
---- 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２９年１２月１３日（水） １３：０３～１７：２８平成２９年１２月１３日（水） １３：０３～１７：２８平成２９年１２月１３日（水） １３：０３～１７：２８平成２９年１２月１３日（水） １３：０３～１７：２８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名山本 進章 委員長山本 進章 委員長山本 進章 委員長山本 進章 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 委員森山 賀文 委員森山 賀文 委員森山 賀文 委員森山 賀文 委員大国 正博 委員大国 正博 委員大国 正博 委員大国 正博 委員荻田 義雄 委員荻田 義雄 委員荻田 義雄 委員荻田 義雄 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名中野 雅史 委員中野 雅史 委員中野 雅史 委員中野 雅史 委員出席理事者出席理事者出席理事者出席理事者 辻本 総務部長辻本 総務部長辻本 総務部長辻本 総務部長中 危機管理監中 危機管理監中 危機管理監中 危機管理監村田 地域振興部長村田 地域振興部長村田 地域振興部長村田 地域振興部長山本 南部東部振興監山本 南部東部振興監山本 南部東部振興監山本 南部東部振興監森田 観光局長森田 観光局長森田 観光局長森田 観光局長星場 警務部長星場 警務部長星場 警務部長星場 警務部長大久保 生活安全部長大久保 生活安全部長大久保 生活安全部長大久保 生活安全部長藤本 刑事部長藤本 刑事部長藤本 刑事部長藤本 刑事部長宮本 交通部長宮本 交通部長宮本 交通部長宮本 交通部長今谷 警備部長今谷 警備部長今谷 警備部長今谷 警備部長音田 人事委員長 ほか、関係職員音田 人事委員長 ほか、関係職員音田 人事委員長 ほか、関係職員音田 人事委員長 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）議案の審査について（１）議案の審査について（１）議案の審査について（１）議案の審査について議第７０号 平成２９年度奈良県一般会計補正予算（第３号）議第７０号 平成２９年度奈良県一般会計補正予算（第３号）議第７０号 平成２９年度奈良県一般会計補正予算（第３号）議第７０号 平成２９年度奈良県一般会計補正予算（第３号）（総務警察委員会所管分）（総務警察委員会所管分）（総務警察委員会所管分）（総務警察委員会所管分）
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議第７２号 奈良県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例議第７２号 奈良県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例議第７２号 奈良県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例議第７２号 奈良県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例（総務警察委員会所管分）（総務警察委員会所管分）（総務警察委員会所管分）（総務警察委員会所管分）議第７３号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例議第７３号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例議第７３号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例議第７３号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例議第７４号 奈良県税条例等の一部を改正する条例議第７４号 奈良県税条例等の一部を改正する条例議第７４号 奈良県税条例等の一部を改正する条例議第７４号 奈良県税条例等の一部を改正する条例議第７５号 産業集積の形成及び活性化のための県税の課税免除に関する条議第７５号 産業集積の形成及び活性化のための県税の課税免除に関する条議第７５号 産業集積の形成及び活性化のための県税の課税免除に関する条議第７５号 産業集積の形成及び活性化のための県税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例例の一部を改正する条例例の一部を改正する条例例の一部を改正する条例議第８３号 財産の処分について議第８３号 財産の処分について議第８３号 財産の処分について議第８３号 財産の処分について議第８９号 関西広域連合規約の一部変更に関する協議について議第８９号 関西広域連合規約の一部変更に関する協議について議第８９号 関西広域連合規約の一部変更に関する協議について議第８９号 関西広域連合規約の一部変更に関する協議について議第９０号 公立大学法人奈良県立大学定款の変更について議第９０号 公立大学法人奈良県立大学定款の変更について議第９０号 公立大学法人奈良県立大学定款の変更について議第９０号 公立大学法人奈良県立大学定款の変更について議第９３号 当せん金付証票の発売について議第９３号 当せん金付証票の発売について議第９３号 当せん金付証票の発売について議第９３号 当せん金付証票の発売について議第９５号 平成２９年度奈良県一般会計補正予算（第４号）議第９５号 平成２９年度奈良県一般会計補正予算（第４号）議第９５号 平成２９年度奈良県一般会計補正予算（第４号）議第９５号 平成２９年度奈良県一般会計補正予算（第４号）（総務警察委員会所管分）（総務警察委員会所管分）（総務警察委員会所管分）（総務警察委員会所管分）議第９６号 奈良県議会議員の議員報酬額、費用弁償額及び期末手当の額並議第９６号 奈良県議会議員の議員報酬額、費用弁償額及び期末手当の額並議第９６号 奈良県議会議員の議員報酬額、費用弁償額及び期末手当の額並議第９６号 奈良県議会議員の議員報酬額、費用弁償額及び期末手当の額並びにその支給条例等の一部を改正する条例びにその支給条例等の一部を改正する条例びにその支給条例等の一部を改正する条例びにその支給条例等の一部を改正する条例議第９７号 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例議第９７号 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例議第９７号 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例議第９７号 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例議第９８号 奈良県職員に対する退職手当に関する条例等の一部を改正する議第９８号 奈良県職員に対する退職手当に関する条例等の一部を改正する議第９８号 奈良県職員に対する退職手当に関する条例等の一部を改正する議第９８号 奈良県職員に対する退職手当に関する条例等の一部を改正する条例条例条例条例報第３１号 地方自治法第１８０条第１項の規定による専決処分の報告につ報第３１号 地方自治法第１８０条第１項の規定による専決処分の報告につ報第３１号 地方自治法第１８０条第１項の規定による専決処分の報告につ報第３１号 地方自治法第１８０条第１項の規定による専決処分の報告についていていていて自動車事故にかかる損害賠償額の決定について自動車事故にかかる損害賠償額の決定について自動車事故にかかる損害賠償額の決定について自動車事故にかかる損害賠償額の決定について（総務警察委員会所管分）（総務警察委員会所管分）（総務警察委員会所管分）（総務警察委員会所管分）（２）その他（２）その他（２）その他（２）その他＜会議の経過＞＜会議の経過＞＜会議の経過＞＜会議の経過＞○山本委員長○山本委員長○山本委員長○山本委員長 ただいまから、総務警察委員会を開会いたします。ただいまから、総務警察委員会を開会いたします。ただいまから、総務警察委員会を開会いたします。ただいまから、総務警察委員会を開会いたします。本日の欠席者は中野委員です。本日の欠席者は中野委員です。本日の欠席者は中野委員です。本日の欠席者は中野委員です。なお、理事者において、安田警察本部長が欠席するとの連絡を受けておりますので、ごなお、理事者において、安田警察本部長が欠席するとの連絡を受けておりますので、ごなお、理事者において、安田警察本部長が欠席するとの連絡を受けておりますので、ごなお、理事者において、安田警察本部長が欠席するとの連絡を受けておりますので、ご了解願います。了解願います。了解願います。了解願います。本日は、人事委員長、人事委員会事務局長、会計局総務課長に出席いただいていますの本日は、人事委員長、人事委員会事務局長、会計局総務課長に出席いただいていますの本日は、人事委員長、人事委員会事務局長、会計局総務課長に出席いただいていますの本日は、人事委員長、人事委員会事務局長、会計局総務課長に出席いただいていますので、ご了解願います。で、ご了解願います。で、ご了解願います。で、ご了解願います。なお、この後、傍聴の申し出があれば、２０名を限度に入室していただきますので、ごなお、この後、傍聴の申し出があれば、２０名を限度に入室していただきますので、ごなお、この後、傍聴の申し出があれば、２０名を限度に入室していただきますので、ごなお、この後、傍聴の申し出があれば、２０名を限度に入室していただきますので、ご
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承知ください。承知ください。承知ください。承知ください。それでは、案件に入ります。それでは、案件に入ります。それでは、案件に入ります。それでは、案件に入ります。まず、付まず、付まず、付まず、付託託託託議案の審査を議案の審査を議案の審査を議案の審査を行行行行います。います。います。います。当委員会に付当委員会に付当委員会に付当委員会に付託託託託を受けました議案は、委員会を受けました議案は、委員会を受けました議案は、委員会を受けました議案は、委員会次次次次第に第に第に第に記載記載記載記載のとおりであります。のとおりであります。のとおりであります。のとおりであります。なお、審査になお、審査になお、審査になお、審査に先先先先立立立立ちちちち申し申し申し申し上げ上げ上げ上げておきますが、委員長報告は、正副委員長会議の申し合ておきますが、委員長報告は、正副委員長会議の申し合ておきますが、委員長報告は、正副委員長会議の申し合ておきますが、委員長報告は、正副委員長会議の申し合わわわわせにより、付せにより、付せにより、付せにより、付託託託託を受けました議案の審査を受けました議案の審査を受けました議案の審査を受けました議案の審査結果結果結果結果についてのについてのについてのについてのみみみみ報告となりますので、あらか報告となりますので、あらか報告となりますので、あらか報告となりますので、あらかじじじじめご了承願います。めご了承願います。めご了承願います。めご了承願います。それでは、付それでは、付それでは、付それでは、付託託託託議案について、総務部長、地域振興部長、観光局長、警務部長の議案について、総務部長、地域振興部長、観光局長、警務部長の議案について、総務部長、地域振興部長、観光局長、警務部長の議案について、総務部長、地域振興部長、観光局長、警務部長の順順順順にににに説説説説明明明明願います。願います。願います。願います。なお、理事者のなお、理事者のなお、理事者のなお、理事者の皆様皆様皆様皆様におかれましては、におかれましては、におかれましては、におかれましては、着着着着席にてご席にてご席にてご席にてご説明説明説明説明、ご報告願います。、ご報告願います。、ご報告願います。、ご報告願います。○辻本総務部長○辻本総務部長○辻本総務部長○辻本総務部長 山本委員長からご山本委員長からご山本委員長からご山本委員長からご配慮配慮配慮配慮いただきましたので、いただきましたので、いただきましたので、いただきましたので、以降以降以降以降のののの説明説明説明説明についてはについてはについてはについては着着着着席席席席にてにてにてにて説明説明説明説明させていただきます。させていただきます。させていただきます。させていただきます。それでは、今定例県議会にそれでは、今定例県議会にそれでは、今定例県議会にそれでは、今定例県議会に提提提提出した議案全出した議案全出した議案全出した議案全体体体体のののの概要概要概要概要と、そのと、そのと、そのと、そのうちうちうちうちの総務部に関する事項の総務部に関する事項の総務部に関する事項の総務部に関する事項についてごについてごについてごについてご説明説明説明説明します。します。します。します。１２月１日に１２月１日に１２月１日に１２月１日に提提提提出した議案は、出した議案は、出した議案は、出した議案は、資料「資料「資料「資料「平成２９年度一般会計補正予算案その他平成２９年度一般会計補正予算案その他平成２９年度一般会計補正予算案その他平成２９年度一般会計補正予算案その他」」」」の１２の１２の１２の１２月１日月１日月１日月１日提提提提出分の出分の出分の出分の目次目次目次目次のとおり、予算が議第７０号の１件、条例のとおり、予算が議第７０号の１件、条例のとおり、予算が議第７０号の１件、条例のとおり、予算が議第７０号の１件、条例制制制制定及び改正が議第７１号定及び改正が議第７１号定及び改正が議第７１号定及び改正が議第７１号から議第７７号までの７件、から議第７７号までの７件、から議第７７号までの７件、から議第７７号までの７件、契契契契約等が議第７８号から議第９３号までの１６件、計約等が議第７８号から議第９３号までの１６件、計約等が議第７８号から議第９３号までの１６件、計約等が議第７８号から議第９３号までの１６件、計画画画画が議が議が議が議第９４号の１件、専決処分の報告が報第３０号と報第３１号の２件、合計２７件です。第９４号の１件、専決処分の報告が報第３０号と報第３１号の２件、合計２７件です。第９４号の１件、専決処分の報告が報第３０号と報第３１号の２件、合計２７件です。第９４号の１件、専決処分の報告が報第３０号と報第３１号の２件、合計２７件です。以下以下以下以下、総務部に関する、総務部に関する、総務部に関する、総務部に関するもももものについてごのについてごのについてごのについてご説明説明説明説明します。その他の部の所管にします。その他の部の所管にします。その他の部の所管にします。その他の部の所管に属属属属するするするするもももものにつのにつのにつのについては、それいては、それいては、それいては、それぞぞぞぞれの部局長が所管の委員会でごれの部局長が所管の委員会でごれの部局長が所管の委員会でごれの部局長が所管の委員会でご説明説明説明説明します。します。します。します。まず、今ごらんいただいたまず、今ごらんいただいたまず、今ごらんいただいたまず、今ごらんいただいた資料「資料「資料「資料「平成２９年度一般会計補正予算案その他平成２９年度一般会計補正予算案その他平成２９年度一般会計補正予算案その他平成２９年度一般会計補正予算案その他」」」」の１２月１の１２月１の１２月１の１２月１日日日日提提提提出分で出分で出分で出分で載載載載せている議案からせている議案からせている議案からせている議案から説明説明説明説明させていただきます。させていただきます。させていただきます。させていただきます。４１４１４１４１ページページページページの議第８３号の議第８３号の議第８３号の議第８３号「「「「財産の処分について財産の処分について財産の処分について財産の処分について」」」」は、は、は、は、旧五條高校跡旧五條高校跡旧五條高校跡旧五條高校跡地を地を地を地を五條市五條市五條市五條市に売に売に売に売却却却却すすすするるるるもももものです。のです。のです。のです。続続続続いて、４７いて、４７いて、４７いて、４７ページページページページの議第８９号の議第８９号の議第８９号の議第８９号「「「「関西広域連合規約の一部変更に関する協議につい関西広域連合規約の一部変更に関する協議につい関西広域連合規約の一部変更に関する協議につい関西広域連合規約の一部変更に関する協議についてててて」」」」ですが、これは関西広域連合の処理する事務に規定される通ですが、これは関西広域連合の処理する事務に規定される通ですが、これは関西広域連合の処理する事務に規定される通ですが、これは関西広域連合の処理する事務に規定される通訳訳訳訳案案案案内士内士内士内士等に係る事務を、等に係る事務を、等に係る事務を、等に係る事務を、通通通通訳訳訳訳案案案案内士内士内士内士法等の一部改正に法等の一部改正に法等の一部改正に法等の一部改正に伴伴伴伴い改正するととい改正するととい改正するととい改正するととももももに、広域連合の処理する事務にに、広域連合の処理する事務にに、広域連合の処理する事務にに、広域連合の処理する事務に毒物劇物毒物劇物毒物劇物毒物劇物取扱取扱取扱取扱者者者者試験試験試験試験及び一般用及び一般用及び一般用及び一般用医薬品医薬品医薬品医薬品のののの登録販登録販登録販登録販売者売者売者売者試験試験試験試験に関する事務をに関する事務をに関する事務をに関する事務を追加追加追加追加することにすることにすることにすることに伴伴伴伴い、関西い、関西い、関西い、関西広域連合規約を変更することについて議決を広域連合規約を変更することについて議決を広域連合規約を変更することについて議決を広域連合規約を変更することについて議決を求求求求めるめるめるめるもももものです。のです。のです。のです。続続続続いて、５６いて、５６いて、５６いて、５６ページページページページの議第９３号の議第９３号の議第９３号の議第９３号「「「「当せん金付き証票の発売について当せん金付き証票の発売について当せん金付き証票の発売について当せん金付き証票の発売について」」」」は、いは、いは、いは、いわゆわゆわゆわゆるるるる宝宝宝宝
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くくくくじじじじの平成３０年度における本県の発売総額を１００の平成３０年度における本県の発売総額を１００の平成３０年度における本県の発売総額を１００の平成３０年度における本県の発売総額を１００億円以内億円以内億円以内億円以内とするとするとするとするももももので、今年度とので、今年度とので、今年度とので、今年度と同同同同額です。額です。額です。額です。次次次次に、に、に、に、資料資料資料資料がががが「「「「平成２９年１２月定例県議会平成２９年１２月定例県議会平成２９年１２月定例県議会平成２９年１２月定例県議会提提提提出予算案の出予算案の出予算案の出予算案の概要」概要」概要」概要」に変に変に変に変わわわわりますが、このりますが、このりますが、このりますが、この１１１１ページページページページからの議第７０号からの議第７０号からの議第７０号からの議第７０号「「「「平成２９年度奈良県一般会計補正予算案（第３号平成２９年度奈良県一般会計補正予算案（第３号平成２９年度奈良県一般会計補正予算案（第３号平成２９年度奈良県一般会計補正予算案（第３号））））」」」」についについについについては、ては、ては、ては、歳歳歳歳入入入入歳歳歳歳出それ出それ出それ出それぞぞぞぞれ９３れ９３れ９３れ９３億億億億７７７７，，，，９００９００９００９００万円余万円余万円余万円余のののの増増増増額です。また、額です。また、額です。また、額です。また、新新新新規の規の規の規の繰越明許繰越明許繰越明許繰越明許費と費と費と費として１７して１７して１７して１７億億億億１１１１，，，，３００３００３００３００万円余万円余万円余万円余、、、、債債債債務務務務負担行為負担行為負担行為負担行為としてとしてとしてとして追加追加追加追加、変更合、変更合、変更合、変更合わわわわせて３７せて３７せて３７せて３７億億億億４００４００４００４００万円万円万円万円余余余余を計を計を計を計上上上上しています。これらは、ことし１０月に発生したしています。これらは、ことし１０月に発生したしています。これらは、ことし１０月に発生したしています。これらは、ことし１０月に発生した台風台風台風台風２１号等による２１号等による２１号等による２１号等による被被被被害害害害へへへへの対の対の対の対応や応や応や応や、国の交付金等を活用した県、国の交付金等を活用した県、国の交付金等を活用した県、国の交付金等を活用した県政諸政諸政諸政諸課課課課題へ題へ題へ題へのののの取取取取りりりり組み組み組み組みのののの推推推推進、その他、進、その他、進、その他、進、その他、緊急緊急緊急緊急にににに措置措置措置措置をををを必必必必要要要要とするとするとするとするもももものについて計のについて計のについて計のについて計上上上上するするするするももももので、ので、ので、ので、政策政策政策政策課課課課題別題別題別題別のののの内訳内訳内訳内訳は１は１は１は１ページページページページのののの表表表表のとおりです。のとおりです。のとおりです。のとおりです。歳歳歳歳入予算の入予算の入予算の入予算のうちうちうちうち特定財特定財特定財特定財源源源源としては、としては、としては、としては、急傾斜急傾斜急傾斜急傾斜地地地地崩壊崩壊崩壊崩壊対対対対策策策策事業費事業費事業費事業費負担負担負担負担金な金な金な金などどどど分分分分担担担担金及び金及び金及び金及び負担負担負担負担金を１金を１金を１金を１，，，，８００８００８００８００万円余万円余万円余万円余、、、、土木施設災土木施設災土木施設災土木施設災害害害害復旧復旧復旧復旧費費費費負担負担負担負担金な金な金な金などどどどの国の国の国の国庫庫庫庫支出金を４６支出金を４６支出金を４６支出金を４６億億億億８８８８，，，，７００７００７００７００万円余万円余万円余万円余、、、、土土土土地地地地建物建物建物建物売売売売払収払収払収払収入として財産入として財産入として財産入として財産収収収収入を１３入を１３入を１３入を１３億億億億１１１１，，，，００００００００００００万円余万円余万円余万円余、地方、地方、地方、地方創創創創生生生生応援応援応援応援税税税税制制制制寄附寄附寄附寄附金として金として金として金として諸収諸収諸収諸収入を１００入を１００入を１００入を１００万円万円万円万円、、、、庁舎庁舎庁舎庁舎等等等等整整整整備備備備基基基基金金金金繰繰繰繰入金として入金として入金として入金として繰繰繰繰入金を１入金を１入金を１入金を１，，，，２００２００２００２００万円万円万円万円余余余余、、、、土木施設災土木施設災土木施設災土木施設災害害害害復旧復旧復旧復旧事業事業事業事業債債債債ななななどどどどの県の県の県の県債債債債を２２を２２を２２を２２億億億億８８８８，，，，７００７００７００７００万円余万円余万円余万円余計計計計上上上上するととするととするととするととももももに、に、に、に、残残残残余余余余の一般財の一般財の一般財の一般財源源源源としてとしてとしてとして繰越繰越繰越繰越金を１０金を１０金を１０金を１０億億億億６６６６，，，，１００１００１００１００万円余万円余万円余万円余計計計計上上上上しています。しています。しています。しています。このこのこのこの結果結果結果結果、一般会計の総額は４、一般会計の総額は４、一般会計の総額は４、一般会計の総額は４，，，，８９４８９４８９４８９４億億億億９９９９，，，，７００７００７００７００万円余万円余万円余万円余となり、当となり、当となり、当となり、当初初初初予算に対して予算に対して予算に対して予算に対して２２２２．．．．４４４４％％％％のののの増増増増、、、、前前前前年年年年同同同同期期期期比比比比で３で３で３で３．．．．９９９９％％％％のののの減減減減となとなとなとなっっっっています。ています。ています。ています。歳歳歳歳出予算の出予算の出予算の出予算のうちうちうちうち総務部に関する総務部に関する総務部に関する総務部に関するもももものについて、３件ごのについて、３件ごのについて、３件ごのについて、３件ご説明説明説明説明します。します。します。します。なお、なお、なお、なお、各各各各補正予算の補正予算の補正予算の補正予算の歳歳歳歳入入入入歳歳歳歳出の款項出の款項出の款項出の款項別別別別のののの内訳内訳内訳内訳は、は、は、は、最初最初最初最初にごらんいただいたにごらんいただいたにごらんいただいたにごらんいただいた資料「資料「資料「資料「平成２平成２平成２平成２９年度一般会計補正予算案その他９年度一般会計補正予算案その他９年度一般会計補正予算案その他９年度一般会計補正予算案その他」」」」の１２月１日の１２月１日の１２月１日の１２月１日提提提提出分のほ出分のほ出分のほ出分のほううううにににに記載記載記載記載しています。しています。しています。しています。それでは、それでは、それでは、それでは、資料「資料「資料「資料「平成２９年１２月定例県議会平成２９年１２月定例県議会平成２９年１２月定例県議会平成２９年１２月定例県議会提提提提出予算案の出予算案の出予算案の出予算案の概要」概要」概要」概要」にににに戻っ戻っ戻っ戻って４て４て４て４ページページページページ「「「「５ その他５ その他５ その他５ その他」」」」の１つの１つの１つの１つ目目目目、県、県、県、県庁舎系施設庁舎系施設庁舎系施設庁舎系施設南部地域南部地域南部地域南部地域再配置整再配置整再配置整再配置整備事業についてです。県備事業についてです。県備事業についてです。県備事業についてです。県庁舎系庁舎系庁舎系庁舎系施設施設施設施設の南部地域の南部地域の南部地域の南部地域再配置再配置再配置再配置にににに伴っ伴っ伴っ伴って、て、て、て、旧五條高校跡旧五條高校跡旧五條高校跡旧五條高校跡地において地において地において地において五條市五條市五條市五條市との合との合との合との合同庁舎同庁舎同庁舎同庁舎をををを整整整整備する備する備する備するためのためのためのための負担負担負担負担金です。今年度に金です。今年度に金です。今年度に金です。今年度に実施実施実施実施するするするする埋蔵埋蔵埋蔵埋蔵文化財発文化財発文化財発文化財発掘調掘調掘調掘調査に係る１査に係る１査に係る１査に係る１，，，，２００２００２００２００万円余万円余万円余万円余のののの増増増増額額額額と、平成３０年度から平成３１年度にと、平成３０年度から平成３１年度にと、平成３０年度から平成３１年度にと、平成３０年度から平成３１年度に実施実施実施実施するするするする造造造造成成成成工工工工事等に係る１事等に係る１事等に係る１事等に係る１億億億億２２２２，，，，６００６００６００６００万円万円万円万円のののの債債債債務務務務負担行為負担行為負担行為負担行為のののの設設設設定をお願いする定をお願いする定をお願いする定をお願いするもももものです。財のです。財のです。財のです。財源源源源には、には、には、には、庁舎庁舎庁舎庁舎等等等等整整整整備備備備基基基基金を金を金を金を充充充充当します。当します。当します。当します。債債債債務務務務負担行為負担行為負担行為負担行為については、６については、６については、６については、６ページページページページにににに記載記載記載記載しています。しています。しています。しています。２つ２つ２つ２つ目目目目の地域の地域の地域の地域・経済・経済・経済・経済活性化活性化活性化活性化基基基基金積立金は、金積立金は、金積立金は、金積立金は、旧耳旧耳旧耳旧耳成成成成高校跡高校跡高校跡高校跡地の一部及び地の一部及び地の一部及び地の一部及び旧高旧高旧高旧高田総合田総合田総合田総合庁舎跡庁舎跡庁舎跡庁舎跡地の売地の売地の売地の売却収却収却収却収入を地域入を地域入を地域入を地域・経済・経済・経済・経済活性化活性化活性化活性化基基基基金に積金に積金に積金に積みみみみ立てる立てる立てる立てるもももものです。のです。のです。のです。最最最最後３つ後３つ後３つ後３つ目目目目の財の財の財の財政調整基政調整基政調整基政調整基金積立金は、平成２８年度決算金積立金は、平成２８年度決算金積立金は、平成２８年度決算金積立金は、平成２８年度決算剰余剰余剰余剰余金１８金１８金１８金１８億億億億４００４００４００４００万円余万円余万円余万円余につにつにつにつ
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いて、地方財いて、地方財いて、地方財いて、地方財政政政政法第７条第１項に法第７条第１項に法第７条第１項に法第７条第１項に基づ基づ基づ基づいて、２分の１をいて、２分の１をいて、２分の１をいて、２分の１を下下下下らない額として９らない額として９らない額として９らない額として９億億億億１１１１，，，，００００００００００００万円万円万円万円を財を財を財を財政調整基政調整基政調整基政調整基金に積金に積金に積金に積みみみみ立てる立てる立てる立てるもももものです。のです。のです。のです。続続続続いて、条例について、いて、条例について、いて、条例について、いて、条例について、資料「資料「資料「資料「平成２９年１２月定例県議会平成２９年１２月定例県議会平成２９年１２月定例県議会平成２９年１２月定例県議会提提提提出条例出条例出条例出条例」」」」でごでごでごでご説明説明説明説明します。します。します。します。総務部に係る条例案は４件です。総務部に係る条例案は４件です。総務部に係る条例案は４件です。総務部に係る条例案は４件です。２２２２ページページページページは、議第７２号は、議第７２号は、議第７２号は、議第７２号「「「「奈良県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例奈良県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例奈良県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例奈良県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例」」」」についてです。これはについてです。これはについてです。これはについてです。これは市町市町市町市町村が処理することとする事務を村が処理することとする事務を村が処理することとする事務を村が処理することとする事務を追加追加追加追加するため、所するため、所するため、所するため、所要要要要の改正をの改正をの改正をの改正を行行行行うもうもうもうものです。そののです。そののです。そののです。そのうちうちうちうち総務部に係る総務部に係る総務部に係る総務部に係るもももものは、のは、のは、のは、要旨要旨要旨要旨の１（１）一般の１（１）一般の１（１）一般の１（１）一般旅券旅券旅券旅券の発給の申の発給の申の発給の申の発給の申請請請請の受理の受理の受理の受理等の事務を等の事務を等の事務を等の事務を橿原市橿原市橿原市橿原市にににに移譲移譲移譲移譲するするするするももももので、ので、ので、ので、施行施行施行施行期日は平成３０年４月１日としています。期日は平成３０年４月１日としています。期日は平成３０年４月１日としています。期日は平成３０年４月１日としています。７７７７ページページページページは、議第７３号は、議第７３号は、議第７３号は、議第７３号「「「「職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例」」」」につにつにつについてです。これは地方公務員の育児休業等に関する法いてです。これは地方公務員の育児休業等に関する法いてです。これは地方公務員の育児休業等に関する法いてです。これは地方公務員の育児休業等に関する法律律律律の改正にの改正にの改正にの改正に伴伴伴伴い、い、い、い、非常勤非常勤非常勤非常勤職員の育児職員の育児職員の育児職員の育児休業について、休業について、休業について、休業について、養養養養育する育する育する育する子子子子が２が２が２が２歳歳歳歳にににに達達達達する日までのする日までのする日までのする日までの再延再延再延再延長を長を長を長を可能可能可能可能とするよとするよとするよとするよううううにしたにしたにしたにしたももももので、ので、ので、ので、施行施行施行施行期日は公期日は公期日は公期日は公布布布布の日としています。の日としています。の日としています。の日としています。１３１３１３１３ページページページページは、議第７４号は、議第７４号は、議第７４号は、議第７４号「「「「奈良県税条例等の一部を改正する条例奈良県税条例等の一部を改正する条例奈良県税条例等の一部を改正する条例奈良県税条例等の一部を改正する条例」」」」についてです。こについてです。こについてです。こについてです。これは自動車保れは自動車保れは自動車保れは自動車保有有有有関係手関係手関係手関係手続続続続ののののワンストップサービス拡ワンストップサービス拡ワンストップサービス拡ワンストップサービス拡大に対大に対大に対大に対応応応応するため、中するため、中するため、中するため、中古古古古車の車の車の車の移転登録移転登録移転登録移転登録に係る自動車に係る自動車に係る自動車に係る自動車取得取得取得取得税等の税等の税等の税等の現現現現金での金での金での金での納納納納付を付を付を付を可能可能可能可能とするよとするよとするよとするよううううにしたにしたにしたにしたももももので、ので、ので、ので、施行施行施行施行期日は、一部期日は、一部期日は、一部期日は、一部を除き平成３０年２月５日としています。を除き平成３０年２月５日としています。を除き平成３０年２月５日としています。を除き平成３０年２月５日としています。１９１９１９１９ページページページページは、議第７５号は、議第７５号は、議第７５号は、議第７５号「「「「産業集積の形成及び活性化のための県税の課税免除に関す産業集積の形成及び活性化のための県税の課税免除に関す産業集積の形成及び活性化のための県税の課税免除に関す産業集積の形成及び活性化のための県税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例る条例の一部を改正する条例る条例の一部を改正する条例る条例の一部を改正する条例」」」」についてです。これは、法についてです。これは、法についてです。これは、法についてです。これは、法律律律律にににに基づ基づ基づ基づきききき策策策策定した奈良県定した奈良県定した奈良県定した奈良県未来未来未来未来投資促投資促投資促投資促進進進進基基基基本計本計本計本計画画画画に定めるに定めるに定めるに定める促促促促進進進進区区区区域域域域内内内内において、地域において、地域において、地域において、地域経済経済経済経済をををを牽引牽引牽引牽引する事業にする事業にする事業にする事業に要要要要するするするする施設施設施設施設のののの設置設置設置設置者に対して、者に対して、者に対して、者に対して、不不不不動産動産動産動産取得取得取得取得税等の課税を免除する税等の課税を免除する税等の課税を免除する税等の課税を免除するももももので、ので、ので、ので、施行施行施行施行期日は公期日は公期日は公期日は公布布布布の日としていの日としていの日としていの日としています。ます。ます。ます。続続続続いて、一いて、一いて、一いて、一昨昨昨昨日の１２月１１日に日の１２月１１日に日の１２月１１日に日の１２月１１日に追加提追加提追加提追加提案した議案について、案した議案について、案した議案について、案した議案について、説明説明説明説明させていただきます。させていただきます。させていただきます。させていただきます。追加提追加提追加提追加提案としては、案としては、案としては、案としては、資料「資料「資料「資料「平成２９年度一般会計補正予算案その他（平成２９年度一般会計補正予算案その他（平成２９年度一般会計補正予算案その他（平成２９年度一般会計補正予算案その他（追加提追加提追加提追加提出分出分出分出分））））」」」」のののの目目目目次次次次のとおり、予算が議第９５号の１件、条例改正が議第９６号から議第９８号までの３件、のとおり、予算が議第９５号の１件、条例改正が議第９６号から議第９８号までの３件、のとおり、予算が議第９５号の１件、条例改正が議第９６号から議第９８号までの３件、のとおり、予算が議第９５号の１件、条例改正が議第９６号から議第９８号までの３件、合計４件です。合計４件です。合計４件です。合計４件です。議第９５号の予算の議第９５号の予算の議第９５号の予算の議第９５号の予算の内容内容内容内容については、については、については、については、資料「資料「資料「資料「平成２９年１２月定例県議会平成２９年１２月定例県議会平成２９年１２月定例県議会平成２９年１２月定例県議会提提提提出予算案の出予算案の出予算案の出予算案の概要」概要」概要」概要」の一の一の一の一番最番最番最番最後の７後の７後の７後の７ページページページページですが、給与改定にですが、給与改定にですが、給与改定にですが、給与改定に伴う増伴う増伴う増伴う増額とい額とい額とい額といううううことで、ことし１０月のことで、ことし１０月のことで、ことし１０月のことで、ことし１０月の人事委員会からの給与に関する人事委員会からの給与に関する人事委員会からの給与に関する人事委員会からの給与に関する勧勧勧勧告等に告等に告等に告等に鑑み鑑み鑑み鑑み、給与改定を、給与改定を、給与改定を、給与改定を実施実施実施実施することによりすることによりすることによりすることにより増増増増額となる額となる額となる額となる９９９９億億億億８８８８，，，，７００７００７００７００万円余万円余万円余万円余ののののうちうちうちうち、総務部に関する、総務部に関する、総務部に関する、総務部に関するももももの、議会事務局に関するの、議会事務局に関するの、議会事務局に関するの、議会事務局に関するももももの及び監査委の及び監査委の及び監査委の及び監査委員事務局に関する員事務局に関する員事務局に関する員事務局に関するもももものは特のは特のは特のは特別別別別職で２００職で２００職で２００職で２００万円余万円余万円余万円余、一般職で３、一般職で３、一般職で３、一般職で３，，，，８００８００８００８００万円余万円余万円余万円余、合、合、合、合わわわわせて４せて４せて４せて４，，，，
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１００１００１００１００万円余万円余万円余万円余です。です。です。です。これに関連する条例については、これに関連する条例については、これに関連する条例については、これに関連する条例については、資料「資料「資料「資料「平成２９年１２月定例県議会平成２９年１２月定例県議会平成２９年１２月定例県議会平成２９年１２月定例県議会提提提提出条例出条例出条例出条例」」」」でごでごでごでご説説説説明明明明しますが、３３しますが、３３しますが、３３しますが、３３ページページページページは、議第９６号は、議第９６号は、議第９６号は、議第９６号「「「「奈良県議会議員の議員報酬額、費用弁償額及び奈良県議会議員の議員報酬額、費用弁償額及び奈良県議会議員の議員報酬額、費用弁償額及び奈良県議会議員の議員報酬額、費用弁償額及び期末手当の額並びにその支給条例等の一部を改正する条例期末手当の額並びにその支給条例等の一部を改正する条例期末手当の額並びにその支給条例等の一部を改正する条例期末手当の額並びにその支給条例等の一部を改正する条例」」」」についてです。これは国のについてです。これは国のについてです。これは国のについてです。これは国の指指指指定職及び特定職及び特定職及び特定職及び特別別別別職の給与改定に職の給与改定に職の給与改定に職の給与改定に準じ準じ準じ準じて、県議会議員、知事及び副知事、て、県議会議員、知事及び副知事、て、県議会議員、知事及び副知事、て、県議会議員、知事及び副知事、常勤常勤常勤常勤の委員並びにの委員並びにの委員並びにの委員並びに教教教教育長の期末手当を０育長の期末手当を０育長の期末手当を０育長の期末手当を０．．．．０５月分０５月分０５月分０５月分プラスプラスプラスプラス改定するため、奈良県議会議員の議員報酬額、費用改定するため、奈良県議会議員の議員報酬額、費用改定するため、奈良県議会議員の議員報酬額、費用改定するため、奈良県議会議員の議員報酬額、費用弁償額及び期末手当の額並びにその支給条例のほか３つの関連条例を改正する弁償額及び期末手当の額並びにその支給条例のほか３つの関連条例を改正する弁償額及び期末手当の額並びにその支給条例のほか３つの関連条例を改正する弁償額及び期末手当の額並びにその支給条例のほか３つの関連条例を改正するもももものです。のです。のです。のです。施行施行施行施行期日については、一部を除き平成２９年１２月２５日からとしていますが、平成２期日については、一部を除き平成２９年１２月２５日からとしていますが、平成２期日については、一部を除き平成２９年１２月２５日からとしていますが、平成２期日については、一部を除き平成２９年１２月２５日からとしていますが、平成２９年度分の期末手当については、平成２９年１２月１日からの９年度分の期末手当については、平成２９年１２月１日からの９年度分の期末手当については、平成２９年１２月１日からの９年度分の期末手当については、平成２９年１２月１日からの適適適適用としています。また、用としています。また、用としています。また、用としています。また、平成３０年度平成３０年度平成３０年度平成３０年度以降以降以降以降に係る期末手当については、平成３０年４月１日に係る期末手当については、平成３０年４月１日に係る期末手当については、平成３０年４月１日に係る期末手当については、平成３０年４月１日施行施行施行施行としています。としています。としています。としています。続続続続いて４４いて４４いて４４いて４４ページページページページは、議第９７号は、議第９７号は、議第９７号は、議第９７号「「「「一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正す一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正す一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正す一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例る条例る条例る条例」」」」についてです。これは人事委員会の給与に関するについてです。これは人事委員会の給与に関するについてです。これは人事委員会の給与に関するについてです。これは人事委員会の給与に関する勧勧勧勧告に告に告に告に鑑み鑑み鑑み鑑みて、一般職の職員のて、一般職の職員のて、一般職の職員のて、一般職の職員の給給給給料料料料、、、、初任初任初任初任給給給給調整調整調整調整手当及び手当及び手当及び手当及び勤勉勤勉勤勉勤勉手当の額の改定等を手当の額の改定等を手当の額の改定等を手当の額の改定等を行うも行うも行うも行うものです。のです。のです。のです。具体的具体的具体的具体的には、まず一般職の職員の給与に関して、人事委員会には、まず一般職の職員の給与に関して、人事委員会には、まず一般職の職員の給与に関して、人事委員会には、まず一般職の職員の給与に関して、人事委員会勧勧勧勧告に告に告に告に準じ準じ準じ準じて給て給て給て給料表料表料表料表及び及び及び及び初初初初任任任任給給給給調整調整調整調整手当の手当の手当の手当の上上上上限額を限額を限額を限額を引引引引きききき上げ上げ上げ上げます。このほか、平成２９年１２月期のます。このほか、平成２９年１２月期のます。このほか、平成２９年１２月期のます。このほか、平成２９年１２月期の勤勉勤勉勤勉勤勉手当の額に手当の額に手当の額に手当の額について、４４ついて、４４ついて、４４ついて、４４ページページページページから４５から４５から４５から４５ページページページページにににに記載記載記載記載のとおり、のとおり、のとおり、のとおり、再任再任再任再任用職員用職員用職員用職員以外以外以外以外の職員の支給月の職員の支給月の職員の支給月の職員の支給月数数数数をををを００００．．．．１月分、１月分、１月分、１月分、再任再任再任再任用職員の支給月用職員の支給月用職員の支給月用職員の支給月数数数数を０を０を０を０．．．．０５月分、それ０５月分、それ０５月分、それ０５月分、それぞぞぞぞれれれれ引引引引きききき上げ上げ上げ上げます。また、平成ます。また、平成ます。また、平成ます。また、平成３０年度３０年度３０年度３０年度以降以降以降以降分の支給月分の支給月分の支給月分の支給月数数数数については、４５については、４５については、４５については、４５ページページページページから４６から４６から４６から４６ページページページページにににに記載記載記載記載のとおりです。のとおりです。のとおりです。のとおりです。次次次次に、に、に、に、任任任任期付職員及び期付職員及び期付職員及び期付職員及び任任任任期付期付期付期付研究研究研究研究員について員について員について員についてもももも、人事委員会、人事委員会、人事委員会、人事委員会勧勧勧勧告に告に告に告に準じ準じ準じ準じて給て給て給て給料表料表料表料表をををを引引引引きききき上げ上げ上げ上げるととるととるととるととももももに、４６に、４６に、４６に、４６ページページページページから４７から４７から４７から４７ページページページページにににに記載記載記載記載のとおり、平成２９年度１２月期及びのとおり、平成２９年度１２月期及びのとおり、平成２９年度１２月期及びのとおり、平成２９年度１２月期及び平成３０年度平成３０年度平成３０年度平成３０年度以降以降以降以降の期末手当の支給月の期末手当の支給月の期末手当の支給月の期末手当の支給月数数数数をををを引引引引きききき上げ上げ上げ上げるるるるもももものです。のです。のです。のです。施行施行施行施行期日は、一部を除き平成２９年１２月２５日からとしていますが、人事委員会期日は、一部を除き平成２９年１２月２５日からとしていますが、人事委員会期日は、一部を除き平成２９年１２月２５日からとしていますが、人事委員会期日は、一部を除き平成２９年１２月２５日からとしていますが、人事委員会勧勧勧勧告告告告にににに準じ準じ準じ準じる給る給る給る給料表料表料表料表の改定等については平成２９年４月１日から、平成２９年度分のの改定等については平成２９年４月１日から、平成２９年度分のの改定等については平成２９年４月１日から、平成２９年度分のの改定等については平成２９年４月１日から、平成２９年度分の勤勉勤勉勤勉勤勉手当手当手当手当等については平成２９年１２月１日からの等については平成２９年１２月１日からの等については平成２９年１２月１日からの等については平成２９年１２月１日からの適適適適用としています。また、平成３０年度用としています。また、平成３０年度用としています。また、平成３０年度用としています。また、平成３０年度以降以降以降以降分分分分のののの勤勉勤勉勤勉勤勉手当等については、平成３０年４月１日手当等については、平成３０年４月１日手当等については、平成３０年４月１日手当等については、平成３０年４月１日施行施行施行施行としています。としています。としています。としています。最最最最後に５６後に５６後に５６後に５６ページページページページですが、議第９８号ですが、議第９８号ですが、議第９８号ですが、議第９８号「「「「奈良県職員に対する退職手当に関する条例等の奈良県職員に対する退職手当に関する条例等の奈良県職員に対する退職手当に関する条例等の奈良県職員に対する退職手当に関する条例等の一部を改正する条例一部を改正する条例一部を改正する条例一部を改正する条例」」」」についてで、国についてで、国についてで、国についてで、国家家家家公務員退職手当法の改正に公務員退職手当法の改正に公務員退職手当法の改正に公務員退職手当法の改正に準じ準じ準じ準じ、退職手当の支給、退職手当の支給、退職手当の支給、退職手当の支給水水水水準準準準をををを引引引引きききき下げ下げ下げ下げるため、所るため、所るため、所るため、所要要要要の改正をするの改正をするの改正をするの改正をするもももものです。のです。のです。のです。具体的具体的具体的具体的には、奈良県職員に対する退職手当に関する条例の本には、奈良県職員に対する退職手当に関する条例の本には、奈良県職員に対する退職手当に関する条例の本には、奈良県職員に対する退職手当に関する条例の本則則則則の規定により計算した額の規定により計算した額の規定により計算した額の規定により計算した額にににに乗じ乗じ乗じ乗じるるるる調整率調整率調整率調整率について、について、について、について、現行現行現行現行では１００分の８７としているとこでは１００分の８７としているとこでは１００分の８７としているとこでは１００分の８７としているところろろろを１００分の８３を１００分の８３を１００分の８３を１００分の８３．．．．
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７に７に７に７に引引引引きききき下げ下げ下げ下げよよよよううううとするとするとするとするももももので、ので、ので、ので、施行施行施行施行期日は平成３０年１月１日としています。期日は平成３０年１月１日としています。期日は平成３０年１月１日としています。期日は平成３０年１月１日としています。以上以上以上以上が、今が、今が、今が、今回提回提回提回提出している議案の出している議案の出している議案の出している議案の概要概要概要概要及び総務部所管に関する及び総務部所管に関する及び総務部所管に関する及び総務部所管に関するもももものです。ご審議よのです。ご審議よのです。ご審議よのです。ご審議よろろろろししししくお願いします。くお願いします。くお願いします。くお願いします。○村田地域振興部長○村田地域振興部長○村田地域振興部長○村田地域振興部長 それでは、山本委員長よりそれでは、山本委員長よりそれでは、山本委員長よりそれでは、山本委員長より着着着着席にて席にて席にて席にて説明説明説明説明をとのをとのをとのをとの配慮配慮配慮配慮をいただきましをいただきましをいただきましをいただきましたので、これよりはたので、これよりはたので、これよりはたので、これよりは着着着着席して席して席して席して説明説明説明説明をさせていただきます。をさせていただきます。をさせていただきます。をさせていただきます。まず、地域振興部所管の平成２９年度１２月補正予算について、まず、地域振興部所管の平成２９年度１２月補正予算について、まず、地域振興部所管の平成２９年度１２月補正予算について、まず、地域振興部所管の平成２９年度１２月補正予算について、資料「資料「資料「資料「平成２９年１２平成２９年１２平成２９年１２平成２９年１２月定例県議会月定例県議会月定例県議会月定例県議会提提提提出予算案の出予算案の出予算案の出予算案の概要」概要」概要」概要」でごでごでごでご説明説明説明説明します。します。します。します。３３３３ページページページページのののの「「「「４ 文化の振興４ 文化の振興４ 文化の振興４ 文化の振興」」」」のののの欄欄欄欄ですが、１つですが、１つですが、１つですが、１つ目目目目は、は、は、は、ムジークフェストムジークフェストムジークフェストムジークフェストなら２０１８なら２０１８なら２０１８なら２０１８開開開開催催催催事業で、文化事業で、文化事業で、文化事業で、文化芸術芸術芸術芸術活動のさらなる活性化を活動のさらなる活性化を活動のさらなる活性化を活動のさらなる活性化を図図図図るととるととるととるととももももに、に、に、に、誘客誘客誘客誘客をををを促促促促進するため、これ進するため、これ進するため、これ進するため、これまでよりまでよりまでよりまでよりもももも開開開開催時催時催時催時期を約１期を約１期を約１期を約１カカカカ月月月月前倒前倒前倒前倒しするととしするととしするととしするととももももに、開に、開に、開に、開催催催催期期期期間間間間をををを延延延延長して、平成３０年５長して、平成３０年５長して、平成３０年５長して、平成３０年５月７日から６月３日までの２８日月７日から６月３日までの２８日月７日から６月３日までの２８日月７日から６月３日までの２８日間間間間の開の開の開の開催催催催を予定しています。を予定しています。を予定しています。を予定しています。具体的具体的具体的具体的には、奈良公には、奈良公には、奈良公には、奈良公園春園春園春園春日野日野日野日野園園園園地での大規地での大規地での大規地での大規模模模模野野野野外コンサートや社寺外コンサートや社寺外コンサートや社寺外コンサートや社寺を中を中を中を中心心心心に開に開に開に開催催催催する奈する奈する奈する奈良ならではの良ならではの良ならではの良ならではのコンサートコンサートコンサートコンサートにににに加加加加ええええて、て、て、て、新新新新たに０たに０たに０たに０歳歳歳歳児から入場児から入場児から入場児から入場可能可能可能可能ななななコンサートコンサートコンサートコンサートを開を開を開を開催催催催するなするなするなするなどどどど、県、県、県、県内各内各内各内各地で地で地で地でコンサートコンサートコンサートコンサートを開を開を開を開催催催催する予定です。それらの事業する予定です。それらの事業する予定です。それらの事業する予定です。それらの事業内容内容内容内容をををを早早早早期に決定し、広報期に決定し、広報期に決定し、広報期に決定し、広報をををを展展展展開するため、事開するため、事開するため、事開するため、事前準前準前準前準備事業として３８０備事業として３８０備事業として３８０備事業として３８０万円万円万円万円の補正予算をお願いするの補正予算をお願いするの補正予算をお願いするの補正予算をお願いするもももものです。のです。のです。のです。また、平成３０年度の事業また、平成３０年度の事業また、平成３０年度の事業また、平成３０年度の事業実施実施実施実施に当たに当たに当たに当たっっっって今年度中にて今年度中にて今年度中にて今年度中に契契契契約事務を約事務を約事務を約事務を行う行う行う行うため、ため、ため、ため、併併併併せて１せて１せて１せて１億億億億円余円余円余円余のののの債債債債務務務務負担行為負担行為負担行為負担行為補正をお願いしますが、こ補正をお願いしますが、こ補正をお願いしますが、こ補正をお願いしますが、こちちちちらについては６らについては６らについては６らについては６ページページページページにににに記載記載記載記載しています。しています。しています。しています。２つ２つ２つ２つ目目目目はははは新新新新規事業、規事業、規事業、規事業、触触触触れる文化財れる文化財れる文化財れる文化財レレレレププププリリリリカカカカ製作製作製作製作活用事業については、活用事業については、活用事業については、活用事業については、企企企企業業業業版ふ版ふ版ふ版ふるさとるさとるさとるさと納納納納税を活用し税を活用し税を活用し税を活用し、、、、（（（（仮称仮称仮称仮称）奈良県国）奈良県国）奈良県国）奈良県国際際際際芸術家芸術家芸術家芸術家村で活用する村で活用する村で活用する村で活用するコンコンコンコンテテテテンンンンツツツツとして、として、として、として、橿原橿原橿原橿原考考考考古古古古学学学学研究研究研究研究所に保管されている国所に保管されている国所に保管されている国所に保管されている国指指指指定定定定重重重重要要要要文化財である文化財である文化財である文化財である黒塚黒塚黒塚黒塚古古古古墳墳墳墳出出出出土品土品土品土品のののの三角縁神獣鏡三角縁神獣鏡三角縁神獣鏡三角縁神獣鏡ののののレレレレププププリリリリカカカカをををを製作製作製作製作するするするするもももものです。のです。のです。のです。３つ３つ３つ３つ目も新目も新目も新目も新規事業ですが、規事業ですが、規事業ですが、規事業ですが、民俗民俗民俗民俗博博博博物物物物館館館館活用活用活用活用検討検討検討検討事業は、大事業は、大事業は、大事業は、大和民俗和民俗和民俗和民俗公公公公園内園内園内園内にあるにあるにあるにある古古古古民民民民家家家家のののの破破破破損損損損状況状況状況状況をををを調調調調査するとと査するとと査するとと査するととももももに、に、に、に、同同同同博博博博物物物物館館館館が保が保が保が保有有有有するするするする民俗民俗民俗民俗資料資料資料資料ののののデデデデーーーータベタベタベタベースースースース化を進める化を進める化を進める化を進めるもももものです。のです。のです。のです。続続続続いて７いて７いて７いて７ページページページページの給与改定にの給与改定にの給与改定にの給与改定に伴う増伴う増伴う増伴う増額については、ことし１０月の人事委員会からの額については、ことし１０月の人事委員会からの額については、ことし１０月の人事委員会からの額については、ことし１０月の人事委員会からの勧勧勧勧告の告の告の告の趣趣趣趣旨旨旨旨にのにのにのにのっっっっととととっっっって給与改定をて給与改定をて給与改定をて給与改定を実施実施実施実施することにしていますが、することにしていますが、することにしていますが、することにしていますが、トートートートータルタルタルタル９９９９億億億億８８８８，，，，７００７００７００７００万円余万円余万円余万円余のののの増増増増額の額の額の額のうちうちうちうち、地域振興部関係については一般職２、地域振興部関係については一般職２、地域振興部関係については一般職２、地域振興部関係については一般職２，，，，００００００００００００万円余万円余万円余万円余となとなとなとなっっっっています。ています。ています。ています。予算の予算の予算の予算の説明説明説明説明についてはについてはについてはについては以上以上以上以上です。です。です。です。続続続続いて今度は、いて今度は、いて今度は、いて今度は、先先先先ほほほほどどどど辻本総務部長の辻本総務部長の辻本総務部長の辻本総務部長の説明説明説明説明ででででもももも利利利利用した用した用した用した資料「資料「資料「資料「平成２９年度一般会計補平成２９年度一般会計補平成２９年度一般会計補平成２９年度一般会計補正予算案その他正予算案その他正予算案その他正予算案その他」」」」の１２月１日の１２月１日の１２月１日の１２月１日提提提提出分の４９出分の４９出分の４９出分の４９ページページページページですが、議第９０号ですが、議第９０号ですが、議第９０号ですが、議第９０号「「「「公立大学法人奈公立大学法人奈公立大学法人奈公立大学法人奈
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良県立大学定款の変更について良県立大学定款の変更について良県立大学定款の変更について良県立大学定款の変更について」」」」のごのごのごのご説明説明説明説明です。です。です。です。ここここちちちちらについては、地方らについては、地方らについては、地方らについては、地方独独独独立立立立行政行政行政行政法人法の改正に法人法の改正に法人法の改正に法人法の改正に伴伴伴伴い変更の議決をい変更の議決をい変更の議決をい変更の議決を求求求求めるめるめるめるももももので、監事ので、監事ので、監事ので、監事のののの任任任任期について、２年とな期について、２年とな期について、２年とな期について、２年となっっっっていたていたていたていたもももものが、法改正により、のが、法改正により、のが、法改正により、のが、法改正により、任任任任命命命命後４年後４年後４年後４年以内以内以内以内にににに終終終終了する事了する事了する事了する事業年度の業年度の業年度の業年度のうちうちうちうち、、、、最最最最終終終終ののののもももものについてのについてのについてのについて同同同同法第３４条第１項に規定されている財務法第３４条第１項に規定されている財務法第３４条第１項に規定されている財務法第３４条第１項に規定されている財務諸表諸表諸表諸表の承の承の承の承認認認認の日までといの日までといの日までといの日までというううう形に変更されたため、定款を変更する形に変更されたため、定款を変更する形に変更されたため、定款を変更する形に変更されたため、定款を変更するもももものです。のです。のです。のです。施行施行施行施行期日は平成３０年４期日は平成３０年４期日は平成３０年４期日は平成３０年４月１日で、月１日で、月１日で、月１日で、経経経経過過過過措置措置措置措置として、として、として、として、現現現現在在在在の監事のの監事のの監事のの監事の任任任任期については平成３１年３月３１日までとし期については平成３１年３月３１日までとし期については平成３１年３月３１日までとし期については平成３１年３月３１日までとしているとこているとこているとこているところろろろです。です。です。です。地域振興部関係の地域振興部関係の地域振興部関係の地域振興部関係の説明説明説明説明はははは以上以上以上以上です。ご審議をよです。ご審議をよです。ご審議をよです。ご審議をよろろろろしくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。○森田観光局長○森田観光局長○森田観光局長○森田観光局長 引引引引きききき続続続続いて、観光局所管の平成２９年１２月定例県議会いて、観光局所管の平成２９年１２月定例県議会いて、観光局所管の平成２９年１２月定例県議会いて、観光局所管の平成２９年１２月定例県議会提提提提出予算案につ出予算案につ出予算案につ出予算案について、いて、いて、いて、着着着着席にて席にて席にて席にて説明説明説明説明させていただきます。させていただきます。させていただきます。させていただきます。資料「資料「資料「資料「平成２９年１２月定例県議会平成２９年１２月定例県議会平成２９年１２月定例県議会平成２９年１２月定例県議会提提提提出予算案の出予算案の出予算案の出予算案の概要」概要」概要」概要」の３の３の３の３ページページページページのののの「「「「２ 観光の振２ 観光の振２ 観光の振２ 観光の振興興興興」欄」欄」欄」欄のののの新新新新規事業、規事業、規事業、規事業、イイイインンンンバウバウバウバウンンンンドドドド推推推推進進進進コンコンコンコンテテテテンンンンツツツツ整整整整備事業についてです。備事業についてです。備事業についてです。備事業についてです。外外外外国人観光国人観光国人観光国人観光客客客客のののの誘客誘客誘客誘客を一を一を一を一層層層層図図図図るために、るために、るために、るために、来来来来年２０１８年に年２０１８年に年２０１８年に年２０１８年に政政政政府主府主府主府主催催催催ででででフランスフランスフランスフランスで予定されている日本文化で予定されている日本文化で予定されている日本文化で予定されている日本文化ののののキャキャキャキャンペーン「ジンペーン「ジンペーン「ジンペーン「ジャポニャポニャポニャポニスムスムスムスム２０１８２０１８２０１８２０１８」」」」の、７月にあるの、７月にあるの、７月にあるの、７月にあるオオオオープープープープニニニニンンンンググググ等で活用する本県等で活用する本県等で活用する本県等で活用する本県ののののププププロモロモロモロモーーーーショショショションンンン用の用の用の用のＰＲ映像ＰＲ映像ＰＲ映像ＰＲ映像をををを制制制制作作作作しよしよしよしよううううといといといというもうもうもうもので、７００ので、７００ので、７００ので、７００万円余万円余万円余万円余の予算をお願いの予算をお願いの予算をお願いの予算をお願いするするするするもももものです。観光局所管の議案ののです。観光局所管の議案ののです。観光局所管の議案ののです。観光局所管の議案の説明説明説明説明はははは以上以上以上以上です。ご審議よです。ご審議よです。ご審議よです。ご審議よろろろろしくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。○星場警務部長○星場警務部長○星場警務部長○星場警務部長 山本委員長から山本委員長から山本委員長から山本委員長から着着着着座座座座にてにてにてにて説明説明説明説明とのとのとのとの配慮配慮配慮配慮をいただきましたので、をいただきましたので、をいただきましたので、をいただきましたので、着着着着座座座座してしてしてして警察本部所管の警察本部所管の警察本部所管の警察本部所管の提提提提出議案についてご出議案についてご出議案についてご出議案についてご説明説明説明説明します。します。します。します。提提提提出議案は、専決処分の報告について及出議案は、専決処分の報告について及出議案は、専決処分の報告について及出議案は、専決処分の報告について及び平成２９年度一般会計補正予算案についてです。び平成２９年度一般会計補正予算案についてです。び平成２９年度一般会計補正予算案についてです。び平成２９年度一般会計補正予算案についてです。まず、報第３１号まず、報第３１号まず、報第３１号まず、報第３１号「「「「地方自治法第１８０条第１項の規定による専決処分の報告につい地方自治法第１８０条第１項の規定による専決処分の報告につい地方自治法第１８０条第１項の規定による専決処分の報告につい地方自治法第１８０条第１項の規定による専決処分の報告についてててて」」」」のののの「「「「自動車事故にかかる損害賠償額の決定について自動車事故にかかる損害賠償額の決定について自動車事故にかかる損害賠償額の決定について自動車事故にかかる損害賠償額の決定について」」」」ですけれですけれですけれですけれどもどもどもども、、、、内容内容内容内容は、は、は、は、資料資料資料資料「「「「平成２９年度一般会計補正予算案その他平成２９年度一般会計補正予算案その他平成２９年度一般会計補正予算案その他平成２９年度一般会計補正予算案その他」」」」の１２月１日の１２月１日の１２月１日の１２月１日提提提提出分の６３出分の６３出分の６３出分の６３ページページページページからです。からです。からです。からです。ここここちちちちらは９月議会らは９月議会らは９月議会らは９月議会以降以降以降以降に損害賠償額が決定をしたに損害賠償額が決定をしたに損害賠償額が決定をしたに損害賠償額が決定をしたももももので、警察本部に関するので、警察本部に関するので、警察本部に関するので、警察本部に関するもももものは、６３のは、６３のは、６３のは、６３ページページページページののののうち番うち番うち番うち番号の２から５及び７、それから６４号の２から５及び７、それから６４号の２から５及び７、それから６４号の２から５及び７、それから６４ページページページページののののうち番うち番うち番うち番号の９から１５の計１号の９から１５の計１号の９から１５の計１号の９から１５の計１２件です。損害賠償額の合計額は１４９２件です。損害賠償額の合計額は１４９２件です。損害賠償額の合計額は１４９２件です。損害賠償額の合計額は１４９万万万万１１１１，，，，１０１１０１１０１１０１円円円円で、それで、それで、それで、それぞぞぞぞれ事故のれ事故のれ事故のれ事故の概要概要概要概要、損害賠、損害賠、損害賠、損害賠償の償の償の償の相相相相手方、損害賠償額、専決年月日については手方、損害賠償額、専決年月日については手方、損害賠償額、専決年月日については手方、損害賠償額、専決年月日については資料資料資料資料にににに記載記載記載記載のとおりです。のとおりです。のとおりです。のとおりです。次次次次に、議第９５号に、議第９５号に、議第９５号に、議第９５号「「「「平成２９年度一般会計補正予算（第４号平成２９年度一般会計補正予算（第４号平成２９年度一般会計補正予算（第４号平成２９年度一般会計補正予算（第４号））））」」」」についてですが、についてですが、についてですが、についてですが、資料資料資料資料「「「「平成２９年１２月定例県議会平成２９年１２月定例県議会平成２９年１２月定例県議会平成２９年１２月定例県議会提提提提出予算案の出予算案の出予算案の出予算案の概要」概要」概要」概要」の７の７の７の７ページページページページ、事業、事業、事業、事業概要概要概要概要は給与改定には給与改定には給与改定には給与改定に伴伴伴伴う増う増う増う増額についてです。補正額９額についてです。補正額９額についてです。補正額９額についてです。補正額９億億億億８８８８，，，，７００７００７００７００万円余万円余万円余万円余ののののうちうちうちうち、警察本部に関係するのは１、警察本部に関係するのは１、警察本部に関係するのは１、警察本部に関係するのは１億億億億８８８８，，，，３００３００３００３００万円余万円余万円余万円余で、全て一般職の職員分です。で、全て一般職の職員分です。で、全て一般職の職員分です。で、全て一般職の職員分です。
