
---- 1111 ----

総 務 警 察 委 員 会 記 録総 務 警 察 委 員 会 記 録総 務 警 察 委 員 会 記 録総 務 警 察 委 員 会 記 録開催日時開催日時開催日時開催日時 平成２８年２月２２日（月） １３：０３～１７：０９平成２８年２月２２日（月） １３：０３～１７：０９平成２８年２月２２日（月） １３：０３～１７：０９平成２８年２月２２日（月） １３：０３～１７：０９開催場所開催場所開催場所開催場所 第１委員会室第１委員会室第１委員会室第１委員会室出席委員出席委員出席委員出席委員 ８名８名８名８名粒谷 友示 委員長粒谷 友示 委員長粒谷 友示 委員長粒谷 友示 委員長山村 幸穂 副委員長山村 幸穂 副委員長山村 幸穂 副委員長山村 幸穂 副委員長亀田 忠彦 委員亀田 忠彦 委員亀田 忠彦 委員亀田 忠彦 委員松本 宗弘 委員松本 宗弘 委員松本 宗弘 委員松本 宗弘 委員川田 裕 委員川田 裕 委員川田 裕 委員川田 裕 委員西川西川西川西川  委員委員委員委員中野 雅史 委員中野 雅史 委員中野 雅史 委員中野 雅史 委員田尻 匠 委員田尻 匠 委員田尻 匠 委員田尻 匠 委員欠席委員欠席委員欠席委員欠席委員 １名１名１名１名山本 進章 委員山本 進章 委員山本 進章 委員山本 進章 委員出席理事者出席理事者出席理事者出席理事者 野村 総務部長野村 総務部長野村 総務部長野村 総務部長長岡 危機管理監長岡 危機管理監長岡 危機管理監長岡 危機管理監一松 地域振興部長一松 地域振興部長一松 地域振興部長一松 地域振興部長辻本 南部東部振興監辻本 南部東部振興監辻本 南部東部振興監辻本 南部東部振興監福井 観光局長福井 観光局長福井 観光局長福井 観光局長羽室 警察本部長羽室 警察本部長羽室 警察本部長羽室 警察本部長髙井 警務部長髙井 警務部長髙井 警務部長髙井 警務部長藤本 生活安全部長藤本 生活安全部長藤本 生活安全部長藤本 生活安全部長萬谷 刑事部長萬谷 刑事部長萬谷 刑事部長萬谷 刑事部長大森 交通部長大森 交通部長大森 交通部長大森 交通部長福田 警備部長 ほか、関係職員福田 警備部長 ほか、関係職員福田 警備部長 ほか、関係職員福田 警備部長 ほか、関係職員傍 聴 者傍 聴 者傍 聴 者傍 聴 者 なしなしなしなし議 事議 事議 事議 事（１）２月定例県議会提出予定議案について（１）２月定例県議会提出予定議案について（１）２月定例県議会提出予定議案について（１）２月定例県議会提出予定議案について（２）その他（２）その他（２）その他（２）その他〈質疑応答〉〈質疑応答〉〈質疑応答〉〈質疑応答〉
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○粒谷委員長○粒谷委員長○粒谷委員長○粒谷委員長 ただいまの説明、報告またはその他の事項も含めて、質疑があればご発言ただいまの説明、報告またはその他の事項も含めて、質疑があればご発言ただいまの説明、報告またはその他の事項も含めて、質疑があればご発言ただいまの説明、報告またはその他の事項も含めて、質疑があればご発言願います。願います。願います。願います。○西川委員○西川委員○西川委員○西川委員 それでは、その他の件で質問します。奈良県警と奈良県広域消防組合の所管それでは、その他の件で質問します。奈良県警と奈良県広域消防組合の所管それでは、その他の件で質問します。奈良県警と奈良県広域消防組合の所管それでは、その他の件で質問します。奈良県警と奈良県広域消防組合の所管である消防救急課にお尋ねします。である消防救急課にお尋ねします。である消防救急課にお尋ねします。である消防救急課にお尋ねします。先月の１月２３日未明に、御所市内にある産業廃棄物処分場で火災が発生しました。火先月の１月２３日未明に、御所市内にある産業廃棄物処分場で火災が発生しました。火先月の１月２３日未明に、御所市内にある産業廃棄物処分場で火災が発生しました。火先月の１月２３日未明に、御所市内にある産業廃棄物処分場で火災が発生しました。火災は数日間燃え続け、その煙は御所市内から葛城市方面に流れ、山麓線沿いに大量の黒い災は数日間燃え続け、その煙は御所市内から葛城市方面に流れ、山麓線沿いに大量の黒い災は数日間燃え続け、その煙は御所市内から葛城市方面に流れ、山麓線沿いに大量の黒い災は数日間燃え続け、その煙は御所市内から葛城市方面に流れ、山麓線沿いに大量の黒い煙が帯状に長時間滞留していました。このことはテレビや新聞でも大きく取り上げられた煙が帯状に長時間滞留していました。このことはテレビや新聞でも大きく取り上げられた煙が帯状に長時間滞留していました。このことはテレビや新聞でも大きく取り上げられた煙が帯状に長時間滞留していました。このことはテレビや新聞でも大きく取り上げられた事案で、消防、警察においては、この火災を鎮火処理するためご尽力いただいたところで事案で、消防、警察においては、この火災を鎮火処理するためご尽力いただいたところで事案で、消防、警察においては、この火災を鎮火処理するためご尽力いただいたところで事案で、消防、警察においては、この火災を鎮火処理するためご尽力いただいたところですが、この産業廃棄物処分場はおおよそ１年前の平成２６年１２月にも火災を発生させてすが、この産業廃棄物処分場はおおよそ１年前の平成２６年１２月にも火災を発生させてすが、この産業廃棄物処分場はおおよそ１年前の平成２６年１２月にも火災を発生させてすが、この産業廃棄物処分場はおおよそ１年前の平成２６年１２月にも火災を発生させています。同じ産業廃棄物処分場で２年続けての火災です。周辺住民の怒り、不安は甚大ないます。同じ産業廃棄物処分場で２年続けての火災です。周辺住民の怒り、不安は甚大ないます。同じ産業廃棄物処分場で２年続けての火災です。周辺住民の怒り、不安は甚大ないます。同じ産業廃棄物処分場で２年続けての火災です。周辺住民の怒り、不安は甚大なものであり、この憤慨をどこに持っていけばよいのかという声を私のほうに多く寄せていものであり、この憤慨をどこに持っていけばよいのかという声を私のほうに多く寄せていものであり、この憤慨をどこに持っていけばよいのかという声を私のほうに多く寄せていものであり、この憤慨をどこに持っていけばよいのかという声を私のほうに多く寄せていただきました。火災が発生する以前からにおいや景観に対する苦情、汚水や泥落を懸念すただきました。火災が発生する以前からにおいや景観に対する苦情、汚水や泥落を懸念すただきました。火災が発生する以前からにおいや景観に対する苦情、汚水や泥落を懸念すただきました。火災が発生する以前からにおいや景観に対する苦情、汚水や泥落を懸念する声を多く聞いています。このような状況下での産業廃棄物処分場の火災であることを重る声を多く聞いています。このような状況下での産業廃棄物処分場の火災であることを重る声を多く聞いています。このような状況下での産業廃棄物処分場の火災であることを重る声を多く聞いています。このような状況下での産業廃棄物処分場の火災であることを重く受けとめなければならないとく受けとめなければならないとく受けとめなければならないとく受けとめなければならないと考考考考えています。周辺住民のえています。周辺住民のえています。周辺住民のえています。周辺住民の率直率直率直率直なななな意見意見意見意見として、廃棄物が燃として、廃棄物が燃として、廃棄物が燃として、廃棄物が燃え、え、え、え、堆積堆積堆積堆積物が物が物が物が減減減減ったことにより、ったことにより、ったことにより、ったことにより、結果結果結果結果として業として業として業として業者者者者がもうかることになるのではないかとまがもうかることになるのではないかとまがもうかることになるのではないかとまがもうかることになるのではないかとまで言っています。で言っています。で言っています。で言っています。産業廃棄物処分場の産業廃棄物処分場の産業廃棄物処分場の産業廃棄物処分場の許可権者許可権者許可権者許可権者はははは知知知知事であり、監事であり、監事であり、監事であり、監督督督督処分処分処分処分庁庁庁庁も奈良県であることから、明日も奈良県であることから、明日も奈良県であることから、明日も奈良県であることから、明日のののの文教文教文教文教くらし委員会でもほかの委員から質問があるとくらし委員会でもほかの委員から質問があるとくらし委員会でもほかの委員から質問があるとくらし委員会でもほかの委員から質問があると思思思思いますが、１年前の火災時に奈良いますが、１年前の火災時に奈良いますが、１年前の火災時に奈良いますが、１年前の火災時に奈良県は一定の県は一定の県は一定の県は一定の行政指導行政指導行政指導行政指導をされたはをされたはをされたはをされたはずずずずだとだとだとだと思思思思っています。にもかかっています。にもかかっています。にもかかっています。にもかかわわわわららららずずずず、、、、今回今回今回今回、２年続けて、２年続けて、２年続けて、２年続けての火災となり、業の火災となり、業の火災となり、業の火災となり、業者者者者だけではなく監だけではなく監だけではなく監だけではなく監督督督督処分処分処分処分庁庁庁庁である奈良県の対である奈良県の対である奈良県の対である奈良県の対応応応応が不が不が不が不十十十十分であったのでは分であったのでは分であったのでは分であったのではとととと思わ思わ思わ思われてもれてもれてもれても仕仕仕仕方ないと方ないと方ないと方ないと考考考考える事案であります。奈良県警としては、このような状況を重える事案であります。奈良県警としては、このような状況を重える事案であります。奈良県警としては、このような状況を重える事案であります。奈良県警としては、このような状況を重く受けとめ、く受けとめ、く受けとめ、く受けとめ、今回今回今回今回の火災についての火災についての火災についての火災について徹底徹底徹底徹底したしたしたした原因究原因究原因究原因究明をす明をす明をす明をすべべべべきときときときと考考考考えていますが、おえていますが、おえていますが、おえていますが、お答答答答えをえをえをえをいただきたいといただきたいといただきたいといただきたいと思思思思います。います。います。います。また、また、また、また、直接的直接的直接的直接的には奈良県広域消防組合の所管ですが、消防救急課としてには奈良県広域消防組合の所管ですが、消防救急課としてには奈良県広域消防組合の所管ですが、消防救急課としてには奈良県広域消防組合の所管ですが、消防救急課として今回今回今回今回の火災をどの火災をどの火災をどの火災をどのようにのようにのようにのように捉捉捉捉えているのかおえているのかおえているのかおえているのかお答答答答えをいただきたいとえをいただきたいとえをいただきたいとえをいただきたいと思思思思います。そして、います。そして、います。そして、います。そして、附則附則附則附則ですが、一ですが、一ですが、一ですが、一般般般般廃廃廃廃棄物の棄物の棄物の棄物の最終最終最終最終処分場処分場処分場処分場及び及び及び及び産業廃棄物の産業廃棄物の産業廃棄物の産業廃棄物の最終最終最終最終処分場に係る処分場に係る処分場に係る処分場に係る技術技術技術技術上の上の上の上の基準基準基準基準を定めるを定めるを定めるを定める省令省令省令省令の中に、の中に、の中に、の中に、はっきりとはっきりとはっきりとはっきりと「「「「火災の発生を防火災の発生を防火災の発生を防火災の発生を防止止止止するためにするためにするためにするために必要必要必要必要なななな措置措置措置措置をををを講ず講ず講ず講ずるとともに、消火るとともに、消火るとともに、消火るとともに、消火器器器器その他のその他のその他のその他の消火消火消火消火設設設設備を備えておくこと備を備えておくこと備を備えておくこと備を備えておくこと」」」」というというというという条文条文条文条文があるがあるがあるがあるわわわわけですが、これらのことについてけですが、これらのことについてけですが、これらのことについてけですが、これらのことについて遵守遵守遵守遵守さささされているのかどうかお聞かせいただきたいとれているのかどうかお聞かせいただきたいとれているのかどうかお聞かせいただきたいとれているのかどうかお聞かせいただきたいと思思思思います。います。います。います。私が、あえて総務警察委員会で質問しますのは、山下私が、あえて総務警察委員会で質問しますのは、山下私が、あえて総務警察委員会で質問しますのは、山下私が、あえて総務警察委員会で質問しますのは、山下和弥和弥和弥和弥葛城市長から、奈良県に御所葛城市長から、奈良県に御所葛城市長から、奈良県に御所葛城市長から、奈良県に御所
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市、市、市、市、丸丸丸丸山山山山土木最終土木最終土木最終土木最終処分場の火災事件について処分場の火災事件について処分場の火災事件について処分場の火災事件について意見書意見書意見書意見書が出ていますので、質問させていただが出ていますので、質問させていただが出ていますので、質問させていただが出ていますので、質問させていただきたいときたいときたいときたいと思思思思います。います。います。います。○萬谷刑事部長○萬谷刑事部長○萬谷刑事部長○萬谷刑事部長 西川委員がお尋ねの事案については、本年１月２３日に御所市内の産業西川委員がお尋ねの事案については、本年１月２３日に御所市内の産業西川委員がお尋ねの事案については、本年１月２３日に御所市内の産業西川委員がお尋ねの事案については、本年１月２３日に御所市内の産業廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物最終最終最終最終処分場で発生した火災事案であると処分場で発生した火災事案であると処分場で発生した火災事案であると処分場で発生した火災事案であると承知承知承知承知しています。本事案は、事案しています。本事案は、事案しています。本事案は、事案しています。本事案は、事案認知後認知後認知後認知後、、、、直ち直ち直ち直ちに管に管に管に管轄轄轄轄警察警察警察警察署署署署の警察の警察の警察の警察官官官官がががが現現現現場場場場臨臨臨臨場し、関係場し、関係場し、関係場し、関係者者者者からの事情からの事情からの事情からの事情聴聴聴聴取や取や取や取や現現現現場場場場確認確認確認確認をををを実施実施実施実施していしていしていしているところですが、出火るところですが、出火るところですが、出火るところですが、出火原因原因原因原因のののの特特特特定には定には定には定には至至至至っていませっていませっていませっていませんんんん。。。。○辻消防救急課長○辻消防救急課長○辻消防救急課長○辻消防救急課長 平成２８年１月２３日に、平成２８年１月２３日に、平成２８年１月２３日に、平成２８年１月２３日に、今今今今、西川委員のお、西川委員のお、西川委員のお、西川委員のお述べ述べ述べ述べのように、御所市ののように、御所市ののように、御所市ののように、御所市の産業廃棄物処分場で発生した火災については、奈良県広域消防組合の管産業廃棄物処分場で発生した火災については、奈良県広域消防組合の管産業廃棄物処分場で発生した火災については、奈良県広域消防組合の管産業廃棄物処分場で発生した火災については、奈良県広域消防組合の管轄轄轄轄である御所消防である御所消防である御所消防である御所消防署署署署だけでなく、消防本部のだけでなく、消防本部のだけでなく、消防本部のだけでなく、消防本部の指揮支援隊指揮支援隊指揮支援隊指揮支援隊をををを初初初初め、め、め、め、橿原橿原橿原橿原、、、、高高高高田、葛城、田、葛城、田、葛城、田、葛城、香芝香芝香芝香芝のののの各各各各消防消防消防消防署署署署から出から出から出から出動隊動隊動隊動隊がががが車両車両車両車両にしてにしてにしてにして延べ延べ延べ延べ１００１００１００１００台台台台が出が出が出が出動動動動し、し、し、し、人人人人員についても３０８名による消火活員についても３０８名による消火活員についても３０８名による消火活員についても３０８名による消火活動動動動がなさがなさがなさがなされたところです。広域れたところです。広域れたところです。広域れたところです。広域化化化化ののののメリットメリットメリットメリットを活かしてを活かしてを活かしてを活かして迅速迅速迅速迅速なななな初動体制初動体制初動体制初動体制がとられ、消火ががとられ、消火ががとられ、消火ががとられ、消火が完了完了完了完了したしたしたしたところです。ところです。ところです。ところです。今後今後今後今後は消防救急課としても、廃棄物処理は消防救急課としても、廃棄物処理は消防救急課としても、廃棄物処理は消防救急課としても、廃棄物処理法法法法にににに基づ基づ基づ基づく業く業く業く業者指導者指導者指導者指導にあたる廃棄物にあたる廃棄物にあたる廃棄物にあたる廃棄物対対対対策策策策課と課と課と課と連携連携連携連携をををを密密密密にし、情報をにし、情報をにし、情報をにし、情報を共有共有共有共有して、産業廃棄物処分場での火災がして、産業廃棄物処分場での火災がして、産業廃棄物処分場での火災がして、産業廃棄物処分場での火災が二度二度二度二度とととと起起起起こらないこらないこらないこらないよう奈良県広域消防組合に情報提よう奈良県広域消防組合に情報提よう奈良県広域消防組合に情報提よう奈良県広域消防組合に情報提供等供等供等供等をしてまいりたいとをしてまいりたいとをしてまいりたいとをしてまいりたいと思思思思います。います。います。います。消火消火消火消火器等器等器等器等のののの設置設置設置設置がどうかということですが、平成２７年の、前がどうかということですが、平成２７年の、前がどうかということですが、平成２７年の、前がどうかということですが、平成２７年の、前回回回回の火災にもの火災にもの火災にもの火災にも改善計画改善計画改善計画改善計画をををを提出させて、それを提出させて、それを提出させて、それを提出させて、それを履行履行履行履行させたとさせたとさせたとさせたと環境環境環境環境部局から聞いていますので、その内部局から聞いていますので、その内部局から聞いていますので、その内部局から聞いていますので、その内容容容容をををを確認確認確認確認したいしたいしたいしたいとととと考考考考えています。えています。えています。えています。○西川委員○西川委員○西川委員○西川委員 今今今今、辻消防救急課長から、辻消防救急課長から、辻消防救急課長から、辻消防救急課長から述べ述べ述べ述べていただきましたので、一ていただきましたので、一ていただきましたので、一ていただきましたので、一般般般般廃棄物の廃棄物の廃棄物の廃棄物の最終最終最終最終処分処分処分処分場場場場及び及び及び及び産業廃棄物の産業廃棄物の産業廃棄物の産業廃棄物の最終最終最終最終処分場に係る処分場に係る処分場に係る処分場に係る技術技術技術技術上の上の上の上の基準基準基準基準を定めるを定めるを定めるを定める省令省令省令省令の第１の第１の第１の第１条条条条第２項第２項第２項第２項「法「法「法「法第８第８第８第８条条条条の３第１項のの３第１項のの３第１項のの３第１項の規規規規定による一定による一定による一定による一般般般般廃棄物の廃棄物の廃棄物の廃棄物の最終最終最終最終処分場の処分場の処分場の処分場の維維維維持管理の持管理の持管理の持管理の技術技術技術技術上の上の上の上の基準基準基準基準は、は、は、は、次次次次のとのとのとのとおりとするおりとするおりとするおりとする」」」」と第３と第３と第３と第３号号号号のののの「「「「火災の発生を防火災の発生を防火災の発生を防火災の発生を防止止止止するためにするためにするためにするために必要必要必要必要なななな措置措置措置措置をををを講ず講ず講ず講ずるとともにるとともにるとともにるとともに」」」」とととといういういういう文文文文面が出ていますので、これについては景観面が出ていますので、これについては景観面が出ていますので、これについては景観面が出ていますので、これについては景観・環境・環境・環境・環境局の管局の管局の管局の管轄轄轄轄ですので、ですので、ですので、ですので、縦割縦割縦割縦割りのりのりのりの行政行政行政行政ではなく、ではなく、ではなく、ではなく、横横横横できできできできちんちんちんちんととととスクラムスクラムスクラムスクラムを組を組を組を組んんんんで対処していただきたい。で対処していただきたい。で対処していただきたい。で対処していただきたい。今今今今おおおお答答答答えいただいたよえいただいたよえいただいたよえいただいたように、うに、うに、うに、二度二度二度二度とこのような火災がとこのような火災がとこのような火災がとこのような火災が起起起起こらないということで、よろしくお願いしたいとこらないということで、よろしくお願いしたいとこらないということで、よろしくお願いしたいとこらないということで、よろしくお願いしたいと思思思思いまいまいまいますし、先ほど萬谷刑事部長からすし、先ほど萬谷刑事部長からすし、先ほど萬谷刑事部長からすし、先ほど萬谷刑事部長から述べ述べ述べ述べていただきましたが、ていただきましたが、ていただきましたが、ていただきましたが、原因究原因究原因究原因究明をき明をき明をき明をきちんちんちんちんとしていただとしていただとしていただとしていただくことに対して、もう一くことに対して、もう一くことに対して、もう一くことに対して、もう一度努度努度努度努力をお願いを力をお願いを力をお願いを力をお願いを申申申申し上げて、私の質問をし上げて、私の質問をし上げて、私の質問をし上げて、私の質問を終わ終わ終わ終わります。ります。ります。ります。○粒谷委員長○粒谷委員長○粒谷委員長○粒谷委員長 答弁答弁答弁答弁はよろしいですね。はよろしいですね。はよろしいですね。はよろしいですね。○西川委員○西川委員○西川委員○西川委員 はい。はい。はい。はい。○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員 先ほどは先ほどは先ほどは先ほどは丁丁丁丁重なご説明ありがとうご重なご説明ありがとうご重なご説明ありがとうご重なご説明ありがとうござざざざいました。いました。いました。いました。ままままずずずず、第２、第２、第２、第２次次次次奈良県奈良県奈良県奈良県エネルギーエネルギーエネルギーエネルギービビビビジョンジョンジョンジョンについて、１について、１について、１について、１点点点点、聞きたいのですが、、聞きたいのですが、、聞きたいのですが、、聞きたいのですが、引引引引き続き、き続き、き続き、き続き、
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エネルギー節電計画エネルギー節電計画エネルギー節電計画エネルギー節電計画を組を組を組を組んんんんでいくということで。でいくということで。でいくということで。でいくということで。今今今今、、、、乾乾乾乾いたいたいたいた雑巾雑巾雑巾雑巾をををを絞絞絞絞るところまでるところまでるところまでるところまで来来来来ていていていていると、ると、ると、ると、国国国国のののの資料資料資料資料でも示されています。そういった中、でも示されています。そういった中、でも示されています。そういった中、でも示されています。そういった中、特特特特にににに求求求求められるのがめられるのがめられるのがめられるのが効率化効率化効率化効率化というこというこというこということで、とで、とで、とで、今後計画今後計画今後計画今後計画を組を組を組を組んんんんでいくということですが、このでいくということですが、このでいくということですが、このでいくということですが、この計画計画計画計画の中にどのようなの中にどのようなの中にどのようなの中にどのような効率化効率化効率化効率化を組を組を組を組んんんんでいかれるのか。までいかれるのか。までいかれるのか。までいかれるのか。まずずずずそのご所そのご所そのご所そのご所見見見見を聞かせいただきたいとを聞かせいただきたいとを聞かせいただきたいとを聞かせいただきたいと思思思思います。います。います。います。○平田エネルギー政策課長○平田エネルギー政策課長○平田エネルギー政策課長○平田エネルギー政策課長 今今今今、ご質問がありました、ご質問がありました、ご質問がありました、ご質問がありましたエネルギーエネルギーエネルギーエネルギーのののの効率化効率化効率化効率化といいますか、といいますか、といいますか、といいますか、いいいいわゆわゆわゆわゆるるるる需要需要需要需要面での面での面での面での省エネ等省エネ等省エネ等省エネ等についてのごについてのごについてのごについてのご意見意見意見意見も含めてかとも含めてかとも含めてかとも含めてかと思思思思いますが、いますが、いますが、いますが、現行現行現行現行の奈良県の奈良県の奈良県の奈良県エエエエネルギーネルギーネルギーネルギービビビビジョンジョンジョンジョンについても同じですが、についても同じですが、についても同じですが、についても同じですが、次期次期次期次期の第２の第２の第２の第２次次次次奈良県奈良県奈良県奈良県エネルギーエネルギーエネルギーエネルギービビビビジョンジョンジョンジョンについについについについても、ても、ても、ても、エネルギーエネルギーエネルギーエネルギーのののの供給供給供給供給面だけではなく面だけではなく面だけではなく面だけではなく需要需要需要需要面についても取り組面についても取り組面についても取り組面についても取り組みみみみを進めるということで、を進めるということで、を進めるということで、を進めるということで、基基基基本方本方本方本方針針針針の中にも奈良のの中にも奈良のの中にも奈良のの中にも奈良の省エネ・節電スタイル省エネ・節電スタイル省エネ・節電スタイル省エネ・節電スタイルのののの推推推推進ということで、一つの進ということで、一つの進ということで、一つの進ということで、一つの柱柱柱柱とととと位置づ位置づ位置づ位置づけけけけています。その中でもています。その中でもています。その中でもています。その中でも特特特特ににににエネルギーエネルギーエネルギーエネルギーのののの需要需要需要需要については、については、については、については、家庭家庭家庭家庭生活はもとより生活はもとより生活はもとより生活はもとより経済経済経済経済産業活産業活産業活産業活動動動動においても、あらにおいても、あらにおいても、あらにおいても、あらゆゆゆゆるるるる社社社社会活会活会活会活動動動動においてにおいてにおいてにおいて必要必要必要必要なものですし、それらの活なものですし、それらの活なものですし、それらの活なものですし、それらの活動基盤動基盤動基盤動基盤であるこであるこであるこであることから、とから、とから、とから、単単単単なるなるなるなる節電節電節電節電だけではなくてだけではなくてだけではなくてだけではなくて省エネ省エネ省エネ省エネのよりのよりのよりのより効果的効果的効果的効果的な取り組な取り組な取り組な取り組みみみみを進めるということで、を進めるということで、を進めるということで、を進めるということで、例えば例えば例えば例えば企企企企業業業業等等等等についてもについてもについてもについても省エネ省エネ省エネ省エネを進めるためのを進めるためのを進めるためのを進めるための設設設設備備備備投資投資投資投資やそういうものを進めるところにやそういうものを進めるところにやそういうものを進めるところにやそういうものを進めるところには奈良県からもは奈良県からもは奈良県からもは奈良県からも財政的財政的財政的財政的なななな支援支援支援支援をををを行行行行うううう補助制度補助制度補助制度補助制度もももも設設設設けていますし、そういうことも含めながけていますし、そういうことも含めながけていますし、そういうことも含めながけていますし、そういうことも含めながら、ら、ら、ら、省エネ省エネ省エネ省エネ、奈良県全、奈良県全、奈良県全、奈良県全体体体体でででで企企企企業や業や業や業や家庭家庭家庭家庭を含めて進めていきたいとを含めて進めていきたいとを含めて進めていきたいとを含めて進めていきたいと計画計画計画計画の中でもの中でもの中でもの中でも入入入入れていまれていまれていまれています。す。す。す。○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員 ありがとうごありがとうごありがとうごありがとうござざざざいました。進めていただけるのをいました。進めていただけるのをいました。進めていただけるのをいました。進めていただけるのを期待期待期待期待しているのですが、しているのですが、しているのですが、しているのですが、素素素素朴朴朴朴な疑問として、な疑問として、な疑問として、な疑問として、今今今今までまでまでまで節電節電節電節電やややや省エネ省エネ省エネ省エネというのをうたというのをうたというのをうたというのをうたわわわわれてきているれてきているれてきているれてきているわわわわけですが、市けですが、市けですが、市けですが、市町町町町村村村村単位単位単位単位でもそうですが、年間、でもそうですが、年間、でもそうですが、年間、でもそうですが、年間、電気電気電気電気、、、、クーラークーラークーラークーラーをををを何何何何時から時から時から時から何何何何時まで消してなど。あれ時まで消してなど。あれ時まで消してなど。あれ時まで消してなど。あれぐぐぐぐらいらいらいらいでは、では、では、では、正直正直正直正直言って言って言って言って節電節電節電節電にはならないですね。にはならないですね。にはならないですね。にはならないですね。抜抜抜抜本本本本的的的的に取り組に取り組に取り組に取り組むむむむというのはやはりというのはやはりというのはやはりというのはやはり効率化ぐ効率化ぐ効率化ぐ効率化ぐらいしかないだろう。それとらいしかないだろう。それとらいしかないだろう。それとらいしかないだろう。それと技術革技術革技術革技術革新ですね。でも、県新ですね。でも、県新ですね。でも、県新ですね。でも、県庁庁庁庁でででで技術革技術革技術革技術革新に大いに取り組新に大いに取り組新に大いに取り組新に大いに取り組むむむむとととというのはいうのはいうのはいうのは無無無無理なところもあると理なところもあると理なところもあると理なところもあると思思思思いますので。だから、まいますので。だから、まいますので。だから、まいますので。だから、まず現ず現ず現ず現地地地地調査調査調査調査といいますか、どうといいますか、どうといいますか、どうといいますか、どういったいったいったいった企企企企業がどれ業がどれ業がどれ業がどれぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの熱源熱源熱源熱源を持ってを持ってを持ってを持って無駄無駄無駄無駄にしているのか、こういったにしているのか、こういったにしているのか、こういったにしているのか、こういった調査調査調査調査をををを始始始始めるとめるとめるとめるところでころでころでころで熱源マップ熱源マップ熱源マップ熱源マップをををを作作作作成していくなどしてですね、その中で、先ほど平田成していくなどしてですね、その中で、先ほど平田成していくなどしてですね、その中で、先ほど平田成していくなどしてですね、その中で、先ほど平田エネルギー政策エネルギー政策エネルギー政策エネルギー政策課長がおっし課長がおっし課長がおっし課長がおっしゃゃゃゃったようなったようなったようなったような補助補助補助補助によって、そういったによって、そういったによって、そういったによって、そういった熱熱熱熱をををを電気電気電気電気にににに変変変変えると。えると。えると。えると。今今今今はははは売電売電売電売電できできできできるようになりましたから、るようになりましたから、るようになりましたから、るようになりましたから、自社自社自社自社でででで使使使使うううう必要必要必要必要はなく、はなく、はなく、はなく、売売売売ればいいので、そのあたりのればいいので、そのあたりのればいいので、そのあたりのればいいので、そのあたりの効率化効率化効率化効率化がががが今後今後今後今後、、、、国国国国でも進めていこうというようになっていますので、そのあたりをでも進めていこうというようになっていますので、そのあたりをでも進めていこうというようになっていますので、そのあたりをでも進めていこうというようになっていますので、そのあたりを計画計画計画計画の中に、の中に、の中に、の中に、今後検討今後検討今後検討今後検討もされていく分野だともされていく分野だともされていく分野だともされていく分野だと思思思思うのですが、そのあたりは、そういったうのですが、そのあたりは、そういったうのですが、そのあたりは、そういったうのですが、そのあたりは、そういった視視視視野も野も野も野も当然入当然入当然入当然入っっっっているというているというているというているという解釈解釈解釈解釈でよろしいのですか。でよろしいのですか。でよろしいのですか。でよろしいのですか。○平田エネルギー政策課長○平田エネルギー政策課長○平田エネルギー政策課長○平田エネルギー政策課長 省エネ省エネ省エネ省エネについては、については、については、については、効果効果効果効果というのはなかなかはかりにくいとというのはなかなかはかりにくいとというのはなかなかはかりにくいとというのはなかなかはかりにくいと
