののの消消消消防署防署防署防署
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には何には何には何には何人人人人か知り合いがおりまして、いろいろとか知り合いがおりまして、いろいろとか知り合いがおりまして、いろいろとか知り合いがおりまして、いろいろと尋尋尋尋ねねねねております。まだております。まだております。まだております。まだ意識意識意識意識がががが希薄希薄希薄希薄というか、というか、というか、というか、広広広広域的な部分域的な部分域的な部分域的な部分へへへへのののの認識認識認識認識がほどがほどがほどがほど遠遠遠遠い。これはい。これはい。これはい。これは仕仕仕仕方がないことで、まだ方がないことで、まだ方がないことで、まだ方がないことで、まだ現現現現場場場場ではそれではそれではそれではそれぞぞぞぞれのれのれのれの署署署署でやっておられますし、平成３３年の全でやっておられますし、平成３３年の全でやっておられますし、平成３３年の全でやっておられますし、平成３３年の全体体体体的な的な的な的な統統統統合になって初めて合になって初めて合になって初めて合になって初めて採採採採用となってきたらま用となってきたらま用となってきたらま用となってきたらまたたたた違違違違った観点が出てくると思っております。った観点が出てくると思っております。った観点が出てくると思っております。った観点が出てくると思っております。ただ、ただ、ただ、ただ、気気気気になりますのは、になりますのは、になりますのは、になりますのは、昨昨昨昨年年年年消消消消防庁防庁防庁防庁でででで消消消消防力防力防力防力のののの整整整整備指備指備指備指針針針針のののの見見見見直しがされました。直しがされました。直しがされました。直しがされました。消消消消防防防防車車車車及及及及び救急車び救急車び救急車び救急車が、何が、何が、何が、何人人人人に１に１に１に１台台台台とかとかとかとか人人人人口によってそれが変わっていくとか、さまざまな口によってそれが変わっていくとか、さまざまな口によってそれが変わっていくとか、さまざまな口によってそれが変わっていくとか、さまざまな見見見見直直直直しがこのしがこのしがこのしがこの整整整整備指備指備指備指針針針針でででで発発発発表されています。こういった表されています。こういった表されています。こういった表されています。こういった消消消消防防防防車車車車やややや救急車救急車救急車救急車のののの配配配配備も、まだ全備も、まだ全備も、まだ全備も、まだ全体体体体的的的的なななな統統統統合がなされていない中で、これからどうなっていくのか。そこもしっかりと指合がなされていない中で、これからどうなっていくのか。そこもしっかりと指合がなされていない中で、これからどうなっていくのか。そこもしっかりと指合がなされていない中で、これからどうなっていくのか。そこもしっかりと指針針針針としとしとしとしてててて立立立立てられて、今てられて、今てられて、今てられて、今後後後後の年間の計の年間の計の年間の計の年間の計画画画画もももも立立立立ててやっておられるのかとててやっておられるのかとててやっておられるのかとててやっておられるのかと気気気気になったので今になったので今になったので今になったので今回回回回質問質問質問質問の中にの中にの中にの中に取取取取り入れました。もしそういう指り入れました。もしそういう指り入れました。もしそういう指り入れました。もしそういう指針針針針があるならばおがあるならばおがあるならばおがあるならばお答答答答えいただきたいと思います。えいただきたいと思います。えいただきたいと思います。えいただきたいと思います。２点目は２点目は２点目は２点目は橿原橿原橿原橿原考考考考古古古古学学学学研究研究研究研究所所所所の件ですが、文化振興をさらにの件ですが、文化振興をさらにの件ですが、文化振興をさらにの件ですが、文化振興をさらに広広広広めていくという観点でめていくという観点でめていくという観点でめていくという観点で教育教育教育教育委員会から知事部局に委員会から知事部局に委員会から知事部局に委員会から知事部局に移移移移管するということでございます。今の管するということでございます。今の管するということでございます。今の管するということでございます。今の体制体制体制体制でなでなでなでなぜぜぜぜ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疑問はあるのですけれど、それはう疑問はあるのですけれど、それはう疑問はあるのですけれど、それはう疑問はあるのですけれど、それは置置置置いておいたとしても、今のいておいたとしても、今のいておいたとしても、今のいておいたとしても、今の橿原橿原橿原橿原考考考考古古古古学学学学研究研究研究研究所所所所やあるやあるやあるやあるいはいはいはいは附属附属附属附属博博博博物館物館物館物館のののの人人人人的的的的配配配配置置置置をををを含含含含めてのめてのめてのめての体体体体系自系自系自系自体体体体も変えていくというも変えていくというも変えていくというも変えていくという認識認識認識認識でいいのですか。でいいのですか。でいいのですか。でいいのですか。そこはそのままで、部局だけ変わりより一そこはそのままで、部局だけ変わりより一そこはそのままで、部局だけ変わりより一そこはそのままで、部局だけ変わりより一層層層層県県県県民民民民に、あるいは文化振興をに、あるいは文化振興をに、あるいは文化振興をに、あるいは文化振興を広広広広めていくといめていくといめていくといめていくという観点でいいのか、もう一度う観点でいいのか、もう一度う観点でいいのか、もう一度う観点でいいのか、もう一度確確確確認認認認したいと思います。したいと思います。したいと思います。したいと思います。以以以以上です。上です。上です。上です。○村戸消防救急課長○村戸消防救急課長○村戸消防救急課長○村戸消防救急課長 消消消消防力防力防力防力のののの整整整整備指備指備指備指針針針針についてですが、委員がごについてですが、委員がごについてですが、委員がごについてですが、委員がご懸念懸念懸念懸念のとおり、のとおり、のとおり、のとおり、広広広広域域域域消消消消防防防防組組組組合につきましては合につきましては合につきましては合につきましては自賄自賄自賄自賄いということでいということでいということでいということで旧消旧消旧消旧消防防防防本部本部本部本部単単単単位位位位で特で特で特で特別別別別会計を会計を会計を会計を組ん組ん組ん組んでおりまして、でおりまして、でおりまして、でおりまして、消消消消防防防防本部にいる職員だけが一本部にいる職員だけが一本部にいる職員だけが一本部にいる職員だけが一般般般般会計の会計の会計の会計の共共共共通経費で通経費で通経費で通経費で賄賄賄賄っております。っております。っております。っております。実実実実際際際際の３６の３６の３６の３６消消消消防署防署防署防署所所所所のののの中の中の中の中の消消消消防防防防車車車車やややや救急車救急車救急車救急車につきましては、それにつきましては、それにつきましては、それにつきましては、それぞぞぞぞれれれれ旧消旧消旧消旧消防防防防本部の中でどのように本部の中でどのように本部の中でどのように本部の中でどのように整整整整備していく備していく備していく備していくかをかをかをかを決決決決めていくことがめていくことがめていくことがめていくことが基基基基本でございます。それで、まず本でございます。それで、まず本でございます。それで、まず本でございます。それで、まず自賄自賄自賄自賄いはいはいはいは基基基基本ではございますが、本ではございますが、本ではございますが、本ではございますが、いずれ平成３３年度には全いずれ平成３３年度には全いずれ平成３３年度には全いずれ平成３３年度には全体統体統体統体統合という合という合という合という形形形形になりますので、全になりますので、全になりますので、全になりますので、全体体体体としてどういったとしてどういったとしてどういったとしてどういった消消消消防署防署防署防署及及及及び救急車び救急車び救急車び救急車やややや消消消消防防防防車車車車がががが必必必必要なのかといったことも、今要なのかといったことも、今要なのかといったことも、今要なのかといったことも、今後後後後考えていかなければいけないとい考えていかなければいけないとい考えていかなければいけないとい考えていかなければいけないということで、うことで、うことで、うことで、広広広広域域域域消消消消防防防防組組組組合の合の合の合の消消消消防防防防本部の中でもそういったことは本部の中でもそういったことは本部の中でもそういったことは本部の中でもそういったことは意識意識意識意識しながら今しながら今しながら今しながら今後検討後検討後検討後検討してしてしてしていきたいと考えていると聞いています。いきたいと考えていると聞いています。いきたいと考えていると聞いています。いきたいと考えていると聞いています。以以以以上です。上です。上です。上です。○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 委員がお委員がお委員がお委員がお尋尋尋尋ねねねねのののの橿原橿原橿原橿原考考考考古古古古学学学学研究研究研究研究所所所所の件ですが、きょうも知事がの件ですが、きょうも知事がの件ですが、きょうも知事がの件ですが、きょうも知事が午午午午前前前前中に中に中に中に記記記記者者者者会会会会見見見見でででで触触触触れたところです。れたところです。れたところです。れたところです。組組組組織織織織や予算について大きく変わることはないというこや予算について大きく変わることはないというこや予算について大きく変わることはないというこや予算について大きく変わることはないということですが、一とですが、一とですが、一とですが、一番番番番大事なことは、大事なことは、大事なことは、大事なことは、先先先先ほど文化振興ほど文化振興ほど文化振興ほど文化振興課課課課長も申し上げましたが、文化財を今まで長も申し上げましたが、文化財を今まで長も申し上げましたが、文化財を今まで長も申し上げましたが、文化財を今まで保保保保存存存存する、する、する、する、守守守守るということは一生るということは一生るということは一生るということは一生懸命懸命懸命懸命やってきたが、これは文化やってきたが、これは文化やってきたが、これは文化やってきたが、これは文化庁庁庁庁、文部、文部、文部、文部科科科科学学学学大大大大臣臣臣臣がががが言言言言っっっっていることですけれども、今ていることですけれども、今ていることですけれども、今ていることですけれども、今後後後後はもっと活用してはもっと活用してはもっと活用してはもっと活用して人人人人々に々に々に々に価値価値価値価値をわかってもらわなくてはいをわかってもらわなくてはいをわかってもらわなくてはいをわかってもらわなくてはい



---- 11110000 ----

けない。これはけない。これはけない。これはけない。これは非常非常非常非常に大事だということで、文化に大事だということで、文化に大事だということで、文化に大事だということで、文化庁庁庁庁でもそういうような予算でもそういうような予算でもそういうような予算でもそういうような予算づづづづけがされてけがされてけがされてけがされています。県でも史います。県でも史います。県でも史います。県でも史跡跡跡跡のののの補助金補助金補助金補助金とか、とか、とか、とか、歴歴歴歴史史史史展展展展示示示示のののの推進推進推進推進事事事事業業業業といったといったといったといった取取取取りりりり組み組み組み組みをずっとをずっとをずっとをずっと重ね重ね重ね重ねててててきていまして、きていまして、きていまして、きていまして、奈奈奈奈良県のせっかくの良県のせっかくの良県のせっかくの良県のせっかくの宝宝宝宝をもっとをもっとをもっとをもっと多多多多くのくのくのくの人人人人にわかりやすくおにわかりやすくおにわかりやすくおにわかりやすくお伝伝伝伝えすることにえすることにえすることにえすることによって理よって理よって理よって理解解解解していただき、しっかりとしていただき、しっかりとしていただき、しっかりとしていただき、しっかりと研究研究研究研究したりしたりしたりしたり保保保保存存存存しなくてはいけないのだと、そういしなくてはいけないのだと、そういしなくてはいけないのだと、そういしなくてはいけないのだと、そういうことにうことにうことにうことに必必必必要な予算が要な予算が要な予算が要な予算が回回回回るためにも一るためにも一るためにも一るためにも一般般般般の県の県の県の県民民民民の方々、あるいは観光の方々、あるいは観光の方々、あるいは観光の方々、あるいは観光客客客客の方に理の方に理の方に理の方に理解解解解していしていしていしていただくことがただくことがただくことがただくことが非常非常非常非常に大事だという問に大事だという問に大事だという問に大事だという問題意識題意識題意識題意識をずっとをずっとをずっとをずっと持持持持っております。このたっております。このたっております。このたっております。このたびびびび附属附属附属附属博博博博物館物館物館物館とあわせてとあわせてとあわせてとあわせて研究研究研究研究機関と機関と機関と機関と同同同同じようなじようなじようなじような場所場所場所場所にありまして、にありまして、にありまして、にありまして、組組組組織織織織であるとか、あとであるとか、あとであるとか、あとであるとか、あと場所場所場所場所、、、、業業業業務も務も務も務も近近近近いので、一いので、一いので、一いので、一体体体体のものとして地域振興部にのものとして地域振興部にのものとして地域振興部にのものとして地域振興部に移移移移管する管する管する管するべべべべきではないかということで、きではないかということで、きではないかということで、きではないかということで、教育教育教育教育委委委委員会と員会と員会と員会と話話話話し合ったところでございます。し合ったところでございます。し合ったところでございます。し合ったところでございます。ですので、今すですので、今すですので、今すですので、今すぐぐぐぐに予算、に予算、に予算、に予算、組組組組織織織織、、、、人人人人材材材材が変わるということではないです。ただ大事なこが変わるということではないです。ただ大事なこが変わるということではないです。ただ大事なこが変わるということではないです。ただ大事なことは今までも職員の方々にとは今までも職員の方々にとは今までも職員の方々にとは今までも職員の方々に持持持持っていただいていると思いますけれども、さらに県っていただいていると思いますけれども、さらに県っていただいていると思いますけれども、さらに県っていただいていると思いますけれども、さらに県民民民民の方々の方々の方々の方々に成に成に成に成果果果果をわかりやすくおをわかりやすくおをわかりやすくおをわかりやすくお伝伝伝伝えするというえするというえするというえするという意識意識意識意識をををを強強強強くくくく持持持持っていただきたいというっていただきたいというっていただきたいというっていただきたいというメメメメッッッッセージセージセージセージがががが込込込込められていると理められていると理められていると理められていると理解解解解しておりますし、そういう内しておりますし、そういう内しておりますし、そういう内しておりますし、そういう内容容容容、、、、実実実実態態態態にしていかなくてはいけなにしていかなくてはいけなにしていかなくてはいけなにしていかなくてはいけないと思っております。いと思っております。いと思っております。いと思っております。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。○藤野委員○藤野委員○藤野委員○藤野委員 広広広広域域域域消消消消防防防防組組組組合ですけれども、平成３３年の全合ですけれども、平成３３年の全合ですけれども、平成３３年の全合ですけれども、平成３３年の全体統体統体統体統合まであと６年ということ合まであと６年ということ合まであと６年ということ合まであと６年ということなので、なので、なので、なので、順順順順次次次次進進進進めていただきたいと思います。また県としてもめていただきたいと思います。また県としてもめていただきたいと思います。また県としてもめていただきたいと思います。また県としてもチチチチェェェェッッッッククククなりなりなりなり検検検検証証証証もももも含含含含めてめてめてめてやっていかれると思うので、また何らかのやっていかれると思うので、また何らかのやっていかれると思うので、また何らかのやっていかれると思うので、また何らかの形形形形でこの委員会等でも報告いただきたいと思いでこの委員会等でも報告いただきたいと思いでこの委員会等でも報告いただきたいと思いでこの委員会等でも報告いただきたいと思います。ます。ます。ます。続続続続いていていていて橿原橿原橿原橿原考考考考古古古古学学学学研究研究研究研究所所所所の件ですけれども、活用するというのはの件ですけれども、活用するというのはの件ですけれども、活用するというのはの件ですけれども、活用するというのは非常非常非常非常にににに評価評価評価評価しししし賛賛賛賛成の部成の部成の部成の部分は分は分は分は持持持持っております。ただしっております。ただしっております。ただしっております。ただし橿原橿原橿原橿原考考考考古古古古学学学学研究研究研究研究所所所所のののの歴歴歴歴史というか、じっくりと史というか、じっくりと史というか、じっくりと史というか、じっくりと奈奈奈奈良県の文化良県の文化良県の文化良県の文化財の財の財の財の発掘発掘発掘発掘にににに力力力力を入れてこられた、このを入れてこられた、このを入れてこられた、このを入れてこられた、この脈脈脈脈々とした々とした々とした々とした流流流流れのれのれのれの取取取取りりりり組み組み組み組みも大事にしなければならも大事にしなければならも大事にしなければならも大事にしなければならないと思います。そこも大事にしながら活用していくというないと思います。そこも大事にしながら活用していくというないと思います。そこも大事にしながら活用していくというないと思います。そこも大事にしながら活用していくという二二二二面性面性面性面性、、、、両面性両面性両面性両面性をををを負負負負っていくっていくっていくっていく必必必必要もございますので、そういった部分の大切さを今要もございますので、そういった部分の大切さを今要もございますので、そういった部分の大切さを今要もございますので、そういった部分の大切さを今後後後後もももも持持持持っていただきながらっていただきながらっていただきながらっていただきながら取取取取りりりり組み組み組み組みをををを進進進進めていただきたいと、これも要めていただきたいと、これも要めていただきたいと、これも要めていただきたいと、これも要望望望望とさせていただきます。とさせていただきます。とさせていただきます。とさせていただきます。以以以以上です。上です。上です。上です。○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 私からは２点質問がありますが、１点につきましては今、藤野委員から質問私からは２点質問がありますが、１点につきましては今、藤野委員から質問私からは２点質問がありますが、１点につきましては今、藤野委員から質問私からは２点質問がありますが、１点につきましては今、藤野委員から質問がありましたことに関がありましたことに関がありましたことに関がありましたことに関連連連連しましてお聞きしたいと思います。しましてお聞きしたいと思います。しましてお聞きしたいと思います。しましてお聞きしたいと思います。先先先先ほど地域振興部長と文化振興ほど地域振興部長と文化振興ほど地域振興部長と文化振興ほど地域振興部長と文化振興課課課課長からご説明がありました、長からご説明がありました、長からご説明がありました、長からご説明がありました、橿原橿原橿原橿原考考考考古古古古学学学学研究研究研究研究所所所所のののの移移移移管管管管についてですけれども、その理由として挙げられましたのが文化財をについてですけれども、その理由として挙げられましたのが文化財をについてですけれども、その理由として挙げられましたのが文化財をについてですけれども、その理由として挙げられましたのが文化財を広広広広く活用することがく活用することがく活用することがく活用することが大事だと、そして県大事だと、そして県大事だと、そして県大事だと、そして県民民民民のののの皆皆皆皆ささささんんんんによくわかってもらうと、そのためにによくわかってもらうと、そのためにによくわかってもらうと、そのためにによくわかってもらうと、そのために移移移移管が管が管が管が必必必必要だとおっ要だとおっ要だとおっ要だとおっししししゃゃゃゃったように聞こえました。ったように聞こえました。ったように聞こえました。ったように聞こえました。