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警察本部所管の警察本部所管の警察本部所管の警察本部所管の提提提提出議案は出議案は出議案は出議案は以上以上以上以上です。ご審議よです。ご審議よです。ご審議よです。ご審議よろろろろしくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。○山本委員長○山本委員長○山本委員長○山本委員長 ありがとありがとありがとありがとううううごごごござざざざいました。いました。いました。いました。ただいまのただいまのただいまのただいまの説明説明説明説明について、について、について、について、質疑質疑質疑質疑があればご発があればご発があればご発があればご発言言言言願います。願います。願います。願います。なお、その他の事項につきましては、後ほなお、その他の事項につきましては、後ほなお、その他の事項につきましては、後ほなお、その他の事項につきましては、後ほどどどど質問質問質問質問をををを行行行行いますので、ご了承願います。いますので、ご了承願います。いますので、ご了承願います。いますので、ご了承願います。○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員 議案の議案の議案の議案の番番番番号号号号順順順順で、議第７０号で、議第７０号で、議第７０号で、議第７０号「「「「平成２９年度奈良県一般会計補正予算（第３平成２９年度奈良県一般会計補正予算（第３平成２９年度奈良県一般会計補正予算（第３平成２９年度奈良県一般会計補正予算（第３号号号号））））」」」」からからからから聞聞聞聞いていきます。いていきます。いていきます。いていきます。資料「資料「資料「資料「平成２９年度一般会計補正予算平成２９年度一般会計補正予算平成２９年度一般会計補正予算平成２９年度一般会計補正予算書書書書に関するに関するに関するに関する説明説明説明説明書書書書」」」」のののの歳歳歳歳入からお入からお入からお入からお聞聞聞聞きしたいのですが、３きしたいのですが、３きしたいのですが、３きしたいのですが、３ページページページページにある県にある県にある県にある県土土土土マネマネマネマネジジジジメメメメントントントント費費費費負担負担負担負担金の金の金の金の急傾斜急傾斜急傾斜急傾斜地地地地崩崩崩崩壊壊壊壊対対対対策策策策事業費事業費事業費事業費負担負担負担負担金は、総額の金は、総額の金は、総額の金は、総額の何割何割何割何割に当たるのでしに当たるのでしに当たるのでしに当たるのでしょょょょううううか。か。か。か。○阿部財政課長○阿部財政課長○阿部財政課長○阿部財政課長 済み済み済み済みません、今、手ません、今、手ません、今、手ません、今、手元元元元に総額のに総額のに総額のに総額の資料資料資料資料をををを持持持持っっっっていませんので、ていませんので、ていませんので、ていませんので、確認確認確認確認して後して後して後して後ほほほほどどどどおおおお示示示示しします。しします。しします。しします。○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員 山本委員長、これはき山本委員長、これはき山本委員長、これはき山本委員長、これはきょょょょうううう採採採採決するのです決するのです決するのです決するのですねねねね。。。。○山本委員長○山本委員長○山本委員長○山本委員長 採採採採決します。決します。決します。決します。○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員 これは審議ですので、できればこの総務警察委員会中にお願いします。これは審議ですので、できればこの総務警察委員会中にお願いします。これは審議ですので、できればこの総務警察委員会中にお願いします。これは審議ですので、できればこの総務警察委員会中にお願いします。それでは、それでは、それでは、それでは、次次次次の４の４の４の４ページページページページにににに行行行行きますが、国きますが、国きますが、国きますが、国庫庫庫庫支出金に地域振興費国支出金に地域振興費国支出金に地域振興費国支出金に地域振興費国庫庫庫庫補補補補助助助助金の地方金の地方金の地方金の地方創創創創生生生生推推推推進交付金がありますが、これは平成２９年度における第２進交付金がありますが、これは平成２９年度における第２進交付金がありますが、これは平成２９年度における第２進交付金がありますが、これは平成２９年度における第２回目回目回目回目の申の申の申の申請請請請分になるのですか。分になるのですか。分になるのですか。分になるのですか。申申申申請請請請状況状況状況状況について、全国について、全国について、全国について、全国的的的的ににににどうどうどうどうだだだだっっっったのか、奈良県はそのたのか、奈良県はそのたのか、奈良県はそのたのか、奈良県はそのうちうちうちうち何何何何件くらいに当たるのか件くらいに当たるのか件くらいに当たるのか件くらいに当たるのかをををを教教教教ええええていただけますか。ていただけますか。ていただけますか。ていただけますか。○谷垣政策推進課長○谷垣政策推進課長○谷垣政策推進課長○谷垣政策推進課長 済み済み済み済みません、今、手ません、今、手ません、今、手ません、今、手元元元元にににに細細細細かいかいかいかい資料資料資料資料がありませんので、なるがありませんので、なるがありませんので、なるがありませんので、なるべべべべくくくく早早早早くにおくにおくにおくにお示示示示ししたいとししたいとししたいとししたいと思思思思います。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 逆逆逆逆にににに聞聞聞聞きますが、きますが、きますが、きますが、どどどどのよのよのよのよううううなななな資料資料資料資料をおをおをおをお持持持持ちちちちですか。ですか。ですか。ですか。○谷垣政策推進課長○谷垣政策推進課長○谷垣政策推進課長○谷垣政策推進課長 全国の全国の全国の全国の数数数数字字字字と、奈良県のと、奈良県のと、奈良県のと、奈良県の数数数数字字字字をおをおをおをお示示示示ししたいとししたいとししたいとししたいと思思思思っっっっています。ています。ています。ています。○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員 いいいいやややや、今、手、今、手、今、手、今、手元元元元にはにはにはにはどどどどのよのよのよのよううううなななな資料資料資料資料をおをおをおをお持持持持ちちちちですか。ですか。ですか。ですか。○谷垣政策推進課長○谷垣政策推進課長○谷垣政策推進課長○谷垣政策推進課長 済み済み済み済みません、今、手ません、今、手ません、今、手ません、今、手元元元元にはにはにはには資料資料資料資料はありません。はありません。はありません。はありません。○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員 といといといといううううことは、ことは、ことは、ことは、何何何何もももも質疑質疑質疑質疑できないといできないといできないといできないといううううことですか。これは補正予算の審議ことですか。これは補正予算の審議ことですか。これは補正予算の審議ことですか。これは補正予算の審議ですので、ですので、ですので、ですので、ややややはりはりはりはり確認確認確認確認事項等はこの場で事項等はこの場で事項等はこの場で事項等はこの場で確認確認確認確認していくしていくしていくしていく必要必要必要必要があります。があります。があります。があります。提提提提出された議案に出された議案に出された議案に出された議案について、ついて、ついて、ついて、何何何何ででででももももはいはい、そはいはい、そはいはい、そはいはい、そううううですかとですかとですかとですかと無無無無条件に条件に条件に条件に賛賛賛賛成することな成することな成することな成することなどどどどありありありあり得得得得ないですよ。こないですよ。こないですよ。こないですよ。これは、谷れは、谷れは、谷れは、谷垣垣垣垣政策推政策推政策推政策推進課長だけに限進課長だけに限進課長だけに限進課長だけに限っっっったことではありませんが。それでは、たことではありませんが。それでは、たことではありませんが。それでは、たことではありませんが。それでは、わわわわかるかるかるかる範囲範囲範囲範囲でおでおでおでお答え答え答え答え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。地方地方地方地方創創創創生生生生推推推推進交付金の交付対進交付金の交付対進交付金の交付対進交付金の交付対象象象象事業における特事業における特事業における特事業における特徴徴徴徴的的的的なななな取取取取りりりり組み組み組み組み事例な事例な事例な事例などどどどのののの資料資料資料資料等は、国等は、国等は、国等は、国ののののホホホホームページームページームページームページででででもももも出ています。今出ています。今出ています。今出ています。今回回回回の補正予算には、平成２９年度の第２の補正予算には、平成２９年度の第２の補正予算には、平成２９年度の第２の補正予算には、平成２９年度の第２回目回目回目回目の申の申の申の申請請請請のののの
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結果結果結果結果がががが上上上上ががががっっっってきているのではないかとてきているのではないかとてきているのではないかとてきているのではないかと思思思思いますが、奈良県では、県いますが、奈良県では、県いますが、奈良県では、県いますが、奈良県では、県単位単位単位単位、県と、県と、県と、県と市町市町市町市町村と村と村と村と合合合合同同同同ででででややややる部分、る部分、る部分、る部分、市町市町市町市町村分な村分な村分な村分などどどど、振り分けがい、振り分けがい、振り分けがい、振り分けがいろろろろいいいいろろろろあるのですが、あるのですが、あるのですが、あるのですが、昨昨昨昨年平成２８年度を年平成２８年度を年平成２８年度を年平成２８年度を振り振り振り振り返返返返ると、たしかると、たしかると、たしかると、たしか去去去去年の１年の１年の１年の１回目回目回目回目の交付申の交付申の交付申の交付申請請請請において、において、において、において、何何何何月月月月何何何何日までの日までの日までの日までの提提提提出分に関しては、出分に関しては、出分に関しては、出分に関しては、プラスプラスプラスプラスアルアルアルアルフフフファァァァ２、３２、３２、３２、３千千千千万円万円万円万円くらいですか、くらいですか、くらいですか、くらいですか、幾幾幾幾らからからからか上乗上乗上乗上乗せするせするせするせするボボボボーーーーナナナナス的ス的ス的ス的ななななもももものがあのがあのがあのがあっっっったたたたとととと思思思思いますが、そのときの奈良県の申いますが、そのときの奈良県の申いますが、そのときの奈良県の申いますが、そのときの奈良県の申請数請数請数請数は、は、は、は、市町市町市町市町村分村分村分村分もももも含含含含めてめてめてめて非常非常非常非常にににに少少少少なかなかなかなかっっっったでした。たでした。たでした。たでした。それにそれにそれにそれに比比比比べべべべてほかはてほかはてほかはてほかはどうどうどうどうだだだだっっっったかといたかといたかといたかといううううと、例と、例と、例と、例ええええばばばば鳥鳥鳥鳥取取取取県では、県県では、県県では、県県では、県もももも全ての全ての全ての全ての市町市町市町市町村村村村ももももそそそその申の申の申の申請請請請をををを行っ行っ行っ行って、て、て、て、鳥鳥鳥鳥取取取取県県県県内内内内の全てのの全てのの全てのの全ての団団団団体体体体が交付金を受けることができていまして、これはが交付金を受けることができていまして、これはが交付金を受けることができていまして、これはが交付金を受けることができていまして、これは当当当当然然然然県と県と県と県と市町市町市町市町村との連村との連村との連村との連携携携携があがあがあがあっっっってこそです。奈良県でてこそです。奈良県でてこそです。奈良県でてこそです。奈良県でもももも、県が、県が、県が、県が窓口窓口窓口窓口になになになになっっっって交付金事業なて交付金事業なて交付金事業なて交付金事業などどどどををををやっやっやっやっているので、そのあたりのているので、そのあたりのているので、そのあたりのているので、そのあたりの調整調整調整調整ははははどどどどのよのよのよのよううううににににやっやっやっやっているのか、ことしのているのか、ことしのているのか、ことしのているのか、ことしの状況状況状況状況をををを聞聞聞聞きたかきたかきたかきたかっっっったのです。ことしのたのです。ことしのたのです。ことしのたのです。ことしの状況状況状況状況では、ほかのでは、ほかのでは、ほかのでは、ほかの団団団団体体体体ででででもももも件件件件数数数数がががが多多多多いとこいとこいとこいところろろろがありますから、がありますから、がありますから、がありますから、そのそのそのその違違違違いはいはいはいは比比比比較論較論較論較論でしかありませんし、でしかありませんし、でしかありませんし、でしかありませんし、多多多多いからいいといいからいいといいからいいといいからいいという概う概う概う概念念念念がががが適適適適正か正か正か正かどうどうどうどうかはかはかはかはわわわわかりかりかりかりませんが、このあたりのませんが、このあたりのませんが、このあたりのませんが、このあたりの市町市町市町市町村との村との村との村との調整調整調整調整ははははどどどどのよのよのよのよううううになになになになっっっっているのでしているのでしているのでしているのでしょょょょううううか。か。か。か。○谷垣政策推進課長○谷垣政策推進課長○谷垣政策推進課長○谷垣政策推進課長 地方地方地方地方創創創創生生生生推推推推進交付金については、県分は進交付金については、県分は進交付金については、県分は進交付金については、県分はもちろもちろもちろもちろん県でいん県でいん県でいん県でいろろろろいいいいろろろろ事業事業事業事業をををを考え考え考え考えていますし、ていますし、ていますし、ていますし、市町市町市町市町村分村分村分村分ももももそれそれそれそれぞぞぞぞれのとこれのとこれのとこれのところろろろでおでおでおでお考え考え考え考えいただいて、連いただいて、連いただいて、連いただいて、連携携携携していけるしていけるしていけるしていけるもももものがあれば、県ののがあれば、県ののがあれば、県ののがあれば、県の政策推政策推政策推政策推進課と進課と進課と進課と市町市町市町市町村振興課が中村振興課が中村振興課が中村振興課が中心心心心となとなとなとなっっっって、それて、それて、それて、それぞぞぞぞれにれにれにれに相談相談相談相談をしながらをしながらをしながらをしながら連連連連携携携携できるできるできるできるもももものはしていく形でのはしていく形でのはしていく形でのはしていく形で情情情情報報報報共共共共有有有有をををを図っ図っ図っ図っています。ています。ています。ています。○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員 例例例例ええええば、国が平成２９年度の第２ば、国が平成２９年度の第２ば、国が平成２９年度の第２ば、国が平成２９年度の第２回回回回分として分として分として分としてホホホホームページ上ームページ上ームページ上ームページ上で公で公で公で公表表表表しているしているしているしている「「「「地方地方地方地方創創創創生生生生推推推推進交付金における進交付金における進交付金における進交付金における都道府都道府都道府都道府県県県県別別別別、、、、市区町市区町市区町市区町村等村等村等村等別別別別一一一一覧覧覧覧」」」」によれば、奈良県は今によれば、奈良県は今によれば、奈良県は今によれば、奈良県は今回回回回８件ですが、長８件ですが、長８件ですが、長８件ですが、長崎崎崎崎県は４１件出ています。ほかに県は４１件出ています。ほかに県は４１件出ています。ほかに県は４１件出ています。ほかに多多多多いとこいとこいとこいところろろろをををを拾拾拾拾っっっってててて挙挙挙挙げげげげると、ると、ると、ると、石石石石川県は川県は川県は川県は３２件、３２件、３２件、３２件、岐阜岐阜岐阜岐阜県は２２件、県は２２件、県は２２件、県は２２件、富富富富山県は２２件とい山県は２２件とい山県は２２件とい山県は２２件といううううよよよよううううなななな違違違違いがあるといいがあるといいがあるといいがあるといううううことで、ことで、ことで、ことで、団団団団体体体体のののの規規規規模も模も模も模もあるのでしあるのでしあるのでしあるのでしょょょょううううが、このが、このが、このが、この差異差異差異差異のののの原原原原因因因因はははは何何何何なのでしなのでしなのでしなのでしょょょょううううか。か。か。か。○谷垣政策推進課長○谷垣政策推進課長○谷垣政策推進課長○谷垣政策推進課長 本県においては、地方本県においては、地方本県においては、地方本県においては、地方創創創創生生生生推推推推進交付金の進交付金の進交付金の進交付金の趣趣趣趣旨旨旨旨をしをしをしをしっっっっかりとかりとかりとかりと考え考え考え考えたたたた上上上上で、いで、いで、いで、いろろろろいいいいろろろろな事業に交付金の活用をな事業に交付金の活用をな事業に交付金の活用をな事業に交付金の活用を提提提提案しながら案しながら案しながら案しながらやっやっやっやっているているているている状況状況状況状況です。です。です。です。他他他他団団団団体体体体ででででどどどどのよのよのよのよううううななななもももものがのがのがのが多多多多く出ているのかは、まだく出ているのかは、まだく出ているのかは、まだく出ているのかは、まだ詳細詳細詳細詳細にはにはにはには把握把握把握把握していませんが、本していませんが、本していませんが、本していませんが、本県としては、県としては、県としては、県としては、可能可能可能可能な限り交付金をな限り交付金をな限り交付金をな限り交付金を充充充充てていく、てていく、てていく、てていく、検討検討検討検討していくしていくしていくしていく姿勢姿勢姿勢姿勢ででででやっやっやっやっているとこているとこているとこているところろろろです。です。です。です。○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員 ほかのほかのほかのほかの団団団団体体体体のののの主主主主なななな取取取取りりりり組み組み組み組み事例な事例な事例な事例などどどどについては、については、については、については、ホホホホームページームページームページームページに出ています。に出ています。に出ています。に出ています。担担担担当しているのならば、当しているのならば、当しているのならば、当しているのならば、見見見見ていないではていないではていないではていないでは済済済済まないのではないですか。まないのではないですか。まないのではないですか。まないのではないですか。ややややはりはりはりはり調調調調査査査査研究研究研究研究はははは必必必必要要要要なのではないですか。なのではないですか。なのではないですか。なのではないですか。まあそのまあそのまあそのまあその辺辺辺辺はいいですけれはいいですけれはいいですけれはいいですけれどもどもどもども、奈良県は広域、奈良県は広域、奈良県は広域、奈良県は広域行政行政行政行政ですから、いですから、いですから、いですから、いろろろろいいいいろろろろなとこなとこなとこなところろろろで全で全で全で全体体体体的的的的につながりがあにつながりがあにつながりがあにつながりがあっっっって、て、て、て、市町市町市町市町村連村連村連村連携携携携もももも含含含含めて、県は総合めて、県は総合めて、県は総合めて、県は総合的的的的なななな調整もやっ調整もやっ調整もやっ調整もやっているとているとているとていると思思思思います。います。います。います。
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今後は今後は今後は今後はややややはり、地方はり、地方はり、地方はり、地方創創創創生生生生推推推推進交付金の申進交付金の申進交付金の申進交付金の申請請請請についてについてについてについてもももも、例、例、例、例ええええば、ば、ば、ば、どどどどこのこのこのこの市市市市ととととどどどどこのこのこのこの市市市市が連が連が連が連携携携携しなさいなしなさいなしなさいなしなさいなどどどどとはとはとはとは言え言え言え言えないとないとないとないと思思思思ううううのですが、会議を年にのですが、会議を年にのですが、会議を年にのですが、会議を年に数回数回数回数回ででででもももも開くな開くな開くな開くなどどどどして、して、して、して、調整調整調整調整ををををやっやっやっやっていただかないと。ていただかないと。ていただかないと。ていただかないと。昨昨昨昨年の場合な年の場合な年の場合な年の場合などどどどは、は、は、は、多多多多分、分、分、分、市町市町市町市町村はほとん村はほとん村はほとん村はほとんどどどど知らなか知らなか知らなか知らなかっっっったのではたのではたのではたのではないですか。ないですか。ないですか。ないですか。私私私私も市町も市町も市町も市町村の方に村の方に村の方に村の方に話話話話したとこしたとこしたとこしたところろろろ、そのよ、そのよ、そのよ、そのよううううなことがあなことがあなことがあなことがあっっっったのですかといたのですかといたのですかといたのですかというううう反反反反応応応応でしたから、でしたから、でしたから、でしたから、鳥鳥鳥鳥取取取取県な県な県な県などどどどとととと比比比比べべべべたら、そのあたり県のたら、そのあたり県のたら、そのあたり県のたら、そのあたり県のリリリリーーーーダダダダーーーーシシシシップップップップがかなりがかなりがかなりがかなり落落落落ちちちちていていていていたのではないかとたのではないかとたのではないかとたのではないかと思思思思いましたので、今後そのいましたので、今後そのいましたので、今後そのいましたので、今後その辺辺辺辺はお願いしておきたいとはお願いしておきたいとはお願いしておきたいとはお願いしておきたいと思思思思います。地方います。地方います。地方います。地方創創創創生生生生推推推推進交付金については、これでいいです。進交付金については、これでいいです。進交付金については、これでいいです。進交付金については、これでいいです。次次次次に、に、に、に、同じ資料「同じ資料「同じ資料「同じ資料「平成２９年度一般会計補正予算平成２９年度一般会計補正予算平成２９年度一般会計補正予算平成２９年度一般会計補正予算書書書書に関するに関するに関するに関する説明説明説明説明書書書書」」」」の４の４の４の４ページページページページですが、ですが、ですが、ですが、土土土土地地地地建物建物建物建物売売売売払収払収払収払収入について、これは入について、これは入について、これは入について、これはどどどどのよのよのよのよううううな理な理な理な理由由由由で売で売で売で売却却却却をするのか、をするのか、をするのか、をするのか、庁舎庁舎庁舎庁舎のののの建建建建てかてかてかてかええええとととと聞聞聞聞いてはいますが、よいてはいますが、よいてはいますが、よいてはいますが、よろろろろしくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。○松岡ファシリティマネジメント室長○松岡ファシリティマネジメント室長○松岡ファシリティマネジメント室長○松岡ファシリティマネジメント室長 旧高旧高旧高旧高田総合田総合田総合田総合庁舎庁舎庁舎庁舎とととと旧耳旧耳旧耳旧耳成成成成高校高校高校高校のののの跡跡跡跡地の売地の売地の売地の売却却却却に関すに関すに関すに関する件について、おる件について、おる件について、おる件について、お答え答え答え答えします。します。します。します。そのそのそのそのうち旧高うち旧高うち旧高うち旧高田総合田総合田総合田総合庁舎庁舎庁舎庁舎のののの敷敷敷敷地の売地の売地の売地の売却却却却については、平成２７年１月にについては、平成２７年１月にについては、平成２７年１月にについては、平成２７年１月に橿原橿原橿原橿原総合総合総合総合庁舎庁舎庁舎庁舎が開が開が開が開設設設設したことにしたことにしたことにしたことに伴伴伴伴い、い、い、い、高高高高田総合田総合田総合田総合庁舎庁舎庁舎庁舎の中の機関の中の機関の中の機関の中の機関ももももそそそそちちちちらにらにらにらに移転移転移転移転したしたしたした以降以降以降以降、、、、旧庁舎施設旧庁舎施設旧庁舎施設旧庁舎施設がががが空空空空きききき家家家家となとなとなとなっっっってててて閉鎖閉鎖閉鎖閉鎖しているしているしているしている状況状況状況状況です。です。です。です。このこのこのこの高高高高田総合田総合田総合田総合庁舎跡庁舎跡庁舎跡庁舎跡地において、大地において、大地において、大地において、大和和和和高高高高田田田田市市市市がががが市市市市役役役役所所所所庁舎庁舎庁舎庁舎のののの移転建移転建移転建移転建てかてかてかてかええええをしたいといをしたいといをしたいといをしたいというううう意向意向意向意向をおをおをおをお持持持持ちちちちで、で、で、で、市市市市議会において、大議会において、大議会において、大議会において、大和和和和高高高高田田田田市市市市役役役役所の所の所の所の位位位位置置置置を定める条例の改正を定める条例の改正を定める条例の改正を定める条例の改正も可も可も可も可決さ決さ決さ決されたとれたとれたとれたと聞聞聞聞いています。大いています。大いています。大いています。大和和和和高高高高田田田田市市市市のののの建建建建てかてかてかてかええええ事業については、国の事業については、国の事業については、国の事業については、国の市町市町市町市町村の村の村の村の役役役役場機場機場機場機能能能能の保の保の保の保全事業を活用した全事業を活用した全事業を活用した全事業を活用した上上上上で、平成３２年度中にで、平成３２年度中にで、平成３２年度中にで、平成３２年度中に建建建建てかてかてかてかええええをしたいといをしたいといをしたいといをしたいというううう意向意向意向意向ももももあり、そのあり、そのあり、そのあり、そのススススケケケケジジジジュュュューーーールルルルに合に合に合に合わわわわせて、このせて、このせて、このせて、この土土土土地については県から地については県から地については県から地については県から譲譲譲譲渡渡渡渡をしたいといをしたいといをしたいといをしたいといううううことで、ことで、ことで、ことで、歳歳歳歳入補正予入補正予入補正予入補正予算を算を算を算を上げ上げ上げ上げ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もももものです。のです。のです。のです。また、また、また、また、耳耳耳耳成成成成高校高校高校高校の売の売の売の売却却却却については、奈良県については、奈良県については、奈良県については、奈良県農農農農業協業協業協業協同組同組同組同組合（合（合（合（ＪＡＪＡＪＡＪＡならけん）との関係とならけん）との関係とならけん）との関係とならけん）との関係と伺伺伺伺っっっっていて、ていて、ていて、ていて、詳細詳細詳細詳細のののの内容内容内容内容はははは農林農林農林農林部の所管となりますけれ部の所管となりますけれ部の所管となりますけれ部の所管となりますけれどもどもどもども、、、、現現現現在在在在はははは賃貸賃貸賃貸賃貸しているしているしているしているもももものをのをのをのをＪＪＪＪＡＡＡＡならけんに売ならけんに売ならけんに売ならけんに売却却却却し、し、し、し、引引引引きききき続続続続きききき農農農農産産産産物物物物直直直直売所として活用していただくと売所として活用していただくと売所として活用していただくと売所として活用していただくと伺伺伺伺っっっっています。ています。ています。ています。○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員 大大大大和和和和高高高高田田田田市や市や市や市や、今、今、今、今回回回回ほかの議案としてほかの議案としてほかの議案としてほかの議案として上上上上程程程程されているされているされているされている五條市五條市五條市五條市ななななどどどど、今後、県、今後、県、今後、県、今後、県のののの跡跡跡跡地の活用を地の活用を地の活用を地の活用を検討検討検討検討するするするする市町市町市町市町村が村が村が村がふえふえふえふえてくるてくるてくるてくる可能可能可能可能性があると性があると性があると性があると思思思思ううううのです。大のです。大のです。大のです。大和和和和高高高高田田田田市市市市のあのあのあのあたりは保たりは保たりは保たりは保健健健健所な所な所な所などもどもどもどもああああっっっったでしたでしたでしたでしょょょょううううか、そか、そか、そか、そうううういいいいっっっったたたたもももものがたくさんあるのですから、のがたくさんあるのですから、のがたくさんあるのですから、のがたくさんあるのですから、状況状況状況状況によによによによっっっってはお金てはお金てはお金てはお金もももも若干若干若干若干出して、県の出して、県の出して、県の出して、県の施設施設施設施設の中をの中をの中をの中を市町市町市町市町村に村に村に村にもももも利利利利用させるよ用させるよ用させるよ用させるよううううな、な、な、な、コンコンコンコンパパパパクトクトクトクト化化化化みみみみたいなことはできないのですか。たいなことはできないのですか。たいなことはできないのですか。たいなことはできないのですか。○松岡ファシリティマネジメント室長○松岡ファシリティマネジメント室長○松岡ファシリティマネジメント室長○松岡ファシリティマネジメント室長 川田委員のご川田委員のご川田委員のご川田委員のご質問質問質問質問は、今のは、今のは、今のは、今の建物建物建物建物をををを再再再再利利利利用できない用できない用できない用できない
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かといかといかといかといううううごごごご趣趣趣趣旨旨旨旨ですか。ですか。ですか。ですか。○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員 いいいいやややや、、、、新新新新しくしくしくしく建建建建てられるのであれば、そのてられるのであれば、そのてられるのであれば、そのてられるのであれば、その際際際際にににに若干若干若干若干プラスプラスプラスプラスアルアルアルアルフフフファァァァして、して、して、して、新新新新しいしいしいしい庁舎内庁舎内庁舎内庁舎内にににに市町市町市町市町村の村の村の村のスペーススペーススペーススペースをををを確確確確保してあ保してあ保してあ保してあげげげげることはできないかといることはできないかといることはできないかといることはできないかというううう意味意味意味意味ですが。ですが。ですが。ですが。○松岡ファシリティマネジメント室長○松岡ファシリティマネジメント室長○松岡ファシリティマネジメント室長○松岡ファシリティマネジメント室長 失礼失礼失礼失礼しました。しました。しました。しました。実実実実はははは高高高高田総合田総合田総合田総合庁舎庁舎庁舎庁舎のののの移転移転移転移転にににに際際際際してしてしてしては、大は、大は、大は、大和和和和高高高高田田田田市市市市から、特に保から、特に保から、特に保から、特に保健健健健所に関して所に関して所に関して所に関して窓口窓口窓口窓口機機機機能能能能をををを市内市内市内市内にににに残残残残していただきたいといしていただきたいといしていただきたいといしていただきたいといううううおおおお話話話話ももももあり、あり、あり、あり、少少少少しししし離離離離れた場所にはなるのですけれれた場所にはなるのですけれれた場所にはなるのですけれれた場所にはなるのですけれどもどもどもども、、、、高高高高田田田田市市市市駅駅駅駅のそばで、のそばで、のそばで、のそばで、市市市市がががが整整整整備した備した備した備したココココススススモモモモスプラスプラスプラスプラザザザザといといといという建物う建物う建物う建物に、県の保に、県の保に、県の保に、県の保健健健健所の所の所の所の窓口窓口窓口窓口機機機機能や能や能や能や、、、、消消消消費生活費生活費生活費生活セセセセンンンンタタタターーーーのののの相談窓口相談窓口相談窓口相談窓口、中、中、中、中南南南南和和和和県税事務所の出県税事務所の出県税事務所の出県税事務所の出張窓口張窓口張窓口張窓口をををを整整整整備させていただいていますので、備させていただいていますので、備させていただいていますので、備させていただいていますので、既既既既にそにそにそにそうううういいいいっっっった機た機た機た機能能能能はははは果果果果たしているかとたしているかとたしているかとたしているかと思思思思います。います。います。います。以上以上以上以上です。です。です。です。○石井総務部次長○石井総務部次長○石井総務部次長○石井総務部次長 川田委員のご川田委員のご川田委員のご川田委員のご質疑質疑質疑質疑のののの趣趣趣趣旨旨旨旨は、は、は、は、コンコンコンコンパパパパクトクトクトクト化だと化だと化だと化だと思思思思います。その例でいいます。その例でいいます。その例でいいます。その例でいええええば、今ば、今ば、今ば、今回回回回議第８３号として議案を議第８３号として議案を議第８３号として議案を議第８３号として議案を上上上上程程程程させていただいているさせていただいているさせていただいているさせていただいている五條高校跡五條高校跡五條高校跡五條高校跡地については、地については、地については、地については、五條市五條市五條市五條市役役役役所と県の南部の総合所と県の南部の総合所と県の南部の総合所と県の南部の総合庁舎庁舎庁舎庁舎機機機機能能能能とをあとをあとをあとをあわわわわせてせてせてせて建建建建てるといてるといてるといてるといううううことで、県のことで、県のことで、県のことで、県の土木土木土木土木事務所事務所事務所事務所と保と保と保と保健健健健所の一部、南部の所の一部、南部の所の一部、南部の所の一部、南部の林林林林業振興事務所だと業振興事務所だと業振興事務所だと業振興事務所だと思思思思いますけれいますけれいますけれいますけれどもどもどもども、それらを、それらを、それらを、それらを統統統統合して一合して一合して一合して一緒緒緒緒にににに建建建建てるといてるといてるといてるという工う工う工う工夫夫夫夫をしているとこをしているとこをしているとこをしているところろろろです。です。です。です。以上以上以上以上です。です。です。です。○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員 今の今の今の今の石井石井石井石井総務部総務部総務部総務部次次次次長の長の長の長の説明説明説明説明ががががわわわわかりかりかりかりややややすかすかすかすかっっっったです。そたです。そたです。そたです。そうううういいいいっっっったことたことたことたこともももも考え考え考え考えててててやっやっやっやっていただいているといていただいているといていただいているといていただいているといううううことで、それはそれでよことで、それはそれでよことで、それはそれでよことで、それはそれでよろろろろしくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。次次次次に、に、に、に、資料「資料「資料「資料「平成２９年度一般会計補正予算平成２９年度一般会計補正予算平成２９年度一般会計補正予算平成２９年度一般会計補正予算書書書書に関するに関するに関するに関する説明説明説明説明書書書書」」」」の５の５の５の５ページページページページ、地方、地方、地方、地方創創創創生生生生応援応援応援応援税税税税制寄附制寄附制寄附制寄附金についてお金についてお金についてお金についてお聞聞聞聞きします。これは、きします。これは、きします。これは、きします。これは、寄附寄附寄附寄附をしたをしたをしたをした企企企企業の税額業の税額業の税額業の税額控控控控除について損金除について損金除について損金除について損金算入できる算入できる算入できる算入できる範囲範囲範囲範囲が３０が３０が３０が３０％％％％から６０から６０から６０から６０％％％％になる、になる、になる、になる、企企企企業業業業版ふ版ふ版ふ版ふるさとるさとるさとるさと納納納納税と税と税と税と言言言言わわわわれているれているれているれているもももものだとのだとのだとのだと思思思思います。います。います。います。以前以前以前以前に、に、に、に、ふふふふるさとるさとるさとるさと納納納納税の一般税の一般税の一般税の一般版版版版ででででもももも、、、、差差差差しししし引引引引きしたら６きしたら６きしたら６きしたら６億億億億５５５５，，，，００００００００００００万円万円万円万円くらくらくらくらいですか、奈良県の税いですか、奈良県の税いですか、奈良県の税いですか、奈良県の税収収収収ががががマイナマイナマイナマイナススススだだだだっっっったといたといたといたといううううことがありましたけれことがありましたけれことがありましたけれことがありましたけれどもどもどもども、奈良県が、奈良県が、奈良県が、奈良県が寄寄寄寄附附附附をいただく分にはいいですけれをいただく分にはいいですけれをいただく分にはいいですけれをいただく分にはいいですけれどもどもどもども、、、、逆逆逆逆に、奈良県のに、奈良県のに、奈良県のに、奈良県の企企企企業から他業から他業から他業から他府府府府県に県に県に県に寄附寄附寄附寄附金が金が金が金が行行行行くこくこくこくことのとのとのとの影響影響影響影響度については、度については、度については、度については、どどどどのよのよのよのよううううにおにおにおにお考え考え考え考えですか。ですか。ですか。ですか。○石井総務部次長○石井総務部次長○石井総務部次長○石井総務部次長 企企企企業業業業版版版版ののののふふふふるさとるさとるさとるさと納納納納税については、まさしく川田委員がお税については、まさしく川田委員がお税については、まさしく川田委員がお税については、まさしく川田委員がお述べ述べ述べ述べのとおのとおのとおのとおりのりのりのりの制制制制度でして、損金算入が度でして、損金算入が度でして、損金算入が度でして、損金算入が倍倍倍倍になるといになるといになるといになるといううううことで、ことで、ことで、ことで、企企企企業業業業ももももふふふふるさとるさとるさとるさと納納納納税ができるとい税ができるとい税ができるとい税ができるというううう制制制制度です。度です。度です。度です。地地地地元元元元ののののももももととととももももとととと縁縁縁縁のある地域に、ほかの地域に所のある地域に、ほかの地域に所のある地域に、ほかの地域に所のある地域に、ほかの地域に所在在在在するするするする企企企企業が業が業が業が寄附寄附寄附寄附をするといをするといをするといをするというううう仕仕仕仕組み組み組み組みですので、川田委員がおですので、川田委員がおですので、川田委員がおですので、川田委員がお述べ述べ述べ述べのとおり、当のとおり、当のとおり、当のとおり、当然然然然、奈良県の、奈良県の、奈良県の、奈良県の企企企企業がよそ業がよそ業がよそ業がよそへ寄附へ寄附へ寄附へ寄附するするするするケケケケースもースもースもースも出出出出てくることてくることてくることてくることももももああああろうろうろうろうかとかとかとかと思思思思いますが、そのよいますが、そのよいますが、そのよいますが、そのよううううなななな状況状況状況状況は、今のとこは、今のとこは、今のとこは、今のところろろろ事事事事前前前前にはにはにはには聞聞聞聞いたこといたこといたこといたことがありません。がありません。がありません。がありません。
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○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員 これはあくまでこれはあくまでこれはあくまでこれはあくまでもももも受け受け受け受け身身身身ですので、ですので、ですので、ですので、結果結果結果結果が出てからでないとが出てからでないとが出てからでないとが出てからでないとわわわわかりにくいかりにくいかりにくいかりにくい面面面面ももももあるかとあるかとあるかとあるかと思思思思います。います。います。います。事業計事業計事業計事業計画画画画がががが認認認認定事業等とされて定事業等とされて定事業等とされて定事業等とされて企企企企業業業業版ふ版ふ版ふ版ふるさとるさとるさとるさと納納納納税の対税の対税の対税の対象象象象となりますが、そのとなりますが、そのとなりますが、そのとなりますが、その認認認認定事業定事業定事業定事業の件の件の件の件数数数数について、めについて、めについて、めについて、めどどどどが立が立が立が立っっっっているているているているもももものは今は全くないけれのは今は全くないけれのは今は全くないけれのは今は全くないけれどもどもどもども、今後、今後、今後、今後ややややるつるつるつるつももももりといりといりといりというううう解解解解釈釈釈釈でよでよでよでよろろろろしいのですか。しいのですか。しいのですか。しいのですか。○石井総務部次長○石井総務部次長○石井総務部次長○石井総務部次長 このこのこのこの仕仕仕仕組み組み組み組みとして、まずとして、まずとして、まずとして、まず企企企企業業業業様様様様からからからから寄附寄附寄附寄附のお申し出をいただいて、そのお申し出をいただいて、そのお申し出をいただいて、そのお申し出をいただいて、そのお申し出があのお申し出があのお申し出があのお申し出があっっっってててて初初初初めて国に地域めて国に地域めて国に地域めて国に地域再再再再生計生計生計生計画画画画を出すといを出すといを出すといを出すというううう流流流流れになれになれになれになっっっっています。ています。ています。ています。現時現時現時現時点点点点ででででは、は、は、は、千房株式千房株式千房株式千房株式会会会会社様社様社様社様１１１１社社社社からごからごからごからご寄附寄附寄附寄附をいただくといをいただくといをいただくといをいただくといううううことで、今ことで、今ことで、今ことで、今回回回回、地域、地域、地域、地域再再再再生計生計生計生計画画画画のののの認認認認定定定定を受けて補正予算をを受けて補正予算をを受けて補正予算をを受けて補正予算を上げ上げ上げ上げさせていただいている形です。させていただいている形です。させていただいている形です。させていただいている形です。ですから、川田委員がおですから、川田委員がおですから、川田委員がおですから、川田委員がお述べ述べ述べ述べのとおり受けのとおり受けのとおり受けのとおり受け身身身身といいますか、あくまでといいますか、あくまでといいますか、あくまでといいますか、あくまでももももご協ご協ご協ご協力力力力いただいいただいいただいいただいてからですので、積てからですので、積てからですので、積てからですので、積極極極極的的的的ににににＰＲＰＲＰＲＰＲはしていますが、今のとこはしていますが、今のとこはしていますが、今のとこはしていますが、今のところ実っろ実っろ実っろ実っているのはその１件といているのはその１件といているのはその１件といているのはその１件といううううことです。ことです。ことです。ことです。○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。損金算入できるといかりました。損金算入できるといかりました。損金算入できるといかりました。損金算入できるといううううことですので、ことですので、ことですので、ことですので、企企企企業にと業にと業にと業にとっっっっては、ては、ては、ては、非常非常非常非常にににに寄附寄附寄附寄附ををををややややりりりりややややすくなすくなすくなすくなっっっったといたといたといたというううう面面面面はあるのですけれはあるのですけれはあるのですけれはあるのですけれどもどもどもども、、、、逆逆逆逆にににに偏偏偏偏っっっってよそに出ていくおてよそに出ていくおてよそに出ていくおてよそに出ていくお金のほ金のほ金のほ金のほううううがががが多多多多いといいといいといいといううううことになれば、奈良県にとことになれば、奈良県にとことになれば、奈良県にとことになれば、奈良県にとっっっっては、税ては、税ては、税ては、税収収収収の損の損の損の損失失失失につながりますので、につながりますので、につながりますので、につながりますので、そのあたりはそのあたりはそのあたりはそのあたりは強強強強くくくくアピアピアピアピーーーールルルルをお願いしたいとをお願いしたいとをお願いしたいとをお願いしたいと思思思思います。います。います。います。次次次次は、は、は、は、同じ同じ同じ同じ５５５５ページページページページのののの庁舎庁舎庁舎庁舎等等等等整整整整備備備備基基基基金金金金繰繰繰繰入金についてですが、これは入金についてですが、これは入金についてですが、これは入金についてですが、これはどどどどこのこのこのこの整整整整備に備に備に備に使使使使わわわわれる分のお金ですか。れる分のお金ですか。れる分のお金ですか。れる分のお金ですか。○石井総務部次長○石井総務部次長○石井総務部次長○石井総務部次長 先先先先ほほほほどどどどごごごご説明説明説明説明したしたしたした旧五條高校旧五條高校旧五條高校旧五條高校のののの跡跡跡跡地に地に地に地に五條市五條市五條市五條市役役役役所と、あ所と、あ所と、あ所と、あわわわわせて県の南せて県の南せて県の南せて県の南部の総合部の総合部の総合部の総合庁舎庁舎庁舎庁舎をつくる、その総合をつくる、その総合をつくる、その総合をつくる、その総合庁舎庁舎庁舎庁舎のののの建設建設建設建設のためののためののためののための経経経経費に費に費に費に充充充充てるてるてるてるもももものです。のです。のです。のです。○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。それをつくるから、今かりました。それをつくるから、今かりました。それをつくるから、今かりました。それをつくるから、今基基基基金を金を金を金を取取取取りりりり崩崩崩崩して、こして、こして、こして、こちちちちらにらにらにらに繰繰繰繰り入れり入れり入れり入れをするといをするといをするといをするといううううことですことですことですことですねねねね。。。。それでは、それでは、それでは、それでは、資料「資料「資料「資料「平成２９年度一般会計補正予算平成２９年度一般会計補正予算平成２９年度一般会計補正予算平成２９年度一般会計補正予算書書書書に関するに関するに関するに関する説明説明説明説明書書書書」」」」の７の７の７の７ページページページページからのからのからのからの歳歳歳歳出に出に出に出に行行行行きます。総務費の財きます。総務費の財きます。総務費の財きます。総務費の財政政政政管理費についてですが、積立金の中から、地域管理費についてですが、積立金の中から、地域管理費についてですが、積立金の中から、地域管理費についてですが、積立金の中から、地域・経済・経済・経済・経済活性活性活性活性化化化化基基基基金積立金が１３金積立金が１３金積立金が１３金積立金が１３億億億億１１１１，，，，００００００００００００万円万円万円万円くらいと、財くらいと、財くらいと、財くらいと、財政調整基政調整基政調整基政調整基金積立金が積金積立金が積金積立金が積金積立金が積みみみみ立てられてい立てられてい立てられてい立てられていて、財て、財て、財て、財政調整基政調整基政調整基政調整基金については、金については、金については、金については、先先先先ほほほほどどどど辻本総務部長が、地方財辻本総務部長が、地方財辻本総務部長が、地方財辻本総務部長が、地方財政政政政法第７条第１項に法第７条第１項に法第７条第１項に法第７条第１項に基づ基づ基づ基づくくくく額だとご額だとご額だとご額だとご説明説明説明説明されました。それでは、地域されました。それでは、地域されました。それでは、地域されました。それでは、地域・経済・経済・経済・経済活性化活性化活性化活性化基基基基金のほ金のほ金のほ金のほううううの積立額の算出の積立額の算出の積立額の算出の積立額の算出根拠根拠根拠根拠はははは何何何何でしでしでしでしょょょょううううか。か。か。か。○阿部財政課長○阿部財政課長○阿部財政課長○阿部財政課長 地域地域地域地域・経済・経済・経済・経済活性化活性化活性化活性化基基基基金については、金については、金については、金については、先先先先ほほほほど説明ど説明ど説明ど説明があがあがあがあっっっったたたた旧耳旧耳旧耳旧耳成成成成高校高校高校高校及び及び及び及び旧高旧高旧高旧高田総合田総合田総合田総合庁舎庁舎庁舎庁舎のののの跡跡跡跡地の売地の売地の売地の売却却却却益益益益について、今般について、今般について、今般について、今般基基基基金に積金に積金に積金に積みみみみ立てている立てている立てている立てているもももものです。のです。のです。のです。
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○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員 奈良県地域奈良県地域奈良県地域奈良県地域・経済・経済・経済・経済活性化活性化活性化活性化基基基基金条例に金条例に金条例に金条例に基づ基づ基づ基づいていていていてやっやっやっやっていることですので、それていることですので、それていることですので、それていることですので、それははははわわわわかるのですけれかるのですけれかるのですけれかるのですけれどもどもどもども、この１３、この１３、この１３、この１３億億億億１１１１，，，，００００００００００００万円万円万円万円くらいを全額くらいを全額くらいを全額くらいを全額基基基基金に入れないといけ金に入れないといけ金に入れないといけ金に入れないといけないのか、一般会計にないのか、一般会計にないのか、一般会計にないのか、一般会計に繰繰繰繰り入れたらだめなのかといり入れたらだめなのかといり入れたらだめなのかといり入れたらだめなのかといううううことです。ことです。ことです。ことです。前前前前からからからから言言言言っっっっていますし、ことし１０月の決算審査特ていますし、ことし１０月の決算審査特ていますし、ことし１０月の決算審査特ていますし、ことし１０月の決算審査特別別別別委員会で委員会で委員会で委員会でもももも言言言言いましたけれいましたけれいましたけれいましたけれどもどもどもども、、、、基基基基金に積金に積金に積金に積みみみみ立ててばかりで、１立ててばかりで、１立ててばかりで、１立ててばかりで、１，，，，６５０６５０６５０６５０億円も基億円も基億円も基億円も基金があるではないですか。これから金があるではないですか。これから金があるではないですか。これから金があるではないですか。これからももももほほほほかに予算かに予算かに予算かに予算要求要求要求要求をたくさんするとをたくさんするとをたくさんするとをたくさんすると思思思思いますが、いますが、いますが、いますが、前回も前回も前回も前回も言言言言いましたけれいましたけれいましたけれいましたけれどもどもどもども、警察関係で、警察関係で、警察関係で、警察関係でもももも予予予予算が算が算が算が非常非常非常非常にににに少少少少ないですし、ほかのとこないですし、ほかのとこないですし、ほかのとこないですし、ほかのところろろろ、例、例、例、例ええええば学ば学ば学ば学校校校校ででででもももも、、、、子ども子ども子ども子どものためにのためにのためにのために整整整整備しなけれ備しなけれ備しなけれ備しなければいけないければいけないければいけないければいけないけれどもどもどもども予算がつかないな予算がつかないな予算がつかないな予算がつかないなどどどど、い、い、い、いろろろろいいいいろろろろなななな問問問問題題題題があるがあるがあるがあるわわわわけです。このよけです。このよけです。このよけです。このよううううな売な売な売な売却却却却益益益益があるのですから、があるのですから、があるのですから、があるのですから、どどどどんんんんどどどどん一般会計に入れていん一般会計に入れていん一般会計に入れていん一般会計に入れていっっっって、今まで予算の手当を１年、２て、今まで予算の手当を１年、２て、今まで予算の手当を１年、２て、今まで予算の手当を１年、２年年年年待待待待っっっっててててももももららららっっっっていたとこていたとこていたとこていたところろろろを、を、を、を、先先先先に手当してあに手当してあに手当してあに手当してあげげげげればいいのではないですか。まだればいいのではないですか。まだればいいのではないですか。まだればいいのではないですか。まだ残残残残りりりり期期期期間間間間で、補正予算で、補正予算で、補正予算で、補正予算も組も組も組も組めるのですから。それにしてめるのですから。それにしてめるのですから。それにしてめるのですから。それにしてもももも、な、な、な、なぜぜぜぜまた、また、また、また、別別別別に予定していたに予定していたに予定していたに予定していたわわわわけけけけででででももももない売ない売ない売ない売却却却却益益益益についてについてについてについてもももも、、、、歳歳歳歳入として入入として入入として入入として入っっっったらすたらすたらすたらすぐぐぐぐにににに基基基基金に積金に積金に積金に積みみみみ立ててしま立ててしま立ててしま立ててしまううううのかがのかがのかがのかが疑疑疑疑問問問問なのですが、いかがですか。なのですが、いかがですか。なのですが、いかがですか。なのですが、いかがですか。○阿部財政課長○阿部財政課長○阿部財政課長○阿部財政課長 まず、地域まず、地域まず、地域まず、地域・経済・経済・経済・経済活性化活性化活性化活性化基基基基金は、これから金は、これから金は、これから金は、これから登登登登大大大大路バ路バ路バ路バススススタタタターーーーミナルミナルミナルミナルのののの建建建建築築築築に係るに係るに係るに係る経経経経費、それから大宮通り費、それから大宮通り費、それから大宮通り費、それから大宮通りププププロロロロジェクトジェクトジェクトジェクトに係るに係るに係るに係るホテルホテルホテルホテルの用地と事業についてのの用地と事業についてのの用地と事業についてのの用地と事業についての経経経経費と費と費と費といいいいっっっった、た、た、た、必要必要必要必要なななな経経経経費を積費を積費を積費を積みみみみ立ててい立ててい立ててい立てていっっっっているているているているもももものです。財産を売のです。財産を売のです。財産を売のです。財産を売却却却却した金額をした金額をした金額をした金額を基基基基金に積金に積金に積金に積みみみみ立てる立てる立てる立てる考え考え考え考え方についてですが、方についてですが、方についてですが、方についてですが、基基基基本本本本的的的的には財産の売には財産の売には財産の売には財産の売却却却却といといといといううううのは、あくまで県ののは、あくまで県ののは、あくまで県ののは、あくまで県の資資資資産をた産をた産をた産をたまたまその年に売またまその年に売またまその年に売またまその年に売却却却却してしてしてして得得得得た金額ですので、今後た金額ですので、今後た金額ですので、今後た金額ですので、今後必要必要必要必要な事業にな事業にな事業にな事業に充充充充当していくのが当していくのが当していくのが当していくのが適適適適切切切切であであであであるといるといるといるというううう考え考え考え考え方で、まず方で、まず方で、まず方で、まず基基基基金に積金に積金に積金に積みみみみ立てているとこ立てているとこ立てているとこ立てているところろろろです。です。です。です。○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員 そのそのそのその説明説明説明説明はおかしいとはおかしいとはおかしいとはおかしいと思思思思います。決算います。決算います。決算います。決算カーカーカーカードドドドででででもももも見見見見たら、財産たら、財産たら、財産たら、財産収収収収入入入入もももも一般会一般会一般会一般会計計計計へへへへ入入入入っっっっているではないですか。ているではないですか。ているではないですか。ているではないですか。みみみみな一な一な一な一旦旦旦旦一般会計一般会計一般会計一般会計へへへへ入れて、入れて、入れて、入れて、最最最最終終終終的的的的には、財産の売には、財産の売には、財産の売には、財産の売却却却却分分分分については一般財については一般財については一般財については一般財源源源源とはとはとはとは別別別別会計とい会計とい会計とい会計といううううか、か、か、か、別別別別項項項項目目目目に分かれていますけれに分かれていますけれに分かれていますけれに分かれていますけれどもどもどもども、合計として、合計として、合計として、合計としては一般会計のは一般会計のは一般会計のは一般会計の歳歳歳歳入に入に入に入に含含含含まれていて、そこからまれていて、そこからまれていて、そこからまれていて、そこから基基基基金に積金に積金に積金に積みみみみ立てるのは全立てるのは全立てるのは全立てるのは全体調整体調整体調整体調整の中でのの中でのの中でのの中での話話話話でででですから、すから、すから、すから、余っ余っ余っ余ったらたらたらたら基基基基金に積金に積金に積金に積みみみみ立てたらいいだけの立てたらいいだけの立てたらいいだけの立てたらいいだけの話話話話ではないですか。ではないですか。ではないですか。ではないですか。今、今、今、今、個個個個別別別別の事業をの事業をの事業をの事業を言言言言わわわわれましたが、れましたが、れましたが、れましたが、登登登登大大大大路路路路ののののババババススススののののタタタターーーーミナルミナルミナルミナルやややや大宮通り大宮通り大宮通り大宮通りププププロロロロジェクトジェクトジェクトジェクトは、は、は、は、どちどちどちどちららららもももも地域限定の事業でしかないのではないですか。地域限定の事業でしかないのではないですか。地域限定の事業でしかないのではないですか。地域限定の事業でしかないのではないですか。以前以前以前以前ににににもももも言言言言いましたけれいましたけれいましたけれいましたけれどもどもどもども、、、、警察警察警察警察や高校教や高校教や高校教や高校教育な育な育な育などどどどの事業であれば、奈良県全域に関の事業であれば、奈良県全域に関の事業であれば、奈良県全域に関の事業であれば、奈良県全域に関わわわわることですから、受ることですから、受ることですから、受ることですから、受益益益益するするするする住民住民住民住民数数数数のののの割割割割合から合から合から合から見見見見ててててもももも、それについてのお金は、それについてのお金は、それについてのお金は、それについてのお金は必要必要必要必要になになになになっっっってくるてくるてくるてくるわわわわけです。なけです。なけです。なけです。なぜぜぜぜ、特定の、特定の、特定の、特定の目的目的目的目的に係る財産の売に係る財産の売に係る財産の売に係る財産の売却資却資却資却資金を全部、地域限定の事業に金を全部、地域限定の事業に金を全部、地域限定の事業に金を全部、地域限定の事業に使使使使ううううためにためにためにために基基基基金に金に金に金に持持持持っっっっていくのですか。ていくのですか。ていくのですか。ていくのですか。予算の予算の予算の予算のヒアリヒアリヒアリヒアリンンンンググググにおいての、お金がない、財においての、お金がない、財においての、お金がない、財においての、お金がない、財政政政政がががが厳厳厳厳しいなしいなしいなしいなどどどどといといといという説明う説明う説明う説明は、は、は、は、実実実実は成り立は成り立は成り立は成り立
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たないのではないですか。たないのではないですか。たないのではないですか。たないのではないですか。住民住民住民住民にににに必要必要必要必要な事業をするにはお金をな事業をするにはお金をな事業をするにはお金をな事業をするにはお金を調達調達調達調達しなければならないのしなければならないのしなければならないのしなければならないのであれば、売れるか売れないかはであれば、売れるか売れないかはであれば、売れるか売れないかはであれば、売れるか売れないかは別別別別ですが、ですが、ですが、ですが、残残残残りの県りの県りの県りの県有有有有のののの普普普普通財産通財産通財産通財産もももも全部売全部売全部売全部売却却却却していしていしていしていっっっったたたたらいいのではないですか。これから人らいいのではないですか。これから人らいいのではないですか。これから人らいいのではないですか。これから人口口口口がががが減減減減少少少少していくのですから、一般していくのですから、一般していくのですから、一般していくのですから、一般的的的的に、財産は今に、財産は今に、財産は今に、財産は今売売売売っっっったほたほたほたほううううがいいだがいいだがいいだがいいだろうろうろうろうとととと言言言言わわわわれていますれていますれていますれていますねねねね。予算の。予算の。予算の。予算のヒアリヒアリヒアリヒアリンンンンググググの期の期の期の期間間間間だけなだけなだけなだけなどどどど、当、当、当、当面面面面積積積積みみみみ立てておくだけであれば、財立てておくだけであれば、財立てておくだけであれば、財立てておくだけであれば、財政調整基政調整基政調整基政調整基金でいいのではないですか。な金でいいのではないですか。な金でいいのではないですか。な金でいいのではないですか。なぜぜぜぜ、特定の、特定の、特定の、特定の目的目的目的目的にににに係る財産売係る財産売係る財産売係る財産売却却却却益益益益を、それを、それを、それを、それもももも一部の地域のための事業一部の地域のための事業一部の地域のための事業一部の地域のための事業目的目的目的目的に限定して、積に限定して、積に限定して、積に限定して、積みみみみ立てる立てる立てる立てる必要必要必要必要があがあがあがあるのでしるのでしるのでしるのでしょょょょううううか。これは全県か。これは全県か。これは全県か。これは全県民民民民の財産ではないのですか。そのあたりは１０月の決算審査の財産ではないのですか。そのあたりは１０月の決算審査の財産ではないのですか。そのあたりは１０月の決算審査の財産ではないのですか。そのあたりは１０月の決算審査特特特特別別別別委員会から委員会から委員会から委員会から指指指指摘摘摘摘していたとこしていたとこしていたとこしていたところろろろですが、おですが、おですが、おですが、お答え答え答え答えいただけますか。いただけますか。いただけますか。いただけますか。○阿部財政課長○阿部財政課長○阿部財政課長○阿部財政課長 まず、当まず、当まず、当まず、当然然然然のののの前提前提前提前提ですが、ですが、ですが、ですが、登登登登大大大大路バ路バ路バ路バススススタタタターーーーミナルミナルミナルミナルもももも大宮通りの大宮通りの大宮通りの大宮通りのププププロロロロジェジェジェジェクトもクトもクトもクトも、県、県、県、県経済経済経済経済の発の発の発の発展展展展にににに資資資資するするするするもももものとして、県全のとして、県全のとして、県全のとして、県全体体体体にににに資資資資するといするといするといするというううう考え考え考え考え方で進めている県方で進めている県方で進めている県方で進めている県ののののププププロロロロジェクトジェクトジェクトジェクトです。です。です。です。そのそのそのその上上上上で、地域で、地域で、地域で、地域・経済・経済・経済・経済活性化活性化活性化活性化基基基基金に積金に積金に積金に積みみみみ立てることの立てることの立てることの立てることの考え考え考え考え方ですが、方ですが、方ですが、方ですが、繰繰繰繰りりりり返返返返しになしになしになしになっっっっててててしまいますが、しまいますが、しまいますが、しまいますが、土土土土地地地地やややや財産の売財産の売財産の売財産の売却却却却といといといといううううのは、たまたまその年にのは、たまたまその年にのは、たまたまその年にのは、たまたまその年に多多多多額の額の額の額の収収収収入が生入が生入が生入が生じじじじただけただけただけただけですので、そのよですので、そのよですので、そのよですので、そのよううううなななな収収収収入は入は入は入は基基基基金に積金に積金に積金に積みみみみ立てるとい立てるとい立てるとい立てるというううう考え考え考え考え方によ方によ方によ方によっっっっています。そのています。そのています。そのています。その上上上上で、で、で、で、ななななぜぜぜぜ基基基基金の中で金の中で金の中で金の中でもももも地域地域地域地域・経済・経済・経済・経済活性化活性化活性化活性化基基基基金に積金に積金に積金に積みみみみ立てたかについては、立てたかについては、立てたかについては、立てたかについては、現現現現在在在在必要必要必要必要とととと見込見込見込見込まれまれまれまれるるるる需需需需要要要要に対して積に対して積に対して積に対して積みみみみ立てている立てている立てている立てている基基基基金に積金に積金に積金に積みみみみ立てることが立てることが立てることが立てることが適適適適当だとい当だとい当だとい当だというううう判断判断判断判断によるによるによるによるもももものです。のです。のです。のです。○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員 いいいいやややや、積、積、積、積みみみみ立てるか立てるか立てるか立てるかどうどうどうどうかは、この１２月議会での補正予算のかは、この１２月議会での補正予算のかは、この１２月議会での補正予算のかは、この１２月議会での補正予算の採採採採決で決まる決で決まる決で決まる決で決まるももももので、まさに今それを審議しているので、まさに今それを審議しているので、まさに今それを審議しているので、まさに今それを審議しているわわわわけですので、今のけですので、今のけですので、今のけですので、今の阿阿阿阿部財部財部財部財政政政政課長の課長の課長の課長の言言言言い方はおかしい方はおかしい方はおかしい方はおかしいといといといと思思思思います。います。います。います。我々我々我々我々議員が議員が議員が議員が採採採採決において決において決において決において最最最最終終終終的的的的にににに意思意思意思意思決定しますが、決定しますが、決定しますが、決定しますが、矛盾点矛盾点矛盾点矛盾点ななななどどどどが出てきが出てきが出てきが出てきたらたらたらたらどうどうどうどうするかをするかをするかをするかを意思意思意思意思決定するために、今審議を決定するために、今審議を決定するために、今審議を決定するために、今審議を行っ行っ行っ行っているているているているわわわわけで、けで、けで、けで、既既既既に決まに決まに決まに決まっっっった積た積た積た積みみみみ立立立立てであるかのよてであるかのよてであるかのよてであるかのよううううにににに説明説明説明説明されてされてされてされてもももも、積、積、積、積みみみみ立てがおかしいと立てがおかしいと立てがおかしいと立てがおかしいと思思思思ううううからからからから聞聞聞聞いてるいてるいてるいて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。そそそそももももそそそそもももも、売、売、売、売却却却却したしたしたした土土土土地な地な地な地などどどどは県は県は県は県民民民民皆皆皆皆さんの税金でさんの税金でさんの税金でさんの税金で買買買買っっっったたたたもももものですから、なのですから、なのですから、なのですから、なぜぜぜぜ売売売売却却却却益益益益にににについて、そのよついて、そのよついて、そのよついて、そのよううううな特定の事業にな特定の事業にな特定の事業にな特定の事業に使使使使わわわわれるれるれるれる筋筋筋筋合いがあるのかとい合いがあるのかとい合いがあるのかとい合いがあるのかといううううことです。今までことです。今までことです。今までことです。今まで投資投資投資投資して、財して、財して、財して、財政行政上政行政上政行政上政行政上のののの必要必要必要必要性性性性や目的や目的や目的や目的がなくながなくながなくながなくなっっっったから売たから売たから売たから売却却却却して、そのお金がして、そのお金がして、そのお金がして、そのお金が戻っ戻っ戻っ戻ってきたといてきたといてきたといてきたといううううことは、ことは、ことは、ことは、論論論論理理理理的的的的には、には、には、には、投資投資投資投資した全県した全県した全県した全県民民民民に関に関に関に関わわわわることですから、あまり特定のることですから、あまり特定のることですから、あまり特定のることですから、あまり特定のもももものに特化のに特化のに特化のに特化しないほしないほしないほしないほううううがいいのではないですか。特定の事業をがいいのではないですか。特定の事業をがいいのではないですか。特定の事業をがいいのではないですか。特定の事業をややややるといるといるといるといううううことでことでことでことで目的目的目的目的税税税税的的的的にににに徴徴徴徴収収収収したしたしたしたもももものをその事業にのをその事業にのをその事業にのをその事業に充充充充てるのであればてるのであればてるのであればてるのであればわわわわかりますが、長いかりますが、長いかりますが、長いかりますが、長い間間間間県県県県民民民民皆皆皆皆さんの税金でさんの税金でさんの税金でさんの税金で賄賄賄賄っっっってきてきてきてき土土土土地な地な地な地などどどどについて、について、について、について、行政目的行政目的行政目的行政目的のののの必要必要必要必要がなくながなくながなくながなくなっっっったから売たから売たから売たから売却却却却して、せして、せして、せして、せっっっっかく税金がかく税金がかく税金がかく税金が戻っ戻っ戻っ戻ってきたてきたてきたてきたのであれば、のであれば、のであれば、のであれば、逆逆逆逆のののの道道道道のりで県のりで県のりで県のりで県民民民民皆皆皆皆さんにさんにさんにさんに還元還元還元還元していくのがしていくのがしていくのがしていくのが普普普普通ではないですか。通ではないですか。通ではないですか。通ではないですか。先先先先ほほほほどどどどからからからから言言言言っっっっているよているよているよているよううううに、いに、いに、いに、いろろろろいいいいろろろろな事業がある中で、県な事業がある中で、県な事業がある中で、県な事業がある中で、県民民民民皆皆皆皆さんにさんにさんにさんに適適適適切切切切にににに配配配配分で分で分で分で