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ころもあるのですが、例えばころもあるのですが、例えばころもあるのですが、例えばころもあるのですが、例えば国国国国でもでもでもでも今今今今、、、、省エネ診断省エネ診断省エネ診断省エネ診断ということで、ということで、ということで、ということで、国国国国の機関がの機関がの機関がの機関が希望希望希望希望する事する事する事する事業所業所業所業所等等等等に対してに対してに対してに対して無料無料無料無料でででで省エネ診断省エネ診断省エネ診断省エネ診断をををを行行行行うこともやっています。奈良県もうこともやっています。奈良県もうこともやっています。奈良県もうこともやっています。奈良県も補助金補助金補助金補助金を取るにあを取るにあを取るにあを取るにあたってはそういうたってはそういうたってはそういうたってはそういう省エネ診断省エネ診断省エネ診断省エネ診断をまをまをまをまずずずず受けてもらって、どのようにしたら受けてもらって、どのようにしたら受けてもらって、どのようにしたら受けてもらって、どのようにしたら効率的効率的効率的効率的ににににエネルギエネルギエネルギエネルギーーーーをををを使使使使えるかというようなことを受けてもらった上でえるかというようなことを受けてもらった上でえるかというようなことを受けてもらった上でえるかというようなことを受けてもらった上で補助補助補助補助を出すというを出すというを出すというを出すという仕仕仕仕組組組組みみみみにもしていにもしていにもしていにもしていますので、そういうものも含めながら、ますので、そういうものも含めながら、ますので、そういうものも含めながら、ますので、そういうものも含めながら、実際実際実際実際ににににエネルギーエネルギーエネルギーエネルギーのののの有効有効有効有効なななな使使使使い方のい方のい方のい方の検討検討検討検討も進めても進めても進めても進めていきたいといきたいといきたいといきたいと考考考考えています。えています。えています。えています。○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員 ありがとうごありがとうごありがとうごありがとうござざざざいました。第２いました。第２いました。第２いました。第２次次次次奈良県奈良県奈良県奈良県エネルギーエネルギーエネルギーエネルギービビビビジョンジョンジョンジョンについてはこれについてはこれについてはこれについてはこれでででで終わ終わ終わ終わります。ります。ります。ります。次次次次、奈良県、奈良県、奈良県、奈良県教育教育教育教育振興大振興大振興大振興大綱綱綱綱（（（（素素素素案案案案））））。これは。これは。これは。これはポイントポイントポイントポイントだけなのですが、だけなのですが、だけなのですが、だけなのですが、教育基教育基教育基教育基本本本本法法法法第１７第１７第１７第１７条条条条第１項に第１項に第１項に第１項に規規規規定する定する定する定する基基基基本本本本的的的的な方な方な方な方針針針針をををを参酌参酌参酌参酌してしてしてして策策策策定されるということですが、どのようなと定されるということですが、どのようなと定されるということですが、どのようなと定されるということですが、どのようなところをころをころをころを参酌参酌参酌参酌されたのかをまされたのかをまされたのかをまされたのかをまずずずずお聞きします。お聞きします。お聞きします。お聞きします。○福井教育振興課長○福井教育振興課長○福井教育振興課長○福井教育振興課長 奈良県奈良県奈良県奈良県教育教育教育教育振興大振興大振興大振興大綱綱綱綱（（（（素素素素案）の案）の案）の案）の策策策策定にあたり定にあたり定にあたり定にあたり教育教育教育教育振興振興振興振興計画計画計画計画をををを参酌参酌参酌参酌すすすするというところですが、まるというところですが、まるというところですが、まるというところですが、まずずずず、、、、基基基基本本本本的的的的に、に、に、に、学校教育学校教育学校教育学校教育、、、、就学就学就学就学前、生前、生前、生前、生涯教育涯教育涯教育涯教育といった観といった観といった観といった観点点点点につにつにつについていていていて教育教育教育教育の中とうたっていますので、そういう観の中とうたっていますので、そういう観の中とうたっていますので、そういう観の中とうたっていますので、そういう観点点点点から大から大から大から大綱綱綱綱にもにもにもにも盛盛盛盛りりりり込ん込ん込ん込んでいます。でいます。でいます。でいます。○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員 具具具具体的体的体的体的にはどういったところをにはどういったところをにはどういったところをにはどういったところを参酌参酌参酌参酌されたのですか。されたのですか。されたのですか。されたのですか。○福井教育振興課長○福井教育振興課長○福井教育振興課長○福井教育振興課長 全全全全般的般的般的般的にということで、にということで、にということで、にということで、個々個々個々個々のののの文文文文字字字字でででで入入入入れているということではごれているということではごれているということではごれているということではござざざざいませいませいませいませんんんんが。が。が。が。○粒谷委員長○粒谷委員長○粒谷委員長○粒谷委員長 もう一もう一もう一もう一度度度度おおおお答答答答えいただけますか。えいただけますか。えいただけますか。えいただけますか。○福井教育振興課長○福井教育振興課長○福井教育振興課長○福井教育振興課長 ままままずずずず、奈良県、奈良県、奈良県、奈良県教育教育教育教育振興大振興大振興大振興大綱綱綱綱（（（（素素素素案）の案）の案）の案）の策策策策定にあたりましては、どう定にあたりましては、どう定にあたりましては、どう定にあたりましては、どういうものをつくるかというところで、いうものをつくるかというところで、いうものをつくるかというところで、いうものをつくるかというところで、学校教育学校教育学校教育学校教育だけではなく、生まれてからだけではなく、生まれてからだけではなく、生まれてからだけではなく、生まれてから亡亡亡亡くなるまでくなるまでくなるまでくなるまでのののの幅幅幅幅広い広い広い広い教育教育教育教育を大を大を大を大綱綱綱綱にににに盛盛盛盛りりりり込む込む込む込むというところで、というところで、というところで、というところで、基基基基本本本本計画計画計画計画の中にもうたっている項の中にもうたっている項の中にもうたっている項の中にもうたっている項目目目目につにつにつについて、いて、いて、いて、幅幅幅幅広く広く広く広く盛盛盛盛りりりり込ん込ん込ん込んだというところです。だというところです。だというところです。だというところです。○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員 基基基基本本本本的的的的な方な方な方な方針針針針なので、それを言ってしまったら、生まれてからなので、それを言ってしまったら、生まれてからなので、それを言ってしまったら、生まれてからなので、それを言ってしまったら、生まれてから墓墓墓墓場までとい場までとい場までとい場までということで全部うことで全部うことで全部うことで全部入入入入ってくるとってくるとってくるとってくると思思思思うのですが。うのですが。うのですが。うのですが。それはいいとして、それはいいとして、それはいいとして、それはいいとして、次次次次に、これは奈良県に、これは奈良県に、これは奈良県に、これは奈良県教育教育教育教育サミサミサミサミットットットットをををを開催開催開催開催して、して、して、して、知知知知事、市事、市事、市事、市町町町町村長、県、村長、県、村長、県、村長、県、市市市市町町町町村の村の村の村の教育教育教育教育長が一長が一長が一長が一堂堂堂堂に会してに会してに会してに会して意見意見意見意見交交交交換換換換をををを行行行行うということになっていますよね。これはうということになっていますよね。これはうということになっていますよね。これはうということになっていますよね。これは教教教教育育育育の大の大の大の大綱綱綱綱ですので、こういう一部の方たですので、こういう一部の方たですので、こういう一部の方たですので、こういう一部の方たちちちちがががが集集集集まってまってまってまって決決決決めていくものなのですか。めていくものなのですか。めていくものなのですか。めていくものなのですか。考考考考え方え方え方え方もいろいろもいろいろもいろいろもいろいろ皆違皆違皆違皆違うではないですか、うではないですか、うではないですか、うではないですか、首首首首長といっても全長といっても全長といっても全長といっても全然考然考然考然考え方がえ方がえ方がえ方が違違違違う方もたくさう方もたくさう方もたくさう方もたくさんんんんいらっいらっいらっいらっししししゃゃゃゃいますしね。ただ、こういったいますしね。ただ、こういったいますしね。ただ、こういったいますしね。ただ、こういった基基基基本本本本的的的的な事項をな事項をな事項をな事項を首首首首長が長が長が長が決決決決めるというのがめるというのがめるというのがめるというのが法法法法のののの趣旨趣旨趣旨趣旨ですですですですよね。だけれど、この方たよね。だけれど、この方たよね。だけれど、この方たよね。だけれど、この方たちちちちがががが集集集集まって、そこでまって、そこでまって、そこでまって、そこで意見意見意見意見を交を交を交を交換換換換し合って、し合って、し合って、し合って、意見意見意見意見を聞くのであを聞くのであを聞くのであを聞くのであ
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れば一れば一れば一れば一般般般般の方たの方たの方たの方たちちちちからからからから意見意見意見意見を聞いたりするのが本を聞いたりするのが本を聞いたりするのが本を聞いたりするのが本来来来来のののの形形形形だとだとだとだと思思思思うのです。うのです。うのです。うのです。非常非常非常非常にににに怖怖怖怖いのが、いのが、いのが、いのが、教育教育教育教育というのは、というのは、というのは、というのは、憲憲憲憲法法法法にもにもにもにも教育教育教育教育のののの自自自自由由由由ということをうたということをうたということをうたということをうたわわわわれていて、一部のれていて、一部のれていて、一部のれていて、一部の者者者者がががが介介介介入入入入してしてしてしてそのそのそのその決決決決定定定定権権権権を持ってを持ってを持ってを持って決決決決めていくということではないとめていくということではないとめていくということではないとめていくということではないと思思思思います、このいます、このいます、このいます、この法法法法律律律律のののの趣旨趣旨趣旨趣旨は。だかは。だかは。だかは。だから、この一ら、この一ら、この一ら、この一文文文文がががが書書書書かれていることで、かれていることで、かれていることで、かれていることで、首首首首長も長も長も長も考考考考え方がえ方がえ方がえ方が違違違違う方もいるし、う方もいるし、う方もいるし、う方もいるし、専門専門専門専門的的的的でもない方でもない方でもない方でもない方も多いとも多いとも多いとも多いと思思思思いますから、この方たいますから、この方たいますから、この方たいますから、この方たちちちちがががが好好好好きなことを言って、それがきなことを言って、それがきなことを言って、それがきなことを言って、それが意見意見意見意見にまとめられたのにまとめられたのにまとめられたのにまとめられたのだというのであれば、私もだというのであれば、私もだというのであれば、私もだというのであれば、私も保護保護保護保護者者者者ですけれど、ですけれど、ですけれど、ですけれど、心配心配心配心配になってきますよね。になってきますよね。になってきますよね。になってきますよね。教育教育教育教育の方の方の方の方向向向向といといといというのはうのはうのはうのは自自自自由由由由がまがまがまがまず基ず基ず基ず基本というのは本というのは本というのは本というのは憲憲憲憲法法法法に定められているに定められているに定められているに定められているわわわわけであって、けであって、けであって、けであって、法体法体法体法体系系系系からいえば、からいえば、からいえば、からいえば、それをそれをそれをそれを法法法法によってによってによってによってゆゆゆゆがめることはできませがめることはできませがめることはできませがめることはできませんんんんので、そのあたりはどのように、ので、そのあたりはどのように、ので、そのあたりはどのように、ので、そのあたりはどのように、文文文文字字字字一つと一つと一つと一つとっていっているだけなので、そういうっていっているだけなので、そういうっていっているだけなので、そういうっていっているだけなので、そういう解釈解釈解釈解釈でないのであればでないのであればでないのであればでないのであれば解釈解釈解釈解釈でないと説明いただいたでないと説明いただいたでないと説明いただいたでないと説明いただいたらいいのですが、それはどうなのですか。らいいのですが、それはどうなのですか。らいいのですが、それはどうなのですか。らいいのですが、それはどうなのですか。○福井教育振興課長○福井教育振興課長○福井教育振興課長○福井教育振興課長 奈良県奈良県奈良県奈良県教育教育教育教育振興大振興大振興大振興大綱綱綱綱（（（（素素素素案）については、案）については、案）については、案）については、基基基基本本本本的的的的には、には、には、には、知知知知事が事が事が事が策策策策定定定定すると。そのすると。そのすると。そのすると。その際際際際にはにはにはには教育教育教育教育委員会と合同で委員会と合同で委員会と合同で委員会と合同で設設設設けた総合けた総合けた総合けた総合教育教育教育教育会議にも会議にも会議にも会議にも諮諮諮諮りながらということにりながらということにりながらということにりながらということになっています。ただ、なっています。ただ、なっています。ただ、なっています。ただ、今回今回今回今回の奈良県の奈良県の奈良県の奈良県教育教育教育教育振興大振興大振興大振興大綱綱綱綱（（（（素素素素案）案）案）案）づづづづくりにあたりましては、くりにあたりましては、くりにあたりましては、くりにあたりましては、当然当然当然当然、、、、奈良県と奈良県と奈良県と奈良県と教育教育教育教育委員会が委員会が委員会が委員会が連携連携連携連携しながら、あるしながら、あるしながら、あるしながら、ある程程程程度度度度たたきたたきたたきたたき台台台台をつくり、またをつくり、またをつくり、またをつくり、また外外外外部の部の部の部の有有有有識識識識者者者者のののの意意意意見見見見もいただきながらつくってきたというもいただきながらつくってきたというもいただきながらつくってきたというもいただきながらつくってきたという経経経経緯緯緯緯もごもごもごもござざざざいます。そういう中で、奈良県のいます。そういう中で、奈良県のいます。そういう中で、奈良県のいます。そういう中で、奈良県の教育教育教育教育であったとしても、例えばであったとしても、例えばであったとしても、例えばであったとしても、例えば小小小小学校学校学校学校、中、中、中、中学校学校学校学校であれば市であれば市であれば市であれば市町町町町村が村が村が村が実施実施実施実施主主主主体体体体ということもごということもごということもごということもござざざざいいいいますので、そういう関係で、例えば市ますので、そういう関係で、例えば市ますので、そういう関係で、例えば市ますので、そういう関係で、例えば市町町町町村長、市村長、市村長、市村長、市町町町町村の村の村の村の教育教育教育教育長の長の長の長の意見意見意見意見もいただきながらつもいただきながらつもいただきながらつもいただきながらつくっていったということです。総くっていったということです。総くっていったということです。総くっていったということです。総括括括括的的的的にはそういうにはそういうにはそういうにはそういう形形形形でつくらせていただきました。でつくらせていただきました。でつくらせていただきました。でつくらせていただきました。○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員 法法法法律律律律的的的的な事項の大な事項の大な事項の大な事項の大綱綱綱綱をつくっていくをつくっていくをつくっていくをつくっていくわわわわけでしけでしけでしけでしょょょょう。だからその中う。だからその中う。だからその中う。だからその中身身身身まで、まで、まで、まで、首首首首長が言うことではないと長が言うことではないと長が言うことではないと長が言うことではないと思思思思いますよ。これはいますよ。これはいますよ。これはいますよ。これは過去過去過去過去にも議にも議にも議にも議論論論論したことがあるし、したことがあるし、したことがあるし、したことがあるし、学学学学会会会会等等等等でのでのでのでの議議議議論論論論にも私も出て発言、にも私も出て発言、にも私も出て発言、にも私も出て発言、審審審審議もさせていただいたことがあるのですが、議もさせていただいたことがあるのですが、議もさせていただいたことがあるのですが、議もさせていただいたことがあるのですが、根根根根本本本本的的的的に大に大に大に大綱綱綱綱であであであであるということをるということをるということをるということを忘忘忘忘れてはいけないと。れてはいけないと。れてはいけないと。れてはいけないと。首首首首長が長が長が長が策策策策定するというのは、定するというのは、定するというのは、定するというのは、法法法法律律律律ではではではでは義義義義務務務務づづづづけではけではけではけではなく、なく、なく、なく、努努努努めなければならないです。だから、そのあたりはめなければならないです。だから、そのあたりはめなければならないです。だから、そのあたりはめなければならないです。だから、そのあたりは解釈解釈解釈解釈を間を間を間を間違違違違っていたら、っていたら、っていたら、っていたら、教育教育教育教育はははは非常非常非常非常に重い項に重い項に重い項に重い項目目目目であるとであるとであるとであると思思思思っていますので、そのっていますので、そのっていますので、そのっていますので、その点点点点をしっかりと議をしっかりと議をしっかりと議をしっかりと議論論論論をし、をし、をし、をし、オオオオープンープンープンープンに、に、に、に、議事議事議事議事録録録録も出していただく。こういうも出していただく。こういうも出していただく。こういうも出していただく。こういう教育教育教育教育の大の大の大の大綱綱綱綱をををを決決決決めるというのはめるというのはめるというのはめるというのは非常非常非常非常に重に重に重に重要要要要なことで、なことで、なことで、なことで、やはりやはりやはりやはりホホホホームームームームペペペページージージージにはその議事にはその議事にはその議事にはその議事録録録録、一、一、一、一字字字字一一一一句句句句そのまま出していただく。どういうそのまま出していただく。どういうそのまま出していただく。どういうそのまま出していただく。どういう体体体体系系系系ででででされているのか、またその委員はどういうされているのか、またその委員はどういうされているのか、またその委員はどういうされているのか、またその委員はどういう形形形形でででで選選選選ばれたのか、ばれたのか、ばれたのか、ばれたのか、首首首首長が長が長が長が任命任命任命任命する、する、する、する、教育教育教育教育長が長が長が長が任命任命任命任命するというするというするというするという形形形形だとだとだとだと思思思思いますが、そのいますが、そのいますが、そのいますが、その手手手手続続続続論論論論を全て明らかにしていただいた上で、を全て明らかにしていただいた上で、を全て明らかにしていただいた上で、を全て明らかにしていただいた上で、誰誰誰誰がががが見見見見てもてもてもても公公公公正正正正、、、、公公公公平な上でなっているのだというところの平な上でなっているのだというところの平な上でなっているのだというところの平な上でなっているのだというところの証証証証明をする明をする明をする明をする義義義義務もあると務もあると務もあると務もあると思思思思うのでうのでうのでうのですよ。すよ。すよ。すよ。
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統統統統計計計計ややややアアアアンンンンケケケケート調査ート調査ート調査ート調査のののの現現現現状分状分状分状分析析析析で課で課で課で課題題題題もももも浮浮浮浮きききき彫彫彫彫りになったとありますが、これはりになったとありますが、これはりになったとありますが、これはりになったとありますが、これは常々常々常々常々、、、、教育教育教育教育委員会だけではなくていろいろなところでも聞いているのですが、委員会だけではなくていろいろなところでも聞いているのですが、委員会だけではなくていろいろなところでも聞いているのですが、委員会だけではなくていろいろなところでも聞いているのですが、エエエエビビビビデデデデンスンスンスンスとよくとよくとよくとよく言言言言葉葉葉葉をををを使わ使わ使わ使われますけれど、れますけれど、れますけれど、れますけれど、統統統統計計計計ののののデデデデータータータータを出してください、どういう分を出してください、どういう分を出してください、どういう分を出してください、どういう分析析析析の方の方の方の方法法法法をされたをされたをされたをされたのですかと聞いているけれども、のですかと聞いているけれども、のですかと聞いているけれども、のですかと聞いているけれども、実際実際実際実際にににに違違違違うのですよ。これが多いから、うのですよ。これが多いから、うのですよ。これが多いから、うのですよ。これが多いから、少少少少ないからと、ないからと、ないからと、ないからと、統統統統計計計計分分分分析析析析が、本が、本が、本が、本当当当当になってないことが多いのです。これも、になってないことが多いのです。これも、になってないことが多いのです。これも、になってないことが多いのです。これも、統統統統計計計計ややややアアアアンンンンケケケケート調査ート調査ート調査ート調査、、、、アアアアンンンンケケケケート調査ート調査ート調査ート調査などは分などは分などは分などは分析析析析のののの命命命命みみみみたいなものですから、どういう分たいなものですから、どういう分たいなものですから、どういう分たいなものですから、どういう分析手析手析手析手法法法法でされたのか、それでされたのか、それでされたのか、それでされたのか、それも明らかにしていただきたい。ああ、これが多いからこれでいいのだと、そも明らかにしていただきたい。ああ、これが多いからこれでいいのだと、そも明らかにしていただきたい。ああ、これが多いからこれでいいのだと、そも明らかにしていただきたい。ああ、これが多いからこれでいいのだと、そんんんんなことはあなことはあなことはあなことはありりりり得得得得ないので。そのあたりをないので。そのあたりをないので。そのあたりをないので。そのあたりを今後今後今後今後明示いただきたいのですが、いかがですか。明示いただきたいのですが、いかがですか。明示いただきたいのですが、いかがですか。明示いただきたいのですが、いかがですか。○福井教育振興課長○福井教育振興課長○福井教育振興課長○福井教育振興課長 今回今回今回今回、、、、素素素素案という案という案という案という形形形形で提で提で提で提供供供供させていただきました。させていただきました。させていただきました。させていただきました。今今今今、川田委員か、川田委員か、川田委員か、川田委員からいただいたようならいただいたようならいただいたようならいただいたような意見意見意見意見、また、また、また、また今後行今後行今後行今後行いますいますいますいますパブパブパブパブリックリックリックリックココココメント等メント等メント等メント等を通じて、そういうもを通じて、そういうもを通じて、そういうもを通じて、そういうものについても対のについても対のについても対のについても対応応応応していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと考考考考えています。えています。えています。えています。○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員 ききききょょょょうは通告もしていないのでいいですが、またうは通告もしていないのでいいですが、またうは通告もしていないのでいいですが、またうは通告もしていないのでいいですが、また次回次回次回次回、聞くときがあると、聞くときがあると、聞くときがあると、聞くときがあると思思思思いますので、そのときはいますので、そのときはいますので、そのときはいますので、そのときは手手手手法法法法やどういう分やどういう分やどういう分やどういう分析析析析をしたのかをおをしたのかをおをしたのかをおをしたのかをお答答答答えできるようにお願いしてえできるようにお願いしてえできるようにお願いしてえできるようにお願いしておきます。おきます。おきます。おきます。それと、それと、それと、それと、インクルーインクルーインクルーインクルーシブシブシブシブ教育教育教育教育のののの充充充充実実実実ということも大ということも大ということも大ということも大綱綱綱綱の中にの中にの中にの中に入入入入っているのですが、っているのですが、っているのですが、っているのですが、障害障害障害障害者者者者のののの教育教育教育教育に対してのことですけれども、先ほど福井に対してのことですけれども、先ほど福井に対してのことですけれども、先ほど福井に対してのことですけれども、先ほど福井教育教育教育教育振興課長から振興課長から振興課長から振興課長から答弁答弁答弁答弁もありましたが、もありましたが、もありましたが、もありましたが、小小小小・・・・中中中中学校学校学校学校は、市は、市は、市は、市町町町町村の村の村の村の義義義義務になっていますよね。こういったところまで奈良県の大務になっていますよね。こういったところまで奈良県の大務になっていますよね。こういったところまで奈良県の大務になっていますよね。こういったところまで奈良県の大綱綱綱綱でででで定めて、県の事務関係であればいいのですが、このあたりはどういう定めて、県の事務関係であればいいのですが、このあたりはどういう定めて、県の事務関係であればいいのですが、このあたりはどういう定めて、県の事務関係であればいいのですが、このあたりはどういう意意意意味味味味にとればいいのにとればいいのにとればいいのにとればいいのですか。地域のですか。地域のですか。地域のですか。地域の小小小小・・・・中中中中学校学校学校学校においてにおいてにおいてにおいて特特特特別別別別支援教育支援教育支援教育支援教育に関するに関するに関するに関する専門性専門性専門性専門性のののの向向向向上を上を上を上を図図図図るるるる必要必要必要必要があるがあるがあるがあるというというというという指指指指摘摘摘摘も出ていますけれど、これはも出ていますけれど、これはも出ていますけれど、これはも出ていますけれど、これは積積積積極極極極的的的的にににに人人人人員を員を員を員を送送送送られて、対られて、対られて、対られて、対策策策策に取り組に取り組に取り組に取り組んんんんでいかでいかでいかでいかれるのか、それともれるのか、それともれるのか、それともれるのか、それとも何何何何かかかか補助金補助金補助金補助金を出してを出してを出してを出して何何何何かをされていくというかをされていくというかをされていくというかをされていくという解釈解釈解釈解釈なのか、どういうなのか、どういうなのか、どういうなのか、どういう形形形形なのですか。なのですか。なのですか。なのですか。○福井教育振興課長○福井教育振興課長○福井教育振興課長○福井教育振興課長 現現現現時時時時点点点点の奈良県の奈良県の奈良県の奈良県教育教育教育教育振興大振興大振興大振興大綱綱綱綱（（（（素素素素案）については、まだはっきりと案）については、まだはっきりと案）については、まだはっきりと案）については、まだはっきりと主主主主な取り組な取り組な取り組な取り組みみみみについて明示もしていませについて明示もしていませについて明示もしていませについて明示もしていませんんんんし、またし、またし、またし、またＫＰＩＫＰＩＫＰＩＫＰＩもまだもまだもまだもまだ書書書書いていませいていませいていませいていませんんんんが、奈良が、奈良が、奈良が、奈良県がこれからやっていく中で、県がこれからやっていく中で、県がこれからやっていく中で、県がこれからやっていく中で、小小小小学校学校学校学校だから、中だから、中だから、中だから、中学校学校学校学校だから市だから市だから市だから市町町町町村ですよということでは村ですよということでは村ですよということでは村ですよということではいけないのかなという中で、奈良県も、例えばそのいけないのかなという中で、奈良県も、例えばそのいけないのかなという中で、奈良県も、例えばそのいけないのかなという中で、奈良県も、例えばその公立公立公立公立学校学校学校学校のののの教教教教員に対する員に対する員に対する員に対する指導指導指導指導とととと研修研修研修研修とととというものはいうものはいうものはいうものは教育教育教育教育委員会でおこなっています。そういったことも含めて、奈良県として、市委員会でおこなっています。そういったことも含めて、奈良県として、市委員会でおこなっています。そういったことも含めて、奈良県として、市委員会でおこなっています。そういったことも含めて、奈良県として、市町町町町村として、どういうことがやっていけるのかという村として、どういうことがやっていけるのかという村として、どういうことがやっていけるのかという村として、どういうことがやっていけるのかという役役役役割割割割分分分分担担担担も含めて、も含めて、も含めて、も含めて、今後検討今後検討今後検討今後検討していしていしていしていくくくく必要必要必要必要があるかとがあるかとがあるかとがあるかと思思思思っています。っています。っています。っています。○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員 具具具具体的体的体的体的にはまだにはまだにはまだにはまだ決決決決まっていないということで、まっていないということで、まっていないということで、まっていないということで、今後今後今後今後いろいろやっていかれるいろいろやっていかれるいろいろやっていかれるいろいろやっていかれる
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中で、ここにいらっし中で、ここにいらっし中で、ここにいらっし中で、ここにいらっしゃゃゃゃる委員も県民る委員も県民る委員も県民る委員も県民代表代表代表代表で出てこられてごで出てこられてごで出てこられてごで出てこられてご意見意見意見意見を言を言を言を言わわわわれているので、それているので、それているので、それているので、そのあたりは重くとっていただければとのあたりは重くとっていただければとのあたりは重くとっていただければとのあたりは重くとっていただければと思思思思うのですが、あまり議員がうのですが、あまり議員がうのですが、あまり議員がうのですが、あまり議員が教育教育教育教育の中の中の中の中身身身身までまでまでまで口口口口をををを挟挟挟挟むむむむというのはよろしくないと私はというのはよろしくないと私はというのはよろしくないと私はというのはよろしくないと私は思思思思っているので、っているので、っているので、っているので、施策施策施策施策のことを聞いていきたいのですが。のことを聞いていきたいのですが。のことを聞いていきたいのですが。のことを聞いていきたいのですが。それで、もう１それで、もう１それで、もう１それで、もう１点点点点、、、、キャキャキャキャリリリリアアアア教育教育教育教育をををを推推推推進と進と進と進と入入入入っていますね。大っていますね。大っていますね。大っていますね。大学学学学に進に進に進に進学学学学された方でもされた方でもされた方でもされた方でも約約約約３分の１ないし２分の１３分の１ないし２分の１３分の１ないし２分の１３分の１ないし２分の１ぐぐぐぐらいはらいはらいはらいは約約約約３年以内で３年以内で３年以内で３年以内で就就就就職をしても職をしても職をしても職をしても離離離離職をされるという職をされるという職をされるという職をされるという統統統統計計計計が出が出が出が出ています。ています。ています。ています。ずずずずっとさかのっとさかのっとさかのっとさかのぼぼぼぼったったったった調査調査調査調査も東も東も東も東京京京京のほうではやられていたのですが、大のほうではやられていたのですが、大のほうではやられていたのですが、大のほうではやられていたのですが、大体体体体、、、、キャキャキャキャリリリリアアアア教育教育教育教育をしっかり受けていたをしっかり受けていたをしっかり受けていたをしっかり受けていた経経経経緯緯緯緯をたどってきた。それがをたどってきた。それがをたどってきた。それがをたどってきた。それが完完完完全な全な全な全な因果因果因果因果関係があるのかど関係があるのかど関係があるのかど関係があるのかどうかははっきりしないのですが、うかははっきりしないのですが、うかははっきりしないのですが、うかははっきりしないのですが、経経経経過過過過からいえば、そういったところがからいえば、そういったところがからいえば、そういったところがからいえば、そういったところが結果結果結果結果としてとしてとしてとして離離離離職を職を職を職をしないというしないというしないというしないという側側側側で出ていたというで出ていたというで出ていたというで出ていたという統統統統計計計計も出ていましてね。そういったことから、私もも出ていましてね。そういったことから、私もも出ていましてね。そういったことから、私もも出ていましてね。そういったことから、私も学校学校学校学校評評評評議員を１０年議員を１０年議員を１０年議員を１０年ぐぐぐぐらいやっているのですが、らいやっているのですが、らいやっているのですが、らいやっているのですが、小小小小・・・・中中中中学校学校学校学校からからからからキャキャキャキャリリリリアアアア教育教育教育教育を重を重を重を重要視要視要視要視してやしてやしてやしてやってきたのですが、このあたりも先ほどの福井ってきたのですが、このあたりも先ほどの福井ってきたのですが、このあたりも先ほどの福井ってきたのですが、このあたりも先ほどの福井教育教育教育教育振興課長の振興課長の振興課長の振興課長の答弁答弁答弁答弁と同じように、と同じように、と同じように、と同じように、小小小小・・・・中中中中・高・高・高・高というのではなくて、全というのではなくて、全というのではなくて、全というのではなくて、全体的体的体的体的なななな枠枠枠枠としてとしてとしてとして考考考考えて取り組えて取り組えて取り組えて取り組んんんんでいくというようなでいくというようなでいくというようなでいくというような考考考考え、え、え、え、解釈解釈解釈解釈でよろしいのですか。でよろしいのですか。でよろしいのですか。でよろしいのですか。政策政策政策政策内内内内容容容容はははは今後今後今後今後、、、、考考考考えられるとえられるとえられるとえられると思思思思うのですけれど。うのですけれど。うのですけれど。うのですけれど。○福井教育振興課長○福井教育振興課長○福井教育振興課長○福井教育振興課長 奈良県の課奈良県の課奈良県の課奈良県の課題題題題として、として、として、として、特特特特にににに就就就就業する場所がないということから、多業する場所がないということから、多業する場所がないということから、多業する場所がないということから、多くの方が大くの方が大くの方が大くの方が大阪阪阪阪やややや京都京都京都京都にににに行行行行っておられます。そういう中で、奈良県のこれからのっておられます。そういう中で、奈良県のこれからのっておられます。そういう中で、奈良県のこれからのっておられます。そういう中で、奈良県のこれからの就就就就業を業を業を業をふふふふややややしていく中で、していく中で、していく中で、していく中で、キャキャキャキャリリリリアアアア教育教育教育教育が重が重が重が重要要要要であろうという観であろうという観であろうという観であろうという観点点点点もごもごもごもござざざざいます。そういったいます。そういったいます。そういったいます。そういった点点点点で、で、で、で、先ほど川田委員がお先ほど川田委員がお先ほど川田委員がお先ほど川田委員がお述べ述べ述べ述べになりましたように、になりましたように、になりましたように、になりましたように、勤勤勤勤めてから２年、３年でやめていく方がいめてから２年、３年でやめていく方がいめてから２年、３年でやめていく方がいめてから２年、３年でやめていく方がいらっしらっしらっしらっしゃゃゃゃいます。そういう方のいます。そういう方のいます。そういう方のいます。そういう方の再再再再教育教育教育教育はどうするのだということもごはどうするのだということもごはどうするのだということもごはどうするのだということもござざざざいます。そういっいます。そういっいます。そういっいます。そういったたたた点点点点も含めて、これからも含めて、これからも含めて、これからも含めて、これから検討検討検討検討していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと思思思思っているところです。っているところです。っているところです。っているところです。○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員 よろしくお願いしたいとよろしくお願いしたいとよろしくお願いしたいとよろしくお願いしたいと思思思思います。います。います。います。この件に関してはこの件に関してはこの件に関してはこの件に関しては最後最後最後最後１１１１点点点点、、、、資料資料資料資料９９９９－－－－２、奈良県２、奈良県２、奈良県２、奈良県教育教育教育教育振興大振興大振興大振興大綱綱綱綱（（（（素素素素案）３３案）３３案）３３案）３３ペペペページージージージにににに書書書書いてあるのですが、奈良といてあるのですが、奈良といてあるのですが、奈良といてあるのですが、奈良とユユユユーラーラーラーラシアシアシアシアに関するに関するに関するに関する研研研研究究究究活活活活動動動動のののの推推推推進が、進が、進が、進が、主主主主な取り組な取り組な取り組な取り組みみみみ内内内内容容容容にににに入入入入っているのです。県っているのです。県っているのです。県っているのです。県立立立立大大大大学学学学におけるにおけるにおけるにおける教育教育教育教育内内内内容容容容のののの充充充充実実実実ということで、対ということで、対ということで、対ということで、対話型少話型少話型少話型少人人人人数の数の数の数の教育教育教育教育、、、、リリリリベベベベラルラルラルラルアアアアーーーーツツツツ教育教育教育教育、、、、フィフィフィフィールールールールドワドワドワドワークークークークを通じたを通じたを通じたを通じた実実実実践型践型践型践型教育教育教育教育、いろいろ総、いろいろ総、いろいろ総、いろいろ総論論論論的的的的なものとしなものとしなものとしなものとして、て、て、て、当然当然当然当然大大大大綱綱綱綱ですから、こういったですから、こういったですから、こういったですから、こういった形形形形がががが政策的政策的政策的政策的なななな書書書書き方になるとき方になるとき方になるとき方になると思思思思うのですが、奈良とうのですが、奈良とうのですが、奈良とうのですが、奈良とユユユユーラーラーラーラシアシアシアシアに関するに関するに関するに関する研研研研究究究究活活活活動動動動のののの推推推推進は進は進は進は施策施策施策施策ではないですか。なではないですか。なではないですか。なではないですか。なぜぜぜぜ大大大大綱綱綱綱にこういうにこういうにこういうにこういう施策施策施策施策がががが載載載載っっっっているのですか。ているのですか。ているのですか。ているのですか。外外外外国国国国の交流はの交流はの交流はの交流はわわわわかりますけれど、県かりますけれど、県かりますけれど、県かりますけれど、県立立立立大大大大学学学学のののの国際国際国際国際交流と交流と交流と交流とわわわわかるのですが、かるのですが、かるのですが、かるのですが、ななななぜ具ぜ具ぜ具ぜ具体的体的体的体的なななな施策施策施策施策の内の内の内の内容容容容が大が大が大が大綱綱綱綱にににに書書書書かれているのか。かれているのか。かれているのか。かれているのか。読読読読んんんんでいてでいてでいてでいてわわわわからなかったのですが、からなかったのですが、からなかったのですが、からなかったのですが、そのあたりはいかがですか。そのあたりはいかがですか。そのあたりはいかがですか。そのあたりはいかがですか。○福井教育振興課長○福井教育振興課長○福井教育振興課長○福井教育振興課長 奈良県は、奈良県は、奈良県は、奈良県は、決決決決して大して大して大して大学学学学は多くないとは多くないとは多くないとは多くないと思思思思っています。そういう中で、っています。そういう中で、っています。そういう中で、っています。そういう中で、