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これまでからこれまでからこれまでからこれまでから奈奈奈奈良県でも良県でも良県でも良県でも埋蔵埋蔵埋蔵埋蔵文化財の文化財の文化財の文化財の調査調査調査調査、、、、研究研究研究研究は成は成は成は成果果果果をををを広広広広く公く公く公く公開開開開して、して、して、して、保保保保存存存存もももも保保保保護護護護もももももちろもちろもちろもちろん両ん両ん両ん両方やりながら方やりながら方やりながら方やりながら後後後後世世世世にしっかりとにしっかりとにしっかりとにしっかりと伝伝伝伝えていくことを、えていくことを、えていくことを、えていくことを、橿原橿原橿原橿原考考考考古古古古学学学学研究研究研究研究所所所所の目的との目的との目的との目的として活して活して活して活動動動動されてきたように思いますし、されてきたように思いますし、されてきたように思いますし、されてきたように思いますし、橿原橿原橿原橿原考考考考古古古古学学学学研究研究研究研究所所所所は本は本は本は本当当当当に大きな成に大きな成に大きな成に大きな成果果果果を上げてこを上げてこを上げてこを上げてこられました。できましたのはられました。できましたのはられました。できましたのはられました。できましたのは相相相相当当当当古古古古く、１９３８年く、１９３８年く、１９３８年く、１９３８年設設設設立立立立とととと言言言言われており、われており、われており、われており、世世世世界界界界的、また全的、また全的、また全的、また全国的に注目されるような国的に注目されるような国的に注目されるような国的に注目されるような研究研究研究研究成成成成果果果果もももも数数数数々ありまして、その名が全国に知れ々ありまして、その名が全国に知れ々ありまして、その名が全国に知れ々ありまして、その名が全国に知れ渡渡渡渡っているっているっているっている研究研究研究研究所所所所であると思っております。ですので、であると思っております。ですので、であると思っております。ですので、であると思っております。ですので、決決決決してそういう活用にしてそういう活用にしてそういう活用にしてそういう活用に資資資資することがなかったといすることがなかったといすることがなかったといすることがなかったということではないと思うのです。うことではないと思うのです。うことではないと思うのです。うことではないと思うのです。それなのになそれなのになそれなのになそれなのになぜぜぜぜ今今今今回回回回知事部局に知事部局に知事部局に知事部局に移移移移さないといけないのか疑問があります。何かこれまでさないといけないのか疑問があります。何かこれまでさないといけないのか疑問があります。何かこれまでさないといけないのか疑問があります。何かこれまでの活の活の活の活動動動動の中での中での中での中で支支支支障障障障になるようなことや問になるようなことや問になるようなことや問になるようなことや問題題題題があったのかどうか、お聞きしたいと思います。があったのかどうか、お聞きしたいと思います。があったのかどうか、お聞きしたいと思います。があったのかどうか、お聞きしたいと思います。○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 先先先先ほども藤野委員のほども藤野委員のほども藤野委員のほども藤野委員の答答答答弁弁弁弁でででで若干若干若干若干申し上げましたが、山村委員が申し上げましたが、山村委員が申し上げましたが、山村委員が申し上げましたが、山村委員が言言言言わわわわれるとおり、れるとおり、れるとおり、れるとおり、橿原橿原橿原橿原考考考考古古古古学学学学研究研究研究研究所所所所では今までもでは今までもでは今までもでは今までも十十十十分な成分な成分な成分な成果果果果を上げてきて、それを県を上げてきて、それを県を上げてきて、それを県を上げてきて、それを県民民民民にににに広広広広くくくく知らせることに知らせることに知らせることに知らせることに取取取取りりりり組ん組ん組ん組んでこられたと思います。でこられたと思います。でこられたと思います。でこられたと思います。ただ、ただ、ただ、ただ、先先先先ほどのほどのほどのほどの繰繰繰繰りりりり返返返返しになりますが、文部しになりますが、文部しになりますが、文部しになりますが、文部科科科科学学学学省省省省でも文化でも文化でも文化でも文化庁庁庁庁でもずっとそういうことでもずっとそういうことでもずっとそういうことでもずっとそういうことをやってきたはずでございますが、それでもなお今、をやってきたはずでございますが、それでもなお今、をやってきたはずでございますが、それでもなお今、をやってきたはずでございますが、それでもなお今、従来従来従来従来のののの単単単単なるなるなるなる修修修修復復復復だけが中だけが中だけが中だけが中心心心心となっとなっとなっとなっていたものではなくて、もっと文化財を活用しよう、あるいはていたものではなくて、もっと文化財を活用しよう、あるいはていたものではなくて、もっと文化財を活用しよう、あるいはていたものではなくて、もっと文化財を活用しよう、あるいは整整整整備に備に備に備に当当当当たってたってたってたって常常常常に活用をに活用をに活用をに活用を意識意識意識意識した事した事した事した事業業業業をやっていこうということを文化をやっていこうということを文化をやっていこうということを文化をやっていこうということを文化庁庁庁庁も出してきています。それは今までもやも出してきています。それは今までもやも出してきています。それは今までもやも出してきています。それは今までもやっておられたでしょうけれども、さらにもっとっておられたでしょうけれども、さらにもっとっておられたでしょうけれども、さらにもっとっておられたでしょうけれども、さらにもっと広広広広くくくく専門家専門家専門家専門家の方々がわかるというだけではの方々がわかるというだけではの方々がわかるというだけではの方々がわかるというだけではなくて、知なくて、知なくて、知なくて、知識識識識がないがないがないがない人人人人間であってもわかりやすく間であってもわかりやすく間であってもわかりやすく間であってもわかりやすく伝伝伝伝えてえてえてえて価値価値価値価値をわかって、それがをわかって、それがをわかって、それがをわかって、それがひひひひいてはいてはいてはいては回回回回りりりり回回回回ってまたってまたってまたってまた研究研究研究研究がががが必必必必要だ、要だ、要だ、要だ、保保保保存存存存がががが必必必必要だということになると思います。よりもっと要だということになると思います。よりもっと要だということになると思います。よりもっと要だということになると思います。よりもっと広広広広めるというめるというめるというめるという取取取取りりりり組み組み組み組み、もっと改、もっと改、もっと改、もっと改善善善善するというするというするというするという意味意味意味意味でのでのでのでの取取取取りりりり組み組み組み組みを国もを国もを国もを国も進進進進めていますし、県めていますし、県めていますし、県めていますし、県としても国のとしても国のとしても国のとしても国の動動動動きに関係なく、きに関係なく、きに関係なく、きに関係なく、歴歴歴歴史史史史展展展展示示示示その他で今までもその他で今までもその他で今までもその他で今までも取取取取りりりり組ん組ん組ん組んできたところでございできたところでございできたところでございできたところでございます。ます。ます。ます。したがいまして、今したがいまして、今したがいまして、今したがいまして、今回回回回、、、、橿原橿原橿原橿原考考考考古古古古学学学学研究研究研究研究所所所所附属附属附属附属博博博博物館物館物館物館、今、文化振興、今、文化振興、今、文化振興、今、文化振興課課課課では県では県では県では県立立立立美術館美術館美術館美術館やややや万万万万葉葉葉葉文化文化文化文化館館館館でもでもでもでも多多多多くの一くの一くの一くの一般般般般の方々にの方々にの方々にの方々に楽楽楽楽ししししんんんんでもらえるようなでもらえるようなでもらえるようなでもらえるような展展展展示示示示に一生に一生に一生に一生懸命懸命懸命懸命取取取取りりりり組ん組ん組ん組んででででおります。そこでおります。そこでおります。そこでおります。そこで同同同同じようなじようなじようなじような取取取取りりりり組み組み組み組みを情報を情報を情報を情報共有共有共有共有しながらより一しながらより一しながらより一しながらより一般般般般の県の県の県の県民民民民の方々にの方々にの方々にの方々に親親親親ししししんんんんでもらえるようなでもらえるようなでもらえるようなでもらえるような展展展展示示示示のののの仕仕仕仕方であるとか、そういう方であるとか、そういう方であるとか、そういう方であるとか、そういう工夫工夫工夫工夫はもっと改はもっと改はもっと改はもっと改善善善善すすすすべべべべきききき余余余余地はあろう地はあろう地はあろう地はあろうかと思います。おかと思います。おかと思います。おかと思います。お互互互互いいいい相乗相乗相乗相乗効果効果効果効果をををを発揮発揮発揮発揮しながら、もっと一しながら、もっと一しながら、もっと一しながら、もっと一般般般般の方々にの方々にの方々にの方々に楽楽楽楽ししししんんんんでもらえる、でもらえる、でもらえる、でもらえる、わかっていただけるようなわかっていただけるようなわかっていただけるようなわかっていただけるような展展展展示示示示のののの仕仕仕仕方や、より方や、より方や、より方や、より人人人人にににに見見見見せていくことをせていくことをせていくことをせていくことを工夫工夫工夫工夫することがすることがすることがすることが必必必必要要要要になりますし、まだまだ改になりますし、まだまだ改になりますし、まだまだ改になりますし、まだまだ改善善善善すすすすべべべべきことはあるのではないかということでございます。今きことはあるのではないかということでございます。今きことはあるのではないかということでございます。今きことはあるのではないかということでございます。今までやっていないということでは全くございませまでやっていないということでは全くございませまでやっていないということでは全くございませまでやっていないということでは全くございませんんんんので、さらにので、さらにので、さらにので、さらに工夫工夫工夫工夫をををを重ね重ね重ね重ねていくというていくというていくというていくという
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意識意識意識意識をより職員の方々にをより職員の方々にをより職員の方々にをより職員の方々に持持持持っていただくっていただくっていただくっていただく契契契契機になるのではないかと思っております。機になるのではないかと思っております。機になるのではないかと思っております。機になるのではないかと思っております。以以以以上上上上でございます。でございます。でございます。でございます。○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 職員の職員の職員の職員の意識意識意識意識を改革するということでありましたら、を改革するということでありましたら、を改革するということでありましたら、を改革するということでありましたら、別別別別にににに所所所所管を変えなくても、管を変えなくても、管を変えなくても、管を変えなくても、今の今の今の今の状態状態状態状態の中で県がそのようにの中で県がそのようにの中で県がそのようにの中で県がそのように発信発信発信発信をしていけばできることでありますし、さらにをしていけばできることでありますし、さらにをしていけばできることでありますし、さらにをしていけばできることでありますし、さらに充実充実充実充実しししした内た内た内た内容容容容のののの研究研究研究研究や、いろいろなや、いろいろなや、いろいろなや、いろいろな形形形形で県で県で県で県民民民民に理に理に理に理解解解解がががが広広広広められるようなめられるようなめられるようなめられるような取取取取りりりり組み組み組み組みをををを広広広広げていこうげていこうげていこうげていこうと思ったら、と思ったら、と思ったら、と思ったら、研究研究研究研究者者者者やややや研究研究研究研究予算をもっと大予算をもっと大予算をもっと大予算をもっと大幅幅幅幅ににににふふふふやすというやすというやすというやすという対策対策対策対策をををを講講講講じていくことでじていくことでじていくことでじていくことで可能可能可能可能であると思います。県のおっしであると思います。県のおっしであると思います。県のおっしであると思います。県のおっしゃゃゃゃっていることがどうしてもっていることがどうしてもっていることがどうしてもっていることがどうしても必必必必然然然然的であるようにはとても的であるようにはとても的であるようにはとても的であるようにはとても思えないのが私の思いです。思えないのが私の思いです。思えないのが私の思いです。思えないのが私の思いです。一一一一番番番番心心心心配配配配しておりますのは、これまでのしておりますのは、これまでのしておりますのは、これまでのしておりますのは、これまでの研究研究研究研究もそうですが、もそうですが、もそうですが、もそうですが、教育教育教育教育委員会の委員会の委員会の委員会の所所所所管で管で管で管で研究研究研究研究がががが行われてきたことには行われてきたことには行われてきたことには行われてきたことには意味意味意味意味があると思うのです。時の政があると思うのです。時の政があると思うのです。時の政があると思うのです。時の政治家治家治家治家のののの意意意意思や思や思や思や意意意意向向向向にににに基づ基づ基づ基づかずに、かずに、かずに、かずに、科科科科学学学学にににに基づ基づ基づ基づいて中いて中いて中いて中立立立立、公正な、公正な、公正な、公正な立場立場立場立場でででで歴歴歴歴史をきち史をきち史をきち史をきちんんんんとととと見見見見ていく、ていく、ていく、ていく、真真真真実実実実にににに基づ基づ基づ基づいたいたいたいた調査調査調査調査やややや研究研究研究研究が行われて、そのことが正しく県が行われて、そのことが正しく県が行われて、そのことが正しく県が行われて、そのことが正しく県民民民民の方に知らされていく、そういうの方に知らされていく、そういうの方に知らされていく、そういうの方に知らされていく、そういう意味意味意味意味ではではではでは独独独独立立立立した機した機した機した機関であることが関であることが関であることが関であることが非常非常非常非常にににに重重重重要だと思います。今要だと思います。今要だと思います。今要だと思います。今回回回回ななななぜぜぜぜ知事部局になるのかという点で、知事部局になるのかという点で、知事部局になるのかという点で、知事部局になるのかという点で、研究研究研究研究の中の中の中の中立性立性立性立性、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは研究研究研究研究の成の成の成の成果果果果をををを発発発発表する表する表する表する発発発発表の表の表の表の仕仕仕仕方など、いろいろな方など、いろいろな方など、いろいろな方など、いろいろな形形形形で知事や政で知事や政で知事や政で知事や政治家治家治家治家のののの意意意意向向向向がががが反映反映反映反映されてしまうことになってはならないということで、ずっと今日までのされてしまうことになってはならないということで、ずっと今日までのされてしまうことになってはならないということで、ずっと今日までのされてしまうことになってはならないということで、ずっと今日までの体制体制体制体制がとられてきた点から考えて、大変大きな問がとられてきた点から考えて、大変大きな問がとられてきた点から考えて、大変大きな問がとられてきた点から考えて、大変大きな問題題題題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。