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きる事業にきる事業にきる事業にきる事業に充充充充てたのであれば、てたのであれば、てたのであれば、てたのであれば、説得説得説得説得力力力力があるとがあるとがあるとがあると思思思思いますが、一部の地域のいますが、一部の地域のいますが、一部の地域のいますが、一部の地域のババババススススタタタターーーーミナルミナルミナルミナルにににに使使使使ううううななななどどどど、その地域が活性化するのはいいと、その地域が活性化するのはいいと、その地域が活性化するのはいいと、その地域が活性化するのはいいと思思思思いますが、一部地域のためではなく県全いますが、一部地域のためではなく県全いますが、一部地域のためではなく県全いますが、一部地域のためではなく県全体体体体のののの経済経済経済経済の発の発の発の発展展展展のためなのためなのためなのためなどどどどとととと言言言言っっっっていますが、ていますが、ていますが、ていますが、以前以前以前以前そのそのそのその指指指指標標標標を出してほしいとを出してほしいとを出してほしいとを出してほしいと言言言言っっっっててててもももも、、、、結結結結局出てこなか局出てこなか局出てこなか局出てこなかっっっったではないですか。奈良大立山たではないですか。奈良大立山たではないですか。奈良大立山たではないですか。奈良大立山祭祭祭祭りでりでりでりでももももそそそそううううでしたでしたでしたでしたねねねね。ですから、そ。ですから、そ。ですから、そ。ですから、そうううういいいいっっっったことたことたことたこともももも含含含含めて、きめて、きめて、きめて、きちちちちんと理んと理んと理んと理屈屈屈屈の立つの立つの立つの立つ使使使使い方をしていただかないと。警察関係でい方をしていただかないと。警察関係でい方をしていただかないと。警察関係でい方をしていただかないと。警察関係でもももも今今今今信信信信号機の号機の号機の号機の増設要増設要増設要増設要望望望望がたくさんありますが、せがたくさんありますが、せがたくさんありますが、せがたくさんありますが、せっっっっかくこれだけのお金が入かくこれだけのお金が入かくこれだけのお金が入かくこれだけのお金が入っっっってきたら、てきたら、てきたら、てきたら、どどどどれれれれだけのだけのだけのだけの信信信信号機が立てられるのか、そのあたり号機が立てられるのか、そのあたり号機が立てられるのか、そのあたり号機が立てられるのか、そのあたりもももも考え考え考え考えてください。てください。てください。てください。もうもうもうもう一度一度一度一度聞聞聞聞きますが、きますが、きますが、きますが、以前以前以前以前、、、、香香香香芝芝芝芝市へ市へ市へ市へのののの経済経済経済経済効効効効果果果果ははははどどどどのくらい出るのかのくらい出るのかのくらい出るのかのくらい出るのか尋尋尋尋ねねねねたら、たら、たら、たら、答え答え答え答えてくれなかてくれなかてくれなかてくれなかっっっったではないですか。たではないですか。たではないですか。たではないですか。言言言言葉葉葉葉ではではではでは経済経済経済経済効効効効果果果果があるとがあるとがあるとがあると言言言言ううううけれけれけれけれどもどもどもども、、、、実実実実際際際際にはそれにはそれにはそれにはそれを証を証を証を証明明明明することはできない。それではすることはできない。それではすることはできない。それではすることはできない。それでは効効効効果果果果とはとはとはとは何何何何なのかをなのかをなのかをなのかを聞聞聞聞けば、それはけば、それはけば、それはけば、それはわわわわからないとからないとからないとからないと言言言言うううう。。。。結結結結局局局局答え答え答え答えられないといられないといられないといられないといううううことは、ことは、ことは、ことは、負負負負けているけているけているけてい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、ややややはりはりはりはり修修修修正していただき正していただき正していただき正していただきたいとたいとたいとたいと思思思思います。います。います。います。とりあとりあとりあとりあええええず地域ず地域ず地域ず地域・経済・経済・経済・経済活性化活性化活性化活性化基基基基金に積金に積金に積金に積みみみみ立てるとい立てるとい立てるとい立てるといううううことですけれことですけれことですけれことですけれどもどもどもども、この、この、この、この基基基基金の条金の条金の条金の条例を例を例を例を読む読む読む読むと、と、と、と、取取取取りりりり崩崩崩崩ししししももももできますので、辻本総務部長、できますので、辻本総務部長、できますので、辻本総務部長、できますので、辻本総務部長、ぜぜぜぜひひひひととととももももすすすすぐぐぐぐ取取取取りりりり崩崩崩崩して、予算にして、予算にして、予算にして、予算に困困困困っっっっている事業ている事業ている事業ている事業ももももたくさんあるたくさんあるたくさんあるたくさんあるわわわわけですから、そこけですから、そこけですから、そこけですから、そこへへへへのののの配配配配分をご分をご分をご分をご指指指指示示示示くださるよくださるよくださるよくださるよううううお願いお願いお願いお願いしておきます。しておきます。しておきます。しておきます。それから、財それから、財それから、財それから、財政調整基政調整基政調整基政調整基金について金について金について金についてもももも、決算における、決算における、決算における、決算における剰余剰余剰余剰余金の金の金の金の最最最最低低低低２分の１を２分の１を２分の１を２分の１を下回下回下回下回らないらないらないらないよよよよううううに積に積に積に積みみみみ立てなさいとい立てなさいとい立てなさいとい立てなさいといううううことで、ことで、ことで、ことで、先先先先ほほほほどどどどの辻本総務部長のごの辻本総務部長のごの辻本総務部長のごの辻本総務部長のご説明説明説明説明そのままですけれそのままですけれそのままですけれそのままですけれどどどどもももも、これ、これ、これ、これも取も取も取も取りりりり崩崩崩崩すことはできるのではないですか。１０月の決算審査特すことはできるのではないですか。１０月の決算審査特すことはできるのではないですか。１０月の決算審査特すことはできるのではないですか。１０月の決算審査特別別別別委員会のとき委員会のとき委員会のとき委員会のときに、に、に、に、荒荒荒荒井井井井知事と知事と知事と知事と珍珍珍珍しくしくしくしく意見意見意見意見が合が合が合が合っっっって、川田委員がて、川田委員がて、川田委員がて、川田委員が言言言言ううううとおり財とおり財とおり財とおり財政調整基政調整基政調整基政調整基金は金は金は金は多多多多いといといといと荒荒荒荒井井井井知知知知事事事事ももももおおおおっっっっししししゃゃゃゃっっっっていたので、ていたので、ていたので、ていたので、取取取取りりりり崩崩崩崩していただいて、していただいて、していただいて、していただいて、各各各各事業の所管部局では予算に事業の所管部局では予算に事業の所管部局では予算に事業の所管部局では予算に困困困困っっっってててているとこいるとこいるとこいるところもろもろもろもたくさんあるので、そたくさんあるので、そたくさんあるので、そたくさんあるので、そうううういいいいっっっったたたたもももものにきのにきのにきのにきちちちちんとんとんとんと配配配配分をいただくよ分をいただくよ分をいただくよ分をいただくよううううお願いをお願いをお願いをお願いをしておきます。県しておきます。県しておきます。県しておきます。県民民民民のののの皆皆皆皆さんは、さんは、さんは、さんは、貯貯貯貯金をするために税金を金をするために税金を金をするために税金を金をするために税金を払っ払っ払っ払っているているているているわわわわけではありませんけではありませんけではありませんけではありませんので、ので、ので、ので、基基基基金金金金も余も余も余も余裕を裕を裕を裕を持持持持たせるたせるたせるたせる意味意味意味意味ではいいですけれではいいですけれではいいですけれではいいですけれどもどもどもども、、、、ややややりりりり過過過過ぎぎぎぎといといといというもうもうもうものがあります。のがあります。のがあります。のがあります。基基基基金の金の金の金の取取取取りりりり崩崩崩崩しについてお願いしましたが、辻本総務部長、そのしについてお願いしましたが、辻本総務部長、そのしについてお願いしましたが、辻本総務部長、そのしについてお願いしましたが、辻本総務部長、その点点点点についてについてについてについて答答答答弁をお願弁をお願弁をお願弁をお願いします。いします。いします。いします。○辻本総務部長○辻本総務部長○辻本総務部長○辻本総務部長 基基基基金のお金のお金のお金のお話話話話ですが、まず、地域ですが、まず、地域ですが、まず、地域ですが、まず、地域・経済・経済・経済・経済活性化活性化活性化活性化基基基基金については、税金で金については、税金で金については、税金で金については、税金で投投投投資資資資してしてしてして土土土土地を地を地を地を買買買買っっっって、その後売て、その後売て、その後売て、その後売っっっった場合の売た場合の売た場合の売た場合の売却却却却益益益益は、は、は、は、ややややはりはりはりはり投資投資投資投資した県した県した県した県民民民民全全全全体体体体のためにのためにのためにのために使使使使ううううべべべべきだきだきだきだろうろうろうろうといといといといううううごごごご指指指指摘摘摘摘で、で、で、で、登登登登大大大大路バ路バ路バ路バススススタタタターーーーミナルミナルミナルミナルななななどどどどとととと言言言言いましたけれいましたけれいましたけれいましたけれどもどもどもども、そのほ、そのほ、そのほ、そのほかにかにかにかにもももも、これから県南、これから県南、これから県南、これから県南和和和和ををををどうどうどうどうしていくのかなしていくのかなしていくのかなしていくのかなどどどど、県、県、県、県内内内内全全全全体体体体でいでいでいでいろろろろいいいいろろろろまだまだまだまだ需需需需要要要要がありまがありまがありまがありま
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すので、そすので、そすので、そすので、そちちちちららららへも配へも配へも配へも配分するとい分するとい分するとい分するといううううことことことこともももも考え考え考え考えられるかとられるかとられるかとられるかと思思思思います。また、財います。また、財います。また、財います。また、財政調整基政調整基政調整基政調整基金金金金については、当については、当については、当については、当然然然然財財財財政調整政調整政調整政調整といといといといううううことで、ことで、ことで、ことで、言え言え言え言えばその年ばその年ばその年ばその年 々々々々でででで収収収収支を支を支を支を調整調整調整調整するために、例するために、例するために、例するために、例ええええばことしでしたら、当ばことしでしたら、当ばことしでしたら、当ばことしでしたら、当初初初初予算で３０予算で３０予算で３０予算で３０億円億円億円億円のののの取取取取りりりり崩崩崩崩しをお願いしてしをお願いしてしをお願いしてしをお願いして認認認認めていただいていますめていただいていますめていただいていますめていただいていますので、そのよので、そのよので、そのよので、そのよううううな形になるかとな形になるかとな形になるかとな形になるかと思思思思います。います。います。います。来来来来年度の予算の年度の予算の年度の予算の年度の予算の編編編編成のお成のお成のお成のお話話話話ももももいただきましたが、今、財いただきましたが、今、財いただきましたが、今、財いただきましたが、今、財政政政政課で査定の課で査定の課で査定の課で査定の作作作作業に入業に入業に入業に入っっっっているているているているとことことこところろろろですけれですけれですけれですけれどもどもどもども、、、、ややややはりさまはりさまはりさまはりさまざざざざまなまなまなまな需需需需要要要要といといといといううううか、予算か、予算か、予算か、予算要求要求要求要求が出ています。そのが出ています。そのが出ています。そのが出ています。その辺辺辺辺ににににできるだけできるだけできるだけできるだけ応応応応ええええられるよられるよられるよられるよううううに、その場合の財に、その場合の財に、その場合の財に、その場合の財源源源源ををををどうどうどうどうするかについてするかについてするかについてするかについてもももも、今あ、今あ、今あ、今あわわわわせてせてせてせて考え考え考え考えているとこているとこているとこているところろろろですので、当ですので、当ですので、当ですので、当然然然然基基基基金の活用金の活用金の活用金の活用もももも十十十十分に分に分に分にやっやっやっや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考え考え考え考えています。ています。ています。ています。○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員 よよよよろろろろしくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。私私私私は県議会議員のは県議会議員のは県議会議員のは県議会議員の前前前前に、に、に、に、市市市市議会議員を長い議会議員を長い議会議員を長い議会議員を長い間やっ間やっ間やっ間やってきましたが、てきましたが、てきましたが、てきましたが、ももももとをたとをたとをたとをたどどどどれば、そのれば、そのれば、そのれば、その市市市市議会議員の議会議員の議会議員の議会議員の頃頃頃頃に、に、に、に、小泉小泉小泉小泉政政政政権権権権下下下下のののの三位三位三位三位一一一一体体体体の改の改の改の改革革革革で、地方財で、地方財で、地方財で、地方財政政政政はははは非常非常非常非常にににに厳厳厳厳しいしいしいしい思思思思いをしていをしていをしていをしています。そのときに、あれいます。そのときに、あれいます。そのときに、あれいます。そのときに、あれもももも切切切切ろうろうろうろう、これ、これ、これ、これもももも切切切切ろうろうろうろう、これ、これ、これ、これもももも切切切切らなければいけないと国全らなければいけないと国全らなければいけないと国全らなければいけないと国全体体体体、、、、省省省省庁庁庁庁が一が一が一が一体体体体となとなとなとなっっっって改て改て改て改革革革革がなされて、そしてあのがなされて、そしてあのがなされて、そしてあのがなされて、そしてあの時時時時代代代代をををを乗乗乗乗りりりり切切切切っっっってこられたてこられたてこられたてこられた記記記記憶憶憶憶があがあがあがありますが、まだそれほりますが、まだそれほりますが、まだそれほりますが、まだそれほどどどど昔昔昔昔のののの話話話話ではないではないではないではないわわわわけです。そのときに、今このよけです。そのときに、今このよけです。そのときに、今このよけです。そのときに、今このよううううなななな状況状況状況状況だから、だから、だから、だから、もうもうもうもう少少少少し財し財し財し財政政政政がよくなるまでがよくなるまでがよくなるまでがよくなるまで待待待待っっっってほしいといてほしいといてほしいといてほしいといううううのが、財のが、財のが、財のが、財政政政政当局の決まり文当局の決まり文当局の決まり文当局の決まり文句句句句のよのよのよのよううううになになになになっっっっていましたが、今になていましたが、今になていましたが、今になていましたが、今になっっっっててててもももも、、、、もうもうもうもう少少少少しししし待待待待っっっってほしいといてほしいといてほしいといてほしいというううう言言言言葉葉葉葉が、そのままずが、そのままずが、そのままずが、そのままずっっっっとととと来来来来てしまてしまてしまてしまっっっっているのがているのがているのがているのが実実実実際際際際のとこのとこのとこのところろろろではないですか。けれではないですか。けれではないですか。けれではないですか。けれどもどもどもども、その後、その後、その後、その後民主民主民主民主党党党党政政政政権権権権、自、自、自、自民民民民党党党党政政政政権権権権と変と変と変と変わっわっわっわってきましたけれてきましたけれてきましたけれてきましたけれどもどもどもども、地方に対する国の財、地方に対する国の財、地方に対する国の財、地方に対する国の財政上政上政上政上の手当のの手当のの手当のの手当の状況状況状況状況をををを調調調調べべべべたとこたとこたとこたところろろろ、、、、小泉小泉小泉小泉政政政政権権権権のときからのときからのときからのときから比比比比べべべべれば、れば、れば、れば、ぐぐぐぐっっっっとよくなとよくなとよくなとよくなっっっっているではないですか。ですから、ているではないですか。ですから、ているではないですか。ですから、ているではないですか。ですから、三位三位三位三位一一一一体体体体の改の改の改の改革革革革のときは、そのよのときは、そのよのときは、そのよのときは、そのよううううなななな状況状況状況状況だからだからだからだから皆皆皆皆でででで頑頑頑頑張張張張ろうろうろうろうとととと抑抑抑抑ええええてきたけれてきたけれてきたけれてきたけれどもどもどもども、その後、その後、その後、その後もももも各担各担各担各担当部当部当部当部署署署署ああああちちちちらこらこらこらこちちちちらからの予算らからの予算らからの予算らからの予算要求要求要求要求はなくならないはなくならないはなくならないはなくならないわわわわけで、けで、けで、けで、無無無無駄駄駄駄ななななもももものはのはのはのは別別別別として、として、として、として、本当に本当に本当に本当に何何何何年年年年も前も前も前も前から解決しなければいけない課から解決しなければいけない課から解決しなければいけない課から解決しなければいけない課題題題題をををを抱抱抱抱ええええているとこているとこているとこているところもろもろもろもたくさんありますたくさんありますたくさんありますたくさんありますので、特定の事業に限定せず、ので、特定の事業に限定せず、ので、特定の事業に限定せず、ので、特定の事業に限定せず、未来へ未来へ未来へ未来へのののの投資投資投資投資はははは優優優優先先先先して、して、して、して、同じ同じ同じ同じお金ですから公正に分お金ですから公正に分お金ですから公正に分お金ですから公正に分配配配配ししししててててややややるるるる必要必要必要必要がありますので、辻本総務部長、よがありますので、辻本総務部長、よがありますので、辻本総務部長、よがありますので、辻本総務部長、よろろろろしくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。議第７０号議第７０号議第７０号議第７０号「「「「平成２９年度奈良県一般会計補正予算（第３号平成２９年度奈良県一般会計補正予算（第３号平成２９年度奈良県一般会計補正予算（第３号平成２９年度奈良県一般会計補正予算（第３号））））」」」」に関してはに関してはに関してはに関してはもうもうもうもう１１１１点点点点、、、、資料「資料「資料「資料「平成２９年度一般会計補正予算平成２９年度一般会計補正予算平成２９年度一般会計補正予算平成２９年度一般会計補正予算書書書書に関するに関するに関するに関する説明説明説明説明書書書書」」」」の８の８の８の８ページページページページ、観光振興対、観光振興対、観光振興対、観光振興対策策策策費の費の費の費のＰＲ映像ＰＲ映像ＰＲ映像ＰＲ映像について、これをつくられるのはいいのですが、について、これをつくられるのはいいのですが、について、これをつくられるのはいいのですが、について、これをつくられるのはいいのですが、気気気気になることが１になることが１になることが１になることが１点点点点。。。。例例例例ええええば、国文ば、国文ば、国文ば、国文祭祭祭祭・・・・障障障障文文文文祭祭祭祭なら２０１７でなら２０１７でなら２０１７でなら２０１７でもももも、い、い、い、いわゆわゆわゆわゆるるるるイメイメイメイメージージージージソソソソンンンンググググとして、いとして、いとして、いとして、いろろろろいいいいろろろろなななな歌歌歌歌をつくをつくをつくをつくっっっって、て、て、て、評価評価評価評価がよくなかがよくなかがよくなかがよくなかっっっったたたたももももののののもももも、いい、いい、いい、いいももももののののももももありましたが、今ありましたが、今ありましたが、今ありましたが、今回回回回ののののＰＲ映像ＰＲ映像ＰＲ映像ＰＲ映像については、については、については、については、配配配配信信信信方法な方法な方法な方法などどどどははははどうどうどうどう考え考え考え考えていますか。ていますか。ていますか。ていますか。ＰＲ映像ＰＲ映像ＰＲ映像ＰＲ映像をとりあをとりあをとりあをとりあええええずつくずつくずつくずつくっっっって、あとて、あとて、あとて、あと
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またまたまたまたどうどうどうどうするのかといするのかといするのかといするのかといううううのではなく、一部の特化した人だけにのではなく、一部の特化した人だけにのではなく、一部の特化した人だけにのではなく、一部の特化した人だけに聞聞聞聞くのでくのでくのでくのでももももなく、なく、なく、なく、もうもうもうもう少少少少しししし若若若若い方のい方のい方のい方の意見意見意見意見ををををどどどどんんんんどどどどんんんん取取取取り入れていり入れていり入れていり入れていっっっったらいいのではないですか。たらいいのではないですか。たらいいのではないですか。たらいいのではないですか。今例今例今例今例ええええで出した国文で出した国文で出した国文で出した国文祭祭祭祭・・・・障障障障文文文文祭祭祭祭なら２０１７ですが、なら２０１７ですが、なら２０１７ですが、なら２０１７ですが、閉閉閉閉幕幕幕幕しましたしましたしましたしましたねねねね。。。。もうもうもうもう大成大成大成大成功功功功にににに終終終終わっわっわっわって、この場をおかりしてて、この場をおかりしてて、この場をおかりしてて、この場をおかりして心心心心からからからから御御御御礼礼礼礼を申しを申しを申しを申し上げ上げ上げ上げます。本当に職員ます。本当に職員ます。本当に職員ます。本当に職員皆皆皆皆さんのさんのさんのさんの頑頑頑頑張張張張りのおりのおりのおりのおかかかかげげげげだとだとだとだと思思思思っっっっています。ています。ています。ています。そそそそうううう言言言言いつつ、いつつ、いつつ、いつつ、前前前前からからからから言言言言っっっっていることをていることをていることをていることを蒸蒸蒸蒸しししし返返返返して本当に申しして本当に申しして本当に申しして本当に申しわわわわけないですけれけないですけれけないですけれけないですけれどもどもどもども、、、、国文国文国文国文祭祭祭祭・・・・障障障障文文文文祭祭祭祭なら２０１７のあのなら２０１７のあのなら２０１７のあのなら２０１７のあのイメイメイメイメージージージージソソソソンンンンググググがいまだにがいまだにがいまだにがいまだに耳耳耳耳について、について、について、について、朝朝朝朝少少少少しししし寝起寝起寝起寝起ききききもももも悪悪悪悪いといいといいといいといううううことことことことももももありますので、ありますので、ありますので、ありますので、ＰＲ映像ＰＲ映像ＰＲ映像ＰＲ映像についてはいかがですか。についてはいかがですか。についてはいかがですか。についてはいかがですか。○山中観光プロモーション課長○山中観光プロモーション課長○山中観光プロモーション課長○山中観光プロモーション課長 今今今今回回回回の補正予算の案件は、の補正予算の案件は、の補正予算の案件は、の補正予算の案件は、来来来来年度年度年度年度行わ行わ行わ行われるれるれるれる「ジ「ジ「ジ「ジャポニャポニャポニャポニススススムムムム２０１８２０１８２０１８２０１８」」」」にににに向向向向けて、奈良県をしけて、奈良県をしけて、奈良県をしけて、奈良県をしっっっっかりかりかりかりＰＲＰＲＰＲＰＲしたいといしたいといしたいといしたいというもうもうもうものです。のです。のです。のです。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の、例の、例の、例の、例ええええばばばばホホホホームページへームページへームページへームページへののののアアアアップもップもップもップもありますけれありますけれありますけれありますけれどもどもどもども、、、、フランス現フランス現フランス現フランス現地のほ地のほ地のほ地のほううううででででもももも、例、例、例、例ええええばばばば旅行旅行旅行旅行会会会会社様や社様や社様や社様やメデメデメデメディィィィアアアア等に、い等に、い等に、い等に、いろろろろいいいいろろろろなななな営営営営業業業業ツツツツーーーールルルル、い、い、い、いろろろろいいいいろろろろな機な機な機な機会で会で会で会で提提提提供供供供する場する場する場する場面面面面がありますので、それにがありますので、それにがありますので、それにがありますので、それに間間間間に合に合に合に合ううううよよよよううううな形で、しな形で、しな形で、しな形で、しっっっっかりとかりとかりとかりとププププロモロモロモロモーーーーショショショションンンンに活用していきたいとに活用していきたいとに活用していきたいとに活用していきたいと思思思思っっっっています。ています。ています。ています。以上以上以上以上です。です。です。です。○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員 楽楽楽楽ししししみみみみにしていますので、にしていますので、にしていますので、にしていますので、明明明明るいるいるいるい感感感感じじじじののののもももものをよのをよのをよのをよろろろろしくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。山本委員長、補正予算の山本委員長、補正予算の山本委員長、補正予算の山本委員長、補正予算のうち債うち債うち債うち債務務務務負担行為負担行為負担行為負担行為については、については、については、については、質疑質疑質疑質疑してしてしてしてももももいいのですいいのですいいのですいいのですねねねね。。。。○山本委員長○山本委員長○山本委員長○山本委員長 いいです。いいです。いいです。いいです。○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員 債債債債務務務務負担行為負担行為負担行為負担行為については、財については、財については、財については、財政政政政課、課、課、課、各各各各事業事業事業事業担担担担当課当課当課当課どちどちどちどちらにおらにおらにおらにお聞聞聞聞きすきすきすきすべべべべきかよきかよきかよきかよくくくくわわわわかりませんが、かりませんが、かりませんが、かりませんが、資料「資料「資料「資料「平成２９年度一般会計補正予算に関する平成２９年度一般会計補正予算に関する平成２９年度一般会計補正予算に関する平成２９年度一般会計補正予算に関する説明説明説明説明書書書書」」」」の１５の１５の１５の１５ページページページページ、、、、砂防砂防砂防砂防指指指指定地における定地における定地における定地における行政行政行政行政代執代執代執代執行行行行にかかるにかかるにかかるにかかる契契契契約とい約とい約とい約といううううことで、ことで、ことで、ことで、債債債債務務務務負担行為負担行為負担行為負担行為を１を１を１を１億億億億３３３３，，，，３０３０３０３０００００万円万円万円万円から３から３から３から３億円億円億円億円に変更するといに変更するといに変更するといに変更するといううううことですことですことですことですねねねね。。。。○山本委員長○山本委員長○山本委員長○山本委員長 砂防砂防砂防砂防の案件であれば、の案件であれば、の案件であれば、の案件であれば、建設建設建設建設委員会に付委員会に付委員会に付委員会に付託託託託されていますので、ここではされていますので、ここではされていますので、ここではされていますので、ここでは質疑質疑質疑質疑していただけません。していただけません。していただけません。していただけません。○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員 それはおかしいのではないですか。それはおかしいのではないですか。それはおかしいのではないですか。それはおかしいのではないですか。普普普普通、議案で付通、議案で付通、議案で付通、議案で付託託託託するのに、なするのに、なするのに、なするのに、なぜぜぜぜ補正予補正予補正予補正予算案の算案の算案の算案のうち債うち債うち債うち債務務務務負担行為負担行為負担行為負担行為だけは、中だけは、中だけは、中だけは、中身身身身で付で付で付で付託託託託委員会を分けるのですか。この議案について委員会を分けるのですか。この議案について委員会を分けるのですか。この議案について委員会を分けるのですか。この議案については、は、は、は、どどどどこの委員会でこの委員会でこの委員会でこの委員会で採採採採決をとるのですか。決をとるのですか。決をとるのですか。決をとるのですか。○山本委員長○山本委員長○山本委員長○山本委員長 総務警察委員会に付総務警察委員会に付総務警察委員会に付総務警察委員会に付託託託託されている分は、きされている分は、きされている分は、きされている分は、きょょょょううううの総務警察委員会での総務警察委員会での総務警察委員会での総務警察委員会で採採採採決し決し決し決します。この議第７０号ます。この議第７０号ます。この議第７０号ます。この議第７０号「「「「平成２９年度一般会計補正予算（第３号平成２９年度一般会計補正予算（第３号平成２９年度一般会計補正予算（第３号平成２９年度一般会計補正予算（第３号））））」」」」については、については、については、については、内容内容内容内容ごごごごとに分とに分とに分とに分割割割割して、して、して、して、内容内容内容内容を所管するを所管するを所管するを所管する各各各各委員会に付委員会に付委員会に付委員会に付託託託託することとして、本会議で議決したすることとして、本会議で議決したすることとして、本会議で議決したすることとして、本会議で議決した上上上上で、で、で、で、議長から付議長から付議長から付議長から付託託託託されています。されています。されています。されています。
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○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員 債債債債務務務務負担行為負担行為負担行為負担行為については、案件のについては、案件のについては、案件のについては、案件の担担担担当部当部当部当部署署署署別別別別に付に付に付に付託託託託されているのですか。法されているのですか。法されているのですか。法されているのですか。法律上律上律上律上は議案に対してのは議案に対してのは議案に対してのは議案に対しての採採採採決とされていますので、この付決とされていますので、この付決とされていますので、この付決とされていますので、この付託託託託のののの仕仕仕仕方については、また方については、また方については、また方については、また別別別別で荻で荻で荻で荻田議会田議会田議会田議会運営運営運営運営委員長にお願いを申し委員長にお願いを申し委員長にお願いを申し委員長にお願いを申し上げ上げ上げ上げにににに行行行行きたいときたいときたいときたいと思思思思いますので、よいますので、よいますので、よいますので、よろろろろしくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。この件については、この件については、この件については、この件については、残残残残念念念念ですが、ここではですが、ここではですが、ここではですが、ここではややややめておきます。めておきます。めておきます。めておきます。それでは、補正予算に関してそれでは、補正予算に関してそれでは、補正予算に関してそれでは、補正予算に関して最最最最後にあと１後にあと１後にあと１後にあと１点点点点、、、、資料「資料「資料「資料「平成２９年度一般会計補正予算平成２９年度一般会計補正予算平成２９年度一般会計補正予算平成２９年度一般会計補正予算書書書書に関するに関するに関するに関する説明説明説明説明書書書書」」」」の１６の１６の１６の１６ページページページページのののの災災災災害害害害復旧債復旧債復旧債復旧債について、交付税について、交付税について、交付税について、交付税措置率措置率措置率措置率は大は大は大は大体ど体ど体ど体どれくらいつれくらいつれくらいつれくらいついてくるのですか。いてくるのですか。いてくるのですか。いてくるのですか。○阿部財政課長○阿部財政課長○阿部財政課長○阿部財政課長 補補補補助助助助災災災災害に係る部分については、１００害に係る部分については、１００害に係る部分については、１００害に係る部分については、１００％充％充％充％充当の交付税当の交付税当の交付税当の交付税措置率措置率措置率措置率９５９５９５９５％％％％ととととななななっっっっています。ています。ています。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。補正予算については、これでかりました。補正予算については、これでかりました。補正予算については、これでかりました。補正予算については、これで終終終終わわわわります。ります。ります。ります。○阿部財政課長○阿部財政課長○阿部財政課長○阿部財政課長 済み済み済み済みません、このません、このません、このません、この質疑質疑質疑質疑のののの冒頭冒頭冒頭冒頭でごでごでごでご質問質問質問質問をいただいて、をいただいて、をいただいて、をいただいて、答答答答弁をお弁をお弁をお弁をお待待待待ちちちちいたいたいたいただいていた、だいていた、だいていた、だいていた、資料資料資料資料３３３３ページページページページのののの急傾斜急傾斜急傾斜急傾斜地地地地崩壊崩壊崩壊崩壊対対対対策策策策事業費事業費事業費事業費負担負担負担負担金についてですが、総額におけ金についてですが、総額におけ金についてですが、総額におけ金についてですが、総額におけるるるる割割割割合は５合は５合は５合は５％％％％です。です。です。です。○谷垣政策推進課長○谷垣政策推進課長○谷垣政策推進課長○谷垣政策推進課長 済み済み済み済みません、ません、ません、ません、同じ同じ同じ同じくくくく答答答答弁をお弁をお弁をお弁をお待待待待ちちちちいただいていた、地方いただいていた、地方いただいていた、地方いただいていた、地方創創創創生生生生推推推推進交進交進交進交付金の件についてです。付金の件についてです。付金の件についてです。付金の件についてです。先先先先ほほほほどどどどは大変は大変は大変は大変失礼失礼失礼失礼しました。平成２９年度の地方しました。平成２９年度の地方しました。平成２９年度の地方しました。平成２９年度の地方創創創創生生生生推推推推進交付金進交付金進交付金進交付金は、全国は、全国は、全国は、全国ベベベベースースースースで１で１で１で１，，，，００００００００００００億円億円億円億円の予算で、そのの予算で、そのの予算で、そのの予算で、そのうちうちうちうち本県の１本県の１本県の１本県の１次次次次申申申申請請請請分で分で分で分で内内内内示示示示をいただいをいただいをいただいをいただいているのが、当ているのが、当ているのが、当ているのが、当初初初初予算等に予算等に予算等に予算等に充充充充てている約３てている約３てている約３てている約３億億億億１１１１，，，，４００４００４００４００万円万円万円万円、２、２、２、２次次次次申申申申請請請請分で分で分で分で内内内内示示示示をいただをいただをいただをいただいているのが、今いているのが、今いているのが、今いているのが、今回回回回補正予算でお願いしている１補正予算でお願いしている１補正予算でお願いしている１補正予算でお願いしている１，，，，０４００４００４００４０万万万万９９９９，，，，００００００００００００円円円円です。です。です。です。市町市町市町市町村分村分村分村分については、については、については、については、同様同様同様同様に１に１に１に１次次次次申申申申請請請請分で約４分で約４分で約４分で約４億億億億６６６６，，，，８００８００８００８００万円万円万円万円、２、２、２、２次次次次申申申申請請請請分で１分で１分で１分で１，，，，９００９００９００９００万円万円万円万円ほほほほどどどどとなとなとなとなっっっっていて、今ていて、今ていて、今ていて、今回回回回の補正予算の対の補正予算の対の補正予算の対の補正予算の対象象象象である２である２である２である２次次次次申申申申請請請請分は、県と分は、県と分は、県と分は、県と市町市町市町市町村の合計で２村の合計で２村の合計で２村の合計で２，，，，９９９９２４２４２４２４万万万万６６６６，，，，００００００００００００円円円円といといといといううううことで、ことで、ことで、ことで、先先先先ほほほほどどどど川田委員がご川田委員がご川田委員がご川田委員がご指指指指摘摘摘摘されたされたされたされた数数数数字字字字になります。になります。になります。になります。確確確確かに、かに、かに、かに、先先先先ほほほほどどどどごごごご指指指指摘摘摘摘いただいたとおり、ほかの県で件いただいたとおり、ほかの県で件いただいたとおり、ほかの県で件いただいたとおり、ほかの県で件数数数数ががががもっもっもっもっとととと多多多多いとこいとこいとこいところもろもろもろもたくさたくさたくさたくさんありますので、んありますので、んありますので、んありますので、市町市町市町市町村振興課と村振興課と村振興課と村振興課ともももも連連連連携携携携をして、県の分のをして、県の分のをして、県の分のをして、県の分のみみみみならずならずならずならず市町市町市町市町村分について村分について村分について村分についてもももも一一一一生生生生懸懸懸懸命命命命取取取取りりりり組組組組んでいきたいとんでいきたいとんでいきたいとんでいきたいと考え考え考え考えています。ています。ています。ています。以上以上以上以上です。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制制制制度ができる度ができる度ができる度ができる前前前前からからからから研究研究研究研究していた分野ですが、交付金のしていた分野ですが、交付金のしていた分野ですが、交付金のしていた分野ですが、交付金の評価評価評価評価方法につ方法につ方法につ方法についてです。いてです。いてです。いてです。普普普普通は、事業について交付金申通は、事業について交付金申通は、事業について交付金申通は、事業について交付金申請請請請すれば、一定のすれば、一定のすれば、一定のすれば、一定の基準基準基準基準があがあがあがあっっっって、予算て、予算て、予算て、予算枠枠枠枠もももも関係関係関係関係があるとがあるとがあるとがあると思思思思いますが、大いますが、大いますが、大いますが、大体基準内体基準内体基準内体基準内におさまにおさまにおさまにおさまっっっっていたら、交付金はていたら、交付金はていたら、交付金はていたら、交付金は認認認認められるでしめられるでしめられるでしめられるでしょょょょうううう。と。と。と。とこここころろろろが、地方が、地方が、地方が、地方創創創創生生生生推推推推進交付金の場合は進交付金の場合は進交付金の場合は進交付金の場合は評価評価評価評価が入が入が入が入っっっっていて、ていて、ていて、ていて、結結結結局、ま局、ま局、ま局、まち・ち・ち・ち・ひひひひとととと・・・・しごとしごとしごとしごと創創創創生生生生総合総合総合総合戦略戦略戦略戦略にににに位位位位置づ置づ置づ置づけられた地域けられた地域けられた地域けられた地域再再再再生法に生法に生法に生法に基づ基づ基づ基づく地域く地域く地域く地域再再再再生計生計生計生計画画画画にににに認認認認定される事業でなければ定される事業でなければ定される事業でなければ定される事業でなければならないといならないといならないといならないというううう、、、、少少少少しししし意味意味意味意味不明不明不明不明な国のな国のな国のな国の基準基準基準基準のよのよのよのよううううななななもももものがあるのです。例のがあるのです。例のがあるのです。例のがあるのです。例ええええば、地域ば、地域ば、地域ば、地域再再再再生生生生
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計計計計画画画画のののの認認認認定は、自立性、定は、自立性、定は、自立性、定は、自立性、官官官官民民民民協協協協働働働働、地域、地域、地域、地域間間間間連連連連携携携携、、、、政策間政策間政策間政策間連連連連携携携携等とい等とい等とい等といっっっったたたた評価評価評価評価基準基準基準基準にににに基づ基づ基づ基づくくくくこととなこととなこととなこととなっっっっていますので、そのあたり、ていますので、そのあたり、ていますので、そのあたり、ていますので、そのあたり、評価評価評価評価方法な方法な方法な方法などどどどにににに応じ応じ応じ応じたたたた研究研究研究研究は、は、は、は、多多多多くの交付金をくの交付金をくの交付金をくの交付金を取取取取っっっっていこていこていこていこううううとととと思え思え思え思えば、ば、ば、ば、必必必必ずずずず必要必要必要必要だとだとだとだと思思思思います。います。います。います。別別別別のののの都道府都道府都道府都道府県では県では県では県では静岡静岡静岡静岡県でしたか、県でしたか、県でしたか、県でしたか、昨昨昨昨年からこの年からこの年からこの年からこの点相点相点相点相当当当当研究研究研究研究されていて、されていて、されていて、されていて、少少少少しでしでしでしでもももも多多多多くくくくの交付金がつけば、当の交付金がつけば、当の交付金がつけば、当の交付金がつけば、当然然然然それにこしたことはありませんし、税それにこしたことはありませんし、税それにこしたことはありませんし、税それにこしたことはありませんし、税以外以外以外以外のののの収収収収入入入入獲獲獲獲得得得得は、は、は、は、非常非常非常非常にににに重重重重要要要要な観な観な観な観点点点点だとだとだとだ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、その辺辺辺辺ももももお願いをしておきたいとお願いをしておきたいとお願いをしておきたいとお願いをしておきたいと思思思思います。います。います。います。○谷垣政策推進課長○谷垣政策推進課長○谷垣政策推進課長○谷垣政策推進課長 川田委員のご川田委員のご川田委員のご川田委員のご指指指指摘摘摘摘のとおりです。地方のとおりです。地方のとおりです。地方のとおりです。地方創創創創生生生生推推推推進交付金は、補進交付金は、補進交付金は、補進交付金は、補助助助助対対対対象象象象であれば全てその２分の１といであれば全てその２分の１といであれば全てその２分の１といであれば全てその２分の１といううううよよよよううううなななな画画画画一一一一的的的的なななな制制制制度にはな度にはな度にはな度にはなっっっっていませんので、その審査ていませんので、その審査ていませんので、その審査ていませんので、その審査基準基準基準基準でよりでよりでよりでより高高高高いいいい点点点点数数数数がががが取取取取れるよれるよれるよれるよううううな形で、事業をしな形で、事業をしな形で、事業をしな形で、事業をしっっっっかりとかりとかりとかりと練練練練っっっっていくことていくことていくことていくことも非常も非常も非常も非常に大事に大事に大事に大事ですので、そのですので、そのですので、そのですので、その点点点点今後と今後と今後と今後とも引も引も引も引きききき続続続続きききき努努努努力力力力もももも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え考え考え考えています。ありがとています。ありがとています。ありがとています。ありがとううううごごごござざざざいました。いました。いました。いました。○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員 よよよよろろろろしくお願いします。それでは、補正予算しくお願いします。それでは、補正予算しくお願いします。それでは、補正予算しくお願いします。それでは、補正予算以外以外以外以外の議案にの議案にの議案にの議案に移移移移ります。ります。ります。ります。まず、議第７２号まず、議第７２号まず、議第７２号まず、議第７２号「「「「奈良県の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例奈良県の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例奈良県の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例奈良県の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例」」」」につにつにつについて、このいて、このいて、このいて、この意味意味意味意味ははははわわわわかります。かります。かります。かります。資料「資料「資料「資料「平成２９年度一般会計補正予算案その他平成２９年度一般会計補正予算案その他平成２９年度一般会計補正予算案その他平成２９年度一般会計補正予算案その他」」」」の１５の１５の１５の１５ペペペページージージージにににに書書書書いているとおり、県からいているとおり、県からいているとおり、県からいているとおり、県から市町市町市町市町村に事務を村に事務を村に事務を村に事務を移譲移譲移譲移譲していくといしていくといしていくといしていくといううううことですことですことですことですねねねね。この条。この条。この条。この条例は地方自治法第２５２条の１７の２に例は地方自治法第２５２条の１７の２に例は地方自治法第２５２条の１７の２に例は地方自治法第２５２条の１７の２に基づ基づ基づ基づくくくくもももものですが、１つのですが、１つのですが、１つのですが、１つ気気気気になるのはになるのはになるのはになるのは最最最最後の後の後の後の附則附則附則附則についてです。についてです。についてです。についてです。経経経経過過過過措置措置措置措置のとこのとこのとこのところろろろでいでいでいでいろろろろいいいいろろろろ云云云云々書々書々書々書いてあいてあいてあいてあっっっって、平成３０年度の４月１日て、平成３０年度の４月１日て、平成３０年度の４月１日て、平成３０年度の４月１日からからからから施行施行施行施行するといするといするといするといううううことですが、今はことですが、今はことですが、今はことですが、今はもうもうもうもう１２月ではないですか、１２月ではないですか、１２月ではないですか、１２月ではないですか、経経経経過過過過措置措置措置措置からからからから考え考え考え考えて、て、て、て、施行施行施行施行まで３まで３まで３まで３カカカカ月月月月間間間間しかない今のしかない今のしかない今のしかない今の時時時時期に期に期に期に提提提提出してくるのは、出してくるのは、出してくるのは、出してくるのは、考え考え考え考え方としていかがな方としていかがな方としていかがな方としていかがなもももものでしのでしのでしのでしょょょょううううか。か。か。か。立法立法立法立法論論論論になりますけれになりますけれになりますけれになりますけれどもどもどもども、立法においては、立法においては、立法においては、立法においては経経経経過過過過措置措置措置措置はははは最最最最大大大大重重重重要要要要事項とされています。事項とされています。事項とされています。事項とされています。ですから、ですから、ですから、ですから、経経経経過過過過措置措置措置措置に関しては当に関しては当に関しては当に関しては当然住民然住民然住民然住民ににににもももも周周周周知期知期知期知期間間間間がががが要要要要るるるるわわわわけであけであけであけであっっっって、それからて、それからて、それからて、それから考え考え考え考えて、なて、なて、なて、なぜぜぜぜ短短短短期期期期間間間間しかしかしかしか周周周周知期知期知期知期間間間間がががが取取取取れないこの１２月議会に、議案がれないこの１２月議会に、議案がれないこの１２月議会に、議案がれないこの１２月議会に、議案が提提提提出されているのでし出されているのでし出されているのでし出されているのでしょょょょううううか。か。か。か。相相相相手の申し出が手の申し出が手の申し出が手の申し出が遅遅遅遅かかかかっっっったといたといたといたといううううことであれば、ことであれば、ことであれば、ことであれば、早早早早く申し出てく申し出てく申し出てく申し出てももももららららっっっったらいいだけたらいいだけたらいいだけたらいいだけのののの話話話話ですので、そのですので、そのですので、そのですので、その点点点点についておについておについておについてお答え答え答え答えいただけますか。いただけますか。いただけますか。いただけますか。○森本行政経営課長○森本行政経営課長○森本行政経営課長○森本行政経営課長 今今今今回回回回ごごごご提提提提案した事務処理特例条例の改正については、川田委員のご案した事務処理特例条例の改正については、川田委員のご案した事務処理特例条例の改正については、川田委員のご案した事務処理特例条例の改正については、川田委員のご指指指指摘摘摘摘のとおり、のとおり、のとおり、のとおり、毎毎毎毎年１２月議会に改正案をご年１２月議会に改正案をご年１２月議会に改正案をご年１２月議会に改正案をご提提提提案しているとこ案しているとこ案しているとこ案しているところろろろです。です。です。です。もうもうもうもう少少少少しししし早早早早くくくく提提提提案案案案すすすすべべべべきではないかといきではないかといきではないかといきではないかといううううごごごご指指指指摘摘摘摘に対しては、今後に対しては、今後に対しては、今後に対しては、今後検討検討検討検討はしたいとはしたいとはしたいとはしたいと思思思思いますけれいますけれいますけれいますけれどもどもどもども、例年、例年、例年、例年４月４月４月４月以降以降以降以降、、、、市町市町市町市町村に対して、村に対して、村に対して、村に対して、市町市町市町市町村に村に村に村に権権権権限限限限移譲移譲移譲移譲がががが可能可能可能可能ななななメニュメニュメニュメニューーーーをををを示示示示してごしてごしてごしてご希希希希望望望望をををを聞聞聞聞いたいたいたいた上上上上で、で、で、で、市町市町市町市町村長との協議を村長との協議を村長との協議を村長との協議を経経経経て、今て、今て、今て、今回回回回のよのよのよのよううううな条例改正のごな条例改正のごな条例改正のごな条例改正のご提提提提案とい案とい案とい案というううう形になることから、形になることから、形になることから、形になることから、
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極力検討極力検討極力検討極力検討はしますけれはしますけれはしますけれはしますけれどもどもどもども、今までからこの１２月議会でご、今までからこの１２月議会でご、今までからこの１２月議会でご、今までからこの１２月議会でご提提提提案しているとこ案しているとこ案しているとこ案しているところろろろです。です。です。です。○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員 行政行政行政行政都都都都合は合は合は合はもうもうもうもういいのですけれいいのですけれいいのですけれいいのですけれどもどもどもども、、、、何何何何かかかか先先先先日の奈良日の奈良日の奈良日の奈良市市市市議会の議会の議会の議会の答答答答弁弁弁弁みみみみたいでたいでたいでたいではないですか。今度こはないですか。今度こはないですか。今度こはないですか。今度こども園ども園ども園ども園に変に変に変に変ええええるといるといるといるといううううことで、１２月議会に条例案をことで、１２月議会に条例案をことで、１２月議会に条例案をことで、１２月議会に条例案を提提提提出しました出しました出しました出しましたが、が、が、が、トトトトイレイレイレイレややややらららら何何何何ややややらららら整整整整備しなければと、備しなければと、備しなければと、備しなければと、実実実実はははは先先先先にににに工工工工事に事に事に事に着着着着手していたのです。条例案が手していたのです。条例案が手していたのです。条例案が手していたのです。条例案が否否否否決されたら決されたら決されたら決されたらどうどうどうどうするのかがするのかがするのかがするのかが問問問問題題題題となとなとなとなっっっったとこたとこたとこたところろろろ、、、、毎毎毎毎年このとおりに年このとおりに年このとおりに年このとおりにやっやっやっやっているとのているとのているとのているとの答答答答弁弁弁弁でしたが、今のはこれとでしたが、今のはこれとでしたが、今のはこれとでしたが、今のはこれと同じ同じ同じ同じよよよよううううなななな答答答答弁ではないですか。弁ではないですか。弁ではないですか。弁ではないですか。そのよそのよそのよそのよううううなことをなことをなことをなことを言言言言っっっっているのではなくて、ているのではなくて、ているのではなくて、ているのではなくて、軸足軸足軸足軸足は県は県は県は県民民民民です。です。です。です。経経経経過過過過措置措置措置措置のののの最最最最大の大の大の大の目的目的目的目的は、は、は、は、社社社社会会会会的的的的にににに混乱混乱混乱混乱をををを起起起起こさせないことでしこさせないことでしこさせないことでしこさせないことでしょょょょうううう。県。県。県。県庁庁庁庁までまでまでまで来来来来られた方に、られた方に、られた方に、られた方に、実実実実はこの事務についはこの事務についはこの事務についはこの事務についてはてはてはては市市市市役役役役所に所に所に所に移移移移りましたとおりましたとおりましたとおりましたとお断断断断りしなければならなくなるよりしなければならなくなるよりしなければならなくなるよりしなければならなくなるよううううな、いな、いな、いな、いろろろろいいいいろろろろなななな行行行行きききき違違違違いいいいももももあるかあるかあるかあるかももももしれませんので、しれませんので、しれませんので、しれませんので、もっもっもっもっととと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周周周周知を知を知を知を行っ行っ行っ行って、県て、県て、県て、県民民民民のののの皆皆皆皆さんにさんにさんにさんに十十十十分にご理分にご理分にご理分にご理解をいただく期解をいただく期解をいただく期解をいただく期間間間間がががが必要必要必要必要で、それがで、それがで、それがで、それが経経経経過過過過措置措置措置措置のののの最最最最大限の大限の大限の大限の目的目的目的目的ではないのですか。ではないのですか。ではないのですか。ではないのですか。毎毎毎毎年こ年こ年こ年こううううしているから、このしているから、このしているから、このしているから、この時時時時期にしているからな期にしているからな期にしているからな期にしているからなどどどどといといといといううううのは、県のは、県のは、県のは、県民民民民にはにはにはには何何何何の関係があるのか、の関係があるのか、の関係があるのか、の関係があるのか、そこをおそこをおそこをおそこをお聞聞聞聞きしているのですけれきしているのですけれきしているのですけれきしているのですけれどもどもどもども。。。。我々我々我々我々のののの感覚感覚感覚感覚では、このでは、このでは、このでは、この種種種種のののの制制制制度が今度４月１日から変度が今度４月１日から変度が今度４月１日から変度が今度４月１日から変わわわわるといるといるといるといううううことを１２月に公ことを１２月に公ことを１２月に公ことを１２月に公表・表・表・表・決定するとい決定するとい決定するとい決定するといううううのは、のは、のは、のは、行政行政行政行政事務事務事務事務内内内内だけでだけでだけでだけで済済済済むむむむ問問問問題題題題であればいいですけれであればいいですけれであればいいですけれであればいいですけれどもどもどもども、今、今、今、今回回回回のよのよのよのよううううに一般の県に一般の県に一般の県に一般の県民民民民にかかにかかにかかにかかわわわわるるるる問問問問題題題題であれば、であれば、であれば、であれば、完完完完全に全に全に全に遅遅遅遅いといといといと思思思思います。国の法います。国の法います。国の法います。国の法律律律律についてについてについてについて習習習習っっっったたたたときには、一ときには、一ときには、一ときには、一番先番先番先番先にににに見見見見なければいけないのはなければいけないのはなければいけないのはなければいけないのは附則附則附則附則で、なで、なで、なで、なぜぜぜぜここまでのここまでのここまでのここまでの経経経経過過過過措置措置措置措置をををを置置置置いていいていいていいているのかはるのかはるのかはるのかは社社社社会会会会的的的的背景背景背景背景があるからだと、よくがあるからだと、よくがあるからだと、よくがあるからだと、よく教わ教わ教わ教わりました。ですから、今りました。ですから、今りました。ですから、今りました。ですから、今回回回回ははははもうもうもうもうこれでこれでこれでこれで結結結結構構構構ですけれですけれですけれですけれどもどもどもども、今後その、今後その、今後その、今後その辺検討辺検討辺検討辺検討をしていただいて、をしていただいて、をしていただいて、をしていただいて、もうもうもうもう少少少少しししし経経経経過過過過措置措置措置措置のののの周周周周知期知期知期知期間間間間をををを取っ取っ取っ取っていただくよていただくよていただくよていただくよううううにお願いをしたいとにお願いをしたいとにお願いをしたいとにお願いをしたいと思思思思います。います。います。います。そのそのそのその次次次次、議第７３号、議第７３号、議第７３号、議第７３号「「「「職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例」」」」について、について、について、について、これは議案をこれは議案をこれは議案をこれは議案を読む読む読む読む限りでは、育児休業等に関しては、今まで１限りでは、育児休業等に関しては、今まで１限りでは、育児休業等に関しては、今まで１限りでは、育児休業等に関しては、今まで１歳歳歳歳６６６６カカカカ月に月に月に月に達達達達するまでのするまでのするまでのするまでの子子子子をををを養養養養育するためと条例で定められていたとこ育するためと条例で定められていたとこ育するためと条例で定められていたとこ育するためと条例で定められていたところろろろ、２、２、２、２歳歳歳歳にににに達達達達するまでのするまでのするまでのするまでの子子子子までまでまでまで認認認認めよめよめよめよううううとすとすとすとするるるるももももので、今後ので、今後ので、今後ので、今後非常勤非常勤非常勤非常勤職員に職員に職員に職員にももももこのこのこのこの制制制制度を度を度を度を適適適適用するとい用するとい用するとい用するというううう解解解解釈釈釈釈かとかとかとかと思思思思ううううのですが、その解のですが、その解のですが、その解のですが、その解釈釈釈釈でよでよでよでよろろろろしいですか。しいですか。しいですか。しいですか。○乾人事課長○乾人事課長○乾人事課長○乾人事課長 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のとおりでのとおりでのとおりでのとおりで結結結結構構構構です。です。です。です。○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員 素朴素朴素朴素朴なななな疑問疑問疑問疑問があるのですけれがあるのですけれがあるのですけれがあるのですけれどもどもどもども、この条例の第２条で、この条例の第２条で、この条例の第２条で、この条例の第２条で「非常勤「非常勤「非常勤「非常勤職員職員職員職員」」」」につにつにつについて規定されていますが、ここでいて規定されていますが、ここでいて規定されていますが、ここでいて規定されていますが、ここで言言言言う「非常勤う「非常勤う「非常勤う「非常勤職員職員職員職員」」」」とはとはとはとはどどどどのよのよのよのよううううな定義で、な定義で、な定義で、な定義で、どどどどのよのよのよのよううううなななな方が当てはまるのですか。方が当てはまるのですか。方が当てはまるのですか。方が当てはまるのですか。○乾人事課長○乾人事課長○乾人事課長○乾人事課長 奈良県の場合は、日日奈良県の場合は、日日奈良県の場合は、日日奈良県の場合は、日日雇雇雇雇用職員とい用職員とい用職員とい用職員という任う任う任う任命命命命のののの仕仕仕仕方をしている者を方をしている者を方をしている者を方をしている者を想想想想定して定して定して定して



---- 22222222 ----