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いろいろな大いろいろな大いろいろな大いろいろな大学教育学教育学教育学教育、、、、高等教育高等教育高等教育高等教育、場合によっては、場合によっては、場合によっては、場合によっては学び直学び直学び直学び直しのしのしのしの教育教育教育教育というものがというものがというものがというものが必要必要必要必要であるであるであるであるとととと思思思思っています。っています。っています。っています。今今今今年年年年度度度度、、、、法人化法人化法人化法人化した奈良県した奈良県した奈良県した奈良県立立立立大大大大学学学学については、もともとについては、もともとについては、もともとについては、もともと商商商商学学学学部部部部系系系系の大の大の大の大学学学学ですが、ですが、ですが、ですが、最最最最近近近近は観光や地域は観光や地域は観光や地域は観光や地域創造創造創造創造といった観といった観といった観といった観点点点点から、奈良県の地方から、奈良県の地方から、奈良県の地方から、奈良県の地方公公公公共共共共団団団団体体体体ののののアシアシアシアシストストストストがでがでがでができるようなきるようなきるようなきるような役役役役割割割割もももも担担担担っていますし、またこれからのっていますし、またこれからのっていますし、またこれからのっていますし、またこれからの文化文化文化文化観光といった面での観光といった面での観光といった面での観光といった面での研研研研究究究究拠拠拠拠点点点点にもにもにもにもなるとなるとなるとなると思思思思っています。そういう中で、県っています。そういう中で、県っています。そういう中で、県っています。そういう中で、県立立立立大大大大学学学学がががが今後今後今後今後、、、、役役役役割割割割をををを果果果果たしていく分野として、たしていく分野として、たしていく分野として、たしていく分野として、例えば一つの例として、例えば一つの例として、例えば一つの例として、例えば一つの例として、ユユユユーラーラーラーラシアシアシアシアのののの研研研研究究究究を中を中を中を中心心心心にして、にして、にして、にして、研研研研究究究究成成成成果果果果を奈良県や県民にを奈良県や県民にを奈良県や県民にを奈良県や県民に返返返返すすすすようなようなようなような講講講講演演演演会や会や会や会やセミナセミナセミナセミナー等ー等ー等ー等をををを開催開催開催開催できればということで、できればということで、できればということで、できればということで、主主主主な取り組な取り組な取り組な取り組み等み等み等み等に含めておこなに含めておこなに含めておこなに含めておこなっていきたいとっていきたいとっていきたいとっていきたいと考考考考えているところです。えているところです。えているところです。えているところです。○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員 いや、いや、いや、いや、施策施策施策施策としてやられることをだめだと言っているのではなくて、これはとしてやられることをだめだと言っているのではなくて、これはとしてやられることをだめだと言っているのではなくて、これはとしてやられることをだめだと言っているのではなくて、これは大大大大綱綱綱綱ですから、ですから、ですから、ですから、教育教育教育教育というのは全てにおいて平というのは全てにおいて平というのは全てにおいて平というのは全てにおいて平等的等的等的等的にににに考考考考えるというのがえるというのがえるというのがえるというのが必要必要必要必要ではないですではないですではないですではないですか。ほかの大か。ほかの大か。ほかの大か。ほかの大学学学学もいろいろなもいろいろなもいろいろなもいろいろな研研研研究究究究をやっておられるのですよね。なをやっておられるのですよね。なをやっておられるのですよね。なをやっておられるのですよね。なぜぜぜぜこれだけこれだけこれだけこれだけ特化特化特化特化して出して出して出して出てくるのか。もうてくるのか。もうてくるのか。もうてくるのか。もう少少少少しししし漠漠漠漠然的然的然的然的に、どこでも取り組めるような内に、どこでも取り組めるような内に、どこでも取り組めるような内に、どこでも取り組めるような内容容容容、進めたい方、進めたい方、進めたい方、進めたい方向性向性向性向性をををを書書書書いいいいていくのはいいけれども、ていくのはいいけれども、ていくのはいいけれども、ていくのはいいけれども、施策施策施策施策名がここに上がってきているのは、大名がここに上がってきているのは、大名がここに上がってきているのは、大名がここに上がってきているのは、大綱綱綱綱としておかしいのとしておかしいのとしておかしいのとしておかしいのではないですか。ではないですか。ではないですか。ではないですか。教育教育教育教育で、こういったことをで、こういったことをで、こういったことをで、こういったことを勉強勉強勉強勉強したくないしたくないしたくないしたくない人人人人もいるではないですか。もいるではないですか。もいるではないですか。もいるではないですか。僕僕僕僕はははは文化文化文化文化はははは嫌嫌嫌嫌いだ、いだ、いだ、いだ、国際国際国際国際はははは好好好好きだ、きだ、きだ、きだ、僕僕僕僕は会は会は会は会話話話話や数や数や数や数学学学学がががが好好好好きなのだという方もいろいろいらっきなのだという方もいろいろいらっきなのだという方もいろいろいらっきなのだという方もいろいろいらっししししゃゃゃゃるし、るし、るし、るし、国際国際国際国際交流交流交流交流等等等等の中にどうしての中にどうしての中にどうしての中にどうしてユユユユーラーラーラーラシアシアシアシアというような地域もというような地域もというような地域もというような地域も限限限限定されたものが定されたものが定されたものが定されたものが入入入入ってくるのか。ってくるのか。ってくるのか。ってくるのか。教育教育教育教育はははは自自自自由由由由ですからね。ですからね。ですからね。ですからね。感覚感覚感覚感覚的的的的に理に理に理に理解解解解できないのですよ。このあたりもできないのですよ。このあたりもできないのですよ。このあたりもできないのですよ。このあたりも解解解解釈釈釈釈のののの仕仕仕仕方で、方で、方で、方で、読読読読みみみみ方によってもまた方によってもまた方によってもまた方によってもまた変わ変わ変わ変わるとるとるとると思思思思うのですが、こういったものも重うのですが、こういったものも重うのですが、こういったものも重うのですが、こういったものも重要要要要にしてにしてにしてにしていきたいといういきたいといういきたいといういきたいという程程程程度度度度のののの解釈解釈解釈解釈でいいのか、いやいや、これはでいいのか、いやいや、これはでいいのか、いやいや、これはでいいのか、いやいや、これは絶絶絶絶対に、奈良県としてはこれを対に、奈良県としてはこれを対に、奈良県としてはこれを対に、奈良県としてはこれを中中中中心心心心にしていくのだというにしていくのだというにしていくのだというにしていくのだという読読読読みみみみ方をするのか、その方をするのか、その方をするのか、その方をするのか、その読読読読みみみみ方によっても方によっても方によっても方によっても変わ変わ変わ変わるのですが、ほるのですが、ほるのですが、ほるのですが、ほかにもかにもかにもかにも研研研研究究究究機関たくさ機関たくさ機関たくさ機関たくさんんんんやっていらっしやっていらっしやっていらっしやっていらっしゃゃゃゃるところもあるし、るところもあるし、るところもあるし、るところもあるし、応援応援応援応援するのであればほかのするのであればほかのするのであればほかのするのであればほかの国際的国際的国際的国際的なものに取り組なものに取り組なものに取り組なものに取り組んんんんでおられるでおられるでおられるでおられる研研研研究究究究のののの応援応援応援応援もしてあげたらいいではないですか。だけもしてあげたらいいではないですか。だけもしてあげたらいいではないですか。だけもしてあげたらいいではないですか。だけれど、１つのものにれど、１つのものにれど、１つのものにれど、１つのものに特化特化特化特化するというのは、するというのは、するというのは、するというのは、人人人人はははは自自自自由由由由があるのだから、そこはがあるのだから、そこはがあるのだから、そこはがあるのだから、そこは余余余余りりりり教育的教育的教育的教育的なななな大大大大綱綱綱綱にこういったにこういったにこういったにこういった文文文文言を言を言を言を書書書書いていくというのはよろしくないのではないかと。これは私のいていくというのはよろしくないのではないかと。これは私のいていくというのはよろしくないのではないかと。これは私のいていくというのはよろしくないのではないかと。これは私の意見意見意見意見としてとしてとしてとして申申申申し上げておきますので、し上げておきますので、し上げておきますので、し上げておきますので、解釈的解釈的解釈的解釈的にはにはにはには特特特特に、に、に、に、施策施策施策施策をやられるのはをやられるのはをやられるのはをやられるのは構構構構わわわわないけれないけれないけれないけれども、予ども、予ども、予ども、予算算算算を組を組を組を組んんんんでやられているので。ただ、それをでやられているので。ただ、それをでやられているので。ただ、それをでやられているので。ただ、それを強強強強制的制的制的制的になってもらってはになってもらってはになってもらってはになってもらっては困困困困るといるといるといるということのうことのうことのうことの解釈解釈解釈解釈でよろしいですね。でよろしいですね。でよろしいですね。でよろしいですね。○一松地域振興部長○一松地域振興部長○一松地域振興部長○一松地域振興部長 今今今今までの流れもまでの流れもまでの流れもまでの流れも踏踏踏踏まえまして、まえまして、まえまして、まえまして、補補補補足足足足的的的的に説明させていただければとに説明させていただければとに説明させていただければとに説明させていただければと思思思思います。います。います。います。国国国国でででで教育教育教育教育振興振興振興振興計画計画計画計画というのができておりまして、奈良県、地方というのができておりまして、奈良県、地方というのができておりまして、奈良県、地方というのができておりまして、奈良県、地方自自自自治治治治体体体体において、それをにおいて、それをにおいて、それをにおいて、それを
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参酌参酌参酌参酌してつくることにしてつくることにしてつくることにしてつくることに努努努努めなさいと、めなさいと、めなさいと、めなさいと、努努努努力力力力義義義義務になっていたのですが、奈良県においては務になっていたのですが、奈良県においては務になっていたのですが、奈良県においては務になっていたのですが、奈良県においては現現現現段階段階段階段階ではではではでは教育教育教育教育振興振興振興振興計画計画計画計画というものがないということになっています。そのというものがないということになっています。そのというものがないということになっています。そのというものがないということになっています。その後後後後、、、、法法法法律律律律改正改正改正改正がががが行わ行わ行わ行われて、れて、れて、れて、国国国国がつくったがつくったがつくったがつくった教育教育教育教育振興振興振興振興計画計画計画計画をををを参酌参酌参酌参酌して、して、して、して、今度今度今度今度はははは知知知知事部局で大事部局で大事部局で大事部局で大綱綱綱綱をつくりなさをつくりなさをつくりなさをつくりなさいと、いと、いと、いと、義義義義務になりました。そういった務になりました。そういった務になりました。そういった務になりました。そういった経経経経緯緯緯緯をををを踏踏踏踏まえて、まえて、まえて、まえて、今回策今回策今回策今回策定させていただくものです。定させていただくものです。定させていただくものです。定させていただくものです。したがいまして、そのしたがいまして、そのしたがいまして、そのしたがいまして、その趣旨趣旨趣旨趣旨をををを鑑鑑鑑鑑みみみみるに、やはりるに、やはりるに、やはりるに、やはり教育教育教育教育の課の課の課の課題題題題、大、大、大、大綱綱綱綱というというというという趣旨趣旨趣旨趣旨が一が一が一が一番番番番大事で大事で大事で大事ですが、県すが、県すが、県すが、県政政政政もももも知知知知事部局で事部局で事部局で事部局で作作作作成しますので、県成しますので、県成しますので、県成しますので、県政政政政のののの諸諸諸諸課課課課題題題題ともともともとも密接密接密接密接にににに結び結び結び結びつけながらつけながらつけながらつけながら教育教育教育教育のののの議議議議論論論論もしっかりともしっかりともしっかりともしっかりと書書書書きききき込む込む込む込むことが重ことが重ことが重ことが重要要要要ではないかとではないかとではないかとではないかと思思思思っています。っています。っています。っています。また、この大また、この大また、この大また、この大綱綱綱綱だけではなく、だけではなく、だけではなく、だけではなく、資料資料資料資料９９９９－－－－２、奈良県２、奈良県２、奈良県２、奈良県教育教育教育教育振興大振興大振興大振興大綱綱綱綱（（（（素素素素案）２案）２案）２案）２ペペペページージージージにもにもにもにも書書書書いているように、同時に、奈良県でいているように、同時に、奈良県でいているように、同時に、奈良県でいているように、同時に、奈良県で策策策策定していない定していない定していない定していない教育教育教育教育振興振興振興振興計画計画計画計画もももも兼兼兼兼ねるねるねるねる形形形形となっていとなっていとなっていとなっていますので、そういうますので、そういうますので、そういうますので、そういう意意意意味味味味で、で、で、で、若干若干若干若干、大、大、大、大綱綱綱綱という言という言という言という言葉葉葉葉ががががイメージイメージイメージイメージするより、するより、するより、するより、施策施策施策施策というか、というか、というか、というか、主主主主な取り組な取り組な取り組な取り組みみみみも含めても含めても含めても含めて書書書書きききき込ん込ん込ん込んだだだだ形形形形になっています。になっています。になっています。になっています。また、そのまた、そのまた、そのまた、その諸諸諸諸課課課課題題題題というときに、やはり奈良県のというときに、やはり奈良県のというときに、やはり奈良県のというときに、やはり奈良県の教育権教育権教育権教育権限限限限だけではなくて、県域というだけではなくて、県域というだけではなくて、県域というだけではなくて、県域ということでことでことでことで捉捉捉捉えてえてえてえて小小小小・・・・中中中中学校学校学校学校を含めてを含めてを含めてを含めて教育教育教育教育課課課課題題題題は上げているのですが、大は上げているのですが、大は上げているのですが、大は上げているのですが、大学学学学については、他のについては、他のについては、他のについては、他の都道府都道府都道府都道府県を県を県を県を見見見見ても、県のても、県のても、県のても、県の権権権権限限限限としてとしてとしてとして及及及及ばないところもあるということなので、県ばないところもあるということなので、県ばないところもあるということなので、県ばないところもあるということなので、県立立立立大大大大学学学学にににに特化特化特化特化して、ここでして、ここでして、ここでして、ここでユユユユーラーラーラーラシアシアシアシアの取り組の取り組の取り組の取り組みみみみを県を県を県を県立立立立大大大大学学学学の取り組の取り組の取り組の取り組みみみみとしてとしてとしてとして書書書書いているもので、いているもので、いているもので、いているもので、それを奈良県全それを奈良県全それを奈良県全それを奈良県全体体体体のののの教育教育教育教育方方方方針針針針としてとしてとしてとして推推推推奨奨奨奨しようとか、ほかの大しようとか、ほかの大しようとか、ほかの大しようとか、ほかの大学学学学においてもということをにおいてもということをにおいてもということをにおいてもということを考考考考えているえているえているえているわわわわけではごけではごけではごけではござざざざいませいませいませいませんんんん。。。。全全全全体体体体としてとしてとしてとして少少少少しししし細細細細かかかか目目目目の大の大の大の大綱綱綱綱となっているのは、となっているのは、となっているのは、となっているのは、教育教育教育教育振興振興振興振興計画計画計画計画をををを兼兼兼兼ねているということねているということねているということねているということと、もう一つは県と、もう一つは県と、もう一つは県と、もう一つは県政政政政のののの諸諸諸諸課課課課題題題題ともともともとも密接密接密接密接に関係すると、に関係すると、に関係すると、に関係すると、連携連携連携連携しながらということを、したがしながらということを、したがしながらということを、したがしながらということを、したがいまして、先ほど川田委員からご質問のあった奈良いまして、先ほど川田委員からご質問のあった奈良いまして、先ほど川田委員からご質問のあった奈良いまして、先ほど川田委員からご質問のあった奈良モデモデモデモデルルルルですけれども、そういうですけれども、そういうですけれども、そういうですけれども、そういう手手手手続と続と続と続として、やはりして、やはりして、やはりして、やはり諸諸諸諸課課課課題題題題をををを共有共有共有共有するというするというするというするという手手手手続も続も続も続も加加加加えさせていただいたということですが、あえさせていただいたということですが、あえさせていただいたということですが、あえさせていただいたということですが、あくまでくまでくまでくまで基基基基本は本は本は本は教育教育教育教育の大の大の大の大綱綱綱綱であるということですので、そこはであるということですので、そこはであるということですので、そこはであるということですので、そこは忘忘忘忘れれれれずずずずにににに策策策策定に取り組ませて定に取り組ませて定に取り組ませて定に取り組ませていただければといただければといただければといただければと思思思思っています。っています。っています。っています。○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員 非常非常非常非常ににににわわわわかりやすい説明ありがとうごかりやすい説明ありがとうごかりやすい説明ありがとうごかりやすい説明ありがとうござざざざいました。県いました。県いました。県いました。県立立立立大大大大学学学学に対するに対するに対するに対する計画計画計画計画でででであるということで、それであれば一松地域振興部長の説明のとおりなので、あるということで、それであれば一松地域振興部長の説明のとおりなので、あるということで、それであれば一松地域振興部長の説明のとおりなので、あるということで、それであれば一松地域振興部長の説明のとおりなので、わわわわかりました。かりました。かりました。かりました。ただ、ただ、ただ、ただ、教育教育教育教育ですから、全ですから、全ですから、全ですから、全体的体的体的体的に大に大に大に大綱綱綱綱とととと題題題題名は名は名は名は書書書書かれていますので、そのあたりはかれていますので、そのあたりはかれていますので、そのあたりはかれていますので、そのあたりは公公公公正正正正、、、、公公公公平に、平に、平に、平に、偏偏偏偏ることがないようにお願いしておきます。この件はこれでることがないようにお願いしておきます。この件はこれでることがないようにお願いしておきます。この件はこれでることがないようにお願いしておきます。この件はこれで終わ終わ終わ終わります。ります。ります。ります。それとそれとそれとそれと、、、、（（（（仮称仮称仮称仮称）奈良県）奈良県）奈良県）奈良県国際国際国際国際芸芸芸芸術家術家術家術家村について、１村について、１村について、１村について、１点点点点だけ。だけ。だけ。だけ。今今今今いただいていますいただいていますいただいていますいただいています資料資料資料資料８８８８からいけば、平成２７年１２月１６日水からいけば、平成２７年１２月１６日水からいけば、平成２７年１２月１６日水からいけば、平成２７年１２月１６日水曜曜曜曜日、１０時から１日、１０時から１日、１０時から１日、１０時から１５５５５時、時、時、時、都道府都道府都道府都道府県会県会県会県会館４階館４階館４階館４階で、で、で、で、委員た委員た委員た委員たちちちちがががが集集集集まって会議をしてまって会議をしてまって会議をしてまって会議をして決決決決められたとめられたとめられたとめられたと書書書書いてあるいてあるいてあるいてあるわわわわけです。１２月１６日は１けです。１２月１６日は１けです。１２月１６日は１けです。１２月１６日は１カカカカ月月月月
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ちちちちょょょょっとっとっとっとぐぐぐぐらい前ですかね。このときにらい前ですかね。このときにらい前ですかね。このときにらい前ですかね。このときに天天天天理市に、ああいった理市に、ああいった理市に、ああいった理市に、ああいった形形形形でででで計画計画計画計画をををを立立立立てられていくてられていくてられていくてられていくことがことがことがことが決決決決定されたのかどうか、ま定されたのかどうか、ま定されたのかどうか、ま定されたのかどうか、まずずずずそれをお聞かせください。それをお聞かせください。それをお聞かせください。それをお聞かせください。○山本地域振興部次長（企画管理室長事務取扱）○山本地域振興部次長（企画管理室長事務取扱）○山本地域振興部次長（企画管理室長事務取扱）○山本地域振興部次長（企画管理室長事務取扱） 建建建建設設設設候候候候補補補補地については、第１地については、第１地については、第１地については、第１回回回回奈良県奈良県奈良県奈良県国際国際国際国際芸芸芸芸術家術家術家術家村村村村構想構想構想構想等検討等検討等検討等検討委員会から委員会から委員会から委員会から４４４４つほど委員にご提示させていただきまして、平成２つほど委員にご提示させていただきまして、平成２つほど委員にご提示させていただきまして、平成２つほど委員にご提示させていただきまして、平成２７年１２月の第２７年１２月の第２７年１２月の第２７年１２月の第２回回回回奈良県奈良県奈良県奈良県国際国際国際国際芸芸芸芸術家術家術家術家村村村村構想構想構想構想等検討等検討等検討等検討委員会で奈良県が提案して委員会で奈良県が提案して委員会で奈良県が提案して委員会で奈良県が提案して天天天天理市理市理市理市杣之杣之杣之杣之内に内に内に内に決決決決めさせていただいたというめさせていただいたというめさせていただいたというめさせていただいたという経経経経緯緯緯緯です。です。です。です。○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員 これは、これは、これは、これは、候候候候補補補補地が地が地が地が幾幾幾幾つかあって、委員でつかあって、委員でつかあって、委員でつかあって、委員で討討討討議いただいたのか、もう議いただいたのか、もう議いただいたのか、もう議いただいたのか、もう天天天天理市で理市で理市で理市ですよということで、１２月の第２すよということで、１２月の第２すよということで、１２月の第２すよということで、１２月の第２回回回回奈良県奈良県奈良県奈良県国際国際国際国際芸芸芸芸術家術家術家術家村村村村構想構想構想構想等検討等検討等検討等検討委員会のときに委員会のときに委員会のときに委員会のときに天天天天理市理市理市理市でやるということで、委員会に提案されたのですか。それはどでやるということで、委員会に提案されたのですか。それはどでやるということで、委員会に提案されたのですか。それはどでやるということで、委員会に提案されたのですか。それはどちちちちらなのですか。らなのですか。らなのですか。らなのですか。○山本地域振興部次長（企画管理室長事務取扱）○山本地域振興部次長（企画管理室長事務取扱）○山本地域振興部次長（企画管理室長事務取扱）○山本地域振興部次長（企画管理室長事務取扱） 今今今今、川田委員がお持、川田委員がお持、川田委員がお持、川田委員がお持ちちちちのののの資料資料資料資料８の２８の２８の２８の２ペペペページージージージ目目目目のののの資料資料資料資料が事務局から委員にご提示させていただいたが事務局から委員にご提示させていただいたが事務局から委員にご提示させていただいたが事務局から委員にご提示させていただいた資料資料資料資料でして、でして、でして、でして、候候候候補補補補地は地は地は地は左左左左下の理下の理下の理下の理由由由由からからからから天天天天理市理市理市理市杣之杣之杣之杣之内でいかがでし内でいかがでし内でいかがでし内でいかがでしょょょょうかという質問のうかという質問のうかという質問のうかという質問の仕仕仕仕方をしています。方をしています。方をしています。方をしています。○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員 そうしたら、奈良県からそうしたら、奈良県からそうしたら、奈良県からそうしたら、奈良県から天天天天理市でいかがですかと提案をされたと。委員た理市でいかがですかと提案をされたと。委員た理市でいかがですかと提案をされたと。委員た理市でいかがですかと提案をされたと。委員たちちちちがそれでがそれでがそれでがそれで承認承認承認承認されてされてされてされて決決決決定して、それで定して、それで定して、それで定して、それで今今今今のののの公開公開公開公開につながっていると。につながっていると。につながっていると。につながっていると。それで１それで１それで１それで１点点点点。この委員会は。この委員会は。この委員会は。この委員会は附附附附属属属属機関ですよね。機関ですよね。機関ですよね。機関ですよね。附附附附属属属属機関ということで出てきているので機関ということで出てきているので機関ということで出てきているので機関ということで出てきているのですが、すが、すが、すが、わわわわからないのが、もっとからないのが、もっとからないのが、もっとからないのが、もっと早早早早いいいい段階段階段階段階からからからから天天天天理市でやるということが理市でやるということが理市でやるということが理市でやるということが決決決決まっているとまっているとまっているとまっていると公公公公の場でも言の場でも言の場でも言の場でも言わわわわれているということを、私の会れているということを、私の会れているということを、私の会れているということを、私の会派派派派の中からでも聞いているのですよ。おかしの中からでも聞いているのですよ。おかしの中からでも聞いているのですよ。おかしの中からでも聞いているのですよ。おかしいではないですか。いではないですか。いではないですか。いではないですか。附附附附属属属属機関というのは、機関というのは、機関というのは、機関というのは、行政行政行政行政も多も多も多も多岐岐岐岐ににににわわわわたってたってたってたって専門性専門性専門性専門性がががが高高高高くなってきたくなってきたくなってきたくなってきたから、その部分から、その部分から、その部分から、その部分的的的的なもののなもののなもののなものの審審審審議をお願いして議をお願いして議をお願いして議をお願いして答申答申答申答申をいただくというのがをいただくというのがをいただくというのがをいただくというのが附附附附属属属属機関。合議機関。合議機関。合議機関。合議制制制制ですよね。ですよね。ですよね。ですよね。独任独任独任独任制制制制ではないですよね。その中でではないですよね。その中でではないですよね。その中でではないですよね。その中で決決決決定していくと。どうして定していくと。どうして定していくと。どうして定していくと。どうして最初最初最初最初からからからから決決決決定さ定さ定さ定されているれているれているれているわわわわけですか。ほかのけですか。ほかのけですか。ほかのけですか。ほかの附附附附属属属属委員会もたくさ委員会もたくさ委員会もたくさ委員会もたくさんんんんあるので、あるので、あるので、あるので、悪悪悪悪くとってしまえば、全てくとってしまえば、全てくとってしまえば、全てくとってしまえば、全てそういうそういうそういうそういう形形形形でやられているのかとでやられているのかとでやられているのかとでやられているのかと思思思思ってしまいますよね。１２月１６日に発ってしまいますよね。１２月１６日に発ってしまいますよね。１２月１６日に発ってしまいますよね。１２月１６日に発表表表表されるもっされるもっされるもっされるもっと以前に、どうしてと以前に、どうしてと以前に、どうしてと以前に、どうして天天天天理市でもうやるのだと。理市でもうやるのだと。理市でもうやるのだと。理市でもうやるのだと。天天天天理市職員も、もうそのこともおっし理市職員も、もうそのこともおっし理市職員も、もうそのこともおっし理市職員も、もうそのこともおっしゃゃゃゃっっっっていたということも聞いていますから、ていたということも聞いていますから、ていたということも聞いていますから、ていたということも聞いていますから、天天天天理市でやるのだと。どうして先理市でやるのだと。どうして先理市でやるのだと。どうして先理市でやるのだと。どうして先行行行行してしてしてして決決決決まってまってまってまっているのですか。これはあってはならないことではないのですかね。それはいかがですか。いるのですか。これはあってはならないことではないのですかね。それはいかがですか。いるのですか。これはあってはならないことではないのですかね。それはいかがですか。いるのですか。これはあってはならないことではないのですかね。それはいかがですか。○山本地域振興部次長（企画管理室長事務取扱）○山本地域振興部次長（企画管理室長事務取扱）○山本地域振興部次長（企画管理室長事務取扱）○山本地域振興部次長（企画管理室長事務取扱） あくまでもあくまでもあくまでもあくまでも候候候候補補補補地は地は地は地は当初当初当初当初４カ４カ４カ４カ所で、県所で、県所で、県所で、県の中での中での中での中で詰詰詰詰めていました。それで、めていました。それで、めていました。それで、めていました。それで、天天天天理市理市理市理市杣之杣之杣之杣之内がいろいろな面から内がいろいろな面から内がいろいろな面から内がいろいろな面から非常非常非常非常にににに有有有有力で力で力で力で魅魅魅魅力ある力ある力ある力あるというのはというのはというのはというのは確確確確かに内部でも議かに内部でも議かに内部でも議かに内部でも議論論論論していましたので、していましたので、していましたので、していましたので、最終的最終的最終的最終的にその辺の方にその辺の方にその辺の方にその辺の方向向向向でごでごでごでご意見意見意見意見を、そを、そを、そを、そのののの土土土土地で地で地で地で今後今後今後今後どのようなどのようなどのようなどのような運営運営運営運営をしたらいいかということで、委員に１２月にご質問、ごをしたらいいかということで、委員に１２月にご質問、ごをしたらいいかということで、委員に１２月にご質問、ごをしたらいいかということで、委員に１２月にご質問、ご意意意意見見見見をいただいたということです。をいただいたということです。をいただいたということです。をいただいたということです。
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○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員 いや、聞いているいや、聞いているいや、聞いているいや、聞いている趣旨趣旨趣旨趣旨がががが違違違違いまして、いまして、いまして、いまして、決決決決定されたのは１２月なのでし定されたのは１２月なのでし定されたのは１２月なのでし定されたのは１２月なのでしょょょょう、う、う、う、最初最初最初最初、、、、答弁答弁答弁答弁されましたね。だけれど、それのもっとはるか前にされましたね。だけれど、それのもっとはるか前にされましたね。だけれど、それのもっとはるか前にされましたね。だけれど、それのもっとはるか前に、、、、（（（（仮称仮称仮称仮称）奈良県）奈良県）奈良県）奈良県国際国際国際国際芸芸芸芸術術術術家家家家村を村を村を村を天天天天理市でもうやるのだと。内理市でもうやるのだと。内理市でもうやるのだと。内理市でもうやるのだと。内容容容容云々云々云々云々のののの審審審審議をしているのではなくて議をしているのではなくて議をしているのではなくて議をしているのではなくて手手手手続上のことを続上のことを続上のことを続上のことを言っているのですが、どうして先にそれが言っているのですが、どうして先にそれが言っているのですが、どうして先にそれが言っているのですが、どうして先にそれが公公公公の場での場での場での場で語語語語られているのですか。おかしいではられているのですか。おかしいではられているのですか。おかしいではられているのですか。おかしいではないですか。ないですか。ないですか。ないですか。入入入入札札札札でも、あなたの会でも、あなたの会でも、あなたの会でも、あなたの会社社社社だけが、先にもうだけが、先にもうだけが、先にもうだけが、先にもう決決決決まりますよということがあるのまりますよということがあるのまりますよということがあるのまりますよということがあるのですか。例えばごですか。例えばごですか。例えばごですか。例えばごみみみみ収集収集収集収集のののの何何何何かのかのかのかの入入入入札札札札が出ていたと。が出ていたと。が出ていたと。が出ていたと。入入入入札札札札が発が発が発が発表表表表される前に、もうされる前に、もうされる前に、もうされる前に、もう既既既既にににに車車車車をををを買買買買っていたらおかしいではないですか。なっていたらおかしいではないですか。なっていたらおかしいではないですか。なっていたらおかしいではないですか。なぜぜぜぜこういうことが先にこういうことが先にこういうことが先にこういうことが先に公公公公になっているになっているになっているになっているわわわわけでけでけでけですかね。それでは、すかね。それでは、すかね。それでは、すかね。それでは、附附附附属属属属機関は機関は機関は機関は何何何何のためにあるのためにあるのためにあるのためにあるわわわわけですか。けですか。けですか。けですか。何何何何のためにのためにのためにのために諮諮諮諮っているっているっているっているわわわわけでけでけでけですか。すか。すか。すか。形形形形だけはだけはだけはだけは附附附附属属属属機関で機関で機関で機関で決決決決められました、められました、められました、められました、公公公公正正正正なななな手手手手続で続で続で続で決決決決めたのですよと、こういうめたのですよと、こういうめたのですよと、こういうめたのですよと、こういうふふふふうになってくるではないですか。不うになってくるではないですか。不うになってくるではないですか。不うになってくるではないですか。不正正正正をやっているというをやっているというをやっているというをやっているという意意意意味味味味で言っているのではないでで言っているのではないでで言っているのではないでで言っているのではないですよ、それはすよ、それはすよ、それはすよ、それは誤誤誤誤解解解解しないでいただきたいのですが。なしないでいただきたいのですが。なしないでいただきたいのですが。なしないでいただきたいのですが。なぜぜぜぜそういったことが先にそういったことが先にそういったことが先にそういったことが先に決決決決まっていまっていまっていまっているのですかね。るのですかね。るのですかね。るのですかね。要望要望要望要望団団団団体体体体がががが来来来来たら、いいたら、いいたら、いいたら、いい口口口口きいて先にそこで言うのですか。きいて先にそこで言うのですか。きいて先にそこで言うのですか。きいて先にそこで言うのですか。途途途途中、中、中、中、選挙選挙選挙選挙ででででもあれば大もあれば大もあれば大もあれば大変変変変なことですよ。そのなことですよ。そのなことですよ。そのなことですよ。その点点点点、いかがですか。、いかがですか。、いかがですか。、いかがですか。○山本地域振興部次長（企画管理室長事務取扱）○山本地域振興部次長（企画管理室長事務取扱）○山本地域振興部次長（企画管理室長事務取扱）○山本地域振興部次長（企画管理室長事務取扱） 何度何度何度何度もももも申申申申し上げますが、し上げますが、し上げますが、し上げますが、４候４候４候４候補補補補地の中地の中地の中地の中でどこが一でどこが一でどこが一でどこが一番適番適番適番適地かということを奈良県の中でも議地かということを奈良県の中でも議地かということを奈良県の中でも議地かということを奈良県の中でも議論論論論しています。その中で、もししています。その中で、もししています。その中で、もししています。その中で、もし天天天天理市理市理市理市杣之杣之杣之杣之内になった場合に、内になった場合に、内になった場合に、内になった場合に、天天天天理市や地理市や地理市や地理市や地元元元元にはどういうにはどういうにはどういうにはどういう協協協協力をしていただけますかと問い合力をしていただけますかと問い合力をしていただけますかと問い合力をしていただけますかと問い合わわわわせたというのはせたというのはせたというのはせたというのは確確確確かにしたかにしたかにしたかにした覚覚覚覚えがあります。ただ、それがもうえがあります。ただ、それがもうえがあります。ただ、それがもうえがあります。ただ、それがもう決決決決まったというようなことまったというようなことまったというようなことまったというようなことはははは申申申申し上げてはいないと。し上げてはいないと。し上げてはいないと。し上げてはいないと。○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員 これは会これは会これは会これは会派派派派とととと相談相談相談相談しますけれど、そのときにそういった発言がされていたとしますけれど、そのときにそういった発言がされていたとしますけれど、そのときにそういった発言がされていたとしますけれど、そのときにそういった発言がされていたといういういういう証拠証拠証拠証拠を示せばいいのですね。を示せばいいのですね。を示せばいいのですね。を示せばいいのですね。公公公公の場で発の場で発の場で発の場で発表表表表されていますよ。されていますよ。されていますよ。されていますよ。今今今今のののの答弁答弁答弁答弁とはかとはかとはかとはかみみみみ合合合合わわわわなななない。市い。市い。市い。市町町町町村も村も村も村も行政行政行政行政ですから、いろいろなですから、いろいろなですから、いろいろなですから、いろいろな要望要望要望要望もされるでしもされるでしもされるでしもされるでしょょょょう。だから市う。だから市う。だから市う。だから市町町町町村が村が村が村が悪悪悪悪い、どい、どい、どい、どうのこうのではなくて、うのこうのではなくて、うのこうのではなくて、うのこうのではなくて、決決決決定定定定過程過程過程過程ののののププププロセロセロセロセスススス、これは、これは、これは、これは公公公公正正正正、、、、公公公公平にやっていただくのが平にやっていただくのが平にやっていただくのが平にやっていただくのが普普普普通ではないのですかね。だから通ではないのですかね。だから通ではないのですかね。だから通ではないのですかね。だから何何何何のためにのためにのためにのために附附附附属属属属機関を機関を機関を機関を設設設設けているのかね。地方けているのかね。地方けているのかね。地方けているのかね。地方自自自自治治治治法法法法にににに附附附附属属属属機関の項機関の項機関の項機関の項目目目目もありますよね。私も奈良県のこと、まだもありますよね。私も奈良県のこと、まだもありますよね。私も奈良県のこと、まだもありますよね。私も奈良県のこと、まだ来来来来て１年もたっていないのでよくて１年もたっていないのでよくて１年もたっていないのでよくて１年もたっていないのでよくわわわわからないのですが、そのからないのですが、そのからないのですが、そのからないのですが、その決決決決定定定定ププププロセロセロセロセススススについて、について、について、について、非常非常非常非常にににに首首首首をかしげるところが多いと。をかしげるところが多いと。をかしげるところが多いと。をかしげるところが多いと。私も、私も、私も、私も、国国国国の方も、よその地方の方も、よその地方の方も、よその地方の方も、よその地方公公公公共共共共団団団団体体体体の方も、の方も、の方も、の方も、行政行政行政行政の方もおつき合いがありますけれど、の方もおつき合いがありますけれど、の方もおつき合いがありますけれど、の方もおつき合いがありますけれど、いろいろいろいろいろいろいろいろ話話話話したりしますが、したりしますが、したりしますが、したりしますが、今今今今どこでもどこでもどこでもどこでもココココンプラインプラインプラインプライアアアアンスンスンスンスというところにものすごくというところにものすごくというところにものすごくというところにものすごく神神神神経経経経をををを使使使使ってってってって真真真真面面面面目目目目にやっておられますよ。にやっておられますよ。にやっておられますよ。にやっておられますよ。国国国国はもう本はもう本はもう本はもう本当当当当にににに厳厳厳厳しいですよね、しいですよね、しいですよね、しいですよね、今今今今。地域におり。地域におり。地域におり。地域におりてきたら、どうしてまだてきたら、どうしてまだてきたら、どうしてまだてきたら、どうしてまだ何何何何もももも決決決決まっていないのに、もうここでするのだということが発まっていないのに、もうここでするのだということが発まっていないのに、もうここでするのだということが発まっていないのに、もうここでするのだということが発表表表表されているといったことがありされているといったことがありされているといったことがありされているといったことがあり得得得得るのかというるのかというるのかというるのかという素朴素朴素朴素朴な疑問なのですけれど。な疑問なのですけれど。な疑問なのですけれど。な疑問なのですけれど。