さまざまなこれまでの日本のさまざまなこれまでの日本のさまざまなこれまでの日本のさまざまなこれまでの日本の歴歴歴歴史の中でも、政史の中でも、政史の中でも、政史の中でも、政治治治治的に活用されたり利用されたりするこ的に活用されたり利用されたりするこ的に活用されたり利用されたりするこ的に活用されたり利用されたりすることもあったと思うのですけれども、そういうことがないようにしなくてはならないと思っともあったと思うのですけれども、そういうことがないようにしなくてはならないと思っともあったと思うのですけれども、そういうことがないようにしなくてはならないと思っともあったと思うのですけれども、そういうことがないようにしなくてはならないと思っておりますので、今ておりますので、今ておりますので、今ておりますので、今回回回回のののの移移移移管については管については管については管については納納納納得をしがたいのですが、その得をしがたいのですが、その得をしがたいのですが、その得をしがたいのですが、その辺辺辺辺のところについのところについのところについのところについてはどうでしょうか。てはどうでしょうか。てはどうでしょうか。てはどうでしょうか。○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 先先先先ほど申し上げましたとおり、ほど申し上げましたとおり、ほど申し上げましたとおり、ほど申し上げましたとおり、調査調査調査調査、、、、研究研究研究研究は知事も大きく変わらなは知事も大きく変わらなは知事も大きく変わらなは知事も大きく変わらないだろうと申し上げていますが、そのいだろうと申し上げていますが、そのいだろうと申し上げていますが、そのいだろうと申し上げていますが、その意識意識意識意識というのは大事です。委員からするとというのは大事です。委員からするとというのは大事です。委員からするとというのは大事です。委員からすると小小小小さい事さい事さい事さい事例と例と例と例と捉捉捉捉えられるかもしれませえられるかもしれませえられるかもしれませえられるかもしれませんんんんが、県が、県が、県が、県立立立立美術館美術館美術館美術館でも、でも、でも、でも、多多多多くの方々によりくの方々によりくの方々によりくの方々により楽楽楽楽ししししんんんんでもらうたでもらうたでもらうたでもらうために、ではめに、ではめに、ではめに、では具具具具体体体体的に何をやるのかということがございます。例えば的に何をやるのかということがございます。例えば的に何をやるのかということがございます。例えば的に何をやるのかということがございます。例えば現在現在現在現在、、、、富富富富本本本本憲吉展憲吉展憲吉展憲吉展をやをやをやをやっていますけれども、お年っていますけれども、お年っていますけれども、お年っていますけれども、お年寄寄寄寄りの方がりの方がりの方がりの方が多多多多く、すごく大きいく、すごく大きいく、すごく大きいく、すごく大きい字字字字でででで遠遠遠遠くからくからくからくから見見見見てもてもてもても読読読読めるようめるようめるようめるようなななな字字字字でででで解解解解説を説を説を説を書書書書く、しかもあまりく、しかもあまりく、しかもあまりく、しかもあまり字数字数字数字数をををを多多多多くしないで、わかりやすくくしないで、わかりやすくくしないで、わかりやすくくしないで、わかりやすく書書書書くというくというくというくという工夫工夫工夫工夫をしをしをしをして、その部分についてはすごくて、その部分についてはすごくて、その部分についてはすごくて、その部分についてはすごく評価評価評価評価をいただいていると思っております。そういうをいただいていると思っております。そういうをいただいていると思っております。そういうをいただいていると思っております。そういう工夫工夫工夫工夫一一一一つ一つのつ一つのつ一つのつ一つの積み重ね積み重ね積み重ね積み重ねはははは幾幾幾幾らでも改らでも改らでも改らでも改善善善善の点があると思います。もちろの点があると思います。もちろの点があると思います。もちろの点があると思います。もちろんんんん今まで今まで今まで今まで橿原橿原橿原橿原考考考考古古古古学学学学研究研究研究研究所所所所のやってこられているいいのやってこられているいいのやってこられているいいのやってこられているいい工夫工夫工夫工夫があると思いますので、それをがあると思いますので、それをがあると思いますので、それをがあると思いますので、それを美術館美術館美術館美術館、博、博、博、博物館物館物館物館がががが研究研究研究研究成成成成果果果果をおをおをおをお見見見見せするせするせするせする施施施施設設設設、、、、発発発発表する表する表する表する施施施施設設設設としてとしてとしてとして相互相互相互相互にににに連携連携連携連携しながらしながらしながらしながら相乗相乗相乗相乗効果効果効果効果としてよりよいとしてよりよいとしてよりよいとしてよりよい展展展展
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示示示示をして、をして、をして、をして、多多多多くの方々にわかっていただくくの方々にわかっていただくくの方々にわかっていただくくの方々にわかっていただく工夫工夫工夫工夫をするというをするというをするというをするという意味意味意味意味では、一では、一では、一では、一体体体体化してやられ化してやられ化してやられ化してやられるというのはるというのはるというのはるというのは非常非常非常非常にいいことではないかと考えておりますし、そういう改にいいことではないかと考えておりますし、そういう改にいいことではないかと考えておりますし、そういう改にいいことではないかと考えておりますし、そういう改善善善善のののの余余余余地がもっ地がもっ地がもっ地がもっとととと広広広広がっていくのではないかと思っております。がっていくのではないかと思っております。がっていくのではないかと思っております。がっていくのではないかと思っております。以以以以上です。上です。上です。上です。○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 今おっし今おっし今おっし今おっしゃゃゃゃったような改ったような改ったような改ったような改善善善善につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、現状現状現状現状でもでもでもでも十十十十分できることではな分できることではな分できることではな分できることではないかと思います。いかと思います。いかと思います。いかと思います。これまでからのこれまでからのこれまでからのこれまでからの奈奈奈奈良県での文化財良県での文化財良県での文化財良県での文化財保保保保存存存存に関する事に関する事に関する事に関する事柄柄柄柄につきましてにつきましてにつきましてにつきまして非常非常非常非常にににに残念残念残念残念に思っていに思っていに思っていに思っていることで、知事のることで、知事のることで、知事のることで、知事の施施施施政によって大きく変えられたという問政によって大きく変えられたという問政によって大きく変えられたという問政によって大きく変えられたという問題題題題で例を挙げましたら、例えばで例を挙げましたら、例えばで例を挙げましたら、例えばで例を挙げましたら、例えば飛鳥池遺飛鳥池遺飛鳥池遺飛鳥池遺跡跡跡跡です。です。です。です。飛鳥池遺飛鳥池遺飛鳥池遺飛鳥池遺跡跡跡跡の問の問の問の問題題題題では本では本では本では本当当当当に全国的にもに全国的にもに全国的にもに全国的にも多多多多くの方がここをくの方がここをくの方がここをくの方がここを保保保保存存存存してほししてほししてほししてほしいと運いと運いと運いと運動動動動をされました。をされました。をされました。をされました。富富富富本本本本銭銭銭銭というというというという教教教教科科科科書書書書をををを塗塗塗塗りかえるようなりかえるようなりかえるようなりかえるような発発発発見見見見があったり、またがあったり、またがあったり、またがあったり、また巨巨巨巨大な大な大な大な工工工工房房房房遺遺遺遺跡跡跡跡ということで、もしあそこをということで、もしあそこをということで、もしあそこをということで、もしあそこを保保保保存存存存しておいて、それを正しく活用してしておいて、それを正しく活用してしておいて、それを正しく活用してしておいて、それを正しく活用して歴歴歴歴史公史公史公史公園園園園にするとか、そういうにするとか、そういうにするとか、そういうにするとか、そういう形形形形での活用になれば、もっとでの活用になれば、もっとでの活用になれば、もっとでの活用になれば、もっと多多多多くの方にくの方にくの方にくの方に訪訪訪訪れていただいて、このれていただいて、このれていただいて、このれていただいて、この歴歴歴歴史というものを史というものを史というものを史というものを多多多多くの方々にわかりやすくわかってもらえる活用ができたのではないかくの方々にわかりやすくわかってもらえる活用ができたのではないかくの方々にわかりやすくわかってもらえる活用ができたのではないかくの方々にわかりやすくわかってもらえる活用ができたのではないかと思いますが、そういうところを知事のと思いますが、そういうところを知事のと思いますが、そういうところを知事のと思いますが、そういうところを知事の意意意意向向向向でででで潰潰潰潰してしまって、今のしてしまって、今のしてしまって、今のしてしまって、今の万万万万葉葉葉葉文化文化文化文化館館館館がががが建建建建ってってってってしまったというしまったというしまったというしまったという残念残念残念残念なななな結果結果結果結果となりました。となりました。となりました。となりました。政政政政治家治家治家治家というのはというのはというのはというのは往往往往々にしてそういうことを々にしてそういうことを々にしてそういうことを々にしてそういうことを権権権権力力力力にににに基づ基づ基づ基づいてやってしまうといういてやってしまうといういてやってしまうといういてやってしまうという結果結果結果結果にににになるということで、なるということで、なるということで、なるということで、非常非常非常非常に危に危に危に危険険険険がともない、本がともない、本がともない、本がともない、本当当当当にににに残念残念残念残念なことです。そういう事例もありなことです。そういう事例もありなことです。そういう事例もありなことです。そういう事例もありますし、２０１４年９月の予算ますし、２０１４年９月の予算ますし、２０１４年９月の予算ますし、２０１４年９月の予算審審審審査査査査特特特特別別別別委員会の議委員会の議委員会の議委員会の議論論論論の中であったことですけれども、知の中であったことですけれども、知の中であったことですけれども、知の中であったことですけれども、知事の事の事の事の発発発発言言言言で、考で、考で、考で、考古古古古学学学学とその一とその一とその一とその一派派派派のののの人人人人たちのたちのたちのたちの言言言言葉葉葉葉で、で、で、で、高高高高いものはいものはいものはいものは研究研究研究研究所所所所にににに凍凍凍凍結保結保結保結保存存存存されてされてされてされて自自自自分だけが分だけが分だけが分だけが見見見見るというのがるというのがるというのがるというのが奈奈奈奈良の文化財、あるいは良の文化財、あるいは良の文化財、あるいは良の文化財、あるいは発掘発掘発掘発掘のののの遺遺遺遺跡跡跡跡でもそういうでもそういうでもそういうでもそういう状態状態状態状態だというこだというこだというこだということをおっしとをおっしとをおっしとをおっしゃゃゃゃっております。っております。っております。っております。決決決決してこういうことはしてこういうことはしてこういうことはしてこういうことは現状現状現状現状ではないのに、知事の思いとしてではないのに、知事の思いとしてではないのに、知事の思いとしてではないのに、知事の思いとしてそういうものになっているのではないかとそういうものになっているのではないかとそういうものになっているのではないかとそういうものになっているのではないかと言言言言われたわけで、それを聞いて本われたわけで、それを聞いて本われたわけで、それを聞いて本われたわけで、それを聞いて本当当当当にににに悲悲悲悲しく思しく思しく思しく思いました。そういう思いで知事部局にいました。そういう思いで知事部局にいました。そういう思いで知事部局にいました。そういう思いで知事部局に移移移移管されることがあってはならないと思っておりま管されることがあってはならないと思っておりま管されることがあってはならないと思っておりま管されることがあってはならないと思っております。この問す。この問す。この問す。この問題題題題につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、引引引引きききき続続続続きいろいろな方のごきいろいろな方のごきいろいろな方のごきいろいろな方のご意意意意見見見見をををを伺伺伺伺いながら、こういうこいながら、こういうこいながら、こういうこいながら、こういうことでいいのかを大いに今とでいいのかを大いに今とでいいのかを大いに今とでいいのかを大いに今後後後後も問いたいと思います。これはも問いたいと思います。これはも問いたいと思います。これはも問いたいと思います。これは意意意意見見見見として申し上げたいと思いとして申し上げたいと思いとして申し上げたいと思いとして申し上げたいと思います。ます。ます。ます。それから次に、２点目の質問であります。それから次に、２点目の質問であります。それから次に、２点目の質問であります。それから次に、２点目の質問であります。女女女女性性性性の管理職のの管理職のの管理職のの管理職の登登登登用についてお聞きしたいと用についてお聞きしたいと用についてお聞きしたいと用についてお聞きしたいと思います。思います。思います。思います。女女女女性差性差性差性差別別別別撤撤撤撤廃条廃条廃条廃条約約約約が国が国が国が国連連連連でででで採採採採択択択択されて３５年がたち、日本がこれをされて３５年がたち、日本がこれをされて３５年がたち、日本がこれをされて３５年がたち、日本がこれを批准批准批准批准してかしてかしてかしてから３０年をら３０年をら３０年をら３０年を迎迎迎迎えるえるえるえる節節節節目の年となっているわけです。日本の男目の年となっているわけです。日本の男目の年となっているわけです。日本の男目の年となっているわけです。日本の男女女女女平等度が平等度が平等度が平等度が世世世世界界界界経経経経済済済済フフフフォォォォーーーーララララムムムムによりますと１３６によりますと１３６によりますと１３６によりますと１３６カカカカ国中１０５国中１０５国中１０５国中１０５位位位位で、で、で、で、非常非常非常非常におくれているにおくれているにおくれているにおくれている状況状況状況状況にあるとにあるとにあるとにあると言言言言えると思いえると思いえると思いえると思います。政ます。政ます。政ます。政府府府府は２０２０年までにあらは２０２０年までにあらは２０２０年までにあらは２０２０年までにあらゆゆゆゆる分野で指る分野で指る分野で指る分野で指導導導導的地的地的地的地位位位位にににに占占占占めるめるめるめる女女女女性性性性のののの割割割割合を合を合を合を少少少少なくとなくとなくとなくと
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も３０％にしたいという目標をも３０％にしたいという目標をも３０％にしたいという目標をも３０％にしたいという目標を掲掲掲掲げております。げております。げております。げております。奈奈奈奈良県におきましても、目標を良県におきましても、目標を良県におきましても、目標を良県におきましても、目標を持持持持って県って県って県って県の職員のの職員のの職員のの職員の女女女女性性性性登登登登用という用という用という用という形形形形でででで取取取取りりりり組ん組ん組ん組んでいただいていると思うのですけれども、そのでいただいていると思うのですけれども、そのでいただいていると思うのですけれども、そのでいただいていると思うのですけれども、その現状現状現状現状とととと課課課課題題題題、、、、女女女女性性性性をををを登登登登用していくことに用していくことに用していくことに用していくことに向向向向けてけてけてけて実実実実現現現現をををを進進進進めていく上でどのようなめていく上でどのようなめていく上でどのようなめていく上でどのような課課課課題題題題があるとがあるとがあるとがあると考えていらっし考えていらっし考えていらっし考えていらっしゃゃゃゃるのか、おるのか、おるのか、おるのか、お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。○中村人事課長○中村人事課長○中村人事課長○中村人事課長 女女女女性性性性の管理職のの管理職のの管理職のの管理職の登登登登用についてのご質問でございます。用についてのご質問でございます。用についてのご質問でございます。用についてのご質問でございます。多多多多様化する行政様化する行政様化する行政様化する行政ササササービスービスービスービスの質のの質のの質のの質の向向向向上を上を上を上を図図図図るには、るには、るには、るには、女女女女性性性性職員の管理職職員の管理職職員の管理職職員の管理職へへへへのののの積極積極積極積極的な的な的な的な登登登登用は用は用は用は非常非常非常非常にににに重重重重要であると要であると要であると要であると認識認識認識認識しております。国ではしております。国ではしております。国ではしております。国では女女女女性性性性地方公務員の地方公務員の地方公務員の地方公務員の採採採採用、用、用、用、登登登登用の用の用の用の拡拡拡拡大につい大につい大につい大についての成ての成ての成ての成果果果果目標が上げられておりまして、その目標が上げられておりまして、その目標が上げられておりまして、その目標が上げられておりまして、その促進促進促進促進がががが求求求求められております。本県でもそこでめられております。本県でもそこでめられております。本県でもそこでめられております。本県でもそこで第２次第２次第２次第２次奈奈奈奈良県男良県男良県男良県男女女女女共同共同共同共同参参参参画画画画計計計計画画画画（なら男（なら男（なら男（なら男女ＧＥＮＫＩ女ＧＥＮＫＩ女ＧＥＮＫＩ女ＧＥＮＫＩププププラララランンンン）の中で、）の中で、）の中で、）の中で、課課課課長長長長補補補補佐級佐級佐級佐級以以以以上の上の上の上の管理職における管理職における管理職における管理職における女女女女性性性性のののの割割割割合を平成２７年度に１０％に合を平成２７年度に１０％に合を平成２７年度に１０％に合を平成２７年度に１０％に引引引引き上げるとの目標き上げるとの目標き上げるとの目標き上げるとの目標値値値値をををを示示示示しておりしておりしておりしておりまして、平成２６年度におけるまして、平成２６年度におけるまして、平成２６年度におけるまして、平成２６年度における割割割割合は９．１％となっております。これは１０年前の平成合は９．１％となっております。これは１０年前の平成合は９．１％となっております。