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 といといといといううううことは、これにはことは、これにはことは、これにはことは、これには臨臨臨臨時時時時職員は当てはまらないとい職員は当てはまらないとい職員は当てはまらないとい職員は当てはまらないといううううことですことですことですことですねねねね。。。。○乾人事課長○乾人事課長○乾人事課長○乾人事課長 はい、そはい、そはい、そはい、そううううです。です。です。です。○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員 非常勤非常勤非常勤非常勤職員とい職員とい職員とい職員といううううことは、ことは、ことは、ことは、臨臨臨臨時時時時職員職員職員職員も非常勤も非常勤も非常勤も非常勤職員ではないのですか。職員ではないのですか。職員ではないのですか。職員ではないのですか。以前以前以前以前のののの人事課長とはよくこの議人事課長とはよくこの議人事課長とはよくこの議人事課長とはよくこの議論論論論をさせてをさせてをさせてをさせてももももらいましたけれらいましたけれらいましたけれらいましたけれどもどもどもども、地方自治法第２０４条の手当、地方自治法第２０４条の手当、地方自治法第２０４条の手当、地方自治法第２０４条の手当支給の条項には、い支給の条項には、い支給の条項には、い支給の条項には、いわゆわゆわゆわゆる期末手当る期末手当る期末手当る期末手当や勤勉や勤勉や勤勉や勤勉手当手当手当手当もももも含含含含めて、支給できる手当がめて、支給できる手当がめて、支給できる手当がめて、支給できる手当が列列列列挙挙挙挙されていされていされていされていますが、対ますが、対ますが、対ますが、対象象象象職員については職員については職員については職員については「常勤「常勤「常勤「常勤の職員の職員の職員の職員」」」」とととと書書書書かれています。これかれています。これかれています。これかれています。これ以外以外以外以外の職員がの職員がの職員がの職員が非常勤非常勤非常勤非常勤職員になるのではないですか。職員になるのではないですか。職員になるのではないですか。職員になるのではないですか。臨臨臨臨時時時時職員は、この手当の支給対職員は、この手当の支給対職員は、この手当の支給対職員は、この手当の支給対象象象象職員には職員には職員には職員には該該該該当していない当していない当していない当し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ううう。そ。そ。そ。そううううであれば、であれば、であれば、であれば、常勤常勤常勤常勤職員ではない職員ではない職員ではない職員ではないわわわわけでしけでしけでしけでしょょょょうううう。。。。以前以前以前以前、期末手当の支給、期末手当の支給、期末手当の支給、期末手当の支給根拠根拠根拠根拠についてについてについてについて質問質問質問質問したとこしたとこしたとこしたところろろろ、、、、非常勤非常勤非常勤非常勤職員について職員について職員について職員についてもももも、、、、臨臨臨臨時時時時職員職員職員職員についてについてについてについてもももも特化した条例はないけれ特化した条例はないけれ特化した条例はないけれ特化した条例はないけれどもどもどもども、一般職の職員の給与に関する条例の中に、一般職の職員の給与に関する条例の中に、一般職の職員の給与に関する条例の中に、一般職の職員の給与に関する条例の中に「「「「臨臨臨臨時時時時又又又又はははは非常勤非常勤非常勤非常勤の職員の職員の職員の職員」」」」とととと書書書書いているからこれに当たるといているからこれに当たるといているからこれに当たるといているからこれに当たると答答答答弁されたのが弁されたのが弁されたのが弁されたのが残っ残っ残っ残っています。といています。といています。といています。といううううことは、育児休業の条例でことは、育児休業の条例でことは、育児休業の条例でことは、育児休業の条例で「非常勤「非常勤「非常勤「非常勤職員職員職員職員」」」」といといといというううう書書書書き方をしてしまき方をしてしまき方をしてしまき方をしてしまううううと、特定ができなと、特定ができなと、特定ができなと、特定ができない。今い。今い。今い。今聞聞聞聞いたとこいたとこいたとこいたところろろろでは、では、では、では、臨臨臨臨時時時時職員は職員は職員は職員は含含含含まれないといまれないといまれないといまれないといううううことですが、このことですが、このことですが、このことですが、この書書書書き方であればき方であればき方であればき方であれば含含含含まれるのではないかと、後でまれるのではないかと、後でまれるのではないかと、後でまれるのではないかと、後で問問問問題題題題になるのではないですか。になるのではないですか。になるのではないですか。になるのではないですか。○乾人事課長○乾人事課長○乾人事課長○乾人事課長 済み済み済み済みません、ません、ません、ません、以前以前以前以前の議の議の議の議論論論論がががが記記記記憶憶憶憶になく、今川田委員がおになく、今川田委員がおになく、今川田委員がおになく、今川田委員がお述べ述べ述べ述べのののの臨臨臨臨時時時時職員の職員の職員の職員の定義については承知していませんので、ここです定義については承知していませんので、ここです定義については承知していませんので、ここです定義については承知していませんので、ここですぐぐぐぐにおにおにおにお答え答え答え答えはできません。はできません。はできません。はできません。○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員 といといといといううううことは、一ことは、一ことは、一ことは、一回回回回この条例改正の議案をこの条例改正の議案をこの条例改正の議案をこの条例改正の議案を取取取取りりりり下げ下げ下げ下げるといるといるといるといううううことですか。ことですか。ことですか。ことですか。○乾人事課長○乾人事課長○乾人事課長○乾人事課長 失礼失礼失礼失礼しました。そしました。そしました。そしました。そううううではなく、今の総務警察委員会中にごではなく、今の総務警察委員会中にごではなく、今の総務警察委員会中にごではなく、今の総務警察委員会中にご説明説明説明説明できるよできるよできるよできるよううううに、に、に、に、準準準準備をさせていただきます。備をさせていただきます。備をさせていただきます。備をさせていただきます。○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員 臨臨臨臨時時時時職員については、職員については、職員については、職員については、何何何何ががががわわわわからないのかがからないのかがからないのかがからないのかがわわわわからないのですけれからないのですけれからないのですけれからないのですけれどもどもどもども、地、地、地、地方公務員法の第２２条に方公務員法の第２２条に方公務員法の第２２条に方公務員法の第２２条に「「「「条件付条件付条件付条件付採採採採用及び用及び用及び用及び臨臨臨臨時的任時的任時的任時的任用用用用」」」」といといといというううう条項があ条項があ条項があ条項があっっっって、その第２項て、その第２項て、その第２項て、その第２項にはにはにはには「「「「人事委員会を人事委員会を人事委員会を人事委員会を置置置置く地方公く地方公く地方公く地方公共団共団共団共団体体体体においては、においては、においては、においては、任任任任命命命命権権権権者は、人事委員会規者は、人事委員会規者は、人事委員会規者は、人事委員会規則則則則で定めるで定めるで定めるで定めるとことことこところろろろにより、により、により、により、緊急緊急緊急緊急の場合、の場合、の場合、の場合、臨臨臨臨時時時時の職に関する場合の職に関する場合の職に関する場合の職に関する場合又又又又はははは採採採採用用用用候候候候補者名補者名補者名補者名簿簿簿簿がない場合においがない場合においがない場合においがない場合においては、人事委員会の承ては、人事委員会の承ては、人事委員会の承ては、人事委員会の承認認認認をををを得得得得て、６月をて、６月をて、６月をて、６月を超超超超ええええない期ない期ない期ない期間間間間でででで臨臨臨臨時的任時的任時的任時的任用を用を用を用を行う行う行う行うことができる。ことができる。ことができる。ことができる。この場合において、そのこの場合において、そのこの場合において、そのこの場合において、その任任任任用は、人事委員会の承用は、人事委員会の承用は、人事委員会の承用は、人事委員会の承認認認認をををを得得得得て、６月をて、６月をて、６月をて、６月を超超超超ええええない期ない期ない期ない期間間間間で更で更で更で更新新新新すすすすることができるが、ることができるが、ることができるが、ることができるが、再再再再度更度更度更度更新新新新することはできないすることはできないすることはできないすることはできない」」」」とととと明明明明文で文で文で文で書書書書かれていますが、このかれていますが、このかれていますが、このかれていますが、この臨臨臨臨時時時時的任的任的任的任用職員用職員用職員用職員も非常勤も非常勤も非常勤も非常勤職員ではないですか。職員ではないですか。職員ではないですか。職員ではないですか。とことことこところろろろが、これが、これが、これが、これも非常勤も非常勤も非常勤も非常勤職員に職員に職員に職員に含含含含まれるのかをまれるのかをまれるのかをまれるのかを聞聞聞聞いたとこいたとこいたとこいたところろろろ、、、、最初最初最初最初、、、、乾乾乾乾人事課長は、人事課長は、人事課長は、人事課長は、含含含含まれないとまれないとまれないとまれないと答答答答弁しました弁しました弁しました弁しましたねねねね。そのよ。そのよ。そのよ。そのよううううなあなあなあなあややややふふふふややややな条文のな条文のな条文のな条文の書書書書き方は、ないのではないですき方は、ないのではないですき方は、ないのではないですき方は、ないのではないです
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か。そか。そか。そか。そううううであれば、であれば、であれば、であれば、もうもうもうもう少少少少しししし具体的具体的具体的具体的にににに「「「「日日日日日日日日雇雇雇雇用職員用職員用職員用職員」」」」ななななどどどどと限定してと限定してと限定してと限定して書書書書けば、けば、けば、けば、誤誤誤誤解がな解がな解がな解がないのではないですかいのではないですかいのではないですかいのではないですか。。。。「非常勤「非常勤「非常勤「非常勤職員職員職員職員」」」」ではではではでは枠枠枠枠が大きが大きが大きが大き過過過過ぎぎぎぎて、いて、いて、いて、いろろろろいいいいろろろろな職員がな職員がな職員がな職員が含含含含まれてしまれてしまれてしまれてしまいます。このよまいます。このよまいます。このよまいます。このよううううな条例の規定のな条例の規定のな条例の規定のな条例の規定の仕仕仕仕方は方は方は方は間間間間違違違違っっっっているとているとているとていると思思思思いますが、いかがですか。いますが、いかがですか。いますが、いかがですか。いますが、いかがですか。○乾人事課長○乾人事課長○乾人事課長○乾人事課長 山本委員長、山本委員長、山本委員長、山本委員長、済み済み済み済みません、おません、おません、おません、お時間時間時間時間をいただいて、この総務警察委員会中にをいただいて、この総務警察委員会中にをいただいて、この総務警察委員会中にをいただいて、この総務警察委員会中にごごごご説明説明説明説明できるよできるよできるよできるよううううにににに準準準準備させていただきます。備させていただきます。備させていただきます。備させていただきます。○山本委員長○山本委員長○山本委員長○山本委員長 それでは、それでは、それでは、それでは、少少少少し休し休し休し休憩憩憩憩に入ります。この件については、休に入ります。この件については、休に入ります。この件については、休に入ります。この件については、休憩憩憩憩のののの間間間間に対に対に対に対応応応応してしてしてしてください。ください。ください。ください。 １４：２５分 休１４：２５分 休１４：２５分 休１４：２５分 休憩憩憩憩１４：５３分１４：５３分１４：５３分１４：５３分 再再再再開開開開○山本委員長○山本委員長○山本委員長○山本委員長 再再再再開をします。開をします。開をします。開をします。○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員 先先先先ほほほほどどどどの件について、の件について、の件について、の件について、調整調整調整調整をいただきありがとをいただきありがとをいただきありがとをいただきありがとううううごごごござざざざいました。いました。いました。いました。今の今の今の今の調整調整調整調整の中ではの中ではの中ではの中では疑疑疑疑義が義が義が義が残っ残っ残っ残ったままで、このままいたままで、このままいたままで、このままいたままで、このままいっっっっててててもももも平平平平行行行行線線線線の部分の部分の部分の部分ももももああああっっっって、それて、それて、それて、それをををを突突突突きききき詰詰詰詰めてめてめてめても時間も時間も時間も時間のののの浪浪浪浪費になる費になる費になる費になる面面面面ももちろももちろももちろももちろんありますから、んありますから、んありますから、んありますから、最最最最後はお願いのよ後はお願いのよ後はお願いのよ後はお願いのよううううになになになになっっっってしまいますが、対処いただきたいとてしまいますが、対処いただきたいとてしまいますが、対処いただきたいとてしまいますが、対処いただきたいと思思思思います。います。います。います。今いただいたご今いただいたご今いただいたご今いただいたご説明説明説明説明は、条例のは、条例のは、条例のは、条例の非常勤非常勤非常勤非常勤職員は日日職員は日日職員は日日職員は日日雇雇雇雇用職員を用職員を用職員を用職員を指指指指すが、この条例は地方公すが、この条例は地方公すが、この条例は地方公すが、この条例は地方公務員の育児休業等に関する法務員の育児休業等に関する法務員の育児休業等に関する法務員の育児休業等に関する法律律律律にににに基づ基づ基づ基づくくくくももももので、この法ので、この法ので、この法ので、この法律上律上律上律上、そ、そ、そ、そももももそそそそもももも臨臨臨臨時的任時的任時的任時的任用職員は用職員は用職員は用職員は育児休業の対育児休業の対育児休業の対育児休業の対象象象象職員から除かれているから、職員から除かれているから、職員から除かれているから、職員から除かれているから、非常勤非常勤非常勤非常勤職員とい職員とい職員とい職員というううう書書書書き方でき方でき方でき方で問問問問題題題題はないとのこはないとのこはないとのこはないとのことでした。けれとでした。けれとでした。けれとでした。けれどもどもどもども、条例の文、条例の文、条例の文、条例の文言言言言は、は、は、は、別別別別に法に法に法に法律律律律を受けてでしかを受けてでしかを受けてでしかを受けてでしか書書書書けないといけないといけないといけないといううううことではあことではあことではあことではありませんから、自治事務としてりませんから、自治事務としてりませんから、自治事務としてりませんから、自治事務として捉捉捉捉ええええた場合には、た場合には、た場合には、た場合には、もうもうもうもう少少少少しししし横横横横にににに幅幅幅幅広い解広い解広い解広い解釈論釈論釈論釈論もももも生まれてし生まれてし生まれてし生まれてしまい、いまい、いまい、いまい、いろろろろいいいいろろろろなななな問問問問題題題題が出てきます。が出てきます。が出てきます。が出てきます。日日日日日日日日雇雇雇雇用職員は、地方公務員法第１７条で用職員は、地方公務員法第１７条で用職員は、地方公務員法第１７条で用職員は、地方公務員法第１７条で雇雇雇雇用されていると用されていると用されていると用されていると聞聞聞聞きましたけれきましたけれきましたけれきましたけれどもどもどもども、この、この、この、この条文は条文は条文は条文は「「「「職員の職に欠員を生職員の職に欠員を生職員の職に欠員を生職員の職に欠員を生じじじじた場合においては、た場合においては、た場合においては、た場合においては、任任任任命命命命権権権権者は、者は、者は、者は、採採採採用、用、用、用、昇昇昇昇任任任任、、、、降任降任降任降任又又又又はははは転転転転任任任任のいずれかの方法により、職員をのいずれかの方法により、職員をのいずれかの方法により、職員をのいずれかの方法により、職員を任任任任命命命命することができるすることができるすることができるすることができる」」」」といといといというううう規定で、欠員が生規定で、欠員が生規定で、欠員が生規定で、欠員が生じじじじたたたたから、日日から、日日から、日日から、日日雇雇雇雇用職員を用職員を用職員を用職員を採採採採用した用した用した用したわわわわけではないでしけではないでしけではないでしけではないでしょょょょうううう。日日。日日。日日。日日雇雇雇雇用職員に用職員に用職員に用職員にももももととととももももと定と定と定と定数数数数があがあがあがあるるるるわわわわけではないのですから、欠員といけではないのですから、欠員といけではないのですから、欠員といけではないのですから、欠員といううううのはのはのはのは違違違違ううううとととと思思思思います。この条文は、定います。この条文は、定います。この条文は、定います。この条文は、定数内数内数内数内の職員の職員の職員の職員のことをのことをのことをのことを言言言言っっっっているのではないですか。ているのではないですか。ているのではないですか。ているのではないですか。それから、それから、それから、それから、同じ同じ同じ同じ第１７条の第２項には第１７条の第２項には第１７条の第２項には第１７条の第２項には、、、、「「「「人事委員会は、人事委員会は、人事委員会は、人事委員会は、前前前前項の項の項の項の任任任任命命命命の方法のの方法のの方法のの方法のうちうちうちうちのいのいのいのいずれによるずれによるずれによるずれによるべべべべきかについての一般きかについての一般きかについての一般きかについての一般的基準的基準的基準的基準を定めることができるを定めることができるを定めることができるを定めることができる」」」」とととと書書書書かれています。人事かれています。人事かれています。人事かれています。人事委員会では人事委員会規委員会では人事委員会規委員会では人事委員会規委員会では人事委員会規則則則則を定めることができますが、奈良県の場合は、法を定めることができますが、奈良県の場合は、法を定めることができますが、奈良県の場合は、法を定めることができますが、奈良県の場合は、法律律律律で人事委員で人事委員で人事委員で人事委員会に会に会に会に権権権権限を限を限を限を持持持持たせているにたせているにたせているにたせているにももももかかかかかかかかわわわわらず、人事委員会規らず、人事委員会規らず、人事委員会規らず、人事委員会規則則則則の中で、そのの中で、そのの中で、そのの中で、その権権権権限を知事部局な限を知事部局な限を知事部局な限を知事部局な
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ど任ど任ど任ど任命命命命権権権権者に者に者に者に返返返返していて、それを受けて知事部局なしていて、それを受けて知事部局なしていて、それを受けて知事部局なしていて、それを受けて知事部局などどどどがががが要要要要綱綱綱綱で定めていると、２年ほで定めていると、２年ほで定めていると、２年ほで定めていると、２年ほど前ど前ど前ど前にににに答答答答弁いただきました弁いただきました弁いただきました弁いただきましたねねねね。。。。採採採採用の方法については、地方公務員法の第１７条の２に規定されていて、その第１項で用の方法については、地方公務員法の第１７条の２に規定されていて、その第１項で用の方法については、地方公務員法の第１７条の２に規定されていて、その第１項で用の方法については、地方公務員法の第１７条の２に規定されていて、その第１項で「「「「人事委員会を人事委員会を人事委員会を人事委員会を置置置置く地方公く地方公く地方公く地方公共団共団共団共団体体体体においては、職員のにおいては、職員のにおいては、職員のにおいては、職員の採採採採用は、用は、用は、用は、競争競争競争競争試験試験試験試験によるによるによるによるもももものとすのとすのとすのとするるるる」」」」と規定されているのは、正規の職員のことでしと規定されているのは、正規の職員のことでしと規定されているのは、正規の職員のことでしと規定されているのは、正規の職員のことでしょょょょうううう。日日。日日。日日。日日雇雇雇雇用職員は、用職員は、用職員は、用職員は、競争競争競争競争試験試験試験試験ををををややややっっっっておらず、これにはておらず、これにはておらず、これにはておらず、これには該該該該当しませんから。第２項では当しませんから。第２項では当しませんから。第２項では当しませんから。第２項では「「「「人事委員会を人事委員会を人事委員会を人事委員会を置置置置かない地方公かない地方公かない地方公かない地方公共団共団共団共団体体体体においては、職員のにおいては、職員のにおいては、職員のにおいては、職員の採採採採用は、用は、用は、用は、競争競争競争競争試験試験試験試験又又又又はははは選選選選考考考考によるによるによるによるもももものとするのとするのとするのとする」」」」とされていて、いとされていて、いとされていて、いとされていて、いわわわわゆゆゆゆるるるる選選選選考考考考が用いられていることはが用いられていることはが用いられていることはが用いられていることは考え考え考え考えられるのですが、られるのですが、られるのですが、られるのですが、選選選選考考考考については、国については、国については、国については、国家家家家公務員法で公務員法で公務員法で公務員法でもももも地方公務員法で地方公務員法で地方公務員法で地方公務員法でも「も「も「も「競争競争競争競争試験以外試験以外試験以外試験以外のののの能能能能力力力力のののの実実実実証に証に証に証に基づ基づ基づ基づくくくく試験試験試験試験をいをいをいをいう」う」う」う」とされているとされているとされているとされているわわわわけけけけですから、ですから、ですから、ですから、選選選選考考考考による場合でによる場合でによる場合でによる場合でも試験も試験も試験も試験ははははややややらなければいけないのです。とこらなければいけないのです。とこらなければいけないのです。とこらなければいけないのです。ところろろろが、が、が、が、実実実実際際際際にはにはにはにはそのよそのよそのよそのよううううにはされていない等にはされていない等にはされていない等にはされていない等 々々々々のののの状状状状態態態態があるがあるがあるがあるわわわわけです。ただ、このあたりについては、法けです。ただ、このあたりについては、法けです。ただ、このあたりについては、法けです。ただ、このあたりについては、法律律律律ではしではしではしではしっっっっかり規定されているけれかり規定されているけれかり規定されているけれかり規定されているけれどもどもどもども、全国、全国、全国、全国的的的的に、そのとおりにに、そのとおりにに、そのとおりにに、そのとおりに運運運運用されていない地方用されていない地方用されていない地方用されていない地方公公公公共団共団共団共団体体体体がががが非常非常非常非常にににに多多多多いといいといいといいといううううことことことことももももあります。あります。あります。あります。今今今今回回回回の条例案のの条例案のの条例案のの条例案の内容内容内容内容自自自自体体体体はははは反反反反対ではありませんが、対ではありませんが、対ではありませんが、対ではありませんが、新新新新しくつくるしくつくるしくつくるしくつくる制制制制度を日日度を日日度を日日度を日日雇雇雇雇用職員に用職員に用職員に用職員に適適適適用していくに当た用していくに当た用していくに当た用していくに当たっっっっては、ては、ては、ては、ももももととなととなととなととなっっっっている法ている法ている法ている法律律律律では、人事委員会が定めると規定されでは、人事委員会が定めると規定されでは、人事委員会が定めると規定されでは、人事委員会が定めると規定されているにているにているにているにももももかかかかかかかかわわわわらず、そこからまた知事部局ならず、そこからまた知事部局ならず、そこからまた知事部局ならず、そこからまた知事部局などどどどにににに権権権権限を限を限を限を戻戻戻戻されて、知事部局のほされて、知事部局のほされて、知事部局のほされて、知事部局のほううううでででで要要要要綱綱綱綱で定めるといで定めるといで定めるといで定めるといううううことは、法ことは、法ことは、法ことは、法制上制上制上制上おかしなおかしなおかしなおかしな問問問問題題題題だとだとだとだと思思思思います。今います。今います。今います。今回回回回の条例案についてはの条例案についてはの条例案についてはの条例案についてはもうもうもうもうこれこれこれこれ以上以上以上以上申しませんが、その他の申しませんが、その他の申しませんが、その他の申しませんが、その他の問問問問題題題題については、辻本総務部長にはについては、辻本総務部長にはについては、辻本総務部長にはについては、辻本総務部長には速速速速ややややかにかにかにかに整整整整備を備を備を備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が、そのいますが、そのいますが、そのいますが、その点点点点はいかがでしはいかがでしはいかがでしはいかがでしょょょょううううか。か。か。か。○辻本総務部長○辻本総務部長○辻本総務部長○辻本総務部長 公務員には、一般職の職員公務員には、一般職の職員公務員には、一般職の職員公務員には、一般職の職員やややや、今、今、今、今話話話話に出たに出たに出たに出た非常勤非常勤非常勤非常勤職員、職員、職員、職員、嘱嘱嘱嘱託託託託職員等職員等職員等職員等 々々々々いいいいろろろろいいいいろろろろなななな身身身身分がありますが、その分がありますが、その分がありますが、その分がありますが、その辺辺辺辺については、川田委員がおについては、川田委員がおについては、川田委員がおについては、川田委員がおっっっっししししゃゃゃゃっっっったよたよたよたよううううに、全国に、全国に、全国に、全国的的的的に、地方公に、地方公に、地方公に、地方公共団共団共団共団体体体体によりいによりいによりいによりいろろろろいいいいろろろろなななな運運運運用をされてきたとこ用をされてきたとこ用をされてきたとこ用をされてきたところろろろがあります。それをがあります。それをがあります。それをがあります。それをもうもうもうもう少少少少しししし統統統統一一一一的的的的にきにきにきにきちちちちんとんとんとんと整整整整備するために、今般、地方公務員法と地方自治法とが改正されて、平備するために、今般、地方公務員法と地方自治法とが改正されて、平備するために、今般、地方公務員法と地方自治法とが改正されて、平備するために、今般、地方公務員法と地方自治法とが改正されて、平成３２年４月から成３２年４月から成３２年４月から成３２年４月から新新新新しいしいしいしい身身身身分分分分制制制制度が度が度が度が確確確確立されることになりましたので、今その立されることになりましたので、今その立されることになりましたので、今その立されることになりましたので、今その研究研究研究研究をしてをしてをしてをしているとこいるとこいるとこいるところろろろです。ごです。ごです。ごです。ご指指指指摘摘摘摘いただいたいただいたいただいたいただいた採採採採用等用等用等用等 々々々々についてについてについてについてもももも、、、、同じ同じ同じ同じよよよよううううにににに研究研究研究研究をしていきたいをしていきたいをしていきたいをしていきたいとととと考え考え考え考えています。ています。ています。ています。○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員 規規規規則則則則程程程程度であれば、度であれば、度であれば、度であれば、別別別別に議会は関係なしに、そに議会は関係なしに、そに議会は関係なしに、そに議会は関係なしに、そちちちちら知事部局のら知事部局のら知事部局のら知事部局の判断判断判断判断だけで規だけで規だけで規だけで規定定定定整整整整備できますから、備できますから、備できますから、備できますから、速速速速ややややかにかにかにかに短短短短期期期期間間間間でででで整整整整備いただけますよ備いただけますよ備いただけますよ備いただけますよううううお願いします。お願いします。お願いします。お願いします。それでは、それでは、それでは、それでは、次次次次の議案、議第７５号の議案、議第７５号の議案、議第７５号の議案、議第７５号「「「「産業集積の形成及び活性化のための県税の課税免除産業集積の形成及び活性化のための県税の課税免除産業集積の形成及び活性化のための県税の課税免除産業集積の形成及び活性化のための県税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例に関する条例の一部を改正する条例に関する条例の一部を改正する条例に関する条例の一部を改正する条例」」」」についておについておについておについてお聞聞聞聞きします。きします。きします。きします。
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この第１条には条例のこの第１条には条例のこの第１条には条例のこの第１条には条例の目的目的目的目的がががが書書書書かれていて、地域かれていて、地域かれていて、地域かれていて、地域経済牽引経済牽引経済牽引経済牽引事業の事業の事業の事業の促促促促進による地域の成長進による地域の成長進による地域の成長進による地域の成長発発発発展展展展のののの基基基基盤盤盤盤強強強強化に関する法化に関する法化に関する法化に関する法律律律律、い、い、い、いわゆわゆわゆわゆる地域る地域る地域る地域未来投資促未来投資促未来投資促未来投資促進法進法進法進法へへへへの改正の関係で条例の改正の関係で条例の改正の関係で条例の改正の関係で条例もももも変変変変わわわわるといるといるといるといううううことはことはことはことはわわわわかります。ただ、これまたかります。ただ、これまたかります。ただ、これまたかります。ただ、これまた附則附則附則附則ですが、公ですが、公ですが、公ですが、公布布布布日から日から日から日から施行施行施行施行して、平成２９して、平成２９して、平成２９して、平成２９年９月２９日から年９月２９日から年９月２９日から年９月２９日から適適適適用するとい用するとい用するとい用するといううううことで、ことで、ことで、ことで、適適適適用を用を用を用を遡遡遡遡及している及している及している及しているわわわわけですが、そのけですが、そのけですが、そのけですが、その原原原原因因因因をををを教教教教ええええていただけますか。ていただけますか。ていただけますか。ていただけますか。○野村税務課長○野村税務課長○野村税務課長○野村税務課長 この改正後のこの改正後のこの改正後のこの改正後の制制制制度を度を度を度を適適適適用するには、まず奈良県用するには、まず奈良県用するには、まず奈良県用するには、まず奈良県未来投資促未来投資促未来投資促未来投資促進進進進基基基基本計本計本計本計画画画画をををを国に国に国に国に同同同同意意意意いただくことがいただくことがいただくことがいただくことが前提前提前提前提となりますが、となりますが、となりますが、となりますが、同同同同意意意意のあのあのあのあっっっったたたた時時時時点点点点から、から、から、から、未来投資未来投資未来投資未来投資に係る課税に係る課税に係る課税に係る課税免除の対免除の対免除の対免除の対象企象企象企象企業の業の業の業の範囲範囲範囲範囲が広がり、が広がり、が広がり、が広がり、企企企企業にと業にと業にと業にとっっっってててて有有有有利利利利になります。対になります。対になります。対になります。対象象象象となるためのとなるためのとなるためのとなるための投資投資投資投資額額額額については、これまでは、については、これまでは、については、これまでは、については、これまでは、農林農林農林農林水産業は水産業は水産業は水産業は別別別別として、として、として、として、製製製製造造造造業中業中業中業中心心心心のののの企企企企業立地の条件では２業立地の条件では２業立地の条件では２業立地の条件では２億億億億円円円円をををを超超超超ええええることがることがることがることが必要必要必要必要でしたが、でしたが、でしたが、でしたが、新新新新しいしいしいしい制制制制度では、１度では、１度では、１度では、１億円億円億円億円をををを超超超超ええええれば対れば対れば対れば対象象象象になります。こになります。こになります。こになります。このよのよのよのよううううにににに企企企企業に業に業に業に有有有有利利利利になるといになるといになるといになるといううううことで、国のことで、国のことで、国のことで、国の同同同同意意意意をいただいたのが９月２９日ですので、をいただいたのが９月２９日ですので、をいただいたのが９月２９日ですので、をいただいたのが９月２９日ですので、その日からその日からその日からその日から適適適適用できるよ用できるよ用できるよ用できるよううううにににに遡遡遡遡及をしているとこ及をしているとこ及をしているとこ及をしているところろろろです。です。です。です。以上以上以上以上です。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企企企企業から申業から申業から申業から申請請請請がががが上上上上ががががっっっってきたてきたてきたてきた段階段階段階段階で、１件、１件国の承で、１件、１件国の承で、１件、１件国の承で、１件、１件国の承認認認認をををを求求求求めるこめるこめるこめることになとになとになとになっっっっていくのでしていくのでしていくのでしていくのでしょょょょううううか。か。か。か。○野村税務課長○野村税務課長○野村税務課長○野村税務課長 国の承国の承国の承国の承認認認認は、県のは、県のは、県のは、県の基基基基本計本計本計本計画画画画に対するに対するに対するに対する同同同同意意意意で、この９月２９日ので、この９月２９日ので、この９月２９日ので、この９月２９日のももももの１の１の１の１回回回回です。です。です。です。企企企企業に対しては、それ業に対しては、それ業に対しては、それ業に対しては、それ以降以降以降以降、この、この、この、この同同同同意意意意をいただいたをいただいたをいただいたをいただいた基基基基本計本計本計本計画画画画にににに基づ基づ基づ基づいて、県のほいて、県のほいて、県のほいて、県のほううううで、地域で、地域で、地域で、地域経済牽引経済牽引経済牽引経済牽引事業計事業計事業計事業計画画画画としてとしてとしてとして個個個個別別別別に承に承に承に承認認認認するといするといするといするというううう手手手手続続続続になになになになっっっっています。ています。ています。ています。○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員 そそそそううううであれば、であれば、であれば、であれば、最初最初最初最初のののの質問質問質問質問にににに戻戻戻戻りますが、なりますが、なりますが、なりますが、なぜぜぜぜ遡遡遡遡及しなければならないので及しなければならないので及しなければならないので及しなければならないのですか。すか。すか。すか。○野村税務課長○野村税務課長○野村税務課長○野村税務課長 最初最初最初最初におにおにおにお答え答え答え答えしましたけれしましたけれしましたけれしましたけれどもどもどもども、国の、国の、国の、国の同同同同意意意意をいただいたをいただいたをいただいたをいただいた以降以降以降以降は、観光は、観光は、観光は、観光やややや歴歴歴歴史文化、あと史文化、あと史文化、あと史文化、あと農農農農業、業、業、業、林林林林業、水産業な業、水産業な業、水産業な業、水産業などどどどををををベベベベースースースースにした事業にした事業にした事業にした事業もももも対対対対象象象象になになになになっっっってきますので、てきますので、てきますので、てきますので、対対対対象象象象分野が分野が分野が分野が拡拡拡拡大して大して大して大して企企企企業には業には業には業には有有有有利利利利になるといになるといになるといになるといううううことで、ことで、ことで、ことで、遡遡遡遡及をしているとい及をしているとい及をしているとい及をしているといううううことです。ことです。ことです。ことです。○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員 いいいいやややや、、、、有有有有利利利利性について性について性について性について聞聞聞聞いているのではなくて、ないているのではなくて、ないているのではなくて、ないているのではなくて、なぜぜぜぜ遡遡遡遡及にな及にな及にな及になっっっっているのかているのかているのかているのかをおをおをおをお聞聞聞聞きしているのですが。きしているのですが。きしているのですが。きしているのですが。○野村税務課長○野村税務課長○野村税務課長○野村税務課長 国の国の国の国の同同同同意意意意が９月２９日といが９月２９日といが９月２９日といが９月２９日といううううことで、それことで、それことで、それことで、それ以降以降以降以降、県のほ、県のほ、県のほ、県のほううううで地域で地域で地域で地域牽引牽引牽引牽引事事事事業として承業として承業として承業として承認認認認できれば、そのできれば、そのできれば、そのできれば、その企企企企業を業を業を業を新新新新しいしいしいしい制制制制度の度の度の度の適適適適用対用対用対用対象象象象とできることになりますので、とできることになりますので、とできることになりますので、とできることになりますので、遡遡遡遡及をしています。及をしています。及をしています。及をしています。○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員 説明説明説明説明がよくがよくがよくがよくわわわわからないのですが。からないのですが。からないのですが。からないのですが。遡遡遡遡及及及及原原原原因因因因をををを聞聞聞聞いているのですけれいているのですけれいているのですけれいているのですけれどもどもどもども。。。。○野村税務課長○野村税務課長○野村税務課長○野村税務課長 繰繰繰繰りりりり返返返返しになりますけれしになりますけれしになりますけれしになりますけれどもどもどもども、国の承、国の承、国の承、国の承認認認認をををを得得得得て条件がて条件がて条件がて条件が整っ整っ整っ整ったたたた時時時時点点点点で、で、で、で、企企企企業に対して、今までの税の業に対して、今までの税の業に対して、今までの税の業に対して、今までの税の軽軽軽軽減措置減措置減措置減措置よりよりよりよりも有も有も有も有利利利利ななななもももものをのをのをのを適適適適用していける用していける用していける用していける制制制制度ですので、度ですので、度ですので、度ですので、企企企企
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業にと業にと業にと業にとっっっってててて有有有有利利利利になるよになるよになるよになるようううう対対対対応応応応しているとこしているとこしているとこしているところろろろです。です。です。です。○山本委員長○山本委員長○山本委員長○山本委員長 質疑質疑質疑質疑とととと説明説明説明説明がかがかがかがかみみみみ合合合合っっっっていません。ていません。ていません。ていません。もうもうもうもう一度き一度き一度き一度きちちちちんとんとんとんと説明説明説明説明してください。してください。してください。してください。○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員 それでは、それでは、それでは、それでは、聞聞聞聞き方を変き方を変き方を変き方を変ええええますけれますけれますけれますけれどもどもどもども、、、、遡遡遡遡及した場合に対及した場合に対及した場合に対及した場合に対象象象象となるとなるとなるとなる企企企企業は業は業は業は何何何何件あるのですか。件あるのですか。件あるのですか。件あるのですか。○野村税務課長○野村税務課長○野村税務課長○野村税務課長 企企企企業のほ業のほ業のほ業のほううううのののの窓口窓口窓口窓口は産業は産業は産業は産業・・・・雇雇雇雇用振興部にな用振興部にな用振興部にな用振興部になっっっっていまして、今のとこていまして、今のとこていまして、今のとこていまして、今のところろろろ、、、、税務課では税務課では税務課では税務課では具体的具体的具体的具体的にはにはにはには聞聞聞聞いていません。いていません。いていません。いていません。○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員 対対対対象象象象となるとなるとなるとなる企企企企業がないのでしたら、業がないのでしたら、業がないのでしたら、業がないのでしたら、遡遡遡遡及する及する及する及する意味意味意味意味がないのではないですか。がないのではないですか。がないのではないですか。がないのではないですか。ななななぜぜぜぜ条例の定めを条例の定めを条例の定めを条例の定めを遡遡遡遡及させるのか及させるのか及させるのか及させるのか疑問疑問疑問疑問があがあがあがあっっっって、今の野村税務課長のて、今の野村税務課長のて、今の野村税務課長のて、今の野村税務課長の言言言言葉葉葉葉をかりたら、対をかりたら、対をかりたら、対をかりたら、対象象象象となるとなるとなるとなる企企企企業の業の業の業の範囲範囲範囲範囲が広くなが広くなが広くなが広くなっっっって、て、て、て、企企企企業に業に業に業に有有有有利利利利になるから、になるから、になるから、になるから、経済経済経済経済活性化のために活性化のために活性化のために活性化のためにもももも遡遡遡遡及し及し及し及してでてでてでてでもももも範囲範囲範囲範囲を広くしたいといを広くしたいといを広くしたいといを広くしたいというううう意味意味意味意味ははははわわわわかりますが、それはたくさんにかりますが、それはたくさんにかりますが、それはたくさんにかりますが、それはたくさんに影響影響影響影響が及が及が及が及ぶぶぶぶ場合の場合の場合の場合の話話話話で、対で、対で、対で、対象象象象ががががゼゼゼゼロロロロの場合は、の場合は、の場合は、の場合は、遡遡遡遡及する及する及する及する意味意味意味意味がないのではないですか。がないのではないですか。がないのではないですか。がないのではないですか。○野村税務課長○野村税務課長○野村税務課長○野村税務課長 これは産業これは産業これは産業これは産業・・・・雇雇雇雇用振興部の所管になりますけれ用振興部の所管になりますけれ用振興部の所管になりますけれ用振興部の所管になりますけれどもどもどもども、、、、実実実実際際際際のとこのとこのとこのところろろろ、対、対、対、対象象象象になるになるになるになる企企企企業について、事業について、事業について、事業について、事前前前前にににに完完完完全に全に全に全に把握把握把握把握することができていませんので、そのためにすることができていませんので、そのためにすることができていませんので、そのためにすることができていませんので、そのために遡遡遡遡及しているとこ及しているとこ及しているとこ及しているところろろろです。です。です。です。○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員 この条例が成立したといこの条例が成立したといこの条例が成立したといこの条例が成立したといううううことで、ことで、ことで、ことで、企企企企業は今後、これの業は今後、これの業は今後、これの業は今後、これの適適適適用を受けよ用を受けよ用を受けよ用を受けよううううとととと思思思思ええええば申ば申ば申ば申請請請請してこられるしてこられるしてこられるしてこられるわわわわけですよけですよけですよけですよねねねね。今の。今の。今の。今の時時時時点点点点ででででゼゼゼゼロロロロであれば、今後申であれば、今後申であれば、今後申であれば、今後申請請請請を受け付けるのを受け付けるのを受け付けるのを受け付けるのですから、ですから、ですから、ですから、別別別別に９月２９日までに９月２９日までに９月２９日までに９月２９日まで遡遡遡遡及する及する及する及する必要必要必要必要はないのではないですか。なはないのではないですか。なはないのではないですか。なはないのではないですか。なぜぜぜぜ遡遡遡遡及しなけれ及しなけれ及しなけれ及しなければならないのかをばならないのかをばならないのかをばならないのかを聞聞聞聞いているのに、いているのに、いているのに、いているのに、答え答え答え答えとしてかとしてかとしてかとしてかみみみみ合合合合わわわわないのではないですか。今後ないのではないですか。今後ないのではないですか。今後ないのではないですか。今後企企企企業業業業から申から申から申から申請請請請が出てくるのでしたら、この１２月議会のが出てくるのでしたら、この１２月議会のが出てくるのでしたら、この１２月議会のが出てくるのでしたら、この１２月議会の最最最最終終終終日である１２月１５日を日である１２月１５日を日である１２月１５日を日である１２月１５日を施行施行施行施行日に日に日に日にしてしてしてしてもももも、、、、別別別別に支に支に支に支障障障障はないのではないですか。はないのではないですか。はないのではないですか。はないのではないですか。もちろもちろもちろもちろん、ん、ん、ん、新新新新しいしいしいしい制制制制度に度に度に度に何何何何か特か特か特か特殊殊殊殊なななな要要要要件があ件があ件があ件があっっっって、９月２９日て、９月２９日て、９月２９日て、９月２９日時時時時点点点点にににに遡遡遡遡及しなければ、及しなければ、及しなければ、及しなければ、今後出てきた申今後出てきた申今後出てきた申今後出てきた申請請請請についてについてについてについても適も適も適も適用できない場合があるとい用できない場合があるとい用できない場合があるとい用できない場合があるといううううよよよよううううな事な事な事な事情情情情であればであればであればであればわわわわかるのかるのかるのかるのですが、今のですが、今のですが、今のですが、今の説明説明説明説明であれば、ただであれば、ただであれば、ただであれば、ただ範囲範囲範囲範囲が広くなるからが広くなるからが広くなるからが広くなるから有有有有利利利利だといだといだといだといううううだけ。それだけでは、だけ。それだけでは、だけ。それだけでは、だけ。それだけでは、９月２９日に９月２９日に９月２９日に９月２９日に遡遡遡遡及して及して及して及して適適適適用する用する用する用する意味意味意味意味ががががわわわわからないではないですか。からないではないですか。からないではないですか。からないではないですか。先先先先ほほほほどどどど、、、、別別別別の条例案のの条例案のの条例案のの条例案の質疑質疑質疑質疑の中での中での中での中でもももも言言言言いましたけれいましたけれいましたけれいましたけれどもどもどもども、、、、附則附則附則附則にににに書書書書くといくといくといくといううううことは、ことは、ことは、ことは、社社社社会会会会情勢情勢情勢情勢にににに適適適適合させる合させる合させる合させる必要必要必要必要性性性性やややや合理合理合理合理的的的的なななな要要要要件がなければならない件がなければならない件がなければならない件がなければならないわわわわけで、それらは全部けで、それらは全部けで、それらは全部けで、それらは全部附則附則附則附則でででで調整調整調整調整していくしていくしていくしていくわわわわけです。なけです。なけです。なけです。なぜぜぜぜこの件をこの件をこの件をこの件を遡遡遡遡及させなければならないのか、及させなければならないのか、及させなければならないのか、及させなければならないのか、意味意味意味意味が全くが全くが全くが全くわわわわかかかからないのですけれらないのですけれらないのですけれらないのですけれどもどもどもども、いかがですか。、いかがですか。、いかがですか。、いかがですか。○野村税務課長○野村税務課長○野村税務課長○野村税務課長 企企企企業を立地するに当た業を立地するに当た業を立地するに当た業を立地するに当たっっっってはてはてはては敷敷敷敷地が地が地が地が必要必要必要必要ですけれですけれですけれですけれどもどもどもども、、、、新新新新しいしいしいしい制制制制度を度を度を度を適適適適用するには、用するには、用するには、用するには、敷敷敷敷地を地を地を地を取得取得取得取得してから１年してから１年してから１年してから１年以内以内以内以内にににに施設施設施設施設のののの整整整整備に備に備に備に着着着着手することが条件にな手することが条件にな手することが条件にな手することが条件になっっっっていていていてい
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ます。そます。そます。そます。そううううしたとこしたとこしたとこしたところろろろをををを見見見見ききききわわわわめるめるめるめる必要必要必要必要がありますので、がありますので、がありますので、がありますので、遡遡遡遡及しているとい及しているとい及しているとい及しているといううううことです。ことです。ことです。ことです。○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員 今の今の今の今の時時時時点点点点ででででゼゼゼゼロロロロとおとおとおとおっっっっししししゃゃゃゃっっっっていたではないですか。そていたではないですか。そていたではないですか。そていたではないですか。そううううであれば、であれば、であれば、であれば、別別別別に１に１に１に１２月１５日の２月１５日の２月１５日の２月１５日の最最最最終終終終日の本会議で日の本会議で日の本会議で日の本会議で可可可可決してから決してから決してから決してから施行施行施行施行してしてしてしてもももも、、、、意味意味意味意味は一は一は一は一緒緒緒緒ではないですか。ではないですか。ではないですか。ではないですか。違違違違ううううのでしたら、その理のでしたら、その理のでしたら、その理のでしたら、その理由由由由をおをおをおをお答え答え答え答えください。ください。ください。ください。○野村税務課長○野村税務課長○野村税務課長○野村税務課長 企企企企業に関する業に関する業に関する業に関する窓口窓口窓口窓口は、は、は、は、ワンストップワンストップワンストップワンストップで産業で産業で産業で産業・・・・雇雇雇雇用振興部にな用振興部にな用振興部にな用振興部になっっっっていますていますていますていますので、税務課ではので、税務課ではので、税務課ではので、税務課では完完完完全には全には全には全には把握把握把握把握はできていません。はできていません。はできていません。はできていません。ゼゼゼゼロロロロといといといといっっっっててててもももも１００１００１００１００％％％％把握把握把握把握したしたしたした上上上上ででででといといといといううううことではなく、事後にこれがことではなく、事後にこれがことではなく、事後にこれがことではなく、事後にこれがわわわわかることかることかることかることももももありますので、そありますので、そありますので、そありますので、そうううういいいいっっっったとこたとこたとこたところろろろからからからから遡遡遡遡及とい及とい及とい及といううううことになことになことになことになっっっっています。ています。ています。ています。以上以上以上以上です。です。です。です。○山本委員長○山本委員長○山本委員長○山本委員長 税務課では税務課では税務課では税務課ではわわわわからないが、産業からないが、産業からないが、産業からないが、産業・・・・雇雇雇雇用振興部では用振興部では用振興部では用振興部では把握把握把握把握していて、していて、していて、していて、実実実実ははははゼゼゼゼロロロロではないかではないかではないかではないかももももしれないといしれないといしれないといしれないといううううことですか。ことですか。ことですか。ことですか。○辻本総務部長○辻本総務部長○辻本総務部長○辻本総務部長 たびたび申したびたび申したびたび申したびたび申しわわわわけありません。すけありません。すけありません。すけありません。すぐ確認ぐ確認ぐ確認ぐ確認させますので、させますので、させますので、させますので、少少少少しだけおしだけおしだけおしだけお待待待待ちちちち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います。そのいます。そのいます。そのいます。その間間間間、ほかの議案について進めていただくよ、ほかの議案について進めていただくよ、ほかの議案について進めていただくよ、ほかの議案について進めていただくようううう、よ、よ、よ、よろろろろしくおしくおしくおしくお願いします。願いします。願いします。願いします。○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員 辻本総務部長のご辻本総務部長のご辻本総務部長のご辻本総務部長のご配慮も配慮も配慮も配慮もありましたので、ありましたので、ありましたので、ありましたので、次次次次の議案にの議案にの議案にの議案に行行行行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。議第８９号議第８９号議第８９号議第８９号「「「「関西広域連合規約の一部変更に関する協議について関西広域連合規約の一部変更に関する協議について関西広域連合規約の一部変更に関する協議について関西広域連合規約の一部変更に関する協議について」」」」おおおお聞聞聞聞きします。きします。きします。きします。この議案そのこの議案そのこの議案そのこの議案そのもももものについては、のについては、のについては、のについては、私私私私は関西広域連合議会の議員では関西広域連合議会の議員では関西広域連合議会の議員では関西広域連合議会の議員でももももありますので、ありますので、ありますので、ありますので、内容内容内容内容はははは重々重々重々重々わわわわかかかかっっっっていまして、関西広域連合で決まていまして、関西広域連合で決まていまして、関西広域連合で決まていまして、関西広域連合で決まっっっったから、たから、たから、たから、構構構構成成成成団団団団体体体体である奈良県の議会に出である奈良県の議会に出である奈良県の議会に出である奈良県の議会に出てきているといてきているといてきているといてきているという経う経う経う経緯緯緯緯があるがあるがあるがあるわわわわけです。けです。けです。けです。これに関連しておこれに関連しておこれに関連しておこれに関連してお聞聞聞聞きしたいことですが、きしたいことですが、きしたいことですが、きしたいことですが、医医医医療療療療分野については、奈良県はまだ関西広域分野については、奈良県はまだ関西広域分野については、奈良県はまだ関西広域分野については、奈良県はまだ関西広域連合に連合に連合に連合に参参参参加加加加をしていませんをしていませんをしていませんをしていませんねねねね。関西広域連合の中の議。関西広域連合の中の議。関西広域連合の中の議。関西広域連合の中の議論論論論ででででもももも、、、、ドドドドククククタタタターーーーヘヘヘヘリリリリななななどどどどいいいいろろろろいいいいろろろろあるのですけれあるのですけれあるのですけれあるのですけれどもどもどもども、、、、先先先先日１２月８日に、日本日１２月８日に、日本日１２月８日に、日本日１２月８日に、日本維維維維新新新新の会のの会のの会のの会の佐佐佐佐藤議員が奈良県議会で一般藤議員が奈良県議会で一般藤議員が奈良県議会で一般藤議員が奈良県議会で一般質質質質問問問問したしたしたした小小小小児がん児がん児がん児がん拠点拠点拠点拠点病院病院病院病院が奈良県にはないことについて、が奈良県にはないことについて、が奈良県にはないことについて、が奈良県にはないことについて、小小小小児がんは児がんは児がんは児がんは患患患患者の者の者の者の数数数数が限られてが限られてが限られてが限られているため、県域をいるため、県域をいるため、県域をいるため、県域を越越越越ええええた広域化のた広域化のた広域化のた広域化の視視視視点点点点でのでのでのでの調整調整調整調整がががが行わ行わ行わ行われているといれているといれているといれているといううううよよよよううううなごなごなごなご答答答答弁だ弁だ弁だ弁だっっっったたたたとととと思思思思います。それからいます。それからいます。それからいます。それから考え考え考え考えれば、奈良県れば、奈良県れば、奈良県れば、奈良県もももも当当当当然然然然他他他他府府府府県にある県にある県にある県にある拠点拠点拠点拠点病院病院病院病院をををを使使使使っっっったりするたりするたりするたりするわわわわけけけけですから、ですから、ですから、ですから、子ども子ども子ども子どもたたたたちちちちの生の生の生の生命命命命、財産にかか、財産にかか、財産にかか、財産にかかわわわわるるるるもももものに関しては、のに関しては、のに関しては、のに関しては、医医医医療療療療分野における総合分野における総合分野における総合分野における総合的的的的なななな調整調整調整調整はははは必要必要必要必要になになになになっっっってくるのではないかとてくるのではないかとてくるのではないかとてくるのではないかと思思思思ううううのです。のです。のです。のです。以前以前以前以前から、から、から、から、医医医医療療療療分野に関しては奈分野に関しては奈分野に関しては奈分野に関しては奈良県は良県は良県は良県は参参参参加加加加しないといしないといしないといしないというううう立場でず立場でず立場でず立場でずっっっっときて、今ときて、今ときて、今ときて、今現現現現在在在在にににに至至至至っっっっているているている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もどもどもども、、、、もうもうもうもう一度改めて、その立場を一度改めて、その立場を一度改めて、その立場を一度改めて、その立場を貫貫貫貫くくくく根拠根拠根拠根拠をををを答答答答弁として弁として弁として弁として残残残残していただけないですか。していただけないですか。していただけないですか。していただけないですか。○谷垣政策推進課長○谷垣政策推進課長○谷垣政策推進課長○谷垣政策推進課長 本会議における本会議における本会議における本会議における質問質問質問質問等で等で等で等で荒荒荒荒井井井井知事がお知事がお知事がお知事がお答え答え答え答えしているとおり、関西広しているとおり、関西広しているとおり、関西広しているとおり、関西広域連合域連合域連合域連合へへへへのののの加加加加入については、これまでから関西広域連合との連入については、これまでから関西広域連合との連入については、これまでから関西広域連合との連入については、これまでから関西広域連合との連携携携携、協、協、協、協働働働働を進めていた、広を進めていた、広を進めていた、広を進めていた、広
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域域域域防防防防災災災災と広域観光と広域観光と広域観光と広域観光・・・・文化文化文化文化・ス・ス・ス・スポポポポーーーーツツツツの２分野に部分の２分野に部分の２分野に部分の２分野に部分加加加加入しており、その他の分野には入しており、その他の分野には入しており、その他の分野には入しており、その他の分野には現現現現在在在在はははは加加加加入をしていません。その他の分野については、入をしていません。その他の分野については、入をしていません。その他の分野については、入をしていません。その他の分野については、加加加加入をせずと入をせずと入をせずと入をせずともももも奈良県奈良県奈良県奈良県独独独独自で自で自で自でやっやっやっやっていていていていくほくほくほくほううううがよいといがよいといがよいといがよいというううう観観観観点点点点で、で、で、で、加加加加入をしていないと入をしていないと入をしていないと入をしていないと荒荒荒荒井井井井知事が知事が知事が知事が答答答答弁しているとこ弁しているとこ弁しているとこ弁しているところろろろです。です。です。です。○山本委員長○山本委員長○山本委員長○山本委員長 今の川田委員のご今の川田委員のご今の川田委員のご今の川田委員のご質問質問質問質問は、関西広域連合のは、関西広域連合のは、関西広域連合のは、関西広域連合の医医医医療療療療分野に分野に分野に分野に参参参参加加加加するかするかするかするかどうどうどうどうかにかにかにかについてのついてのついてのついての問問問問にににに聞聞聞聞ここここええええるのですけれるのですけれるのですけれるのですけれどもどもどもども、総務警察委員会に付、総務警察委員会に付、総務警察委員会に付、総務警察委員会に付託託託託されているのは、議案であされているのは、議案であされているのは、議案であされているのは、議案である関西広域連合規約についてで、今は付る関西広域連合規約についてで、今は付る関西広域連合規約についてで、今は付る関西広域連合規約についてで、今は付託託託託議案の審議をしているとこ議案の審議をしているとこ議案の審議をしているとこ議案の審議をしているところろろろですので、そのよですので、そのよですので、そのよですので、そのよううううな議案からな議案からな議案からな議案から離離離離れるれるれるれる質問質問質問質問は、後でその他のは、後でその他のは、後でその他のは、後でその他の質問質問質問質問としてとしてとしてとしてやっやっやっやっててててももももらいたいとこらいたいとこらいたいとこらいたいところろろろですが、ですが、ですが、ですが、どどどどううううでしでしでしでしょょょょううううか。か。か。か。○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員 付付付付託託託託議案に対する審議と議案に対する審議と議案に対する審議と議案に対する審議と言言言言いますが、奈良県議会会議規いますが、奈良県議会会議規いますが、奈良県議会会議規いますが、奈良県議会会議規則則則則では、付では、付では、付では、付託託託託議案の議案の議案の議案の関連事項に関して関連事項に関して関連事項に関して関連事項に関してもももも質疑質疑質疑質疑をををを行っ行っ行っ行っててててももももよいとされていますので、今後の関西広域連合よいとされていますので、今後の関西広域連合よいとされていますので、今後の関西広域連合よいとされていますので、今後の関西広域連合へへへへのののの参参参参加加加加のののの範囲範囲範囲範囲といといといというううう重重重重要要要要なななな問問問問題題題題がががが含含含含まれているまれているまれているまれている内容内容内容内容について、関連事項としてについて、関連事項としてについて、関連事項としてについて、関連事項として質疑質疑質疑質疑をしているをしているをしているをしているのです。全く関係ないことでしたら、のです。全く関係ないことでしたら、のです。全く関係ないことでしたら、のです。全く関係ないことでしたら、もちろもちろもちろもちろん山本委員長のごん山本委員長のごん山本委員長のごん山本委員長のご指指指指摘摘摘摘のとおりだとのとおりだとのとおりだとのとおりだと思思思思いますいますいますいますが、審議をが、審議をが、審議をが、審議を経経経経ててててどどどどのよのよのよのよううううにににに意思意思意思意思決定していくかについては、あくまで決定していくかについては、あくまで決定していくかについては、あくまで決定していくかについては、あくまで各各各各委員委員委員委員個個個個人が人が人が人が持持持持つつつつもももものですので、のですので、のですので、のですので、意思意思意思意思決定するために決定するために決定するために決定するために聞聞聞聞いているのですけれいているのですけれいているのですけれいているのですけれどもどもどもども。。。。○山本委員長○山本委員長○山本委員長○山本委員長 川田委員、その他の川田委員、その他の川田委員、その他の川田委員、その他の質問質問質問質問として、後でお願いします。として、後でお願いします。として、後でお願いします。として、後でお願いします。○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員 山本委員長のご山本委員長のご山本委員長のご山本委員長のご注注注注意意意意のとおり、この件はのとおり、この件はのとおり、この件はのとおり、この件は終終終終わわわわります。ります。ります。ります。ただ、今せただ、今せただ、今せただ、今せっっっっかくかくかくかく答答答答弁をいただきまたが、弁をいただきまたが、弁をいただきまたが、弁をいただきまたが、具体的具体的具体的具体的な理な理な理な理由由由由ががががわわわわかりませんので、かりませんので、かりませんので、かりませんので、具体的具体的具体的具体的ににににどどどどのよのよのよのよううううな理な理な理な理由由由由ををををもっもっもっもって、て、て、て、何何何何がががが有有有有利利利利になるのか、になるのか、になるのか、になるのか、有有有有利利利利にならないのかをにならないのかをにならないのかをにならないのかを書面書面書面書面にまとめていにまとめていにまとめていにまとめていただいて、ただいて、ただいて、ただいて、回回回回答書答書答書答書といといといというううう形で、総務警察委員会に形で、総務警察委員会に形で、総務警察委員会に形で、総務警察委員会に提提提提出いただけないでし出いただけないでし出いただけないでし出いただけないでしょょょょううううか。か。か。か。○谷垣政策推進課長○谷垣政策推進課長○谷垣政策推進課長○谷垣政策推進課長 検討検討検討検討させていただいて、させていただいて、させていただいて、させていただいて、提提提提出をさせていただきたいと出をさせていただきたいと出をさせていただきたいと出を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。○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員 ぜぜぜぜひひひひととととももももよよよよろろろろしくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。それから、議第８３号それから、議第８３号それから、議第８３号それから、議第８３号「「「「財産の処分について財産の処分について財産の処分について財産の処分について」」」」ですが、これは、ですが、これは、ですが、これは、ですが、これは、先先先先ほほほほどどどど言言言言っっっっていたていたていたていた五條五條五條五條市市市市のののの庁舎庁舎庁舎庁舎のののの建建建建てかてかてかてかええええ用地とするための処分です用地とするための処分です用地とするための処分です用地とするための処分ですねねねね。。。。前前前前 々々々々からからからからヒアリヒアリヒアリヒアリンンンンググググででででもももも言言言言っっっっていたこていたこていたこていたことですが、売とですが、売とですが、売とですが、売却却却却せずとせずとせずとせずともももも、、、、貸貸貸貸付けではだめなのですか。中田管財課長お付けではだめなのですか。中田管財課長お付けではだめなのですか。中田管財課長お付けではだめなのですか。中田管財課長お得得得得意意意意のののの貸貸貸貸付けであ付けであ付けであ付けであれば、県にずれば、県にずれば、県にずれば、県にずっっっっとととと賃賃賃賃料収料収料収料収入入入入もももも入る入る入る入るわわわわけですから、そのあたりはいかがですか。けですから、そのあたりはいかがですか。けですから、そのあたりはいかがですか。けですから、そのあたりはいかがですか。○松岡ファシリティマネジメント室長○松岡ファシリティマネジメント室長○松岡ファシリティマネジメント室長○松岡ファシリティマネジメント室長 五條市へ五條市へ五條市へ五條市へのののの旧五條高校跡旧五條高校跡旧五條高校跡旧五條高校跡地の売地の売地の売地の売却却却却については、については、については、については、フフフファシリテァシリテァシリテァシリティィィィマネマネマネマネジジジジメメメメントントントント室のほ室のほ室のほ室のほううううでででで経経経経費等を費等を費等を費等を把握把握把握把握していますので、していますので、していますので、していますので、私私私私からおからおからおからお答え答え答え答えします。します。します。します。旧五條高校跡旧五條高校跡旧五條高校跡旧五條高校跡地については、平成４年に地については、平成４年に地については、平成４年に地については、平成４年に五條高校五條高校五條高校五條高校がががが移転移転移転移転したしたしたした以降以降以降以降は、長期は、長期は、長期は、長期的的的的な活用がなな活用がなな活用がなな活用がなされず、長くされず、長くされず、長くされず、長く低低低低未未未未利利利利用の用の用の用の状況状況状況状況にあにあにあにあっっっったたたた資資資資産です。県としては、このよ産です。県としては、このよ産です。県としては、このよ産です。県としては、このよううううなななな資資資資産は産は産は産は何何何何らかのらかのらかのらかの方法で方法で方法で方法で有有有有効効効効に活用していくに活用していくに活用していくに活用していくべべべべきときときときと考え考え考え考えて、まずは県でのて、まずは県でのて、まずは県でのて、まずは県での新新新新たな活用をたな活用をたな活用をたな活用を検討検討検討検討して、それがなして、それがなして、それがなして、それがな