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だからだからだからだから附附附附属属属属機関をたくさ機関をたくさ機関をたくさ機関をたくさん設ん設ん設ん設けて、けて、けて、けて、今回今回今回今回もももも条条条条例いくつか出ていますよね。これはただ民例いくつか出ていますよね。これはただ民例いくつか出ていますよね。これはただ民例いくつか出ていますよね。これはただ民主主主主的的的的にそのようにしてにそのようにしてにそのようにしてにそのようにして決決決決めましたというめましたというめましたというめましたというルールルールルールルールのののの過程過程過程過程だけをつくるのではなくて、本だけをつくるのではなくて、本だけをつくるのではなくて、本だけをつくるのではなくて、本当当当当にににに公公公公正正正正、、、、公公公公平にやってください。平にやってください。平にやってください。平にやってください。余余余余りそこにはりそこにはりそこにはりそこには行政行政行政行政は関は関は関は関与与与与したらだめですよ。したらだめですよ。したらだめですよ。したらだめですよ。何何何何かかかか意見意見意見意見をををを求求求求められてめられてめられてめられて意見意見意見意見するというのは、するというのは、するというのは、するというのは、規則等規則等規則等規則等 々々々々でそういったでそういったでそういったでそういった意見意見意見意見をををを求求求求められたときには出められたときには出められたときには出められたときには出席席席席をををを要要要要請請請請できる項できる項できる項できる項目目目目がたしかあったはがたしかあったはがたしかあったはがたしかあったはずずずずですよね。全部のですよね。全部のですよね。全部のですよね。全部の要綱要綱要綱要綱をををを読読読読んんんんでいるでいるでいるでいるわわわわけではないので一けではないので一けではないので一けではないので一概概概概には言えませには言えませには言えませには言えませんんんんが。だから、そのときには出が。だから、そのときには出が。だから、そのときには出が。だから、そのときには出席席席席にににに応応応応じてじてじてじて協協協協力すればいい力すればいい力すればいい力すればいいわわわわけであって、けであって、けであって、けであって、だけれど、だけれど、だけれど、だけれど、行政行政行政行政主主主主導導導導で、これはこうしたいからこっで、これはこうしたいからこっで、これはこうしたいからこっで、これはこうしたいからこっちちちちの方の方の方の方向向向向でというのはあってはならなでというのはあってはならなでというのはあってはならなでというのはあってはならないことなので、そいことなので、そいことなので、そいことなので、そんんんんなことをやっているとはなことをやっているとはなことをやっているとはなことをやっているとは思思思思っていませっていませっていませっていませんんんんが、だから、そのが、だから、そのが、だから、そのが、だから、その点点点点はははは透透透透明明明明性性性性を持ってやっていただきたいとを持ってやっていただきたいとを持ってやっていただきたいとを持ってやっていただきたいと思思思思います。います。います。います。今後今後今後今後、議事、議事、議事、議事録録録録等等等等 々々々々も、全部県民がも、全部県民がも、全部県民がも、全部県民が確認確認確認確認できるよできるよできるよできるようなうなうなうな形形形形でででで見見見見えるえるえるえる化化化化をををを推推推推進していただきたいと進していただきたいと進していただきたいと進していただきたいと思思思思うのですが、そのうのですが、そのうのですが、そのうのですが、その点点点点いかがですか。いかがですか。いかがですか。いかがですか。○山本地域振興部次長（企画管理室長事務取扱）○山本地域振興部次長（企画管理室長事務取扱）○山本地域振興部次長（企画管理室長事務取扱）○山本地域振興部次長（企画管理室長事務取扱） ももももちちちちろろろろん行政ん行政ん行政ん行政課課課課題題題題なりのなりのなりのなりの決決決決定定定定ププププロセロセロセロセススススについては明については明については明については明白白白白、、、、公公公公正正正正に処理したいとに処理したいとに処理したいとに処理したいと考考考考えています。議事えています。議事えています。議事えています。議事録録録録のののの公開公開公開公開についても、もについても、もについても、もについても、もちちちちろろろろんんんんやっています。やっています。やっています。やっています。今後今後今後今後ともともともとも継継継継続して続して続して続して実施実施実施実施していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと思思思思っています。っています。っています。っています。○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員 わわわわかりました。この件は会かりました。この件は会かりました。この件は会かりました。この件は会派派派派でででで相談相談相談相談させてもらいたいとさせてもらいたいとさせてもらいたいとさせてもらいたいと思思思思います。います。います。います。それと、もう１それと、もう１それと、もう１それと、もう１点点点点ですが、奈良県ですが、奈良県ですが、奈良県ですが、奈良県税税税税のののの条条条条例。前例。前例。前例。前回回回回も総務警察委員会でごも総務警察委員会でごも総務警察委員会でごも総務警察委員会でご意見意見意見意見させていたさせていたさせていたさせていただいたのですが、だいたのですが、だいたのですが、だいたのですが、制制制制限税限税限税限税率率率率のののの超超超超える０える０える０える０．．．．８８８８％％％％、３、３、３、３．．．．２２２２％％％％がががが標標標標準準準準課課課課税税税税で、０で、０で、０で、０．．．．８８８８％％％％を上げてを上げてを上げてを上げて資資資資本本本本金金金金１１１１億円億円億円億円以上または以上または以上または以上または法人法人法人法人税額税額税額税額１１１１，，，，００００００００００００万円万円万円万円以上の方から、これを以上の方から、これを以上の方から、これを以上の方から、これを５５５５年間また年間また年間また年間また継継継継続す続す続す続すると。そして奈良県ると。そして奈良県ると。そして奈良県ると。そして奈良県税税税税制調査制調査制調査制調査会からもそういった会からもそういった会からもそういった会からもそういった答申答申答申答申をいただいたので、これををいただいたので、これををいただいたので、これををいただいたので、これを継継継継続する続する続する続するというのが本日も含めた説明であったとというのが本日も含めた説明であったとというのが本日も含めた説明であったとというのが本日も含めた説明であったと思思思思うのですが、私の理うのですが、私の理うのですが、私の理うのですが、私の理解解解解不不不不足足足足かもしれないのですかもしれないのですかもしれないのですかもしれないのですが、１が、１が、１が、１点教点教点教点教えていただきたいところがごえていただきたいところがごえていただきたいところがごえていただきたいところがござざざざいまして、これはいまして、これはいまして、これはいまして、これは目目目目的的的的税税税税ではなく、ではなく、ではなく、ではなく、普普普普通通通通税税税税だとだとだとだとおっしおっしおっしおっしゃゃゃゃっていますけれど、これはでもっていますけれど、これはでもっていますけれど、これはでもっていますけれど、これはでも使使使使途途途途をををを決決決決めているではないですか。めているではないですか。めているではないですか。めているではないですか。普普普普通通通通税税税税はははは使使使使途途途途をををを決決決決められるのですか。められるのですか。められるのですか。められるのですか。○北條税務課長○北條税務課長○北條税務課長○北條税務課長 ままままずずずず、、、、普普普普通通通通税税税税かかかか目目目目的的的的税税税税かのかのかのかの区別区別区別区別ですが、地方ですが、地方ですが、地方ですが、地方税税税税法法法法上で上で上で上で決決決決められていましめられていましめられていましめられていまして、て、て、て、今今今今、川田委員がおっし、川田委員がおっし、川田委員がおっし、川田委員がおっしゃゃゃゃられていますられていますられていますられています法人法人法人法人県民県民県民県民税税税税のののの特特特特例例例例制度制度制度制度ですが、ですが、ですが、ですが、法人法人法人法人県民県民県民県民税税税税につにつにつについては、地方いては、地方いては、地方いては、地方税税税税ではではではでは普普普普通通通通税税税税というというというという位置づ位置づ位置づ位置づけになっています。けになっています。けになっています。けになっています。普普普普通通通通税税税税ですのでですのでですのでですので行政行政行政行政側側側側がががが自自自自由由由由にににに使使使使えるえるえるえるわわわわけですが、けですが、けですが、けですが、行政行政行政行政側側側側がががが自自自自主主主主的的的的なななな判判判判断断断断として、この０として、この０として、この０として、この０．．．．８８８８％％％％、、、、超過超過超過超過課課課課税税税税にする分ににする分ににする分ににする分についてはこれについてはこれについてはこれについてはこれに充充充充てますということで、てますということで、てますということで、てますということで、自自自自主主主主的的的的に言っているだけですので、に言っているだけですので、に言っているだけですので、に言っているだけですので、普普普普通通通通税税税税であるであるであるであるのにのにのにのに目目目目的的的的をををを制制制制限限限限することができるのかというのは、あくまでもすることができるのかというのは、あくまでもすることができるのかというのは、あくまでもすることができるのかというのは、あくまでも行政行政行政行政側側側側がががが自自自自主主主主的的的的にこれににこれににこれににこれに充充充充てたいということをてたいということをてたいということをてたいということを表表表表明しているだけだと明しているだけだと明しているだけだと明しているだけだと考考考考えています。えています。えています。えています。○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員 意意意意味味味味ががががわわわわからないのですが、奈良県からないのですが、奈良県からないのですが、奈良県からないのですが、奈良県社社社社会福会福会福会福祉祉祉祉施設等施設等施設等施設等整整整整備備備備基金条基金条基金条基金条例、例、例、例、立立立立法法法法されされされされ
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ていますよね。ここにていますよね。ここにていますよね。ここにていますよね。ここに法人法人法人法人税税税税割割割割のののの額額額額の合の合の合の合計計計計額額額額からからからから当当当当該該該該法人法人法人法人税税税税割割割割の課の課の課の課税標税標税標税標準準準準となったとなったとなったとなった法人法人法人法人税税税税額額額額の合の合の合の合計計計計額額額額に１００分の３に１００分の３に１００分の３に１００分の３．．．．２を２を２を２を乗乗乗乗じてじてじてじて計計計計算算算算したしたしたした額額額額をををを控除控除控除控除したしたしたした額額額額にににに相相相相当当当当するするするする額額額額とととと書書書書いていいていいていいているではないですか。だから、るではないですか。だから、るではないですか。だから、るではないですか。だから、何何何何もももも表表表表明している明している明している明しているわわわわけではなくて、けではなくて、けではなくて、けではなくて、立立立立法法法法としてとしてとしてとして置置置置かれているかれているかれているかれているわわわわけでしけでしけでしけでしょょょょう、う、う、う、制度制度制度制度として。として。として。として。目目目目的的的的をををを決決決決めているではないですか。めているではないですか。めているではないですか。めているではないですか。基金基金基金基金の処分をするの処分をするの処分をするの処分をする条条条条件と件と件と件として、して、して、して、社社社社会福会福会福会福祉祉祉祉施設等施設等施設等施設等のののの整整整整備備備備等等等等にににに要要要要するするするする経経経経費費費費のののの財源財源財源財源にににに充充充充てる場合にてる場合にてる場合にてる場合に限限限限り、予り、予り、予り、予算算算算の定めるとの定めるとの定めるとの定めるところにより処分することができるというころにより処分することができるというころにより処分することができるというころにより処分することができるという条条条条件も明件も明件も明件も明確確確確に提示されていますよね。に提示されていますよね。に提示されていますよね。に提示されていますよね。私が聞いているのは、私が聞いているのは、私が聞いているのは、私が聞いているのは、税税税税に対して、に対して、に対して、に対して、結結結結局、１局、１局、１局、１億円億円億円億円以上の方、または１以上の方、または１以上の方、または１以上の方、または１，，，，００００００００００００万円万円万円万円以上以上以上以上のののの法人法人法人法人県民県民県民県民税税税税をおをおをおをお支支支支払払払払いの方にはこの部分をいの方にはこの部分をいの方にはこの部分をいの方にはこの部分を負担負担負担負担してもらっているということになってくしてもらっているということになってくしてもらっているということになってくしてもらっているということになってくるるるるわわわわけですよね。そのけですよね。そのけですよね。そのけですよね。その点点点点はどうはどうはどうはどう解釈解釈解釈解釈したらいいのですか。したらいいのですか。したらいいのですか。したらいいのですか。○北條税務課長○北條税務課長○北條税務課長○北條税務課長 先ほども先ほども先ほども先ほども申申申申し上げましたように、し上げましたように、し上げましたように、し上げましたように、法人法人法人法人県民県民県民県民税税税税自体自体自体自体はははは普普普普通通通通税税税税ですのでですのでですのでですので目目目目的的的的が定まっていませが定まっていませが定まっていませが定まっていませんんんんが、奈良県としてが、奈良県としてが、奈良県としてが、奈良県として超過超過超過超過課課課課税税税税をするにあたりまして、どういう理をするにあたりまして、どういう理をするにあたりまして、どういう理をするにあたりまして、どういう理由由由由かとかとかとかというのを明いうのを明いうのを明いうのを明確確確確にした上でやっていますので、にした上でやっていますので、にした上でやっていますので、にした上でやっていますので、基金条基金条基金条基金条例の中で福例の中で福例の中で福例の中で福祉祉祉祉施設施設施設施設などということで、などということで、などということで、などということで、奈良県では奈良県では奈良県では奈良県では表表表表に出して明らかにしているということです。に出して明らかにしているということです。に出して明らかにしているということです。に出して明らかにしているということです。○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員 いや、いや、いや、いや、基金条基金条基金条基金条例はたくさ例はたくさ例はたくさ例はたくさんんんんあるのであるのであるのであるのでわわわわかるのですが、これは明かるのですが、これは明かるのですが、これは明かるのですが、これは明確確確確にににに書書書書かれてかれてかれてかれていますよね、いますよね、いますよね、いますよね、法人法人法人法人県民県民県民県民税税税税の上部の分と言の上部の分と言の上部の分と言の上部の分と言わわわわせてもらいますが。この間の野村総務部長の説せてもらいますが。この間の野村総務部長の説せてもらいますが。この間の野村総務部長の説せてもらいますが。この間の野村総務部長の説明があったときの議事明があったときの議事明があったときの議事明があったときの議事録録録録をををを確認確認確認確認してきましたが、その分をごしてきましたが、その分をごしてきましたが、その分をごしてきましたが、その分をご負担負担負担負担でお願いするのだと。そでお願いするのだと。そでお願いするのだと。そでお願いするのだと。それで奈良県はこのれで奈良県はこのれで奈良県はこのれで奈良県はこの目目目目的的的的をををを何十何十何十何十年間やってきたので年間やってきたので年間やってきたので年間やってきたので継継継継続してお願いしたいと。奈良県続してお願いしたいと。奈良県続してお願いしたいと。奈良県続してお願いしたいと。奈良県税税税税制調制調制調制調査査査査会からそういった会からそういった会からそういった会からそういった答申答申答申答申もあったので、それをもあったので、それをもあったので、それをもあったので、それを尊尊尊尊重して奈良県はこれを重して奈良県はこれを重して奈良県はこれを重して奈良県はこれを今回今回今回今回も提案するのも提案するのも提案するのも提案するのだという説明であったとだという説明であったとだという説明であったとだという説明であったと思思思思うのです。だから、そのうのです。だから、そのうのです。だから、そのうのです。だから、その目目目目的的的的によってこれのによってこれのによってこれのによってこれの継継継継続をお願いする続をお願いする続をお願いする続をお願いするのだということをのだということをのだということをのだということを答弁答弁答弁答弁されているされているされているされているわわわわけですよ。議事けですよ。議事けですよ。議事けですよ。議事録録録録にににに載載載載っているっているっているっているわわわわけですよ。だけれど、けですよ。だけれど、けですよ。だけれど、けですよ。だけれど、解釈解釈解釈解釈としては地方県民としては地方県民としては地方県民としては地方県民税税税税だからこれはだからこれはだからこれはだからこれは普普普普通通通通税税税税になるのだ、だけれどになるのだ、だけれどになるのだ、だけれどになるのだ、だけれど特特特特定を定を定を定を決決決決めているのはめているのはめているのはめているのは自自自自分た分た分た分たちちちちでででで勝手勝手勝手勝手にににに決決決決めているのだという説明とはめているのだという説明とはめているのだという説明とはめているのだという説明とは論論論論理理理理的的的的には合には合には合には合わわわわないでしないでしないでしないでしょょょょう。どうですう。どうですう。どうですう。どうですか。か。か。か。○北條税務課長○北條税務課長○北條税務課長○北條税務課長 先ほど先ほど先ほど先ほど申申申申し上げましたが、し上げましたが、し上げましたが、し上げましたが、目目目目的的的的税税税税であるかであるかであるかであるか普普普普通通通通税税税税であるかというのは地であるかというのは地であるかというのは地であるかというのは地方方方方税税税税法法法法上の上の上の上の概概概概念の中で念の中で念の中で念の中で決決決決まっていますので、まっていますので、まっていますので、まっていますので、法人法人法人法人県民県民県民県民税税税税についてはについてはについてはについては普普普普通通通通税税税税であると言であると言であると言であると言わわわわせせせせていただきました。ただ、ていただきました。ただ、ていただきました。ただ、ていただきました。ただ、実際実際実際実際のののの使使使使途途途途については奈良県で福については奈良県で福については奈良県で福については奈良県で福祉祉祉祉施設施設施設施設、、、、医医医医療療療療施設等施設等施設等施設等にににに限限限限定し定し定し定してててて使わ使わ使わ使わせていただくことは言っています。そのせていただくことは言っています。そのせていただくことは言っています。そのせていただくことは言っています。その超過超過超過超過課課課課税税税税の分にははっきりしたの分にははっきりしたの分にははっきりしたの分にははっきりした目目目目的的的的を持っを持っを持っを持ってやっているということですので。一てやっているということですので。一てやっているということですので。一てやっているということですので。一般般般般税税税税かかかか普普普普通通通通税税税税かかかか目目目目的的的的税税税税かということでお尋ねにならかということでお尋ねにならかということでお尋ねにならかということでお尋ねになられれば、それはれれば、それはれれば、それはれれば、それは普普普普通通通通税税税税ですとなるのですが、ですとなるのですが、ですとなるのですが、ですとなるのですが、目目目目的的的的を持ってやっていることに関しては間を持ってやっていることに関しては間を持ってやっていることに関しては間を持ってやっていることに関しては間違違違違いごいごいごいござざざざいませいませいませいませんんんん。。。。



---- 11115555 ----

○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員 地方地方地方地方自自自自治治治治法法法法の中にの中にの中にの中に掲掲掲掲げられているげられているげられているげられている収収収収入入入入の中で、本の中で、本の中で、本の中で、本当当当当に受に受に受に受益益益益者者者者負担負担負担負担のものであのものであのものであのものであればればればれば手手手手数数数数料料料料やややや負担負担負担負担金金金金というというというという形形形形ですよね。だけれど、それは一ですよね。だけれど、それは一ですよね。だけれど、それは一ですよね。だけれど、それは一概概概概に言えないというところのに言えないというところのに言えないというところのに言えないというところの枠枠枠枠がだがだがだがだんんんんだだだだんんんん広くなっていって、例えば広くなっていって、例えば広くなっていって、例えば広くなっていって、例えば今回今回今回今回、福、福、福、福祉祉祉祉施設施設施設施設やややや医医医医療療療療施設施設施設施設のののの整整整整備に関する、これ備に関する、これ備に関する、これ備に関する、これはははは別別別別にににに企企企企業だけが受業だけが受業だけが受業だけが受益益益益を受けている問を受けている問を受けている問を受けている問題題題題ではないではないですか。それにではないではないですか。それにではないではないですか。それにではないではないですか。それに特特特特定されてこの定されてこの定されてこの定されてこの税税税税金金金金の０の０の０の０．．．．８８８８％％％％を取られるのは、私たを取られるのは、私たを取られるのは、私たを取られるのは、私たちちちちのののの感覚感覚感覚感覚としてはおかしいととしてはおかしいととしてはおかしいととしてはおかしいと思思思思っているのですよ。っているのですよ。っているのですよ。っているのですよ。これは私のこれは私のこれは私のこれは私の意見意見意見意見ですが。なですが。なですが。なですが。なぜぜぜぜそういったことを言うのかというと、議会というのがそういったことを言うのかというと、議会というのがそういったことを言うのかというと、議会というのがそういったことを言うのかというと、議会というのがイギリイギリイギリイギリススススでででで世界世界世界世界でででで初初初初めてめてめてめて設置設置設置設置されたときのされたときのされたときのされたときの目目目目的的的的は、は、は、は、国国国国民が民が民が民が税負担税負担税負担税負担に対して、に対して、に対して、に対して、王王王王がががが勝手勝手勝手勝手にににに税税税税をどをどをどをどんんんんどどどどん自ん自ん自ん自由由由由にににに決決決決めることはけしからめることはけしからめることはけしからめることはけしからんんんんということで議会をということで議会をということで議会をということで議会を設置設置設置設置したのです。だから、このしたのです。だから、このしたのです。だから、このしたのです。だから、この税税税税の議の議の議の議論論論論というのは、議会の中で一というのは、議会の中で一というのは、議会の中で一というのは、議会の中で一番番番番大事な部分なのですよ。だからこういった大事な部分なのですよ。だからこういった大事な部分なのですよ。だからこういった大事な部分なのですよ。だからこういった話話話話をしていをしていをしていをしているるるるわわわわけで。だけれど、けで。だけれど、けで。だけれど、けで。だけれど、法法法法律律律律上でこういう名上でこういう名上でこういう名上でこういう名目目目目、言、言、言、言葉葉葉葉がががが書書書書かれているというけれど、かれているというけれど、かれているというけれど、かれているというけれど、租租租租税税税税理理理理論論論論として中として中として中として中身身身身にににに入入入入っていけば、このっていけば、このっていけば、このっていけば、この税税税税というのは、この間というのは、この間というのは、この間というのは、この間少少少少し聞きましたが、し聞きましたが、し聞きましたが、し聞きましたが、企企企企業の方た業の方た業の方た業の方たちちちちが、そういったが、そういったが、そういったが、そういった施設施設施設施設をををを利用利用利用利用してしてしてして環境環境環境環境整整整整備、よくなるのだというようなことをおっし備、よくなるのだというようなことをおっし備、よくなるのだというようなことをおっし備、よくなるのだというようなことをおっしゃゃゃゃっっっっていたとていたとていたとていたと思思思思うのですが、そのようなものはうのですが、そのようなものはうのですが、そのようなものはうのですが、そのようなものは普普普普通に住通に住通に住通に住んんんんでいても、でいても、でいても、でいても、保保保保険険険険証証証証を持ってを持ってを持ってを持って病院へ病院へ病院へ病院へ行行行行けば、そういった受けば、そういった受けば、そういった受けば、そういった受益益益益は受けられるではないですか。だから、明は受けられるではないですか。だから、明は受けられるではないですか。だから、明は受けられるではないですか。だから、明確確確確になっていないでしになっていないでしになっていないでしになっていないでしょょょょう。本う。本う。本う。本来来来来、本、本、本、本当当当当にににに彼彼彼彼らに多らに多らに多らに多少少少少なりとも受なりとも受なりとも受なりとも受益益益益があるものであればがあるものであればがあるものであればがあるものであればわわわわかりますよ。かりますよ。かりますよ。かりますよ。普普普普通、通、通、通、従従従従業業業業員の方が員の方が員の方が員の方が家家家家にににに帰帰帰帰って一って一って一って一個個個個人人人人として住として住として住として住んんんんでいても、でいても、でいても、でいても、病院病院病院病院にににに行行行行けるではないですか。なけるではないですか。なけるではないですか。なけるではないですか。なぜぜぜぜ企企企企業業業業にいてなければいけないのですか。にいてなければいけないのですか。にいてなければいけないのですか。にいてなければいけないのですか。国国国国民民民民健康健康健康健康保保保保険険険険もありますよ、もありますよ、もありますよ、もありますよ、昭昭昭昭和和和和３６年以３６年以３６年以３６年以降降降降。。。。介護保介護保介護保介護保険険険険制度制度制度制度ができて、全部ができて、全部ができて、全部ができて、全部今今今今その辺その辺その辺その辺整整整整備されているではないですか。そのあたりはいかがです備されているではないですか。そのあたりはいかがです備されているではないですか。そのあたりはいかがです備されているではないですか。そのあたりはいかがですか。重か。重か。重か。重要要要要なところなのでごなところなのでごなところなのでごなところなのでご答弁答弁答弁答弁をいただきたいです。をいただきたいです。をいただきたいです。をいただきたいです。○北條税務課長○北條税務課長○北條税務課長○北條税務課長 ままままずずずず、、、、標標標標準準準準税税税税率率率率よりも多くとれるよりも多くとれるよりも多くとれるよりも多くとれる根拠根拠根拠根拠ですが、地方ですが、地方ですが、地方ですが、地方税税税税法法法法第１第１第１第１条条条条で、地方で、地方で、地方で、地方団団団団体体体体が課が課が課が課税税税税する場合に、通する場合に、通する場合に、通する場合に、通常常常常によるによるによるによるべべべべきききき税税税税率率率率で、そので、そので、そので、その財政財政財政財政上、その他の上、その他の上、その他の上、その他の必要必要必要必要があるとがあるとがあるとがあると認認認認めめめめるときにはこれによることをるときにはこれによることをるときにはこれによることをるときにはこれによることを要要要要しないとなっており、しないとなっており、しないとなっており、しないとなっており、必要必要必要必要があれば地方があれば地方があれば地方があれば地方税税税税法法法法で定めているで定めているで定めているで定めている標標標標準準準準税税税税率率率率よりも多く取れるということがごよりも多く取れるということがごよりも多く取れるということがごよりも多く取れるということがござざざざいますので、奈良県としてどのようないますので、奈良県としてどのようないますので、奈良県としてどのようないますので、奈良県としてどのような必要必要必要必要ががががあるのかを明あるのかを明あるのかを明あるのかを明確確確確にするために福にするために福にするために福にするために福祉祉祉祉施設施設施設施設やややや医医医医療療療療施設施設施設施設にににに使わ使わ使わ使わせていただきたいとせていただきたいとせていただきたいとせていただきたいと目目目目的的的的を明を明を明を明確確確確ににににしているところです。ですから、川田委員がしているところです。ですから、川田委員がしているところです。ですから、川田委員がしているところです。ですから、川田委員が税税税税に関してはに関してはに関してはに関しては非常非常非常非常に重に重に重に重要要要要だということですのだということですのだということですのだということですので、奈良県として、で、奈良県として、で、奈良県として、で、奈良県として、標標標標準準準準税税税税率率率率よりも多く取るということのよりも多く取るということのよりも多く取るということのよりも多く取るということの目目目目的的的的を明を明を明を明確確確確にしているところでにしているところでにしているところでにしているところです。す。す。す。そして、そして、そして、そして、法人法人法人法人にににに直接直接直接直接関係のない、関係のない、関係のない、関係のない、メリットメリットメリットメリットがないようながないようながないようながないような施策施策施策施策ではないのかということにではないのかということにではないのかということにではないのかということに関しては、先ほど関しては、先ほど関しては、先ほど関しては、先ほど申申申申し上げましたが、し上げましたが、し上げましたが、し上げましたが、法人法人法人法人県民県民県民県民税税税税についてはもともとについてはもともとについてはもともとについてはもともと普普普普通通通通税税税税であり、であり、であり、であり、目目目目的的的的が定まっていませが定まっていませが定まっていませが定まっていませんんんん。。。。法人法人法人法人から取るからといってから取るからといってから取るからといってから取るからといって法人法人法人法人にににに必ず必ず必ず必ず利益利益利益利益をををを返返返返すというすというすというすという税税税税金金金金ではごではごではごではご