これは１０年前の平成合は９．１％となっております。これは１０年前の平成１７年度の５．４％を大きく上１７年度の５．４％を大きく上１７年度の５．４％を大きく上１７年度の５．４％を大きく上回回回回っているのがっているのがっているのがっているのが現状現状現状現状でございます。でございます。でございます。でございます。今今今今後後後後さらにさらにさらにさらに女女女女性性性性の管理職の管理職の管理職の管理職登登登登用を用を用を用を実実実実現現現現していくためには、していくためには、していくためには、していくためには、仕仕仕仕事と事と事と事と家家家家庭庭庭庭のののの両立両立両立両立にににに向向向向けましたけましたけましたけました環境環境環境環境をををを整整整整備するとともに、備するとともに、備するとともに、備するとともに、女女女女性性性性職員が男職員が男職員が男職員が男女女女女のののの区別区別区別区別なく管理職となるための経なく管理職となるための経なく管理職となるための経なく管理職となるための経験験験験をををを積ん積ん積ん積んでいでいでいでいただくただくただくただく必必必必要があると考えておりまして、要があると考えておりまして、要があると考えておりまして、要があると考えておりまして、具具具具体体体体的には的には的には的には女女女女性性性性職員の職域職員の職域職員の職域職員の職域拡拡拡拡大といたしまして事大といたしまして事大といたしまして事大といたしまして事業担当業担当業担当業担当係、あるいは予算係、あるいは予算係、あるいは予算係、あるいは予算担当担当担当担当係、さらには用地交係、さらには用地交係、さらには用地交係、さらには用地交渉渉渉渉やややや徴収徴収徴収徴収担当担当担当担当係など、さまざまな分野係など、さまざまな分野係など、さまざまな分野係など、さまざまな分野へへへへのののの配配配配置置置置をををを積極積極積極積極的に行うことによりまして、管理職としての的に行うことによりまして、管理職としての的に行うことによりまして、管理職としての的に行うことによりまして、管理職としてのススススキキキキルルルルアアアアッッッッププププをををを図図図図っているとこっているとこっているとこっているところでございます。ろでございます。ろでございます。ろでございます。現在現在現在現在４０歳４０歳４０歳４０歳未未未未満満満満の３５％を超える職員がの３５％を超える職員がの３５％を超える職員がの３５％を超える職員が女女女女性性性性であるというであるというであるというであるという現現現現実実実実がございがございがございがございまして、今まして、今まして、今まして、今後後後後もももも女女女女性性性性職員の方にさまざまな職員の方にさまざまな職員の方にさまざまな職員の方にさまざまな仕仕仕仕事を経事を経事を経事を経験験験験していただく中で、していただく中で、していただく中で、していただく中で、判判判判断断断断力力力力、あるい、あるい、あるい、あるいは指は指は指は指導力導力導力導力などをなどをなどをなどを培培培培ってもらうとともに、さらなる管理職ってもらうとともに、さらなる管理職ってもらうとともに、さらなる管理職ってもらうとともに、さらなる管理職へへへへのののの登登登登用を用を用を用を進進進進めてまいりたいと考めてまいりたいと考めてまいりたいと考めてまいりたいと考えております。えております。えております。えております。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 努力努力努力努力をしていただいているということですが、県をしていただいているということですが、県をしていただいているということですが、県をしていただいているということですが、県庁庁庁庁の職の職の職の職場場場場での職員のでの職員のでの職員のでの職員の働働働働き方き方き方き方の問の問の問の問題題題題があると思います。があると思います。があると思います。があると思います。これまでから何度か指これまでから何度か指これまでから何度か指これまでから何度か指摘摘摘摘をしてまいりましたけれども、長時間労をしてまいりましたけれども、長時間労をしてまいりましたけれども、長時間労をしてまいりましたけれども、長時間労働働働働がががが非常非常非常非常にににに蔓延蔓延蔓延蔓延していしていしていしていて、て、て、て、残残残残業業業業時間が時間が時間が時間が非常非常非常非常に長いに長いに長いに長い現状現状現状現状があると思います。私もたくさがあると思います。私もたくさがあると思います。私もたくさがあると思います。私もたくさんんんんのののの女女女女性性性性職員の方から、い職員の方から、い職員の方から、い職員の方から、いろいろごろいろごろいろごろいろご意意意意見見見見をおをおをおをお伺伺伺伺いしましたけれども、いしましたけれども、いしましたけれども、いしましたけれども、夜夜夜夜１０時前に１０時前に１０時前に１０時前に帰帰帰帰ったことがないとったことがないとったことがないとったことがないと言言言言われる管理われる管理われる管理われる管理職の方もいらっし職の方もいらっし職の方もいらっし職の方もいらっしゃゃゃゃいまして、それが１いまして、それが１いまして、それが１いまして、それが１人人人人や２や２や２や２人人人人ではないのです。そういうことになりまではないのです。そういうことになりまではないのです。そういうことになりまではないのです。そういうことになりますと、やはりすと、やはりすと、やはりすと、やはり女女女女性性性性が男が男が男が男性性性性とととと同同同同じようにじようにじようにじように働働働働くことは、くことは、くことは、くことは、非常非常非常非常にににに困困困困難難難難があると思います。特にがあると思います。特にがあると思います。特にがあると思います。特に家家家家族族族族の理の理の理の理解解解解がないと、とてもがないと、とてもがないと、とてもがないと、とても勤勤勤勤まらないまらないまらないまらない状態状態状態状態があるのではないかと思います。があるのではないかと思います。があるのではないかと思います。があるのではないかと思います。女女女女性性性性がががが社社社社会に会に会に会に進進進進出して男出して男出して男出して男女女女女共同共同共同共同参参参参画画画画のののの社社社社会と会と会と会と結び結び結び結びついていくためには男ついていくためには男ついていくためには男ついていくためには男性性性性のののの働働働働き方もき方もき方もき方も向向向向上しないと、本上しないと、本上しないと、本上しないと、本



---- 11115555 ----

当当当当に男に男に男に男女女女女平等と平等と平等と平等と言言言言えるえるえるえる状況状況状況状況はつくれないと思います。政はつくれないと思います。政はつくれないと思います。政はつくれないと思います。政府府府府がががが言言言言うように、男うように、男うように、男うように、男性性性性並並並並みみみみにににに女女女女性性性性もももも同同同同じようにじようにじようにじように働働働働けというやり方ではなくて、それけというやり方ではなくて、それけというやり方ではなくて、それけというやり方ではなくて、それぞぞぞぞれ行政の大切さということでれ行政の大切さということでれ行政の大切さということでれ行政の大切さということで人人人人権権権権をををを尊尊尊尊重重重重しながらのしながらのしながらのしながらの働働働働き方ができるのがき方ができるのがき方ができるのがき方ができるのが望望望望ましいわけですから、そういうましいわけですから、そういうましいわけですから、そういうましいわけですから、そういう意味意味意味意味でも今のでも今のでも今のでも今の現状現状現状現状のののの働働働働き方をきちき方をきちき方をきちき方をきちんんんんとととと見見見見直していく直していく直していく直していく必必必必要があるということが１点。要があるということが１点。要があるということが１点。要があるということが１点。人人人人事事事事当当当当局の中でも局の中でも局の中でも局の中でも女女女女性性性性の管理職の方をの管理職の方をの管理職の方をの管理職の方を登登登登用して、用して、用して、用して、人人人人事の事の事の事の面面面面からもからもからもからも女女女女性性性性のののの立場立場立場立場でででで女女女女性性性性のののの配配配配置置置置、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは女女女女性性性性のののの登登登登用を考えていっていただけるように、用を考えていっていただけるように、用を考えていっていただけるように、用を考えていっていただけるように、率先率先率先率先してしてしてして進進進進めていっていただめていっていただめていっていただめていっていただきたいと思っているのですが、そういう点について考えてほしいということ。きたいと思っているのですが、そういう点について考えてほしいということ。きたいと思っているのですが、そういう点について考えてほしいということ。きたいと思っているのですが、そういう点について考えてほしいということ。もう一点は、もう一点は、もう一点は、もう一点は、非非非非正正正正規規規規でででで働働働働いている方の中にいている方の中にいている方の中にいている方の中に占占占占めるめるめるめる女女女女性性性性のののの割割割割合が合が合が合が非常非常非常非常にににに高高高高い。全国そうでい。全国そうでい。全国そうでい。全国そうですけれども、そういう点も改すけれども、そういう点も改すけれども、そういう点も改すけれども、そういう点も改善善善善をををを進進進進めていくめていくめていくめていく必必必必要があるのではないかと思っております。要があるのではないかと思っております。要があるのではないかと思っております。要があるのではないかと思っております。そのそのそのその辺辺辺辺のののの取取取取りりりり組み組み組み組みについて、について、について、について、伺伺伺伺っておきたいと思います。っておきたいと思います。っておきたいと思います。っておきたいと思います。○中村人事課長○中村人事課長○中村人事課長○中村人事課長 長時間労長時間労長時間労長時間労働働働働というというというという話話話話が出ましたが、が出ましたが、が出ましたが、が出ましたが、女女女女性性性性の管理職のの管理職のの管理職のの管理職の登登登登用については用については用については用については先先先先ほほほほどどどど言言言言いましたように、いましたように、いましたように、いましたように、現状現状現状現状はははは登登登登用用用用率率率率ははははふふふふえているといったえているといったえているといったえているといった現状現状現状現状がございますが、がございますが、がございますが、がございますが、実実実実際際際際にはにはにはには仕仕仕仕事と出事と出事と出事と出産産産産とかとかとかとか子子子子育育育育て、て、て、て、介介介介護護護護等の等の等の等の両立両立両立両立にににに向向向向けたけたけたけた環境整環境整環境整環境整備が大事だと思っております。備が大事だと思っております。備が大事だと思っております。備が大事だと思っております。女女女女性性性性職員が管理職となるための職員が管理職となるための職員が管理職となるための職員が管理職となるためのふふふふさわしい経さわしい経さわしい経さわしい経験験験験をををを積む積む積む積む必必必必要があると考えておりまして、そのた要があると考えておりまして、そのた要があると考えておりまして、そのた要があると考えておりまして、そのために県としても平成２４年６月に県職員労めに県としても平成２４年６月に県職員労めに県としても平成２４年６月に県職員労めに県としても平成２４年６月に県職員労働働働働組組組組合との間で合との間で合との間で合との間で「奈「奈「奈「奈良県良県良県良県ワワワワーク・ーク・ーク・ーク・ラララライイイイフフフフ・バ・バ・バ・バラララランス推進ンス推進ンス推進ンス推進労労労労使使使使宣宣宣宣言」言」言」言」を行うなど、を行うなど、を行うなど、を行うなど、子子子子育育育育て、て、て、て、介介介介護護護護を行う職員にとってを行う職員にとってを行う職員にとってを行う職員にとって働働働働きやすく、そのきやすく、そのきやすく、そのきやすく、その能力能力能力能力をををを十十十十分に分に分に分に発揮発揮発揮発揮してもらう職してもらう職してもらう職してもらう職場環境整場環境整場環境整場環境整備を備を備を備を進進進進めているところでございます。例えばめているところでございます。例えばめているところでございます。例えばめているところでございます。例えば子子子子どものどものどものどもの看看看看護護護護休暇休暇休暇休暇につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、対対対対象象象象となるとなるとなるとなる子子子子どもを平成２３年１月にはどもを平成２３年１月にはどもを平成２３年１月にはどもを平成２３年１月には小小小小学校学校学校学校のののの就学就学就学就学前から前から前から前から小小小小学校学校学校学校３年生までに３年生までに３年生までに３年生までに引引引引き上げたり、またさらに平成２５年１月にはき上げたり、またさらに平成２５年１月にはき上げたり、またさらに平成２５年１月にはき上げたり、またさらに平成２５年１月には小小小小学校学校学校学校６年生に６年生に６年生に６年生に引引引引き上げき上げき上げき上げをしたところでございます。いろいろその職をしたところでございます。いろいろその職をしたところでございます。いろいろその職をしたところでございます。いろいろその職場環境場環境場環境場環境のののの整整整整備にあわせて備にあわせて備にあわせて備にあわせて女女女女性性性性職員の職域の職員の職域の職員の職域の職員の職域の拡拡拡拡大といたしまして、大といたしまして、大といたしまして、大といたしまして、先先先先ほどのようなほどのようなほどのようなほどのような話話話話しをさせてもらいましたが、いろいろな職しをさせてもらいましたが、いろいろな職しをさせてもらいましたが、いろいろな職しをさせてもらいましたが、いろいろな職場場場場でででで女女女女性性性性ののののススススキキキキルルルルアアアアッッッッププププをををを図図図図っていただくことを考えております。っていただくことを考えております。っていただくことを考えております。っていただくことを考えております。それから２点目でございますが、それから２点目でございますが、それから２点目でございますが、それから２点目でございますが、非非非非正正正正規規規規職員の職員の職員の職員の女女女女性性性性の改の改の改の改善善善善等については、問等については、問等については、問等については、問題題題題があるとがあるとがあるとがあると認識認識認識認識しておりまして、しておりまして、しておりまして、しておりまして、女女女女性性性性と男と男と男と男性性性性のそれのそれのそれのそれぞぞぞぞれれれれ果果果果たすたすたすたすべべべべきききき役割役割役割役割がががが当然当然当然当然あるのですが、そういあるのですが、そういあるのですが、そういあるのですが、そういった事った事った事った事業業業業のののの進進進進捗捗捗捗をををを図図図図る上でる上でる上でる上で我我我我々がしていかなければならないことも考えまして、その々がしていかなければならないことも考えまして、その々がしていかなければならないことも考えまして、その々がしていかなければならないことも考えまして、その役割役割役割役割分分分分担担担担も考えていきたいと考えております。も考えていきたいと考えております。も考えていきたいと考えております。も考えていきたいと考えております。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 努力努力努力努力をされていくということですので、今をされていくということですので、今をされていくということですので、今をされていくということですので、今後後後後にににに期待期待期待期待したいと思います。したいと思います。したいと思います。したいと思います。休暇休暇休暇休暇につきましても、につきましても、につきましても、につきましても、女女女女性性性性がとるとともに男がとるとともに男がとるとともに男がとるとともに男性性性性がががが取取取取得されることも得されることも得されることも得されることも同同同同時に、その時に、その時に、その時に、その推進推進推進推進もももも図図図図っていくっていくっていくっていくべべべべきと思いますし、やるきと思いますし、やるきと思いますし、やるきと思いますし、やるべべべべきことはきことはきことはきことは課課課課題題題題としてあると思いますので、さらなるとしてあると思いますので、さらなるとしてあると思いますので、さらなるとしてあると思いますので、さらなる働働働働きやすい職きやすい職きやすい職きやすい職場場場場、男、男、男、男性性性性もももも女女女女性性性性もももも働働働働きやすい職きやすい職きやすい職きやすい職場場場場、、、、実実実実現現現現にににに向向向向けてけてけてけて努力努力努力努力していただきたいとおしていただきたいとおしていただきたいとおしていただきたいとお