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い場合には地い場合には地い場合には地い場合には地元元元元のののの市町市町市町市町村、それ村、それ村、それ村、それももももない場合にはない場合にはない場合にはない場合には民民民民間間間間等での活用等での活用等での活用等での活用もももも考え考え考え考えていくといていくといていくといていくといううううことをことをことをことを重ね重ね重ね重ねたたたた上上上上で、で、で、で、最最最最終終終終的的的的にににに可能可能可能可能ななななもももものから売のから売のから売のから売却却却却等を等を等を等を行っ行っ行っ行ってきたてきたてきたてきたもももものです。そのよのです。そのよのです。そのよのです。そのよううううなことが、なことが、なことが、なことが、結果結果結果結果としてとしてとしてとして資資資資産の産の産の産のススススリリリリムムムム化、化、化、化、整整整整理につながる理につながる理につながる理につながるもももものとのとのとのと考え考え考え考えてててて取取取取りりりり組組組組んでいるとこんでいるとこんでいるとこんでいるところろろろです。です。です。です。当当当当該該該該地については、地については、地については、地については、現現現現在在在在、地、地、地、地元元元元のののの五條市五條市五條市五條市が、県とのまが、県とのまが、県とのまが、県とのまちづちづちづちづくりに関するくりに関するくりに関するくりに関する包括包括包括包括協定に協定に協定に協定に基づ基づ基づ基づいて、川田委員いて、川田委員いて、川田委員いて、川田委員ももももおおおお述べ述べ述べ述べのとおり、のとおり、のとおり、のとおり、五條市五條市五條市五條市がががが市市市市役役役役所の所の所の所の建建建建てかてかてかてかええええ用地として用地として用地として用地として利利利利用し、あ用し、あ用し、あ用し、あわわわわせせせせてててて市市市市民民民民交交交交流流流流の広場となるよの広場となるよの広場となるよの広場となるよううううな公な公な公な公共共共共施設施設施設施設のののの整整整整備備備備もももも計計計計画画画画しているとこしているとこしているとこしているところろろろです。そです。そです。そです。そううううしたことしたことしたことしたことから、から、から、から、五條市五條市五條市五條市からからからから取得取得取得取得のののの意向意向意向意向がががが示示示示されました。されました。されました。されました。県としては、まずは県としては、まずは県としては、まずは県としては、まずは資資資資産の産の産の産のススススリリリリムムムム化に化に化に化にももももつながるつながるつながるつながる話話話話ですし、ですし、ですし、ですし、五條市五條市五條市五條市がまがまがまがまちづちづちづちづくりをくりをくりをくりを考え考え考え考えてててて取取取取りりりり組組組組んでいる事業に協んでいる事業に協んでいる事業に協んでいる事業に協力力力力していくといしていくといしていくといしていくというううう点点点点、、、、加加加加ええええて、て、て、て、五條市五條市五條市五條市がそのよがそのよがそのよがそのよううううな事業をな事業をな事業をな事業を遂遂遂遂行行行行するにするにするにするに際際際際しては、合しては、合しては、合しては、合併併併併特例特例特例特例債や債や債や債や過過過過疎疎疎疎債債債債といといといといっっっったたたた有有有有利利利利な財な財な財な財源源源源を活用できるといを活用できるといを活用できるといを活用できるというううう事事事事情情情情ももももああああっっっって、て、て、て、取得取得取得取得のののの意向意向意向意向をををを持持持持っっっっているといているといているといているといううううことから、県としてことから、県としてことから、県としてことから、県としても五條市も五條市も五條市も五條市にににに譲譲譲譲渡渡渡渡することとしたいすることとしたいすることとしたいすることとしたいとととと考え考え考え考えています。ています。ています。ています。以上以上以上以上です。です。です。です。○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員 丁寧丁寧丁寧丁寧なななな答答答答弁で、よく弁で、よく弁で、よく弁で、よくわわわわかりました。中田管財課長はおかりました。中田管財課長はおかりました。中田管財課長はおかりました。中田管財課長はお得得得得意意意意ですので、またですので、またですので、またですので、また貸貸貸貸し付けでされるのかとし付けでされるのかとし付けでされるのかとし付けでされるのかと思思思思っっっってててて聞聞聞聞いていていていてみみみみただけです。ただけです。ただけです。ただけです。次次次次は、議第９５号は、議第９５号は、議第９５号は、議第９５号「「「「平成２９年度奈良県一般会計補正予算（第４号平成２９年度奈良県一般会計補正予算（第４号平成２９年度奈良県一般会計補正予算（第４号平成２９年度奈良県一般会計補正予算（第４号））））」」」」について、これについて、これについて、これについて、これが人事委員会が人事委員会が人事委員会が人事委員会勧勧勧勧告に告に告に告に基づ基づ基づ基づく給与のく給与のく給与のく給与の引上げ引上げ引上げ引上げですですですですねねねね。。。。先先先先日日日日ヒアリヒアリヒアリヒアリンンンンググググ中に、人事委員会に中に、人事委員会に中に、人事委員会に中に、人事委員会にもももも総総総総務警察委員会で務警察委員会で務警察委員会で務警察委員会で説明説明説明説明いただくことはできるといただくことはできるといただくことはできるといただくことはできると聞聞聞聞きましたので、おきましたので、おきましたので、おきましたので、お越越越越しをお願いしました。しをお願いしました。しをお願いしました。しをお願いしました。音田人事委員長、き音田人事委員長、き音田人事委員長、き音田人事委員長、きょょょょううううはおはおはおはお越越越越しいただきありがとしいただきありがとしいただきありがとしいただきありがとううううごごごござざざざいます。よいます。よいます。よいます。よろろろろしくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。それでは、それでは、それでは、それでは、疑問点疑問点疑問点疑問点がががが数数数数点点点点ありますのでおありますのでおありますのでおありますのでお聞聞聞聞きしていきますが、まず１きしていきますが、まず１きしていきますが、まず１きしていきますが、まず１点点点点目目目目は人事委員会は人事委員会は人事委員会は人事委員会からおからおからおからお聞聞聞聞きします。人事委員長か人事委員会事務局長、きします。人事委員長か人事委員会事務局長、きします。人事委員長か人事委員会事務局長、きします。人事委員長か人事委員会事務局長、どちどちどちどちらかでおらかでおらかでおらかでお答え答え答え答えください。ください。ください。ください。人事委員会が１０月に出された人事委員会が１０月に出された人事委員会が１０月に出された人事委員会が１０月に出された「「「「平成２９年職員の給与等に関する報告及び平成２９年職員の給与等に関する報告及び平成２９年職員の給与等に関する報告及び平成２９年職員の給与等に関する報告及び勧勧勧勧告告告告」」」」の３の３の３の３ページページページページですが、職員の給与とですが、職員の給与とですが、職員の給与とですが、職員の給与と民民民民間間間間の給与のの給与のの給与のの給与の較差較差較差較差といといといというもうもうもうものがのがのがのが書書書書かれています。そして、かれています。そして、かれています。そして、かれています。そして、先先先先日１２月７日の日１２月７日の日１２月７日の日１２月７日の代代代代表表表表質問質問質問質問の中での中での中での中でもももも、この、この、この、この較差較差較差較差がががが昨昨昨昨年より年より年より年よりもももも大きくな大きくな大きくな大きくなっっっったとごたとごたとごたとご答答答答弁いただき弁いただき弁いただき弁いただきました。そのました。そのました。そのました。その内訳内訳内訳内訳ですが、本年のですが、本年のですが、本年のですが、本年の民民民民間間間間給与の平給与の平給与の平給与の平均均均均額３７額３７額３７額３７万万万万３３３３，，，，１１６１１６１１６１１６円円円円と、本年の県職員と、本年の県職員と、本年の県職員と、本年の県職員の給与の平の給与の平の給与の平の給与の平均均均均額３７額３７額３７額３７万万万万１１１１，，，，８９９８９９８９９８９９円円円円とでとでとでとで差差差差しししし引引引引きすると、県職員のほきすると、県職員のほきすると、県職員のほきすると、県職員のほううううがががが民民民民間間間間より１より１より１より１，，，，２２２２１７１７１７１７円円円円低低低低いいいい結果結果結果結果となとなとなとなっっっったといたといたといたといううううことで、これをことで、これをことで、これをことで、これを調整調整調整調整するために、今するために、今するために、今するために、今回回回回の人事委員会の人事委員会の人事委員会の人事委員会勧勧勧勧告に告に告に告にななななっっっったいたいたいたいううううことですことですことですことですねねねね。ほかの。ほかの。ほかの。ほかの諸諸諸諸条件は条件は条件は条件はもちろもちろもちろもちろん入ん入ん入ん入っっっっているとているとているとていると思思思思いますが、その解いますが、その解いますが、その解いますが、その解釈釈釈釈でででで間間間間違違違違いないですか。いないですか。いないですか。いないですか。○槌野人事委員会事務局長○槌野人事委員会事務局長○槌野人事委員会事務局長○槌野人事委員会事務局長 この公この公この公この公民較差民較差民較差民較差の算出においては、の算出においては、の算出においては、の算出においては、基基基基本本本本的的的的には、ことし４月１には、ことし４月１には、ことし４月１には、ことし４月１日日日日現現現現在在在在の職員の平の職員の平の職員の平の職員の平均均均均給与と、それから、給与と、それから、給与と、それから、給与と、それから、民民民民間間間間の平の平の平の平均均均均給与とを給与とを給与とを給与とをラスラスラスラスパイレパイレパイレパイレス比ス比ス比ス比較較較較をしますが、をしますが、をしますが、をしますが、
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そのそのそのその結果結果結果結果算出された算出された算出された算出された差差差差額が、川田委員がお額が、川田委員がお額が、川田委員がお額が、川田委員がお述べ述べ述べ述べの１の１の１の１，，，，２１７２１７２１７２１７円円円円になるといになるといになるといになるといううううことです。ことです。ことです。ことです。○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員 公務員の給与水公務員の給与水公務員の給与水公務員の給与水準準準準はははは民民民民間間間間にににに準準準準拠拠拠拠していくことがしていくことがしていくことがしていくことが代代代代償償償償措置措置措置措置の一の一の一の一番番番番大きな大きな大きな大きな目的目的目的目的ででででああああっっっって、そのて、そのて、そのて、その措置措置措置措置をををを代代代代行行行行しているのが人事委員会が出されるこのしているのが人事委員会が出されるこのしているのが人事委員会が出されるこのしているのが人事委員会が出されるこの勧勧勧勧告だとい告だとい告だとい告だというううう意味意味意味意味ははははわわわわかかかかるのですが、るのですが、るのですが、るのですが、現実現実現実現実には、には、には、には、民民民民間間間間では給与はでは給与はでは給与はでは給与は下下下下ががががっっっっているているているているわわわわけではないですか。公務員けではないですか。公務員けではないですか。公務員けではないですか。公務員もももも平平平平均均均均額が額が額が額が下下下下ががががっっっっているとているとているとていると言言言言ううううけれけれけれけれどもどもどもども、、、、考え考え考え考えててててみみみみたら、公務員の給たら、公務員の給たら、公務員の給たら、公務員の給料表料表料表料表について、この県議会について、この県議会について、この県議会について、この県議会ででででもももも、、、、引引引引きききき下げ下げ下げ下げるるるる提提提提案は一度案は一度案は一度案は一度もももも出されたことはないですよ出されたことはないですよ出されたことはないですよ出されたことはないですよねねねね。。。。個々個々個々個々の職員の給与の職員の給与の職員の給与の職員の給与も下も下も下も下ががががっっっっていないですよていないですよていないですよていないですよねねねね。ただ、。ただ、。ただ、。ただ、行政体行政体行政体行政体の中の職員の中の職員の中の職員の中の職員構構構構成が変成が変成が変成が変わっわっわっわって、例て、例て、例て、例ええええば、年ば、年ば、年ば、年齢齢齢齢がががが高高高高い方がい方がい方がい方が多多多多くくくく減っ減っ減っ減ったたため、平たたため、平たたため、平たたため、平均均均均年年年年齢齢齢齢がががが若干若若干若若干若若干若くなくなくなくなっっっったり、手当関係の受給者がたり、手当関係の受給者がたり、手当関係の受給者がたり、手当関係の受給者が増減増減増減増減したりなしたりなしたりなしたりなどどどど、い、い、い、いろろろろいいいいろろろろありますが、そありますが、そありますが、そありますが、そうううういいいいっっっったたたた要要要要因因因因をををを含含含含めて平めて平めて平めて平均値均値均値均値が動いたよが動いたよが動いたよが動いたよううううな場合は、な場合は、な場合は、な場合は、結結結結論論論論として、として、として、として、平平平平均均均均給与額が給与額が給与額が給与額が下下下下ががががっっっったたたたわわわわけではなくて、平けではなくて、平けではなくて、平けではなくて、平均均均均額が変額が変額が変額が変わっわっわっわったといたといたといたといううううだけのだけのだけのだけの話話話話ではないですか。ではないですか。ではないですか。ではないですか。そそそそううううとしか受けとしか受けとしか受けとしか受け取取取取れないのですけれれないのですけれれないのですけれれないのですけれどもどもどもども、いかがですか。、いかがですか。、いかがですか。、いかがですか。もうもうもうもう一度一度一度一度言言言言いますけれいますけれいますけれいますけれどもどもどもども、給、給、給、給料表料表料表料表をををを引引引引きききき下げ下げ下げ下げていないのですから、ていないのですから、ていないのですから、ていないのですから、個々個々個々個々の県職員の給の県職員の給の県職員の給の県職員の給与は与は与は与は昨昨昨昨年からは年からは年からは年からは下下下下ががががっっっっていないていないていないていないわわわわけで、県職員の平けで、県職員の平けで、県職員の平けで、県職員の平均均均均給与が給与が給与が給与が下下下下ががががっっっったたたたわわわわけではないですよけではないですよけではないですよけではないですよねねねね。ただ、４月１日。ただ、４月１日。ただ、４月１日。ただ、４月１日現現現現在在在在といといといといううううことで、年度をまたいだことで、年度をまたいだことで、年度をまたいだことで、年度をまたいだわわわわけですから、退職が生けですから、退職が生けですから、退職が生けですから、退職が生じじじじたりなたりなたりなたりなどどどどして、いして、いして、いして、いわゆわゆわゆわゆる年る年る年る年齢構齢構齢構齢構成が変成が変成が変成が変わっわっわっわったり、手当関係の支給たり、手当関係の支給たり、手当関係の支給たり、手当関係の支給状況状況状況状況が変が変が変が変わっわっわっわったりしたら、給与たりしたら、給与たりしたら、給与たりしたら、給与の合計額の合計額の合計額の合計額もももも職員職員職員職員数も数も数も数も当当当当然然然然変変変変わわわわりますし、それらをりますし、それらをりますし、それらをりますし、それらを割割割割り算すれば、当り算すれば、当り算すれば、当り算すれば、当然然然然給与の平給与の平給与の平給与の平均均均均額は変額は変額は変額は変わわわわります。ります。ります。ります。先先先先日１２月７日の日１２月７日の日１２月７日の日１２月７日の代代代代表表表表質問質問質問質問では、県職員の平では、県職員の平では、県職員の平では、県職員の平均均均均給与額が給与額が給与額が給与額が下下下下ががががっっっったといたといたといたというううう言言言言い方をい方をい方をい方をされましたけれされましたけれされましたけれされましたけれどもどもどもども、これは、これは、これは、これは下下下下ががががっっっったのではなくて、ただ合計額と人たのではなくて、ただ合計額と人たのではなくて、ただ合計額と人たのではなくて、ただ合計額と人数数数数が変が変が変が変わっわっわっわって、平て、平て、平て、平均均均均値値値値が変が変が変が変わっわっわっわっただけのただけのただけのただけの話話話話ではないですか。これはではないですか。これはではないですか。これはではないですか。これは重重重重要要要要なななな点点点点ですので、ですので、ですので、ですので、明明明明確確確確におにおにおにお答え答え答え答えください。ください。ください。ください。○槌野人事委員会事務局長○槌野人事委員会事務局長○槌野人事委員会事務局長○槌野人事委員会事務局長 基基基基本本本本的的的的には、職員のには、職員のには、職員のには、職員の個々個々個々個々の給与が、例の給与が、例の給与が、例の給与が、例ええええばばばば私私私私の給与が、の給与が、の給与が、の給与が、昨昨昨昨年年年年とととと比比比比べべべべてことしてことしてことしてことし下下下下ががががっっっったといたといたといたというわうわうわうわけではありません。そのけではありません。そのけではありません。そのけではありません。その意味意味意味意味で職員給与がで職員給与がで職員給与がで職員給与が下下下下ががががっっっったとたとたとたと答答答答弁した弁した弁した弁したわわわわけではなく、ことしの公けではなく、ことしの公けではなく、ことしの公けではなく、ことしの公民較差民較差民較差民較差を出すに当たを出すに当たを出すに当たを出すに当たっっっって、職員の給与の平て、職員の給与の平て、職員の給与の平て、職員の給与の平均均均均額を出した額を出した額を出した額を出したとことことこところろろろ、、、、昨昨昨昨年より年より年より年より下下下下ががががっっっっていたといていたといていたといていたというううう意味意味意味意味で、職員の給与がで、職員の給与がで、職員の給与がで、職員の給与が下下下下ががががっっっったといたといたといたという表現う表現う表現う表現をしたとをしたとをしたとをしたとこここころろろろです。です。です。です。○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員 言言言言葉葉葉葉の定義がの定義がの定義がの定義が違違違違ううううのであれば、のであれば、のであれば、のであれば、違違違違っっっっていてていてていてていてももももいいのですが、いいのですが、いいのですが、いいのですが、要要要要は、県職員のは、県職員のは、県職員のは、県職員の給与は給与は給与は給与は個々個々個々個々にはにはにはには減っ減っ減っ減っていないていないていないていないわわわわけですけですけですけですねねねね。。。。民民民民間間間間給与について給与について給与について給与についてもうもうもうもう一一一一回回回回聞聞聞聞きますけれきますけれきますけれきますけれどもどもどもども、、、、昨昨昨昨年の３７年の３７年の３７年の３７万万万万４４４４，，，，４０５４０５４０５４０５円円円円と本年の３７と本年の３７と本年の３７と本年の３７万万万万３３３３，，，，１１６１１６１１６１１６円円円円とをとをとをとを比比比比べべべべたら、本年は１たら、本年は１たら、本年は１たら、本年は１，，，，２８９２８９２８９２８９円減っ円減っ円減っ円減ったといたといたといたといううううことですが、ことですが、ことですが、ことですが、何何何何が変が変が変が変わっわっわっわって１て１て１て１，，，，２８９２８９２８９２８９円減っ円減っ円減っ円減ったのか、たのか、たのか、たのか、構構構構造造造造をををを教教教教ええええてください。てください。てください。てください。民民民民間間間間の場合は、給の場合は、給の場合は、給の場合は、給料料料料がががが下下下下ががががっっっっているているているているかかかかももももしれないし、手当がしれないし、手当がしれないし、手当がしれないし、手当が減減減減らされているからされているからされているからされているかももももしれないではないですか。手当でしれないではないですか。手当でしれないではないですか。手当でしれないではないですか。手当でもももも、ここに、ここに、ここに、ここに
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は期末手当は期末手当は期末手当は期末手当ややややボボボボーーーーナナナナススススは入は入は入は入っっっっていないのですていないのですていないのですていないのですねねねね。また、ほかの。また、ほかの。また、ほかの。また、ほかの構構構構造的要造的要造的要造的要因因因因によによによによっっっってててて下下下下ががががっっっっているかているかているかているかもわもわもわもわからないではないですか。からないではないですか。からないではないですか。からないではないですか。県職員の場合は、県職員の場合は、県職員の場合は、県職員の場合は、少少少少なくとなくとなくとなくともももも給給給給料表料表料表料表は一は一は一は一切切切切変変変変わっわっわっわっていないです。給ていないです。給ていないです。給ていないです。給料表料表料表料表を変更するときを変更するときを変更するときを変更するときには、給与条例には、給与条例には、給与条例には、給与条例主主主主義で、今義で、今義で、今義で、今回回回回のよのよのよのよううううに条例改正がに条例改正がに条例改正がに条例改正が求求求求められますので、められますので、められますので、められますので、我々我々我々我々議員には議員には議員には議員にはわわわわかりかりかりかります。給ます。給ます。給ます。給料表料表料表料表をををを下げ下げ下げ下げる議案を一る議案を一る議案を一る議案を一回も回も回も回も見見見見たことがないといたことがないといたことがないといたことがないといううううことは、一ことは、一ことは、一ことは、一回も下げ回も下げ回も下げ回も下げていないとていないとていないとていないといいいいううううことでしことでしことでしことでしょょょょうううう。それに。それに。それに。それに比比比比べべべべて、て、て、て、民民民民間間間間のほのほのほのほううううのののの要要要要因因因因がががが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。民民民民間間間間は、なは、なは、なは、なぜぜぜぜこの１この１この１この１，，，，２８９２８９２８９２８９円円円円がががが下下下下ががががっっっったとたとたとたと言え言え言え言えるのですか。るのですか。るのですか。るのですか。○槌野人事委員会事務局長○槌野人事委員会事務局長○槌野人事委員会事務局長○槌野人事委員会事務局長 人事委員会は、人事委員会は、人事委員会は、人事委員会は、民民民民間間間間の給与をの給与をの給与をの給与を民民民民間間間間給与給与給与給与実実実実態態態態調調調調査とい査とい査とい査というううう中で中で中で中で調調調調査をし、その査をし、その査をし、その査をし、その調調調調査した査した査した査した民民民民間間間間の給与で県職員とのの給与で県職員とのの給与で県職員とのの給与で県職員とのラスラスラスラスパイレパイレパイレパイレス比ス比ス比ス比較較較較にににに使え使え使え使える分を平る分を平る分を平る分を平均均均均させて、させて、させて、させて、県職員の給与との県職員の給与との県職員の給与との県職員の給与との較差較差較差較差を出しています。を出しています。を出しています。を出しています。民民民民間間間間の平の平の平の平均均均均給与額が給与額が給与額が給与額が下下下下ががががっっっったたたた要要要要因因因因として、一つとして、一つとして、一つとして、一つ考え考え考え考えられることは、られることは、られることは、られることは、先先先先ほほほほどどどど川田委員から川田委員から川田委員から川田委員からもももも話話話話が出されましたが、県職員においては、退職してが出されましたが、県職員においては、退職してが出されましたが、県職員においては、退職してが出されましたが、県職員においては、退職して新新新新しい職員が入しい職員が入しい職員が入しい職員が入っっっってきたてきたてきたてきた結果結果結果結果、、、、昨昨昨昨年年年年とととと比比比比べべべべてことしはてことしはてことしはてことしは実実実実は平は平は平は平均均均均年年年年齢齢齢齢が０が０が０が０．．．．２２２２歳歳歳歳低低低低下下下下しています。このしています。このしています。このしています。このラスラスラスラスパイレパイレパイレパイレス比ス比ス比ス比較較較較に関しに関しに関しに関しては、年ては、年ては、年ては、年齢齢齢齢もももも一つの一つの一つの一つの比比比比較較較較要要要要素素素素になになになになっっっっていますので、県職員の年ていますので、県職員の年ていますので、県職員の年ていますので、県職員の年齢齢齢齢がががが下下下下がるといがるといがるといがるといううううことは、ことは、ことは、ことは、比比比比較較較較対対対対象象象象となるとなるとなるとなる民民民民間間間間給与給与給与給与デデデデーーーータタタタの年の年の年の年齢齢齢齢も下も下も下も下ががががっっっっているているているている可能可能可能可能性性性性ももももあるとあるとあるとあると思思思思います。います。います。います。ただ、今おただ、今おただ、今おただ、今お尋尋尋尋ねねねねの、例の、例の、例の、例ええええば、それがば、それがば、それがば、それが民民民民間間間間の給与全の給与全の給与全の給与全体体体体がががが下下下下ががががっっっったのか、たのか、たのか、たのか、民民民民間間間間のののの従従従従業員業員業員業員構構構構成成成成が変が変が変が変わっわっわっわったのか、また、たのか、また、たのか、また、たのか、また、民民民民間間間間の手当が一部での手当が一部での手当が一部での手当が一部で上上上上ががががっっっったりたりたりたり下下下下ががががっっっったりしているのかなたりしているのかなたりしているのかなたりしているのかなどどどどにつにつにつについては、人事委員会では一いては、人事委員会では一いては、人事委員会では一いては、人事委員会では一切切切切分分分分析析析析はしていません。はしていません。はしていません。はしていません。○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員 それでは、いいかそれでは、いいかそれでは、いいかそれでは、いいかげげげげんなんなんなんな勧勧勧勧告をしているい告をしているい告をしているい告をしているいううううことですか。いことですか。いことですか。いことですか。いやややや、、、、勧勧勧勧告をして告をして告をして告をしているいるいるいる以上以上以上以上、人事委員会は、人事委員会は、人事委員会は、人事委員会は説明説明説明説明する義務があるのではないですか。する義務があるのではないですか。する義務があるのではないですか。する義務があるのではないですか。先先先先日１２月７日の日１２月７日の日１２月７日の日１２月７日の代代代代表表表表質質質質問問問問のののの答答答答弁では、１弁では、１弁では、１弁では、１，，，，２８９２８９２８９２８９円下円下円下円下ががががっっっったとたとたとたと言言言言っっっっていましたていましたていましたていましたねねねね。。。。代代代代表表表表質問質問質問質問のときはのときはのときはのときは時間時間時間時間がありがありがありがありませんでしたので、ませんでしたので、ませんでしたので、ませんでしたので、続続続続きは総務警察委員会できは総務警察委員会できは総務警察委員会できは総務警察委員会でややややるといるといるといるといううううことで本日をことで本日をことで本日をことで本日を迎迎迎迎ええええているているているているわわわわけですけですけですけですから、今そのから、今そのから、今そのから、今その内容内容内容内容をををを教教教教ええええてくださいとてくださいとてくださいとてくださいと聞聞聞聞いたのに、いたのに、いたのに、いたのに、わわわわからないといからないといからないといからないといううううことですことですことですことですねねねね。そ。そ。そ。そううううでででであれば、あれば、あれば、あれば、何何何何ををををもっもっもっもってててて勧勧勧勧告は正告は正告は正告は正確確確確だとだとだとだと言え言え言え言えるのですか。るのですか。るのですか。るのですか。勧勧勧勧告告告告書書書書をををを読読読読みみみみ直直直直さないといけないでさないといけないでさないといけないでさないといけないではないですか。はないですか。はないですか。はないですか。○槌野人事委員会事務局長○槌野人事委員会事務局長○槌野人事委員会事務局長○槌野人事委員会事務局長 人事委員会は、人事委員会は、人事委員会は、人事委員会は、民民民民間間間間の給与がの給与がの給与がの給与が下下下下ががががっっっったたたた要要要要因因因因をををを調調調調べべべべているているているているわわわわけけけけではなく、いではなく、いではなく、いではなく、いわゆわゆわゆわゆる公る公る公る公民較差民較差民較差民較差を出すためにを出すためにを出すためにを出すために民民民民間間間間の給与額をの給与額をの給与額をの給与額を調調調調べべべべています。それで、今ています。それで、今ています。それで、今ています。それで、今回調回調回調回調べべべべたたたた民民民民間間間間の平の平の平の平均均均均給与が、給与が、給与が、給与が、昨昨昨昨年年年年調調調調べべべべたたたた民民民民間間間間の平の平の平の平均均均均給与と給与と給与と給与と比比比比べべべべてててて下下下下ががががっっっったといたといたといたといううううことをことをことをことを説明説明説明説明ししししているだけで、そのているだけで、そのているだけで、そのているだけで、その下下下下ががががっっっったたたた要要要要因因因因についてはについてはについてはについては調調調調べべべべていないといていないといていないといていないというううう意味意味意味意味です。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、アアアアンンンンケケケケートートートートでででで幾幾幾幾つかのつかのつかのつかのサンプサンプサンプサンプルルルルののののデデデデーーーータタタタをとをとをとをとっっっってててて調調調調べべべべたたたた数数数数字字字字ではなではなではなではな
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いですか。いですか。いですか。いですか。○槌野人事委員会事務局長○槌野人事委員会事務局長○槌野人事委員会事務局長○槌野人事委員会事務局長 アアアアンンンンケケケケートートートートといいますか、人事委員会事務局の職員がといいますか、人事委員会事務局の職員がといいますか、人事委員会事務局の職員がといいますか、人事委員会事務局の職員が調調調調査対査対査対査対象企象企象企象企業にそれ業にそれ業にそれ業にそれぞぞぞぞれおれおれおれお伺伺伺伺いして、いして、いして、いして、企企企企業に業に業に業にももももご協ご協ご協ご協力力力力いただいていただいていただいていただいて調調調調査票をつく査票をつく査票をつく査票をつくっっっっているのですけているのですけているのですけているのですけれれれれどもどもどもども、職員が、職員が、職員が、職員が調調調調査査査査内容内容内容内容をををを確認確認確認確認したしたしたした上上上上でででで持持持持ちちちち帰帰帰帰っっっったたたた資料資料資料資料です。です。です。です。○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員 「「「「平成２９年職員の給与等に関する報告及び平成２９年職員の給与等に関する報告及び平成２９年職員の給与等に関する報告及び平成２９年職員の給与等に関する報告及び勧勧勧勧告告告告」」」」にににに載っ載っ載っ載っているているているている数数数数字字字字は、は、は、は、言言言言ええええば、奈良県ば、奈良県ば、奈良県ば、奈良県内内内内のののの企企企企業全業全業全業全体体体体の中のの中のの中のの中の上上上上位位位位２２２２．．．．４４４４％％％％のののの企企企企業を業を業を業を調調調調査した査した査した査した数数数数字字字字ですよですよですよですよねねねね。この報告。この報告。この報告。この報告にはにはにはには民民民民間間間間給与給与給与給与デデデデーーーータタタタのののの内訳内訳内訳内訳についてについてについてについて細細細細かくかくかくかく載っ載っ載っ載っているので、それならば手当がているので、それならば手当がているので、それならば手当がているので、それならば手当が下下下下ががががっっっったのたのたのたのか給か給か給か給料料料料がががが下下下下ががががっっっったのか、たのか、たのか、たのか、何何何何かかかか要要要要因因因因わわわわかるのではないかとかるのではないかとかるのではないかとかるのではないかと思思思思っっっってててて聞聞聞聞いているのですが、いているのですが、いているのですが、いているのですが、わわわわかかかからないのですか。らないのですか。らないのですか。らないのですか。ただ、県職員のほただ、県職員のほただ、県職員のほただ、県職員のほううううがながながながなぜぜぜぜ下下下下ががががっっっったのかについては、たのかについては、たのかについては、たのかについては、要要要要因因因因ががががわわわわかるではないですか。県かるではないですか。県かるではないですか。県かるではないですか。県は、職員全員について、は、職員全員について、は、職員全員について、は、職員全員について、どどどどの給の給の給の給料表料表料表料表に当たるか、に当たるか、に当たるか、に当たるか、どどどどれだけの手当が支給されているか、れだけの手当が支給されているか、れだけの手当が支給されているか、れだけの手当が支給されているか、結結結結果果果果としてとしてとしてとしてどどどどれだけ給与が支給されているかをれだけ給与が支給されているかをれだけ給与が支給されているかをれだけ給与が支給されているかを把握把握把握把握しているしているしているし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。そ。そ。そ。そううううであれば、であれば、であれば、であれば、県のほ県のほ県のほ県のほううううはははは要要要要因因因因ががががわわわわかるかるかるかるわわわわけではないですか。ただ金額だけ出して、けではないですか。ただ金額だけ出して、けではないですか。ただ金額だけ出して、けではないですか。ただ金額だけ出して、構構構構造造造造のののの違違違違いがあるかいがあるかいがあるかいがあるから、公ら、公ら、公ら、公民民民民比比比比較較較較をしをしをしをしろろろろとととと言言言言っっっっていますけれていますけれていますけれていますけれどもどもどもども、公務、公務、公務、公務側側側側の県は、の県は、の県は、の県は、実実実実際際際際はははは何何何何もももも変変変変わっわっわっわってないてないてないてないわわわわけではないですか。退職者が出た関係でけではないですか。退職者が出た関係でけではないですか。退職者が出た関係でけではないですか。退職者が出た関係で組組組組織織織織のののの構構構構造造造造は変は変は変は変わっわっわっわっていてていてていてていてもももも、給、給、給、給料料料料関係の決まり関係の決まり関係の決まり関係の決まりは変は変は変は変わっわっわっわっ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ううう。な。な。な。なぜ民ぜ民ぜ民ぜ民間間間間のほのほのほのほううううのののの要要要要因因因因をををを聞聞聞聞いたかといいたかといいたかといいたかといううううと、と、と、と、要要要要因因因因ががががわわわわかかかからなければ、らなければ、らなければ、らなければ、比比比比較較較較していいのか、していいのか、していいのか、していいのか、比比比比較較較較してはいけないのかがしてはいけないのかがしてはいけないのかがしてはいけないのかがわわわわからないではないですか。からないではないですか。からないではないですか。からないではないですか。民民民民間間間間のほのほのほのほううううの平の平の平の平均均均均給与が給与が給与が給与が下下下下ががががっっっっているのは、給ているのは、給ているのは、給ているのは、給料料料料自自自自体体体体がががが下下下下ががががっっっっているかているかているかているかももももしれないしれないしれないしれないわわわわけでけでけでけですが、今のすが、今のすが、今のすが、今の答答答答弁では、それは弁では、それは弁では、それは弁では、それはわわわわからないといからないといからないといからないといううううことでしことでしことでしことでしょょょょうううう。。。。民民民民間間間間は給は給は給は給料料料料がががが下下下下ががががっっっって平て平て平て平均均均均給与が給与が給与が給与が減っ減っ減っ減っているとしたら、県職員の場合は、給ているとしたら、県職員の場合は、給ているとしたら、県職員の場合は、給ているとしたら、県職員の場合は、給料表料表料表料表が変が変が変が変わっわっわっわっていないのだから給ていないのだから給ていないのだから給ていないのだから給料料料料はははは下下下下ががががっっっっていないのですが、それでていないのですが、それでていないのですが、それでていないのですが、それで比比比比較較較較するのですか。するのですか。するのですか。するのですか。極極極極端端端端なななな話話話話をすればをすればをすればをすれば、、、、「「「「平成２９年職員の給与等に関する報告及び平成２９年職員の給与等に関する報告及び平成２９年職員の給与等に関する報告及び平成２９年職員の給与等に関する報告及び勧勧勧勧告告告告」」」」の３の３の３の３ページページページページのののの注注注注意書意書意書意書きのとこきのとこきのとこきのところろろろで、手当がたくさんで、手当がたくさんで、手当がたくさんで、手当がたくさん列列列列挙挙挙挙されていて、１されていて、１されていて、１されていて、１番目番目番目番目にはにはにはには扶扶扶扶養養養養手当が手当が手当が手当が書書書書いてありまいてありまいてありまいてあります。これは例としてす。これは例としてす。これは例としてす。これは例として適適適適切切切切かはかはかはかはわわわわかりませんが、ごかりませんが、ごかりませんが、ごかりませんが、ご結結結結婚婚婚婚している方している方している方している方ももももたくさんおられて、たくさんおられて、たくさんおられて、たくさんおられて、子子子子どももどももどももどももたくさんおられるとこたくさんおられるとこたくさんおられるとこたくさんおられるところろろろ、、、、仮仮仮仮にその全員がにその全員がにその全員がにその全員が離離離離婚婚婚婚したら、したら、したら、したら、扶扶扶扶養養養養手当は支給されなくな手当は支給されなくな手当は支給されなくな手当は支給されなくなっっっって、その分平て、その分平て、その分平て、その分平均均均均給与は給与は給与は給与は下下下下がるではないですか。それを平がるではないですか。それを平がるではないですか。それを平がるではないですか。それを平均均均均給与が給与が給与が給与が下下下下ががががっっっったとたとたとたと言言言言ううううのですのですのですのですか。それはただ手当がなくなか。それはただ手当がなくなか。それはただ手当がなくなか。それはただ手当がなくなっっっっただけのただけのただけのただけの話話話話ですから、人事委員会ですから、人事委員会ですから、人事委員会ですから、人事委員会勧勧勧勧告でい告でい告でい告でいうううう平平平平均均均均給与額に給与額に給与額に給与額にははははトトトトリリリリックックックックがありますよ。がありますよ。がありますよ。がありますよ。ううううんとんとんとんと頷頷頷頷くのであれば、きくのであれば、きくのであれば、きくのであれば、きちちちちんとんとんとんと説明説明説明説明してください。してください。してください。してください。○槌野人事委員会事務局長○槌野人事委員会事務局長○槌野人事委員会事務局長○槌野人事委員会事務局長 まず、この公まず、この公まず、この公まず、この公民較差民較差民較差民較差を出しているを出しているを出しているを出している根拠根拠根拠根拠について、について、について、について、ももももととととももももと地と地と地と地方公務員法の中の第２４条第２項で、い方公務員法の中の第２４条第２項で、い方公務員法の中の第２４条第２項で、い方公務員法の中の第２４条第２項で、いわゆわゆわゆわゆるるるる均衡均衡均衡均衡のののの原則原則原則原則として、として、として、として、民民民民間間間間の給与との給与との給与との給与と比比比比較較較較するするするする
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ことをことをことをことをううううたたたたっっっっていることは、ていることは、ていることは、ていることは、以前も説明以前も説明以前も説明以前も説明させていただきました。この条項では、給させていただきました。この条項では、給させていただきました。この条項では、給させていただきました。この条項では、給料料料料ではではではではなく給与となく給与となく給与となく給与と均衡均衡均衡均衡をとることとしていますので、いをとることとしていますので、いをとることとしていますので、いをとることとしていますので、いわゆわゆわゆわゆる給る給る給る給料料料料だけのだけのだけのだけの比比比比較較較較ではなく、手当をではなく、手当をではなく、手当をではなく、手当を入れて入れて入れて入れて比比比比較較較較しているといしているといしているといしているといううううことです。ですから、今川田委員のおことです。ですから、今川田委員のおことです。ですから、今川田委員のおことです。ですから、今川田委員のおっっっっししししゃゃゃゃっっっったたたた話話話話ははははもちろもちろもちろもちろんんんん極極極極端端端端なななな話話話話だとだとだとだと思思思思いますけれいますけれいますけれいますけれどもどもどもども、、、、比比比比較較較較の中には、例の中には、例の中には、例の中には、例ええええに出されたに出されたに出されたに出された扶扶扶扶養養養養手当手当手当手当もももも入入入入っっっっています。ています。ています。ています。ですから、ですから、ですから、ですから、逆逆逆逆にににに言え言え言え言えば、ば、ば、ば、民民民民間間間間給与が給与が給与が給与がどどどどのよのよのよのよううううなななな要要要要因因因因でででで下下下下ががががっっっったかについては、たかについては、たかについては、たかについては、個々個々個々個々いいいいろろろろいいいいろろろろあるとあるとあるとあると思思思思いますし、いますし、いますし、いますし、企企企企業によ業によ業によ業によっっっって変て変て変て変わわわわるとるとるとると思思思思ううううのですけれのですけれのですけれのですけれどもどもどもども、申し、申し、申し、申しわわわわけありませんけありませんけありませんけありませんが、人事委員会は、そのが、人事委員会は、そのが、人事委員会は、そのが、人事委員会は、その個々個々個々個々いいいいろろろろいいいいろろろろをををを調調調調べべべべて、県職員とて、県職員とて、県職員とて、県職員と比比比比較較較較するのにするのにするのにするのにふふふふささささわわわわしいかしいかしいかしいかどうどうどうどうかはかはかはかは調調調調べべべべていません。あくまでていません。あくまでていません。あくまでていません。あくまでもももも額、手当額、手当額、手当額、手当もももも含含含含むむむむ給与の額と給与の額と給与の額と給与の額と比比比比較較較較するだけですので、人事するだけですので、人事するだけですので、人事するだけですので、人事委員会は、額の委員会は、額の委員会は、額の委員会は、額の比比比比較較較較ができる形で、ができる形で、ができる形で、ができる形で、民民民民間間間間給与の給与の給与の給与の実実実実態態態態調調調調査をしたとい査をしたとい査をしたとい査をしたといううううことです。ことです。ことです。ことです。○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員 だけれだけれだけれだけれどどどど、県職員は、県職員は、県職員は、県職員は実実実実際際際際にににに下下下下ががががっっっっていないていないていないていないもももものは、のは、のは、のは、下下下下ががががっっっっていないのですよ。ていないのですよ。ていないのですよ。ていないのですよ。人人人人数数数数構構構構造造造造ななななどどどどが変が変が変が変わっわっわっわっているから、計算ているから、計算ているから、計算ているから、計算上上上上はこの合計額になはこの合計額になはこの合計額になはこの合計額になっっっって、人て、人て、人て、人数数数数でででで割割割割っっっったら平たら平たら平たら平均均均均ははははこのこのこのこの数数数数字字字字になになになになっっっったといたといたといたといううううだけのだけのだけのだけの話話話話で、で、で、で、実実実実質質質質的的的的に給与がに給与がに給与がに給与が下下下下落落落落したしたしたしたわわわわけではなく、合計額がけではなく、合計額がけではなく、合計額がけではなく、合計額が下下下下落落落落したといしたといしたといしたといううううだけのだけのだけのだけの話話話話でしでしでしでしょょょょうううう。それを。それを。それを。それをもっもっもっもって、県職員の平て、県職員の平て、県職員の平て、県職員の平均均均均給与額は給与額は給与額は給与額は下下下下ががががっっっったとたとたとたと言言言言い、い、い、い、それにそれにそれにそれに比比比比べべべべてててて民民民民間間間間の平の平の平の平均均均均給与額は給与額は給与額は給与額は下下下下がりがりがりがり幅幅幅幅がががが少少少少ないから、ないから、ないから、ないから、民民民民間間間間とのとのとのとの差差差差をををを埋埋埋埋めるために県職めるために県職めるために県職めるために県職員の給与を員の給与を員の給与を員の給与を上げ上げ上げ上げるといるといるといるというううう話話話話でしでしでしでしょょょょうううう。だけれ。だけれ。だけれ。だけれどどどど、、、、下下下下ががががっっっっていないのに、なていないのに、なていないのに、なていないのに、なぜぜぜぜ上げ上げ上げ上げるのでするのでするのでするのですか。か。か。か。もちろもちろもちろもちろんんんん実実実実際際際際にににに上げ上げ上げ上げるかは、財るかは、財るかは、財るかは、財政的政的政的政的なななな措置措置措置措置をする知事部局のをする知事部局のをする知事部局のをする知事部局の話話話話になるとになるとになるとになると思思思思いますが。いますが。いますが。いますが。物物物物価価価価指数指数指数指数についてについてについてについてもももも、４月分だけで、４月分だけで、４月分だけで、４月分だけで比比比比較検討較検討較検討較検討していることのしていることのしていることのしていることの疑疑疑疑義については、義については、義については、義については、先先先先日１２日１２日１２日１２月７日の月７日の月７日の月７日の代代代代表表表表質問質問質問質問ででででも指も指も指も指摘摘摘摘しましたけれしましたけれしましたけれしましたけれどもどもどもども、この、この、この、この点点点点については、については、については、については、わわわわかりかりかりかりややややすくすくすくすくシミュレシミュレシミュレシミュレーーーーショショショションンンンをつくをつくをつくをつくっっっってきました。これではてきました。これではてきました。これではてきました。これでは見見見見にくいかにくいかにくいかにくいかももももしれませんけれしれませんけれしれませんけれしれませんけれどもどもどもども、、、、パネルパネルパネルパネルをつくをつくをつくをつくるるるる時間時間時間時間がありませんでしたので。平成２８年度のがありませんでしたので。平成２８年度のがありませんでしたので。平成２８年度のがありませんでしたので。平成２８年度の物物物物価価価価指数指数指数指数と平成２９年度のと平成２９年度のと平成２９年度のと平成２９年度の物物物物価価価価指数指数指数指数につにつにつについて、いて、いて、いて、個々個々個々個々のののの数数数数字字字字はでたらめのはでたらめのはでたらめのはでたらめの仮仮仮仮ののののもももものですが、それのですが、それのですが、それのですが、それぞぞぞぞれの年度で４月から３月までをれの年度で４月から３月までをれの年度で４月から３月までをれの年度で４月から３月までを足足足足したら、したら、したら、したら、物物物物価価価価上上上上昇昇昇昇率率率率ががががゼゼゼゼロロロロになるよになるよになるよになるよううううにつくにつくにつくにつくっっっっています。このています。このています。このています。このシミュレシミュレシミュレシミュレーーーーショショショションンンンでは、では、では、では、わわわわかりかりかりかりややややすくするために、すくするために、すくするために、すくするために、わわわわざざざざと平成２９年度の４月のと平成２９年度の４月のと平成２９年度の４月のと平成２９年度の４月の時時時時点点点点だけをだけをだけをだけを極極極極端端端端にににに高高高高くしておいたのくしておいたのくしておいたのくしておいたのですが、ですが、ですが、ですが、実実実実際際際際にはにはにはには物物物物価価価価がここまでがここまでがここまでがここまで急急急急にににに上上上上がることはないですけれがることはないですけれがることはないですけれがることはないですけれどもどもどもども、そ、そ、そ、そううううすると、４月すると、４月すると、４月すると、４月でででで比比比比較較較較すると、１年すると、１年すると、１年すると、１年間間間間でででで物物物物価価価価指数指数指数指数が１から２にが１から２にが１から２にが１から２に上上上上ががががっっっっていることになります。だけれていることになります。だけれていることになります。だけれていることになります。だけれどどどど、、、、４月だけで４月だけで４月だけで４月だけで比比比比較較較較すれば１が２になすれば１が２になすれば１が２になすれば１が２になっっっっていますが、ていますが、ていますが、ていますが、実実実実際際際際には、その後には、その後には、その後には、その後物物物物価価価価はずはずはずはずっっっっとととと下下下下ががががっっっって、て、て、て、１年１年１年１年間間間間を通してのを通してのを通してのを通しての物物物物価価価価上上上上昇昇昇昇率率率率はははは実実実実ははははゼゼゼゼロロロロだだだだっっっったいたいたいたいうううう場合、今場合、今場合、今場合、今回回回回の人事委員会のの人事委員会のの人事委員会のの人事委員会のややややり方であり方であり方であり方であれば、４月の一れば、４月の一れば、４月の一れば、４月の一時時時時点点点点だけをだけをだけをだけをもっもっもっもって、１２て、１２て、１２て、１２カカカカ月月月月間間間間全部の給全部の給全部の給全部の給料料料料にににに反映反映反映反映させよさせよさせよさせよううううとしているとしているとしているとしているわわわわけけけけでしでしでしでしょょょょうううう。。。。普普普普通、このよ通、このよ通、このよ通、このよううううなななな検討検討検討検討においては、平においては、平においては、平においては、平均値均値均値均値をををを使使使使ううううのではないですか。この４月のではないですか。この４月のではないですか。この４月のではないですか。この４月の一の一の一の一時時時時点点点点だけをとだけをとだけをとだけをとっっっって、て、て、て、昨昨昨昨年と年と年と年と比比比比べべべべてててて物物物物価価価価が０が０が０が０．．．．６６６６％上％上％上％上ががががっっっっているといているといているといているといううううのは、のは、のは、のは、確確確確かにかにかにかにうううう



---- 33334444 ----

そをそをそをそを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はないでしけではないでしけではないでしけではないでしょょょょううううけれけれけれけれどもどもどもども、、、、使使使使い方がい方がい方がい方が間間間間違違違違っっっっているのではないですか。ているのではないですか。ているのではないですか。ているのではないですか。４月分だけの給４月分だけの給４月分だけの給４月分だけの給料料料料をををを検討検討検討検討するのであれば、４月の一するのであれば、４月の一するのであれば、４月の一するのであれば、４月の一時時時時点点点点ででででももももいいでしいいでしいいでしいいでしょょょょううううけれけれけれけれどもどもどもども、それ、それ、それ、それならば、ならば、ならば、ならば、消消消消費者費者費者費者物物物物価価価価指数指数指数指数はははは毎毎毎毎月公月公月公月公表表表表されているのですから、されているのですから、されているのですから、されているのですから、毎毎毎毎月月月月検討検討検討検討すればいいではないすればいいではないすればいいではないすればいいではないですか。とこですか。とこですか。とこですか。ところろろろが、この人事委員会のが、この人事委員会のが、この人事委員会のが、この人事委員会の勧勧勧勧告では、４月の一告では、４月の一告では、４月の一告では、４月の一時時時時点点点点だけを１年だけを１年だけを１年だけを１年間間間間の給の給の給の給料料料料にずにずにずにずっっっっとととと適適適適用していくとい用していくとい用していくとい用していくというううう話話話話でしでしでしでしょょょょうううう。。。。誰誰誰誰にににに聞聞聞聞いていていていてもももも、そ、そ、そ、そううううにしかにしかにしかにしか見え見え見え見えませんよ。ませんよ。ませんよ。ませんよ。私私私私はははは経済経済経済経済関関関関係の係の係の係の勉勉勉勉強強強強ももももしていますけれしていますけれしていますけれしていますけれどもどもどもども、このよ、このよ、このよ、このよううううなななな使使使使い方をしたらい方をしたらい方をしたらい方をしたら絶絶絶絶対に対に対に対に怒怒怒怒られるられるられるられる話話話話です。そのです。そのです。そのです。その点点点点いかがですか。このよいかがですか。このよいかがですか。このよいかがですか。このよううううなななな書書書書き方をするのは、き方をするのは、き方をするのは、き方をするのは、ひひひひききききょょょょううううではないですか。ではないですか。ではないですか。ではないですか。○槌野人事委員会事務局長○槌野人事委員会事務局長○槌野人事委員会事務局長○槌野人事委員会事務局長 先先先先ほほほほどもどもどもども地方公務員法の地方公務員法の地方公務員法の地方公務員法の話話話話をさせていただきましたが、地方をさせていただきましたが、地方をさせていただきましたが、地方をさせていただきましたが、地方公務員法が定める公務員法が定める公務員法が定める公務員法が定める均衡均衡均衡均衡のののの原則原則原則原則の中には、いの中には、いの中には、いの中には、いろろろろいいいいろろろろあるのですけれあるのですけれあるのですけれあるのですけれどもどもどもども、国、国、国、国やややや他の地方公他の地方公他の地方公他の地方公共共共共団団団団体体体体、それと、それと、それと、それと民民民民間間間間事業の事業の事業の事業の従従従従事者の給与に事者の給与に事者の給与に事者の給与に加加加加ええええて、その他の事て、その他の事て、その他の事て、その他の事情情情情もももも考考考考慮慮慮慮して、県職員の給与して、県職員の給与して、県職員の給与して、県職員の給与を決定することとされています。を決定することとされています。を決定することとされています。を決定することとされています。もちろもちろもちろもちろん人事委員会が給与を定めるん人事委員会が給与を定めるん人事委員会が給与を定めるん人事委員会が給与を定めるわわわわけではありません。けではありません。けではありません。けではありません。基基基基本本本本的的的的には、知事のほには、知事のほには、知事のほには、知事のほううううでででで提提提提案されて、議会において給与を定めていただくことになると案されて、議会において給与を定めていただくことになると案されて、議会において給与を定めていただくことになると案されて、議会において給与を定めていただくことになると思思思思いますので、全てについて人事委員会がいますので、全てについて人事委員会がいますので、全てについて人事委員会がいますので、全てについて人事委員会が見見見見ているているているているわわわわけではないといけではないといけではないといけではないといううううことが、まずありことが、まずありことが、まずありことが、まずあります。ます。ます。ます。ただ、人事委員会の給与等に関する報告においてただ、人事委員会の給与等に関する報告においてただ、人事委員会の給与等に関する報告においてただ、人事委員会の給与等に関する報告において物物物物価価価価指数指数指数指数をををを載載載載せていることから、せていることから、せていることから、せていることから、物物物物価価価価指数指数指数指数がががが昨昨昨昨年の４月とことしの４月とを年の４月とことしの４月とを年の４月とことしの４月とを年の４月とことしの４月とを比比比比べべべべて０て０て０て０．．．．６６６６％上％上％上％上ががががっっっっていることでていることでていることでていることでもっもっもっもって、ことして、ことして、ことして、ことしの職員給与のの職員給与のの職員給与のの職員給与の引上げ勧引上げ勧引上げ勧引上げ勧告の告の告の告の根拠根拠根拠根拠になになになになっっっっているといているといているといているといううううことで、ごことで、ごことで、ごことで、ご指指指指摘摘摘摘いただいているといただいているといただいているといただいていると思思思思いいいいます。ます。ます。ます。確確確確かに、そのよかに、そのよかに、そのよかに、そのよううううにににに見え見え見え見えてしまてしまてしまてしまうううう部分はあるか部分はあるか部分はあるか部分はあるかももももしれませんが、しれませんが、しれませんが、しれませんが、昨昨昨昨年の人事委員会年の人事委員会年の人事委員会年の人事委員会の報告をの報告をの報告をの報告を見見見見ていただくと、ていただくと、ていただくと、ていただくと、実実実実は、は、は、は、物物物物価価価価指数指数指数指数は０は０は０は０．．．．６６６６％下％下％下％下ががががっっっっていることを報告したていることを報告したていることを報告したていることを報告した上上上上ででででもももも、、、、職員給与を職員給与を職員給与を職員給与を引引引引きききき上げ上げ上げ上げるるるる勧勧勧勧告をさせていただいています。告をさせていただいています。告をさせていただいています。告をさせていただいています。要要要要は、は、は、は、基基基基本本本本的的的的にはにはにはには民民民民間間間間給与との給与との給与との給与との差差差差額である公額である公額である公額である公民較差民較差民較差民較差ををををベベベベースースースースにににに勧勧勧勧告しており、告しており、告しており、告しており、物物物物価価価価指数指数指数指数等はあくまで等はあくまで等はあくまで等はあくまでもももも参参参参考考考考にしているにすにしているにすにしているにすにしているにすぎぎぎぎないといないといないといないといううううことです。ことです。ことです。ことです。ただただただただ、、、、「「「「平成２９年職員の給与等に関する報告及び平成２９年職員の給与等に関する報告及び平成２９年職員の給与等に関する報告及び平成２９年職員の給与等に関する報告及び勧勧勧勧告告告告」」」」の報告本文の中で、４月一月の報告本文の中で、４月一月の報告本文の中で、４月一月の報告本文の中で、４月一月だけのだけのだけのだけの比比比比較較較較でででで書書書書いているのはいているのはいているのはいているのは誤誤誤誤解を解を解を解を招招招招くのではないかといくのではないかといくのではないかといくのではないかというううう点点点点については、については、については、については、実実実実は、このは、このは、このは、この冊冊冊冊子子子子のののの巻巻巻巻末末末末資料資料資料資料としては、４月だけではない１年分全てのとしては、４月だけではない１年分全てのとしては、４月だけではない１年分全てのとしては、４月だけではない１年分全ての物物物物価価価価指数指数指数指数をををを載載載載せているのですけれせているのですけれせているのですけれせているのですけれどもどもどもども、、、、先先先先日１２月７日の日１２月７日の日１２月７日の日１２月７日の代代代代表表表表質問質問質問質問の中での中での中での中でももももごごごご指指指指摘摘摘摘いただきました。川田委員からは、人事いただきました。川田委員からは、人事いただきました。川田委員からは、人事いただきました。川田委員からは、人事委員会の合議の場で委員会の合議の場で委員会の合議の場で委員会の合議の場で検討検討検討検討するよするよするよするよううううごごごご指指指指示示示示いただいていますが、このいただいていますが、このいただいていますが、このいただいていますが、この表記表記表記表記のののの仕仕仕仕方については、方については、方については、方については、他他他他都道府都道府都道府都道府県県県県やややや人事人事人事人事院院院院のののの勧勧勧勧告告告告もももも参参参参考考考考にしたいとにしたいとにしたいとにしたいと思思思思っっっっています。なています。なています。なています。なぜぜぜぜ４月で４月で４月で４月で書書書書いているのかにいているのかにいているのかにいているのかについては、ついては、ついては、ついては、基基基基本本本本的的的的には、公には、公には、公には、公民民民民比比比比較較較較において４月分の給与でにおいて４月分の給与でにおいて４月分の給与でにおいて４月分の給与で比比比比較較較較しているからですけれしているからですけれしているからですけれしているからですけれどもどもどもども、、、、勧勧勧勧告については、４月分の給与だけではなく、そこから１年告については、４月分の給与だけではなく、そこから１年告については、４月分の給与だけではなく、そこから１年告については、４月分の給与だけではなく、そこから１年間間間間を通した給与を対を通した給与を対を通した給与を対を通した給与を対象象象象としまとしまとしまとしま
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すので、４月だけをすので、４月だけをすので、４月だけをすので、４月だけを書書書書くのはおかしいといくのはおかしいといくのはおかしいといくのはおかしいといううううごごごご趣趣趣趣旨旨旨旨ととと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、その辺辺辺辺はははは検討検討検討検討したいしたいしたいしたいとととと考え考え考え考えています。ています。ています。ています。○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員 いいいいやややや、国の動、国の動、国の動、国の動向向向向もももも何何何何もももも、これは、これは、これは、これは誰誰誰誰がががが見見見見ててててももももおかしいおかしいおかしいおかしいもももものはおかしいので、奈のはおかしいので、奈のはおかしいので、奈のはおかしいので、奈良県人事委員会良県人事委員会良県人事委員会良県人事委員会独独独独自で、自で、自で、自で、みみみみずからのずからのずからのずからの責責責責任任任任ととととみみみみずからのずからのずからのずからの判断判断判断判断ででででやっやっやっやってください。てください。てください。てください。何何何何ででででももももよそよそよそよそががががやっやっやっやっているからているからているからているから私私私私たたたたちもちもちもちもいいのだといいいのだといいいのだといいいのだといううううのは、のは、のは、のは、隣隣隣隣の人がの人がの人がの人が赤赤赤赤信信信信号で号で号で号で渡渡渡渡っっっっていたらていたらていたらていたら渡渡渡渡っっっっていていていていいのかといいのかといいのかといいのかというううう話話話話ではないですか。そのよではないですか。そのよではないですか。そのよではないですか。そのよううううなななな話話話話をしているのではありません。分をしているのではありません。分をしているのではありません。分をしているのではありません。分析析析析では、では、では、では、絶絶絶絶対に１対に１対に１対に１点点点点だけをとるよだけをとるよだけをとるよだけをとるよううううなななな書書書書き方はしませんので、これはき方はしませんので、これはき方はしませんので、これはき方はしませんので、これは明明明明らかにおかしいです。らかにおかしいです。らかにおかしいです。らかにおかしいです。わわわわざざざざわわわわざざざざこのよこのよこのよこのよううううななななシミュレシミュレシミュレシミュレーーーーショショショションンンンをつくをつくをつくをつくっっっってきたのは、それがいかにおかしいかをてきたのは、それがいかにおかしいかをてきたのは、それがいかにおかしいかをてきたのは、それがいかにおかしいかを指指指指摘摘摘摘ししししたかたかたかたかっっっったのです。そのたのです。そのたのです。そのたのです。その辺辺辺辺ももももききききちちちちんとんとんとんと考考考考慮慮慮慮に入れてください。に入れてください。に入れてください。に入れてください。先先先先日の日の日の日の代代代代表表表表質問質問質問質問ででででもももも、、、、物物物物価価価価指指指指数数数数についてはについてはについてはについては間間間間違違違違いないとのごいないとのごいないとのごいないとのご答答答答弁でしたが、その弁でしたが、その弁でしたが、その弁でしたが、その辺辺辺辺はははは真摯真摯真摯真摯ににににやっやっやっやっ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いいいます。ます。ます。ます。話話話話はははは戻戻戻戻りますけれりますけれりますけれりますけれどもどもどもども、長、長、長、長 々々々々とととと言言言言っっっっててててもももも仕仕仕仕方がないですけれ方がないですけれ方がないですけれ方がないですけれどもどもどもども、県職員の給与は、県職員の給与は、県職員の給与は、県職員の給与は下下下下ががががっっっったたたたわわわわけではないのです。公けではないのです。公けではないのです。公けではないのです。公民民民民比比比比較較較較といいますが、といいますが、といいますが、といいますが、比比比比較較較較対対対対象象象象のののの民民民民間間間間側側側側の平の平の平の平均均均均給与の給与の給与の給与の構構構構造造造造ががががわわわわからないといからないといからないといからないといううううのが、のが、のが、のが、先先先先ほほほほどどどどのののの答答答答弁でした弁でした弁でした弁でしたねねねね。奈良県職員。奈良県職員。奈良県職員。奈良県職員側側側側のののの構構構構造造造造ははははわわわわかかかかっっっっているているているているわわわわけけけけで、で、で、で、わわわわからないからないからないからないもももものとのとのとのとわわわわかるかるかるかるもももものとをのとをのとをのとを比比比比較較較較すること自すること自すること自すること自体体体体が、おかしいのではないですか。が、おかしいのではないですか。が、おかしいのではないですか。が、おかしいのではないですか。構構構構造造造造のののの組み組み組み組み方によ方によ方によ方によっっっって、いて、いて、いて、いろろろろいいいいろろろろなななな概概概概念念念念が出てきますから。が出てきますから。が出てきますから。が出てきますから。民民民民間間間間のほのほのほのほううううがががが下下下下がりがりがりがり幅幅幅幅がががが少少少少ななななく、県職員のほく、県職員のほく、県職員のほく、県職員のほううううがががが多多多多くくくく下下下下ががががっっっっているなているなているなているなどどどどとととと言言言言いますが、県職員のほいますが、県職員のほいますが、県職員のほいますが、県職員のほううううは、給は、給は、給は、給料表料表料表料表がががが何何何何もももも変変変変わっわっわっわっておらず、ておらず、ておらず、ておらず、実実実実際際際際にににに個々個々個々個々の給与をの給与をの給与をの給与を見見見見ればればればれば下下下下ががががっっっっているているているているわわわわけではないのですから、けではないのですから、けではないのですから、けではないのですから、構構構構造造造造上上上上のののの違違違違いだけではないですか。いだけではないですか。いだけではないですか。いだけではないですか。何何何何もももも給給給給料や料や料や料や所所所所得得得得がががが減っ減っ減っ減ったといたといたといたというううう意味意味意味意味ではないでしではないでしではないでしではないでしょょょょうううう。そ。そ。そ。それをれをれをれをもっもっもっもって、なて、なて、なて、なぜぜぜぜ県職員の給与を県職員の給与を県職員の給与を県職員の給与を上げ上げ上げ上げなければならないのですか。なければならないのですか。なければならないのですか。なければならないのですか。これは財これは財これは財これは財政的政的政的政的なななな話話話話になりますが、税になりますが、税になりますが、税になりますが、税収も減っ収も減っ収も減っ収も減っているているているているわわわわけではないですか。これは知事部けではないですか。これは知事部けではないですか。これは知事部けではないですか。これは知事部局が決めることだと局が決めることだと局が決めることだと局が決めることだと思思思思いますし、いますし、いますし、いますし、先先先先ほほほほどどどどのののの答答答答弁の中で弁の中で弁の中で弁の中でもももも、人事委員会は、人事委員会は、人事委員会は、人事委員会は勧勧勧勧告するだけと告するだけと告するだけと告するだけと言言言言わわわわれましたけれれましたけれれましたけれれましたけれどもどもどもども、、、、勧勧勧勧告するだけだからいいとい告するだけだからいいとい告するだけだからいいとい告するだけだからいいといううううことではなくて、ことではなくて、ことではなくて、ことではなくて、勧勧勧勧告は告は告は告は最最最最大限大限大限大限尊尊尊尊重重重重しなければならないといしなければならないといしなければならないといしなければならないといううううのがあるでしのがあるでしのがあるでしのがあるでしょょょょうううう。それだけの。それだけの。それだけの。それだけの責責責責任任任任がががが重重重重いいいい勧勧勧勧告なのですから、告なのですから、告なのですから、告なのですから、ききききっちっちっちっちりりりりやっやっやっやってくださいよ。てくださいよ。てくださいよ。てくださいよ。このよこのよこのよこのよううううな機会でしか県な機会でしか県な機会でしか県な機会でしか県民民民民のののの皆皆皆皆さんのさんのさんのさんの代代代代弁はできないと弁はできないと弁はできないと弁はできないと思思思思いますけれいますけれいますけれいますけれどもどもどもども、、、、我々我々我々我々議員議員議員議員もももも頻繁頻繁頻繁頻繁にににに相談相談相談相談をををを聞聞聞聞きますけれきますけれきますけれきますけれどもどもどもども、今の、今の、今の、今の世世世世の中、の中、の中、の中、子ども子ども子ども子どもたたたたちちちちを育てているおを育てているおを育てているおを育てているお母母母母さんでさんでさんでさんでもももも、今、今、今、今度の度の度の度のククククリリリリススススママママスプスプスプスプレレレレゼゼゼゼントントントントをををを子ども子ども子ども子どもたたたたちちちちにににに買買買買ううううののののもももも悩悩悩悩んでいるなんでいるなんでいるなんでいるなどどどど、本当にたくさんあり、本当にたくさんあり、本当にたくさんあり、本当にたくさんあります。ます。ます。ます。もうもうもうもう少少少少しししし真剣真剣真剣真剣にににに考え考え考え考えてください。てください。てください。てください。極極極極端端端端ななななううううその例ですけれその例ですけれその例ですけれその例ですけれどもどもどもども、県で４０、県で４０、県で４０、県で４０歳以上歳以上歳以上歳以上はははは悪悪悪悪いけれいけれいけれいけれどもどもどもども定年退職させて、職員全部を定年退職させて、職員全部を定年退職させて、職員全部を定年退職させて、職員全部を若若若若手に手に手に手に切切切切りかりかりかりかええええて、て、て、て、構構構構造造造造を変を変を変を変ええええた場合、た場合、た場合、た場合、若若若若いいいい世世世世