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ざざざざいませいませいませいませんんんんので、いろいろなことにので、いろいろなことにので、いろいろなことにので、いろいろなことに使使使使えるということです。いろいろなことにえるということです。いろいろなことにえるということです。いろいろなことにえるということです。いろいろなことに使使使使いますのいますのいますのいますので、で、で、で、必ず必ず必ず必ずしもしもしもしも法人法人法人法人ににににメリットメリットメリットメリットがないがないがないがない施策施策施策施策についてについてについてについて法人法人法人法人県民県民県民県民税税税税のののの税収税収税収税収をををを使使使使ってはいけないとってはいけないとってはいけないとってはいけないということではないということではないということではないということではないと思思思思っています。っています。っています。っています。○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員 ということは、ということは、ということは、ということは、法人法人法人法人にににに何何何何ののののメリットメリットメリットメリットもないのに、一もないのに、一もないのに、一もないのに、一般般般般の県民レの県民レの県民レの県民レベベベベルルルルで、生活で、生活で、生活で、生活ににににプラスプラスプラスプラスアアアアルルルルフフフファァァァののののメリットメリットメリットメリットがないのに、がないのに、がないのに、がないのに、法法法法律律律律上でこのように上でこのように上でこのように上でこのように書書書書いているから、いているから、いているから、いているから、税税税税金金金金を取を取を取を取るのだというようにるのだというようにるのだというようにるのだというように今今今今のののの答弁答弁答弁答弁だと聞こえるので、それでよろしいのですね。だと聞こえるので、それでよろしいのですね。だと聞こえるので、それでよろしいのですね。だと聞こえるので、それでよろしいのですね。○北條税務課長○北條税務課長○北條税務課長○北條税務課長 法人法人法人法人県民県民県民県民税税税税は地方は地方は地方は地方税税税税法法法法上、上、上、上、普普普普通通通通税税税税でででで目目目目的的的的を定められていませを定められていませを定められていませを定められていませんんんんので、そので、そので、そので、そのののの使使使使途途途途についてはについてはについてはについては基基基基本本本本的的的的にはにはにはには行政行政行政行政機関機関機関機関側側側側がががが決決決決めるめるめるめるべべべべきで、きで、きで、きで、自自自自由由由由にににに決決決決められるものであるこめられるものであるこめられるものであるこめられるものであることをとをとをとを答弁答弁答弁答弁させていただきました。それ以上でも以下でもごさせていただきました。それ以上でも以下でもごさせていただきました。それ以上でも以下でもごさせていただきました。それ以上でも以下でもござざざざいませいませいませいませんんんん。。。。○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員 いや、聞いてるいや、聞いてるいや、聞いてるいや、聞いてる意意意意味味味味がかがかがかがかみみみみ合っていないのですが、これは合っていないのですが、これは合っていないのですが、これは合っていないのですが、これは法人法人法人法人に３に３に３に３億億億億数数数数千千千千万万万万円円円円をごをごをごをご負担負担負担負担いただいているいただいているいただいているいただいているわわわわけではないですか。奈良県にとってはありがたいことですが、けではないですか。奈良県にとってはありがたいことですが、けではないですか。奈良県にとってはありがたいことですが、けではないですか。奈良県にとってはありがたいことですが、今今今今のののの北條北條北條北條税税税税務課長の務課長の務課長の務課長の答弁答弁答弁答弁だと、だと、だと、だと、直接的直接的直接的直接的ににににメリットメリットメリットメリットがないがないがないがないわわわわけでしけでしけでしけでしょょょょう。もう一う。もう一う。もう一う。もう一度度度度言います言います言います言いますが、一が、一が、一が、一般般般般県民レ県民レ県民レ県民レベベベベルルルルでいるでいるでいるでいる条条条条件に件に件に件にプラスプラスプラスプラスアアアアルルルルフフフファァァァをををを特化特化特化特化されたされたされたされたメリットメリットメリットメリットが、が、が、が、企企企企業には業には業には業には別別別別ににににないないないないわわわわけでしけでしけでしけでしょょょょう。だけれど、う。だけれど、う。だけれど、う。だけれど、当然法当然法当然法当然法律律律律にににに違違違違反反反反していたらしていたらしていたらしていたら税税税税徴徴徴徴収収収収ができないができないができないができないわわわわけですから、けですから、けですから、けですから、法法法法律律律律にはにはにはには違違違違反反反反していないとしていないとしていないとしていないと仮仮仮仮定しても、問定しても、問定しても、問定しても、問題題題題はその取っているはその取っているはその取っているはその取っている姿勢姿勢姿勢姿勢ではないですか。ではないですか。ではないですか。ではないですか。今回今回今回今回、奈良県、奈良県、奈良県、奈良県税税税税制調査制調査制調査制調査会の議事会の議事会の議事会の議事録録録録も出していただきました。も出していただきました。も出していただきました。も出していただきました。今後今後今後今後のののの審審審審議もあるので、委議もあるので、委議もあるので、委議もあるので、委員の名前や員の名前や員の名前や員の名前や誰誰誰誰がどのようなことを言ったというのは言いませがどのようなことを言ったというのは言いませがどのようなことを言ったというのは言いませがどのようなことを言ったというのは言いませんんんんが、内が、内が、内が、内容容容容だけだけだけだけ簡簡簡簡単単単単に言ってに言ってに言ってに言っておきたいのですが、例えばある一部の委員から、奈良県のおきたいのですが、例えばある一部の委員から、奈良県のおきたいのですが、例えばある一部の委員から、奈良県のおきたいのですが、例えばある一部の委員から、奈良県の法人法人法人法人にとってどのような受にとってどのような受にとってどのような受にとってどのような受益益益益ををををもたらしているのかということをもたらしているのかということをもたらしているのかということをもたらしているのかということを真真真真剣剣剣剣にににに考考考考えていかなければならないというえていかなければならないというえていかなければならないというえていかなければならないという意見意見意見意見が出ていが出ていが出ていが出ているのですよ。るのですよ。るのですよ。るのですよ。別別別別の委員も、事業にの委員も、事業にの委員も、事業にの委員も、事業に密接密接密接密接な関係があるな関係があるな関係があるな関係があるわわわわけではないといったけではないといったけではないといったけではないといった指指指指摘摘摘摘もされていもされていもされていもされていますし、ますし、ますし、ますし、使使使使途途途途に関しても、これもに関しても、これもに関しても、これもに関しても、これも古古古古いいいいシシシシスススステテテテムムムムであると。であると。であると。であると。社社社社会会会会保障保障保障保障とととと税税税税の一の一の一の一体改革体改革体改革体改革でででで社社社社会会会会保障保障保障保障のののの負担負担負担負担はまさにはまさにはまさにはまさに今今今今、消、消、消、消費税費税費税費税をををを値値値値上げしているので、上げしているので、上げしているので、上げしているので、税税税税率率率率を上げていますよね、を上げていますよね、を上げていますよね、を上げていますよね、今度今度今度今度１０１０１０１０％％％％に内に内に内に内閣閣閣閣総理大総理大総理大総理大臣臣臣臣がががが踏踏踏踏みみみみ切切切切られるかどうかはられるかどうかはられるかどうかはられるかどうかは別別別別としてとしてとしてとしても、一も、一も、一も、一応応応応、、、、今今今今の予定では上がると言の予定では上がると言の予定では上がると言の予定では上がると言わわわわれていますよね。それはれていますよね。それはれていますよね。それはれていますよね。それは社社社社会会会会保障保障保障保障に対して全てに対して全てに対して全てに対して全て使使使使っっっっていくのだというていくのだというていくのだというていくのだという答弁答弁答弁答弁もももも過去過去過去過去にありましたから、そのようににありましたから、そのようににありましたから、そのようににありましたから、そのようにみみみみなとっているなとっているなとっているなとっているわわわわけですけれけですけれけですけれけですけれどね。だって、これどね。だって、これどね。だって、これどね。だって、これ二二二二重取りになってくる重取りになってくる重取りになってくる重取りになってくるわわわわけですよ。こけですよ。こけですよ。こけですよ。こちちちちらでは消らでは消らでは消らでは消費税費税費税費税もそのもそのもそのもその社社社社会会会会保障保障保障保障料料料料を取られていく。これはを取られていく。これはを取られていく。これはを取られていく。これは子子子子育育育育てててて三三三三法法法法のののの法法法法律律律律もできてきている、もできてきている、もできてきている、もできてきている、子子子子どものことにもどものことにもどものことにもどものことにも使使使使ってってってっている、あといる、あといる、あといる、あと障害障害障害障害者者者者にもにもにもにも使使使使っていく。いろいろなっていく。いろいろなっていく。いろいろなっていく。いろいろな施設施設施設施設関関関関連連連連も出てくるでしも出てくるでしも出てくるでしも出てくるでしょょょょう。だけれど、う。だけれど、う。だけれど、う。だけれど、これはまたこれはまたこれはまたこれはまた別別別別にににに負担負担負担負担しなければならないということをこの委員はおっししなければならないということをこの委員はおっししなければならないということをこの委員はおっししなければならないということをこの委員はおっしゃゃゃゃっているとっているとっているとっていると思思思思ううううのですね。これは消のですね。これは消のですね。これは消のですね。これは消費税費税費税費税ということでということでということでということで国国国国民に民に民に民に求求求求めているのだということですね。めているのだということですね。めているのだということですね。めているのだということですね。
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それで、それで、それで、それで、今回今回今回今回、議案が提案されて、私が、議案が提案されて、私が、議案が提案されて、私が、議案が提案されて、私が今回今回今回今回残残残残念だと念だと念だと念だと思思思思うのが、奈良県うのが、奈良県うのが、奈良県うのが、奈良県税税税税制調査制調査制調査制調査会が、会が、会が、会が、全全全全国的国的国的国的にもにもにもにも有有有有名な委員がこういったことを言ってこられた、だから名な委員がこういったことを言ってこられた、だから名な委員がこういったことを言ってこられた、だから名な委員がこういったことを言ってこられた、だから我我我我 々々々々はそれをはそれをはそれをはそれを尊尊尊尊重する重する重する重するのだと言っているけれど、議事のだと言っているけれど、議事のだと言っているけれど、議事のだと言っているけれど、議事録録録録をををを読読読読んんんんだら、中だら、中だら、中だら、中身身身身全全全全然然然然違違違違うのですよ。うのですよ。うのですよ。うのですよ。最終的最終的最終的最終的には、まあには、まあには、まあには、まあまあ、まあ、まあ、まあ、継継継継続したらいいと。この中でも続したらいいと。この中でも続したらいいと。この中でも続したらいいと。この中でもわわわわからないのが、からないのが、からないのが、からないのが、ひひひひとつとつとつとつ教教教教えていただきたいのですえていただきたいのですえていただきたいのですえていただきたいのですが、ある委員がが、ある委員がが、ある委員がが、ある委員が使使使使途途途途について、について、について、について、４４４４０年前にできた０年前にできた０年前にできた０年前にできた保障保障保障保障をををを目目目目的的的的にしたものなので、もうおかにしたものなので、もうおかにしたものなので、もうおかにしたものなので、もうおかしいだろうと。だから、しいだろうと。だから、しいだろうと。だから、しいだろうと。だから、使使使使途途途途をををを途途途途中で中で中で中で変変変変えてえてえてえて使使使使っていいのかと。っていいのかと。っていいのかと。っていいのかと。今今今今はもう、会はもう、会はもう、会はもう、会社社社社のののの教育教育教育教育にににに使使使使ったり、ったり、ったり、ったり、女女女女性性性性進出に進出に進出に進出に何何何何かかかか役役役役にににに立立立立つことにつことにつことにつことに使使使使ったらどうだというったらどうだというったらどうだというったらどうだという意見意見意見意見も奈良県も奈良県も奈良県も奈良県税税税税制調査制調査制調査制調査会会会会の中で出ていますよね。ところが、そういったものを、の中で出ていますよね。ところが、そういったものを、の中で出ていますよね。ところが、そういったものを、の中で出ていますよね。ところが、そういったものを、今回今回今回今回はもうはもうはもうはもう期期期期限限限限切切切切れになっているれになっているれになっているれになっているから、急にから、急にから、急にから、急に財源財源財源財源がなくなるのも大がなくなるのも大がなくなるのも大がなくなるのも大変変変変だろうと。だから、続けていくとしても、だろうと。だから、続けていくとしても、だろうと。だから、続けていくとしても、だろうと。だから、続けていくとしても、途途途途中で中で中で中で変変変変更更更更できるのかとお聞かれになっているできるのかとお聞かれになっているできるのかとお聞かれになっているできるのかとお聞かれになっているわわわわけですよ。これに対して、けですよ。これに対して、けですよ。これに対して、けですよ。これに対して、可可可可能能能能だとだとだとだと思思思思いますといますといますといますと北條北條北條北條税税税税務課長が務課長が務課長が務課長が答答答答えられているのです。これどこがえられているのです。これどこがえられているのです。これどこがえられているのです。これどこが可可可可能能能能なのですか。なのですか。なのですか。なのですか。使使使使途途途途はははは条条条条例で例で例で例で決決決決めているめているめているめているのでしのでしのでしのでしょょょょう、奈良県う、奈良県う、奈良県う、奈良県社社社社会福会福会福会福祉祉祉祉施設等施設等施設等施設等整整整整備備備備基金条基金条基金条基金条例で。議会の議例で。議会の議例で。議会の議例で。議会の議決決決決がなかったらできないのがなかったらできないのがなかったらできないのがなかったらできないのではないですか。どうなのですか。ではないですか。どうなのですか。ではないですか。どうなのですか。ではないですか。どうなのですか。○北條税務課長○北條税務課長○北條税務課長○北條税務課長 今今今今、川田委員がお、川田委員がお、川田委員がお、川田委員がお述べ述べ述べ述べになられたように、あくまでもになられたように、あくまでもになられたように、あくまでもになられたように、あくまでも条条条条例で例で例で例で決決決決めていまめていまめていまめていますので、すので、すので、すので、条条条条例を例を例を例を改正改正改正改正することですることですることですることで可可可可能能能能だと、だと、だと、だと、制度的制度的制度的制度的にににに可可可可能能能能だと言っただと言っただと言っただと言ったわわわわけで、けで、けで、けで、自自自自由由由由にににに使使使使途途途途をををを変変変変えられるというえられるというえられるというえられるという意意意意味味味味合いではご合いではご合いではご合いではござざざざいませいませいませいませんんんん。。。。○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員 制度的制度的制度的制度的にって、そのような言い方はないのではないですか。それだと、にって、そのような言い方はないのではないですか。それだと、にって、そのような言い方はないのではないですか。それだと、にって、そのような言い方はないのではないですか。それだと、何何何何ででででも言えるではないですか。日本がも言えるではないですか。日本がも言えるではないですか。日本がも言えるではないですか。日本が軍軍軍軍隊隊隊隊をををを世界世界世界世界中に中に中に中に派派派派遣遣遣遣する、その言する、その言する、その言する、その言葉葉葉葉だけをとれば、だけをとれば、だけをとれば、だけをとれば、みみみみなななな大大大大騒ぎ騒ぎ騒ぎ騒ぎになりますよ。いやいや、私はになりますよ。いやいや、私はになりますよ。いやいや、私はになりますよ。いやいや、私は憲憲憲憲法改正法改正法改正法改正のののの手手手手続をとれば、続をとれば、続をとれば、続をとれば、制度的制度的制度的制度的に言ったまでだと。に言ったまでだと。に言ったまでだと。に言ったまでだと。そういう言い方は多分ないとそういう言い方は多分ないとそういう言い方は多分ないとそういう言い方は多分ないと思思思思います。います。います。います。普普普普通、説明するのであれば、通、説明するのであれば、通、説明するのであれば、通、説明するのであれば、条条条条例で例で例で例で今使今使今使今使途途途途はははは決決決決めめめめているから、これのているから、これのているから、これのているから、これの改正改正改正改正案を議会に提示して、案を議会に提示して、案を議会に提示して、案を議会に提示して、可可可可決決決決いただいた場合にはいただいた場合にはいただいた場合にはいただいた場合には可可可可能能能能であるというであるというであるというであるというのがのがのがのが正正正正式式式式な説明ではないのですか。それをここでな説明ではないのですか。それをここでな説明ではないのですか。それをここでな説明ではないのですか。それをここで可可可可能能能能だとだとだとだと思思思思いますと一言言いいますと一言言いいますと一言言いいますと一言言い切切切切っているっているっているっているではないですか。それで、どういう受け取り方をされたのかではないですか。それで、どういう受け取り方をされたのかではないですか。それで、どういう受け取り方をされたのかではないですか。それで、どういう受け取り方をされたのか知知知知りませりませりませりませんんんんが、そのが、そのが、そのが、その後後後後でででで税税税税率率率率のののの見直見直見直見直しをするしをするしをするしをする考考考考え方もあるとか、いろいろなほかのえ方もあるとか、いろいろなほかのえ方もあるとか、いろいろなほかのえ方もあるとか、いろいろなほかの意見意見意見意見もももも挟挟挟挟んんんんだ中で、だ中で、だ中で、だ中で、最後最後最後最後には、２年には、２年には、２年には、２年ぐぐぐぐらいしたららいしたららいしたららいしたら変変変変更更更更しようと、それまでに議しようと、それまでに議しようと、それまでに議しようと、それまでに議論論論論しようということで、そのしようということで、そのしようということで、そのしようということで、その旨旨旨旨でででで答申答申答申答申をつくっをつくっをつくっをつくっていきたいとていきたいとていきたいとていきたいと思思思思いますということでいますということでいますということでいますということで最後最後最後最後、、、、終わ終わ終わ終わっているっているっているっているわわわわけです。それでけです。それでけです。それでけです。それで今回今回今回今回のののの答申答申答申答申が出が出が出が出てきた。てきた。てきた。てきた。今回今回今回今回のののの答申答申答申答申の中にもの中にもの中にもの中にも変変変変更更更更するようなするようなするようなするような旨旨旨旨書書書書かれていますよね。だけれど、かれていますよね。だけれど、かれていますよね。だけれど、かれていますよね。だけれど、何何何何がががが残残残残念念念念かというと、総務警察委員会でこかというと、総務警察委員会でこかというと、総務警察委員会でこかというと、総務警察委員会でこちちちちらから聞かなければ、そういったことの説明も全らから聞かなければ、そういったことの説明も全らから聞かなければ、そういったことの説明も全らから聞かなければ、そういったことの説明も全然然然然なななないいいいわわわわけではないですか。課けではないですか。課けではないですか。課けではないですか。課税税税税権権権権に対して、それはもう全て明らかに、どういうに対して、それはもう全て明らかに、どういうに対して、それはもう全て明らかに、どういうに対して、それはもう全て明らかに、どういう意見意見意見意見があっがあっがあっがあったのか、どういう議たのか、どういう議たのか、どういう議たのか、どういう議論論論論があったのか、があったのか、があったのか、があったのか、結結結結論論論論の一部だけをとってなの一部だけをとってなの一部だけをとってなの一部だけをとってなんんんんて。私も地方議会、長て。私も地方議会、長て。私も地方議会、長て。私も地方議会、長
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くやっていますが、そのような説明は聞いたことがない。くやっていますが、そのような説明は聞いたことがない。くやっていますが、そのような説明は聞いたことがない。くやっていますが、そのような説明は聞いたことがない。人人人人からおからおからおからお金金金金をををを徴徴徴徴収収収収するのだから、するのだから、するのだから、するのだから、普普普普通はもっと通はもっと通はもっと通はもっと丁丁丁丁寧寧寧寧な説明をしますよ。これは、議会発な説明をしますよ。これは、議会発な説明をしますよ。これは、議会発な説明をしますよ。これは、議会発祥祥祥祥のもととなったのもととなったのもととなったのもととなった原因原因原因原因でしでしでしでしょょょょう。う。う。う。だけれど、ここまでのだけれど、ここまでのだけれど、ここまでのだけれど、ここまでの意見意見意見意見が奈良県が奈良県が奈良県が奈良県税税税税制調査制調査制調査制調査会の中でもいろいろやられている中で、本会の中でもいろいろやられている中で、本会の中でもいろいろやられている中で、本会の中でもいろいろやられている中で、本来来来来であればそういったことも全部説明した上で、それで２年であればそういったことも全部説明した上で、それで２年であればそういったことも全部説明した上で、それで２年であればそういったことも全部説明した上で、それで２年後後後後、、、、変変変変えるのであれば、えるのであれば、えるのであれば、えるのであれば、実実実実はははは２年２年２年２年後後後後にににに条条条条例の例の例の例の改正改正改正改正もしたいのだと、その提案もお願いする予定なのだと、それであれば、もしたいのだと、その提案もお願いする予定なのだと、それであれば、もしたいのだと、その提案もお願いする予定なのだと、それであれば、もしたいのだと、その提案もお願いする予定なのだと、それであれば、２年で出したらいいではないですか。２年で出したらいいではないですか。２年で出したらいいではないですか。２年で出したらいいではないですか。何何何何でででで５５５５年間も出すのですか。そういう理年間も出すのですか。そういう理年間も出すのですか。そういう理年間も出すのですか。そういう理論論論論になってになってになってになってくるのではないですかね、いかがですか。くるのではないですかね、いかがですか。くるのではないですかね、いかがですか。くるのではないですかね、いかがですか。○北條税務課長○北條税務課長○北條税務課長○北條税務課長 奈良県奈良県奈良県奈良県税税税税制調査制調査制調査制調査会での会での会での会での答申答申答申答申の内の内の内の内容容容容は、は、は、は、使使使使途途途途についてそのままでいいのかについてそのままでいいのかについてそのままでいいのかについてそのままでいいのかどうかは、どうかは、どうかは、どうかは、５５５５年間の間であっても年間の間であっても年間の間であっても年間の間であっても途途途途中で中で中で中で見直見直見直見直しをしまししをしまししをしまししをしましょょょょうということだけであって、うということだけであって、うということだけであって、うということだけであって、見見見見直直直直しをしたしをしたしをしたしをした結果結果結果結果、そのまま、そのまま、そのまま、そのまま継継継継続するということもありますし、続するということもありますし、続するということもありますし、続するということもありますし、今今今今、川田委員がお、川田委員がお、川田委員がお、川田委員がお述べ述べ述べ述べになになになになられたように、場合によればられたように、場合によればられたように、場合によればられたように、場合によれば条条条条例例例例改正改正改正改正をしてをしてをしてをして変変変変えていくこともありえていくこともありえていくこともありえていくこともあり得得得得るということであっるということであっるということであっるということであって、あくまでもて、あくまでもて、あくまでもて、あくまでも条条条条例例例例改正改正改正改正を予定しているということではありませを予定しているということではありませを予定しているということではありませを予定しているということではありませんんんん。。。。それで、課それで、課それで、課それで、課税税税税についてはについてはについてはについては非常非常非常非常に重に重に重に重要要要要なことなので、なことなので、なことなので、なことなので、税税税税制調査制調査制調査制調査会をやり、会をやり、会をやり、会をやり、税税税税制調査制調査制調査制調査会の内会の内会の内会の内容容容容についてもについてもについてもについても公表公表公表公表していって、多くのしていって、多くのしていって、多くのしていって、多くの人人人人に聞いていただいているというところです。に聞いていただいているというところです。に聞いていただいているというところです。に聞いていただいているというところです。○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員 理理理理屈屈屈屈を聞いていてもを聞いていてもを聞いていてもを聞いていても切切切切りがないので、だったら、いろいろなとり方ができなりがないので、だったら、いろいろなとり方ができなりがないので、だったら、いろいろなとり方ができなりがないので、だったら、いろいろなとり方ができない言い言い言い言葉葉葉葉で、きで、きで、きで、きちんちんちんちんと説明してください。と説明してください。と説明してください。と説明してください。条条条条例例例例改正改正改正改正を予定しているものではないと言うけれを予定しているものではないと言うけれを予定しているものではないと言うけれを予定しているものではないと言うけれど、ど、ど、ど、答申作答申作答申作答申作成に成に成に成に至至至至って、ここでって、ここでって、ここでって、ここで変変変変更更更更がががが可可可可能能能能だというままだというままだというままだというままずずずずっとっとっとっと来来来来ているているているているわわわわけでしけでしけでしけでしょょょょう。どう。どう。どう。どうせ言っても、そういう言い方をしたのではないなどと、うせ言っても、そういう言い方をしたのではないなどと、うせ言っても、そういう言い方をしたのではないなどと、うせ言っても、そういう言い方をしたのではないなどと、自自自自分の分の分の分の思思思思いを言いを言いを言いを言わわわわれてもれてもれてもれてもわわわわからからからからないので、それならきないので、それならきないので、それならきないので、それならきちんちんちんちんとした言とした言とした言とした言葉葉葉葉できできできできちんちんちんちんとした説明をいただければ、それでいいでとした説明をいただければ、それでいいでとした説明をいただければ、それでいいでとした説明をいただければ、それでいいではないですか。そしたらこの内はないですか。そしたらこの内はないですか。そしたらこの内はないですか。そしたらこの内容容容容もももも変わ変わ変わ変わっていたかもしれないではないですか。っていたかもしれないではないですか。っていたかもしれないではないですか。っていたかもしれないではないですか。途途途途中で中で中で中で条条条条例を例を例を例を変変変変えないといけないのであれば、２年えないといけないのであれば、２年えないといけないのであれば、２年えないといけないのであれば、２年ぐぐぐぐらいでらいでらいでらいで変変変変えようということでね。議事えようということでね。議事えようということでね。議事えようということでね。議事録録録録の中の中の中の中ではではではでは書書書書いているいているいているいているわわわわけですからね。そういうけですからね。そういうけですからね。そういうけですからね。そういう意見意見意見意見になっているのであれば、になっているのであれば、になっているのであれば、になっているのであれば、５５５５年出されるの年出されるの年出されるの年出されるのも２年出されるのも、も２年出されるのも、も２年出されるのも、も２年出されるのも、判判判判断断断断するのはするのはするのはするのは最終最終最終最終議会なので、やはり議会なので、やはり議会なので、やはり議会なので、やはり正確正確正確正確な説明な説明な説明な説明責責責責任任任任ということをということをということをということをやっていただきたいのです。地方やっていただきたいのです。地方やっていただきたいのです。地方やっていただきたいのです。地方自自自自治治治治法法法法第１２１第１２１第１２１第１２１条条条条に、議長から出に、議長から出に、議長から出に、議長から出席席席席をををを求求求求められた場合にめられた場合にめられた場合にめられた場合には、は、は、は、答弁答弁答弁答弁または説明のために出または説明のために出または説明のために出または説明のために出席席席席するのですよ。本するのですよ。本するのですよ。本するのですよ。本来来来来、委員会はそのまま、委員会はそのまま、委員会はそのまま、委員会はそのまま準準準準用用用用していますしていますしていますしていますので、ので、ので、ので、法法法法のののの根拠根拠根拠根拠があるのです。それは議事があるのです。それは議事があるのです。それは議事があるのです。それは議事録録録録にににに載載載載って、議事って、議事って、議事って、議事録録録録というのは全部というのは全部というのは全部というのは全部公公公公文書文書文書文書です。です。です。です。この辺をこの辺をこの辺をこの辺を意意意意識識識識してしてしてして今後今後今後今後、、、、答弁答弁答弁答弁もやっていただかないといけないともやっていただかないといけないともやっていただかないといけないともやっていただかないといけないと思思思思います。います。います。います。税税税税の関係で、この間も言っていましたけれど、の関係で、この間も言っていましたけれど、の関係で、この間も言っていましたけれど、の関係で、この間も言っていましたけれど、マクマクマクマクロロロロ経済経済経済経済のことでまたおのことでまたおのことでまたおのことでまたお考考考考えいただけえいただけえいただけえいただけないですかということで、野村総務部長、それはもうないですかということで、野村総務部長、それはもうないですかということで、野村総務部長、それはもうないですかということで、野村総務部長、それはもう研研研研究究究究していただいたのですか。していただいたのですか。していただいたのですか。していただいたのですか。○野村総務部長○野村総務部長○野村総務部長○野村総務部長 前前前前回回回回、、、、答申答申答申答申案の説明をさせていただいたときに、川田委員のお案の説明をさせていただいたときに、川田委員のお案の説明をさせていただいたときに、川田委員のお案の説明をさせていただいたときに、川田委員のお考考考考えは一えは一えは一えは一
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つのおつのおつのおつのお考考考考えなのかもしれませえなのかもしれませえなのかもしれませえなのかもしれませんんんんが、このが、このが、このが、この超過超過超過超過課課課課税税税税は日本全は日本全は日本全は日本全国国国国、ほ、ほ、ほ、ほぼぼぼぼ全部の県で全部の県で全部の県で全部の県で実際実際実際実際にやらにやらにやらにやられています。このことについて、れています。このことについて、れています。このことについて、れています。このことについて、法人法人法人法人税税税税率率率率のののの見直見直見直見直しはしはしはしは国国国国で議で議で議で議論論論論があるから、があるから、があるから、があるから、マクマクマクマクロロロロ経済経済経済経済のののの観観観観点点点点で川田委員は言で川田委員は言で川田委員は言で川田委員は言わわわわれたのではないかとれたのではないかとれたのではないかとれたのではないかと思思思思いますが、いますが、いますが、いますが、マクマクマクマクロロロロでででで法人法人法人法人税税税税率引率引率引率引き下げの議き下げの議き下げの議き下げの議論論論論がある中で、このがある中で、このがある中で、このがある中で、この税税税税率率率率をそのままにしておいていいのかというお尋ねだったと受けとめてをそのままにしておいていいのかというお尋ねだったと受けとめてをそのままにしておいていいのかというお尋ねだったと受けとめてをそのままにしておいていいのかというお尋ねだったと受けとめていますが、そのことについては、私どもとして、地域のいますが、そのことについては、私どもとして、地域のいますが、そのことについては、私どもとして、地域のいますが、そのことについては、私どもとして、地域の経済経済経済経済活活活活動動動動の中での中での中での中で法人法人法人法人が受けているが受けているが受けているが受けている受受受受益益益益について、について、について、について、超過超過超過超過課課課課税税税税というというというという形形形形で長年ごで長年ごで長年ごで長年ご負担負担負担負担いただいてるものについて、いただいてるものについて、いただいてるものについて、いただいてるものについて、今今今今ののののマクマクマクマクロロロロ経経経経済済済済での議での議での議での議論論論論がががが直結直結直結直結してしてしてして見直見直見直見直しをしをしをしを必要必要必要必要だとはだとはだとはだとは考考考考えていないところであって、奈良県えていないところであって、奈良県えていないところであって、奈良県えていないところであって、奈良県税税税税制調査制調査制調査制調査会でもそういう議会でもそういう議会でもそういう議会でもそういう議論論論論はははは特特特特にありませにありませにありませにありませんんんんでしたので、でしたので、でしたので、でしたので、継継継継続させていただきたいという続させていただきたいという続させていただきたいという続させていただきたいという答申答申答申答申ををををいただいたので、それをいただいたので、それをいただいたので、それをいただいたので、それを踏踏踏踏まえた上で、まえた上で、まえた上で、まえた上で、今回今回今回今回、２月定例県議会になりましたが、、２月定例県議会になりましたが、、２月定例県議会になりましたが、、２月定例県議会になりましたが、継継継継続の議続の議続の議続の議案を出させていただいたということでご案を出させていただいたということでご案を出させていただいたということでご案を出させていただいたということでござざざざいます。います。います。います。○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員 この間はこの間はこの間はこの間は採採採採決決決決に間に間に間に間近近近近でもなかったし、時間もあったので、こういったでもなかったし、時間もあったので、こういったでもなかったし、時間もあったので、こういったでもなかったし、時間もあったので、こういった意見意見意見意見ももももあるというあるというあるというあるという意見意見意見意見をををを申申申申している。課している。課している。課している。課税税税税に対して、議員が議会の場でに対して、議員が議会の場でに対して、議員が議会の場でに対して、議員が議会の場で意見意見意見意見も言っているも言っているも言っているも言っているわわわわけで、けで、けで、けで、本本本本来来来来、、、、調べ調べ調べ調べましたが全くましたが全くましたが全くましたが全く効果効果効果効果はないですというはないですというはないですというはないですという返返返返事なら事なら事なら事ならわわわわかります、かります、かります、かります、マクマクマクマクロロロロ経済的経済的経済的経済的なものなものなものなものは一は一は一は一切切切切関係ないですよと。そういうのならいいけれど、関係ないですよと。そういうのならいいけれど、関係ないですよと。そういうのならいいけれど、関係ないですよと。そういうのならいいけれど、頭頭頭頭から奈良県から奈良県から奈良県から奈良県税税税税制調査制調査制調査制調査会が言って会が言って会が言って会が言っているから、いるから、いるから、いるから、我我我我 々々々々はそうなのだ、それはあなたのはそうなのだ、それはあなたのはそうなのだ、それはあなたのはそうなのだ、それはあなたの意見意見意見意見はははは意見意見意見意見としてあるだろうと。課としてあるだろうと。課としてあるだろうと。課としてあるだろうと。課税税税税権権権権にににに対して、ど対して、ど対して、ど対して、どんんんんなななな意見意見意見意見を言っても、もうを言っても、もうを言っても、もうを言っても、もう税税税税制調査制調査制調査制調査会が会が会が会が決決決決めて、それをめて、それをめて、それをめて、それを尊尊尊尊重してやるのだとい重してやるのだとい重してやるのだとい重してやるのだというなら議会不うなら議会不うなら議会不うなら議会不要要要要論論論論ではないですか。ではないですか。ではないですか。ではないですか。税税税税も含めて、いろいろなも含めて、いろいろなも含めて、いろいろなも含めて、いろいろな考考考考え方があります、議会というのは、え方があります、議会というのは、え方があります、議会というのは、え方があります、議会というのは、皆皆皆皆ささささんんんんおっしおっしおっしおっしゃゃゃゃっているっているっているっているではないですか、いつも県民のではないですか、いつも県民のではないですか、いつも県民のではないですか、いつも県民の意見意見意見意見を聞きながらと言っているのだから、県民のを聞きながらと言っているのだから、県民のを聞きながらと言っているのだから、県民のを聞きながらと言っているのだから、県民の意見意見意見意見を聞を聞を聞を聞いてくださいよ。全部がいてくださいよ。全部がいてくださいよ。全部がいてくださいよ。全部が実行実行実行実行できるとはできるとはできるとはできるとは思思思思っていませっていませっていませっていませんんんんが、全くが、全くが、全くが、全く頭頭頭頭からそのようなからそのようなからそのようなからそのような意見意見意見意見はははは関係ないと。だから、関係ないと。だから、関係ないと。だから、関係ないと。だから、マクマクマクマクロロロロ経済的経済的経済的経済的なものをまたなものをまたなものをまたなものをまた考考考考えてくださいとお願いしていたではなえてくださいとお願いしていたではなえてくださいとお願いしていたではなえてくださいとお願いしていたではないですか。１いですか。１いですか。１いですか。１回調べ回調べ回調べ回調べていただいたらいいのではないですか。ていただいたらいいのではないですか。ていただいたらいいのではないですか。ていただいたらいいのではないですか。今マイ今マイ今マイ今マイナナナナス金ス金ス金ス金利利利利にもなってきにもなってきにもなってきにもなってきて、こういった状況になってきているて、こういった状況になってきているて、こういった状況になってきているて、こういった状況になってきているわわわわけではないですか。それでけではないですか。それでけではないですか。それでけではないですか。それで法人法人法人法人税税税税をまた上げる、をまた上げる、をまた上げる、をまた上げる、継継継継続と言うけれど、続と言うけれど、続と言うけれど、続と言うけれど、実際実際実際実際００００．．．．８８８８％％％％多く取る多く取る多く取る多く取るわわわわけですから、けですから、けですから、けですから、検討検討検討検討された中でされた中でされた中でされた中で結結結結論論論論が出てくるが出てくるが出てくるが出てくるのであればのであればのであればのであればわわわわかるけれど、かるけれど、かるけれど、かるけれど、頭頭頭頭から関係ないというようなから関係ないというようなから関係ないというようなから関係ないというような態態態態度度度度をとられるのであれば、私はをとられるのであれば、私はをとられるのであれば、私はをとられるのであれば、私は香芝香芝香芝香芝市から市から市から市から来来来来ていますけれど、ていますけれど、ていますけれど、ていますけれど、香芝香芝香芝香芝市民も怒ると市民も怒ると市民も怒ると市民も怒ると思思思思うし、私たうし、私たうし、私たうし、私たちちちちもいろいろなもいろいろなもいろいろなもいろいろなタタタタウウウウンンンンミミミミーーーーテテテティィィィンンンンググググをやった中で、をやった中で、をやった中で、をやった中で、皆皆皆皆ささささんんんんのごのごのごのご意見意見意見意見を聞きながら、きを聞きながら、きを聞きながら、きを聞きながら、きょょょょうにうにうにうに挑挑挑挑んんんんでいるのです。だかでいるのです。だかでいるのです。だかでいるのです。だから野村総務部長、ら野村総務部長、ら野村総務部長、ら野村総務部長、真真真真摯摯摯摯にににに検討検討検討検討すすすすべべべべきはきはきはきは検討検討検討検討して、して、して、して、結結結結論論論論はどはどはどはどちちちちらになるかはらになるかはらになるかはらになるかは別別別別としてもね。としてもね。としてもね。としてもね。それでは、それでは、それでは、それでは、何何何何のののの意見意見意見意見を言っても、全くを言っても、全くを言っても、全くを言っても、全く無駄無駄無駄無駄ですからね。そのですからね。そのですからね。そのですからね。その点点点点いかがですか。いかがですか。いかがですか。いかがですか。○野村総務部長○野村総務部長○野村総務部長○野村総務部長 川田委員の川田委員の川田委員の川田委員のマクマクマクマクロロロロ経済経済経済経済での前での前での前での前回回回回のおのおのおのお話話話話を、を、を、を、法人法人法人法人のののの国際的国際的国際的国際的競争競争競争競争力を力を力を力を確確確確保保保保すすすす