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願いします。願いします。願いします。願いします。○田中委員○田中委員○田中委員○田中委員 通告はしておりませ通告はしておりませ通告はしておりませ通告はしておりませんんんんけれども、２点おけれども、２点おけれども、２点おけれども、２点お尋尋尋尋ねねねねします。します。します。します。１つは１つは１つは１つは「「「「平成２７年度予算案の概要平成２７年度予算案の概要平成２７年度予算案の概要平成２７年度予算案の概要････平成２６年度２月平成２６年度２月平成２６年度２月平成２６年度２月補補補補正予算案の概要正予算案の概要正予算案の概要正予算案の概要」」」」の１３６の１３６の１３６の１３６ペペペページージージージで、で、で、で、ベルベルベルベルンンンン州州州州との交との交との交との交流流流流をおをおをおをお書書書書きいただいております。きいただいております。きいただいております。きいただいております。去去去去年、年、年、年、奈奈奈奈良県から良県から良県から良県からスイススイススイススイスののののベルベルベルベルンンンン州州州州へへへへお出かけいただきました。そのときにお出かけいただきました。そのときにお出かけいただきました。そのときにお出かけいただきました。そのときに向向向向こうの関係こうの関係こうの関係こうの関係者者者者の方から、の方から、の方から、の方から、桜桜桜桜がかつてがかつてがかつてがかつて寄寄寄寄贈贈贈贈さささされてれてれてれて花花花花をををを咲咲咲咲かせていたけれども、かせていたけれども、かせていたけれども、かせていたけれども、木木木木がががが枯枯枯枯れてきたので何とかもう一度お考えいただけないれてきたので何とかもう一度お考えいただけないれてきたので何とかもう一度お考えいただけないれてきたので何とかもう一度お考えいただけないでしょうかというリでしょうかというリでしょうかというリでしょうかというリククククエエエエストストストストがあったとがあったとがあったとがあったと伺伺伺伺いました。そのいました。そのいました。そのいました。その当当当当時のご時のご時のご時のご寄寄寄寄贈贈贈贈者へ連者へ連者へ連者へ連絡絡絡絡をとったをとったをとったをとったらららら好好好好意意意意的な的な的な的な反反反反応応応応はははは示示示示していただいているのですが、いろいろとしていただいているのですが、いろいろとしていただいているのですが、いろいろとしていただいているのですが、いろいろと課課課課題題題題があるようでございまがあるようでございまがあるようでございまがあるようでございます。こういうことについてもす。こういうことについてもす。こういうことについてもす。こういうことについても引引引引きききき続続続続きごきごきごきご検討検討検討検討いただいて、いい方いただいて、いい方いただいて、いい方いただいて、いい方向向向向にににに進進進進めていただきたいめていただきたいめていただきたいめていただきたいと思うのですけれども、どのようなおと思うのですけれども、どのようなおと思うのですけれども、どのようなおと思うのですけれども、どのようなお気気気気持持持持ちをちをちをちを持持持持っているのか、っているのか、っているのか、っているのか、取取取取りりりり組み組み組み組みの方の方の方の方向性向性向性向性をおをおをおをお示示示示しいただけるようでしたら、しいただけるようでしたら、しいただけるようでしたら、しいただけるようでしたら、ぜひぜひぜひぜひお考えをお聞かせいただきたいと思います。お考えをお聞かせいただきたいと思います。お考えをお聞かせいただきたいと思います。お考えをお聞かせいただきたいと思います。それからもう一点は、１７４それからもう一点は、１７４それからもう一点は、１７４それからもう一点は、１７４ペペペページージージージののののマイマイマイマイナナナナンバーンバーンバーンバーについてです。についてです。についてです。についてです。昨昨昨昨年の一年の一年の一年の一般般般般質問の中質問の中質問の中質問の中でもでもでもでも触触触触れさせていただきました。れさせていただきました。れさせていただきました。れさせていただきました。来来来来年度予算の中でどこまで年度予算の中でどこまで年度予算の中でどこまで年度予算の中でどこまでマイマイマイマイナナナナンバーンバーンバーンバーについてのについてのについてのについての準準準準備備備備をををを進進進進めていかれるのか、めていかれるのか、めていかれるのか、めていかれるのか、来来来来年度あたりはかなり大切な時年度あたりはかなり大切な時年度あたりはかなり大切な時年度あたりはかなり大切な時期期期期になるのではないのかと思いまになるのではないのかと思いまになるのではないのかと思いまになるのではないのかと思いますので、方すので、方すので、方すので、方向性向性向性向性をもうをもうをもうをもう少少少少しししし詳詳詳詳しくお聞かせいただければありがたいと思います。しくお聞かせいただければありがたいと思います。しくお聞かせいただければありがたいと思います。しくお聞かせいただければありがたいと思います。それから、それから、それから、それから、少少少少しししし所見所見所見所見をををを述べ述べ述べ述べさせていただきたいと思います。させていただきたいと思います。させていただきたいと思います。させていただきたいと思います。エエエエネネネネルルルルギギギギービジョンービジョンービジョンービジョンのご説のご説のご説のご説明がございました。これからの明がございました。これからの明がございました。これからの明がございました。これからの課課課課題題題題だとだとだとだと言言言言われているのが、われているのが、われているのが、われているのが、燃燃燃燃料料料料電電電電池池池池の関係でございます。の関係でございます。の関係でございます。の関係でございます。水素水素水素水素の関係で、まだまだこれからの関係で、まだまだこれからの関係で、まだまだこれからの関係で、まだまだこれから先先先先のののの課課課課題題題題だととられているのですけれども、だととられているのですけれども、だととられているのですけれども、だととられているのですけれども、燃燃燃燃料料料料電電電電池池池池ののののステーションステーションステーションステーションのののの設設設設置置置置は関は関は関は関西西西西でもまだまだでもまだまだでもまだまだでもまだまだ少少少少ないとないとないとないと言言言言われておりますが、われておりますが、われておりますが、われておりますが、ぜひぜひぜひぜひともともともとも奈奈奈奈良県で良県で良県で良県でもももも進進進進めていただきたいというめていただきたいというめていただきたいというめていただきたいという希望希望希望希望をををを持持持持っております。っております。っております。っております。それから、そのそれから、そのそれから、そのそれから、その水素エ水素エ水素エ水素エネネネネルルルルギギギギーーーーのののの供給供給供給供給するもと、それはどこにあるかというとするもと、それはどこにあるかというとするもと、それはどこにあるかというとするもと、それはどこにあるかというと奈奈奈奈良県に良県に良県に良県にあるのです。それはどうしてかというと、あるのです。それはどうしてかというと、あるのです。それはどうしてかというと、あるのです。それはどうしてかというと、奈奈奈奈良県にたくさ良県にたくさ良県にたくさ良県にたくさんんんんあるあるあるあるダダダダムムムムにににに水水水水がたまっているがたまっているがたまっているがたまっているわけですから、あれを分わけですから、あれを分わけですから、あれを分わけですから、あれを分解解解解したらしたらしたらしたら水素水素水素水素になるのです。になるのです。になるのです。になるのです。池原池原池原池原ダダダダムムムムはははは夜夜夜夜、、、、下下下下流流流流へへへへ流流流流れたれたれたれた水水水水をもをもをもをもう一度もとう一度もとう一度もとう一度もとへへへへ上げているのです。どうやって上げているかというと、上げているのです。どうやって上げているかというと、上げているのです。どうやって上げているかというと、上げているのです。どうやって上げているかというと、余余余余っているっているっているっている電電電電力力力力をををを使使使使って上って上って上って上へへへへ上げている。要するに上げている。要するに上げている。要するに上げている。要するに夜夜夜夜はははは電電電電力力力力がががが余余余余っているのです。そのっているのです。そのっているのです。そのっているのです。その余余余余ったったったった電電電電力力力力をををを使使使使ってってってって吉吉吉吉野や野や野や野や宇陀宇陀宇陀宇陀にあるにあるにあるにある水水水水を分を分を分を分解解解解すればすればすればすれば水素水素水素水素のののの燃燃燃燃料料料料のもとをつくることができる。これはのもとをつくることができる。これはのもとをつくることができる。これはのもとをつくることができる。これは奈奈奈奈良県に良県に良県に良県にとっては大きなとっては大きなとっては大きなとっては大きな資産資産資産資産であり、そのであり、そのであり、そのであり、その資産資産資産資産をををを金金金金になるようにするか、できるかどうかというのになるようにするか、できるかどうかというのになるようにするか、できるかどうかというのになるようにするか、できるかどうかというのは大きなは大きなは大きなは大きな命題命題命題命題でもありますし、今でもありますし、今でもありますし、今でもありますし、今取取取取りりりり組組組組まないといけないまないといけないまないといけないまないといけない課課課課題題題題だと思っています。一部でだと思っています。一部でだと思っています。一部でだと思っています。一部ではそういうことをもうはそういうことをもうはそういうことをもうはそういうことをもう既既既既にににに始始始始めておられるところもあることはあるのですけれども、めておられるところもあることはあるのですけれども、めておられるところもあることはあるのですけれども、めておられるところもあることはあるのですけれども、奈奈奈奈良良良良県としたらもちろ県としたらもちろ県としたらもちろ県としたらもちろんんんん木曽木曽木曽木曽とかほかでもそういうとかほかでもそういうとかほかでもそういうとかほかでもそういう水水水水力発力発力発力発電電電電をやっているところはたくさをやっているところはたくさをやっているところはたくさをやっているところはたくさんんんんああああ
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るわけですから、うかうかしていたらほかるわけですから、うかうかしていたらほかるわけですから、うかうかしていたらほかるわけですから、うかうかしていたらほかへ取へ取へ取へ取られてしまうことになりますので、どうられてしまうことになりますので、どうられてしまうことになりますので、どうられてしまうことになりますので、どうぞぞぞぞ将来構将来構将来構将来構想想想想の中にそういうことをの中にそういうことをの中にそういうことをの中にそういうことを含含含含めてお考えいただいて、めてお考えいただいて、めてお考えいただいて、めてお考えいただいて、ぜひぜひぜひぜひとも新しいいわとも新しいいわとも新しいいわとも新しいいわゆゆゆゆるるるる銭銭銭銭になになになになるような地域にしていただきたい。るような地域にしていただきたい。るような地域にしていただきたい。るような地域にしていただきたい。そうすると南部や東部地域も、そうすると南部や東部地域も、そうすると南部や東部地域も、そうすると南部や東部地域も、固固固固定定定定資産資産資産資産税税税税が入るわけですし、それをが入るわけですし、それをが入るわけですし、それをが入るわけですし、それを誰誰誰誰がやるかというがやるかというがやるかというがやるかということにも関係しますけれども、大きな財ことにも関係しますけれども、大きな財ことにも関係しますけれども、大きな財ことにも関係しますけれども、大きな財源源源源をそこから生をそこから生をそこから生をそこから生みみみみ出すことができるのではないか出すことができるのではないか出すことができるのではないか出すことができるのではないかと思います。と思います。と思います。と思います。企企企企業業業業誘誘誘誘致致致致もできるかもわからないということもありますので、もできるかもわからないということもありますので、もできるかもわからないということもありますので、もできるかもわからないということもありますので、ぜひぜひぜひぜひそのそのそのその辺辺辺辺にににに視視視視点を合わせて一つの方点を合わせて一つの方点を合わせて一つの方点を合わせて一つの方向性向性向性向性をつくっていただければありがたいと思いますので、これはをつくっていただければありがたいと思いますので、これはをつくっていただければありがたいと思いますので、これはをつくっていただければありがたいと思いますので、これは意意意意見見見見として申し上げておきたいと思います。として申し上げておきたいと思います。として申し上げておきたいと思います。として申し上げておきたいと思います。それから、それから、それから、それから、先先先先ほどほどほどほど救急搬送救急搬送救急搬送救急搬送でいろいろありました。一でいろいろありました。一でいろいろありました。一でいろいろありました。一番最番最番最番最初の初の初の初の妊婦妊婦妊婦妊婦ささささんんんんのののの搬送搬送搬送搬送事案から事案から事案から事案から端端端端をををを発発発発して、して、して、して、消消消消防防防防組組組組合の合の合の合の体制体制体制体制も県で一本化しようということで知事もも県で一本化しようということで知事もも県で一本化しようということで知事もも県で一本化しようということで知事も懸命懸命懸命懸命にににに努力努力努力努力をされたをされたをされたをされたのですが、一部、のですが、一部、のですが、一部、のですが、一部、市市市市の中での中での中での中で反反反反対対対対する地域もあった。県で一本化にならなかったのはする地域もあった。県で一本化にならなかったのはする地域もあった。県で一本化にならなかったのはする地域もあった。県で一本化にならなかったのは残念残念残念残念でででですけれども、それでも大きな成すけれども、それでも大きな成すけれども、それでも大きな成すけれども、それでも大きな成果果果果を上げつつあるとを上げつつあるとを上げつつあるとを上げつつあると言言言言えると思います。えると思います。えると思います。えると思います。その中で、その中で、その中で、その中で、先先先先ほどのごほどのごほどのごほどのご意意意意見見見見の中にもあったのですけれども、の中にもあったのですけれども、の中にもあったのですけれども、の中にもあったのですけれども、医医医医師師師師との関係の部分がとの関係の部分がとの関係の部分がとの関係の部分が非常非常非常非常にににに悩悩悩悩ましい、まだまだきちましい、まだまだきちましい、まだまだきちましい、まだまだきちんんんんとととと制制制制度としてつくり上げなければならない部分があると思う度としてつくり上げなければならない部分があると思う度としてつくり上げなければならない部分があると思う度としてつくり上げなければならない部分があると思うのです。そののです。そののです。そののです。その根底根底根底根底には何があるかといいますと、例えばには何があるかといいますと、例えばには何があるかといいますと、例えばには何があるかといいますと、例えば搬送搬送搬送搬送されるときに、公されるときに、公されるときに、公されるときに、公式式式式なななな発発発発表に表に表に表にはなっておりませはなっておりませはなっておりませはなっておりませんんんんけれども、けれども、けれども、けれども、酒酒酒酒をををを飲飲飲飲んんんんでいたらでいたらでいたらでいたら患患患患者者者者をををを受受受受け入れませけ入れませけ入れませけ入れませんんんんと、と、と、と、酔酔酔酔っっっっぱぱぱぱらってらってらってらってぐぐぐぐででででんぐんぐんぐんぐででででんんんんのののの人人人人をををを患患患患者者者者でででで連連連連れてこないでほしいというれてこないでほしいというれてこないでほしいというれてこないでほしいという医医医医師師師師側側側側からの要からの要からの要からの要望望望望もあるし、それもあるし、それもあるし、それもあるし、それもももも仕仕仕仕方ないという部分もあるのです。その方ないという部分もあるのです。その方ないという部分もあるのです。その方ないという部分もあるのです。その辺辺辺辺のののの医療界医療界医療界医療界のののの判判判判断を明断を明断を明断を明確確確確にしていただくように、にしていただくように、にしていただくように、にしていただくように、救急側救急側救急側救急側からのごからのごからのごからのご相相相相談談談談事事事事項項項項としてやっていただきたい。としてやっていただきたい。としてやっていただきたい。としてやっていただきたい。ななななぜぜぜぜここでここでここでここで発発発発言言言言したかといいますと、したかといいますと、したかといいますと、したかといいますと、医療医療医療医療過誤過誤過誤過誤やややや医医医医師師師師の刑事の刑事の刑事の刑事責任責任責任責任などの部分にもかかわなどの部分にもかかわなどの部分にもかかわなどの部分にもかかわってくるから、ってくるから、ってくるから、ってくるから、患患患患者者者者ささささんんんんはははは来来来来ないでほしいと、ないでほしいと、ないでほしいと、ないでほしいと、救急車救急車救急車救急車の中にの中にの中にの中に乗乗乗乗っている間はそちらのっている間はそちらのっている間はそちらのっている間はそちらの責任責任責任責任で、で、で、で、病院病院病院病院の中の中の中の中へへへへ入ったら入ったら入ったら入ったら病院病院病院病院のののの責任責任責任責任になるからおろさないでくれというになるからおろさないでくれというになるからおろさないでくれというになるからおろさないでくれという話話話話が、が、が、が、現現現現実実実実ののののシビシビシビシビアアアアな部分でのな部分でのな部分でのな部分での攻攻攻攻防防防防だろうと思うのです。だろうと思うのです。だろうと思うのです。だろうと思うのです。刑事刑事刑事刑事責任責任責任責任的な的な的な的な物物物物のののの見見見見方と、方と、方と、方と、訴訴訴訴えられてえられてえられてえられて裁裁裁裁判判判判にかけられてにかけられてにかけられてにかけられて犯罪犯罪犯罪犯罪者者者者とととと言言言言われるのはわれるのはわれるのはわれるのは我我我我々はお々はお々はお々はお断りというのが断りというのが断りというのが断りというのが基基基基本的に本的に本的に本的に医医医医師師師師のののの物物物物のののの見見見見方だと思いますので、その刑事方だと思いますので、その刑事方だと思いますので、その刑事方だと思いますので、その刑事側側側側とのとのとのとの境境境境目というの目というの目というの目というのも明も明も明も明確確確確になっているのだろうとは思いますけれども、一になっているのだろうとは思いますけれども、一になっているのだろうとは思いますけれども、一になっているのだろうとは思いますけれども、一般般般般的にはなかなかよく的にはなかなかよく的にはなかなかよく的にはなかなかよく見見見見えないのえないのえないのえないので、その部分はやはりで、その部分はやはりで、その部分はやはりで、その部分はやはり医医医医師師師師のののの責任責任責任責任の問われるの問われるの問われるの問われる範囲範囲範囲範囲を明を明を明を明確確確確にしていただいたほうがいいと思にしていただいたほうがいいと思にしていただいたほうがいいと思にしていただいたほうがいいと思いますので、そこもお願いしましていますので、そこもお願いしましていますので、そこもお願いしましていますので、そこもお願いしまして終終終終わらせていただきたいと思います。わらせていただきたいと思います。わらせていただきたいと思います。わらせていただきたいと思います。スイススイススイススイスののののベルベルベルベルンンンン州州州州のののの話話話話ととととマイマイマイマイナナナナンバーンバーンバーンバーについて、おについて、おについて、おについて、お答答答答えをいただければありがたい。えをいただければありがたい。えをいただければありがたい。えをいただければありがたい。○及川国際課長○及川国際課長○及川国際課長○及川国際課長 スイススイススイススイスののののベルベルベルベルンンンン州州州州とのとのとのとの友好友好友好友好提提提提携携携携の関係でおの関係でおの関係でおの関係でお答答答答えをさせていただきたいとえをさせていただきたいとえをさせていただきたいとえをさせていただきたいと