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代代代代ばかりになりますから、平ばかりになりますから、平ばかりになりますから、平ばかりになりますから、平均均均均給与額は給与額は給与額は給与額は下下下下がることになりますが、それをがることになりますが、それをがることになりますが、それをがることになりますが、それをもっもっもっもって、県のて、県のて、県のて、県の側側側側はこれだけはこれだけはこれだけはこれだけ下下下下ががががっっっってててて民民民民間間間間の平の平の平の平均均均均額と額と額と額と差差差差が生が生が生が生じじじじたからといたからといたからといたからといっっっって、また県職員の給与をて、また県職員の給与をて、また県職員の給与をて、また県職員の給与をぼぼぼぼんとんとんとんと引引引引きききき上げ上げ上げ上げるといるといるといるというううう話話話話ですよですよですよですよねねねね。。。。○槌野人事委員会事務局長○槌野人事委員会事務局長○槌野人事委員会事務局長○槌野人事委員会事務局長 あくまであくまであくまであくまでもももも今の今の今の今の仮仮仮仮定の定の定の定の話話話話についてですが、についてですが、についてですが、についてですが、ももももし県の職員し県の職員し県の職員し県の職員構構構構造造造造が全員４０が全員４０が全員４０が全員４０歳以下歳以下歳以下歳以下になになになになっっっったとしたら、人事委員会がたとしたら、人事委員会がたとしたら、人事委員会がたとしたら、人事委員会が行うラス行うラス行うラス行うラスパイレパイレパイレパイレス比ス比ス比ス比較較較較では、では、では、では、民民民民間間間間企企企企業業業業側側側側についてについてについてについてもももも４０４０４０４０歳以下歳以下歳以下歳以下の人だけとでの人だけとでの人だけとでの人だけとで比比比比較較較較することになります。それだけは申しておきたすることになります。それだけは申しておきたすることになります。それだけは申しておきたすることになります。それだけは申しておきたいといといといと思思思思います。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 ラスラスラスラスパイレパイレパイレパイレス比ス比ス比ス比較較較較ははははわわわわかかかかっっっっています。年ています。年ています。年ています。年齢齢齢齢区区区区分を決めて、分を決めて、分を決めて、分を決めて、区区区区分ごとに分ごとに分ごとに分ごとに別別別別 々々々々でででで平平平平均値均値均値均値をををを比比比比較較較較していくしていくしていくしていくややややり方でしり方でしり方でしり方でしょょょょうううう。だけれ。だけれ。だけれ。だけれどどどど、それで４０、それで４０、それで４０、それで４０歳歳歳歳くらいくらいくらいくらい同士同士同士同士のののの比比比比較較較較をしたをしたをしたをした場合に、場合に、場合に、場合に、民民民民間間間間の４０の４０の４０の４０歳歳歳歳レベルレベルレベルレベルででででもももも企企企企業の業の業の業のややややり方によりかなりり方によりかなりり方によりかなりり方によりかなり違違違違うわうわうわうわけですが、けですが、けですが、けですが、高高高高齢齢齢齢層層層層の給の給の給の給与は与は与は与は抑抑抑抑ええええてててて子子子子育て育て育て育て世代世代世代世代にたくさんあにたくさんあにたくさんあにたくさんあげげげげるといるといるといるというううう企企企企業が業が業が業が主流主流主流主流であれば、今度はそであれば、今度はそであれば、今度はそであれば、今度はそちちちちらに合らに合らに合らに合わわわわせるといせるといせるといせるといううううことですか。ことですか。ことですか。ことですか。ラスラスラスラスパイレパイレパイレパイレススススをををを使使使使っっっって年て年て年て年齢齢齢齢区区区区分で分けていくのは、分で分けていくのは、分で分けていくのは、分で分けていくのは、構構構構わわわわないのではないですか。ないのではないですか。ないのではないですか。ないのではないですか。企企企企業に業に業に業によよよよっっっってててて構構構構造も造も造も造も違違違違ううううのですから、給与総額よりのですから、給与総額よりのですから、給与総額よりのですから、給与総額よりもももも、手、手、手、手取取取取りりりり収収収収入額で入額で入額で入額で比比比比較較較較してしてしてして上上上上ががががっっっったかたかたかたか下下下下ががががっっっったかを決めたらいいのではないですか。人たかを決めたらいいのではないですか。人たかを決めたらいいのではないですか。人たかを決めたらいいのではないですか。人数数数数割割割割で、一人で、一人で、一人で、一人頭頭頭頭の平の平の平の平均値均値均値均値をををを求求求求めたらいいめたらいいめたらいいめたらいいわわわわけけけけでしでしでしでしょょょょうううう。。。。私私私私もももも統統統統計学を計学を計学を計学をやっやっやっやっていますが、ていますが、ていますが、ていますが、数数数数字字字字ははははううううそをつきませんから、正そをつきませんから、正そをつきませんから、正そをつきませんから、正式式式式にきにきにきにきちちちちんとんとんとんと数数数数字字字字で解で解で解で解析析析析して、それでして、それでして、それでして、それで間間間間違違違違っっっっていたら、ていたら、ていたら、ていたら、ややややり方がり方がり方がり方が間間間間違違違違っっっっているといているといているといているといううううことですが、ことですが、ことですが、ことですが、多多多多分分分分これで解これで解これで解これで解析析析析できるとできるとできるとできると思思思思います。人事委員会のいます。人事委員会のいます。人事委員会のいます。人事委員会のややややり方は、り方は、り方は、り方は、トトトトリリリリックックックック過過過過ぎぎぎぎます。ます。ます。ます。どうどうどうどう考え考え考え考えててててもももも、、、、計算の計算の計算の計算の仕仕仕仕方が方が方が方が絶絶絶絶対におかしいですよ。対におかしいですよ。対におかしいですよ。対におかしいですよ。何何何何もももも、県職員の、県職員の、県職員の、県職員の皆皆皆皆さんの給さんの給さんの給さんの給料料料料をををを上げ上げ上げ上げることをることをることをることを反反反反対し対し対し対しているているているているわわわわけではないのです。正しいけではないのです。正しいけではないのです。正しいけではないのです。正しいややややり方でり方でり方でり方で上げ上げ上げ上げていただきたいといていただきたいといていただきたいといていただきたいというううう意味意味意味意味ですので、そですので、そですので、そですので、それは申しれは申しれは申しれは申し上げ上げ上げ上げたいとたいとたいとたいと思思思思います。います。います。います。それから、今それから、今それから、今それから、今回回回回の給与に関する一連の議案のの給与に関する一連の議案のの給与に関する一連の議案のの給与に関する一連の議案のうちうちうちうち、これは、これは、これは、これは乾乾乾乾人事課長に人事課長に人事課長に人事課長に聞聞聞聞かなければなかなければなかなければなかなければなりませんが、議第９８号りませんが、議第９８号りませんが、議第９８号りませんが、議第９８号「「「「奈良県職員に対する退職手当に関する条例等の一部を改正する奈良県職員に対する退職手当に関する条例等の一部を改正する奈良県職員に対する退職手当に関する条例等の一部を改正する奈良県職員に対する退職手当に関する条例等の一部を改正する条例条例条例条例」」」」で、退職金をで、退職金をで、退職金をで、退職金を下げ下げ下げ下げよよよよううううとしていることについてです。退職金としていることについてです。退職金としていることについてです。退職金としていることについてです。退職金制制制制度は度は度は度はももももととととももももと、と、と、と、戦戦戦戦後後後後日本国日本国日本国日本国憲憲憲憲法で法で法で法で労働労働労働労働基基基基本本本本権権権権としてとしてとしてとして団団団団体体体体交交交交渉権渉権渉権渉権が保が保が保が保障障障障されるよされるよされるよされるよううううになになになになっっっったといたといたといたといううううことで、ことで、ことで、ことで、初初初初めめめめてできたてできたてできたてできた制制制制度ですけれ度ですけれ度ですけれ度ですけれどもどもどもども、、、、過去過去過去過去からの例では、退職金はからの例では、退職金はからの例では、退職金はからの例では、退職金は労労労労使使使使交交交交渉渉渉渉において第において第において第において第二二二二の生活給の生活給の生活給の生活給としてとしてとしてとして位位位位置づ置づ置づ置づけられてきており、今けられてきており、今けられてきており、今けられてきており、今回下げ回下げ回下げ回下げる県職員のる県職員のる県職員のる県職員の皆皆皆皆さんの退職金さんの退職金さんの退職金さんの退職金もももも、第、第、第、第二二二二の生活給との生活給との生活給との生活給といいいいううううことになります。ことになります。ことになります。ことになります。今、今、今、今、働働働働き方改き方改き方改き方改革革革革ななななどどどどいいいいろろろろいいいいろろろろ課課課課題題題題がある中において、国のがある中において、国のがある中において、国のがある中において、国の施策施策施策施策として、いとして、いとして、いとして、いわゆわゆわゆわゆる定年る定年る定年る定年延延延延長長長長やややや女女女女性活性活性活性活躍躍躍躍のののの推推推推進な進な進な進などどどど、い、い、い、いろろろろいいいいろろろろなななな働働働働き方をき方をき方をき方をふふふふややややしてしてしてして労働労働労働労働力力力力ををををふふふふややややそそそそううううとしており、そとしており、そとしており、そとしており、そ
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れにれにれにれに準じ準じ準じ準じてててて民民民民間も間も間も間も大きく大きく大きく大きく影響影響影響影響を受けているとこを受けているとこを受けているとこを受けているところろろろです。ここで退職金をです。ここで退職金をです。ここで退職金をです。ここで退職金を減減減減らすといらすといらすといらすといううううことことことことは、は、は、は、将将将将来来来来働働働働く期く期く期く期間間間間が長くなるため、いが長くなるため、いが長くなるため、いが長くなるため、いわゆわゆわゆわゆるこの第るこの第るこの第るこの第二二二二の生活給をの生活給をの生活給をの生活給を若干若干若干若干減減減減らさせてほしいとらさせてほしいとらさせてほしいとらさせてほしいといいいいうううう意味意味意味意味合いが大きいですけれ合いが大きいですけれ合いが大きいですけれ合いが大きいですけれどもどもどもども、それから、それから、それから、それから言え言え言え言えば、ば、ば、ば、再任再任再任再任用職員の給用職員の給用職員の給用職員の給料表も料表も料表も料表も人事委員会人事委員会人事委員会人事委員会勧勧勧勧告に告に告に告に含含含含まれていますけれまれていますけれまれていますけれまれていますけれどもどもどもども、、、、非常非常非常非常に安いではないですか。退職金をに安いではないですか。退職金をに安いではないですか。退職金をに安いではないですか。退職金を減減減減らしていくのでらしていくのでらしていくのでらしていくのであれば、このあれば、このあれば、このあれば、この辺辺辺辺ももももききききちちちちんとんとんとんと整整整整理していく理していく理していく理していく必要必要必要必要があるのではないですか。日本があるのではないですか。日本があるのではないですか。日本があるのではないですか。日本維維維維新新新新の会の議の会の議の会の議の会の議員がいつ員がいつ員がいつ員がいつももももとととと逆逆逆逆のことをのことをのことをのことを言言言言っっっっているとているとているとていると思思思思わわわわれるかれるかれるかれるかももももしれませんけれしれませんけれしれませんけれしれませんけれどもどもどもども、、、、私私私私はははは労働労働労働労働法法法法ももももずずずずっっっっとととと勉勉勉勉強強強強してきたので、これはしてきたので、これはしてきたので、これはしてきたので、これは持論持論持論持論ですけれですけれですけれですけれどもどもどもども、、、、ややややはり退職年はり退職年はり退職年はり退職年齢齢齢齢を後を後を後を後ろ倒ろ倒ろ倒ろ倒しするに当たしするに当たしするに当たしするに当たっっっって退職金をて退職金をて退職金をて退職金を減減減減らすといらすといらすといらすといううううことであれば、その場合の給与水ことであれば、その場合の給与水ことであれば、その場合の給与水ことであれば、その場合の給与水準準準準のののの整整整整備備備備ももももセセセセットットットットででででやっやっやっやっていていていていくくくく必要必要必要必要があるのではないですか。そのがあるのではないですか。そのがあるのではないですか。そのがあるのではないですか。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。○乾人事課長○乾人事課長○乾人事課長○乾人事課長 今今今今回上回上回上回上程程程程している、退職手当のしている、退職手当のしている、退職手当のしている、退職手当の引下げ引下げ引下げ引下げの議案に関連するごの議案に関連するごの議案に関連するごの議案に関連するご質問質問質問質問だとだとだとだと思思思思いまいまいまいます。今す。今す。今す。今回回回回の退職手当のの退職手当のの退職手当のの退職手当の引下げ引下げ引下げ引下げについては、国の人事については、国の人事については、国の人事については、国の人事院院院院が、これが、これが、これが、これも先も先も先も先ほほほほどどどどからご議からご議からご議からご議論論論論がありがありがありがありますけれますけれますけれますけれどもどもどもども、、、、官官官官民民民民比比比比較較較較を解を解を解を解消消消消するためといするためといするためといするためといううううことで一定の方ことで一定の方ことで一定の方ことで一定の方針針針針をををを打打打打ちちちち出され、県は出され、県は出され、県は出され、県は従従従従前前前前から国にから国にから国にから国に準じ準じ準じ準じた形をとた形をとた形をとた形をとっっっっているため、このたびているため、このたびているため、このたびているため、このたび上上上上程程程程をさせていただきました。をさせていただきました。をさせていただきました。をさせていただきました。今のご今のご今のご今のご指指指指摘摘摘摘は、退職手当には生活給は、退職手当には生活給は、退職手当には生活給は、退職手当には生活給的的的的なななな意味意味意味意味合いがあるため、合いがあるため、合いがあるため、合いがあるため、引下げ引下げ引下げ引下げは長く公務員としは長く公務員としは長く公務員としは長く公務員としてててて任任任任用することと用することと用することと用することとセセセセットットットットではないかといではないかといではないかといではないかといううううごごごご趣趣趣趣旨旨旨旨かとかとかとかと思思思思いますが、今後、定年いますが、今後、定年いますが、今後、定年いますが、今後、定年延延延延長の議長の議長の議長の議論論論論が本が本が本が本格格格格化してきますので、その中であ化してきますので、その中であ化してきますので、その中であ化してきますので、その中であわわわわせて、せて、せて、せて、再任再任再任再任用用用用制制制制度について度について度について度についてもももも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考え考え考え考えているとこているとこているとこているところろろろです。です。です。です。○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員 言言言言い方がい方がい方がい方が悪悪悪悪かかかかっっっったかたかたかたかももももしれませんが、定年しれませんが、定年しれませんが、定年しれませんが、定年延延延延長は、国の法長は、国の法長は、国の法長は、国の法律律律律の関係の関係の関係の関係ももももあるのあるのあるのあるので、ここでで、ここでで、ここでで、ここで幾幾幾幾ら議ら議ら議ら議論論論論していてしていてしていてしていてもももも進進進進みみみみませんが、ませんが、ませんが、ませんが、再任再任再任再任用用用用制制制制度は県の度は県の度は県の度は県の権権権権限に限に限に限に属属属属することですかすることですかすることですかすることですから、県でら、県でら、県でら、県で施策施策施策施策を進めよを進めよを進めよを進めよううううとととと思え思え思え思えば進められるば進められるば進められるば進められる話話話話ではないですか。定年ではないですか。定年ではないですか。定年ではないですか。定年延延延延長な長な長な長などどどど、、、、話話話話は出ては出ては出ては出ていますけれいますけれいますけれいますけれどもどもどもども、まだ、まだ、まだ、まだ何何何何年年年年先先先先にににに実現実現実現実現するのかするのかするのかするのか明明明明確確確確にはにはにはにはわわわわからないでしからないでしからないでしからないでしょょょょうううう。ですから、。ですから、。ですから、。ですから、私私私私は今、定年は今、定年は今、定年は今、定年延延延延長を長を長を長を想想想想定して定して定して定して話話話話をしているをしているをしているをしているわわわわけではありません。それにしてけではありません。それにしてけではありません。それにしてけではありません。それにしてもももも、、、、再任再任再任再任用職員用職員用職員用職員については、あまりにについては、あまりにについては、あまりにについては、あまりにもももも待待待待遇遇遇遇がががが悪悪悪悪過過過過ぎぎぎぎるのではないですか。るのではないですか。るのではないですか。るのではないですか。昔昔昔昔であれば、５５であれば、５５であれば、５５であれば、５５歳歳歳歳くらいくらいくらいくらいやややや５０５０５０５０歳歳歳歳ででででもももも定年とい定年とい定年とい定年といううううことことことことももももありましたけれありましたけれありましたけれありましたけれどもどもどもども、今、今、今、今やややや６５６５６５６５歳歳歳歳ででででもももも若若若若い方、い方、い方、い方、元元元元気気気気な方な方な方な方もももも多多多多いですよ。かなりのいですよ。かなりのいですよ。かなりのいですよ。かなりの労働労働労働労働力力力力ですから、正ですから、正ですから、正ですから、正確確確確なななな労働労働労働労働力力力力評価評価評価評価をしていくをしていくをしていくをしていくべべべべきではないかときではないかときではないかときではないかと思思思思いいいいます。ます。ます。ます。既既既既に退職金に退職金に退職金に退職金ももももももももららららっっっっていてていてていてていて高高高高齢齢齢齢だから、給与水だから、給与水だから、給与水だから、給与水準準準準はははは低低低低くてくてくてくてももももいいといいいといいいといいいといううううのは、のは、のは、のは、整整整整理理理理のののの仕仕仕仕方が方が方が方が違違違違ううううのではないかとのではないかとのではないかとのではないかと思思思思っっっっていますので、日本ていますので、日本ていますので、日本ていますので、日本維維維維新新新新の会は、退職手当をの会は、退職手当をの会は、退職手当をの会は、退職手当を下げ下げ下げ下げることることることることに関してはに関してはに関してはに関しては反反反反対ではありませんが、対ではありませんが、対ではありませんが、対ではありませんが、再任再任再任再任用職員の給与水用職員の給与水用職員の給与水用職員の給与水準準準準についてについてについてについてもももも、、、、ぜぜぜぜひひひひととととももももセセセセットットットットでででで早早早早急急急急に協議いただいて、あくまでに協議いただいて、あくまでに協議いただいて、あくまでに協議いただいて、あくまでもももも賃賃賃賃金と金と金と金と労働労働労働労働は対は対は対は対価価価価交交交交換換換換の関係にありますから、の関係にありますから、の関係にありますから、の関係にありますから、再任再任再任再任用用用用職員の職員の職員の職員の労働労働労働労働のあり方をのあり方をのあり方をのあり方をどどどどのよのよのよのよううううにににに捉捉捉捉ええええるかといるかといるかといるかというううう点点点点からからからからもももも、議、議、議、議論論論論ををををテテテテーーーーブブブブルルルルにににに上げ上げ上げ上げていたていたていたていた
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だき、だき、だき、だき、真剣真剣真剣真剣に協議いただくに協議いただくに協議いただくに協議いただくべべべべきだときだときだときだと思思思思います。います。います。います。働働働働き方改き方改き方改き方改革革革革ををををやっやっやっやっているているているているわわわわけですから、年けですから、年けですから、年けですから、年齢齢齢齢によによによによっっっってててて差差差差別別別別されるといされるといされるといされるといううううことは、ことは、ことは、ことは、ややややはりはりはりはり絶絶絶絶対にあ対にあ対にあ対にあっっっってはならないとてはならないとてはならないとてはならないと思思思思っっっっていますので、ていますので、ていますので、ていますので、辻本総務部長、その辻本総務部長、その辻本総務部長、その辻本総務部長、その点点点点はいかがですか。はいかがですか。はいかがですか。はいかがですか。○辻本総務部長○辻本総務部長○辻本総務部長○辻本総務部長 確確確確かに、かに、かに、かに、労働労働労働労働の対の対の対の対価価価価といといといというううう意味意味意味意味で、で、で、で、再任再任再任再任用職員の用職員の用職員の用職員の待待待待遇遇遇遇もももも一つの大きな課一つの大きな課一つの大きな課一つの大きな課題題題題かとかとかとかと考え考え考え考えています。今後、特に年金の支給期ています。今後、特に年金の支給期ています。今後、特に年金の支給期ています。今後、特に年金の支給期間間間間とのとのとのとの兼兼兼兼ねねねね合い合い合い合いももももありますので、それらさありますので、それらさありますので、それらさありますので、それらさままままざざざざまなまなまなまな諸諸諸諸問問問問題題題題とあとあとあとあわわわわせて、せて、せて、せて、検討検討検討検討もももも進めていきたいと進めていきたいと進めていきたいと進めていきたいと考え考え考え考えています。ています。ています。ています。○野村税務課長○野村税務課長○野村税務課長○野村税務課長 先先先先ほほほほどどどど答答答答弁を保弁を保弁を保弁を保留留留留させていただていた、議第７５号させていただていた、議第７５号させていただていた、議第７５号させていただていた、議第７５号「「「「産業集積の形成及産業集積の形成及産業集積の形成及産業集積の形成及び活性化のための県税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例び活性化のための県税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例び活性化のための県税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例び活性化のための県税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例」」」」についてのについてのについてのについての続続続続きできできできです。す。す。す。具体的具体的具体的具体的な事例をごな事例をごな事例をごな事例をご説明説明説明説明すすすすべべべべきとこきとこきとこきところろろろを、を、を、を、先先先先ほほほほどどどどはそれができず、はそれができず、はそれができず、はそれができず、誠誠誠誠に申しに申しに申しに申しわわわわけありまけありまけありまけありませんでした。せんでした。せんでした。せんでした。まず、こまず、こまず、こまず、こちちちちらの法らの法らの法らの法制制制制度の度の度の度の要要要要点点点点ですけれですけれですけれですけれどもどもどもども、ことしの７月３１日に、ことしの７月３１日に、ことしの７月３１日に、ことしの７月３１日に新新新新しい改正法がしい改正法がしい改正法がしい改正法が施行施行施行施行されて、その後、奈良県されて、その後、奈良県されて、その後、奈良県されて、その後、奈良県未来投資促未来投資促未来投資促未来投資促進進進進基基基基本計本計本計本計画画画画について、９月２９日に国のについて、９月２９日に国のについて、９月２９日に国のについて、９月２９日に国の同同同同意意意意をいただをいただをいただをいただいています。いています。いています。いています。各各各各企企企企業の業の業の業の不不不不動産動産動産動産取得取得取得取得税を課税免除するには、税を課税免除するには、税を課税免除するには、税を課税免除するには、前提前提前提前提として、この県のとして、この県のとして、この県のとして、この県の基基基基本計本計本計本計画画画画にににに基づ基づ基づ基づいて、いて、いて、いて、各各各各企企企企業の地域業の地域業の地域業の地域経済牽引経済牽引経済牽引経済牽引計計計計画画画画を県が承を県が承を県が承を県が承認認認認することがすることがすることがすることが必要必要必要必要です。この承です。この承です。この承です。この承認認認認があれがあれがあれがあれば、課税免除した場合、国より交付税としてば、課税免除した場合、国より交付税としてば、課税免除した場合、国より交付税としてば、課税免除した場合、国より交付税として減収減収減収減収補補補補填填填填が受けられますが、が受けられますが、が受けられますが、が受けられますが、逆逆逆逆にににに言え言え言え言えば、こば、こば、こば、この承の承の承の承認認認認がなければ、課税免除してがなければ、課税免除してがなければ、課税免除してがなければ、課税免除しても減収も減収も減収も減収補補補補填填填填を受けられず、県のを受けられず、県のを受けられず、県のを受けられず、県の持持持持ちちちち出しとなるとい出しとなるとい出しとなるとい出しとなるといううううこここことです。とです。とです。とです。次次次次に、今に、今に、今に、今回回回回、、、、遡遡遡遡及が及が及が及が必要必要必要必要な理な理な理な理由由由由となるとなるとなるとなる具体的具体的具体的具体的な事例ですけれな事例ですけれな事例ですけれな事例ですけれどもどもどもども、地域、地域、地域、地域経済牽引経済牽引経済牽引経済牽引計計計計画画画画のののの承承承承認認認認は、あくまでは、あくまでは、あくまでは、あくまでもももも事業の事業の事業の事業の着着着着手手手手前前前前しか受けることができませんので、しか受けることができませんので、しか受けることができませんので、しか受けることができませんので、可能可能可能可能性として、き性として、き性として、き性として、きょょょょううううあすにあすにあすにあすにももももあるかあるかあるかあるかもわもわもわもわかりませんけれかりませんけれかりませんけれかりませんけれどもどもどもども、今、今、今、今回回回回の条例のの条例のの条例のの条例の可可可可決までに決までに決までに決までに既既既既存存存存建物建物建物建物をををを即即即即時取得時取得時取得時取得するよするよするよするよううううな場合な場合な場合な場合やややや、、、、着工着工着工着工する場合する場合する場合する場合ももももあるといあるといあるといあるといううううことです。こことです。こことです。こことです。こううううしたしたしたした遡遡遡遡及が及が及が及が必要必要必要必要となるとなるとなるとなる具体具体具体具体的的的的な事例について、税務課ではな事例について、税務課ではな事例について、税務課ではな事例について、税務課では把握把握把握把握していませんでしたが、していませんでしたが、していませんでしたが、していませんでしたが、実実実実は１件ありました。地域は１件ありました。地域は１件ありました。地域は１件ありました。地域経経経経済牽引済牽引済牽引済牽引計計計計画画画画を１０月１５日に県で承を１０月１５日に県で承を１０月１５日に県で承を１０月１５日に県で承認認認認し、１２月１日にし、１２月１日にし、１２月１日にし、１２月１日に着工着工着工着工しているといしているといしているといしているというううう案件が１件で案件が１件で案件が１件で案件が１件です。す。す。す。以上以上以上以上です。です。です。です。○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員 その理その理その理その理由由由由であれば、であれば、であれば、であれば、遡遡遡遡及するの及するの及するの及するのもわもわもわもわかります。そのかります。そのかります。そのかります。その点点点点を知りたかを知りたかを知りたかを知りたかっっっったといたといたといたといううううことですので、ことですので、ことですので、ことですので、もうもうもうもうよよよよろろろろしいです。しいです。しいです。しいです。○山本委員長○山本委員長○山本委員長○山本委員長 ほかにごほかにごほかにごほかにご意見意見意見意見のある方、なければ、理事者に対する付のある方、なければ、理事者に対する付のある方、なければ、理事者に対する付のある方、なければ、理事者に対する付託託託託議案の議案の議案の議案の質疑質疑質疑質疑をををを終終終終わわわわります。ります。ります。ります。それでは、付それでは、付それでは、付それでは、付託託託託議案について議案について議案について議案について各各各各委員の委員の委員の委員の意見意見意見意見をををを求求求求めます。発めます。発めます。発めます。発言言言言をお願いいたします。をお願いいたします。をお願いいたします。をお願いいたします。○荻田委員○荻田委員○荻田委員○荻田委員 自自自自民民民民党党党党奈良として、当委員会に付奈良として、当委員会に付奈良として、当委員会に付奈良として、当委員会に付託託託託された議案についてされた議案についてされた議案についてされた議案について賛賛賛賛成する成する成する成するもももものです。のです。のです。のです。
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そして、今そして、今そして、今そして、今回回回回、、、、台風台風台風台風２１号による２１号による２１号による２１号による被被被被害からの害からの害からの害からの復旧復旧復旧復旧、、、、復復復復興に全興に全興に全興に全力力力力をををを挙挙挙挙げげげげていこていこていこていこううううと、と、と、と、迅速迅速迅速迅速な対な対な対な対応応応応をををを迫迫迫迫られているとこられているとこられているとこられているところろろろですから、予算ですから、予算ですから、予算ですから、予算可可可可決成立後は、決成立後は、決成立後は、決成立後は、どうぞどうぞどうぞどうぞししししっっっっかりかりかりかり復旧復旧復旧復旧、、、、復復復復興興興興へへへへの対の対の対の対応応応応ををををスムースムースムースムーズズズズににににやっやっやっやっていただくよていただくよていただくよていただくよう要う要う要う要望望望望して、して、して、して、賛賛賛賛成とします。成とします。成とします。成とします。以上以上以上以上です。です。です。です。○亀田委員○亀田委員○亀田委員○亀田委員 自自自自由民主由民主由民主由民主党党党党としては、付としては、付としては、付としては、付託託託託された議案は全てされた議案は全てされた議案は全てされた議案は全て賛賛賛賛成とさせていただきます。荻成とさせていただきます。荻成とさせていただきます。荻成とさせていただきます。荻田委員と田委員と田委員と田委員と同じ同じ同じ同じよよよよううううに、に、に、に、災災災災害害害害復旧復旧復旧復旧対対対対応応応応は特にお願いをしたいとは特にお願いをしたいとは特にお願いをしたいとは特にお願いをしたいと思思思思います。います。います。います。以上以上以上以上です。です。です。です。○松本委員○松本委員○松本委員○松本委員 自自自自民民民民党絆党絆党絆党絆においては、当委員会においては、当委員会においては、当委員会においては、当委員会へへへへの付の付の付の付託託託託議案に対して議案に対して議案に対して議案に対して賛賛賛賛成します。成します。成します。成します。○森山委員○森山委員○森山委員○森山委員 民民民民進進進進党党党党としてとしてとしてとしてもももも、付、付、付、付託託託託された議案にされた議案にされた議案にされた議案に賛賛賛賛成いたします。成いたします。成いたします。成いたします。○大国委員○大国委員○大国委員○大国委員 公公公公明明明明党党党党ですけれですけれですけれですけれどもどもどもども、議第９６号、議第９６号、議第９６号、議第９６号「「「「奈良県議会議員の議員報酬額、費用弁償奈良県議会議員の議員報酬額、費用弁償奈良県議会議員の議員報酬額、費用弁償奈良県議会議員の議員報酬額、費用弁償額及び期末手当の額並びにその支給条例等の一部を改正する条例額及び期末手当の額並びにその支給条例等の一部を改正する条例額及び期末手当の額並びにその支給条例等の一部を改正する条例額及び期末手当の額並びにその支給条例等の一部を改正する条例」」」」については、については、については、については、現現現現在在在在、、、、雇雇雇雇用用用用環境環境環境環境は改は改は改は改善善善善され、またされ、またされ、またされ、また企企企企業業業業収収収収益益益益もももも過去過去過去過去最高最高最高最高水水水水準準準準となとなとなとなっっっっているとはいているとはいているとはいているとはいええええ、まだ、まだ、まだ、まだ経済政策経済政策経済政策経済政策のののの道道道道半半半半ばで、中ばで、中ばで、中ばで、中小小小小企企企企業業業業や家や家や家や家計計計計へへへへのののの実実実実感感感感がががが弱弱弱弱いといといといと認認認認識識識識しているとこしているとこしているとこしているところろろろで、そのよで、そのよで、そのよで、そのよううううな中、今な中、今な中、今な中、今回回回回議員の期末手当を議員の期末手当を議員の期末手当を議員の期末手当を引引引引きききき上げ上げ上げ上げることは、県ることは、県ることは、県ることは、県民民民民の理解をの理解をの理解をの理解を得得得得られないとられないとられないとられないと判断判断判断判断し、し、し、し、反反反反対します。対します。対します。対します。そのほかの議案については、全てそのほかの議案については、全てそのほかの議案については、全てそのほかの議案については、全て必要必要必要必要ななななもももものだとのだとのだとのだと思思思思いますので、いますので、いますので、いますので、賛賛賛賛成します。成します。成します。成します。○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員 日本日本日本日本維維維維新新新新の会としては、議第９５号の会としては、議第９５号の会としては、議第９５号の会としては、議第９５号「「「「平成２９年度奈良県一般会計補正予算平成２９年度奈良県一般会計補正予算平成２９年度奈良県一般会計補正予算平成２９年度奈良県一般会計補正予算（第４号（第４号（第４号（第４号））））」」」」について、警察について、警察について、警察について、警察やややや学学学学校校校校のののの先先先先生な生な生な生などどどどについては、給与のについては、給与のについては、給与のについては、給与の引上げも引上げも引上げも引上げも全全全全然問然問然問然問題題題題ないないないないとととと思思思思っっっっている部分ている部分ている部分ている部分ももももありますが、一般事務職のありますが、一般事務職のありますが、一般事務職のありますが、一般事務職の引上げ引上げ引上げ引上げは、は、は、は、ややややはりはりはりはり民民民民間間間間とのとのとのとの較差較差較差較差のののの点点点点からはからはからはからはかなりかなりかなりかなり難難難難しいとしいとしいとしい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、その意味意味意味意味で、この議案にはで、この議案にはで、この議案にはで、この議案には反反反反対します。議第９７号対します。議第９７号対します。議第９７号対します。議第９７号「「「「一般一般一般一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例」」」」についてについてについてについてもももも、、、、同様同様同様同様ににににもももも反反反反対します。対します。対します。対します。また、議第９６号また、議第９６号また、議第９６号また、議第９６号「「「「奈良県議会議員の議員報酬額、費用弁償額及び期末手当額の額並び奈良県議会議員の議員報酬額、費用弁償額及び期末手当額の額並び奈良県議会議員の議員報酬額、費用弁償額及び期末手当額の額並び奈良県議会議員の議員報酬額、費用弁償額及び期末手当額の額並びにその支給条例等の一部を改正する条例にその支給条例等の一部を改正する条例にその支給条例等の一部を改正する条例にその支給条例等の一部を改正する条例」」」」についてについてについてについてもももも、県、県、県、県民民民民をををを代代代代表表表表して議会でこのよして議会でこのよして議会でこのよして議会でこのよううううにににに質疑質疑質疑質疑をさせていただいている立場からすれば、今をさせていただいている立場からすれば、今をさせていただいている立場からすれば、今をさせていただいている立場からすれば、今もももも言言言言っっっったとおり、たとおり、たとおり、たとおり、民民民民間間間間の給の給の給の給料料料料がががが下下下下ががががっっっってててていて、所いて、所いて、所いて、所得得得得税税税税も下も下も下も下ががががっっっっているているているている状況状況状況状況であるにであるにであるにであるにももももかかかかかかかかわわわわらず、らず、らず、らず、我々我々我々我々議員の分を議員の分を議員の分を議員の分を引引引引きききき上げ上げ上げ上げるといるといるといるといううううことはことはことはことは絶絶絶絶対にできませんので、これは対にできませんので、これは対にできませんので、これは対にできませんので、これは反反反反対します。対します。対します。対します。以上以上以上以上です。です。です。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 日本日本日本日本共共共共産産産産党党党党のののの意見意見意見意見をををを述べ述べ述べ述べます。ます。ます。ます。議第９５号議第９５号議第９５号議第９５号「「「「平成２９年度奈良県一般会計補正予算（第４号平成２９年度奈良県一般会計補正予算（第４号平成２９年度奈良県一般会計補正予算（第４号平成２９年度奈良県一般会計補正予算（第４号））））」」」」について、一般の県職について、一般の県職について、一般の県職について、一般の県職員の員の員の員の皆皆皆皆さんの給与のさんの給与のさんの給与のさんの給与の引上げ引上げ引上げ引上げについては、日本については、日本については、日本については、日本共共共共産産産産党党党党はははは賛賛賛賛成です。これは、全ての成です。これは、全ての成です。これは、全ての成です。これは、全ての労働労働労働労働者の者の者の者の賃賃賃賃金金金金引上げ引上げ引上げ引上げなしになしになしになしに景気景気景気景気回復回復回復回復はできないといはできないといはできないといはできないといううううことことことことももももありますし、今の公務員のありますし、今の公務員のありますし、今の公務員のありますし、今の公務員の実実実実態態態態は大変は大変は大変は大変厳厳厳厳しいしいしいしい状況状況状況状況があるとがあるとがあるとがあると思思思思っっっっていますので、このていますので、このていますので、このていますので、この点点点点はははは賛賛賛賛成ですけれ成ですけれ成ですけれ成ですけれどもどもどもども、この議案の中には、、この議案の中には、、この議案の中には、、この議案の中には、同時同時同時同時に、県議会議員の期末手当のに、県議会議員の期末手当のに、県議会議員の期末手当のに、県議会議員の期末手当の引上げ引上げ引上げ引上げ改定に関する予算改定に関する予算改定に関する予算改定に関する予算措置も措置も措置も措置も含含含含まれていますので、そまれていますので、そまれていますので、そまれていますので、そのののの点点点点からからからから反反反反対します。対します。対します。対します。
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次次次次の議第９６号の議第９６号の議第９６号の議第９６号「「「「奈良県議会議員の議員報酬額、費用弁償額及び期末手当額の額並びに奈良県議会議員の議員報酬額、費用弁償額及び期末手当額の額並びに奈良県議会議員の議員報酬額、費用弁償額及び期末手当額の額並びに奈良県議会議員の議員報酬額、費用弁償額及び期末手当額の額並びにその支給条例等の一部を改正する条例その支給条例等の一部を改正する条例その支給条例等の一部を改正する条例その支給条例等の一部を改正する条例」」」」ですが、これは県議会議員の期末手当のですが、これは県議会議員の期末手当のですが、これは県議会議員の期末手当のですが、これは県議会議員の期末手当の引上げ引上げ引上げ引上げでででであり、県あり、県あり、県あり、県民民民民からの理解をからの理解をからの理解をからの理解を得得得得られないといられないといられないといられないといううううことでことでことでことで反反反反対します。対します。対します。対します。それから、議第９８号それから、議第９８号それから、議第９８号それから、議第９８号「「「「奈良県職員に対する退職手当に関する条例等の一部を改正する奈良県職員に対する退職手当に関する条例等の一部を改正する奈良県職員に対する退職手当に関する条例等の一部を改正する奈良県職員に対する退職手当に関する条例等の一部を改正する条例条例条例条例」」」」ですが、これが退職手当のですが、これが退職手当のですが、これが退職手当のですが、これが退職手当の引下げ引下げ引下げ引下げといといといといううううことで、ことで、ことで、ことで、先先先先ほほほほどもどもどもども議議議議論論論論がありましたけれがありましたけれがありましたけれがありましたけれどどどどもももも、職員の退職手当は後、職員の退職手当は後、職員の退職手当は後、職員の退職手当は後払払払払いのいのいのいの賃賃賃賃金、金、金、金、労働労働労働労働条件の一部であるとい条件の一部であるとい条件の一部であるとい条件の一部であるというううう側側側側面面面面からしてからしてからしてからしてもももも、、、、将将将将来来来来の生活の生活の生活の生活設設設設計に大きく計に大きく計に大きく計に大きく影響影響影響影響するといするといするといするといううううことがありますし、また、ことがありますし、また、ことがありますし、また、ことがありますし、また、ももももととなととなととなととなっっっった人事た人事た人事た人事院院院院がががが行っ行っ行っ行ったたたた官官官官民民民民のののの比比比比較較較較調調調調査査査査もももも、、、、雇雇雇雇用保用保用保用保険険険険がががが適適適適用されないな用されないな用されないな用されないなどどどどの公務員の特性をの公務員の特性をの公務員の特性をの公務員の特性を踏踏踏踏ままままええええた正しいた正しいた正しいた正しい比比比比較較較較がされていないといがされていないといがされていないといがされていないというううう点点点点ももももあるよあるよあるよあるよううううにににに思思思思っっっっていますので、これていますので、これていますので、これていますので、これもももも反反反反対します。対します。対します。対します。○山本委員長○山本委員長○山本委員長○山本委員長 それでは、ただいまより付それでは、ただいまより付それでは、ただいまより付それでは、ただいまより付託託託託を受けましたを受けましたを受けましたを受けました各各各各議案について議案について議案について議案について採採採採決を決を決を決を行行行行いますいますいますいますが、が、が、が、反反反反対対対対意見意見意見意見ももももあるよあるよあるよあるよううううですので、議案ごとにですので、議案ごとにですので、議案ごとにですので、議案ごとに採採採採決をと決をと決をと決をとっっっっていきます。ていきます。ていきます。ていきます。まず、議第９５号中まず、議第９５号中まず、議第９５号中まず、議第９５号中・・・・当委員会所管分については、委員より当委員会所管分については、委員より当委員会所管分については、委員より当委員会所管分については、委員より反反反反対の対の対の対の意見意見意見意見がありましたのがありましたのがありましたのがありましたので、で、で、で、起起起起立により立により立により立により採採採採決をいたします。決をいたします。決をいたします。決をいたします。議第９５号中議第９５号中議第９５号中議第９５号中・・・・当委員会所管分について、当委員会所管分について、当委員会所管分について、当委員会所管分について、原原原原案案案案どどどどおりおりおりおり可可可可決することに決することに決することに決することに賛賛賛賛成の方の成の方の成の方の成の方の起起起起立を立を立を立を求求求求めます。めます。めます。めます。（（（（賛賛賛賛成者成者成者成者起起起起立）立）立）立）ごごごご着着着着席願います。席願います。席願います。席願います。起起起起立立立立多多多多数数数数であります。であります。であります。であります。よよよよっっっって、議第９５号中て、議第９５号中て、議第９５号中て、議第９５号中・・・・当委員会所管分は、当委員会所管分は、当委員会所管分は、当委員会所管分は、原原原原案案案案どどどどおりおりおりおり可可可可決することに決しました。決することに決しました。決することに決しました。決することに決しました。次次次次に、議第９６号については、委員よりに、議第９６号については、委員よりに、議第９６号については、委員よりに、議第９６号については、委員より反反反反対の対の対の対の意見意見意見意見がありましたので、がありましたので、がありましたので、がありましたので、起起起起立により立により立により立により採採採採決決決決をいたします。をいたします。をいたします。をいたします。議第９６号について、議第９６号について、議第９６号について、議第９６号について、原原原原案案案案どどどどおりおりおりおり可可可可決することに決することに決することに決することに賛賛賛賛成の方の成の方の成の方の成の方の起起起起立を立を立を立を求求求求めます。めます。めます。めます。（（（（賛賛賛賛成者成者成者成者起起起起立）立）立）立）起起起起立立立立多多多多数数数数であります。であります。であります。であります。ごごごご着着着着席願います。席願います。席願います。席願います。よよよよっっっって、議第９６号は、て、議第９６号は、て、議第９６号は、て、議第９６号は、原原原原案案案案どどどどおりおりおりおり可可可可決することに決しました。決することに決しました。決することに決しました。決することに決しました。次次次次に、議第９７号についてに、議第９７号についてに、議第９７号についてに、議第９７号についてもももも、委員より、委員より、委員より、委員より反反反反対の対の対の対の意見意見意見意見がありましたので、がありましたので、がありましたので、がありましたので、起起起起立により立により立により立により採採採採決決決決いたします。いたします。いたします。いたします。議第９７号について、議第９７号について、議第９７号について、議第９７号について、原原原原案案案案どどどどおりおりおりおり可可可可決することに決することに決することに決することに賛賛賛賛成の方の成の方の成の方の成の方の起起起起立を立を立を立を求求求求めます。めます。めます。めます。（（（（賛賛賛賛成者成者成者成者起起起起立）立）立）立）
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ごごごご着着着着席願います。席願います。席願います。席願います。起起起起立立立立多多多多数数数数であります。であります。であります。であります。よよよよっっっって、議第９７号は、て、議第９７号は、て、議第９７号は、て、議第９７号は、原原原原案案案案どどどどおりおりおりおり可可可可決することに決しました。決することに決しました。決することに決しました。決することに決しました。次次次次に、議第９８号については、委員よりに、議第９８号については、委員よりに、議第９８号については、委員よりに、議第９８号については、委員より反反反反対の対の対の対の意見意見意見意見がありましたので、がありましたので、がありましたので、がありましたので、起起起起立により立により立により立により採採採採決決決決いたします。いたします。いたします。いたします。議第９８号について、議第９８号について、議第９８号について、議第９８号について、原原原原案案案案どどどどおりおりおりおり可可可可決することに決することに決することに決することに賛賛賛賛成の方の成の方の成の方の成の方の起起起起立を立を立を立を求求求求めます。めます。めます。めます。（（（（賛賛賛賛成者成者成者成者起起起起立）立）立）立）ごごごご着着着着席願います。席願います。席願います。席願います。起起起起立立立立多多多多数数数数であります。であります。であります。であります。よよよよっっっって、議第９８号は、て、議第９８号は、て、議第９８号は、て、議第９８号は、原原原原案案案案どどどどおりおりおりおり可可可可決することに決しました。決することに決しました。決することに決しました。決することに決しました。次次次次に、ただいまに、ただいまに、ただいまに、ただいま可可可可決されました議案を除く決されました議案を除く決されました議案を除く決されました議案を除く残余残余残余残余の議案については、一の議案については、一の議案については、一の議案については、一括括括括してしてしてして簡易簡易簡易簡易採採採採決に決に決に決によりよりよりより行行行行いたいといたいといたいといたいと思思思思いますが、ごいますが、ごいますが、ごいますが、ご異異異異議ありませんか。議ありませんか。議ありませんか。議ありませんか。（（（（「「「「異異異異議なし議なし議なし議なし」」」」とととと呼ぶ呼ぶ呼ぶ呼ぶ者あり）者あり）者あり）者あり）それでは、おそれでは、おそれでは、おそれでは、お諮諮諮諮りします。りします。りします。りします。議第７０号中議第７０号中議第７０号中議第７０号中・・・・当委員会所管分、議第７２号中当委員会所管分、議第７２号中当委員会所管分、議第７２号中当委員会所管分、議第７２号中・・・・当委員会所管分、議第７３号、議第７当委員会所管分、議第７３号、議第７当委員会所管分、議第７３号、議第７当委員会所管分、議第７３号、議第７４号、議第７５号、議第８３号、議第８９号、議第９０号及び議第９３号については、４号、議第７５号、議第８３号、議第８９号、議第９０号及び議第９３号については、４号、議第７５号、議第８３号、議第８９号、議第９０号及び議第９３号については、４号、議第７５号、議第８３号、議第８９号、議第９０号及び議第９３号については、原原原原案案案案どどどどおりおりおりおり可可可可決することにご決することにご決することにご決することにご異異異異議ありませんか。議ありませんか。議ありませんか。議ありませんか。（（（（「「「「異異異異議なし議なし議なし議なし」」」」とととと呼ぶ呼ぶ呼ぶ呼ぶ者あり）者あり）者あり）者あり）ごごごご異異異異議ない議ない議ない議ないもももものとのとのとのと認認認認めます。めます。めます。めます。よよよよっっっって、議第７０号中て、議第７０号中て、議第７０号中て、議第７０号中・・・・当委員会所管分、議第７２号中当委員会所管分、議第７２号中当委員会所管分、議第７２号中当委員会所管分、議第７２号中・・・・当委員会所管分、議第７３号、当委員会所管分、議第７３号、当委員会所管分、議第７３号、当委員会所管分、議第７３号、議第７４号、議第７５号、議第８３号、議第８９号、議第９０号及び議第９３号について議第７４号、議第７５号、議第８３号、議第８９号、議第９０号及び議第９３号について議第７４号、議第７５号、議第８３号、議第８９号、議第９０号及び議第９３号について議第７４号、議第７５号、議第８３号、議第８９号、議第９０号及び議第９３号については、は、は、は、原原原原案案案案どどどどおりおりおりおり可可可可決することに決しました。決することに決しました。決することに決しました。決することに決しました。次次次次に、報告案件についてであります。に、報告案件についてであります。に、報告案件についてであります。に、報告案件についてであります。報第３１号中報第３１号中報第３１号中報第３１号中・・・・当委員会所管分については、当委員会所管分については、当委員会所管分については、当委員会所管分については、先先先先ほほほほどどどどのののの説明説明説明説明ををををもっもっもっもって理事者よりて理事者よりて理事者よりて理事者より詳細詳細詳細詳細な報な報な報な報告を受けたこととさせていただきますので、ご了承願います。告を受けたこととさせていただきますので、ご了承願います。告を受けたこととさせていただきますので、ご了承願います。告を受けたこととさせていただきますので、ご了承願います。これをこれをこれをこれをもちもちもちもちまして付まして付まして付まして付託託託託議案の審査を議案の審査を議案の審査を議案の審査を終終終終わわわわります。ります。ります。ります。次次次次に、本定例会にに、本定例会にに、本定例会にに、本定例会に提提提提出されました出されました出されました出されました陳陳陳陳情情情情ののののうちうちうちうち、当委員会所管事項に関する、当委員会所管事項に関する、当委員会所管事項に関する、当委員会所管事項に関する陳陳陳陳情情情情のののの写写写写しをしをしをしを参参参参考考考考にににに配配配配付しておりますので、ご了承願います。付しておりますので、ご了承願います。付しておりますので、ご了承願います。付しておりますので、ご了承願います。次次次次に、その他の事項に入ります。に、その他の事項に入ります。に、その他の事項に入ります。に、その他の事項に入ります。まず、危機管理監からまず、危機管理監からまず、危機管理監からまず、危機管理監から「「「「平成２９年平成２９年平成２９年平成２９年台風台風台風台風第２１号の第２１号の第２１号の第２１号の被被被被害について害について害について害について」」」」ほか２ほか２ほか２ほか２点点点点、地域振興、地域振興、地域振興、地域振興
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部長から部長から部長から部長から「「「「（（（（仮称仮称仮称仮称）奈良県国）奈良県国）奈良県国）奈良県国際際際際芸術家芸術家芸術家芸術家村の村の村の村の整整整整備について備について備について備について」」」」ほか１件、観光局理事からほか１件、観光局理事からほか１件、観光局理事からほか１件、観光局理事から「「「「奈奈奈奈良大立山まつり良大立山まつり良大立山まつり良大立山まつり」」」」のののの実施概要実施概要実施概要実施概要についての報告をについての報告をについての報告をについての報告を行行行行いたいとの申し出がありましたので、いたいとの申し出がありましたので、いたいとの申し出がありましたので、いたいとの申し出がありましたので、順順順順にご報告願います。にご報告願います。にご報告願います。にご報告願います。○中危機管理監○中危機管理監○中危機管理監○中危機管理監 山本委員長より山本委員長より山本委員長より山本委員長より着着着着席にて報告とのご席にて報告とのご席にて報告とのご席にて報告とのご配慮配慮配慮配慮をいただきましたのでをいただきましたのでをいただきましたのでをいただきましたので、、、、「「「「平成平成平成平成２９年２９年２９年２９年台風台風台風台風第２１号の第２１号の第２１号の第２１号の被被被被害について害について害について害について」」」」ほか２件について、ほか２件について、ほか２件について、ほか２件について、着着着着席にて席にて席にて席にて説明説明説明説明をさせていただきをさせていただきをさせていただきをさせていただきます。ます。ます。ます。平成２９年平成２９年平成２９年平成２９年台風台風台風台風第２１号に関する第２１号に関する第２１号に関する第２１号に関する被被被被害等の害等の害等の害等の概要概要概要概要について、について、について、について、資料資料資料資料１１１１「「「「平成２９年１２月議平成２９年１２月議平成２９年１２月議平成２９年１２月議会１２月１３日総務警察委員会会１２月１３日総務警察委員会会１２月１３日総務警察委員会会１２月１３日総務警察委員会資料資料資料資料 平成２９年平成２９年平成２９年平成２９年台風台風台風台風第２１号の第２１号の第２１号の第２１号の被被被被害について害について害について害について」」」」でごでごでごでご説明説明説明説明します。します。します。します。平成２９年１０月２１日から１０月２３日にかけて平成２９年１０月２１日から１０月２３日にかけて平成２９年１０月２１日から１０月２３日にかけて平成２９年１０月２１日から１０月２３日にかけて近畿近畿近畿近畿地方、東地方、東地方、東地方、東海海海海地方で大地方で大地方で大地方で大雨雨雨雨をををを記録記録記録記録ししししたたたた台風台風台風台風第２１号は、県第２１号は、県第２１号は、県第２１号は、県内各内各内各内各地で地で地で地で甚甚甚甚大な大な大な大な被被被被害を害を害を害をももももたらせました。人たらせました。人たらせました。人たらせました。人的被的被的被的被害及び害及び害及び害及び住住住住家被家被家被家被害につ害につ害につ害については、このいては、このいては、このいては、この資料資料資料資料の１の１の１の１ページページページページにににに記載記載記載記載をしているとおりで、また、をしているとおりで、また、をしているとおりで、また、をしているとおりで、また、住民住民住民住民へへへへのののの避難避難避難避難指指指指示示示示、、、、避難避難避難避難勧勧勧勧告、告、告、告、避難避難避難避難準準準準備等は、３２の備等は、３２の備等は、３２の備等は、３２の市町市町市町市町村で約３１村で約３１村で約３１村で約３１万万万万世帯世帯世帯世帯、約７３、約７３、約７３、約７３万万万万人の方人の方人の方人の方 々々々々に対して発に対して発に対して発に対して発令令令令がながながながなされています。されています。されています。されています。次次次次の２の２の２の２ページページページページですが、ですが、ですが、ですが、実実実実際際際際にににに避難避難避難避難所に所に所に所に避難避難避難避難された方は、３０された方は、３０された方は、３０された方は、３０市町市町市町市町村で約１村で約１村で約１村で約１，，，，７００７００７００７００世帯世帯世帯世帯の約４の約４の約４の約４，，，，０００人おられ、０００人おられ、０００人おられ、０００人おられ、被被被被害害害害箇箇箇箇所は１１月２７日所は１１月２７日所は１１月２７日所は１１月２７日現現現現在在在在２２２２，，，，００００００００００００カカカカ所、所、所、所、被被被被害害害害金額は約１７１金額は約１７１金額は約１７１金額は約１７１億円億円億円億円で、で、で、で、多多多多くはくはくはくは農林農林農林農林関係、関係、関係、関係、土木土木土木土木関係です。今般の関係です。今般の関係です。今般の関係です。今般の台風台風台風台風第２１号による第２１号による第２１号による第２１号による被被被被害害害害に関しては、全国を対に関しては、全国を対に関しては、全国を対に関しては、全国を対象象象象としたとしたとしたとした激甚激甚激甚激甚災災災災害の害の害の害の指指指指定が１１月２７日に公定が１１月２７日に公定が１１月２７日に公定が１１月２７日に公布・施行布・施行布・施行布・施行され、本県でされ、本県でされ、本県でされ、本県ではははは農林農林農林農林関係の関係の関係の関係の被被被被害が対害が対害が対害が対象象象象となとなとなとなっっっって、国て、国て、国て、国庫庫庫庫補補補補助助助助率率率率のかさのかさのかさのかさ上げ上げ上げ上げななななどどどどのののの措置措置措置措置がががが講講講講じじじじられることにられることにられることにられることになりました。そのなりました。そのなりました。そのなりました。その次次次次の３の３の３の３ページページページページでは、本県におけるでは、本県におけるでは、本県におけるでは、本県における主主主主なななな被被被被害の害の害の害の箇箇箇箇所について所について所について所について記載記載記載記載していましていましていましています。こす。こす。こす。こううううしたしたしたした状況状況状況状況に対に対に対に対応応応応するため、今議会においてするため、今議会においてするため、今議会においてするため、今議会においてもももも７１７１７１７１億円余億円余億円余億円余りを計りを計りを計りを計上上上上する補正予算案する補正予算案する補正予算案する補正予算案をををを提提提提出させていただき、また今後出させていただき、また今後出させていただき、また今後出させていただき、また今後もももも、それ、それ、それ、それぞぞぞぞれの部局においてれの部局においてれの部局においてれの部局において必要必要必要必要な予算な予算な予算な予算措置措置措置措置をををを講講講講ずるなずるなずるなずるなどどどど、、、、復旧復旧復旧復旧、、、、復復復復興に興に興に興に向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組み組み組み組みを進めて県を進めて県を進めて県を進めて県民民民民の安の安の安の安心・心・心・心・安全安全安全安全確確確確保に保に保に保に努努努努めていきたいとめていきたいとめていきたいとめていきたいと思思思思っっっっています。ています。ています。ています。台風台風台風台風第２１号の第２１号の第２１号の第２１号の被被被被害についてのご報告は、害についてのご報告は、害についてのご報告は、害についてのご報告は、以上以上以上以上のとおりです。のとおりです。のとおりです。のとおりです。続続続続いて、いて、いて、いて、土土土土砂砂砂砂崩壊崩壊崩壊崩壊対対対対策策策策検検検検討討討討委員会について、ご報告します。委員会について、ご報告します。委員会について、ご報告します。委員会について、ご報告します。資料資料資料資料２２２２「土「土「土「土砂砂砂砂崩壊崩壊崩壊崩壊対対対対策策策策検討検討検討検討委員会について委員会について委員会について委員会について」」」」の１の１の１の１ページページページページですが、ですが、ですが、ですが、土土土土砂砂砂砂崩壊崩壊崩壊崩壊対対対対策策策策検討検討検討検討委員委員委員委員会は、会は、会は、会は、台風台風台風台風第２１号等により特に今後の第２１号等により特に今後の第２１号等により特に今後の第２１号等により特に今後の見見見見通しが通しが通しが通しが不明不明不明不明なななな状況状況状況状況にある生にある生にある生にある生駒駒駒駒市市市市西松西松西松西松ヶ丘ヶ丘ヶ丘ヶ丘、、、、吉吉吉吉野野野野町町町町楢楢楢楢井井井井、、、、三三三三郷郷郷郷町町町町東東東東信信信信貴ヶ丘貴ヶ丘貴ヶ丘貴ヶ丘において、において、において、において、住民住民住民住民の生の生の生の生命命命命やややや財産を財産を財産を財産を守守守守ることをることをることをることを最最最最優優優優先先先先としたとしたとしたとした土土土土砂砂砂砂崩崩崩崩壊壊壊壊のののの初初初初動対動対動対動対策策策策をまとめ、をまとめ、をまとめ、をまとめ、各現各現各現各現場の場の場の場の状況状況状況状況にににに応じ応じ応じ応じてててて原原原原因因因因究明や究明や究明や究明や関係者の関係者の関係者の関係者の役割役割役割役割分分分分担担担担をををを明明明明確確確確にし、にし、にし、にし、当当当当面面面面の安全性をの安全性をの安全性をの安全性を確確確確保するための対保するための対保するための対保するための対策策策策をををを検討検討検討検討し、あし、あし、あし、あわわわわせてせてせてせて災災災災害害害害前前前前とととと同同同同程程程程度の安全性を度の安全性を度の安全性を度の安全性を確確確確保す保す保す保す