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る観る観る観る観点点点点からからからから国国国国でででで法人法人法人法人税税税税率引率引率引率引き下げの議き下げの議き下げの議き下げの議論論論論がががが行わ行わ行わ行われているが、地方れているが、地方れているが、地方れているが、地方団団団団体体体体でででで法人法人法人法人税税税税率率率率のののの超過超過超過超過課課課課税税税税をををを維維維維持するのは、そのまま持するのは、そのまま持するのは、そのまま持するのは、そのまま維維維維持でいいのかというご持でいいのかというご持でいいのかというご持でいいのかというご指指指指摘摘摘摘だったのではないかと受けとめだったのではないかと受けとめだったのではないかと受けとめだったのではないかと受けとめました。ました。ました。ました。これについては、まこれについては、まこれについては、まこれについては、まずずずず奈良県奈良県奈良県奈良県税税税税制調査制調査制調査制調査会の議会の議会の議会の議論論論論の中でそのような議の中でそのような議の中でそのような議の中でそのような議論論論論はありませはありませはありませはありませんんんんでしでしでしでしたが、全たが、全たが、全たが、全国国国国レレレレベベベベルルルルの先生方にの先生方にの先生方にの先生方に入入入入っていただいている、中にはっていただいている、中にはっていただいている、中にはっていただいている、中には政政政政府税府税府税府税制調査制調査制調査制調査会の委員もお務会の委員もお務会の委員もお務会の委員もお務めになっている方にもめになっている方にもめになっている方にもめになっている方にも入入入入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、マクマクマクマクロロロロ経済経済経済経済におけるにおけるにおけるにおける国際国際国際国際競争競争競争競争力の力の力の力の確確確確保保保保といといといという観う観う観う観点点点点では、では、では、では、法人法人法人法人税税税税がある中で、がある中で、がある中で、がある中で、恐恐恐恐らくらくらくらく国国国国のののの法人法人法人法人税税税税のののの比比比比率率率率がががが法人法人法人法人のののの負担負担負担負担の大多数をの大多数をの大多数をの大多数を担担担担ってってってっているいるいるいるわわわわけで、そこのけで、そこのけで、そこのけで、そこの税税税税率率率率をどうするのか、３０をどうするのか、３０をどうするのか、３０をどうするのか、３０％％％％以下に下げるだのな以下に下げるだのな以下に下げるだのな以下に下げるだのなんんんんだのという議だのという議だのという議だのという議論論論論ががががあったかとあったかとあったかとあったかと思思思思います。それはいます。それはいます。それはいます。それは国国国国で議で議で議で議論論論論いただいていることだといただいていることだといただいていることだといただいていることだと思思思思いますが、そのいますが、そのいますが、そのいますが、その際際際際に、地に、地に、地に、地方方方方団団団団体体体体のののの側側側側で、これはで、これはで、これはで、これは静静静静岡県以岡県以岡県以岡県以外外外外のののの４４４４６６６６都道府都道府都道府都道府県で、こういう県で、こういう県で、こういう県で、こういう超過超過超過超過課課課課税税税税をををを実際実際実際実際取っていま取っていま取っていま取っていますが、このすが、このすが、このすが、この税税税税率率率率をほかの県においても、川田委員の言っておられるようなをほかの県においても、川田委員の言っておられるようなをほかの県においても、川田委員の言っておられるようなをほかの県においても、川田委員の言っておられるような考考考考え方で、え方で、え方で、え方で、企企企企業業業業のののの国際国際国際国際競争競争競争競争力を力を力を力を維維維維持するために日本においては地方も持するために日本においては地方も持するために日本においては地方も持するために日本においては地方も今今今今までまでまでまで超過超過超過超過課課課課税税税税というのは長年やっというのは長年やっというのは長年やっというのは長年やってきたけれども、てきたけれども、てきたけれども、てきたけれども、各各各各都道府都道府都道府都道府県で県で県で県で税税税税率率率率をををを引引引引き下げよう、き下げよう、き下げよう、き下げよう、超過超過超過超過分は廃分は廃分は廃分は廃止止止止しようといったしようといったしようといったしようといった動動動動きは、きは、きは、きは、今今今今のところ聞いていないのところ聞いていないのところ聞いていないのところ聞いていないわわわわけで、けで、けで、けで、今今今今のこののこののこののこの置置置置かれた状況やかれた状況やかれた状況やかれた状況や法人法人法人法人税税税税と、県でのと、県でのと、県でのと、県での法人法人法人法人県民県民県民県民税税税税のののの役役役役割割割割その他をその他をその他をその他を考考考考えますと、奈良県として、奈良県えますと、奈良県として、奈良県えますと、奈良県として、奈良県えますと、奈良県として、奈良県税税税税制調査制調査制調査制調査会からも会からも会からも会からも特特特特段段段段のごのごのごのご意見意見意見意見がありまがありまがありまがありませせせせんんんんでしたが、でしたが、でしたが、でしたが、法人法人法人法人のののの超過超過超過超過課課課課税税税税について廃について廃について廃について廃止止止止やややや引引引引き下げなどをき下げなどをき下げなどをき下げなどを見直見直見直見直すようなことはすようなことはすようなことはすようなことは必要必要必要必要なななないのではないかといのではないかといのではないかといのではないかと考考考考えています。それはえています。それはえています。それはえています。それは答申答申答申答申のののの継継継継続を受けての対続を受けての対続を受けての対続を受けての対応応応応です。です。です。です。○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員 奈良県奈良県奈良県奈良県税税税税制調査制調査制調査制調査会の議事会の議事会の議事会の議事録録録録の中でも、もうやめたらどうだという声もあるでの中でも、もうやめたらどうだという声もあるでの中でも、もうやめたらどうだという声もあるでの中でも、もうやめたらどうだという声もあるではないですか。はないですか。はないですか。はないですか。読読読読まれているでしまれているでしまれているでしまれているでしょょょょう。たしかその場に野村総務部長も出ていらっしう。たしかその場に野村総務部長も出ていらっしう。たしかその場に野村総務部長も出ていらっしう。たしかその場に野村総務部長も出ていらっしゃゃゃゃっっっったのですよね。だから、そういうたのですよね。だから、そういうたのですよね。だから、そういうたのですよね。だから、そういう意見意見意見意見もももも書書書書いているではないですか。私はそこにいなかっいているではないですか。私はそこにいなかっいているではないですか。私はそこにいなかっいているではないですか。私はそこにいなかったので、この議事たので、この議事たので、この議事たので、この議事録録録録をををを読読読読んんんんで、それしか言えないのですが。で、それしか言えないのですが。で、それしか言えないのですが。で、それしか言えないのですが。今回今回今回今回、私が言っているのが、この０、私が言っているのが、この０、私が言っているのが、この０、私が言っているのが、この０．．．．８８８８％％％％を下げたからを下げたからを下げたからを下げたから企企企企業業業業競争競争競争競争力が力が力が力が極極極極端端端端に上がるように上がるように上がるように上がるようなばかななばかななばかななばかな話話話話をしているのではなくて、そのようなことにならないのはをしているのではなくて、そのようなことにならないのはをしているのではなくて、そのようなことにならないのはをしているのではなくて、そのようなことにならないのはわわわわかっているではなかっているではなかっているではなかっているではないですか。０いですか。０いですか。０いですか。０．．．．８８８８％％％％下げたからといって、それだけで下げたからといって、それだけで下げたからといって、それだけで下げたからといって、それだけで競争競争競争競争力が一力が一力が一力が一気気気気にににに伸伸伸伸びびびびる、そのようなる、そのようなる、そのようなる、そのようなものであればもっと日本はよくなっていますよ。なものであればもっと日本はよくなっていますよ。なものであればもっと日本はよくなっていますよ。なものであればもっと日本はよくなっていますよ。なぜぜぜぜ日本日本日本日本銀銀銀銀行行行行ががががマイマイマイマイナナナナス金ス金ス金ス金利利利利までやるのまでやるのまでやるのまでやるのですかね。だから、ですかね。だから、ですかね。だから、ですかね。だから、少少少少しししし解釈解釈解釈解釈がががが極極極極端端端端にとりにとりにとりにとり過過過過ぎぎぎぎであって、私が言っているのは、であって、私が言っているのは、であって、私が言っているのは、であって、私が言っているのは、今今今今、奈良、奈良、奈良、奈良県は県は県は県は現金給現金給現金給現金給与与与与総総総総額額額額もももも４４４４７７７７都道府都道府都道府都道府県で一県で一県で一県で一番悪番悪番悪番悪いいいいわわわわけでしけでしけでしけでしょょょょう。平成１７年う。平成１７年う。平成１７年う。平成１７年度度度度の１０年の１０年の１０年の１０年統統統統計計計計ををををとれば、奈良県が一とれば、奈良県が一とれば、奈良県が一とれば、奈良県が一番番番番下がっている下がっている下がっている下がっているわわわわけではないですか。けではないですか。けではないですか。けではないですか。今今今今、１３、１３、１３、１３％％％％か１か１か１か１４％４％４％４％ぐぐぐぐらい１０らい１０らい１０らい１０年前に年前に年前に年前に比比比比べべべべてててて現金給現金給現金給現金給与与与与総総総総額額額額が下がっている。そのが下がっている。そのが下がっている。そのが下がっている。その原因原因原因原因ははははパパパパートートートートががががふふふふえたのか、いろいろなえたのか、いろいろなえたのか、いろいろなえたのか、いろいろな要因要因要因要因があるとがあるとがあるとがあると思思思思います。そこまではいます。そこまではいます。そこまではいます。そこまでは国国国国から出ているから出ているから出ているから出ているデデデデータータータータではではではではわわわわからないのでからないのでからないのでからないので調べ調べ調べ調べようがようがようがようが
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ないのですが、だけれど、下がっているという事ないのですが、だけれど、下がっているという事ないのですが、だけれど、下がっているという事ないのですが、だけれど、下がっているという事実実実実はある。はある。はある。はある。それと、物それと、物それと、物それと、物価価価価指指指指数、数、数、数、ＣＣＣＣＰＩＰＩＰＩＰＩですね。これも奈良県は全ですね。これも奈良県は全ですね。これも奈良県は全ですね。これも奈良県は全国国国国平平平平均均均均規規規規模模模模から下ではないですか。から下ではないですか。から下ではないですか。から下ではないですか。きのうもきのうもきのうもきのうもずずずずっと分っと分っと分っと分析デ析デ析デ析データータータータをつくっていたのですが、奈良県のをつくっていたのですが、奈良県のをつくっていたのですが、奈良県のをつくっていたのですが、奈良県のＣＣＣＣＰＩＰＩＰＩＰＩが上がっていないでが上がっていないでが上がっていないでが上がっていないです、す、す、す、悪悪悪悪いですよ。いですよ。いですよ。いですよ。何何何何のののの原因原因原因原因があるのだということなのです。があるのだということなのです。があるのだということなのです。があるのだということなのです。ＣＣＣＣＰＩＰＩＰＩＰＩ、消、消、消、消費費費費者者者者物物物物価価価価指指指指数でし数でし数でし数でしょょょょう。奈良県は消う。奈良県は消う。奈良県は消う。奈良県は消費費費費がががが伸伸伸伸びびびびていないていないていないていないわわわわけでしけでしけでしけでしょょょょう。全う。全う。全う。全国国国国平平平平均均均均レレレレベベベベルルルルから１０から１０から１０から１０ポイントぐポイントぐポイントぐポイントぐららららい下ですよ。平成い下ですよ。平成い下ですよ。平成い下ですよ。平成元元元元年を年を年を年を基準基準基準基準値値値値として、もう一として、もう一として、もう一として、もう一回回回回組組組組み直み直み直み直したのですが、１０したのですが、１０したのですが、１０したのですが、１０ポイントぐポイントぐポイントぐポイントぐららららい下です。だからいろいろない下です。だからいろいろない下です。だからいろいろない下です。だからいろいろな要因要因要因要因あるのです。あるのです。あるのです。あるのです。そのようなそのようなそのようなそのような背背背背景の中で、景の中で、景の中で、景の中で、４４４４７７７７都道府都道府都道府都道府県の中で、よそがやっているとかやっていないは関県の中で、よそがやっているとかやっていないは関県の中で、よそがやっているとかやっていないは関県の中で、よそがやっているとかやっていないは関係ないし、議事係ないし、議事係ないし、議事係ないし、議事録録録録の中でも、の中でも、の中でも、の中でも、知知知知事はな事はな事はな事はなぜぜぜぜこういう会議に出こういう会議に出こういう会議に出こういう会議に出席席席席されているのかされているのかされているのかされているのかわわわわからないのからないのからないのからないのですが、ですが、ですが、ですが、自自自自分のところだけが分のところだけが分のところだけが分のところだけが横横横横並並並並びびびびでないとでないとでないとでないと離離離離脱脱脱脱もももも難難難難しい、しい、しい、しい、税税税税率率率率をををを変変変変えるのもえるのもえるのもえるのも難難難難しいとしいとしいとしいと考考考考えるとえるとえるとえると答弁答弁答弁答弁をされているのですが、そのをされているのですが、そのをされているのですが、そのをされているのですが、その意意意意味味味味もよくもよくもよくもよくわわわわからない。これは地方議会で上がっからない。これは地方議会で上がっからない。これは地方議会で上がっからない。これは地方議会で上がって、議会で議て、議会で議て、議会で議て、議会で議決決決決して、地方して、地方して、地方して、地方自自自自治治治治の本の本の本の本旨旨旨旨がががが憲憲憲憲法法法法でもでもでもでも決決決決められていて、その中でめられていて、その中でめられていて、その中でめられていて、その中で決決決決めていくのめていくのめていくのめていくのに、なに、なに、なに、なぜぜぜぜ横横横横並並並並びびびびでないとでないとでないとでないと税税税税をやめる、取るといったことができないのかということでしをやめる、取るといったことができないのかということでしをやめる、取るといったことができないのかということでしをやめる、取るといったことができないのかということでしょょょょう。先ほどのう。先ほどのう。先ほどのう。先ほどの北條北條北條北條税税税税務課長の務課長の務課長の務課長の答弁答弁答弁答弁であれば、地方であれば、地方であれば、地方であれば、地方税税税税法法法法にににに書書書書いているからいているからいているからいているから違違違違法法法法ではなく、そではなく、そではなく、そではなく、そのままやったらいいのままやったらいいのままやったらいいのままやったらいいわわわわけでしけでしけでしけでしょょょょう。だからう。だからう。だからう。だから何何何何を言っているのか全くを言っているのか全くを言っているのか全くを言っているのか全くわわわわからないのです。からないのです。からないのです。からないのです。そういった状況の中なので、よそがやっているとかやっていないというのは一そういった状況の中なので、よそがやっているとかやっていないというのは一そういった状況の中なので、よそがやっているとかやっていないというのは一そういった状況の中なので、よそがやっているとかやっていないというのは一切切切切関係な関係な関係な関係ない。私たい。私たい。私たい。私たちちちちの会の会の会の会派派派派も含めて言っているのは、奈良県がも含めて言っているのは、奈良県がも含めて言っているのは、奈良県がも含めて言っているのは、奈良県が特化特化特化特化してしてしてして経済経済経済経済がががが悪悪悪悪い中で、ここ１～い中で、ここ１～い中で、ここ１～い中で、ここ１～２年は２年は２年は２年は円円円円安の安の安の安の傾傾傾傾向向向向で全で全で全で全体的体的体的体的には上がっているから、奈良県もには上がっているから、奈良県もには上がっているから、奈良県もには上がっているから、奈良県も当然当然当然当然上がっているでし上がっているでし上がっているでし上がっているでしょょょょう。う。う。う。だけれど、それでもまだ１０だけれど、それでもまだ１０だけれど、それでもまだ１０だけれど、それでもまだ１０ポイントぐポイントぐポイントぐポイントぐらい下です。らい下です。らい下です。らい下です。悪悪悪悪いところから上がっているから、いところから上がっているから、いところから上がっているから、いところから上がっているから、同じに同じに同じに同じに並並並並行行行行して上がっているから、して上がっているから、して上がっているから、して上がっているから、別別別別にこのにこのにこのにこの差差差差がががが詰詰詰詰まったまったまったまったわわわわけではないので。まして奈良けではないので。まして奈良けではないので。まして奈良けではないので。まして奈良県の県の県の県の企企企企業などは、この間業などは、この間業などは、この間業などは、この間財政財政財政財政課の課の課の課の担担担担当者当者当者当者に、民間のに、民間のに、民間のに、民間の資金資金資金資金をどれだけをどれだけをどれだけをどれだけ起起起起債債債債でででで借借借借りているのかりているのかりているのかりているのかというというというという割割割割合を出してもらったのですが、合を出してもらったのですが、合を出してもらったのですが、合を出してもらったのですが、リーマンリーマンリーマンリーマンシシシショックョックョックョックのときはのときはのときはのときは省省省省いて、大いて、大いて、大いて、大体体体体７０７０７０７０％％％％かかかから８０ら８０ら８０ら８０％％％％ぐぐぐぐらい民間でらい民間でらい民間でらい民間で借借借借りているのです。だけれど、それだけの民間でもりているのです。だけれど、それだけの民間でもりているのです。だけれど、それだけの民間でもりているのです。だけれど、それだけの民間でもマイマイマイマイナナナナス金ス金ス金ス金利利利利がががが来来来来たら間たら間たら間たら間違違違違いなくいなくいなくいなく銀銀銀銀行資行資行資行資本は下がっていく本は下がっていく本は下がっていく本は下がっていくわわわわけです。ということは、けです。ということは、けです。ということは、けです。ということは、優優優優良の良の良の良の債債債債権権権権先がなく先がなく先がなく先がなくなるなるなるなる今今今今、奈良県でも市、奈良県でも市、奈良県でも市、奈良県でも市町町町町村に村に村に村に無金無金無金無金利利利利でででで金金金金をををを貸貸貸貸すと民業すと民業すと民業すと民業圧迫圧迫圧迫圧迫だと私はだと私はだと私はだと私は思思思思っています。本っています。本っています。本っています。本来来来来そそそそのののの金金金金をやるのであれば、民間でをやるのであれば、民間でをやるのであれば、民間でをやるのであれば、民間で借借借借りたら。民間ではりたら。民間ではりたら。民間ではりたら。民間では優優優優良良良良債債債債権権権権ですから、ですから、ですから、ですから、優優優優良良良良債債債債権権権権の数が多の数が多の数が多の数が多くなかったら、くなかったら、くなかったら、くなかったら、リスクリスクリスクリスクもとれないのです。ここにもとれないのです。ここにもとれないのです。ここにもとれないのです。ここに貸貸貸貸そうとそうとそうとそうと思思思思ってもやはりやめておこうとってもやはりやめておこうとってもやはりやめておこうとってもやはりやめておこうとなるのがなるのがなるのがなるのが銀銀銀銀行行行行でしでしでしでしょょょょう。民業う。民業う。民業う。民業圧迫圧迫圧迫圧迫行行行行為為為為は本は本は本は本当当当当はやってはいけないのですけれど。はやってはいけないのですけれど。はやってはいけないのですけれど。はやってはいけないのですけれど。優優優優良良良良債債債債権権権権が下がっていくから、が下がっていくから、が下がっていくから、が下がっていくから、リーマンリーマンリーマンリーマンシシシショックョックョックョックのののの結果結果結果結果でもそうではないですか。住でもそうではないですか。住でもそうではないですか。住でもそうではないですか。住宅バ宅バ宅バ宅バブブブブルルルルではではではではじけた不良じけた不良じけた不良じけた不良債債債債権権権権ままままみみみみれになって、どれがまれになって、どれがまれになって、どれがまれになって、どれがまみみみみれているかれているかれているかれているかわわわわからないからからないからからないからからないから世界世界世界世界中の中の中の中の金金金金融融融融ががががパパパパ
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ニニニニックックックックにににに走走走走っていったっていったっていったっていったわわわわけでしけでしけでしけでしょょょょう。う。う。う。だからだからだからだから今今今今、地域、地域、地域、地域経済経済経済経済をををを真真真真剣剣剣剣にににに考考考考えていただかないといけないから、えていただかないといけないから、えていただかないといけないから、えていただかないといけないから、結結結結論論論論はははは別別別別としても、としても、としても、としても、そういったことを理そういったことを理そういったことを理そういったことを理屈屈屈屈でどうのこうのではなくて、数でどうのこうのではなくて、数でどうのこうのではなくて、数でどうのこうのではなくて、数字字字字を上げてを上げてを上げてを上げて統統統統計的計的計的計的に１に１に１に１回回回回分分分分析析析析してくしてくしてくしてください。これは理ださい。これは理ださい。これは理ださい。これは理屈屈屈屈でやり合いながら、でやり合いながら、でやり合いながら、でやり合いながら、意見意見意見意見を言いにを言いにを言いにを言いに来来来来ているのではないのです。ているのではないのです。ているのではないのです。ているのではないのです。何何何何も全も全も全も全て私のて私のて私のて私の意見意見意見意見がががが採用採用採用採用してもらえるとはしてもらえるとはしてもらえるとはしてもらえるとは思思思思っていませっていませっていませっていませんんんんが、それが、それが、それが、それぐぐぐぐらいやってくださいよ。こらいやってくださいよ。こらいやってくださいよ。こらいやってくださいよ。ここまでこまでこまでこまで悪悪悪悪くなっているくなっているくなっているくなっているわわわわけですから。きけですから。きけですから。きけですから。きょょょょうはこのあたりでうはこのあたりでうはこのあたりでうはこのあたりで終わ終わ終わ終わりますが、また予りますが、また予りますが、また予りますが、また予算審算審算審算審査査査査特特特特別別別別委員会で続きはやりたいと委員会で続きはやりたいと委員会で続きはやりたいと委員会で続きはやりたいと思思思思います。います。います。います。○田尻委員○田尻委員○田尻委員○田尻委員 奈良大奈良大奈良大奈良大立立立立山まつりについて質問します。山まつりについて質問します。山まつりについて質問します。山まつりについて質問します。今今今今、福井観光局長から奈良大、福井観光局長から奈良大、福井観光局長から奈良大、福井観光局長から奈良大立立立立山まつりについて、総山まつりについて、総山まつりについて、総山まつりについて、総括括括括ではないとではないとではないとではないと思思思思いますが、いますが、いますが、いますが、経経経経過過過過等等等等 々々々々を含めてお示しいただきました。私も奈良市が地を含めてお示しいただきました。私も奈良市が地を含めてお示しいただきました。私も奈良市が地を含めてお示しいただきました。私も奈良市が地元元元元ですし、できるだけ地域のですし、できるだけ地域のですし、できるだけ地域のですし、できるだけ地域の経済経済経済経済のののの活活活活性性性性化化化化やややや雇用雇用雇用雇用、そして多くの、そして多くの、そして多くの、そして多くの皆皆皆皆ささささんんんんがががが喜喜喜喜んんんんでいただけるでいただけるでいただけるでいただけるイイイイベベベベントントントントになるになるになるになるべべべべきだときだときだときだと思思思思って、って、って、って、私私私私自自自自身身身身もいろいろなもいろいろなもいろいろなもいろいろな形形形形でお願いをしてまいりました。例えば関西でお願いをしてまいりました。例えば関西でお願いをしてまいりました。例えば関西でお願いをしてまいりました。例えば関西ウォウォウォウォーーーーカカカカーーーーをををを何度何度何度何度もおもおもおもお預預預預かりし、かりし、かりし、かりし、各各各各種種種種団団団団体体体体や地域やや地域やや地域やや地域や自自自自治治治治会会会会等等等等も含めて、も含めて、も含めて、も含めて、皆皆皆皆ささささんんんんにお示しし、おにお示しし、おにお示しし、おにお示しし、お配配配配りさせていただきりさせていただきりさせていただきりさせていただきました。しかし、その中で、一ました。しかし、その中で、一ました。しかし、その中で、一ました。しかし、その中で、一般的般的般的般的に、そに、そに、そに、そんんんんなのあるのしらなかった、これは一なのあるのしらなかった、これは一なのあるのしらなかった、これは一なのあるのしらなかった、これは一体何体何体何体何だとだとだとだということで、第１いうことで、第１いうことで、第１いうことで、第１回回回回目目目目にしてはにしてはにしてはにしては非常非常非常非常にににに仕仕仕仕方ない方ない方ない方ない点点点点もありますが、やはりもありますが、やはりもありますが、やはりもありますが、やはりＰＰＰＰＲＲＲＲというか、というか、というか、というか、認認認認知度知度知度知度不不不不足足足足だろうと。その一つの大きなだろうと。その一つの大きなだろうと。その一つの大きなだろうと。その一つの大きな原因原因原因原因は、は、は、は、短短短短期期期期間であったことに問間であったことに問間であったことに問間であったことに問題題題題があるのではながあるのではながあるのではながあるのではないかといかといかといかと思思思思っているのです。その中で、１つは、っているのです。その中で、１つは、っているのです。その中で、１つは、っているのです。その中で、１つは、今回今回今回今回はははは約約約約２２２２億円近億円近億円近億円近くの予くの予くの予くの予算算算算がかかったと。がかかったと。がかかったと。がかかったと。平成２８年平成２８年平成２８年平成２８年度度度度予予予予算算算算の議会の議会の議会の議会へへへへのののの要求要求要求要求はははは約約約約半半半半額額額額にににに近近近近い９い９い９い９，，，，６００６００６００６００万円万円万円万円で提示されていますが、で提示されていますが、で提示されていますが、で提示されていますが、約約約約半半半半減減減減になった内になった内になった内になった内訳訳訳訳の説明がなかったものですから、これについてお尋ねします。の説明がなかったものですから、これについてお尋ねします。の説明がなかったものですから、これについてお尋ねします。の説明がなかったものですから、これについてお尋ねします。それから、大それから、大それから、大それから、大立立立立山まつりをやるときに山まつりをやるときに山まつりをやるときに山まつりをやるときに実行実行実行実行委員会を委員会を委員会を委員会を設設設設けられましたが、けられましたが、けられましたが、けられましたが、実行実行実行実行委員会につ委員会につ委員会につ委員会についてもいてもいてもいても拙拙拙拙速速速速であったり、中であったり、中であったり、中であったり、中身身身身自体自体自体自体がががが少少少少しかしかしかしかみみみみ合合合合わわわわなかったというか、なかったというか、なかったというか、なかったというか、メンメンメンメンババババーーーー構構構構成も含め成も含め成も含め成も含めて、これから平成２８年て、これから平成２８年て、これから平成２８年て、これから平成２８年度度度度にににに向向向向かってかってかってかって検討検討検討検討していくときにどのようにしていくときにどのようにしていくときにどのようにしていくときにどのように考考考考えておられるのか、えておられるのか、えておられるのか、えておられるのか、方方方方向性向性向性向性についておについておについておについてお伺伺伺伺いします。いします。いします。いします。○林観光プロモーション課長○林観光プロモーション課長○林観光プロモーション課長○林観光プロモーション課長 新年新年新年新年度度度度予予予予算算算算の内の内の内の内訳訳訳訳ですが、総ですが、総ですが、総ですが、総額額額額９９９９，，，，６００６００６００６００万円万円万円万円でででで要求要求要求要求してしてしてしています。内います。内います。内います。内訳訳訳訳ですが、広告ですが、広告ですが、広告ですが、広告費費費費、市、市、市、市町町町町村村村村等連携等連携等連携等連携協協協協力力力力費費費費がががが約４，約４，約４，約４，２００２００２００２００万円万円万円万円です。そのほか会です。そのほか会です。そのほか会です。そのほか会場場場場設設設設営営営営、、、、演演演演出、出、出、出、運営費運営費運営費運営費として大として大として大として大体体体体約５，４約５，４約５，４約５，４００００００００万円万円万円万円をををを見込ん見込ん見込ん見込んでいます。でいます。でいます。でいます。今回実施今回実施今回実施今回実施した１した１した１した１回回回回目目目目の奈良大の奈良大の奈良大の奈良大立立立立山まつりの山まつりの山まつりの山まつりの反反反反省点省点省点省点、、、、改善点改善点改善点改善点をををを踏踏踏踏まえて、まえて、まえて、まえて、今後今後今後今後またまたまたまた実行実行実行実行委員会で予委員会で予委員会で予委員会で予算算算算のののの使使使使いいいい道道道道についても議についても議についても議についても議論論論論をしていきたいとをしていきたいとをしていきたいとをしていきたいと考考考考えています。えています。えています。えています。次次次次の奈良大の奈良大の奈良大の奈良大立立立立山まつりはどのような山まつりはどのような山まつりはどのような山まつりはどのような展展展展開開開開をということですが、田尻委員からはまだまだをということですが、田尻委員からはまだまだをということですが、田尻委員からはまだまだをということですが、田尻委員からはまだまだ認知度認知度認知度認知度不不不不足足足足というごというごというごというご指指指指摘摘摘摘もありましたが、もありましたが、もありましたが、もありましたが、今回今回今回今回多くの方にご多くの方にご多くの方にご多くの方にご来来来来場いただいたり、あるいは場いただいたり、あるいは場いただいたり、あるいは場いただいたり、あるいは