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思います。思います。思います。思います。昨昨昨昨年５月に年５月に年５月に年５月に荒荒荒荒井知事を井知事を井知事を井知事を団団団団長とする長とする長とする長とする訪訪訪訪問問問問団団団団ががががベルベルベルベルンンンン州州州州をををを訪訪訪訪問いたしまして、問いたしまして、問いたしまして、問いたしまして、ベルベルベルベルンンンン州州州州のののの首首首首相相相相やややや州州州州政政政政府幹府幹府幹府幹部と部と部と部と友好友好友好友好提提提提携携携携にににに向向向向けた会けた会けた会けた会談談談談ですとか、ですとか、ですとか、ですとか、州州州州議会議員と交議会議員と交議会議員と交議会議員と交流流流流を行いました。を行いました。を行いました。を行いました。奈奈奈奈良良良良県と県と県と県とベルベルベルベルンンンン州州州州とのとのとのとの友好友好友好友好提提提提携携携携にににに向向向向けてけてけてけて重重重重要な第一要な第一要な第一要な第一歩歩歩歩となりました。また１０月には、前田副となりました。また１０月には、前田副となりました。また１０月には、前田副となりました。また１０月には、前田副知事、井岡副議長、知事、井岡副議長、知事、井岡副議長、知事、井岡副議長、粒粒粒粒谷経谷経谷経谷経済済済済労労労労働働働働委員長、大国総務警察副委員長が委員長、大国総務警察副委員長が委員長、大国総務警察副委員長が委員長、大国総務警察副委員長がベルベルベルベルンンンン州州州州をををを訪訪訪訪問いたし問いたし問いたし問いたしまして、まして、まして、まして、ベルベルベルベルンンンン州首州首州首州首相相相相やややや州州州州政政政政府府府府のののの幹幹幹幹部と部と部と部と友好友好友好友好提提提提携携携携にににに向向向向けてけてけてけて具具具具体体体体的な交的な交的な交的な交流流流流分野などについて分野などについて分野などについて分野などについて話話話話し合いを行いましたほか、し合いを行いましたほか、し合いを行いましたほか、し合いを行いましたほか、州州州州議会の議員や議会の議員や議会の議員や議会の議員や州州州州内の内の内の内の自治自治自治自治体体体体関係関係関係関係者者者者などとなどとなどとなどと友好友好友好友好提提提提携携携携締締締締結結結結のののの推推推推進進進進にににに向向向向けた交けた交けた交けた交流流流流を行っております。を行っております。を行っております。を行っております。また、１０月また、１０月また、１０月また、１０月末末末末に、に、に、に、ベルベルベルベルンンンン州州州州内で内で内で内で開開開開催催催催されました第３９されました第３９されました第３９されました第３９回回回回ののののジジジジャパャパャパャパンンンンウィウィウィウィークークークーク２０１４２０１４２０１４２０１４にににに奈奈奈奈良県も良県も良県も良県もブブブブースースースースを出を出を出を出展展展展いたしまして、いたしまして、いたしまして、いたしまして、ベルベルベルベルンンンン州州州州政政政政府府府府関係関係関係関係者者者者をはじめ、をはじめ、をはじめ、をはじめ、州州州州のののの住住住住民民民民などなどなどなど約約約約５，５，５，５，７００７００７００７００人人人人のののの来場者来場者来場者来場者にににに対対対対して、して、して、して、奈奈奈奈良県の観光、文化、特良県の観光、文化、特良県の観光、文化、特良県の観光、文化、特産品産品産品産品などのなどのなどのなどの魅魅魅魅力力力力ををををＰＰＰＰＲＲＲＲいたしました。いたしました。いたしました。いたしました。そのそのそのその結果結果結果結果、、、、ベルベルベルベルンンンン州州州州からはからはからはからは協協協協力力力力のののの可能可能可能可能性性性性のある分野といたしまして、観光と文化、のある分野といたしまして、観光と文化、のある分野といたしまして、観光と文化、のある分野といたしまして、観光と文化、環境環境環境環境ととととエエエエネネネネルルルルギギギギーーーー、林、林、林、林業業業業、、、、ＩＩＩＩＴＴＴＴ技技技技術術術術の分野、経の分野、経の分野、経の分野、経済済済済ククククララララススススタタタターーーーのののの形形形形成、成、成、成、研究研究研究研究やややや教育教育教育教育について提案をについて提案をについて提案をについて提案をいただいております。いただいております。いただいております。いただいております。具具具具体体体体的な交的な交的な交的な交流流流流事事事事業業業業につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、現在ベル現在ベル現在ベル現在ベルンンンン州州州州とととと調調調調整整整整を行っているところでございまを行っているところでございまを行っているところでございまを行っているところでございます。す。す。す。ベルベルベルベルンンンン州州州州はことしのはことしのはことしのはことしの春春春春、、、、友好友好友好友好提提提提携携携携のののの締締締締結結結結をををを希望希望希望希望されておりまして、されておりまして、されておりまして、されておりまして、友好友好友好友好提提提提携携携携のののの実実実実現現現現にににに向向向向けてけてけてけて現在現在現在現在提提提提携携携携の内の内の内の内容容容容、それから、それから、それから、それからススススケケケケジジジジュュュューーーールルルルなどのなどのなどのなどの調調調調整整整整を行っているところでございまを行っているところでございまを行っているところでございまを行っているところでございます。す。す。す。先先先先ほど委員がおほど委員がおほど委員がおほど委員がお述べ述べ述べ述べのののの桜桜桜桜の件でございますけれども、これからの件でございますけれども、これからの件でございますけれども、これからの件でございますけれども、これからベルベルベルベルンンンン州州州州とのとのとのとの友好友好友好友好提提提提携携携携がががが締締締締結結結結され、さまざまな交され、さまざまな交され、さまざまな交され、さまざまな交流流流流活活活活動動動動を行っていくことになると思います。もちろを行っていくことになると思います。もちろを行っていくことになると思います。もちろを行っていくことになると思います。もちろんんんんそのそのそのその桜桜桜桜につにつにつにつきましても一つの交きましても一つの交きましても一つの交きましても一つの交流流流流としてとしてとしてとして検討検討検討検討をしてまいりたいと考えております。をしてまいりたいと考えております。をしてまいりたいと考えております。をしてまいりたいと考えております。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。○阪本行政経営課長○阪本行政経営課長○阪本行政経営課長○阪本行政経営課長 マイマイマイマイナナナナンバーンバーンバーンバーについてでございます。についてでございます。についてでございます。についてでございます。マイマイマイマイナナナナンバーンバーンバーンバーにつきましては、につきましては、につきましては、につきましては、社社社社会会会会保保保保障障障障税税税税番番番番号号号号制制制制度と度と度と度と言言言言われておりまして、われておりまして、われておりまして、われておりまして、社社社社会会会会保保保保障障障障とととと税税税税を一を一を一を一体体体体にににに捉捉捉捉えまして、より正えまして、より正えまして、より正えまして、より正確確確確な情報をな情報をな情報をな情報を取取取取得し、得し、得し、得し、住住住住民民民民の方々のの方々のの方々のの方々の社社社社会会会会給給給給付付付付等を等を等を等を適適適適切に切に切に切に受受受受けけけけるためのるためのるためのるための基基基基盤盤盤盤となるものでございます。となるものでございます。となるものでございます。となるものでございます。これにつきまして、これにつきまして、これにつきまして、これにつきまして、現在現在現在現在のところ９月議会でごのところ９月議会でごのところ９月議会でごのところ９月議会でご承承承承知いただきましたように、知いただきましたように、知いただきましたように、知いただきましたように、マイマイマイマイナナナナンバンバンバンバーーーーのののの制制制制度のための度のための度のための度のためのシステムシステムシステムシステム改改改改修修修修等を等を等を等を推推推推しししし進進進進めているところでございます。めているところでございます。めているところでございます。めているところでございます。マイマイマイマイナナナナンバーンバーンバーンバーににににつきましては、つきましては、つきましては、つきましては、制制制制度のための度のための度のための度のためのシステムシステムシステムシステム改改改改修修修修とそれからとそれからとそれからとそれから個個個個人人人人情報につきましての情報につきましての情報につきましての情報につきましての保保保保護護護護のののの評価評価評価評価という、このという、このという、このという、この両両両両方の方の方の方の面面面面でのでのでのでの準準準準備を備を備を備を進進進進めているところでございますが、平成２７年度につきめているところでございますが、平成２７年度につきめているところでございますが、平成２７年度につきめているところでございますが、平成２７年度につきましてはましてはましてはましては個個個個人人人人情報の情報の情報の情報の保保保保護護護護の部分と、それからの部分と、それからの部分と、それからの部分と、それからマイマイマイマイナナナナンバーンバーンバーンバーののののシステム整システム整システム整システム整備の部分について備の部分について備の部分について備の部分について
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のののの両両両両方を方を方を方を進進進進めまして、平成２７年１０月にめまして、平成２７年１０月にめまして、平成２７年１０月にめまして、平成２７年１０月に番番番番号号号号の通知がの通知がの通知がの通知が始始始始まるものとしましてまるものとしましてまるものとしましてまるものとしまして準準準準備を備を備を備を進進進進めめめめていきたいと考えています。ていきたいと考えています。ていきたいと考えています。ていきたいと考えています。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。○村戸消防救急課長○村戸消防救急課長○村戸消防救急課長○村戸消防救急課長 救急搬送救急搬送救急搬送救急搬送に関してに関してに関してに関して医療側医療側医療側医療側との、特にとの、特にとの、特にとの、特に病院側病院側病院側病院側とかとかとかとか医医医医師師師師側側側側ともともともとも意意意意見見見見交交交交換換換換なりなりなりなり意意意意思思思思疎疎疎疎通なりについて通なりについて通なりについて通なりについて十十十十分する分する分する分する必必必必要があるのではないかというお要があるのではないかというお要があるのではないかというお要があるのではないかというお話話話話でございました。でございました。でございました。でございました。先先先先ほど荻田委員にもおほど荻田委員にもおほど荻田委員にもおほど荻田委員にもお話話話話ししましたように、ししましたように、ししましたように、ししましたように、ｅ－ＭＡＴＣＨシステムｅ－ＭＡＴＣＨシステムｅ－ＭＡＴＣＨシステムｅ－ＭＡＴＣＨシステムの運営にの運営にの運営にの運営に当当当当たりまたりまたりまたりまして、して、して、して、昨昨昨昨年１２月１１日、１８日に、県内で年１２月１１日、１８日に、県内で年１２月１１日、１８日に、県内で年１２月１１日、１８日に、県内で北和北和北和北和、南、南、南、南和和和和の２つに分けての２つに分けての２つに分けての２つに分けて病院側病院側病院側病院側とととと意意意意見見見見交交交交換換換換を行いまして、よりよいを行いまして、よりよいを行いまして、よりよいを行いまして、よりよいｅ－ＭＡＴＣＨシステムｅ－ＭＡＴＣＨシステムｅ－ＭＡＴＣＨシステムｅ－ＭＡＴＣＨシステムのののの搬送環境搬送環境搬送環境搬送環境をつくるにはどうしたらいいをつくるにはどうしたらいいをつくるにはどうしたらいいをつくるにはどうしたらいいかということでごかということでごかということでごかということでご意意意意見見見見いただきました。いただきました。いただきました。いただきました。また、また、また、また、現在現在現在現在救急搬送救急搬送救急搬送救急搬送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ルルルルーーーールルルルにつきましては、平成２３年１月につきましては、平成２３年１月につきましては、平成２３年１月につきましては、平成２３年１月末末末末にににに奈奈奈奈良県良県良県良県救急搬送救急搬送救急搬送救急搬送及及及及び医療連携協び医療連携協び医療連携協び医療連携協議会で議会で議会で議会で救急搬送救急搬送救急搬送救急搬送ルルルルーーーールルルルをををを策策策策定いたしましたが、定いたしましたが、定いたしましたが、定いたしましたが、メンバーメンバーメンバーメンバー１５名の１５名の１５名の１５名の中に中に中に中に医療側医療側医療側医療側ののののメンバーメンバーメンバーメンバーが１３名入っておられます。そういった中で、が１３名入っておられます。そういった中で、が１３名入っておられます。そういった中で、が１３名入っておられます。そういった中で、実実実実際際際際にににに病院病院病院病院でででで医療医療医療医療にににに当当当当たっておられる方のたっておられる方のたっておられる方のたっておられる方の意意意意見見見見も聞きながらも聞きながらも聞きながらも聞きながら救急搬送救急搬送救急搬送救急搬送ルルルルーーーールルルルもつくっておりますし、またそのもつくっておりますし、またそのもつくっておりますし、またそのもつくっておりますし、またその救急搬送救急搬送救急搬送救急搬送ルルルルーーーールルルルをつくりましたをつくりましたをつくりましたをつくりました協協協協議会の中で７つの部会がございまして、その中の一つと議会の中で７つの部会がございまして、その中の一つと議会の中で７つの部会がございまして、その中の一つと議会の中で７つの部会がございまして、その中の一つといたしまして、いたしまして、いたしまして、いたしまして、先先先先ほど委員よりおほど委員よりおほど委員よりおほど委員よりお話話話話がありましたように、がありましたように、がありましたように、がありましたように、アアアアルルルルココココーーーールルルル依依依依存存存存症症症症のののの患患患患者者者者ささささんんんんををををどのように運どのように運どのように運どのように運んんんんだらいいのかをだらいいのかをだらいいのかをだらいいのかを検討検討検討検討するするするする搬送搬送搬送搬送困困困困難難難難部会を部会を部会を部会を設設設設けまして、よりけまして、よりけまして、よりけまして、より具具具具体体体体的な的な的な的な救急搬救急搬救急搬救急搬送送送送についてについてについてについて検討検討検討検討しています。しています。しています。しています。今今今今後後後後ともともともとも毎毎毎毎年、年、年、年、搬送協搬送協搬送協搬送協議会なり部会を議会なり部会を議会なり部会を議会なり部会を開開開開きまして、よりよいきまして、よりよいきまして、よりよいきまして、よりよい搬送環境搬送環境搬送環境搬送環境がつくれるように、がつくれるように、がつくれるように、がつくれるように、病院病院病院病院またまたまたまた医医医医師師師師側側側側とととと意意意意見見見見交交交交換換換換しながらしながらしながらしながら進進進進めていきたいと考えております。めていきたいと考えております。めていきたいと考えております。めていきたいと考えております。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。○森山委員○森山委員○森山委員○森山委員 南部東部振興にかかわる南部東部振興にかかわる南部東部振興にかかわる南部東部振興にかかわる路線バス路線バス路線バス路線バスの件について、１点質問をさせていただきの件について、１点質問をさせていただきの件について、１点質問をさせていただきの件について、１点質問をさせていただきたいと思います。たいと思います。たいと思います。たいと思います。オオオオフフフフシーズン対策シーズン対策シーズン対策シーズン対策の件です。の件です。の件です。の件です。前前前前回回回回の１２月定例会のときにの１２月定例会のときにの１２月定例会のときにの１２月定例会のときにオオオオフフフフシーズン対策シーズン対策シーズン対策シーズン対策として、１月から３月までの３として、１月から３月までの３として、１月から３月までの３として、１月から３月までの３カカカカ月間、月間、月間、月間、南部東部の南部東部の南部東部の南部東部の路線バス路線バス路線バス路線バスを利用して１を利用して１を利用して１を利用して１泊宿泊泊宿泊泊宿泊泊宿泊をしていただいたら、そのをしていただいたら、そのをしていただいたら、そのをしていただいたら、その路線バス路線バス路線バス路線バスの運の運の運の運賃賃賃賃を行政を行政を行政を行政からからからから補助補助補助補助しましょうというしましょうというしましょうというしましょうというキャキャキャキャッッッッシシシシュュュュババババッッッッククククキャキャキャキャンンンンペペペペーンーンーンーンが、１月１日からが、１月１日からが、１月１日からが、１月１日から始始始始まって、ちまって、ちまって、ちまって、ちょうど中間地点ょうど中間地点ょうど中間地点ょうど中間地点ぐぐぐぐらいになりました。振興らいになりました。振興らいになりました。振興らいになりました。振興策策策策としてもとしてもとしてもとしても非常非常非常非常にいいと思いましたし、またにいいと思いましたし、またにいいと思いましたし、またにいいと思いましたし、また路路路路線バス線バス線バス線バスをををを維維維維持持持持していくというしていくというしていくというしていくという意味意味意味意味合いにおいても、いい合いにおいても、いい合いにおいても、いい合いにおいても、いいアイデアアイデアアイデアアイデアだと思っていました。ただと思っていました。ただと思っていました。ただと思っていました。ただ１２月定例会がだ１２月定例会がだ１２月定例会がだ１２月定例会が終終終終わるのがもう年のわるのがもう年のわるのがもう年のわるのがもう年の瀬瀬瀬瀬にににに迫迫迫迫っていた。それで予算の議っていた。それで予算の議っていた。それで予算の議っていた。それで予算の議決決決決をして１月１日をして１月１日をして１月１日をして１月１日からからからからススススタタタタートートートートということで、ということで、ということで、ということで、果果果果たしてたしてたしてたして周周周周知できるのかということが知できるのかということが知できるのかということが知できるのかということが気気気気になっておりました。になっておりました。になっておりました。になっておりました。次の定例会のときにその中間報告を次の定例会のときにその中間報告を次の定例会のときにその中間報告を次の定例会のときにその中間報告を確確確確認認認認させてくださいとさせてくださいとさせてくださいとさせてくださいと言言言言ったのですが、今の時点でどったのですが、今の時点でどったのですが、今の時点でどったのですが、今の時点でどのようなのようなのようなのような状態状態状態状態になっているのかをになっているのかをになっているのかをになっているのかを教教教教えていただきたいと思いますので、お願いします。えていただきたいと思いますので、お願いします。えていただきたいと思いますので、お願いします。えていただきたいと思いますので、お願いします。○村上南部東部振興課長○村上南部東部振興課長○村上南部東部振興課長○村上南部東部振興課長 利用利用利用利用実実実実績績績績でございます。でございます。でございます。でございます。