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るためのるためのるためのるための復旧復旧復旧復旧対対対対策策策策についてについてについてについて見見見見通しを立てるとと通しを立てるとと通しを立てるとと通しを立てるととももももに、に、に、に、各現各現各現各現場の場の場の場の共共共共通通通通的的的的な課な課な課な課題や題や題や題や対対対対応応応応方方方方針針針針をををを体系的体系的体系的体系的にににに整整整整理し、理し、理し、理し、基基基基本方本方本方本方針針針針としてとしてとしてとして取取取取りまとめることをりまとめることをりまとめることをりまとめることを目的目的目的目的とするとするとするとするももももので、ので、ので、ので、荒荒荒荒井井井井知事を知事を知事を知事を筆頭筆頭筆頭筆頭に村に村に村に村井井井井副知事、関係する部局長及び危機管理監が委員とな副知事、関係する部局長及び危機管理監が委員とな副知事、関係する部局長及び危機管理監が委員とな副知事、関係する部局長及び危機管理監が委員となっっっって、ことし１１月１０日、２て、ことし１１月１０日、２て、ことし１１月１０日、２て、ことし１１月１０日、２０日及び１２月５日に会議を開０日及び１２月５日に会議を開０日及び１２月５日に会議を開０日及び１２月５日に会議を開催催催催しました。しました。しました。しました。これまでの会議のこれまでの会議のこれまでの会議のこれまでの会議の結果結果結果結果ですが、まず生ですが、まず生ですが、まず生ですが、まず生駒駒駒駒市市市市西松西松西松西松ヶ丘ヶ丘ヶ丘ヶ丘については、については、については、については、崩壊斜崩壊斜崩壊斜崩壊斜面面面面の保の保の保の保護護護護のためのためのためのためののののブブブブルルルルーーーーシシシシートやートやートやートや、、、、河河河河川水川水川水川水位位位位やややや地地地地下下下下水を水を水を水を下げ下げ下げ下げるためるためるためるため河床河床河床河床に管をに管をに管をに管を設置設置設置設置するなするなするなするなどどどどととととととととももももに、に、に、に、復復復復旧旧旧旧対対対対策策策策までのまでのまでのまでの暫暫暫暫定対定対定対定対策策策策として、として、として、として、斜斜斜斜面面面面上上上上のののの不不不不安定安定安定安定土土土土砂砂砂砂のののの撤撤撤撤去去去去、、、、斜斜斜斜面面面面上上上上の水分をの水分をの水分をの水分を排排排排出し出し出し出しややややすくすくすくすくするための水するための水するための水するための水抜抜抜抜ききききドレドレドレドレーンーンーンーンのののの設置設置設置設置、、、、斜斜斜斜面面面面へへへへのののの降降降降雨雨雨雨等の等の等の等の浸透浸透浸透浸透をををを防防防防ぐぐぐぐためのためのためのためのモルタルモルタルモルタルモルタル吹吹吹吹きつけきつけきつけきつけのののの実施実施実施実施の３つのの３つのの３つのの３つの工工工工法を法を法を法を検討検討検討検討し、し、し、し、先先先先日１２月１日に日１２月１日に日１２月１日に日１２月１日に暫暫暫暫定対定対定対定対策策策策にににに着着着着手したとこ手したとこ手したとこ手したところろろろです。です。です。です。次次次次に、に、に、に、三三三三郷郷郷郷町町町町東東東東信信信信貴ヶ丘貴ヶ丘貴ヶ丘貴ヶ丘については、については、については、については、崩壊斜崩壊斜崩壊斜崩壊斜面面面面の保の保の保の保護護護護のためののためののためののためのブブブブルルルルーーーーシシシシートートートートのののの設置設置設置設置、、、、近近近近畿畿畿畿日本日本日本日本鉄鉄鉄鉄道道道道によるによるによるによる応急復旧応急復旧応急復旧応急復旧のののの実施実施実施実施、、、、原原原原因因因因究明究明究明究明のためののためののためののためのボボボボーーーーリリリリンンンンググググ調調調調査等を１１月２１日か査等を１１月２１日か査等を１１月２１日か査等を１１月２１日からららら実施実施実施実施することなすることなすることなすることなどどどどについてについてについてについて検討検討検討検討し、し、し、し、現現現現在在在在そのそのそのその調調調調査を進めているとこ査を進めているとこ査を進めているとこ査を進めているところろろろです。なお、です。なお、です。なお、です。なお、近畿近畿近畿近畿日本日本日本日本鉄鉄鉄鉄道道道道によるによるによるによる応急復旧応急復旧応急復旧応急復旧に関しては、に関しては、に関しては、に関しては、先先先先週週週週末に末に末に末に工工工工事が開事が開事が開事が開始始始始されたことをされたことをされたことをされたことを確認確認確認確認しています。しています。しています。しています。もうもうもうもう１１１１カカカカ所、所、所、所、吉吉吉吉野野野野町町町町楢楢楢楢井井井井については２については２については２については２ページページページページですが、会議においては、ですが、会議においては、ですが、会議においては、ですが、会議においては、土土土土石流石流石流石流によりによりによりにより家家家家屋屋屋屋がががが被災被災被災被災し、国し、国し、国し、国道道道道１６９号が通１６９号が通１６９号が通１６９号が通行ど行ど行ど行どめになめになめになめになっっっったこと、学たこと、学たこと、学たこと、学識識識識経験経験経験経験者による者による者による者による道路道路道路道路及び及び及び及び渓渓渓渓流流流流部の部の部の部の現現現現地地地地踏踏踏踏査を査を査を査を実施実施実施実施したことにしたことにしたことにしたことに加加加加ええええ、国、国、国、国道道道道１６９号の１６９号の１６９号の１６９号の復旧復旧復旧復旧にににに向向向向けてけてけてけて道路道路道路道路上上上上のののの土土土土砂砂砂砂のののの撤撤撤撤去去去去をををを行行行行い、い、い、い、１２月８日に交通開１２月８日に交通開１２月８日に交通開１２月８日に交通開放放放放の予定であることなの予定であることなの予定であることなの予定であることなどどどどのののの現現現現状状状状報告があ報告があ報告があ報告があっっっったとこたとこたとこたところろろろです。なお、国です。なお、国です。なお、国です。なお、国道道道道１６９号は１６９号は１６９号は１６９号は実実実実際際際際に、１２月８日１２に、１２月８日１２に、１２月８日１２に、１２月８日１２時時時時に２車に２車に２車に２車線線線線による交通開による交通開による交通開による交通開放放放放をををを行っ行っ行っ行っています。ています。ています。ています。また、また、また、また、各現各現各現各現場の場の場の場の状況状況状況状況等につきましては、３等につきましては、３等につきましては、３等につきましては、３ページ以降ページ以降ページ以降ページ以降にににに資料資料資料資料をををを添添添添付しています。今後、付しています。今後、付しています。今後、付しています。今後、引引引引きききき続続続続きききき土土土土砂砂砂砂崩壊崩壊崩壊崩壊対対対対策策策策検討検討検討検討委員会を開委員会を開委員会を開委員会を開催催催催して、して、して、して、応急応急応急応急対対対対策策策策を進めていきたいとを進めていきたいとを進めていきたいとを進めていきたいと考え考え考え考えています。ています。ています。ています。土土土土砂砂砂砂崩壊崩壊崩壊崩壊対対対対策策策策検討検討検討検討委員会についてのご報告は、委員会についてのご報告は、委員会についてのご報告は、委員会についてのご報告は、以上以上以上以上のとおりです。のとおりです。のとおりです。のとおりです。続続続続いていていていて最最最最後のご報告、奈良県地域後のご報告、奈良県地域後のご報告、奈良県地域後のご報告、奈良県地域防防防防災災災災計計計計画画画画のののの修修修修正についてです。正についてです。正についてです。正についてです。資料資料資料資料３３３３「「「「奈良県地域奈良県地域奈良県地域奈良県地域防防防防災災災災計計計計画画画画のののの修修修修正正正正」」」」の１の１の１の１ページページページページ、、、、資料資料資料資料３３３３－－－－１としている１としている１としている１としている「「「「奈良県地域奈良県地域奈良県地域奈良県地域防防防防災災災災計計計計画画画画修修修修正の正の正の正の流流流流れれれれ」」」」でででですが、すが、すが、すが、昨昨昨昨年４月に発生した年４月に発生した年４月に発生した年４月に発生した熊熊熊熊本地本地本地本地震震震震のののの状況状況状況状況等を等を等を等を見見見見ると、ると、ると、ると、被災被災被災被災地における受地における受地における受地における受援体制援体制援体制援体制ななななどどどど、さ、さ、さ、さままままざざざざまな課まな課まな課まな課題や題や題や題や問問問問題題題題点点点点がありました。本県からがありました。本県からがありました。本県からがありました。本県からも応援も応援も応援も応援職員を職員を職員を職員を派遣派遣派遣派遣しましたが、しましたが、しましたが、しましたが、派遣派遣派遣派遣されたされたされたされた職員からの報告、地域職員からの報告、地域職員からの報告、地域職員からの報告、地域防防防防災災災災計計計計画画画画検討検討検討検討委員会の専委員会の専委員会の専委員会の専門門門門家家家家の知の知の知の知見情見情見情見情報報報報や被災や被災や被災や被災地からの報地からの報地からの報地からの報道道道道、、、、レポレポレポレポートートートートななななどどどどをををを踏踏踏踏ままままええええて、本県における課て、本県における課て、本県における課て、本県における課題題題題等を等を等を等を整整整整理し、地域理し、地域理し、地域理し、地域防防防防災災災災計計計計画画画画検討検討検討検討委員会でご議委員会でご議委員会でご議委員会でご議論論論論ををををいただき、計いただき、計いただき、計いただき、計画画画画修修修修正の方正の方正の方正の方向向向向性を性を性を性を取取取取りまとめて、たたきりまとめて、たたきりまとめて、たたきりまとめて、たたき台台台台をををを作作作作成しました。この成しました。この成しました。この成しました。この修修修修正たたき正たたき正たたき正たたき台台台台については、ことしの１０月３日のについては、ことしの１０月３日のについては、ことしの１０月３日のについては、ことしの１０月３日の防防防防災災災災会議の会議の会議の会議の幹幹幹幹事会で議事会で議事会で議事会で議論論論論をいただき、１１月２４日をいただき、１１月２４日をいただき、１１月２４日をいただき、１１月２４日に開に開に開に開催催催催した第１した第１した第１した第１回回回回防防防防災災災災会議に会議に会議に会議に諮諮諮諮っっっったたたた上上上上でででで修修修修正案として正案として正案として正案として取取取取りまとめたとこりまとめたとこりまとめたとこりまとめたところろろろです。このです。このです。このです。この修修修修正正正正
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案は、案は、案は、案は、先先先先日１１月２８日に開日１１月２８日に開日１１月２８日に開日１１月２８日に開催催催催されたされたされたされた防防防防災・災・災・災・県県県県土土土土強強強強靱靱靱靱化対化対化対化対策策策策特特特特別別別別委員会と本日の総務警察委員会と本日の総務警察委員会と本日の総務警察委員会と本日の総務警察委員会でご報告をさせていただいた委員会でご報告をさせていただいた委員会でご報告をさせていただいた委員会でご報告をさせていただいた上上上上で、で、で、で、パパパパブブブブリリリリックコックコックコックコメメメメントントントントをををを行行行行い、今年度中に計い、今年度中に計い、今年度中に計い、今年度中に計画画画画のののの修修修修正を正を正を正を完完完完了したいと了したいと了したいと了したいと考え考え考え考えているとこているとこているとこているところろろろです。です。です。です。次次次次に、奈良県地域に、奈良県地域に、奈良県地域に、奈良県地域防防防防災災災災計計計計画画画画のののの主主主主なななな修修修修正項正項正項正項目目目目のののの災災災災害害害害スススステテテテージージージージごとのまとめについて、本日ごとのまとめについて、本日ごとのまとめについて、本日ごとのまとめについて、本日はそのはそのはそのはそのうちうちうちうちのののの主主主主ななななもももものをごのをごのをごのをご説明説明説明説明します。します。します。します。次次次次の２の２の２の２ページページページページ、、、、資料資料資料資料３３３３－－－－２としている２としている２としている２としているもももものですが、のですが、のですが、のですが、まずまずまずまず準準準準備期においては、備期においては、備期においては、備期においては、耐震耐震耐震耐震性の性の性の性の向向向向上や上や上や上や大規大規大規大規模模模模盛盛盛盛土造土造土造土造成地成地成地成地ママママップップップップのののの作作作作成な成な成な成などどどどのののの取取取取りりりり組み組み組み組みをををを推推推推進します。進します。進します。進します。そのそのそのその次次次次のののの初初初初動対動対動対動対応応応応期においては、受期においては、受期においては、受期においては、受援体制援体制援体制援体制のののの整整整整備として、他備として、他備として、他備として、他府府府府県からの県からの県からの県からの応援応援応援応援職員を職員を職員を職員を円円円円滑滑滑滑に受け入れるための県における受に受け入れるための県における受に受け入れるための県における受に受け入れるための県における受援援援援マニュアルマニュアルマニュアルマニュアルをををを作作作作成しました。今後、成しました。今後、成しました。今後、成しました。今後、市町市町市町市町村における受村における受村における受村における受援体制援体制援体制援体制のののの構構構構築築築築をををを図図図図るため、受るため、受るため、受るため、受援援援援マニュアルマニュアルマニュアルマニュアルのののの作作作作成を支成を支成を支成を支援援援援していき、また、県のしていき、また、県のしていき、また、県のしていき、また、県の災災災災害対害対害対害対策策策策本本本本部部部部体制体制体制体制のののの充実充実充実充実をををを図図図図るため、部局るため、部局るため、部局るため、部局横横横横断断断断的的的的なななな編編編編成成成成や被災市町や被災市町や被災市町や被災市町村村村村へへへへ派遣派遣派遣派遣する県する県する県する県リリリリエゾエゾエゾエゾンンンンのののの強強強強化等化等化等化等にににに取取取取りりりり組組組組むむむむななななどどどど、、、、資料資料資料資料にににに記載記載記載記載しているよしているよしているよしているよううううな、さまな、さまな、さまな、さまざざざざまなまなまなまな取取取取りりりり組み組み組み組みをををを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考え考え考え考えています。ています。ています。ています。そのそのそのその次次次次のののの応急応急応急応急対対対対応応応応期において期において期において期においてもももも、、、、救救救救援物資や援物資や援物資や援物資やボボボボランランランランテテテティィィィアアアアをををを迅速迅速迅速迅速かつかつかつかつ円円円円滑滑滑滑に受け入れでに受け入れでに受け入れでに受け入れできるよきるよきるよきるようううう、受、受、受、受援体制援体制援体制援体制のののの整整整整備を備を備を備を図図図図ることとしています。また、ることとしています。また、ることとしています。また、ることとしています。また、避難避難避難避難所における所における所における所における環境環境環境環境とととと運営運営運営運営のののの向向向向上上上上として、平成２９年３月に改として、平成２９年３月に改として、平成２９年３月に改として、平成２９年３月に改訂訂訂訂した奈良県した奈良県した奈良県した奈良県避難避難避難避難所所所所運営運営運営運営ガガガガイドイドイドイドラララライイイインンンンをををを各市町各市町各市町各市町村に村に村に村に周周周周知知知知をするととをするととをするととをするととももももに、に、に、に、市町市町市町市町村の村の村の村の避難避難避難避難所所所所運営運営運営運営マニュアルマニュアルマニュアルマニュアルの改の改の改の改訂訂訂訂を支を支を支を支援援援援していきます。していきます。していきます。していきます。災災災災害害害害廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物の対の対の対の対応応応応については、平成２８年３月にについては、平成２８年３月にについては、平成２８年３月にについては、平成２８年３月に策策策策定した奈良県定した奈良県定した奈良県定した奈良県災災災災害害害害廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物処理計処理計処理計処理計画画画画にににに基づ基づ基づ基づき、き、き、き、災災災災害害害害廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物対対対対策策策策本部の本部の本部の本部の設置や市町設置や市町設置や市町設置や市町村村村村へへへへの支の支の支の支援要援要援要援要員の員の員の員の派遣派遣派遣派遣ななななどどどどを通して、を通して、を通して、を通して、災災災災害害害害廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物のののの迅速迅速迅速迅速・適・適・適・適正かつ計正かつ計正かつ計正かつ計画的画的画的画的な処理をな処理をな処理をな処理を実施実施実施実施することとしています。することとしています。することとしています。することとしています。なお、このなお、このなお、このなお、この資料資料資料資料３の３３の３３の３３の３ページページページページから５から５から５から５ページページページページは、ただいまごは、ただいまごは、ただいまごは、ただいまご説明説明説明説明した２した２した２した２ページページページページの奈良県地の奈良県地の奈良県地の奈良県地域域域域防防防防災災災災計計計計画画画画のののの災災災災害害害害スススステテテテージージージージごとのごとのごとのごとの主主主主なななな修修修修正項正項正項正項目目目目について、について、について、について、修修修修正正正正内容内容内容内容のののの詳細詳細詳細詳細をををを記載記載記載記載していましていましていましています。す。す。す。そのそのそのその次次次次の６の６の６の６ページページページページ、、、、資料資料資料資料３３３３－－－－３としている３としている３としている３としている「「「「奈良県地域奈良県地域奈良県地域奈良県地域防防防防災災災災計計計計画画画画及び奈良県国及び奈良県国及び奈良県国及び奈良県国土土土土強強強強靱靱靱靱化化化化地域計地域計地域計地域計画画画画についてについてについてについて」」」」です。奈良県国です。奈良県国です。奈良県国です。奈良県国土土土土強強強強靱靱靱靱化地域計化地域計化地域計化地域計画画画画は、国は、国は、国は、国土土土土強強強強靱靱靱靱化化化化基基基基本法を本法を本法を本法を根拠根拠根拠根拠として、として、として、として、国の国国の国国の国国の国土土土土強強強強靱靱靱靱化化化化基基基基本計本計本計本計画画画画にににに基づ基づ基づ基づき、本県の地域のき、本県の地域のき、本県の地域のき、本県の地域の状況状況状況状況にににに応じ応じ応じ応じた国た国た国た国土土土土強強強強靱靱靱靱化化化化施策施策施策施策の総合の総合の総合の総合的的的的かかかかつ計つ計つ計つ計画的画的画的画的なななな推推推推進を進を進を進を図図図図るために、平成２８年５月にるために、平成２８年５月にるために、平成２８年５月にるために、平成２８年５月に作作作作成しました。この計成しました。この計成しました。この計成しました。この計画画画画では、では、では、では、災災災災害に日害に日害に日害に日本一本一本一本一強強強強い奈良県をい奈良県をい奈良県をい奈良県を目指目指目指目指し、人し、人し、人し、人命命命命をををを守守守守る、県る、県る、県る、県民民民民の生活をの生活をの生活をの生活を守守守守る、る、る、る、迅速迅速迅速迅速なななな復旧・復復旧・復復旧・復復旧・復興を興を興を興を可能可能可能可能にすにすにすにすることをることをることをることを基基基基本本本本目目目目標標標標にににに掲掲掲掲げげげげており、ており、ており、ており、重重重重要要要要業業業業績績績績評価評価評価評価（（（（ＫＫＫＫＰＰＰＰＩＩＩＩ）として８８項）として８８項）として８８項）として８８項目目目目をををを設設設設定するとと定するとと定するとと定するととももももに、国に、国に、国に、国土土土土強強強強靱靱靱靱化化化化アアアアククククショショショションプランンプランンプランンプランをををを毎毎毎毎年度年度年度年度策策策策定することとしています。なお、県の地域定することとしています。なお、県の地域定することとしています。なお、県の地域定することとしています。なお、県の地域
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防防防防災災災災計計計計画画画画と県の国と県の国と県の国と県の国土土土土強強強強靱靱靱靱化地域計化地域計化地域計化地域計画画画画はははは相相相相互互互互に補に補に補に補完完完完するするするするもももものであり、また、国のであり、また、国のであり、また、国のであり、また、国土土土土強強強強靱靱靱靱化化化化アアアアククククショショショションプランンプランンプランンプランはそれはそれはそれはそれぞぞぞぞれの計れの計れの計れの計画画画画のののの実施実施実施実施計計計計画画画画としてのとしてのとしてのとしての位位位位置づ置づ置づ置づけをしています。けをしています。けをしています。けをしています。次次次次の７の７の７の７ページページページページ、、、、資料資料資料資料３３３３－－－－４としている４としている４としている４としている「「「「奈良県国奈良県国奈良県国奈良県国土土土土強強強強靱靱靱靱化地域計化地域計化地域計化地域計画画画画にににに基づ基づ基づ基づくくくくアアアアククククショショショションプランンプランンプランンプラン 進進進進捗捗捗捗状況状況状況状況（平成２９年３月末（平成２９年３月末（平成２９年３月末（平成２９年３月末時時時時点点点点））））」」」」は、今申したは、今申したは、今申したは、今申したアアアアククククショショショションプランンプランンプランンプランの進の進の進の進捗捗捗捗状況状況状況状況の一の一の一の一覧覧覧覧です。です。です。です。重重重重要要要要業業業業績績績績評価評価評価評価（（（（ＫＫＫＫＰＰＰＰＩＩＩＩ）８８項）８８項）８８項）８８項目目目目ごとに、ごとに、ごとに、ごとに、目目目目標標標標値値値値をををを設設設設定して進定して進定して進定して進捗捗捗捗をををを図図図図ることとしており、事業ることとしており、事業ることとしており、事業ることとしており、事業実施担実施担実施担実施担当課が当課が当課が当課がＡＡＡＡＢＣＤＢＣＤＢＣＤＢＣＤに分けて自に分けて自に分けて自に分けて自己己己己評価評価評価評価をををを実施実施実施実施しています。平成２８年度末しています。平成２８年度末しています。平成２８年度末しています。平成２８年度末時時時時点点点点で計で計で計で計画ど画ど画ど画どおり進おり進おり進おり進捗捗捗捗していないしていないしていないしていないＣＣＣＣ評価評価評価評価の項の項の項の項目目目目が９つあり、が９つあり、が９つあり、が９つあり、引引引引きききき続続続続きききき目目目目標標標標達達達達成に成に成に成に向向向向けけけけ努努努努めていきたいとめていきたいとめていきたいとめていきたいと考え考え考え考えています。ています。ています。ています。なお、本日はごなお、本日はごなお、本日はごなお、本日はご説明説明説明説明をををを省略省略省略省略しますが、県の地域しますが、県の地域しますが、県の地域しますが、県の地域防防防防災災災災計計計計画画画画のののの修修修修正項正項正項正項目目目目について、について、について、について、防防防防災災災災会議会議会議会議幹幹幹幹事会での事会での事会での事会での意見意見意見意見等による等による等による等による修修修修正、正、正、正、熊熊熊熊本地本地本地本地震震震震等の課等の課等の課等の課題題題題等を等を等を等を踏踏踏踏ままままええええたたたた修修修修正、県の正、県の正、県の正、県の施策施策施策施策をををを踏踏踏踏ままままええええたたたた修修修修正、法正、法正、法正、法令令令令、国の、国の、国の、国の防防防防災基災基災基災基本計本計本計本計画画画画等に等に等に等に基づ基づ基づ基づくくくく修修修修正を、それ正を、それ正を、それ正を、それぞぞぞぞれれれれ参参参参考考考考資料資料資料資料としてとしてとしてとして資料資料資料資料３に３に３に３に添添添添付付付付しています。しています。しています。しています。以上以上以上以上で、で、で、で、私私私私からの報告をからの報告をからの報告をからの報告を終終終終わわわわります。ります。ります。ります。○村田地域振興部長○村田地域振興部長○村田地域振興部長○村田地域振興部長 それでは、山本委員長からのごそれでは、山本委員長からのごそれでは、山本委員長からのごそれでは、山本委員長からのご配慮配慮配慮配慮いただいていますので、いただいていますので、いただいていますので、いただいていますので、以下以下以下以下、、、、着着着着座座座座にてごにてごにてごにてご説明説明説明説明します。まずします。まずします。まずします。まず最初最初最初最初にににに、、、、「「「「（（（（仮称仮称仮称仮称）奈良県国）奈良県国）奈良県国）奈良県国際際際際芸術家芸術家芸術家芸術家村の村の村の村の整整整整備について備について備について備について」」」」のごのごのごのご報告です。報告です。報告です。報告です。資料資料資料資料４の１４の１４の１４の１ページページページページですが、ことし１１月８日に開ですが、ことし１１月８日に開ですが、ことし１１月８日に開ですが、ことし１１月８日に開催催催催した県のした県のした県のした県の附属附属附属附属機関で学機関で学機関で学機関で学識識識識経験経験経験経験者から者から者から者から成る奈良県国成る奈良県国成る奈良県国成る奈良県国際際際際芸術家芸術家芸術家芸術家村村村村構想構想構想構想等等等等検討検討検討検討委員会において、委員会において、委員会において、委員会において、芸術家芸術家芸術家芸術家村の村の村の村の建物配置や各施設建物配置や各施設建物配置や各施設建物配置や各施設の平の平の平の平面面面面計計計計画画画画についてご了承いただいたとこについてご了承いただいたとこについてご了承いただいたとこについてご了承いただいたところろろろです。ご了承いただいたです。ご了承いただいたです。ご了承いただいたです。ご了承いただいた内容内容内容内容については３については３については３については３ページ以ページ以ページ以ページ以降降降降になりますが、まず、委員からいただいたごになりますが、まず、委員からいただいたごになりますが、まず、委員からいただいたごになりますが、まず、委員からいただいたご意見意見意見意見を１を１を１を１ページページページページにににに記載記載記載記載していますので、ごしていますので、ごしていますので、ごしていますので、ご紹介紹介紹介紹介します。委員からは、します。委員からは、します。委員からは、します。委員からは、運営運営運営運営に関して全に関して全に関して全に関して全体体体体を総を総を総を総括括括括してしてしてして見見見見ることができる人ることができる人ることができる人ることができる人材材材材がががが必要必要必要必要とのとのとのとのごごごご意見意見意見意見、奈良は日本文化の、奈良は日本文化の、奈良は日本文化の、奈良は日本文化の原原原原点点点点であり、であり、であり、であり、古古古古美美美美術研術研術研術研修修修修ななななどどどど、生、生、生、生徒徒徒徒が奈良をが奈良をが奈良をが奈良を訪訪訪訪問問問問しており、開しており、開しており、開しており、開村後は村後は村後は村後は必必必必ずずずず訪訪訪訪問問問問するし、するし、するし、するし、ソソソソフトフトフトフト面面面面ででででもももも協協協協力力力力したいといしたいといしたいといしたいといううううごごごご意見意見意見意見ななななどどどどをいただきました。今をいただきました。今をいただきました。今をいただきました。今後は後は後は後は運営運営運営運営体制体制体制体制ななななどどどどについて、について、について、について、検討検討検討検討をををを深深深深めていきたいとめていきたいとめていきたいとめていきたいと考え考え考え考えています。ています。ています。ています。続続続続いて２いて２いて２いて２ページページページページ、、、、同様同様同様同様に、に、に、に、芸術家芸術家芸術家芸術家村の管理村の管理村の管理村の管理・・・・運営運営運営運営やややや今後のあり方を今後のあり方を今後のあり方を今後のあり方を検討検討検討検討するために、１するために、１するために、１するために、１１月２４日に県１月２４日に県１月２４日に県１月２４日に県内内内内の関係者によるの関係者によるの関係者によるの関係者による企企企企画画画画協議会を開協議会を開協議会を開協議会を開催催催催していますが、そこでのしていますが、そこでのしていますが、そこでのしていますが、そこでの主主主主なごなごなごなご意見意見意見意見ををををかいつまんでごかいつまんでごかいつまんでごかいつまんでご紹介紹介紹介紹介します。します。します。します。歴歴歴歴史文化、史文化、史文化、史文化、考考考考古古古古学、国学、国学、国学、国際際際際人の育成な人の育成な人の育成な人の育成などどどど、さま、さま、さま、さまざざざざまなとこまなとこまなとこまなところろろろででででかかかかかかかかわっわっわっわっていけるとていけるとていけるとていけると思思思思ううううとのごとのごとのごとのご意見意見意見意見、開村にあ、開村にあ、開村にあ、開村にあわわわわせてせてせてせて天天天天理理理理市市市市の観光の観光の観光の観光資源資源資源資源にさらににさらににさらににさらに磨磨磨磨きをかきをかきをかきをかけて集けて集けて集けて集客客客客にににに力力力力を入れていきたいとのを入れていきたいとのを入れていきたいとのを入れていきたいとの前前前前向向向向きなごきなごきなごきなご意見意見意見意見ななななどどどどをいただきました。奈良県国をいただきました。奈良県国をいただきました。奈良県国をいただきました。奈良県国際際際際芸芸芸芸術家術家術家術家村とその村とその村とその村とその周周周周辺辺辺辺をををを含含含含むむむむ地域全地域全地域全地域全体体体体のにのにのにのにぎぎぎぎわわわわいと活性化がいと活性化がいと活性化がいと活性化が図図図図られるよられるよられるよられるよううううに、に、に、に、引引引引きききき続続続続き地域のき地域のき地域のき地域の関係者の協関係者の協関係者の協関係者の協力力力力ややややアドバイアドバイアドバイアドバイススススをををを得得得得ながら、ながら、ながら、ながら、検討検討検討検討をををを深深深深めていきたいとめていきたいとめていきたいとめていきたいと思思思思います。います。います。います。
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これらこれらこれらこれら検討検討検討検討委員会等で委員会等で委員会等で委員会等で説明説明説明説明をさせていただいた事項について、をさせていただいた事項について、をさせていただいた事項について、をさせていただいた事項について、資料資料資料資料４の３４の３４の３４の３ページ以降ページ以降ページ以降ページ以降ででででご報告します。まず、全ご報告します。まず、全ご報告します。まず、全ご報告します。まず、全体体体体のののの建物配置建物配置建物配置建物配置については３については３については３については３ページページページページですが、ですが、ですが、ですが、昨昨昨昨年度年度年度年度策策策策定した定した定した定した整整整整備備備備基基基基本計本計本計本計画時画時画時画時のののの建物配置建物配置建物配置建物配置からは、からは、からは、からは、施設間施設間施設間施設間の連の連の連の連続続続続性等を性等を性等を性等を意意意意識識識識し、し、し、し、来来来来訪訪訪訪者の者の者の者の回回回回遊遊遊遊性の性の性の性の向向向向上上上上をををを図図図図るたるたるたるために、めに、めに、めに、建物配置建物配置建物配置建物配置を変更したいとを変更したいとを変更したいとを変更したいと考え考え考え考えています。ています。ています。ています。続続続続く４く４く４く４ページページページページからはからはからはからは各施設各施設各施設各施設の平の平の平の平面面面面計計計計画画画画案で、４案で、４案で、４案で、４ページページページページは、本県のは、本県のは、本県のは、本県の強強強強みみみみでありでありでありであり歴歴歴歴史文化史文化史文化史文化資資資資源源源源の保の保の保の保存存存存活用と人活用と人活用と人活用と人材材材材育成の育成の育成の育成の拠点拠点拠点拠点となる文化財となる文化財となる文化財となる文化財修修修修復復復復展示展示展示展示棟棟棟棟です。この１です。この１です。この１です。この１階階階階には、文化財には、文化財には、文化財には、文化財建造建造建造建造物物物物のののの修修修修復や復や復や復や人人人人材材材材育成を育成を育成を育成を担う担う担う担う県の文化財保県の文化財保県の文化財保県の文化財保存存存存事務所事務所事務所事務所やややや、、、、考考考考古古古古のののの遺遺遺遺物整物整物整物整理な理な理な理などどどどをををを行う行う行う行う天天天天理理理理市市市市のののの文化財課が文化財課が文化財課が文化財課が移転移転移転移転する予定です。地する予定です。地する予定です。地する予定です。地下下下下１１１１階階階階には、には、には、には、仏仏仏仏像像像像やややや絵絵絵絵画画画画等の等の等の等の修修修修復工復工復工復工房房房房とととと展示展示展示展示室を室を室を室を確確確確保し保し保し保したいとたいとたいとたいと考え考え考え考えており、ており、ており、ており、来来来来訪訪訪訪者が文化財者が文化財者が文化財者が文化財修修修修復復復復の公開解の公開解の公開解の公開解説や説や説や説や仏仏仏仏像像像像等の等の等の等のレレレレププププリリリリカカカカななななどどどどにににに触触触触れて学れて学れて学れて学ぶぶぶぶことができる機会をことができる機会をことができる機会をことができる機会を提提提提供供供供したいとしたいとしたいとしたいと考え考え考え考えています。それから２ています。それから２ています。それから２ています。それから２階階階階部分には、公部分には、公部分には、公部分には、公益益益益財財財財団団団団法人法人法人法人ユユユユネネネネスコ・スコ・スコ・スコ・アアアアジジジジアアアア文化文化文化文化セセセセンンンンタタタターーーー（（（（ＡＡＡＡＣＣＵＣＣＵＣＣＵＣＣＵ）の文化）の文化）の文化）の文化遺遺遺遺産保産保産保産保護護護護協協協協力力力力事務所が事務所が事務所が事務所が移転移転移転移転する予定ですする予定ですする予定ですする予定ですので、国ので、国ので、国ので、国際際際際的的的的な文化財の保な文化財の保な文化財の保な文化財の保存修存修存修存修復復復復の人の人の人の人材材材材育成な育成な育成な育成などどどどをををを行う行う行う行う拠点拠点拠点拠点にしたいとにしたいとにしたいとにしたいと考え考え考え考えています。５ています。５ています。５ています。５ページページページページは、今ごは、今ごは、今ごは、今ご説明説明説明説明した文化財した文化財した文化財した文化財修修修修復復復復展示展示展示展示棟棟棟棟でのでのでのでの取取取取りりりり組み組み組み組み展展展展開案を開案を開案を開案を具体的具体的具体的具体的にににに取取取取りまとめたりまとめたりまとめたりまとめたももももので、ので、ので、ので、修修修修復復復復作作作作業の公開解業の公開解業の公開解業の公開解説や説や説や説や展示展示展示展示、人、人、人、人材材材材育成、育成、育成、育成、講講講講演演演演、、、、体験体験体験体験ななななどどどどについて、について、について、について、現現現現在検討在検討在検討在検討をををを行っ行っ行っ行っているているているている内容内容内容内容についてについてについてについて記載記載記載記載しています。しています。しています。しています。続続続続いて６いて６いて６いて６ページページページページですが、ですが、ですが、ですが、芸術家芸術家芸術家芸術家村にお村にお村にお村にお越越越越しいただいたしいただいたしいただいたしいただいた多多多多くのくのくのくの皆様皆様皆様皆様にににに質質質質のののの高高高高い文化い文化い文化い文化芸術芸術芸術芸術にににに触触触触れていただけるれていただけるれていただけるれていただける拠点拠点拠点拠点としてのとしてのとしてのとしての複複複複合合合合棟棟棟棟の平の平の平の平面面面面計計計計画画画画です。１です。１です。１です。１階階階階には、には、には、には、子ども子ども子ども子どもたたたたちちちちがががが絵絵絵絵画画画画ななななどどどどのののの体験体験体験体験学学学学習習習習をする部をする部をする部をする部屋屋屋屋を、２を、２を、２を、２階階階階には、には、には、には、歴歴歴歴史文化史文化史文化史文化資源資源資源資源をををを題題題題材材材材にしたにしたにしたにしたセミナセミナセミナセミナーーーーななななどどどどを開を開を開を開催催催催するするするすることのできることのできることのできることのできる講講講講座座座座室、室、室、室、アアアアーーーーテテテティィィィストストストストがががが創創創創作作作作活動な活動な活動な活動などどどどをををを行うス行うス行うス行うスタタタタジジジジオオオオ、それから、それから、それから、それから来来来来訪訪訪訪者な者な者な者などどどどと交と交と交と交流流流流をををを行うラ行うラ行うラ行うラウウウウンジンジンジンジななななどどどどを、地を、地を、地を、地下下下下１１１１階階階階には、には、には、には、講講講講演演演演会会会会やややや演演演演劇劇劇劇、音、音、音、音楽楽楽楽会な会な会な会などどどどがががが常時常時常時常時できるできるできるできるホホホホーーーールルルルをををを設設設設けたいとけたいとけたいとけたいと考え考え考え考えています。７ています。７ています。７ています。７ページページページページは、今ごは、今ごは、今ごは、今ご説明説明説明説明したしたしたした複複複複合合合合棟棟棟棟におけるにおけるにおけるにおける具体的具体的具体的具体的なななな取取取取りりりり組み組み組み組み案を案を案を案を記載記載記載記載しており、日本文化しており、日本文化しており、日本文化しており、日本文化始始始始まりの地である奈良をまりの地である奈良をまりの地である奈良をまりの地である奈良を体験体験体験体験、、、、満喫満喫満喫満喫できるよできるよできるよできるよううううにににに魅魅魅魅力力力力ののののあるあるあるある体験体験体験体験講講講講座座座座ななななどどどどをををを行行行行いたいといたいといたいといたいと考え考え考え考えています。ています。ています。ています。来来来来年度には、年度には、年度には、年度には、具体的具体的具体的具体的に事業のに事業のに事業のに事業の具体具体具体具体化、化、化、化、体制体制体制体制づづづづくりなくりなくりなくりなどどどどをををを行っ行っ行っ行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考え考え考え考えています。ています。ています。ています。続続続続く８く８く８く８ページページページページは、は、は、は、農農農農村交村交村交村交流流流流施設・施設・施設・施設・伝伝伝伝統統統統工芸施設・サ工芸施設・サ工芸施設・サ工芸施設・サイイイイククククルルルルスススステテテテーーーーショショショションンンンをををを併併併併設設設設したしたしたした施設施設施設施設及び及び及び及び情情情情報報報報提提提提供供供供施設施設施設施設の平の平の平の平面面面面計計計計画画画画で、これらを地域活性化をで、これらを地域活性化をで、これらを地域活性化をで、これらを地域活性化を図図図図るるるる拠点拠点拠点拠点にしたいとにしたいとにしたいとにしたいと考え考え考え考えているとているとているとているとこここころろろろです。です。です。です。農農農農村交村交村交村交流流流流施設施設施設施設等を等を等を等を併併併併設設設設するするするする施設施設施設施設の１の１の１の１階階階階部分では、奈良県産の部分では、奈良県産の部分では、奈良県産の部分では、奈良県産の農農農農産産産産物物物物等を活用し等を活用し等を活用し等を活用したたたたレレレレストランストランストランストラン、、、、直直直直売所、売所、売所、売所、伝伝伝伝統統統統工芸品工芸品工芸品工芸品のののの展示展示展示展示即即即即売な売な売な売などどどどののののスペーススペーススペーススペースをををを設設設設け、２け、２け、２け、２階階階階部分で奈良県部分で奈良県部分で奈良県部分で奈良県産産産産食材食材食材食材をををを使使使使っっっったたたた実実実実習習習習室、室、室、室、加工加工加工加工所な所な所な所などどどどをををを設置設置設置設置して、産業して、産業して、産業して、産業・・・・観光振興を観光振興を観光振興を観光振興を図図図図るととるととるととるととももももに、に、に、に、情情情情報報報報提提提提供供供供施設施設施設施設では、県では、県では、県では、県内内内内のほかの機関等との連のほかの機関等との連のほかの機関等との連のほかの機関等との連携携携携によるによるによるによる周周周周遊遊遊遊観光につながる観光につながる観光につながる観光につながる情情情情報報報報も提も提も提も提供供供供したいとしたいとしたいとしたいと
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考え考え考え考えています。今ごています。今ごています。今ごています。今ご説明説明説明説明したしたしたした農農農農村交村交村交村交流流流流施設や施設や施設や施設や伝伝伝伝統統統統工芸施設工芸施設工芸施設工芸施設でのでのでのでの具体的具体的具体的具体的なななな展展展展開案については、開案については、開案については、開案については、９９９９ページページページページと１０と１０と１０と１０ページページページページにににに現現現現在在在在のののの検討状況検討状況検討状況検討状況をををを記載記載記載記載していますが、いずれのしていますが、いずれのしていますが、いずれのしていますが、いずれの施設施設施設施設とととともももも、、、、食食食食べべべべる、る、る、る、買買買買うううう、学、学、学、学ぶぶぶぶ、、、、遊遊遊遊ぶぶぶぶななななどどどどを一を一を一を一体的体的体的体的にににに展展展展開し、大人と開し、大人と開し、大人と開し、大人と子ども子ども子ども子ども、、、、来来来来場者全場者全場者全場者全体体体体がとがとがとがとももももにににに楽楽楽楽しめるしめるしめるしめる空空空空間間間間をををを目指目指目指目指しています。しています。しています。しています。１１１１１１１１ページページページページでは、これまでごでは、これまでごでは、これまでごでは、これまでご説明説明説明説明した４した４した４した４ページページページページからの平からの平からの平からの平面面面面計計計計画画画画案を案を案を案を反映反映反映反映させたさせたさせたさせた外外外外観の観の観の観のイイイイメメメメージージージージパパパパースースースースを、ごを、ごを、ごを、ご参参参参考考考考までにまでにまでにまでに掲掲掲掲載載載載しています。しています。しています。しています。続続続続いて１２いて１２いて１２いて１２ページページページページは、は、は、は、運営運営運営運営体制体制体制体制及び及び及び及びススススキキキキームームームーム等についてです。この国等についてです。この国等についてです。この国等についてです。この国際際際際芸術家芸術家芸術家芸術家村は村は村は村は複複複複合合合合的的的的ななななサービスサービスサービスサービスをををを提提提提供供供供するするするする拠点拠点拠点拠点であることから、であることから、であることから、であることから、昨昨昨昨年度年度年度年度策策策策定した定した定した定した整整整整備備備備基基基基本計本計本計本計画画画画では、では、では、では、運営運営運営運営にににに当た当た当た当たっっっっては、ては、ては、ては、各各各各分野に分野に分野に分野に強強強強みみみみのあるのあるのあるのある民民民民間間間間事業者が事業者が事業者が事業者が創創創創意意意意工工工工夫夫夫夫ののののももももとととと収収収収益益益益をををを高高高高める一方、一める一方、一める一方、一める一方、一体体体体管管管管理な理な理な理などどどどのののの効効効効率的率的率的率的な管理な管理な管理な管理・・・・運営運営運営運営によによによによっっっっててててコストコストコストコスト削削削削減減減減にににに努努努努めるめるめるめる指指指指定管理定管理定管理定管理制制制制度の度の度の度の利利利利用用用用料料料料金金金金制制制制がががが望望望望ましいとご報告したとこましいとご報告したとこましいとご報告したとこましいとご報告したところろろろですが、このですが、このですが、このですが、この上上上上で今年度は、で今年度は、で今年度は、で今年度は、指指指指定管理定管理定管理定管理制制制制度を活用した度を活用した度を活用した度を活用した運営運営運営運営体制体制体制体制ををををどどどどのよのよのよのよううううな形な形な形な形態態態態でででで行う行う行う行うのがのがのがのが効効効効率的率的率的率的かについてかについてかについてかについて検討検討検討検討しています。ここでは４つの案をおしています。ここでは４つの案をおしています。ここでは４つの案をおしています。ここでは４つの案をお示示示示ししていますが、ししていますが、ししていますが、ししていますが、ＡＡＡＡ案として、案として、案として、案として、官官官官民民民民、地、地、地、地元元元元関係者が合議で全関係者が合議で全関係者が合議で全関係者が合議で全体体体体をををを運営運営運営運営するよするよするよするよううううな協議会な協議会な協議会な協議会型型型型、、、、ＢＢＢＢ案として、案として、案として、案として、農農農農村交村交村交村交流流流流施設施設施設施設の受の受の受の受託託託託者を中者を中者を中者を中心心心心にににに複複複複数数数数事業者が全事業者が全事業者が全事業者が全体体体体をををを運営運営運営運営する形、あと２案はする形、あと２案はする形、あと２案はする形、あと２案はこのこのこのこのＢＢＢＢ案の案の案の案の派派派派生になりますが、生になりますが、生になりますが、生になりますが、複複複複数数数数事業者が全事業者が全事業者が全事業者が全体体体体をををを運営運営運営運営する場合のする場合のする場合のする場合のうちうちうちうち、文化、文化、文化、文化芸術芸術芸術芸術ななななどどどどのののの取取取取りりりり組み組み組み組みののののみみみみ県が県が県が県が個個個個別別別別発発発発注注注注する形する形する形する形態態態態としてとしてとしてとしてＣＣＣＣ案、案、案、案、逆逆逆逆に全業務を一に全業務を一に全業務を一に全業務を一括括括括で発で発で発で発注注注注するするするするＤＤＤＤ案、これ案、これ案、これ案、これらの案について、国らの案について、国らの案について、国らの案について、国際際際際芸術家芸術家芸術家芸術家村村村村構想構想構想構想等等等等検討検討検討検討委員会でのご委員会でのご委員会でのご委員会でのご意見意見意見意見等等等等もももも参参参参考考考考に、今に、今に、今に、今比比比比較検討較検討較検討較検討してしてしてしているとこいるとこいるとこいるところろろろです。です。です。です。最最最最後に１３後に１３後に１３後に１３ページページページページ、今後の、今後の、今後の、今後のススススケケケケジジジジュュュューーーールルルル案ですが、今年度は案ですが、今年度は案ですが、今年度は案ですが、今年度は造造造造成の成の成の成の設設設設計と計と計と計と工工工工事に事に事に事に着着着着手す手す手す手するととるととるととるととももももに、に、に、に、建建建建築築築築のののの設設設設計計計計やややや運営運営運営運営体制体制体制体制のののの構構構構築検討築検討築検討築検討ななななどどどどをををを行っ行っ行っ行って、て、て、て、来来来来年度からは年度からは年度からは年度からは建建建建築築築築のののの工工工工事を事を事を事を行行行行い、平成３２年度中のい、平成３２年度中のい、平成３２年度中のい、平成３２年度中の完完完完成を成を成を成を目指目指目指目指したいとしたいとしたいとしたいと考え考え考え考えています。また、ています。また、ています。また、ています。また、整整整整備に当た備に当た備に当た備に当たっっっっては、国ては、国ては、国ては、国の地方の地方の地方の地方創創創創生生生生拠点拠点拠点拠点整整整整備交付金な備交付金な備交付金な備交付金などどどどをををを最最最最大限に活用していきたいと大限に活用していきたいと大限に活用していきたいと大限に活用していきたいと考え考え考え考えています。ています。ています。ています。奈良県国奈良県国奈良県国奈良県国際際際際芸術家芸術家芸術家芸術家村の村の村の村の検討状況検討状況検討状況検討状況についてはについてはについてはについては以上以上以上以上です。です。です。です。引引引引きききき続続続続いて、平成２８年１２月議いて、平成２８年１２月議いて、平成２８年１２月議いて、平成２８年１２月議会においてご会においてご会においてご会においてご採採採採択択択択されたされたされたされた高高高高等学等学等学等学校校校校等の等の等の等の無無無無償化に関する償化に関する償化に関する償化に関する請請請請願願願願書書書書へへへへの対の対の対の対応応応応について、今について、今について、今について、今回回回回は、は、は、は、ことしの９月議会ことしの９月議会ことしの９月議会ことしの９月議会以降以降以降以降のののの検討状況検討状況検討状況検討状況をご報告したいとをご報告したいとをご報告したいとをご報告したいと思思思思います。います。います。います。資料資料資料資料５５５５「「「「私私私私立立立立高高高高等学等学等学等学校校校校等等等等授授授授業業業業料料料料軽軽軽軽減減減減補補補補助助助助についてについてについてについて」」」」の２の２の２の２ページページページページにおいて、さきの９月議において、さきの９月議において、さきの９月議において、さきの９月議会でご会でご会でご会でご説明説明説明説明した、した、した、した、制制制制度度度度設設設設計に計に計に計に向向向向けたけたけたけた基基基基本本本本的的的的なななな考え考え考え考え方を方を方を方を整整整整理しています。本県の場合、理しています。本県の場合、理しています。本県の場合、理しています。本県の場合、私私私私立立立立学学学学校校校校等しか進学の等しか進学の等しか進学の等しか進学の選選選選択肢択肢択肢択肢がない場合において、ごがない場合において、ごがない場合において、ごがない場合において、ご家家家家庭庭庭庭のののの経済経済経済経済事事事事情情情情のために進学をのために進学をのために進学をのために進学を諦諦諦諦めるこめるこめるこめることのないよとのないよとのないよとのないようううう、、、、低低低低所所所所得得得得者者者者層層層層のののの就就就就学支学支学支学支援援援援といといといというううう考え考え考え考え方で方で方で方で制制制制度を度を度を度を設設設設計している計している計している計している現行現行現行現行のののの制制制制度があ度があ度があ度がある中でして、る中でして、る中でして、る中でして、検討検討検討検討に当たに当たに当たに当たっっっっては、３ては、３ては、３ては、３点点点点にににに配配配配意意意意したいとしたいとしたいとしたいと考え考え考え考えています。その１ています。その１ています。その１ています。その１点点点点目目目目としては、としては、としては、としては、
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ごごごご家家家家庭庭庭庭が名が名が名が名目目目目のいかんにかかのいかんにかかのいかんにかかのいかんにかかわわわわらず、学費らず、学費らず、学費らず、学費相相相相当として当として当として当として負担負担負担負担しているしているしているしている施設整施設整施設整施設整備費等を備費等を備費等を備費等をどどどどのよのよのよのよううううにににに考え考え考え考えるのかといるのかといるのかといるのかといううううこと、２こと、２こと、２こと、２点点点点目目目目は、国のは、国のは、国のは、国の検討検討検討検討のののの推移推移推移推移をををを見見見見守守守守るるるる必要必要必要必要があること、があること、があること、があること、最最最最後３後３後３後３点点点点目目目目は、は、は、は、必要必要必要必要な財な財な財な財源源源源のののの捻捻捻捻出についてです。出についてです。出についてです。出についてです。この３この３この３この３点点点点のののの現現現現状状状状等ですが、まず１等ですが、まず１等ですが、まず１等ですが、まず１点点点点目目目目のののの施設整施設整施設整施設整備費等を備費等を備費等を備費等をどどどどのよのよのよのよううううにににに考え考え考え考えるのかについて、るのかについて、るのかについて、るのかについて、本県と大本県と大本県と大本県と大阪阪阪阪府府府府のののの納納納納付金の付金の付金の付金の比比比比較較較較をおをおをおをお示示示示ししていますが、合計の金額でししていますが、合計の金額でししていますが、合計の金額でししていますが、合計の金額で見見見見れば、れば、れば、れば、差差差差ははははわわわわずかしずかしずかしずかしかないかないかないかないわわわわけですが、けですが、けですが、けですが、内訳内訳内訳内訳をををを見見見見ると、本県の場合、ると、本県の場合、ると、本県の場合、ると、本県の場合、授授授授業業業業料料料料がががが低低低低くくくく施設整施設整施設整施設整備費等が備費等が備費等が備費等が高高高高いいいい状況状況状況状況ににににあります。また、公立あります。また、公立あります。また、公立あります。また、公立高校高校高校高校におけるにおけるにおけるにおける施設整施設整施設整施設整備の備の備の備の現現現現状状状状を全国とのを全国とのを全国とのを全国との比比比比較較較較でででで見見見見ると、本県の県立ると、本県の県立ると、本県の県立ると、本県の県立高校高校高校高校はははは空空空空調調調調、、、、耐震耐震耐震耐震化と化と化と化とももももに全国にに全国にに全国にに全国に比比比比べべべべてててて整整整整備備備備率率率率がががが低低低低いいいい状況状況状況状況にあり、こにあり、こにあり、こにあり、こうううういいいいっっっったことたことたことたことも配慮も配慮も配慮も配慮しながらしながらしながらしながら施設整施設整施設整施設整備費等の備費等の備費等の備費等の取取取取りりりり扱扱扱扱いをいをいをいを考え考え考え考え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っっっっています。ています。ています。ています。次次次次に、２に、２に、２に、２点点点点目目目目の国の動きについて、この総務警察委員会の委員のの国の動きについて、この総務警察委員会の委員のの国の動きについて、この総務警察委員会の委員のの国の動きについて、この総務警察委員会の委員の皆様皆様皆様皆様ご承知のとおり、ご承知のとおり、ご承知のとおり、ご承知のとおり、ことし１０月２２日のことし１０月２２日のことし１０月２２日のことし１０月２２日の衆衆衆衆議議議議院院院院議員総議員総議員総議員総選選選選挙挙挙挙後に後に後に後に急急急急に動きがあり、に動きがあり、に動きがあり、に動きがあり、先先先先週週週週１２月８日に、１２月８日に、１２月８日に、１２月８日に、新新新新しいしいしいしい経済政策経済政策経済政策経済政策パパパパッッッッケケケケージージージージといといといというもうもうもうものがのがのがのが閣閣閣閣議決定され、その中に議決定され、その中に議決定され、その中に議決定され、その中に私私私私立立立立高高高高等学等学等学等学校校校校のののの授授授授業業業業料料料料のののの実実実実質無質無質無質無償化が償化が償化が償化が含含含含められました。国のほめられました。国のほめられました。国のほめられました。国のほううううで、年で、年で、年で、年収収収収５００５００５００５００万円未万円未万円未万円未満満満満世帯世帯世帯世帯を対を対を対を対象象象象としたとしたとしたとした私私私私立立立立高高高高等学等学等学等学校校校校授授授授業業業業料料料料のののの実実実実質無質無質無質無償化を償化を償化を償化を実現実現実現実現する方する方する方する方向向向向になになになになっっっっています。ています。ています。ています。最最最最後３後３後３後３点点点点目目目目の財の財の財の財源源源源のののの捻捻捻捻出については、例年１２月出については、例年１２月出については、例年１２月出については、例年１２月下下下下旬旬旬旬ににににもももも地方財地方財地方財地方財政政政政対対対対策策策策の案がの案がの案がの案が示示示示され、され、され、され、その後、交付税等のその後、交付税等のその後、交付税等のその後、交付税等の見見見見通しが通しが通しが通しが判判判判明明明明するといするといするといするというううう状況状況状況状況ですから、これらをですから、これらをですから、これらをですから、これらを踏踏踏踏ままままええええながら今ながら今ながら今ながら今検討検討検討検討をしているとこをしているとこをしているとこをしているところろろろで、今度の２月定例県議会において、県としてので、今度の２月定例県議会において、県としてので、今度の２月定例県議会において、県としてので、今度の２月定例県議会において、県としての制制制制度、度、度、度、考え考え考え考え方について方について方について方について一定の一定の一定の一定の結結結結論論論論を出しておを出しておを出しておを出してお示示示示ししたいとししたいとししたいとししたいと考え考え考え考えています。ています。ています。ています。なお、なお、なお、なお、資料資料資料資料５のその５のその５のその５のその次次次次３３３３ページページページページには、今ごには、今ごには、今ごには、今ご説明説明説明説明した１２月８日した１２月８日した１２月８日した１２月８日閣閣閣閣議決定の議決定の議決定の議決定の新新新新しいしいしいしい経済政経済政経済政経済政策策策策パパパパッッッッケケケケージージージージのののの抜抜抜抜粋粋粋粋をををを載載載載せており、４せており、４せており、４せており、４ページページページページと５と５と５と５ページページページページには、ことしの６月と９月議会にには、ことしの６月と９月議会にには、ことしの６月と９月議会にには、ことしの６月と９月議会にももももおおおお示示示示しした大しした大しした大しした大阪阪阪阪府府府府と本県のと本県のと本県のと本県の制制制制度度度度比比比比較較較較のののの概要図概要図概要図概要図とととと説明説明説明説明をををを再再再再度度度度添添添添付しています。付しています。付しています。付しています。以上以上以上以上でごでごでごでご説明説明説明説明をををを終終終終わわわわります。よります。よります。よります。よろろろろしくご審議をお願いします。しくご審議をお願いします。しくご審議をお願いします。しくご審議をお願いします。○中西観光局理事○中西観光局理事○中西観光局理事○中西観光局理事 それでは、今年度のそれでは、今年度のそれでは、今年度のそれでは、今年度の「「「「奈良大立山まつり奈良大立山まつり奈良大立山まつり奈良大立山まつり」」」」のののの実施概要実施概要実施概要実施概要について、について、について、について、座座座座ららららせていただいて、ご報告したいとせていただいて、ご報告したいとせていただいて、ご報告したいとせていただいて、ご報告したいと思思思思います。います。います。います。去去去去る１１月２１日にる１１月２１日にる１１月２１日にる１１月２１日に「「「「奈良大立山まつり奈良大立山まつり奈良大立山まつり奈良大立山まつり」実行」実行」実行」実行委員会があり、平成３０年の大立山まつ委員会があり、平成３０年の大立山まつ委員会があり、平成３０年の大立山まつ委員会があり、平成３０年の大立山まつりをりをりをりをどどどどのよのよのよのよううううな形でするのかについて、しな形でするのかについて、しな形でするのかについて、しな形でするのかについて、しっっっっかりとごかりとごかりとごかりとご指指指指示示示示をいただき、をいただき、をいただき、をいただき、内容内容内容内容がががが固固固固まりましまりましまりましまりましたので、ここで報告をさせていただきます。たので、ここで報告をさせていただきます。たので、ここで報告をさせていただきます。たので、ここで報告をさせていただきます。資料資料資料資料６の１６の１６の１６の１ページページページページですが、ですが、ですが、ですが、イベイベイベイベントコンントコンントコンントコンセセセセプトプトプトプトはははは「「「「年の年の年の年の初初初初めにめにめにめに無無無無病病病病息息息息災災災災をををを祈祈祈祈るるるる」」」」といといといといううううそのままでして、奈良のそのままでして、奈良のそのままでして、奈良のそのままでして、奈良の弱弱弱弱点点点点であるであるであるである冬冬冬冬場の場の場の場の宿泊宿泊宿泊宿泊客客客客にににに多多多多くくくく来来来来ていただき、また、県ていただき、また、県ていただき、また、県ていただき、また、県内市町内市町内市町内市町村村村村のののの魅魅魅魅力力力力を全国にを全国にを全国にを全国にＰＲＰＲＰＲＰＲするといするといするといするという目的う目的う目的う目的のために、のために、のために、のために、来来来来年１月の２６日から２８日、金、年１月の２６日から２８日、金、年１月の２６日から２８日、金、年１月の２６日から２８日、金、土土土土、日、日、日、日
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曜曜曜曜日の３日日の３日日の３日日の３日間間間間に限定して、２６日はに限定して、２６日はに限定して、２６日はに限定して、２６日は夕夕夕夕方１６方１６方１６方１６時時時時から、２７、２８日はおから、２７、２８日はおから、２７、２８日はおから、２７、２８日はお子子子子さんのことさんのことさんのことさんのこともももも考考考考ええええてててて昼昼昼昼の１３の１３の１３の１３時時時時から、３日から、３日から、３日から、３日間間間間いずれいずれいずれいずれもももも夜夜夜夜２０２０２０２０時時時時まで開まで開まで開まで開催催催催させていただきます。させていただきます。させていただきます。させていただきます。なお、２７日はなお、２７日はなお、２７日はなお、２７日は若若若若草草草草山山山山焼焼焼焼きききき行行行行事と事と事と事と同時同時同時同時開開開開催催催催といといといといううううことで、ことで、ことで、ことで、若若若若草草草草山山山山焼焼焼焼きにはきにはきにはきには宿泊宿泊宿泊宿泊者者者者向向向向けのけのけのけの有料有料有料有料観観観観覧覧覧覧席が約５００席ほ席が約５００席ほ席が約５００席ほ席が約５００席ほどどどどああああっっっって、これはて、これはて、これはて、これはもうもうもうもう既既既既にににに完完完完売しているのですが、今売しているのですが、今売しているのですが、今売しているのですが、今回回回回は、大は、大は、大は、大立山まつりのほ立山まつりのほ立山まつりのほ立山まつりのほううううででででも同じも同じも同じも同じよよよよううううに、山に、山に、山に、山焼焼焼焼きと一きと一きと一きと一緒緒緒緒にににに見見見見られるられるられるられる有料有料有料有料席を５００席席を５００席席を５００席席を５００席以上以上以上以上つくらつくらつくらつくらせていただいたとこせていただいたとこせていただいたとこせていただいたところろろろ、、、、現現現現在在在在旅行旅行旅行旅行会会会会社社社社からからからから聞聞聞聞いているとこいているとこいているとこいているところろろろでは、こでは、こでは、こでは、こちちちちらのほらのほらのほらのほうもうもうもうも既既既既におにおにおにおおおおおむむむむねねねね予約が入予約が入予約が入予約が入っっっっているているているている状状状状態態態態です。です。です。です。一一一一応応応応変更変更変更変更点点点点をごをごをごをご説明説明説明説明しますと、平成２７年度に第１しますと、平成２７年度に第１しますと、平成２７年度に第１しますと、平成２７年度に第１回回回回ををををススススタタタタートートートートしたときには、したときには、したときには、したときには、伝伝伝伝統統統統行行行行事として事として事として事として各市町各市町各市町各市町村から出ていただいたのは１４村から出ていただいたのは１４村から出ていただいたのは１４村から出ていただいたのは１４団団団団体体体体でしたが、今年度は２７でしたが、今年度は２７でしたが、今年度は２７でしたが、今年度は２７団団団団体体体体といといといといううううこここことで、とで、とで、とで、橿原市橿原市橿原市橿原市のののの十十十十市市市市のだんのだんのだんのだんじじじじりをはりをはりをはりをはじじじじめ、め、め、め、新新新新しいしいしいしい参参参参加加加加団団団団体体体体が出てきています。またが出てきています。またが出てきています。またが出てきています。また、、、、「「「「ああああっっっったかたかたかたかももももんんんんググググランプランプランプランプリリリリ」」」」には県には県には県には県内内内内３９３９３９３９市町市町市町市町村全部に出ていただいていますが、今年度は、村全部に出ていただいていますが、今年度は、村全部に出ていただいていますが、今年度は、村全部に出ていただいていますが、今年度は、「「「「ああああっっっったかたかたかたかももももんんんんググググランプランプランプランプリリリリ」」」」ののののブブブブース以外ース以外ース以外ース以外に、それに、それに、それに、それぞぞぞぞれのれのれのれの市町市町市町市町村の村の村の村のＰＲＰＲＰＲＰＲをしていただき、をしていただき、をしていただき、をしていただき、またはいまたはいまたはいまたはいろろろろいいいいろろろろななななもももものを売のを売のを売のを売っっっっていただくていただくていただくていただく物販も物販も物販も物販もできるよできるよできるよできるよううううななななスペーススペーススペーススペースをををを追加追加追加追加して、活発にして、活発にして、活発にして、活発にやっやっやっや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考え考え考え考えていまして、ていまして、ていまして、ていまして、市町市町市町市町村によ村によ村によ村によっっっっては、ては、ては、ては、もうもうもうもう既既既既にににに「「「「ああああっっっったかたかたかたかももももんんんんググググランプランプランプランプリリリリ予予予予選選選選会会会会」」」」等を等を等を等をやっやっやっやってててて盛盛盛盛りりりり上上上上ががががっっっってるとこてるとこてるとこてるところもろもろもろもあります。また、あります。また、あります。また、あります。また、前前前前 々々々々からからからから問問問問題題題題になになになになっっっっていていていているるるる誘客誘客誘客誘客のののの伸伸伸伸びについては、地びについては、地びについては、地びについては、地元元元元の自治会等の自治会等の自治会等の自治会等 々々々々、い、い、い、いろろろろいいいいろろろろなごなごなごなご意見意見意見意見をををを聞聞聞聞く中で、く中で、く中で、く中で、ややややはりはりはりはり子ど子ど子ど子どももももがががが楽楽楽楽しめるよしめるよしめるよしめるよううううななななアアアアトラクトラクトラクトラクショショショションンンンといといといという子どもう子どもう子どもう子ども向向向向けのけのけのけの視視視視点点点点も要も要も要も要るのではないかといるのではないかといるのではないかといるのではないかといううううごごごご意見意見意見意見を受けて、今を受けて、今を受けて、今を受けて、今回回回回は、は、は、は、子ども子ども子ども子ども向向向向けのけのけのけのエエエエンンンンタタタターーーーテイメテイメテイメテイメントントントントゾゾゾゾーンーンーンーンをををを設置設置設置設置して、して、して、して、多多多多くのくのくのくの親親親親子子子子連れに連れに連れに連れに楽楽楽楽しくしくしくしく来来来来ていただけるよていただけるよていただけるよていただけるよううううにとにとにとにと考え考え考え考えています。ています。ています。ています。次次次次の２の２の２の２ページページページページは、会場は、会場は、会場は、会場レイアウレイアウレイアウレイアウトトトトです。大きく変です。大きく変です。大きく変です。大きく変わっわっわっわったたたた点点点点は開は開は開は開催催催催場所で、場所で、場所で、場所で、前回前回前回前回までの大までの大までの大までの大極極極極殿殿殿殿院院院院前前前前はははは現現現現在在在在工工工工事していること事していること事していること事していることももももああああっっっって、て、て、て、朝朝朝朝堂堂堂堂院周院周院周院周辺辺辺辺に変に変に変に変わっわっわっわっています。今までは、ています。今までは、ています。今までは、ています。今までは、伝伝伝伝統統統統芸能芸能芸能芸能にににに参参参参加加加加していただいた方が一生していただいた方が一生していただいた方が一生していただいた方が一生懸懸懸懸命命命命やっやっやっやっているのにているのにているのにているのに、、、、「「「「ああああっっっったかたかたかたかももももんんんんググググランプランプランプランプリリリリ」」」」エエエエリアリアリアリアでででで食食食食べべべべている人は全ている人は全ている人は全ている人は全然見然見然見然見ていないといていないといていないといていないというううう苦苦苦苦情情情情ももももたくさんいただいていましたが、たくさんいただいていましたが、たくさんいただいていましたが、たくさんいただいていましたが、朝朝朝朝堂堂堂堂院周院周院周院周辺辺辺辺で開で開で開で開催催催催する今する今する今する今回回回回は、は、は、は、花花花花道道道道であるであるであるである舞舞舞舞台台台台をををを真真真真ん中にん中にん中にん中に配置配置配置配置して、して、して、して、両両両両ササササイドイドイドイドから約１００から約１００から約１００から約１００ののののブブブブースースースースでででで舞舞舞舞台台台台をををを囲囲囲囲むむむむ形に形に形に形にレイアウレイアウレイアウレイアウトトトトを変を変を変を変ええええて、て、て、て、食食食食べべべべながらでながらでながらでながらでもももも舞舞舞舞台台台台をををを見見見見ていただけるよていただけるよていただけるよていただけるよううううにににに考え考え考え考えています。またています。またています。またています。また、、、、「「「「ここここどもどもどもども縁縁縁縁日日日日」」」」「「「「ここここどもどもどもども広場広場広場広場」」」」といといといという子どももう子どももう子どももう子どもも楽楽楽楽しめるしめるしめるしめるアアアアトラクトラクトラクトラクショショショションンンンエエエエリアリアリアリアをををを設設設設けていますが、けていますが、けていますが、けていますが、ロロロローーーードドドドトトトトレイレイレイレインンンンといといといというもうもうもうものに会場のに会場のに会場のに会場内内内内をををを「「「「ここここどもどもどもども広場広場広場広場」」」」ままままでででで親親親親子子子子連れで連れで連れで連れで運運運運んでいただくよんでいただくよんでいただくよんでいただくよううううなななな演演演演出等出等出等出等 々々々々もももも考え考え考え考えています。ています。ています。ています。次次次次の３の３の３の３ページページページページはははは伝伝伝伝統統統統行行行行事の事の事の事の舞舞舞舞台台台台での出での出での出での出演演演演団団団団体体体体で、で、で、で、赤赤赤赤でででで表表表表示示示示している５している５している５している５団団団団体体体体が、今が、今が、今が、今回新回新回新回新ししししくくくく参参参参加加加加していただけるとこしていただけるとこしていただけるとこしていただけるところろろろです。４です。４です。４です。４ページページページページはははは舞舞舞舞台以外台以外台以外台以外でまつりをでまつりをでまつりをでまつりを盛盛盛盛りりりり上げ上げ上げ上げるるるる行行行行事等で、事等で、事等で、事等で、