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会場での聞き取り会場での聞き取り会場での聞き取り会場での聞き取り調査調査調査調査ややややＳＮＳＳＮＳＳＮＳＳＮＳで発で発で発で発信信信信していただいているしていただいているしていただいているしていただいている感想感想感想感想をををを見見見見るるるる限限限限り、り、り、り、来来来来場された方場された方場された方場された方にはおおにはおおにはおおにはおおむむむむねねねね好評好評好評好評であったとであったとであったとであったと考考考考えています。したがって、まつりのえています。したがって、まつりのえています。したがって、まつりのえています。したがって、まつりの基基基基本本本本的的的的なななな構構構構成は、成は、成は、成は、今回今回今回今回のものをのものをのものをのものを踏踏踏踏襲襲襲襲しながら、しながら、しながら、しながら、今回今回今回今回のののの反反反反省点省点省点省点、、、、改善点改善点改善点改善点をををを今後今後今後今後精精精精査査査査して、して、して、して、早早早早期期期期にににに実行実行実行実行委員会におい委員会におい委員会におい委員会においてててて開催開催開催開催時時時時期等期等期等期等のののの概概概概要要要要をををを決決決決定して、よりよい定して、よりよい定して、よりよい定して、よりよい形形形形になるようにになるようにになるようにになるように努努努努力をしていきたいと力をしていきたいと力をしていきたいと力をしていきたいと考考考考えていえていえていえています。ます。ます。ます。具具具具体的体的体的体的には、先ほど福井観光局長の報告にもありましたが、には、先ほど福井観光局長の報告にもありましたが、には、先ほど福井観光局長の報告にもありましたが、には、先ほど福井観光局長の報告にもありましたが、シャシャシャシャトルトルトルトルババババススススやややや駐駐駐駐車車車車場の場の場の場の環環環環境改善境改善境改善境改善、あったかも、あったかも、あったかも、あったかもんんんんの数量不の数量不の数量不の数量不足足足足もありましたが、それ以もありましたが、それ以もありましたが、それ以もありましたが、それ以外外外外に、に、に、に、今今今今ごごごご指指指指摘摘摘摘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ように、広報、ように、広報、ように、広報、ように、広報、ＰＰＰＰＲＲＲＲのののの早目早目早目早目早目早目早目早目のののの展展展展開開開開であったり、であったり、であったり、であったり、今回今回今回今回も市も市も市も市町町町町村の村の村の村の伝伝伝伝統統統統行行行行催催催催事をつのって事をつのって事をつのって事をつのってやったのですが、これをもっと広げていったり、あるいは大やったのですが、これをもっと広げていったり、あるいは大やったのですが、これをもっと広げていったり、あるいは大やったのですが、これをもっと広げていったり、あるいは大立立立立山の山の山の山の引引引引きききき手手手手としてごとしてごとしてごとしてご協協協協力を力を力を力をいただくいただくいただくいただく団団団団体体体体のののの募募募募集集集集もももも幅幅幅幅広く広く広く広く行行行行っていきたいというところで、っていきたいというところで、っていきたいというところで、っていきたいというところで、ココココンンンンテテテテンンンンツツツツ面でより一面でより一面でより一面でより一層層層層充充充充実実実実してまいりたいと。やはり、してまいりたいと。やはり、してまいりたいと。やはり、してまいりたいと。やはり、今後今後今後今後、、、、伝伝伝伝統統統統行行行行催催催催事として定事として定事として定事として定着着着着、安定を、安定を、安定を、安定を図図図図っていくためには、っていくためには、っていくためには、っていくためには、地域の地域の地域の地域の盛盛盛盛り上がりや一り上がりや一り上がりや一り上がりや一体体体体となって進めていただくとなって進めていただくとなって進めていただくとなって進めていただく協協協協力が不力が不力が不力が不可可可可欠欠欠欠ですので、そういったですので、そういったですので、そういったですので、そういった点点点点にににについてもついてもついてもついても配配配配慮慮慮慮して、して、して、して、今後実行今後実行今後実行今後実行委員会で委員会で委員会で委員会で具具具具体体体体の議の議の議の議論論論論をををを深深深深めてまいりたいとめてまいりたいとめてまいりたいとめてまいりたいと考考考考えています。えています。えています。えています。○田尻委員○田尻委員○田尻委員○田尻委員 それでは、それでは、それでは、それでは、今回今回今回今回２２２２億円億円億円億円であったものが１であったものが１であったものが１であったものが１億円億円億円億円に下がった理に下がった理に下がった理に下がった理由由由由についておについておについておについてお伺伺伺伺いいいいします。します。します。します。それから、それから、それから、それから、実行実行実行実行委員会が委員会が委員会が委員会が現現現現在在在在ありますが、ありますが、ありますが、ありますが、実行実行実行実行委員会の委員会の委員会の委員会のメンメンメンメンババババーーーーは、同じは、同じは、同じは、同じメンメンメンメンババババーーーーでいでいでいでいかれるのか、かれるのか、かれるのか、かれるのか、実行実行実行実行委員会の委員会の委員会の委員会のメンメンメンメンババババーーーー構構構構成を成を成を成を少少少少ししししふふふふやすなど、いろいろなやすなど、いろいろなやすなど、いろいろなやすなど、いろいろな形形形形でででで考考考考えていくのえていくのえていくのえていくのか、まだそこまではか、まだそこまではか、まだそこまではか、まだそこまでは何何何何もももも考考考考えていないのか、その辺についてはどうなのでしえていないのか、その辺についてはどうなのでしえていないのか、その辺についてはどうなのでしえていないのか、その辺についてはどうなのでしょょょょうか。うか。うか。うか。○林観光プロモーション課長○林観光プロモーション課長○林観光プロモーション課長○林観光プロモーション課長 平成２７年平成２７年平成２７年平成２７年度度度度の２の２の２の２億円億円億円億円と大きくと大きくと大きくと大きく違違違違うううう点点点点は、大は、大は、大は、大立立立立山を山を山を山を制作制作制作制作すすすするるるる費費費費用用用用がなくなったというところです。あとはがなくなったというところです。あとはがなくなったというところです。あとはがなくなったというところです。あとは今回今回今回今回のののの経経経経験験験験をををを踏踏踏踏まえて、よりまえて、よりまえて、よりまえて、より効果的効果的効果的効果的、、、、効率効率効率効率的的的的にににに運営運営運営運営をしていくということでをしていくということでをしていくということでをしていくということで縮縮縮縮減減減減をををを図図図図っているところです。っているところです。っているところです。っているところです。実行実行実行実行委員会の委員会の委員会の委員会のメンメンメンメンババババーーーーですが、ですが、ですが、ですが、現現現現在在在在、観光事業、観光事業、観光事業、観光事業者者者者、交通関係事業、交通関係事業、交通関係事業、交通関係事業者者者者、、、、エージエージエージエージェェェェントントントント、、、、メメメメディアディアディアディアにににに入入入入っていただいていますが、そこに例えば、っていただいていますが、そこに例えば、っていただいていますが、そこに例えば、っていただいていますが、そこに例えば、現現現現在在在在、関係市、関係市、関係市、関係市町町町町村長も村長も村長も村長も入入入入っていただっていただっていただっていただいていますが、地域のいていますが、地域のいていますが、地域のいていますが、地域の盛盛盛盛り上がりといったものをり上がりといったものをり上がりといったものをり上がりといったものを考考考考えていく上で、どえていく上で、どえていく上で、どえていく上で、どんんんんなななな形形形形ででででメンメンメンメンババババーーーー構構構構成をしていくのかも含めて成をしていくのかも含めて成をしていくのかも含めて成をしていくのかも含めて検討検討検討検討したいとしたいとしたいとしたいと思思思思っています。っています。っています。っています。○田尻委員○田尻委員○田尻委員○田尻委員 予予予予算算算算がががが半半半半額額額額になったということは、になったということは、になったということは、になったということは、結果的結果的結果的結果的には大には大には大には大立立立立山をつくらなくてもよく山をつくらなくてもよく山をつくらなくてもよく山をつくらなくてもよくなったと理なったと理なったと理なったと理解解解解すればいいとすればいいとすればいいとすればいいと思思思思うのですが、大きくはそれでいいのですね。ということは、うのですが、大きくはそれでいいのですね。ということは、うのですが、大きくはそれでいいのですね。ということは、うのですが、大きくはそれでいいのですね。ということは、４４４４基基基基で１で１で１で１億円億円億円億円ですから、１ですから、１ですから、１ですから、１基基基基２２２２，５，５，５，５００００００００万円万円万円万円ということですかということですかということですかということですか、、、、（発言する（発言する（発言する（発言する者者者者あり）２あり）２あり）２あり）２，，，，００００００００００００万円万円万円万円ね。なかなかのね。なかなかのね。なかなかのね。なかなかの費費費費用用用用ですから、これについては、ですから、これについては、ですから、これについては、ですから、これについては、ぜぜぜぜひひひひともともともとも知知知知恵恵恵恵をををを絞絞絞絞りながら成りながら成りながら成りながら成功功功功させていかなくてはならないとさせていかなくてはならないとさせていかなくてはならないとさせていかなくてはならないと思思思思うのです。なうのです。なうのです。なうのです。なぜぜぜぜそのことをそのことをそのことをそのことを申申申申し上げるかといいますと、し上げるかといいますと、し上げるかといいますと、し上げるかといいますと、
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実実実実は先日、ここのは先日、ここのは先日、ここのは先日、ここのメインメインメインメインであります東であります東であります東であります東向商向商向商向商店街店街店街店街の新年会が２月にの新年会が２月にの新年会が２月にの新年会が２月に行わ行わ行わ行われまして、私もごれまして、私もごれまして、私もごれまして、私もご縁縁縁縁をいただいてをいただいてをいただいてをいただいて呼呼呼呼んんんんでいただいて、ごでいただいて、ごでいただいて、ごでいただいて、ご挨拶挨拶挨拶挨拶をををを申申申申し上げました。そのときに奈良大し上げました。そのときに奈良大し上げました。そのときに奈良大し上げました。そのときに奈良大立立立立山まつり山まつり山まつり山まつりのののの話話話話を、を、を、を、商商商商店街店街店街店街の方や関係機関の方としました。しかし、の方や関係機関の方としました。しかし、の方や関係機関の方としました。しかし、の方や関係機関の方としました。しかし、皆皆皆皆ささささんんんんのののの認認認認識識識識の中では、あれはの中では、あれはの中では、あれはの中では、あれは平城平城平城平城宮跡宮跡宮跡宮跡でやったでやったでやったでやった向向向向こうの事業だなと。こうの事業だなと。こうの事業だなと。こうの事業だなと。我我我我 々々々々にはにはにはには何何何何も、も、も、も、余余余余りりりり知知知知らないし、らないし、らないし、らないし、わわわわからないし、からないし、からないし、からないし、相談相談相談相談もないし、もないし、もないし、もないし、何何何何にもないし、あれは平城にもないし、あれは平城にもないし、あれは平城にもないし、あれは平城宮跡宮跡宮跡宮跡でやられたし、でやられたし、でやられたし、でやられたし、近近近近鉄鉄鉄鉄西大西大西大西大寺駅寺駅寺駅寺駅からからからからババババススススが出が出が出が出た、た、た、た、ＪＲＪＲＪＲＪＲ奈良奈良奈良奈良駅駅駅駅から出たと。それで、西から出たと。それで、西から出たと。それで、西から出たと。それで、西向向向向いていていていて行行行行きなさいよと。だから、きなさいよと。だから、きなさいよと。だから、きなさいよと。だから、我我我我 々々々々はははは何何何何ももももわわわわかかかからないし、らないし、らないし、らないし、何何何何のののの影響影響影響影響もなかったということをたくさもなかったということをたくさもなかったということをたくさもなかったということをたくさんんんんの方がおっしの方がおっしの方がおっしの方がおっしゃゃゃゃっておられました。っておられました。っておられました。っておられました。東東東東向商向商向商向商店街店街店街店街やややや餅飯殿餅飯殿餅飯殿餅飯殿商商商商店街店街店街店街、、、、三三三三条条条条通り、通り、通り、通り、小小小小西通り西通り西通り西通り商商商商店街店街店街店街のいろいろな方はその辺不のいろいろな方はその辺不のいろいろな方はその辺不のいろいろな方はその辺不親切親切親切親切だだだだなと。やはり一なと。やはり一なと。やはり一なと。やはり一体体体体感感感感を持ってやらなくては、を持ってやらなくては、を持ってやらなくては、を持ってやらなくては、非常非常非常非常にそのにそのにそのにその点点点点がががが厳厳厳厳しいのだろうとしいのだろうとしいのだろうとしいのだろうと強強強強くくくく思思思思ううううわわわわけで、この辺の中で、けで、この辺の中で、けで、この辺の中で、けで、この辺の中で、メンメンメンメンババババー的ー的ー的ー的にににに誰誰誰誰というのではないけれど、もうというのではないけれど、もうというのではないけれど、もうというのではないけれど、もう少少少少しいろいろしいろいろしいろいろしいろいろ考考考考えてえてえてえていくいくいくいく便宜便宜便宜便宜がががが要要要要るのではないかと。先ほどおっしるのではないかと。先ほどおっしるのではないかと。先ほどおっしるのではないかと。先ほどおっしゃゃゃゃいましたが、例えばいましたが、例えばいましたが、例えばいましたが、例えば鉄鉄鉄鉄道道道道事業事業事業事業者者者者ややややババババスススス事事事事業業業業者者者者ややややメメメメディアディアディアディアやややや旅旅旅旅行行行行会会会会社社社社がががが悪悪悪悪いとは言いとは言いとは言いとは言わわわわないですけれど、ないですけれど、ないですけれど、ないですけれど、今今今今のののの実行実行実行実行委員会の委員会の委員会の委員会のメンメンメンメンババババーーーーははははそういう方そういう方そういう方そういう方 々々々々です。しかし、です。しかし、です。しかし、です。しかし、実際的実際的実際的実際的に、内に、内に、内に、内容的容的容的容的な問な問な問な問題題題題やややや協協協協力をいただく力をいただく力をいただく力をいただく皆皆皆皆ささささんんんんにににに協協協協力して力して力して力してもらもらもらもらわわわわないといけないのではないかとないといけないのではないかとないといけないのではないかとないといけないのではないかと強強強強くくくく思思思思うのです。うのです。うのです。うのです。例えば奈良大例えば奈良大例えば奈良大例えば奈良大立立立立山まつりの山まつりの山まつりの山まつりのポスターポスターポスターポスターややややチチチチララララシシシシを、私もを、私もを、私もを、私も何何何何枚枚枚枚ももらいました。ももらいました。ももらいました。ももらいました。商商商商店街店街店街店街にににに置置置置いてもらえないかといてもらえないかといてもらえないかといてもらえないかと思思思思っておっておっておってお話話話話もももも申申申申し上げましたが、し上げましたが、し上げましたが、し上げましたが、期期期期間間間間的的的的なもの、会議にかけなくてはなもの、会議にかけなくてはなもの、会議にかけなくてはなもの、会議にかけなくてはならないなど、その前ならないなど、その前ならないなど、その前ならないなど、その前段段段段がががが何何何何もないものですから、いきなりはやはりもないものですから、いきなりはやはりもないものですから、いきなりはやはりもないものですから、いきなりはやはり難難難難しいというしいというしいというしいという話話話話があがあがあがありました。それがりました。それがりました。それがりました。それが非常非常非常非常にににに残残残残念だと念だと念だと念だと思思思思うので、うので、うので、うので、実行実行実行実行委員会の内委員会の内委員会の内委員会の内容等容等容等容等についても、についても、についても、についても、ぜぜぜぜひひひひともともともとも考考考考えていかなくてはならないと。えていかなくてはならないと。えていかなくてはならないと。えていかなくてはならないと。雨雨雨雨のときの対のときの対のときの対のときの対策策策策ももう一ももう一ももう一ももう一度考度考度考度考えていかなくては。えていかなくては。えていかなくては。えていかなくては。雨雨雨雨、、、、雪雪雪雪はあるとはあるとはあるとはあると思思思思うのです。うのです。うのです。うのです。来来来来年も同年も同年も同年も同じ時じ時じ時じ時期期期期ならならならなら考考考考えなくてはならない。内えなくてはならない。内えなくてはならない。内えなくてはならない。内容容容容をもうをもうをもうをもう少少少少し、例えばあったかもし、例えばあったかもし、例えばあったかもし、例えばあったかもんんんんググググランプリランプリランプリランプリ、私、私、私、私もこのもこのもこのもこの期期期期間、間、間、間、何回何回何回何回もももも行行行行きましたが、あったかもきましたが、あったかもきましたが、あったかもきましたが、あったかもんんんんググググランプリランプリランプリランプリは、は、は、は、並並並並んんんんでいたらでいたらでいたらでいたら寒寒寒寒かったでかったでかったでかったです。大す。大す。大す。大変変変変恐縮恐縮恐縮恐縮ですが、されている方はですが、されている方はですが、されている方はですが、されている方はププププロロロロの方ではなく、民間の方がの方ではなく、民間の方がの方ではなく、民間の方がの方ではなく、民間の方が来来来来られていたのかと。られていたのかと。られていたのかと。られていたのかと。何何何何かなれてないし、どうしようといって、すごくかなれてないし、どうしようといって、すごくかなれてないし、どうしようといって、すごくかなれてないし、どうしようといって、すごく列列列列ができたりですね、もうができたりですね、もうができたりですね、もうができたりですね、もう少少少少し中し中し中し中身身身身もしもしもしもしっかりとっかりとっかりとっかりと検討検討検討検討していかなくてはならないのかとしていかなくてはならないのかとしていかなくてはならないのかとしていかなくてはならないのかと思思思思います。います。います。います。そそそそんんんんな中、な中、な中、な中、実実実実は、きのうは、きのうは、きのうは、きのうイトーイトーイトーイトーヨヨヨヨーーーーカドカドカドカドーーーーのののの５階５階５階５階ののののイイイイベベベベントントントントホホホホールールールールでででで子子子子育育育育てててて支援支援支援支援ををををババババッッッッククククアアアアップップップップしようというしようというしようというしようというＮＮＮＮＰＰＰＰＯＯＯＯ団団団団体体体体のののの皆皆皆皆ささささんんんんがいろいろながいろいろながいろいろながいろいろな催催催催しをされました。その中で、警しをされました。その中で、警しをされました。その中で、警しをされました。その中で、警察にご察にご察にご察にご協協協協力をお願いして、警察本部長や交通部長もご力をお願いして、警察本部長や交通部長もご力をお願いして、警察本部長や交通部長もご力をお願いして、警察本部長や交通部長もご承知承知承知承知であったかもであったかもであったかもであったかもわわわわかりませかりませかりませかりませんんんんが、が、が、が、白白白白ババババイイイイを１を１を１を１台台台台おおおお借借借借りしたのです。りしたのです。りしたのです。りしたのです。白白白白ババババイイイイ１１１１台台台台とととと隊隊隊隊員１員１員１員１人人人人がががが来来来来てくれました。そしててくれました。そしててくれました。そしててくれました。そして白白白白ババババイイイイをををを見見見見ましましましましょょょょう、一う、一う、一う、一緒緒緒緒にににに写写写写真真真真をををを撮撮撮撮りましりましりましりましょょょょうとうとうとうとイイイイベベベベントントントントをやった。をやった。をやった。をやった。午午午午前１１時からでしたが、前１１時からでしたが、前１１時からでしたが、前１１時からでしたが、
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１１時前から１１時前から１１時前から１１時前から子子子子どもとどもとどもとどもと親親親親とでとでとでとで５５５５００００人ぐ人ぐ人ぐ人ぐらいらいらいらい並並並並んんんんでおられた。そこからでおられた。そこからでおられた。そこからでおられた。そこからずずずずっとっとっとっと並並並並んんんんだままでだままでだままでだままで１１１１番番番番のののの人気人気人気人気だったようにだったようにだったようにだったように認認認認識識識識もしています。ほかにももしています。ほかにももしています。ほかにももしています。ほかにもイイイイベベベベントントントントがありましたが、こういうがありましたが、こういうがありましたが、こういうがありましたが、こういうことかと。ことかと。ことかと。ことかと。魅魅魅魅力があればいつの間にか力があればいつの間にか力があればいつの間にか力があればいつの間にか来来来来られる。られる。られる。られる。イトーイトーイトーイトーヨヨヨヨーーーーカドカドカドカドーーーーのののの店店店店長も、これだけ長も、これだけ長も、これだけ長も、これだけ子子子子どもやどもやどもやどもやベベベベビビビビーーーーカカカカーーーーがががが来来来来てもらったのはてもらったのはてもらったのはてもらったのは木木木木下下下下ササササーーーーカカカカスススス以以以以来来来来だと言って大だと言って大だと言って大だと言って大変変変変喜喜喜喜んんんんでおられましでおられましでおられましでおられました。奈良大た。奈良大た。奈良大た。奈良大立立立立山まつりのときにはがらがらで山まつりのときにはがらがらで山まつりのときにはがらがらで山まつりのときにはがらがらで誰誰誰誰もももも来来来来られないと。られないと。られないと。られないと。連動連動連動連動した地域の活した地域の活した地域の活した地域の活性性性性化化化化とととというのはこういうことなのですねと。そのようなことをいうのはこういうことなのですねと。そのようなことをいうのはこういうことなのですねと。そのようなことをいうのはこういうことなのですねと。そのようなことを強強強強く言く言く言く言わわわわれていたのがれていたのがれていたのがれていたのが印象深印象深印象深印象深くて、くて、くて、くて、私はやはりそこの私はやはりそこの私はやはりそこの私はやはりそこの連動連動連動連動をををを考考考考えるえるえるえるべべべべきだときだときだときだと思思思思っているのです。っているのです。っているのです。っているのです。ある機会のときにも言いましたが、ある機会のときにも言いましたが、ある機会のときにも言いましたが、ある機会のときにも言いましたが、木木木木下下下下ササササーーーーカカカカススススのののの駐駐駐駐車車車車場がなかったとき、場がなかったとき、場がなかったとき、場がなかったとき、イトーイトーイトーイトーヨヨヨヨーーーーカドカドカドカドーーーーのののの駐駐駐駐車車車車場と場と場と場と連携連携連携連携してしてしてして誘誘誘誘導導導導した。した。した。した。帰帰帰帰り、り、り、り、フフフファァァァーストーストーストーストフフフフーーーードドドドやいろいろやいろいろやいろいろやいろいろ買買買買い物をされて、い物をされて、い物をされて、い物をされて、あのあのあのあの期期期期間はよかったと。間はよかったと。間はよかったと。間はよかったと。駐駐駐駐車車車車場をな場をな場をな場をなぜぜぜぜ貸貸貸貸すのだと、なくなるのではと、なくなるほどすのだと、なくなるのではと、なくなるほどすのだと、なくなるのではと、なくなるほどすのだと、なくなるのではと、なくなるほど人人人人はははは来来来来ていませていませていませていませんんんんというというというという話話話話の中で、やはりの中で、やはりの中で、やはりの中で、やはり満満満満車車車車になったときはうれしかったというになったときはうれしかったというになったときはうれしかったというになったときはうれしかったという話話話話があった。があった。があった。があった。そこもそこもそこもそこも考考考考えるえるえるえるべべべべきだときだときだときだと思思思思っています、これは私のっています、これは私のっています、これは私のっています、これは私の意見意見意見意見も含めて。だから広も含めて。だから広も含めて。だから広も含めて。だから広範囲範囲範囲範囲の中での中での中での中で考考考考ええええていただきたいとていただきたいとていただきたいとていただきたいと思思思思います。います。います。います。先の川田委員の先の川田委員の先の川田委員の先の川田委員の話話話話ですけれど、奈良県はですけれど、奈良県はですけれど、奈良県はですけれど、奈良県は最最最最下下下下位位位位が多いと、ある民間のが多いと、ある民間のが多いと、ある民間のが多いと、ある民間の調査調査調査調査機関がおこな機関がおこな機関がおこな機関がおこなったったったった調査調査調査調査の中で、奈良県がの中で、奈良県がの中で、奈良県がの中で、奈良県が最最最最下下下下位位位位というのはいろいろとあるとというのはいろいろとあるとというのはいろいろとあるとというのはいろいろとあると思思思思うのですけれど、うのですけれど、うのですけれど、うのですけれど、初初初初めてめてめてめて知知知知ったのですが、ったのですが、ったのですが、ったのですが、居酒屋居酒屋居酒屋居酒屋の件数が全の件数が全の件数が全の件数が全国国国国の中で奈良県が一の中で奈良県が一の中で奈良県が一の中で奈良県が一番少番少番少番少ないというないというないというないというデデデデータータータータをいただきをいただきをいただきをいただきました。ました。ました。ました。驚驚驚驚いたというか、奈良県はいたというか、奈良県はいたというか、奈良県はいたというか、奈良県は酒酒酒酒づづづづくりでいろいろ、奈良市はくりでいろいろ、奈良市はくりでいろいろ、奈良市はくりでいろいろ、奈良市は清酒清酒清酒清酒のののの普普普普及及及及のののの促促促促進に関進に関進に関進に関するするするする条条条条例もやっていますけれど、これはそういう例もやっていますけれど、これはそういう例もやっていますけれど、これはそういう例もやっていますけれど、これはそういう意意意意味味味味では、活では、活では、活では、活性性性性化化化化や観光や観光や観光や観光客客客客のののの皆皆皆皆ささささんんんんのののの影影影影響響響響もももも非常非常非常非常に多いのかと。に多いのかと。に多いのかと。に多いのかと。泊泊泊泊まっていただくこともまっていただくこともまっていただくこともまっていただくことも必要必要必要必要だし、そのようなことを含めて、だし、そのようなことを含めて、だし、そのようなことを含めて、だし、そのようなことを含めて、非非非非常常常常にににに強強強強くくくく思思思思っています。っています。っています。っています。奈良県議会のご奈良県議会のご奈良県議会のご奈良県議会のご推推推推挙挙挙挙をいただいて、川田委員と一をいただいて、川田委員と一をいただいて、川田委員と一をいただいて、川田委員と一緒緒緒緒に関西広域に関西広域に関西広域に関西広域連連連連合に合に合に合に行行行行かせていただいかせていただいかせていただいかせていただいていますが、３月ていますが、３月ていますが、３月ていますが、３月５５５５日に関西広域日に関西広域日に関西広域日に関西広域連連連連合議会の定例会があり、そこで合議会の定例会があり、そこで合議会の定例会があり、そこで合議会の定例会があり、そこで初初初初めて質問をしますけめて質問をしますけめて質問をしますけめて質問をしますけれど、かなりれど、かなりれど、かなりれど、かなり速速速速いいいいススススピピピピーーーードドドドで進で進で進で進んんんんでいますので、東でいますので、東でいますので、東でいますので、東京オ京オ京オ京オリンリンリンリンピピピピックックックックの件、の件、の件、の件、リリリリニニニニアアアア中中中中央央央央新新新新幹幹幹幹線の件について質問をしようと線の件について質問をしようと線の件について質問をしようと線の件について質問をしようと思思思思っていますが、その辺について奈良県との関係、あるいっていますが、その辺について奈良県との関係、あるいっていますが、その辺について奈良県との関係、あるいっていますが、その辺について奈良県との関係、あるいはははは過去過去過去過去の関西広域の関西広域の関西広域の関西広域連連連連合の議事合の議事合の議事合の議事録録録録をををを読読読読むむむむと、と、と、と、リリリリニニニニアアアア中中中中央央央央新新新新幹幹幹幹線は線は線は線は京都京都京都京都へへへへ来来来来るるるるべべべべきだという質きだという質きだという質きだという質問がご問がご問がご問がござざざざいました。いました。いました。いました。残残残残念ながら、奈良県が関西広域念ながら、奈良県が関西広域念ながら、奈良県が関西広域念ながら、奈良県が関西広域連連連連合に合に合に合に参参参参加加加加をしていないので、奈良県をしていないので、奈良県をしていないので、奈良県をしていないので、奈良県のののの意見意見意見意見が聞きたいのだけれどが聞きたいのだけれどが聞きたいのだけれどが聞きたいのだけれど残残残残念ですという質問がありました。まさしくそうかなと念ですという質問がありました。まさしくそうかなと念ですという質問がありました。まさしくそうかなと念ですという質問がありました。まさしくそうかなと思思思思っっっっていますが、それにていますが、それにていますが、それにていますが、それに反反反反論論論論をしなくてはならないとはをしなくてはならないとはをしなくてはならないとはをしなくてはならないとは思思思思っていますが、奈良県のっていますが、奈良県のっていますが、奈良県のっていますが、奈良県のひひひひとりとりとりとり勝勝勝勝ちちちちというというというという意意意意味味味味ではなくて、やはり全ではなくて、やはり全ではなくて、やはり全ではなくて、やはり全体体体体でしっかりとでしっかりとでしっかりとでしっかりと捉捉捉捉えなくてはならないとえなくてはならないとえなくてはならないとえなくてはならないと思思思思っています。っています。っています。っています。ですから、ですから、ですから、ですから、今今今今の奈良大の奈良大の奈良大の奈良大立立立立山まつりにしても、広くいろいろな山まつりにしても、広くいろいろな山まつりにしても、広くいろいろな山まつりにしても、広くいろいろな角角角角度度度度ででででぜぜぜぜひひひひともともともとも実行実行実行実行委員会委員会委員会委員会
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やややや検討検討検討検討委員会を含めて、ある委員会を含めて、ある委員会を含めて、ある委員会を含めて、ある意意意意味味味味ではではではでは募募募募集集集集をしてもいいのかとをしてもいいのかとをしてもいいのかとをしてもいいのかと思思思思ったりもしていますが、ったりもしていますが、ったりもしていますが、ったりもしていますが、その辺を福井観光局長、その辺を福井観光局長、その辺を福井観光局長、その辺を福井観光局長、今現今現今現今現在在在在でででで結結結結構構構構ですが、どうおですが、どうおですが、どうおですが、どうお考考考考えですか。えですか。えですか。えですか。○福井観光局長○福井観光局長○福井観光局長○福井観光局長 田尻委員からいろいろな田尻委員からいろいろな田尻委員からいろいろな田尻委員からいろいろなアドアドアドアドババババイスイスイスイスをいただきました。本をいただきました。本をいただきました。本をいただきました。本当当当当にありがとにありがとにありがとにありがとうごうごうごうござざざざいます。います。います。います。実実実実はははは今今今今は定は定は定は定着着着着してきていますが、してきていますが、してきていますが、してきていますが、ムジークムジークムジークムジークフフフフェェェェストストストストならも、ほならも、ほならも、ほならも、ほぼ５ぼ５ぼ５ぼ５年年年年目目目目をををを迎迎迎迎えますが、えますが、えますが、えますが、やはりやはりやはりやはり初初初初年年年年度度度度はははは北北北北だけで取り組だけで取り組だけで取り組だけで取り組んんんんで中南で中南で中南で中南和和和和には全には全には全には全然然然然影響影響影響影響がないというようなごがないというようなごがないというようなごがないというようなご指指指指摘摘摘摘もいたもいたもいたもいただきました。また、民間などもなかなかだきました。また、民間などもなかなかだきました。また、民間などもなかなかだきました。また、民間などもなかなか参画参画参画参画せせせせずずずず、、、、行政行政行政行政主主主主導導導導でやっているのではないかとでやっているのではないかとでやっているのではないかとでやっているのではないかというごいうごいうごいうご意見意見意見意見もいただきました。本もいただきました。本もいただきました。本もいただきました。本当当当当に地に地に地に地元元元元とととと連携連携連携連携しながら、地しながら、地しながら、地しながら、地元元元元に定に定に定に定着着着着したしたしたした祭祭祭祭りとなってりとなってりとなってりとなっていくためには田尻委員がおっしいくためには田尻委員がおっしいくためには田尻委員がおっしいくためには田尻委員がおっしゃゃゃゃったように、ったように、ったように、ったように、各各各各団団団団体体体体、そして、そして、そして、そして実行実行実行実行委員会にしても、いろ委員会にしても、いろ委員会にしても、いろ委員会にしても、いろいろいろいろいろ幅幅幅幅広く市広く市広く市広く市町町町町村、村、村、村、近近近近隣隣隣隣の民間の方の民間の方の民間の方の民間の方 々々々々、そういった声をもう、そういった声をもう、そういった声をもう、そういった声をもう少少少少し聞いて中し聞いて中し聞いて中し聞いて中身身身身をををを固固固固めていくめていくめていくめていくというやり方がというやり方がというやり方がというやり方が必要必要必要必要ではないかとではないかとではないかとではないかと思思思思っています。っています。っています。っています。先日先日先日先日終わ終わ終わ終わりましたならりましたならりましたならりましたなら瑠璃絵瑠璃絵瑠璃絵瑠璃絵は、は、は、は、今今今今は民間が中は民間が中は民間が中は民間が中心心心心となったとなったとなったとなった実行実行実行実行委員会の委員会の委員会の委員会の形形形形で進で進で進で進んんんんでいまでいまでいまでいますし、ならすし、ならすし、ならすし、なら燈花燈花燈花燈花会もそういった会もそういった会もそういった会もそういった形形形形で進で進で進で進んんんんでいます。やはりいつまでもでいます。やはりいつまでもでいます。やはりいつまでもでいます。やはりいつまでも現現現現在在在在の委員会のの委員会のの委員会のの委員会のメンメンメンメンババババーーーー構構構構成がいいという成がいいという成がいいという成がいいというわわわわけではないとけではないとけではないとけではないと思思思思いますので、これもいますので、これもいますので、これもいますので、これも来来来来年の進めていく中でどのよ年の進めていく中でどのよ年の進めていく中でどのよ年の進めていく中でどのような、例えば部会をつくったりして地うな、例えば部会をつくったりして地うな、例えば部会をつくったりして地うな、例えば部会をつくったりして地元元元元のののの意見意見意見意見をををを参考参考参考参考にさせていただくやり方もあるでしにさせていただくやり方もあるでしにさせていただくやり方もあるでしにさせていただくやり方もあるでしょょょょうし、また地うし、また地うし、また地うし、また地元元元元とのとのとのとの協協協協賛賛賛賛関係でいろいろな、関係でいろいろな、関係でいろいろな、関係でいろいろな、今今今今年年年年協協協協力を力を力を力を求求求求めることができなかっためることができなかっためることができなかっためることができなかった仕仕仕仕組組組組みみみみというのもというのもというのもというのも今後今後今後今後の議の議の議の議論論論論の中での中での中での中で構構構構築築築築できたらとできたらとできたらとできたらと思思思思っています。っています。っています。っています。いいいいずずずずれにしても、れにしても、れにしても、れにしても、今今今今年年年年初初初初めてめてめてめてスタートスタートスタートスタートした取り組した取り組した取り組した取り組みみみみですので、ですので、ですので、ですので、冒頭冒頭冒頭冒頭申申申申し上げましたようし上げましたようし上げましたようし上げましたように、いろいろな課に、いろいろな課に、いろいろな課に、いろいろな課題題題題が山が山が山が山積積積積しています。そういったものをしています。そういったものをしています。そういったものをしています。そういったものを十十十十分分分分押押押押さえた上で議さえた上で議さえた上で議さえた上で議論論論論していくしていくしていくしていくことがことがことがことが今後今後今後今後、奈良県に定、奈良県に定、奈良県に定、奈良県に定着着着着したしたしたした祭祭祭祭りとして長年りとして長年りとして長年りとして長年継継継継続されることになるのではないかと続されることになるのではないかと続されることになるのではないかと続されることになるのではないかと思思思思いいいいますので、そういったものもますので、そういったものもますので、そういったものもますので、そういったものも十十十十分分分分踏踏踏踏まえた上で、平成２８年まえた上で、平成２８年まえた上で、平成２８年まえた上で、平成２８年度度度度以以以以降降降降のののの展展展展開開開開につなげたいとにつなげたいとにつなげたいとにつなげたいと思思思思います。います。います。います。食食食食事の面についても、もう事の面についても、もう事の面についても、もう事の面についても、もう少少少少し、し、し、し、来来来来ていただく方にていただく方にていただく方にていただく方に心心心心からのおもてなしができからのおもてなしができからのおもてなしができからのおもてなしができるようなるようなるようなるような体制体制体制体制もももも再再再再度検討度検討度検討度検討できればとできればとできればとできればと思思思思っています。っています。っています。っています。○田尻委員○田尻委員○田尻委員○田尻委員 今今今今、、、、非常非常非常非常に前に前に前に前向向向向きなきなきなきな答弁答弁答弁答弁をいただきました。をいただきました。をいただきました。をいただきました。ぜぜぜぜひひひひそういうそういうそういうそういう形形形形でお願いしていでお願いしていでお願いしていでお願いしていただきたいし、私が平成３年にただきたいし、私が平成３年にただきたいし、私が平成３年にただきたいし、私が平成３年に初初初初めて奈良県議会めて奈良県議会めて奈良県議会めて奈良県議会へへへへ来来来来させていただいたさせていただいたさせていただいたさせていただいた当当当当時は、時は、時は、時は、近近近近鉄鉄鉄鉄ありありありありき、奈良県ありき、き、奈良県ありき、き、奈良県ありき、き、奈良県ありき、ＪＲＪＲＪＲＪＲとのそういうとのそういうとのそういうとのそういうセセセセククククシシシションョンョンョン、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは話話話話し合いをする機会がなかっし合いをする機会がなかっし合いをする機会がなかっし合いをする機会がなかったことがありました。それで議会たことがありました。それで議会たことがありました。それで議会たことがありました。それで議会等等等等 々々々々でででで何度何度何度何度もももも知知知知事事事事等等等等 々々々々を含めて、そういうこともを含めて、そういうこともを含めて、そういうこともを含めて、そういうことも申申申申し上し上し上し上げてきたげてきたげてきたげてきた経経経経緯緯緯緯もありますが、もありますが、もありますが、もありますが、商商商商店街店街店街店街のののの皆皆皆皆ささささんんんんともともともとも是是是是非非非非、その地域でいろいろないい、その地域でいろいろないい、その地域でいろいろないい、その地域でいろいろないい意意意意味味味味でででで協協協協力をいただくという力をいただくという力をいただくという力をいただくという形形形形で、一で、一で、一で、一歩歩歩歩踏踏踏踏みみみみ出していただかなくてはならないと。出していただかなくてはならないと。出していただかなくてはならないと。出していただかなくてはならないと。近近近近鉄鉄鉄鉄奈良奈良奈良奈良駅駅駅駅前前前前行基行基行基行基広場に広場に広場に広場に屋屋屋屋根根根根ができたときに、私はができたときに、私はができたときに、私はができたときに、私は商商商商店街店街店街店街のののの皆皆皆皆ささささんんんんのごのごのごのご意意意意向向向向も受けて奈も受けて奈も受けて奈も受けて奈