---- 22220000 ----

１月１月１月１月及及及及びびびび２月１２日までの２月１２日までの２月１２日までの２月１２日までのデーデーデーデータタタタによると利用によると利用によると利用によると利用者数者数者数者数が５６０名、利用が５６０名、利用が５６０名、利用が５６０名、利用金金金金額額額額が２７０が２７０が２７０が２７０万万万万円、円、円、円、宿泊宿泊宿泊宿泊されたされたされたされた施施施施設設設設が６７が６７が６７が６７施施施施設設設設、そういう、そういう、そういう、そういう状況状況状況状況でございます。でございます。でございます。でございます。以以以以上です。上です。上です。上です。○森山委員○森山委員○森山委員○森山委員 南部東部といっても南部東部といっても南部東部といっても南部東部といっても十十十十津川津川津川津川村を村を村を村を回回回回るるるるココココースースースースもありますし、もありますし、もありますし、もありますし、洞川洞川洞川洞川へへへへ行く行く行く行くココココースースースースもありますし、もありますし、もありますし、もありますし、曽爾曽爾曽爾曽爾方方方方面へ面へ面へ面へ行く行く行く行くココココースースースースもあると思いますけれども、特にもあると思いますけれども、特にもあると思いますけれども、特にもあると思いますけれども、特に人気人気人気人気がががが高高高高かったかったかったかったココココースースースースはどこか、そのあたりのこともわかりますでしょうか。はどこか、そのあたりのこともわかりますでしょうか。はどこか、そのあたりのこともわかりますでしょうか。はどこか、そのあたりのこともわかりますでしょうか。○村上南部東部振興課長○村上南部東部振興課長○村上南部東部振興課長○村上南部東部振興課長 ５６０名の内５６０名の内５６０名の内５６０名の内訳訳訳訳ですが、ですが、ですが、ですが、市町市町市町市町村村村村別別別別でででで見見見見ますとますとますとますと十十十十津川津川津川津川村が３０４村が３０４村が３０４村が３０４名、２名、２名、２名、２番番番番目に目に目に目に多多多多いのがいのがいのがいのが天天天天川川川川村２３６名、村２３６名、村２３６名、村２３６名、足足足足しますと５４０名になりますので、ここの地域しますと５４０名になりますので、ここの地域しますと５４０名になりますので、ここの地域しますと５４０名になりますので、ここの地域でででで非常非常非常非常にににに多多多多い利用があったというい利用があったというい利用があったというい利用があったという状況状況状況状況でございます。でございます。でございます。でございます。以以以以上です。上です。上です。上です。○森山委員○森山委員○森山委員○森山委員 私も私も私も私も十十十十津川津川津川津川方方方方面面面面の利用がの利用がの利用がの利用が高高高高いのではないかと思っていたのです。そのいのではないかと思っていたのです。そのいのではないかと思っていたのです。そのいのではないかと思っていたのです。その路線バ路線バ路線バ路線バススススを利用される方というのは、今まではほとを利用される方というのは、今まではほとを利用される方というのは、今まではほとを利用される方というのは、今まではほとんんんんどが生活どが生活どが生活どが生活移動移動移動移動のための利用であったと思うのための利用であったと思うのための利用であったと思うのための利用であったと思うのです。のです。のです。のです。病院病院病院病院、、、、買買買買いいいい物物物物に行くことがに行くことがに行くことがに行くことが主主主主だったと思うのです。こういうだったと思うのです。こういうだったと思うのです。こういうだったと思うのです。こういう路線バス路線バス路線バス路線バスで観光に行で観光に行で観光に行で観光に行くという新しいくという新しいくという新しいくという新しい試試試試みみみみは、こういうは、こういうは、こういうは、こういう形形形形でででで見見見見ると利用されるると利用されるると利用されるると利用される非常非常非常非常にいい機会になったのではなにいい機会になったのではなにいい機会になったのではなにいい機会になったのではないかと思いました。いかと思いました。いかと思いました。いかと思いました。残残残残り１月り１月り１月り１月半半半半ありますけれども、ありますけれども、ありますけれども、ありますけれども、オオオオフフフフシーズン対策シーズン対策シーズン対策シーズン対策でこの３でこの３でこの３でこの３カカカカ月の間に月の間に月の間に月の間に行っていただくというのも、観光行っていただくというのも、観光行っていただくというのも、観光行っていただくというのも、観光客客客客がががが減減減減るときにるときにるときにるときに底底底底上げにもなりますから、いい上げにもなりますから、いい上げにもなりますから、いい上げにもなりますから、いい誘誘誘誘いいいい水水水水ににににもなりますけれども、そのもなりますけれども、そのもなりますけれども、そのもなりますけれども、その路線バス路線バス路線バス路線バスを生活を生活を生活を生活移動移動移動移動だけではなくて観光の方々もだけではなくて観光の方々もだけではなくて観光の方々もだけではなくて観光の方々も含含含含めた観光めた観光めた観光めた観光ババババススススという利用のという利用のという利用のという利用の仕仕仕仕方を方を方を方を進進進進めるについて、特にこの１めるについて、特にこの１めるについて、特にこの１めるについて、特にこの１カカカカ月月月月半半半半の間にの間にの間にの間に課課課課題題題題はなかったのでしょはなかったのでしょはなかったのでしょはなかったのでしょうか。というのは、うか。というのは、うか。というのは、うか。というのは、電電電電車車車車にににに置置置置きかえて考えたら、例えばきかえて考えたら、例えばきかえて考えたら、例えばきかえて考えたら、例えば奈奈奈奈良から良から良から良から伊勢伊勢伊勢伊勢方方方方面面面面にににに旅旅旅旅行に行きま行に行きま行に行きま行に行きますという方々がおられたときに、すという方々がおられたときに、すという方々がおられたときに、すという方々がおられたときに、普普普普通通通通電電電電車車車車とかとかとかとか急急急急行行行行電電電電車車車車にににに乗乗乗乗らないで特らないで特らないで特らないで特急急急急電電電電車車車車にににに乗乗乗乗ると思ると思ると思ると思うのですが、特うのですが、特うのですが、特うのですが、特急急急急電電電電車車車車にににに乗乗乗乗ってってってって旅旅旅旅行に行こうと思えば、行に行こうと思えば、行に行こうと思えば、行に行こうと思えば、旅旅旅旅行行行行気気気気分を分を分を分を味味味味わうためにわうためにわうためにわうためにビービービービールルルルととととかかかかチチチチュュュューーーーハハハハイイイイをををを買買買買いいいい込込込込んんんんで、そので、そので、そので、その車車車車内で内で内で内で飲飲飲飲みみみみながらながらながらながら移動移動移動移動する方がおられると思うのです。する方がおられると思うのです。する方がおられると思うのです。する方がおられると思うのです。普普普普通通通通電電電電車車車車とかとかとかとか急急急急行行行行電電電電車車車車ではそういうではそういうではそういうではそういうふふふふうにはうにはうにはうには飲飲飲飲みみみみにくいようなにくいようなにくいようなにくいような雰囲雰囲雰囲雰囲気気気気があると思いますけがあると思いますけがあると思いますけがあると思いますけれども、観光でれども、観光でれども、観光でれども、観光で路線バス路線バス路線バス路線バスを利用するというを利用するというを利用するというを利用するという状態状態状態状態だったら、だったら、だったら、だったら、十十十十津川津川津川津川までならまでならまでならまでなら八八八八木木木木からからからから片片片片道道道道４４４４時間時間時間時間近近近近くかかるのです。その間じっとくかかるのです。その間じっとくかかるのです。その間じっとくかかるのです。その間じっと座座座座りながらというのは、りながらというのは、りながらというのは、りながらというのは、結構結構結構結構旅旅旅旅行行行行客客客客の方にとってはの方にとってはの方にとってはの方にとっては退退退退屈屈屈屈な時間になるのではないかと思ったのですが、そのあたりのことで、何かな時間になるのではないかと思ったのですが、そのあたりのことで、何かな時間になるのではないかと思ったのですが、そのあたりのことで、何かな時間になるのではないかと思ったのですが、そのあたりのことで、何か課課課課題題題題がががが見見見見ええええてきたことはあるのでしょうか。てきたことはあるのでしょうか。てきたことはあるのでしょうか。てきたことはあるのでしょうか。○村上南部東部振興課長○村上南部東部振興課長○村上南部東部振興課長○村上南部東部振興課長 利用利用利用利用客客客客ににににアンアンアンアンケケケケートートートート調査調査調査調査をとっております。をとっております。をとっております。をとっております。非常非常非常非常にいいにいいにいいにいいキャキャキャキャッッッッシシシシュュュュババババッッッッククククキャキャキャキャンンンンペペペペーンーンーンーン、よかったというお、よかったというお、よかったというお、よかったというお答答答答えがえがえがえが多多多多いです。ただ、１月からいです。ただ、１月からいです。ただ、１月からいです。ただ、１月から始始始始めましてめましてめましてめまして一一一一番番番番の問の問の問の問題題題題、、、、趣旨趣旨趣旨趣旨としましては南部東部のほうとしましては南部東部のほうとしましては南部東部のほうとしましては南部東部のほうへへへへ交交交交流流流流人人人人口を口を口を口をふふふふやそうとやそうとやそうとやそうと路線バス路線バス路線バス路線バスの運の運の運の運賃賃賃賃補補補補助助助助をををを始始始始めたところです。まだ１月めたところです。まだ１月めたところです。まだ１月めたところです。まだ１月半半半半ぐぐぐぐらいで、とりあえずはらいで、とりあえずはらいで、とりあえずはらいで、とりあえずは周周周周知、知、知、知、広広広広報に報に報に報に努努努努めまして、めまして、めまして、めまして、皆皆皆皆ささささんんんんこのようなこのようなこのようなこのような制制制制度があるからど度があるからど度があるからど度があるからどんんんんどどどどん来ん来ん来ん来てくださいとてくださいとてくださいとてくださいと広広広広報するのが一報するのが一報するのが一報するのが一番番番番かなと思っていかなと思っていかなと思っていかなと思ってい
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ます。もうます。もうます。もうます。もう少少少少ししししデーデーデーデータタタタがががが積み重積み重積み重積み重なりまして分なりまして分なりまして分なりまして分析析析析できるようなできるようなできるようなできるような状況状況状況状況になりましたら、になりましたら、になりましたら、になりましたら、制制制制度の度の度の度の改改改改善善善善なり考えていきたいと思いますが、とりあえず今のところはなり考えていきたいと思いますが、とりあえず今のところはなり考えていきたいと思いますが、とりあえず今のところはなり考えていきたいと思いますが、とりあえず今のところは広広広広報に全報に全報に全報に全力力力力をををを傾傾傾傾けたいとけたいとけたいとけたいと思っております。思っております。思っております。思っております。以以以以上です。上です。上です。上です。○森山委員○森山委員○森山委員○森山委員 ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。これだけこれだけこれだけこれだけ来来来来られたらられたらられたらられたら結構結構結構結構周周周周知されていたのかなと知されていたのかなと知されていたのかなと知されていたのかなと感感感感じました。ちょうど年が明けていろじました。ちょうど年が明けていろじました。ちょうど年が明けていろじました。ちょうど年が明けていろいろな新年会、特にいろな新年会、特にいろな新年会、特にいろな新年会、特に老老老老人人人人会の新年会に行ったときに、今こういう会の新年会に行ったときに、今こういう会の新年会に行ったときに、今こういう会の新年会に行ったときに、今こういう制制制制度がありますよとお知度がありますよとお知度がありますよとお知度がありますよとお知らせしたら、えっ、そうなのかということで、もっとらせしたら、えっ、そうなのかということで、もっとらせしたら、えっ、そうなのかということで、もっとらせしたら、えっ、そうなのかということで、もっと教教教教えてとえてとえてとえてと言言言言われる方がわれる方がわれる方がわれる方が結構結構結構結構おられまおられまおられまおられましたから、したから、したから、したから、周周周周知がどの知がどの知がどの知がどの辺辺辺辺までできているのかということがまでできているのかということがまでできているのかということがまでできているのかということが気気気気になっていましたが、これはになっていましたが、これはになっていましたが、これはになっていましたが、これはいいいいいいいい数字数字数字数字だと思いますので、だと思いますので、だと思いますので、だと思いますので、残残残残り１月り１月り１月り１月半半半半のののの推推推推移移移移もももも見見見見守守守守っていきたいと思います。っていきたいと思います。っていきたいと思います。っていきたいと思います。ほかにもありますけれど、きょうはこれでほかにもありますけれど、きょうはこれでほかにもありますけれど、きょうはこれでほかにもありますけれど、きょうはこれで結構結構結構結構です。ありがとうございました。です。ありがとうございました。です。ありがとうございました。です。ありがとうございました。○大国副委員長○大国副委員長○大国副委員長○大国副委員長 最最最最近近近近の県の県の県の県民民民民のののの皆皆皆皆様との様との様との様との対話対話対話対話の中での中での中での中で少少少少しししし気気気気になる点がございましたので、になる点がございましたので、になる点がございましたので、になる点がございましたので、１点ご質問をさせていただきたいと思います。１点ご質問をさせていただきたいと思います。１点ご質問をさせていただきたいと思います。１点ご質問をさせていただきたいと思います。質問の内質問の内質問の内質問の内容容容容は、特は、特は、特は、特殊詐欺殊詐欺殊詐欺殊詐欺、いわ、いわ、いわ、いわゆゆゆゆる振りる振りる振りる振り込込込込めめめめ詐欺詐欺詐欺詐欺の問の問の問の問題題題題であります。今、いろいろな方であります。今、いろいろな方であります。今、いろいろな方であります。今、いろいろな方から振りから振りから振りから振り込込込込めめめめ詐欺詐欺詐欺詐欺についてのおについてのおについてのおについてのお話話話話をいただく機会がございます。特にをいただく機会がございます。特にをいただく機会がございます。特にをいただく機会がございます。特に銀銀銀銀行で行で行で行で高高高高齢齢齢齢者者者者の方がの方がの方がの方が振り振り振り振り込込込込もうとされているところをとめられたごもうとされているところをとめられたごもうとされているところをとめられたごもうとされているところをとめられたご夫夫夫夫人人人人がががが感感感感謝謝謝謝状状状状をををを受受受受けられたなど、けられたなど、けられたなど、けられたなど、身身身身近近近近にそにそにそにそういう方もいらっしういう方もいらっしういう方もいらっしういう方もいらっしゃゃゃゃいまして、いまして、いまして、いまして、防防防防がれたことについてはよかったと思うのですけれど、がれたことについてはよかったと思うのですけれど、がれたことについてはよかったと思うのですけれど、がれたことについてはよかったと思うのですけれど、一方では、こういった事案が一方では、こういった事案が一方では、こういった事案が一方では、こういった事案がふふふふえているのではないかということもえているのではないかということもえているのではないかということもえているのではないかということも感感感感じています。じています。じています。じています。最最最最近近近近のののの新聞を新聞を新聞を新聞を見見見見ましても、ましても、ましても、ましても、昨昨昨昨年の全国の振り年の全国の振り年の全国の振り年の全国の振り込込込込めめめめ詐欺詐欺詐欺詐欺のののの現現現現金金金金手手手手渡渡渡渡しが２３６億円、前年４２％増しが２３６億円、前年４２％増しが２３６億円、前年４２％増しが２３６億円、前年４２％増です。です。です。です。