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良県と交良県と交良県と交良県と交渉渉渉渉しましたが、いろいろとしましたが、いろいろとしましたが、いろいろとしましたが、いろいろと譲歩譲歩譲歩譲歩していただきましたが、なしていただきましたが、なしていただきましたが、なしていただきましたが、なぜぜぜぜ東東東東向商向商向商向商店街店街店街店街と３と３と３と３メーメーメーメートルトルトルトルやややや５５５５メートルメートルメートルメートルの間があいているのですかと。その間、の間があいているのですかと。その間、の間があいているのですかと。その間、の間があいているのですかと。その間、傘傘傘傘をををを差差差差さないといけませさないといけませさないといけませさないといけませんんんんと。と。と。と。一一一一体体体体となっていくのがとなっていくのがとなっていくのがとなっていくのが普普普普通と通と通と通と違違違違いますかとおっしいますかとおっしいますかとおっしいますかとおっしゃゃゃゃって、そこから交って、そこから交って、そこから交って、そこから交渉渉渉渉をやりごをやりごをやりごをやりご配配配配慮慮慮慮はいはいはいはいただきましたが、もうただきましたが、もうただきましたが、もうただきましたが、もう少少少少ししししぴぴぴぴったりとした関係を持っていただかなくてはつらいなとったりとした関係を持っていただかなくてはつらいなとったりとした関係を持っていただかなくてはつらいなとったりとした関係を持っていただかなくてはつらいなと正直正直正直正直言ってそう言ってそう言ってそう言ってそう思思思思います。だから、います。だから、います。だから、います。だから、屋屋屋屋根根根根ががががオオオオープンープンープンープンしたときの奈良県のしたときの奈良県のしたときの奈良県のしたときの奈良県のセセセセレレレレモモモモニニニニーーーーの日と、の日と、の日と、の日と、各各各各商商商商店街店街店街店街のののの皆皆皆皆ささささんんんんがががが集集集集まってもらったまってもらったまってもらったまってもらったセセセセレレレレモモモモニニニニーーーーの日がの日がの日がの日が違違違違ったでしったでしったでしったでしょょょょう。う。う。う。普普普普通は一通は一通は一通は一緒緒緒緒にやるにやるにやるにやるべべべべきでしきでしきでしきでしょょょょう。そういうう。そういうう。そういうう。そういう格差格差格差格差はははは考考考考えていただかなくてはならないとえていただかなくてはならないとえていただかなくてはならないとえていただかなくてはならないと思思思思っています。っています。っています。っています。土土土土曜曜曜曜日に日に日に日に京都京都京都京都駅駅駅駅ビビビビルルルル大大大大階段階段階段階段駆駆駆駆け上がり大会け上がり大会け上がり大会け上がり大会へへへへご案内をいただいて、ご案内をいただいて、ご案内をいただいて、ご案内をいただいて、行行行行ってきました。テってきました。テってきました。テってきました。テレビがレビがレビがレビが入入入入って、３６６名のって、３６６名のって、３６６名のって、３６６名の選手選手選手選手がががが走走走走っておられましたが、っておられましたが、っておられましたが、っておられましたが、主催主催主催主催ははははＪＲＪＲＪＲＪＲ西西西西労労労労組、組、組、組、労働労働労働労働組合が組合が組合が組合が第１第１第１第１回回回回目目目目のののの京都京都京都京都のののの駅駅駅駅の観光の観光の観光の観光客誘致客誘致客誘致客誘致のためにやって、のためにやって、のためにやって、のためにやって、今今今今１９１９１９１９回回回回目目目目ですとおっしですとおっしですとおっしですとおっしゃゃゃゃっておられっておられっておられっておられました。こました。こました。こました。こんんんんなこともされるのだなとなこともされるのだなとなこともされるのだなとなこともされるのだなと強強強強くくくく思思思思って、って、って、って、最初最初最初最初からからからから終わ終わ終わ終わりまでしっかりりまでしっかりりまでしっかりりまでしっかり見見見見せていせていせていせていただきましたが、いろいろなただきましたが、いろいろなただきましたが、いろいろなただきましたが、いろいろな団団団団体体体体をををを巻巻巻巻きききき込み込み込み込みながらやっていただく観光ながらやっていただく観光ながらやっていただく観光ながらやっていただく観光行政行政行政行政もしっかりともしっかりともしっかりともしっかりと進めていくようにお願いをして質問を進めていくようにお願いをして質問を進めていくようにお願いをして質問を進めていくようにお願いをして質問を終わ終わ終わ終わります。ります。ります。ります。○山村副委員長○山村副委員長○山村副委員長○山村副委員長 簡簡簡簡単単単単に２に２に２に２点点点点だけだけだけだけ伺伺伺伺います。います。います。います。１１１１点点点点は、先ほど西川委員からありました御所市のは、先ほど西川委員からありました御所市のは、先ほど西川委員からありました御所市のは、先ほど西川委員からありました御所市の丸丸丸丸山山山山土木土木土木土木産業の廃棄物産業の廃棄物産業の廃棄物産業の廃棄物最終最終最終最終処分場の火処分場の火処分場の火処分場の火災の件ですが、地災の件ですが、地災の件ですが、地災の件ですが、地元元元元の方からの方からの方からの方から要要要要請請請請がありまして、私もがありまして、私もがありまして、私もがありまして、私も現現現現地を地を地を地を見見見見にににに行行行行ってまいりました。そってまいりました。そってまいりました。そってまいりました。そこで、御所消防こで、御所消防こで、御所消防こで、御所消防署署署署長からもお長からもお長からもお長からもお話話話話をおをおをおをお伺伺伺伺いしました。いしました。いしました。いしました。現現現現場はかなり危場はかなり危場はかなり危場はかなり危険険険険な場所だということな場所だということな場所だということな場所だということがよくがよくがよくがよくわわわわかったのですが、この管理をされているのはもかったのですが、この管理をされているのはもかったのですが、この管理をされているのはもかったのですが、この管理をされているのはもちちちちろろろろんんんん廃棄物対廃棄物対廃棄物対廃棄物対策策策策課だと課だと課だと課だと思思思思うのでうのでうのでうのですが、本すが、本すが、本すが、本来来来来、火災があってはならないというか、、火災があってはならないというか、、火災があってはならないというか、、火災があってはならないというか、起起起起こりこりこりこり得得得得ない安定ない安定ない安定ない安定型型型型の処分場であるとの処分場であるとの処分場であるとの処分場であると思思思思うのですが、そういうところで２うのですが、そういうところで２うのですが、そういうところで２うのですが、そういうところで２回回回回も続けてこのような大も続けてこのような大も続けてこのような大も続けてこのような大規規規規模模模模な火災が発生しているといな火災が発生しているといな火災が発生しているといな火災が発生しているということで、大うことで、大うことで、大うことで、大変変変変甚大なことだと甚大なことだと甚大なことだと甚大なことだと思思思思いました。いました。いました。いました。近近近近隣隣隣隣の方の方の方の方 々々々々の不安というのはすごく大きいということもお聞きしました。の不安というのはすごく大きいということもお聞きしました。の不安というのはすごく大きいということもお聞きしました。の不安というのはすごく大きいということもお聞きしました。特特特特に燃えた廃に燃えた廃に燃えた廃に燃えた廃プラスプラスプラスプラスチチチチックックックックはははは有有有有害害害害なななな塩塩塩塩素素素素系系系系のののの石油石油石油石油化学化学化学化学物質ですから、燃えますと大物質ですから、燃えますと大物質ですから、燃えますと大物質ですから、燃えますと大気気気気中にさま中にさま中にさま中にさまざざざざまな物まな物まな物まな物質が質が質が質が拡散拡散拡散拡散し、し、し、し、有有有有毒ガ毒ガ毒ガ毒ガススススを含を含を含を含むむむむような煙もたくさような煙もたくさような煙もたくさような煙もたくさんんんん出るということで、そういう出るということで、そういう出るということで、そういう出るということで、そういう点点点点ではではではでは非常非常非常非常にににに心配心配心配心配をされていました。民をされていました。民をされていました。民をされていました。民家家家家からからからから離離離離れていますので、れていますので、れていますので、れていますので、直接直接直接直接類焼類焼類焼類焼ということにはならないということにはならないということにはならないということにはならないかもしれないのですが、そういうかもしれないのですが、そういうかもしれないのですが、そういうかもしれないのですが、そういう点点点点での危での危での危での危険険険険性性性性もすごくもすごくもすごくもすごく感感感感じさせられる場所でした。しかじさせられる場所でした。しかじさせられる場所でした。しかじさせられる場所でした。しかも管理が全くも管理が全くも管理が全くも管理が全くずずずずささささんんんんといいますか、といいますか、といいますか、といいますか、非常非常非常非常にににに高高高高いところまで廃棄物をいところまで廃棄物をいところまで廃棄物をいところまで廃棄物を積み積み積み積み上げてあり、一上げてあり、一上げてあり、一上げてあり、一番番番番上から下の谷にご上から下の谷にご上から下の谷にご上から下の谷にごみみみみを落としを落としを落としを落とし込む込む込む込むというやり方で、ああいうやり方をしていたら火災が発というやり方で、ああいうやり方をしていたら火災が発というやり方で、ああいうやり方をしていたら火災が発というやり方で、ああいうやり方をしていたら火災が発生するということも生するということも生するということも生するということも起起起起こりこりこりこり得得得得るのだろうとるのだろうとるのだろうとるのだろうと思思思思うような、でたらめなやり方とうような、でたらめなやり方とうような、でたらめなやり方とうような、でたらめなやり方と思思思思ったのですったのですったのですったのですが、そういう中での火災ですので、先ほど消防救急課からおが、そういう中での火災ですので、先ほど消防救急課からおが、そういう中での火災ですので、先ほど消防救急課からおが、そういう中での火災ですので、先ほど消防救急課から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、実際実際実際実際、、、、
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１００１００１００１００台台台台から３００名をから３００名をから３００名をから３００名を超超超超える消防える消防える消防える消防団団団団の方の方の方の方 々々々々が出が出が出が出動動動動せせせせざざざざるをるをるをるを得得得得なかった。また、なかった。また、なかった。また、なかった。また、三三三三重県の重県の重県の重県のヘヘヘヘリリリリココココプタープタープタープターで１で１で１で１５５５５回回回回もももも放放放放水をし消火にあたっていただいた、そういう急水をし消火にあたっていただいた、そういう急水をし消火にあたっていただいた、そういう急水をし消火にあたっていただいた、そういう急襲襲襲襲なななな現現現現場での消場での消場での消場での消火活火活火活火活動動動動ですから、一ですから、一ですから、一ですから、一歩歩歩歩間間間間違違違違えば消防えば消防えば消防えば消防団団団団の方も災の方も災の方も災の方も災害害害害にににに巻巻巻巻きききき込込込込まれるかもしれないような危まれるかもしれないような危まれるかもしれないような危まれるかもしれないような危険険険険なななな作作作作業であったということで、大業であったということで、大業であったということで、大業であったということで、大変努変努変努変努力していただいことは力していただいことは力していただいことは力していただいことは感感感感謝謝謝謝しているのですが、そうしているのですが、そうしているのですが、そうしているのですが、そういう危いう危いう危いう危険険険険なところのなところのなところのなところの原因解原因解原因解原因解明がいまだなされていないと聞いています。明がいまだなされていないと聞いています。明がいまだなされていないと聞いています。明がいまだなされていないと聞いています。先ほど警察からの先ほど警察からの先ほど警察からの先ほど警察からの答弁答弁答弁答弁でもありましたが、おでもありましたが、おでもありましたが、おでもありましたが、お答答答答えすることがないようですが、えすることがないようですが、えすることがないようですが、えすることがないようですが、今今今今、、、、調査調査調査調査されている進されている進されている進されている進行行行行形形形形の事案であるので、中の事案であるので、中の事案であるので、中の事案であるので、中身身身身についてはここではおについてはここではおについてはここではおについてはここではお答答答答えできないと理えできないと理えできないと理えできないと理解解解解したしたしたしたらいいのか、それともらいいのか、それともらいいのか、それともらいいのか、それとも調べ調べ調べ調べてもてもてもてもわわわわからないということでからないということでからないということでからないということで答答答答えがないということなのか、えがないということなのか、えがないということなのか、えがないということなのか、解解解解明をき明をき明をき明をきちんちんちんちんとしていただきたいというのがとしていただきたいというのがとしていただきたいというのがとしていただきたいというのが思思思思いですが、そのいですが、そのいですが、そのいですが、その点点点点だけだけだけだけ確認確認確認確認したいとしたいとしたいとしたいと思思思思います。います。います。います。○萬谷刑事部長○萬谷刑事部長○萬谷刑事部長○萬谷刑事部長 山村副委員長のご質問に対してですが、先ほども山村副委員長のご質問に対してですが、先ほども山村副委員長のご質問に対してですが、先ほども山村副委員長のご質問に対してですが、先ほども答弁申答弁申答弁申答弁申し上げたとおり、し上げたとおり、し上げたとおり、し上げたとおり、当当当当該該該該事案について、火災事案として関係事案について、火災事案として関係事案について、火災事案として関係事案について、火災事案として関係者者者者からの事情からの事情からの事情からの事情聴聴聴聴取、取、取、取、現現現現場場場場確認確認確認確認をををを実施実施実施実施したところでしたところでしたところでしたところです。ただ、警察としては、こういった事案のす。ただ、警察としては、こういった事案のす。ただ、警察としては、こういった事案のす。ただ、警察としては、こういった事案の個別個別個別個別、、、、具具具具体的体的体的体的な内な内な内な内容容容容については、どういう状については、どういう状については、どういう状については、どういう状況にあるかも含めて況にあるかも含めて況にあるかも含めて況にあるかも含めて答弁答弁答弁答弁をををを差差差差しししし控控控控えさせていただきたいとえさせていただきたいとえさせていただきたいとえさせていただきたいと思思思思います。います。います。います。○山村副委員長○山村副委員長○山村副委員長○山村副委員長 答弁答弁答弁答弁をををを差差差差しししし控控控控えるということですので、えるということですので、えるということですので、えるということですので、答弁答弁答弁答弁できる中できる中できる中できる中身身身身はあるが、ここはあるが、ここはあるが、ここはあるが、ここでは言えないということですね。そういうことで、できるようになったらでは言えないということですね。そういうことで、できるようになったらでは言えないということですね。そういうことで、できるようになったらでは言えないということですね。そういうことで、できるようになったら回答回答回答回答があるとがあるとがあるとがあると思思思思えばいいということでしえばいいということでしえばいいということでしえばいいということでしょょょょうか。そのようにうか。そのようにうか。そのようにうか。そのように解解解解しておきますが、よろしいですね。きしておきますが、よろしいですね。きしておきますが、よろしいですね。きしておきますが、よろしいですね。きちんちんちんちんと対処してほしいということです。と対処してほしいということです。と対処してほしいということです。と対処してほしいということです。○萬谷刑事部長○萬谷刑事部長○萬谷刑事部長○萬谷刑事部長 大大大大変答弁変答弁変答弁変答弁のののの仕仕仕仕方としては方としては方としては方としては難難難難しいですが、事件やしいですが、事件やしいですが、事件やしいですが、事件や個別個別個別個別案件については、案件については、案件については、案件については、従従従従来来来来からも、こういう県議会の場でありましてもからも、こういう県議会の場でありましてもからも、こういう県議会の場でありましてもからも、こういう県議会の場でありましても答弁答弁答弁答弁をををを差差差差しししし控控控控えさせていただいているといえさせていただいているといえさせていただいているといえさせていただいているということで、よろしくご理うことで、よろしくご理うことで、よろしくご理うことで、よろしくご理解解解解いただきたいといただきたいといただきたいといただきたいと思思思思います。います。います。います。○山村副委員長○山村副委員長○山村副委員長○山村副委員長 公表公表公表公表できるできるできるできる段階段階段階段階になれば出るということですね。になれば出るということですね。になれば出るということですね。になれば出るということですね。わわわわかりました。かりました。かりました。かりました。もう１もう１もう１もう１点点点点お聞きしますのは、お聞きしますのは、お聞きしますのは、お聞きしますのは、資料資料資料資料３、３、３、３、主主主主なななな政策政策政策政策集集集集もっと良くなる奈良県で、もっと良くなる奈良県で、もっと良くなる奈良県で、もっと良くなる奈良県で、文化資源文化資源文化資源文化資源のののの活活活活用用用用というところで、これからはというところで、これからはというところで、これからはというところで、これからは文化財文化財文化財文化財についてはについてはについてはについてはウウウウエートエートエートエートをををを保保保保存存存存から活から活から活から活用用用用ににににシフシフシフシフトトトトしてしてしてして奈良の奈良の奈良の奈良の魅魅魅魅力を力を力を力を高高高高めますとめますとめますとめますと書書書書いているのですが、どういういているのですが、どういういているのですが、どういういているのですが、どういう考考考考えでこのようにやっておられるえでこのようにやっておられるえでこのようにやっておられるえでこのようにやっておられるのかをのかをのかをのかを簡簡簡簡単単単単でいいですのでおでいいですのでおでいいですのでおでいいですのでお答答答答えください。えください。えください。えください。○竹田文化資源活用課長○竹田文化資源活用課長○竹田文化資源活用課長○竹田文化資源活用課長 今今今今、、、、文化財文化財文化財文化財、、、、文化資源文化資源文化資源文化資源のののの保保保保存存存存から活から活から活から活用用用用ということですが、ごということですが、ごということですが、ごということですが、ご承承承承知知知知のとおり、奈良県においては、のとおり、奈良県においては、のとおり、奈良県においては、のとおり、奈良県においては、歴歴歴歴史史史史的的的的背背背背景に景に景に景に彩彩彩彩られたられたられたられた豊豊豊豊かなかなかなかな文化財文化財文化財文化財、、、、歴歴歴歴史史史史文化資源文化資源文化資源文化資源があがあがあがあります。そういったものについては、ります。そういったものについては、ります。そういったものについては、ります。そういったものについては、文化財文化財文化財文化財にににに限限限限ららららずずずず、、、、記紀記紀記紀記紀・・・・万葉万葉万葉万葉をはじめとするをはじめとするをはじめとするをはじめとする文文文文献献献献資資資資料料料料、、、、歴歴歴歴史上の史上の史上の史上の人人人人物など、物など、物など、物など、幅幅幅幅広く広く広く広く捉捉捉捉えており、それらを多えており、それらを多えており、それらを多えており、それらを多角角角角的的的的な観な観な観な観点点点点から総合から総合から総合から総合的的的的にににに施策施策施策施策をををを展展展展開開開開することで地域の活することで地域の活することで地域の活することで地域の活性性性性化化化化と地域のと地域のと地域のと地域の誇誇誇誇りをりをりをりを醸醸醸醸成していきたいと成していきたいと成していきたいと成していきたいと考考考考えているところです。えているところです。えているところです。えているところです。
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文化財文化財文化財文化財についてですが、こについてですが、こについてですが、こについてですが、こちちちちらに関しては、奈良県民のらに関しては、奈良県民のらに関しては、奈良県民のらに関しては、奈良県民の皆皆皆皆様様様様が奈良県のが奈良県のが奈良県のが奈良県の文化財文化財文化財文化財を含を含を含を含むむむむ歴歴歴歴史史史史文化資源文化資源文化資源文化資源を理を理を理を理解解解解して、そしてまたして、そしてまたして、そしてまたして、そしてまた親親親親ししししむむむむ機会の機会の機会の機会の充充充充実実実実をををを図図図図りたいというりたいというりたいというりたいという思思思思いがあります。いがあります。いがあります。いがあります。そういった中では、そういった中では、そういった中では、そういった中では、当然当然当然当然ながらながらながらながら文化財文化財文化財文化財のののの特特特特性性性性やややや保保保保存存存存についてはについてはについてはについては十十十十分に分に分に分に配配配配慮慮慮慮しながら、しながら、しながら、しながら、文化文化文化文化財財財財のののの魅魅魅魅力を県内力を県内力を県内力を県内外外外外のののの皆皆皆皆様様様様にににに伝伝伝伝わわわわるようにるようにるようにるように文化財文化財文化財文化財の活の活の活の活用用用用をををを積積積積極極極極的的的的に進めていきたいというに進めていきたいというに進めていきたいというに進めていきたいという思思思思いで、いで、いで、いで、記記記記載載載載しているとおりです。しているとおりです。しているとおりです。しているとおりです。○山村副委員長○山村副委員長○山村副委員長○山村副委員長 私がお聞きした理私がお聞きした理私がお聞きした理私がお聞きした理由由由由は、予は、予は、予は、予算算算算編編編編成の成の成の成の基基基基本方本方本方本方針針針針でもでもでもでも書書書書かれていましたが、かれていましたが、かれていましたが、かれていましたが、文化資源文化資源文化資源文化資源についてはについてはについてはについては従従従従来来来来のののの保保保保存存存存重重重重視視視視からからからから最最最最大大大大限限限限の活の活の活の活用へ用へ用へ用へ方方方方向性向性向性向性をををを転転転転換換換換するとするとするとすると書書書書かれていまかれていまかれていまかれていました。活した。活した。活した。活用用用用されることはされることはされることはされることは非常非常非常非常に大に大に大に大切切切切なことですし、そのことになことですし、そのことになことですし、そのことになことですし、そのことに異異異異論論論論があるがあるがあるがあるわわわわけではありまけではありまけではありまけではありませせせせんんんん。おっし。おっし。おっし。おっしゃゃゃゃったように、奈良県民もそうですし、県ったように、奈良県民もそうですし、県ったように、奈良県民もそうですし、県ったように、奈良県民もそうですし、県外外外外の方の方の方の方 々々々々にも重にも重にも重にも重要要要要なななな遺遺遺遺産というも産というも産というも産というものの中のの中のの中のの中身身身身をしっかりをしっかりをしっかりをしっかり知知知知っていただく、そのことについてっていただく、そのことについてっていただく、そのことについてっていただく、そのことについて真真真真実実実実をををを知知知知っていただくことはっていただくことはっていただくことはっていただくことは非常非常非常非常に大事なことだとに大事なことだとに大事なことだとに大事なことだと思思思思っています。しかし、そういうことをしようとっています。しかし、そういうことをしようとっています。しかし、そういうことをしようとっています。しかし、そういうことをしようと思思思思うためには、やはりうためには、やはりうためには、やはりうためには、やはり大大大大切切切切なななな文化文化文化文化遺遺遺遺産を産を産を産を保保保保存存存存するという観するという観するという観するという観点点点点がががが非常非常非常非常に重に重に重に重要要要要だとだとだとだと思思思思っています。っています。っています。っています。この間、私たこの間、私たこの間、私たこの間、私たち何度ち何度ち何度ち何度も取り上げてきましたが、も取り上げてきましたが、も取り上げてきましたが、も取り上げてきましたが、世界遺世界遺世界遺世界遺産である平城産である平城産である平城産である平城宮跡宮跡宮跡宮跡の地下にの地下にの地下にの地下に眠眠眠眠ってってってっていますいますいますいます木木木木簡簡簡簡などは１３００年も前からなどは１３００年も前からなどは１３００年も前からなどは１３００年も前から残残残残っているっているっているっている奇跡奇跡奇跡奇跡的的的的なななな遺跡遺跡遺跡遺跡だとだとだとだと思思思思うのですが、そういうのですが、そういうのですが、そういうのですが、そういうものを本うものを本うものを本うものを本当当当当にしっかりとにしっかりとにしっかりとにしっかりと守守守守るるるる立立立立場に場に場に場に立立立立っているのかというっているのかというっているのかというっているのかという点点点点でいえば、でいえば、でいえば、でいえば、今今今今のののの国国国国営公営公営公営公園園園園事事事事業の中で業の中で業の中で業の中で舗装舗装舗装舗装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ででで埋埋埋埋めめめめ立立立立てていくようなことがてていくようなことがてていくようなことがてていくようなことが行わ行わ行わ行われており、れており、れており、れており、保保保保存存存存に対するに対するに対するに対する姿勢姿勢姿勢姿勢に危に危に危に危惧惧惧惧を持っています。ですので、を持っています。ですので、を持っています。ですので、を持っています。ですので、今回今回今回今回このように聞いたこのように聞いたこのように聞いたこのように聞いたわわわわけなのですが、奈良県のけなのですが、奈良県のけなのですが、奈良県のけなのですが、奈良県の方方方方針針針針として、として、として、として、保保保保存存存存の重の重の重の重視視視視から、から、から、から、最最最最大大大大限限限限、方、方、方、方向向向向をををを転転転転換換換換することになれば、どうもすることになれば、どうもすることになれば、どうもすることになれば、どうも両両両両立立立立していしていしていしていくとは受け取れない面があるとくとは受け取れない面があるとくとは受け取れない面があるとくとは受け取れない面があると思思思思うのです。そのことを大うのです。そのことを大うのです。そのことを大うのです。そのことを大変変変変危危危危惧惧惧惧しています。そうではなしています。そうではなしています。そうではなしています。そうではなくて、くて、くて、くて、竹竹竹竹田田田田文化資源文化資源文化資源文化資源活活活活用用用用課長がおっし課長がおっし課長がおっし課長がおっしゃゃゃゃるように、るように、るように、るように、保保保保存存存存があってこその活があってこその活があってこその活があってこその活用用用用だとなるのかだとなるのかだとなるのかだとなるのかどうか、そこのところをどうか、そこのところをどうか、そこのところをどうか、そこのところを確認確認確認確認したいとしたいとしたいとしたいと思思思思います。います。います。います。○竹田文化資源活用課長○竹田文化資源活用課長○竹田文化資源活用課長○竹田文化資源活用課長 繰繰繰繰りりりり返返返返しになりますが、しになりますが、しになりますが、しになりますが、当然当然当然当然ながら活ながら活ながら活ながら活用用用用に関しては、に関しては、に関しては、に関しては、文化財文化財文化財文化財のののの特特特特性性性性、、、、保保保保存存存存にににに配配配配慮慮慮慮しながら進めていくのを大前提でしながら進めていくのを大前提でしながら進めていくのを大前提でしながら進めていくのを大前提で考考考考えています。えています。えています。えています。特特特特に平成２７年に平成２７年に平成２７年に平成２７年５５５５月の月の月の月の閣閣閣閣議議議議決決決決定で定で定で定で文化文化文化文化芸芸芸芸術術術術の振興に関するの振興に関するの振興に関するの振興に関する基基基基本本本本的的的的な方な方な方な方針針針針－－－－文化文化文化文化芸芸芸芸術資源術資源術資源術資源で未で未で未で未来来来来をつくるをつくるをつくるをつくる－－－－、第、第、第、第４４４４次基次基次基次基本方本方本方本方針針針針がががが国国国国で示されています。で示されています。で示されています。で示されています。特特特特にににに文化財文化財文化財文化財のののの保保保保存存存存及び及び及び及び活活活活用用用用という観という観という観という観点点点点ですが、ですが、ですが、ですが、国国国国民が民が民が民が文化財文化財文化財文化財を理を理を理を理解解解解し、し、し、し、親親親親ししししむむむむ機会の機会の機会の機会の充充充充実実実実をををを図図図図るため、るため、るため、るため、文化財文化財文化財文化財のののの特特特特性性性性やややや保保保保存存存存にににに配配配配慮慮慮慮しつつ、しつつ、しつつ、しつつ、文化文化文化文化財財財財のののの魅魅魅魅力が力が力が力が国国国国民に民に民に民に伝伝伝伝わわわわるようるようるようるよう文化財文化財文化財文化財のののの公開公開公開公開、活、活、活、活用用用用をををを積積積積極極極極的的的的にににに推推推推進することが進することが進することが進することが閣閣閣閣議議議議決決決決定され定され定され定されています。そういった線にています。そういった線にています。そういった線にています。そういった線に乗乗乗乗って、って、って、って、今回今回今回今回、、、、文化財文化財文化財文化財のののの保保保保存存存存をををを当然意当然意当然意当然意識識識識しながらしながらしながらしながら積積積積極極極極的的的的な活な活な活な活用用用用、、、、そういったことによって県内そういったことによって県内そういったことによって県内そういったことによって県内外外外外の方にの方にの方にの方に文化財文化財文化財文化財にもっとなれにもっとなれにもっとなれにもっとなれ親親親親ししししんんんんでいただく機でいただく機でいただく機でいただく機運運運運醸醸醸醸成につ成につ成につ成につなげていきたいというのがなげていきたいというのがなげていきたいというのがなげていきたいというのが思思思思いです。いです。いです。いです。



---- 33330000 ----

○山村副委員長○山村副委員長○山村副委員長○山村副委員長 答弁答弁答弁答弁ははははわわわわかりました。ということでしたら、例えばここのかりました。ということでしたら、例えばここのかりました。ということでしたら、例えばここのかりました。ということでしたら、例えばここの表表表表記記記記はこのよはこのよはこのよはこのようなうなうなうな書書書書き方ではないということがき方ではないということがき方ではないということがき方ではないということが求求求求められるとめられるとめられるとめられると思思思思いますので、そのいますので、そのいますので、そのいますので、その点点点点はははは指指指指摘摘摘摘しておきたいしておきたいしておきたいしておきたいとととと思思思思います。います。います。います。○粒谷委員長○粒谷委員長○粒谷委員長○粒谷委員長 ほかに質疑がないようでしたら、これをもって質疑をほかに質疑がないようでしたら、これをもって質疑をほかに質疑がないようでしたら、これをもって質疑をほかに質疑がないようでしたら、これをもって質疑を終わ終わ終わ終わります。ります。ります。ります。なお、なお、なお、なお、当当当当委員会所管事項にかか委員会所管事項にかか委員会所管事項にかか委員会所管事項にかかわわわわります議案がります議案がります議案がります議案が追追追追加加加加される場合は、される場合は、される場合は、される場合は、当当当当委員会を定例会中委員会を定例会中委員会を定例会中委員会を定例会中の３月の３月の３月の３月４４４４日日日日金金金金曜曜曜曜日の本会議日の本会議日の本会議日の本会議終了後終了後終了後終了後にににに再再再再度度度度開催開催開催開催させていただきますので、あらかじめごさせていただきますので、あらかじめごさせていただきますので、あらかじめごさせていただきますので、あらかじめご了承了承了承了承ください。ください。ください。ください。本日はこれをもって本日はこれをもって本日はこれをもって本日はこれをもって終わ終わ終わ終わります。ります。ります。ります。