現現現現金送付金送付金送付金送付が２１２億円、３８％増、特にが２１２億円、３８％増、特にが２１２億円、３８％増、特にが２１２億円、３８％増、特に現現現現金送付型金送付型金送付型金送付型は前年より６は前年より６は前年より６は前年より６割割割割以以以以上上上上ふふふふえたと、えたと、えたと、えたと、これは全国的なこれは全国的なこれは全国的なこれは全国的な数字数字数字数字でございますけれども、こういったことがでございますけれども、こういったことがでございますけれども、こういったことがでございますけれども、こういったことが言言言言われています。われています。われています。われています。奈奈奈奈良県警察におかれましても、日ごろからこういった良県警察におかれましても、日ごろからこういった良県警察におかれましても、日ごろからこういった良県警察におかれましても、日ごろからこういった対策対策対策対策にににに力力力力を入れていただいているを入れていただいているを入れていただいているを入れていただいていることはことはことはことは十十十十分分分分承承承承知をしておりますけれども、知をしておりますけれども、知をしておりますけれども、知をしておりますけれども、現在現在現在現在の県内のの県内のの県内のの県内の被害被害被害被害状況並状況並状況並状況並びびびびにににに取取取取りりりり組み組み組み組み状況状況状況状況につにつにつについておいておいておいてお答答答答えいただきたいと思います。えいただきたいと思います。えいただきたいと思います。えいただきたいと思います。○薮内生活安全部長○薮内生活安全部長○薮内生活安全部長○薮内生活安全部長 私に私に私に私に対対対対しましては、本県におきます特しましては、本県におきます特しましては、本県におきます特しましては、本県におきます特殊詐欺殊詐欺殊詐欺殊詐欺のののの現状現状現状現状とそのとそのとそのとその対策対策対策対策につにつにつについてのご質問と思います。いてのご質問と思います。いてのご質問と思います。いてのご質問と思います。まずまずまずまず現状現状現状現状についてでございますけれども、平成２６年中の特についてでございますけれども、平成２６年中の特についてでございますけれども、平成２６年中の特についてでございますけれども、平成２６年中の特殊詐欺殊詐欺殊詐欺殊詐欺のののの認認認認知件知件知件知件数数数数は県内には県内には県内には県内におきまして６７件でありました。これは一おきまして６７件でありました。これは一おきまして６７件でありました。これは一おきまして６７件でありました。これは一昨昨昨昨年と年と年と年と比べ比べ比べ比べまして１１件のまして１１件のまして１１件のまして１１件の減少減少減少減少となっておりまとなっておりまとなっておりまとなっております。しかしながらす。しかしながらす。しかしながらす。しかしながら被害被害被害被害総総総総額額額額は４億７，０００は４億７，０００は４億７，０００は４億７，０００万万万万円円円円余余余余でありまして、一でありまして、一でありまして、一でありまして、一昨昨昨昨年と年と年と年と比べ比べ比べ比べて２，２て２，２て２，２て２，２００００００００万万万万円円円円余余余余増加で、増加で、増加で、増加で、被害額被害額被害額被害額ははははふふふふえているえているえているえている状況状況状況状況にございます。にございます。にございます。にございます。一方一方一方一方検検検検挙件挙件挙件挙件数数数数でございますけれども、８５件でございますけれども、８５件でございますけれども、８５件でございますけれども、８５件検検検検挙しております。これも一挙しております。これも一挙しております。これも一挙しております。これも一昨昨昨昨年に年に年に年に比べ比べ比べ比べまままま
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して２件の増加になっています。して２件の増加になっています。して２件の増加になっています。して２件の増加になっています。検検検検挙挙挙挙人人人人員でありますけれども４９員でありますけれども４９員でありますけれども４９員でありますけれども４９人検人検人検人検挙しておりまして、挙しておりまして、挙しておりまして、挙しておりまして、これも一これも一これも一これも一昨昨昨昨年に年に年に年に比べ比べ比べ比べ１２１２１２１２人人人人の増加となっております。の増加となっております。の増加となっております。の増加となっております。次に、その特次に、その特次に、その特次に、その特徴徴徴徴でございますけれども、１つには、でございますけれども、１つには、でございますけれども、１つには、でございますけれども、１つには、被害被害被害被害者者者者のののの約約約約８８８８割割割割がががが高高高高齢齢齢齢者者者者であることであることであることであることです。２つ目には、その手口が一です。２つ目には、その手口が一です。２つ目には、その手口が一です。２つ目には、その手口が一層層層層巧妙巧妙巧妙巧妙化しているということです。３つ目には、委員が化しているということです。３つ目には、委員が化しているということです。３つ目には、委員が化しているということです。３つ目には、委員がおおおお述べ述べ述べ述べのとおり、のとおり、のとおり、のとおり、送金送金送金送金方方方方法法法法が振が振が振が振込込込込型型型型、手交、手交、手交、手交型型型型からからからから現現現現金送付型金送付型金送付型金送付型に変化している特に変化している特に変化している特に変化している特徴徴徴徴がががが見見見見られられられられるところであります。るところであります。るところであります。るところであります。こうしたこうしたこうしたこうした状況状況状況状況をををを受受受受けまして、県警察ではこれまでもけまして、県警察ではこれまでもけまして、県警察ではこれまでもけまして、県警察ではこれまでも金金金金融融融融機関でありますとか機関でありますとか機関でありますとか機関でありますとか宅宅宅宅配配配配事事事事業者業者業者業者にににに対対対対しまして利用しまして利用しまして利用しまして利用者へ者へ者へ者へのののの声声声声かけのかけのかけのかけの強強強強化を要化を要化を要化を要請請請請してまいりました。またしてまいりました。またしてまいりました。またしてまいりました。また水水水水際防際防際防際防止止止止対策対策対策対策のののの徹底徹底徹底徹底をををを図図図図ってきたところでございます。それとってきたところでございます。それとってきたところでございます。それとってきたところでございます。それと高高高高齢齢齢齢者者者者にににに対対対対する注する注する注する注意意意意喚起喚起喚起喚起にもにもにもにも取取取取りりりり組ん組ん組ん組んできたとできたとできたとできたところでございますけれども、これに加えまして本年１月からころでございますけれども、これに加えまして本年１月からころでございますけれども、これに加えまして本年１月からころでございますけれども、これに加えまして本年１月から被害被害被害被害防防防防止止止止にににに向向向向けた新たなけた新たなけた新たなけた新たな施策施策施策施策としましてとしましてとしましてとしまして取取取取りりりり組ん組ん組ん組んでいることがございます。でいることがございます。でいることがございます。でいることがございます。その１つはその１つはその１つはその１つは預預預預金金金金小小小小切手を活用した切手を活用した切手を活用した切手を活用した被害被害被害被害防防防防止止止止対策対策対策対策であります。これは、であります。これは、であります。これは、であります。これは、金金金金融融融融機関で機関で機関で機関で高高高高齢齢齢齢者者者者の方がの方がの方がの方が高高高高額額額額のののの現現現現金金金金をををを引引引引き出すといったき出すといったき出すといったき出すといった場場場場合に、合に、合に、合に、預預預預金金金金小小小小切手での振り出しを切手での振り出しを切手での振り出しを切手での振り出しを勧勧勧勧めてめてめてめて現現現現金金金金のののの動動動動きをとめ、さらにその特きをとめ、さらにその特きをとめ、さらにその特きをとめ、さらにその特殊詐欺殊詐欺殊詐欺殊詐欺のののの被害被害被害被害者者者者ではないかと思われるではないかと思われるではないかと思われるではないかと思われる場場場場合には警察合には警察合には警察合には警察へへへへそのそのそのその段階段階段階段階でででで通報していただいて、警察通報していただいて、警察通報していただいて、警察通報していただいて、警察官官官官がががが速速速速やかにやかにやかにやかに対応対応対応対応することによってすることによってすることによってすることによって被害被害被害被害をををを防防防防止止止止しようというしようというしようというしようという施施施施策策策策であります。県内でであります。県内でであります。県内でであります。県内で現在現在現在現在、５、５、５、５銀銀銀銀行、２行、２行、２行、２信信信信用用用用金金金金庫庫庫庫においてにおいてにおいてにおいて実施実施実施実施していただいているところしていただいているところしていただいているところしていただいているところであります。であります。であります。であります。２つ目の２つ目の２つ目の２つ目の施策施策施策施策ですけれども、ですけれども、ですけれども、ですけれども、迷惑電迷惑電迷惑電迷惑電話話話話防防防防止サ止サ止サ止サービスービスービスービスを活用したを活用したを活用したを活用した被害被害被害被害防防防防止止止止対策対策対策対策であります。であります。であります。であります。これは特これは特これは特これは特殊詐欺殊詐欺殊詐欺殊詐欺のののの被害被害被害被害をををを防防防防止止止止するにはするにはするにはするには被被被被疑疑疑疑者者者者からのからのからのからの犯犯犯犯行行行行電電電電話話話話をををを遮遮遮遮断するのが一断するのが一断するのが一断するのが一番番番番有効有効有効有効であであであであります。通ります。通ります。通ります。通信信信信事事事事業者業者業者業者が、が、が、が、迷惑電迷惑電迷惑電迷惑電話話話話としてとしてとしてとして登録登録登録登録したしたしたした電電電電話話話話番番番番号号号号からのからのからのからの電電電電話話話話をををを阻止阻止阻止阻止するするするするシステムシステムシステムシステムをををを開開開開発発発発されました。他されました。他されました。他されました。他府府府府県において県において県において県において実実実実証証証証実実実実験験験験を行っておられたわけであります。そこで県を行っておられたわけであります。そこで県を行っておられたわけであります。そこで県を行っておられたわけであります。そこで県警察におきましても警察におきましても警察におきましても警察におきましても昨昨昨昨年１２月にその関係の通年１２月にその関係の通年１２月にその関係の通年１２月にその関係の通信信信信事事事事業者業者業者業者とととと覚覚覚覚書書書書をををを締締締締結結結結いたしまして、いたしまして、いたしまして、いたしまして、参参参参加加加加申し出のありました申し出のありました申し出のありました申し出のありました天天天天理理理理市市市市におきまして、このにおきまして、このにおきまして、このにおきまして、この実実実実証証証証実実実実験験験験をををを実施実施実施実施しております。しております。しております。しております。現在現在現在現在、、、、天天天天理理理理市市市市がががが市市市市内内内内居住居住居住居住のののの高高高高齢齢齢齢者者者者のののの世世世世帯帯帯帯をををを対対対対象象象象ににににモモモモニニニニタタタターーーー１００１００１００１００世世世世帯帯帯帯をををを募募募募集集集集されているところでありされているところでありされているところでありされているところであります。ます。ます。ます。今今今今後後後後もももも引引引引きききき続続続続き、委員からご指き、委員からご指き、委員からご指き、委員からご指摘摘摘摘のありましたとおり、他のありましたとおり、他のありましたとおり、他のありましたとおり、他府府府府県での事例も県での事例も県での事例も県での事例も参参参参考にしなが考にしなが考にしなが考にしながらららら取取取取りりりり組ん組ん組ん組んでまいりたいと考えております。でまいりたいと考えております。でまいりたいと考えております。でまいりたいと考えております。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。○大国副委員長○大国副委員長○大国副委員長○大国副委員長 ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。弱弱弱弱いいいい立場立場立場立場の方がだまされての方がだまされての方がだまされての方がだまされて被害被害被害被害にににに遭遭遭遭われると、件われると、件われると、件われると、件数数数数はははは減減減減っているといえどもっているといえどもっているといえどもっているといえども金金金金額額額額がががが膨膨膨膨ららららんんんんできているできているできているできている状況状況状況状況がございます。がございます。がございます。がございます。引引引引きききき続続続続きまたきまたきまたきまた取取取取りりりり組み組み組み組みのののの強強強強化をよろしくお願いしたいと化をよろしくお願いしたいと化をよろしくお願いしたいと化をよろしくお願いしたいと
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思います。思います。思います。思います。ある新聞をある新聞をある新聞をある新聞を見見見見ておりますと、ておりますと、ておりますと、ておりますと、先先先先ほどご説明がありましたほどご説明がありましたほどご説明がありましたほどご説明がありました「「「「迷惑電迷惑電迷惑電迷惑電話話話話のののの着着着着信信信信を知らせまを知らせまを知らせまを知らせますすすす」」」」ということで、いろいろなということで、いろいろなということで、いろいろなということで、いろいろな録音録音録音録音等で等で等で等で取取取取りりりり組ん組ん組ん組んでいただいているということであります。でいただいているということであります。でいただいているということであります。でいただいているということであります。一方では警一方では警一方では警一方では警視庁視庁視庁視庁でででで取取取取りりりり組組組組まれているのがまれているのがまれているのがまれているのが、、、、「「「「振り振り振り振り込込込込めめめめ詐欺詐欺詐欺詐欺見見見見張隊張隊張隊張隊」」」」の名前で、の名前で、の名前で、の名前で、市市市市販販販販されてされてされてされている機いる機いる機いる機械械械械をつなをつなをつなをつなぐぐぐぐとととと録音録音録音録音されて、されて、されて、されて、電電電電話話話話をするとをするとをするとをすると、、、、「「「「このこのこのこの電電電電話話話話は振りは振りは振りは振り込込込込めめめめ詐欺詐欺詐欺詐欺などのなどのなどのなどの犯罪被犯罪被犯罪被犯罪被害害害害防防防防止止止止のため会のため会のため会のため会話話話話内内内内容容容容がががが自動自動自動自動的に的に的に的に録音録音録音録音されますされますされますされます」」」」ととととアアアアナウナウナウナウンスンスンスンスされることで、されることで、されることで、されることで、非常非常非常非常にににに被害被害被害被害がががが減減減減ってきているというってきているというってきているというってきているという記記記記事がございました。事がございました。事がございました。事がございました。無無無無料料料料でででで貸貸貸貸し出しされているということですし出しされているということですし出しされているということですし出しされているということですので、警ので、警ので、警ので、警視庁視庁視庁視庁のののの取取取取りりりり組み組み組み組みではありますけれども、ではありますけれども、ではありますけれども、ではありますけれども、状況状況状況状況等もよく等もよく等もよく等もよく見見見見ていただいて、もしていただいて、もしていただいて、もしていただいて、もし有効有効有効有効であればであればであればであれば奈奈奈奈良県でも良県でも良県でも良県でも積極積極積極積極的に的に的に的に取取取取りりりり組ん組ん組ん組んでいただければありがたいと考えた次第でございまでいただければありがたいと考えた次第でございまでいただければありがたいと考えた次第でございまでいただければありがたいと考えた次第でございます。す。す。す。何と何と何と何とぞぞぞぞ県県県県民民民民の安の安の安の安心・心・心・心・安全を安全を安全を安全を守守守守っていただくということで、これからもっていただくということで、これからもっていただくということで、これからもっていただくということで、これからも引引引引きききき続続続続き全き全き全き全力力力力でおでおでおでお取取取取りりりり組み組み組み組みをいただきますようお願いを申し上げます。ありがとうございました。をいただきますようお願いを申し上げます。ありがとうございました。をいただきますようお願いを申し上げます。ありがとうございました。をいただきますようお願いを申し上げます。ありがとうございました。○出口委員長○出口委員長○出口委員長○出口委員長 ほかにないでしょうか。ほかにないでしょうか。ほかにないでしょうか。ほかにないでしょうか。なければこれをもって質疑をなければこれをもって質疑をなければこれをもって質疑をなければこれをもって質疑を終終終終わらせていただきます。わらせていただきます。わらせていただきます。わらせていただきます。なお、なお、なお、なお、当当当当委員会の委員会の委員会の委員会の所所所所管事管事管事管事項項項項に係る議案がに係る議案がに係る議案がに係る議案が追追追追加提出される加提出される加提出される加提出される場場場場合には、合には、合には、合には、当当当当委員会を定例議会委員会を定例議会委員会を定例議会委員会を定例議会中２月２７日の本会議中２月２７日の本会議中２月２７日の本会議中２月２７日の本会議終終終終了了了了後後後後にににに再再再再度度度度開開開開催催催催をさせていただくことになりますので、あらかじをさせていただくことになりますので、あらかじをさせていただくことになりますので、あらかじをさせていただくことになりますので、あらかじめごめごめごめご了了了了承承承承願います。願います。願います。願います。本日は大変長時間いろいろとご苦労さまでございました。これをもって本日は大変長時間いろいろとご苦労さまでございました。これをもって本日は大変長時間いろいろとご苦労さまでございました。これをもって本日は大変長時間いろいろとご苦労さまでございました。これをもって終終終終わらせていたわらせていたわらせていたわらせていただきます。ありがとうございました。だきます。ありがとうございました。だきます。ありがとうございました。だきます。ありがとうございました。