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そそそそももももそそそそももももこのこのこのこの「「「「立山まつり立山まつり立山まつり立山まつり」」」」といといといというううう言言言言葉葉葉葉は奈良県にしかは奈良県にしかは奈良県にしかは奈良県にしか存存存存在在在在しないしないしないしない言言言言葉葉葉葉ですが、今まで出ですが、今まで出ですが、今まで出ですが、今まで出ていただいていた広ていただいていた広ていただいていた広ていただいていた広陵陵陵陵町町町町のののの「「「「立山立山立山立山祭祭祭祭りりりり」以外」以外」以外」以外ににににもももも、、、、橿原市橿原市橿原市橿原市からからからから八八八八木町木町木町木町のののの愛宕愛宕愛宕愛宕祭祭祭祭の立山の立山の立山の立山もももも参参参参加加加加していただくことになしていただくことになしていただくことになしていただくことになっっっっています。この４ています。この４ています。この４ています。この４ページページページページの後の後の後の後半半半半は３日は３日は３日は３日間間間間ののののススススケケケケジジジジュュュューーーールルルル、、、、次次次次のののの５５５５ページページページページではではではでは、、、、「「「「ああああっっっったかたかたかたかももももんんんんググググランプランプランプランプリリリリ」」」」の出の出の出の出店店店店内容や内容や内容や内容やグルメグルメグルメグルメ・・・・特産特産特産特産品販品販品販品販売の売の売の売の細細細細かいかいかいかい内内内内容容容容をををを記載記載記載記載しています。しています。しています。しています。今今今今回回回回は、は、は、は、ススススタタタタッフッフッフッフのほのほのほのほうもうもうもうも県職員、県職員、県職員、県職員、市町市町市町市町村職員の村職員の村職員の村職員のみみみみならず、ならず、ならず、ならず、民民民民間間間間企企企企業業業業やややや地地地地元元元元自治会等か自治会等か自治会等か自治会等からのらのらのらのボボボボランランランランテテテティィィィアアアアススススタタタタッフッフッフッフの方の方の方の方もももも参参参参加加加加していただいて、していただいて、していただいて、していただいて、多多多多くのおくのおくのおくのお客様客様客様客様ととととととととももももに、一に、一に、一に、一緒緒緒緒にににに盛盛盛盛りりりり上げ上げ上げ上げていこていこていこていこううううとととと考え考え考え考えていますので、よていますので、よていますので、よていますので、よろろろろしくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。以上以上以上以上です。です。です。です。○山本委員長○山本委員長○山本委員長○山本委員長 ただいまの報告、またはその他の事項ただいまの報告、またはその他の事項ただいまの報告、またはその他の事項ただいまの報告、またはその他の事項もももも含含含含めまして、めまして、めまして、めまして、質問質問質問質問があればご発があればご発があればご発があればご発言言言言願います。願います。願います。願います。○森山委員○森山委員○森山委員○森山委員 今ご今ご今ご今ご説明説明説明説明いただいたことに関することいただいたことに関することいただいたことに関することいただいたことに関することもももも含含含含めて、２めて、２めて、２めて、２点点点点簡簡簡簡潔潔潔潔にににに教教教教ええええていただきていただきていただきていただきたいとたいとたいとたいと思思思思います。います。います。います。１１１１点点点点は、奈良県職員の退職手当に関する条例に関係することで、は、奈良県職員の退職手当に関する条例に関係することで、は、奈良県職員の退職手当に関する条例に関係することで、は、奈良県職員の退職手当に関する条例に関係することで、先先先先ほほほほどどどどの付の付の付の付託託託託議案の議議案の議議案の議議案の議第９８号第９８号第９８号第９８号「「「「奈良県職員に対する退職手当に関する条例等の一部を改正する条例奈良県職員に対する退職手当に関する条例等の一部を改正する条例奈良県職員に対する退職手当に関する条例等の一部を改正する条例奈良県職員に対する退職手当に関する条例等の一部を改正する条例」」」」にににに重重重重なりなりなりなりますけれますけれますけれますけれどもどもどもども、、、、先先先先日日日日ヒアリヒアリヒアリヒアリンンンンググググももももさせていただきましたが、今させていただきましたが、今させていただきましたが、今させていただきましたが、今回回回回の条例改正を平成３０年の条例改正を平成３０年の条例改正を平成３０年の条例改正を平成３０年１月１日から１月１日から１月１日から１月１日から施行施行施行施行するに当たするに当たするに当たするに当たっっっって、今て、今て、今て、今回回回回の改正がの改正がの改正がの改正が適適適適用される退職者の人用される退職者の人用される退職者の人用される退職者の人数数数数と、課長と、課長と、課長と、課長クラスクラスクラスクラス、、、、係長係長係長係長クラスクラスクラスクラスそれそれそれそれぞぞぞぞれで、退職手当は平れで、退職手当は平れで、退職手当は平れで、退職手当は平均均均均何何何何円円円円くらいのくらいのくらいのくらいの減減減減額になるのかについて、額になるのかについて、額になるのかについて、額になるのかについて、もうもうもうもう一度一度一度一度確認確認確認確認したいのでしたいのでしたいのでしたいので教教教教ええええてください。てください。てください。てください。○乾人事課長○乾人事課長○乾人事課長○乾人事課長 済み済み済み済みません、手ません、手ません、手ません、手元元元元にににに数数数数字字字字をををを持持持持っっっっていませんが、知事部局で１００名ていませんが、知事部局で１００名ていませんが、知事部局で１００名ていませんが、知事部局で１００名弱弱弱弱だだだだっっっったかとたかとたかとたかと思思思思います。います。います。います。○森山委員○森山委員○森山委員○森山委員 大大大大体体体体でででで結結結結構構構構ですので、ありがとですので、ありがとですので、ありがとですので、ありがとううううごごごござざざざいます。います。います。います。先先先先日の日の日の日のヒアリヒアリヒアリヒアリンンンンググググのときに、のときに、のときに、のときに、ききききちちちちんとおんとおんとおんとお聞聞聞聞きしたつきしたつきしたつきしたつももももりでしたが、手りでしたが、手りでしたが、手りでしたが、手元元元元になかになかになかになかっっっったのでたのでたのでたので確認確認確認確認のためにおのためにおのためにおのためにお聞聞聞聞きしました。きしました。きしました。きしました。今今今今回回回回の退職手当のの退職手当のの退職手当のの退職手当の引下げ引下げ引下げ引下げは、は、は、は、流流流流れでれでれでれで言言言言ううううと、国と、国と、国と、国家家家家公務員退職手当法の改正に公務員退職手当法の改正に公務員退職手当法の改正に公務員退職手当法の改正に準じ準じ準じ準じてててて引引引引きききき下げ下げ下げ下げるといるといるといるといううううことでした。長年奈良県でことでした。長年奈良県でことでした。長年奈良県でことでした。長年奈良県で勤勤勤勤めていただいて退職される方にとめていただいて退職される方にとめていただいて退職される方にとめていただいて退職される方にとっっっっては、ては、ては、ては、非常非常非常非常に額に額に額に額もももも大きいし、正大きいし、正大きいし、正大きいし、正直直直直痛痛痛痛いといといといと思思思思ううううのですけれのですけれのですけれのですけれどもどもどもども、奈良県、奈良県、奈良県、奈良県以外以外以外以外のののの団団団団体体体体ででででもももも半半半半数以上数以上数以上数以上は、こは、こは、こは、この１２月定例議会の１２月定例議会の１２月定例議会の１２月定例議会や次や次や次や次の２月の定例議会でそれにの２月の定例議会でそれにの２月の定例議会でそれにの２月の定例議会でそれに準じ準じ準じ準じてててて減減減減額を額を額を額を行う行う行う行うといといといというううう状況状況状況状況をををを聞聞聞聞いていいていいていいていると、これは進めていかなければならないのかなといると、これは進めていかなければならないのかなといると、これは進めていかなければならないのかなといると、これは進めていかなければならないのかなというううう思思思思いで、いで、いで、いで、先先先先ほほほほどどどどの議第９８号のの議第９８号のの議第９８号のの議第９８号の採採採採決では決では決では決では賛賛賛賛成させていただきました。成させていただきました。成させていただきました。成させていただきました。今度退職される方は、これまで３０今度退職される方は、これまで３０今度退職される方は、これまで３０今度退職される方は、これまで３０数数数数年年年年間間間間の長年にの長年にの長年にの長年にわわわわたたたたっっっって、奈良県の県て、奈良県の県て、奈良県の県て、奈良県の県民民民民生活の生活の生活の生活の向向向向上上上上にににに寄寄寄寄与しよ与しよ与しよ与しよううううとととと勤勤勤勤めてこられ、この１年くらいのめてこられ、この１年くらいのめてこられ、この１年くらいのめてこられ、この１年くらいの間間間間によによによにようやうやうやうやくくくく働働働働くくくく体制も体制も体制も体制も変変変変わっわっわっわってきて、てきて、てきて、てきて、
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働働働働き方改き方改き方改き方改善善善善、、、、働働働働き方改き方改き方改き方改革革革革といといといといううううことことことこともももも出てきて、出てきて、出てきて、出てきて、超超超超過過過過勤勤勤勤務の務の務の務の縮縮縮縮減減減減ななななどどどどいいいいろろろろいいいいろろろろ進進進進みみみみ始始始始めてめてめてめてきたとこきたとこきたとこきたところろろろで退職されます。で退職されます。で退職されます。で退職されます。最最最最近近近近ややややはりはりはりはり超超超超過過過過勤勤勤勤務のことな務のことな務のことな務のことなどどどどがよくがよくがよくがよくテテテテーーーーママママにににに上上上上がりますけがりますけがりますけがりますけれれれれどもどもどもども、今度、今度、今度、今度新新新新しくしくしくしく勤勤勤勤めてこられるめてこられるめてこられるめてこられる次次次次の職員のの職員のの職員のの職員の代代代代には、しには、しには、しには、しっっっっかりとかりとかりとかりと働働働働き方改き方改き方改き方改革革革革がががが実実実実をををを結結結結んんんんでででで超超超超過過過過勤勤勤勤務が務が務が務が縮縮縮縮減減減減するなするなするなするなどどどど、よりよい、よりよい、よりよい、よりよい体制体制体制体制ののののももももとで県とで県とで県とで県民民民民サービスサービスサービスサービスのののの向向向向上上上上にににに努努努努められるよめられるよめられるよめられるよううううにつなにつなにつなにつなげげげげていただくことが、ていただくことが、ていただくことが、ていただくことが、減減減減額は額は額は額は非常非常非常非常にににに痛痛痛痛いですけれいですけれいですけれいですけれどもどもどもども、長年公務員として、長年公務員として、長年公務員として、長年公務員として勤勤勤勤めていめていめていめていただいた方に報いることができる一つになるかとただいた方に報いることができる一つになるかとただいた方に報いることができる一つになるかとただいた方に報いることができる一つになるかと思思思思っっっっているのですけれているのですけれているのですけれているのですけれどもどもどもども、そのあたり、そのあたり、そのあたり、そのあたりのののの意意意意気気気気込込込込みやみやみやみや思思思思いについて、いについて、いについて、いについて、聞聞聞聞かせていただけたらとかせていただけたらとかせていただけたらとかせていただけたらと思思思思います。います。います。います。○乾人事課長○乾人事課長○乾人事課長○乾人事課長 まず、まず、まず、まず、先先先先ほほほほどどどどごごごご質問質問質問質問いただいたいただいたいただいたいただいた数数数数字字字字が出てきましたので、ご報告します。が出てきましたので、ご報告します。が出てきましたので、ご報告します。が出てきましたので、ご報告します。まだまだまだまだ想想想想定ですけれ定ですけれ定ですけれ定ですけれどもどもどもども、今年度末に定年される方は知事部局で７５名で、あと定年を、今年度末に定年される方は知事部局で７５名で、あと定年を、今年度末に定年される方は知事部局で７５名で、あと定年を、今年度末に定年される方は知事部局で７５名で、あと定年を待待待待たたたたずにずにずにずに勧勧勧勧奨奨奨奨退職される方が例年おられるので、その退職される方が例年おられるので、その退職される方が例年おられるので、その退職される方が例年おられるので、その辺辺辺辺をををを含含含含めてめてめてめてややややはり１００名くらいになるはり１００名くらいになるはり１００名くらいになるはり１００名くらいになるかとかとかとかと思思思思っっっっています。また、退職手当の金額ています。また、退職手当の金額ています。また、退職手当の金額ています。また、退職手当の金額へへへへのののの影響影響影響影響については、課長については、課長については、課長については、課長級級級級で約８０で約８０で約８０で約８０万円余万円余万円余万円余くくくくらいのらいのらいのらいの減減減減額になります。額になります。額になります。額になります。それから、今ごそれから、今ごそれから、今ごそれから、今ご質問質問質問質問いただいたいただいたいただいたいただいた働働働働き方改き方改き方改き方改革革革革へへへへのののの意意意意気気気気込込込込みみみみについてですが、についてですが、についてですが、についてですが、常常常常 々々々々申してい申してい申してい申しているとこるとこるとこるところろろろですけれですけれですけれですけれどもどもどもども、、、、働働働働き方改き方改き方改き方改革革革革はははは行政行政行政行政運営運営運営運営上最も上最も上最も上最も重重重重要要要要な課な課な課な課題題題題の一つとの一つとの一つとの一つと認認認認識識識識しています。しています。しています。しています。もちろもちろもちろもちろんんんん超超超超過過過過勤勤勤勤務の務の務の務の縮縮縮縮減減減減についてについてについてについてもももも、い、い、い、いろろろろいいいいろろろろなななな取取取取りりりり組み組み組み組みををををやっやっやっやっているとこているとこているとこているところろろろですけれですけれですけれですけれどどどどもももも、特に今年度からは、より、特に今年度からは、より、特に今年度からは、より、特に今年度からは、より働働働働ききききややややすい職場すい職場すい職場すい職場づづづづくりといくりといくりといくりといううううことで、ことで、ことで、ことで、フフフフレレレレックスックスックスックスタイタイタイタイム制ム制ム制ム制をををを導導導導入をさせていただきました。これは、育児入をさせていただきました。これは、育児入をさせていただきました。これは、育児入をさせていただきました。これは、育児やややや介介介介護護護護ななななど時間的制ど時間的制ど時間的制ど時間的制約がある場合で約がある場合で約がある場合で約がある場合でもももも、、、、状況状況状況状況にににに応じ応じ応じ応じたたたた柔軟柔軟柔軟柔軟なななな働働働働き方をき方をき方をき方を確確確確保することで、保することで、保することで、保することで、ワーク・ラワーク・ラワーク・ラワーク・ライイイイフ・フ・フ・フ・ババババランスランスランスランスにににに応じ応じ応じ応じて公務て公務て公務て公務能率能率能率能率のののの向向向向上や上や上や上や超超超超過過過過勤勤勤勤務の務の務の務の縮縮縮縮減減減減等を等を等を等を目指目指目指目指すすすすもももものです。また、ことし７月からは、のです。また、ことし７月からは、のです。また、ことし７月からは、のです。また、ことし７月からは、ＩＣＴ技ＩＣＴ技ＩＣＴ技ＩＣＴ技術術術術を用いを用いを用いを用いたたたたモバイルモバイルモバイルモバイルワークワークワークワークといといといというもうもうもうものをのをのをのを試行試行試行試行しています。しています。しています。しています。具体的具体的具体的具体的には、には、には、には、パパパパソソソソコンコンコンコンををををネネネネットワークットワークットワークットワークででででつないで、県つないで、県つないで、県つないで、県庁庁庁庁にににに来来来来なくてなくてなくてなくてもももも出出出出先先先先ででででも勤も勤も勤も勤務ができるとい務ができるとい務ができるとい務ができるというもうもうもうもので、また、ので、また、ので、また、ので、また、橿原橿原橿原橿原総合総合総合総合庁舎庁舎庁舎庁舎ににににササササテテテテラララライイイイトトトトオオオオフフフフィィィィススススをををを設設設設けて、場所にとらけて、場所にとらけて、場所にとらけて、場所にとらわわわわれないれないれないれない働働働働き方でき方でき方でき方で移移移移動動動動時間時間時間時間のののの縮縮縮縮減減減減等等等等 々々々々も目指も目指も目指も目指ししししているとこているとこているとこているところろろろです。このよです。このよです。このよです。このよううううないないないないろろろろいいいいろろろろなななな取取取取りりりり組み組み組み組みを通を通を通を通じじじじて、て、て、て、直直直直接接接接的的的的には森山委員がおには森山委員がおには森山委員がおには森山委員がお述述述述べべべべの職員のの職員のの職員のの職員の働働働働ききききややややすい職場すい職場すい職場すい職場環境環境環境環境をををを整整整整備するとい備するとい備するとい備するといううううことと、ことと、ことと、ことと、もうもうもうもう一つは、職員一人一つは、職員一人一つは、職員一人一つは、職員一人ひひひひとりがとりがとりがとりが自分の自分の自分の自分の働働働働き方をき方をき方をき方を見直見直見直見直すことすことすことすこともももも期期期期待待待待しています。しています。しています。しています。引引引引きききき続続続続き、き、き、き、働働働働き方改き方改き方改き方改革革革革にににに向向向向けた積けた積けた積けた積極極極極的的的的なななな取取取取りりりり組み組み組み組み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思思思思っっっっているとこているとこているとこているところろろろです。です。です。です。以上以上以上以上です。です。です。です。○森山委員○森山委員○森山委員○森山委員 ぜぜぜぜひひひひよよよよろろろろしくお願いいたします。しくお願いいたします。しくお願いいたします。しくお願いいたします。質問質問質問質問の２の２の２の２点点点点目目目目は、は、は、は、先先先先ほほほほどどどどごごごご説明説明説明説明いただいた今年度のいただいた今年度のいただいた今年度のいただいた今年度の「「「「奈良大立山まつり奈良大立山まつり奈良大立山まつり奈良大立山まつり」」」」についてで、についてで、についてで、についてで、確認確認確認確認させていただきたいことがあります。させていただきたいことがあります。させていただきたいことがあります。させていただきたいことがあります。子どもも子どもも子どもも子どもも楽楽楽楽しめるしめるしめるしめるアアアアトラクトラクトラクトラクショショショションンンンにににに力力力力を入れることは、を入れることは、を入れることは、を入れることは、家家家家族族族族ぐぐぐぐるるるるみみみみでででで参参参参加加加加される方される方される方される方ももももふふふふ
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ええええるとるとるとると思思思思ううううし、し、し、し、非常非常非常非常によいとによいとによいとによいと思思思思っっっってててて聞聞聞聞かせていただきましたが、その中でかせていただきましたが、その中でかせていただきましたが、その中でかせていただきましたが、その中で気気気気になになになになっっっったのは、たのは、たのは、たのは、日中から日中から日中から日中から夜夜夜夜にかけてずにかけてずにかけてずにかけてずっっっっとととと行行行行事が事が事が事が行わ行わ行わ行われるといれるといれるといれるといううううことは、当ことは、当ことは、当ことは、当然然然然、、、、小小小小さなさなさなさな子ども子ども子ども子ども連れの方が連れの方が連れの方が連れの方がベベベベビーカービーカービーカービーカーななななどどどどでででで暗暗暗暗がりをがりをがりをがりを歩歩歩歩くことになるくことになるくことになるくことになるわわわわけですよけですよけですよけですよねねねね。そのときに地。そのときに地。そのときに地。そのときに地面面面面にににに段段段段差差差差ややややひひひひっっっっかかかかかりなかりなかりなかりなどどどどがないか、がないか、がないか、がないか、暗暗暗暗いいいいエエエエリアリアリアリアがあるのではないかながあるのではないかながあるのではないかながあるのではないかなどどどど、、、、駅駅駅駅からからからからもももも距距距距離離離離があり、会場があり、会場があり、会場があり、会場内も内も内も内も広いですので、広いですので、広いですので、広いですので、小小小小さなさなさなさな子ども子ども子ども子どもを連れていを連れていを連れていを連れていっっっっててててもももも大大大大丈丈丈丈夫夫夫夫なのかがなのかがなのかがなのかが気気気気になります。ましてになります。ましてになります。ましてになります。まして外外外外はははは寒寒寒寒いですからいですからいですからいですからねねねね。。。。移移移移動な動な動な動などどどどについて、きについて、きについて、きについて、きちちちちんと安んと安んと安んと安心心心心できるよできるよできるよできるよううううになになになになっっっっているのか、ているのか、ているのか、ているのか、確認確認確認確認ををををお願いします。お願いします。お願いします。お願いします。○中西ならの観光力向上課長○中西ならの観光力向上課長○中西ならの観光力向上課長○中西ならの観光力向上課長 まず、会場まず、会場まず、会場まず、会場へへへへの安全対の安全対の安全対の安全対策策策策のごのごのごのご質問質問質問質問についてですが、についてですが、についてですが、についてですが、ややややはりはりはりはり平平平平城城城城宮宮宮宮跡跡跡跡は広い会場の中では広い会場の中では広い会場の中では広い会場の中で暗暗暗暗いといいといいといいといううううことが、いつことが、いつことが、いつことが、いつもももも課課課課題題題題になになになになっっっっています。ています。ています。ています。先先先先ほほほほどもどもどもどもごごごご説説説説明明明明したとおり、今したとおり、今したとおり、今したとおり、今回回回回は、は、は、は、食食食食べべべべるとこるとこるとこるところろろろとととと舞舞舞舞台台台台を一を一を一を一体体体体に、に、に、に、真真真真ん中にん中にん中にん中にコンコンコンコンパパパパクトクトクトクトな形でまとめな形でまとめな形でまとめな形でまとめられたため、いられたため、いられたため、いられたため、いわゆわゆわゆわゆるるるる暗暗暗暗い部分はかつてよりはい部分はかつてよりはい部分はかつてよりはい部分はかつてよりは少少少少なくななくななくななくなっっっっているとているとているとていると考え考え考え考えています。ただ、ています。ただ、ています。ただ、ています。ただ、ややややはり会場自はり会場自はり会場自はり会場自体体体体が広く、会場が広く、会場が広く、会場が広く、会場へへへへ至至至至るまでのるまでのるまでのるまでの距距距距離離離離ももももありますので、危ないとこありますので、危ないとこありますので、危ないとこありますので、危ないところろろろは警備員をは警備員をは警備員をは警備員を配置配置配置配置し、また、全し、また、全し、また、全し、また、全体体体体としてできるだけとしてできるだけとしてできるだけとしてできるだけ足足足足元元元元もももも含含含含めてめてめてめて明明明明るくするよるくするよるくするよるくするようううう、対、対、対、対策策策策はしはしはしはしっっっっかりかりかりかり考え考え考え考えてててて運営運営運営運営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え考え考え考えています。ています。ています。ています。以上以上以上以上です。です。です。です。○森山委員○森山委員○森山委員○森山委員 今今今今回回回回は、は、は、は、橿原市橿原市橿原市橿原市十十十十市町市町市町市町のだんのだんのだんのだんじじじじりりりりも新も新も新も新たにたにたにたに参参参参加加加加するといするといするといするといううううことことことことももももああああっっっって、て、て、て、近近近近所の人た所の人た所の人た所の人たちもちもちもちもたくさんたくさんたくさんたくさん誘誘誘誘い合い合い合い合わわわわせてせてせてせて行っ行っ行っ行ってくれたらとてくれたらとてくれたらとてくれたらと思思思思っっっっていますけれていますけれていますけれていますけれどもどもどもども、そのよ、そのよ、そのよ、そのよううううにににに宣伝宣伝宣伝宣伝するにしてするにしてするにしてするにしてもももも、、、、小小小小さいさいさいさい子ども子ども子ども子どもたたたたちもちもちもちも一一一一緒緒緒緒にににに行っ行っ行っ行っててててももももららららうううう場合に、場合に、場合に、場合に、昼昼昼昼間間間間は大は大は大は大丈丈丈丈夫夫夫夫だけれだけれだけれだけれどもどもどもども、、、、夜夜夜夜は危ないとは危ないとは危ないとは危ないと思思思思ううううからからからからややややはりはりはりはり避避避避けたほけたほけたほけたほううううがいいとがいいとがいいとがいいと説明説明説明説明したほしたほしたほしたほううううがよいのか、がよいのか、がよいのか、がよいのか、夜夜夜夜もももも全全全全然然然然安全だから、たくさん安全だから、たくさん安全だから、たくさん安全だから、たくさん子ども子ども子ども子ども連れ連れ連れ連れも行っも行っも行っも行ってよとてよとてよとてよと言言言言っっっってよいのか、そのてよいのか、そのてよいのか、そのてよいのか、その辺辺辺辺のののの違違違違いがあるといがあるといがあるといがあると思思思思っっっってててて確認確認確認確認しました。しました。しました。しました。昼昼昼昼間間間間であれば、せんとくんのであれば、せんとくんのであれば、せんとくんのであれば、せんとくんの何何何何かかかかママママットットットットのよのよのよのよううううな、な、な、な、遊遊遊遊べべべべるるるるもももものがあのがあのがあのがあっっっってててて非常非常非常非常にににに楽楽楽楽しいとしいとしいとしいと思思思思いますけれいますけれいますけれいますけれどもどもどもども、、、、夜夜夜夜しかしかしかしか行行行行けない人けない人けない人けない人ももももいますから、いますから、いますから、いますから、ぜぜぜぜひひひひ子ども子ども子ども子ども向向向向けけけけの安全対の安全対の安全対の安全対策策策策をしをしをしをしっっっっかりしていただきたいとかりしていただきたいとかりしていただきたいとかりしていただきたいと思思思思います。います。います。います。以上以上以上以上です。です。です。です。○荻田委員○荻田委員○荻田委員○荻田委員 私私私私からは、からは、からは、からは、要要要要望望望望だけしておきます。だけしておきます。だけしておきます。だけしておきます。まず、まず、まず、まず、先先先先ほほほほどどどどの付の付の付の付託託託託議案の中で議案の中で議案の中で議案の中でもももも、警察本部における交通事故の報告がありましたが、、警察本部における交通事故の報告がありましたが、、警察本部における交通事故の報告がありましたが、、警察本部における交通事故の報告がありましたが、このよこのよこのよこのよううううなことはなことはなことはなことは初初初初めてではないかとめてではないかとめてではないかとめてではないかと思思思思ううううのですが、１２件といのですが、１２件といのですが、１２件といのですが、１２件といううううことでことでことでことで非常非常非常非常にににに多多多多かかかかっっっったたたたとことことこところろろろです。その場その場でです。その場その場でです。その場その場でです。その場その場で緊急緊急緊急緊急に発進したり、いに発進したり、いに発進したり、いに発進したり、いろろろろいいいいろろろろな事な事な事な事情情情情があるのだがあるのだがあるのだがあるのだろうろうろうろうとととと思思思思いまいまいまいますが、特に年末がすが、特に年末がすが、特に年末がすが、特に年末が迫迫迫迫っっっってくると、一てくると、一てくると、一てくると、一層層層層交通事故が交通事故が交通事故が交通事故が多多多多くなります。年末年くなります。年末年くなります。年末年くなります。年末年始始始始のののの雑雑雑雑踏踏踏踏警備な警備な警備な警備などどどどもももも含含含含めてめてめてめて遺漏遺漏遺漏遺漏ないよないよないよないよううううに、県職員のに、県職員のに、県職員のに、県職員の皆皆皆皆さんとさんとさんとさんともどももどももどももどもに、に、に、に、どうぞどうぞどうぞどうぞししししっっっっかりとかりとかりとかりと頑頑頑頑張張張張っっっっていただていただていただていただきたい。特に、安田警察本部長きたい。特に、安田警察本部長きたい。特に、安田警察本部長きたい。特に、安田警察本部長以下以下以下以下、警察本部の方、警察本部の方、警察本部の方、警察本部の方 々々々々には、には、には、には、ぜぜぜぜひひひひそのそのそのその思思思思いをいをいをいを共共共共有有有有していたしていたしていたしていただきたいとだきたいとだきたいとだきたいと思思思思います。います。います。います。
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それからそれからそれからそれからもうもうもうもう１１１１点点点点、、、、乾乾乾乾人事課長は、き人事課長は、き人事課長は、き人事課長は、きょょょょううううはははは随随随随分分分分答答答答弁が弁が弁が弁が多多多多いよいよいよいよううううですけれですけれですけれですけれどもどもどもども、、、、私私私私からからからからはははは要要要要望望望望をしておきます。特にをしておきます。特にをしておきます。特にをしておきます。特に昨昨昨昨今、今、今、今、心心心心のののの悩悩悩悩みみみみななななどどどどのののの病気病気病気病気で休んでいる県職員がで休んでいる県職員がで休んでいる県職員がで休んでいる県職員が非常非常非常非常にににに多多多多いいいいよよよよううううですけれですけれですけれですけれどもどもどもども、、、、恐恐恐恐らく、らく、らく、らく、新新新新年度に年度に年度に年度に向向向向けての人事けての人事けての人事けての人事異異異異動を動を動を動を少少少少しずつしずつしずつしずつやっやっやっやっていくていくていくていく頃頃頃頃だだだだろうろうろうろうととと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、その際際際際には、には、には、には、適適適適材材材材適適適適所の人事所の人事所の人事所の人事配置配置配置配置がががが必要必要必要必要だだだだろうろうろうろうとととと思思思思いますので、いますので、いますので、いますので、各各各各課課課課やややや県職県職県職県職員それ員それ員それ員それぞぞぞぞれのれのれのれの思思思思いをいをいをいを共共共共有有有有しながらしながらしながらしながらやっやっやっやっていただけたらとていただけたらとていただけたらとていただけたらと思思思思います。今までは、います。今までは、います。今までは、います。今までは、上上上上司司司司が部が部が部が部下下下下に対して、いに対して、いに対して、いに対して、いろろろろいいいいろろろろなななな問問問問題題題題についてについてについてについて注注注注意意意意ななななどどどどをしてをしてをしてをしてもももも、あとの、あとの、あとの、あとのフフフフォォォォロロロローーーーがあがあがあがあっっっったため、そたため、そたため、そたため、それによれによれによれによっっっってててて心心心心のののの悩悩悩悩みみみみななななどもどもどもども消え消え消え消えたといたといたといたといううううことがありますけれことがありますけれことがありますけれことがありますけれどもどもどもども、ここ、ここ、ここ、ここ最最最最近近近近は、は、は、は、怒怒怒怒っっっったらたらたらたら怒怒怒怒りりりりっっっっ放放放放しといしといしといしといううううことことことこともももも多多多多いよいよいよいよううううです。です。です。です。ややややはり課の長のはり課の長のはり課の長のはり課の長の任任任任にある人は、いにある人は、いにある人は、いにある人は、いろろろろいいいいろろろろなななな思思思思いがいがいがいがありますけれありますけれありますけれありますけれどもどもどもども、、、、先先先先ほほほほどもどもどもども話話話話に出ていたに出ていたに出ていたに出ていた働働働働き方改き方改き方改き方改革革革革といといといというううう問問問問題題題題意意意意識識識識を、本当にとを、本当にとを、本当にとを、本当にともどももどももどももどもにににに共共共共有有有有をして、それをして、それをして、それをして、それぞぞぞぞれの課においていれの課においていれの課においていれの課においていろろろろいいいいろろろろなななな目的目的目的目的ををををもっもっもっもって事業をて事業をて事業をて事業を推推推推進する中では、課進する中では、課進する中では、課進する中では、課の長として、１年通してしの長として、１年通してしの長として、１年通してしの長として、１年通してしっっっっかりとかりとかりとかりと目目目目をををを配配配配りながら、しりながら、しりながら、しりながら、しっっっっかりとしたかりとしたかりとしたかりとした思思思思いをいをいをいを持持持持っっっって事業のて事業のて事業のて事業の推推推推進に当た進に当た進に当た進に当たっっっっていただきたい。これだけはていただきたい。これだけはていただきたい。これだけはていただきたい。これだけはぜぜぜぜひひひひお願いしたいとお願いしたいとお願いしたいとお願いしたいと思思思思います。そのことによいます。そのことによいます。そのことによいます。そのことによっっっって、県て、県て、県て、県民民民民のののの奉奉奉奉仕仕仕仕者として、県者として、県者として、県者として、県民民民民サービスサービスサービスサービスにおいて一において一において一において一層層層層県県県県庁庁庁庁力力力力が発が発が発が発揮揮揮揮できるできるできるできるもももものとのとのとのと思思思思いますいますいますいますので、ので、ので、ので、要要要要望望望望してしてしてして終終終終わわわわります。ります。ります。ります。以上以上以上以上です。です。です。です。○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員 まず、まず、まず、まず、高校高校高校高校無無無無償化の償化の償化の償化の請請請請願の件について、願の件について、願の件について、願の件について、前回前回前回前回９月議会の総務警察委員会では、９月議会の総務警察委員会では、９月議会の総務警察委員会では、９月議会の総務警察委員会では、この１２月議会では一この１２月議会では一この１２月議会では一この１２月議会では一応制応制応制応制度を度を度を度を示示示示していただくといしていただくといしていただくといしていただくというううう話話話話でしたが、でしたが、でしたが、でしたが、先先先先ほほほほどどどどごごごご説明説明説明説明いただいいただいいただいいただいたたたた資料資料資料資料５５５５「「「「私私私私立立立立高高高高等学等学等学等学校校校校等等等等授授授授業業業業料料料料軽軽軽軽減減減減補補補補助助助助についてについてについてについて」」」」の２の２の２の２ページページページページのとおり、国のほのとおり、国のほのとおり、国のほのとおり、国のほううううでででで具具具具体的体的体的体的にににに高校高校高校高校無無無無償化を償化を償化を償化を推推推推進していく進していく進していく進していく話話話話が出てきましたので、県が出てきましたので、県が出てきましたので、県が出てきましたので、県独独独独自の自の自の自の施策施策施策施策だけでは進めにくだけでは進めにくだけでは進めにくだけでは進めにくくなくなくなくなっっっったといたといたといたといううううことで、今ことで、今ことで、今ことで、今回回回回はははは具体的具体的具体的具体的なななな制制制制度の度の度の度の提提提提示示示示がなかがなかがなかがなかっっっった理た理た理た理由由由由ははははわわわわかりました。かりました。かりました。かりました。この２この２この２この２ページページページページには、公立には、公立には、公立には、公立高校高校高校高校におけるにおけるにおけるにおける施設整施設整施設整施設整備の備の備の備の現現現現状状状状がががが載載載載せられていますが、このせられていますが、このせられていますが、このせられていますが、この点点点点は、は、は、は、先先先先の１０月の決算審査特の１０月の決算審査特の１０月の決算審査特の１０月の決算審査特別別別別委員会な委員会な委員会な委員会などどどどででででもももも、、、、教教教教育委員会等育委員会等育委員会等育委員会等 々々々々とずとずとずとずっっっっと議と議と議と議論論論論してきているしてきているしてきているしてきている問問問問題題題題で、そので、そので、そので、その際際際際やっやっやっやっと、と、と、と、クーラークーラークーラークーラーのののの設置も設置も設置も設置も耐震耐震耐震耐震化化化化もももも、一、一、一、一遍遍遍遍にはにはにはには無無無無理なので計理なので計理なので計理なので計画画画画を立てて今後を立てて今後を立てて今後を立てて今後予算予算予算予算要求要求要求要求をををを行っ行っ行っ行っていくといていくといていくといていくというううう答答答答弁弁弁弁ももももいただいたとこいただいたとこいただいたとこいただいたところろろろです。平成２８年１２月議会でです。平成２８年１２月議会でです。平成２８年１２月議会でです。平成２８年１２月議会で採採採採択択択択したしたしたした請請請請願で願で願で願で求求求求めているのはあくまでめているのはあくまでめているのはあくまでめているのはあくまで高校高校高校高校無無無無償化で、こ償化で、こ償化で、こ償化で、こうううういいいいっっっったたたた別別別別ののののもももものはのはのはのは話話話話ををををぼぼぼぼややややけさせけさせけさせけさせますので、ますので、ますので、ますので、資料資料資料資料からは除いていただけないですか。からは除いていただけないですか。からは除いていただけないですか。からは除いていただけないですか。施設整施設整施設整施設整備を備を備を備をややややるとるとるとると言言言言わわわわれてれてれてれてもももも、この、この、この、この請請請請願では一願では一願では一願では一言言言言もももも書書書書いていないことですし、いていないことですし、いていないことですし、いていないことですし、別別別別の所管委員会で議の所管委員会で議の所管委員会で議の所管委員会で議論論論論してきていることで、決算してきていることで、決算してきていることで、決算してきていることで、決算審査特審査特審査特審査特別別別別委員会では一定のご委員会では一定のご委員会では一定のご委員会では一定のご答答答答弁弁弁弁ももももいただいているとこいただいているとこいただいているとこいただいているところろろろですので、これは除いてくださですので、これは除いてくださですので、これは除いてくださですので、これは除いてください。い。い。い。請請請請願で願で願で願で求求求求めているのは、はめているのは、はめているのは、はめているのは、はっっっっきりきりきりきり言え言え言え言えば、ば、ば、ば、授授授授業業業業料料料料についての保についての保についての保についての保護護護護者の者の者の者の負担負担負担負担を大を大を大を大阪阪阪阪府府府府とととと同同同同等に解等に解等に解等に解消消消消すること、それだけですので、そのすること、それだけですので、そのすること、それだけですので、そのすること、それだけですので、その点点点点よよよよろろろろしくお願いしたいとしくお願いしたいとしくお願いしたいと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。それから、国のそれから、国のそれから、国のそれから、国の制制制制度について、度について、度について、度について、何何何何円円円円でででで線線線線引引引引きされるのか、まだ決定ではないので今はきされるのか、まだ決定ではないので今はきされるのか、まだ決定ではないので今はきされるのか、まだ決定ではないので今は何何何何
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とととともももも言え言え言え言えないにしてないにしてないにしてないにしてもももも、大、大、大、大阪阪阪阪府府府府とととと同同同同等の等の等の等の無無無無償化償化償化償化制制制制度となる所度となる所度となる所度となる所得得得得レベルレベルレベルレベルは、国のは、国のは、国のは、国の制制制制度と度と度と度と無無無無関関関関係に係に係に係に既既既既にありますので、それがにありますので、それがにありますので、それがにありますので、それが請請請請願で願で願で願で求求求求めているとこめているとこめているとこめているところろろろです。国のです。国のです。国のです。国の制制制制度が度が度が度が適適適適用されれば、用されれば、用されれば、用されれば、県の出費がその分県の出費がその分県の出費がその分県の出費がその分少少少少なくなるといなくなるといなくなるといなくなるといううううだけのだけのだけのだけの話話話話ですから、国から出されるお金とですから、国から出されるお金とですから、国から出されるお金とですから、国から出されるお金とプラスプラスプラスプラスアルアルアルアルフフフファァァァの県から出すお金で、の県から出すお金で、の県から出すお金で、の県から出すお金で、両両両両方方方方足足足足せば大せば大せば大せば大阪阪阪阪府府府府とととと同同同同等くらいの等くらいの等くらいの等くらいの無無無無償化が償化が償化が償化が実現実現実現実現できるといできるといできるといできるという制う制う制う制度度度度設設設設計をお計をお計をお計をお示示示示しいただきたいのですが、しいただきたいのですが、しいただきたいのですが、しいただきたいのですが、先先先先ほほほほどどどどのごのごのごのご説明説明説明説明では、そのでは、そのでは、そのでは、その点点点点をををを勝勝勝勝手に変手に変手に変手に変ええええてててて歪曲歪曲歪曲歪曲しているよしているよしているよしているよううううにににに思思思思いましたので、村田地域振興部長、そのいましたので、村田地域振興部長、そのいましたので、村田地域振興部長、そのいましたので、村田地域振興部長、その点点点点はいかがですか。はいかがですか。はいかがですか。はいかがですか。○村田地域振興部長○村田地域振興部長○村田地域振興部長○村田地域振興部長 今、川田委員からご今、川田委員からご今、川田委員からご今、川田委員からご指指指指摘摘摘摘があがあがあがあっっっった件については、９月議会のた件については、９月議会のた件については、９月議会のた件については、９月議会の代代代代表表表表質質質質問問問問でででで荒荒荒荒井井井井知事から知事から知事から知事から答答答答弁申し弁申し弁申し弁申し上げ上げ上げ上げているとこているとこているとこているところろろろで、県立で、県立で、県立で、県立高校高校高校高校のののの状況状況状況状況を改を改を改を改善善善善するために予算するために予算するために予算するために予算要要要要求求求求していこしていこしていこしていこううううといといといという教う教う教う教育委員会の育委員会の育委員会の育委員会の姿勢姿勢姿勢姿勢にあにあにあにあわわわわせてせてせてせて考え考え考え考えるるるる必要必要必要必要があるかがあるかがあるかがあるかどうどうどうどうか、か、か、か、検討検討検討検討させてさせてさせてさせていただきたいといいただきたいといいただきたいといいただきたいといううううことで、ことで、ことで、ことで、施設整施設整施設整施設整備の備の備の備の状況状況状況状況はははは無無無無関係な関係な関係な関係な話話話話ではないとではないとではないとではないと思思思思っっっっています。また、ています。また、ています。また、ています。また、先先先先ほほほほどもうどもうどもうどもう１１１１点点点点、、、、制制制制度度度度設設設設計について計について計について計についてももももごごごご指指指指摘摘摘摘がありましたけれがありましたけれがありましたけれがありましたけれどもどもどもども、国の、国の、国の、国の新新新新しいしいしいしい経済政策経済政策経済政策経済政策パパパパッッッッケケケケージージージージについて、について、について、について、先先先先ほほほほどどどどはごはごはごはご説明説明説明説明をををを省略省略省略省略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点点点点ですが、ですが、ですが、ですが、政政政政府府府府のこののこののこののこの制制制制度度度度のののの導導導導入予定はあくまで２０２０年度で、入予定はあくまで２０２０年度で、入予定はあくまで２０２０年度で、入予定はあくまで２０２０年度で、制制制制度の度の度の度の詳細詳細詳細詳細設設設設計は今度の計は今度の計は今度の計は今度の夏夏夏夏までがまでがまでがまでが目目目目途途途途といといといというううう話話話話をををを伺伺伺伺っっっっています。国としての財ています。国としての財ています。国としての財ています。国としての財源も源も源も源も、そのときまでに、そのときまでに、そのときまでに、そのときまでに検討検討検討検討されることになりますので、されることになりますので、されることになりますので、されることになりますので、来来来来年年年年度の当度の当度の当度の当初初初初予算において、国からお金をいただける分を除いて本県が財予算において、国からお金をいただける分を除いて本県が財予算において、国からお金をいただける分を除いて本県が財予算において、国からお金をいただける分を除いて本県が財源源源源をををを充充充充てるといてるといてるといてるという制う制う制う制度をつくることは度をつくることは度をつくることは度をつくることは不可能不可能不可能不可能かとかとかとかと思思思思います。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 まあいいです。議会でまあいいです。議会でまあいいです。議会でまあいいです。議会で請請請請願で願で願で願で採採採採択択択択されていますので、とにかくされていますので、とにかくされていますので、とにかくされていますので、とにかくやっやっやっやってくださてくださてくださてください。い。い。い。請請請請願の中には、願の中には、願の中には、願の中には、設設設設備備備備状況状況状況状況やややや耐震耐震耐震耐震化については入れていませんので、化については入れていませんので、化については入れていませんので、化については入れていませんので、請請請請願の願の願の願の内容ど内容ど内容ど内容どおりおりおりおりにお願いします。にお願いします。にお願いします。にお願いします。請請請請願に対しては、議会ごとに報告していただく願に対しては、議会ごとに報告していただく願に対しては、議会ごとに報告していただく願に対しては、議会ごとに報告していただく道道道道義義義義的的的的責責責責任任任任があるがあるがあるがあるわわわわけでけでけでけですから、すから、すから、すから、請請請請願その願その願その願そのもももものに対してののに対してののに対してののに対しての返答返答返答返答報告をお願いします。そこでは、報告をお願いします。そこでは、報告をお願いします。そこでは、報告をお願いします。そこでは、設設設設備備備備状況状況状況状況やややや耐震耐震耐震耐震化化化化が入が入が入が入っっっってしまてしまてしまてしまううううとととと論点論点論点論点が変が変が変が変わっわっわっわってしまてしまてしまてしまううううので、ので、ので、ので、ややややややややこしいから除いてください。この件はこしいから除いてください。この件はこしいから除いてください。この件はこしいから除いてください。この件はこれでこれでこれでこれで結結結結構構構構です。です。です。です。次次次次はははは「「「「奈良大立山まつり奈良大立山まつり奈良大立山まつり奈良大立山まつり」」」」についてです。中西観光局理事からは、についてです。中西観光局理事からは、についてです。中西観光局理事からは、についてです。中西観光局理事からは、以前以前以前以前、今度は３年、今度は３年、今度は３年、今度は３年目目目目、、、、ホホホホップ・スップ・スップ・スップ・ステテテテップ・ジップ・ジップ・ジップ・ジャャャャンプンプンプンプののののジジジジャャャャンプンプンプンプの年だとおの年だとおの年だとおの年だとお聞聞聞聞きして、そのきして、そのきして、そのきして、その際際際際は、よは、よは、よは、よろろろろしくお願いしくお願いしくお願いしくお願いしますとしますとしますとしますと終終終終わっわっわっわっていたのですが、今ていたのですが、今ていたのですが、今ていたのですが、今回回回回は、は、は、は、どどどどこまでいけばこまでいけばこまでいけばこまでいけばジジジジャャャャンプンプンプンプといといといといううううのか、そののか、そののか、そののか、その基準基準基準基準をおをおをおをお聞聞聞聞かせいただきたいとかせいただきたいとかせいただきたいと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。○中西観光局理事○中西観光局理事○中西観光局理事○中西観光局理事 ただいまごただいまごただいまごただいまご指指指指名いただきましたので、当の発名いただきましたので、当の発名いただきましたので、当の発名いただきましたので、当の発言言言言した本人としておした本人としておした本人としておした本人としてお答え答え答え答えします。川田委員からは、します。川田委員からは、します。川田委員からは、します。川田委員からは、ジジジジャャャャンプンプンプンプのののの基準基準基準基準はあるのかといはあるのかといはあるのかといはあるのかといううううごごごご質問質問質問質問をいただきましたが、をいただきましたが、をいただきましたが、をいただきましたが、正正正正直直直直にににに言言言言っっっってててて基準基準基準基準はありません。おはありません。おはありません。おはありません。お祭祭祭祭りですので、まずはりですので、まずはりですので、まずはりですので、まずは心心心心意意意意気気気気といといといというううう部分です。１部分です。１部分です。１部分です。１回目回目回目回目、、、、２２２２回目回目回目回目ととととももももいいいいろろろろいいいいろろろろ問問問問題題題題があがあがあがあっっっったことはたことはたことはたことは重々認重々認重々認重々認識識識識ももももしていますし、していますし、していますし、していますし、反反反反省省省省ももももしています。そしています。そしています。そしています。そ



---- 55555555 ----

れなりの費用対れなりの費用対れなりの費用対れなりの費用対効効効効果果果果といといといといううううことをことをことをことを常常常常にににに言言言言わわわわれてきたとれてきたとれてきたとれてきたと思思思思いますが、いますが、いますが、いますが、ややややはりそのはりそのはりそのはりその意味意味意味意味で、３で、３で、３で、３回目回目回目回目には、まずはたくさんの方にには、まずはたくさんの方にには、まずはたくさんの方にには、まずはたくさんの方に来来来来ていただくことが一ていただくことが一ていただくことが一ていただくことが一番番番番大事だとい大事だとい大事だとい大事だという原う原う原う原点点点点にににに戻戻戻戻りまして、りまして、りまして、りまして、鉢鉢鉢鉢巻巻巻巻きをきをきをきを締締締締めめめめ直直直直してしてしてして頑頑頑頑張張張張るといるといるといるというううう意味意味意味意味で、１で、１で、１で、１段段段段目目目目、２、２、２、２段段段段目目目目より３より３より３より３段段段段目目目目はたくさんはたくさんはたくさんはたくさん跳跳跳跳ぶぶぶぶぞぞぞぞとととといいいいうううう意味意味意味意味でででで言言言言いました。ですので、いました。ですので、いました。ですので、いました。ですので、何何何何万万万万人が人が人が人が来来来来れば、れば、れば、れば、ホホホホップ・スップ・スップ・スップ・ステテテテップ・ジップ・ジップ・ジップ・ジャャャャンプンプンプンプのののの基準基準基準基準をををを満満満満たしたことになるのかたしたことになるのかたしたことになるのかたしたことになるのかもわもわもわもわかりませんけれかりませんけれかりませんけれかりませんけれどもどもどもども、、、、目目目目標標標標来来来来場者場者場者場者数数数数として公として公として公として公表表表表できるできるできるできるももももののののはまだはまだはまだはまだ持持持持っっっっていません。ていません。ていません。ていません。私私私私は方は方は方は方 々々々々でででで結結結結構構構構大きなことを大きなことを大きなことを大きなことを言言言言っっっっていますが、そのよていますが、そのよていますが、そのよていますが、そのよううううなことはなことはなことはなことは議会で観光局理事としては議会で観光局理事としては議会で観光局理事としては議会で観光局理事としては言言言言ううううなとなとなとなと言言言言わわわわれていますので、れていますので、れていますので、れていますので、私個私個私個私個人の人の人の人の思思思思いはいはいはいは別別別別の機会にの機会にの機会にの機会に言言言言わわわわせていただくかとせていただくかとせていただくかとせていただくかと思思思思いますが、県としては、いますが、県としては、いますが、県としては、いますが、県としては、前前前前年を大きく年を大きく年を大きく年を大きく上回上回上回上回るよるよるよるよううううに今に今に今に今鋭鋭鋭鋭意意意意努努努努力力力力をしてをしてをしてをしているとこいるとこいるとこいるところろろろですし、ですし、ですし、ですし、先先先先ほほほほどどどどご報告したよご報告したよご報告したよご報告したよううううに、今に、今に、今に、今回回回回は、地は、地は、地は、地元元元元の方の方の方の方 々々々々もももも含含含含めて大分手めて大分手めて大分手めて大分手応応応応ええええはははは感感感感じじじじています。ています。ています。ています。やっやっやっやっとととと周周周周知できたのかとい知できたのかとい知できたのかとい知できたのかといううううより、より、より、より、やっやっやっやっとそこにとそこにとそこにとそこに至至至至っっっったのかといたのかといたのかといたのかというううう気気気気はしはしはしはしますけれますけれますけれますけれどもどもどもども、たくさんの方に、たくさんの方に、たくさんの方に、たくさんの方に来来来来ていただけるよていただけるよていただけるよていただけるよううううにとにとにとにと思思思思っっっっていますので、またそのていますので、またそのていますので、またそのていますので、またその上上上上で、で、で、で、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の費用対の費用対の費用対の費用対効効効効果果果果をををを含含含含めて、なかなかめて、なかなかめて、なかなかめて、なかなか数数数数字字字字は出しにくいは出しにくいは出しにくいは出しにくいもももものですが、のですが、のですが、のですが、先先先先ほほほほどどどどごごごご説明説明説明説明したしたしたした有料有料有料有料席席席席ももももそそそそううううですがですがですがですが、、、、「「「「奈良大立山まつり奈良大立山まつり奈良大立山まつり奈良大立山まつり」」」」ををををベベベベースースースースにしたにしたにしたにした旅行旅行旅行旅行商商商商品も品も品も品も出てき出てき出てき出てきており、ており、ており、ており、宿泊宿泊宿泊宿泊者者者者数数数数ななななど数ど数ど数ど数字字字字でででで示示示示せる部分せる部分せる部分せる部分ももももあるかとあるかとあるかとあるかと思思思思いますので、よいますので、よいますので、よいますので、よろろろろしくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。以上以上以上以上です。です。です。です。○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。その議かりました。その議かりました。その議かりました。その議論論論論をををを余余余余りここでりここでりここでりここでやっやっやっやっていてていてていてていてもももも仕仕仕仕方がありませんので、方がありませんので、方がありませんので、方がありませんので、ホホホホップ・スップ・スップ・スップ・ステテテテップ・ジップ・ジップ・ジップ・ジャャャャンプンプンプンプですから、ですから、ですから、ですから、ホホホホップ・スップ・スップ・スップ・ステテテテップ・スップ・スップ・スップ・ステテテテップップップップくらいでくらいでくらいでくらいで終終終終わわわわらないらないらないらないよよよよううううに、お願いをしておきます。に、お願いをしておきます。に、お願いをしておきます。に、お願いをしておきます。それからそれからそれからそれから最最最最後に、人事の関係の後に、人事の関係の後に、人事の関係の後に、人事の関係の質問質問質問質問です。県職員が自です。県職員が自です。県職員が自です。県職員が自殺殺殺殺された件については、された件については、された件については、された件については、砂防砂防砂防砂防・災・災・災・災害対害対害対害対策策策策課とい課とい課とい課というううう課の課の課の課の体体体体質質質質等等等等もももも関係あるのではないかとい関係あるのではないかとい関係あるのではないかとい関係あるのではないかといううううことで、６月議会の一般ことで、６月議会の一般ことで、６月議会の一般ことで、６月議会の一般質問質問質問質問ででででもももも質問質問質問質問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。以前以前以前以前、人事委員会に対しては、、人事委員会に対しては、、人事委員会に対しては、、人事委員会に対しては、労働労働労働労働基準基準基準基準監監監監督督督督機関の立場に機関の立場に機関の立場に機関の立場にあるあるあるある以上以上以上以上、、、、ややややはり県職員のはり県職員のはり県職員のはり県職員の労働労働労働労働基準基準基準基準に関するに関するに関するに関する調調調調査を査を査を査をややややるるるるべべべべきではないかとお願いしたとこきではないかとお願いしたとこきではないかとお願いしたとこきではないかとお願いしたところろろろ、人事委員会でそのあたりを、人事委員会でそのあたりを、人事委員会でそのあたりを、人事委員会でそのあたりを調調調調査いただきましたので、その査いただきましたので、その査いただきましたので、その査いただきましたので、その調調調調査の文査の文査の文査の文書書書書について開について開について開について開示示示示請請請請求求求求させていただきました。その文させていただきました。その文させていただきました。その文させていただきました。その文書書書書をきをきをきをきょょょょうううう持持持持っっっってくるのをてくるのをてくるのをてくるのを忘忘忘忘れたのですけれれたのですけれれたのですけれれたのですけれどもどもどもども、文、文、文、文書書書書の日付はの日付はの日付はの日付は何何何何月月月月何何何何日だ日だ日だ日だっっっったか、まずたか、まずたか、まずたか、まず確認確認確認確認をお願いしていいですか。をお願いしていいですか。をお願いしていいですか。をお願いしていいですか。○槌野人事委員会事務局長○槌野人事委員会事務局長○槌野人事委員会事務局長○槌野人事委員会事務局長 何何何何の日付かの日付かの日付かの日付かわわわわかりませんが、１１月９日付で総務部長に対しかりませんが、１１月９日付で総務部長に対しかりませんが、１１月９日付で総務部長に対しかりませんが、１１月９日付で総務部長に対して文て文て文て文書書書書を発出しました。その日付でしを発出しました。その日付でしを発出しました。その日付でしを発出しました。その日付でしょょょょううううか。か。か。か。○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員 ありがとありがとありがとありがとううううごごごござざざざいます。１１月のいます。１１月のいます。１１月のいます。１１月の初初初初旬旬旬旬くらいに総務部長くらいに総務部長くらいに総務部長くらいに総務部長宛宛宛宛とのことですけれとのことですけれとのことですけれとのことですけれどもどもどもども、、、、是是是是正を正を正を正を求求求求めるよめるよめるよめるよううううなななな厳厳厳厳しいしいしいしい内容内容内容内容だだだだっっっったとたとたとたと思思思思ううううのですが、のですが、のですが、のですが、結結結結局、局、局、局、残残残残業業業業時間時間時間時間がががが書書書書かれてかれてかれてかれていて、いて、いて、いて、残残残残業業業業時間も時間も時間も時間も多多多多かかかかっっっったし、たし、たし、たし、診診診診断断断断をされているのをされているのをされているのをされているのもももも多多多多かかかかっっっったし、たし、たし、たし、超超超超過過過過勤勤勤勤務務務務命命命命令令令令を出されを出されを出されを出され
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ていないていないていないていない勤勤勤勤務務務務時間時間時間時間終終終終了後の了後の了後の了後の在在在在庁時間庁時間庁時間庁時間がががが非常非常非常非常にににに多多多多かかかかっっっったのです。たのです。たのです。たのです。どうやっどうやっどうやっどうやってそれをてそれをてそれをてそれを調調調調べべべべたのたのたのたのかといかといかといかといううううと、と、と、と、パパパパソソソソコンコンコンコンのののの使使使使用用用用記録記録記録記録ななななどどどどでででで調調調調べべべべたのですよたのですよたのですよたのですよねねねね。それによれば。それによれば。それによれば。それによれば時間時間時間時間のそごがほのそごがほのそごがほのそごがほとんとんとんとんどどどどなかなかなかなかっっっったといたといたといたといううううことで、ことで、ことで、ことで、実実実実態態態態があらがあらがあらがあらわわわわれているといれているといれているといれているといううううことですことですことですことですねねねね。一。一。一。一昨昨昨昨日の日の日の日のサービサービサービサービス残ス残ス残ス残業に関する業に関する業に関する業に関する阪阪阪阪口口口口議員の一般議員の一般議員の一般議員の一般質問質問質問質問で、で、で、で、荒荒荒荒井井井井知事の知事の知事の知事の答答答答弁を弁を弁を弁を聞聞聞聞いていて、いかがかといていて、いかがかといていて、いかがかといていて、いかがかと思思思思っっっったたたたのですけれのですけれのですけれのですけれどもどもどもども、、、、勤勤勤勤務務務務時間時間時間時間終終終終了後に了後に了後に了後にパパパパソソソソコンコンコンコンをををを使使使使用しているとい用しているとい用しているとい用しているといううううことであれば、ことであれば、ことであれば、ことであれば、超超超超過過過過勤勤勤勤務務務務命命命命令令令令なしになしになしになしに何何何何のためにのためにのためにのために残っ残っ残っ残っているのでしているのでしているのでしているのでしょょょょううううか。か。か。か。仕仕仕仕事と関係ないのであれば、事と関係ないのであれば、事と関係ないのであれば、事と関係ないのであれば、帰帰帰帰っっっっていていていていただくのただくのただくのただくのもももも監監監監督督督督責責責責任任任任の一つではないですか。の一つではないですか。の一つではないですか。の一つではないですか。勝勝勝勝手に手に手に手に残っ残っ残っ残っていたから県は知らない、このよていたから県は知らない、このよていたから県は知らない、このよていたから県は知らない、このよううううなことは通用しないのではないかとなことは通用しないのではないかとなことは通用しないのではないかとなことは通用しないのではないかと思思思思ううううのですけれのですけれのですけれのですけれどもどもどもどもねねねね。その。その。その。その点点点点、人事委員会から、人事委員会から、人事委員会から、人事委員会からもももも公文公文公文公文書書書書で通知がなされているといで通知がなされているといで通知がなされているといで通知がなされているといううううことことことことももももありますので、今後、ありますので、今後、ありますので、今後、ありますので、今後、実実実実態態態態解解解解明明明明についてはについてはについてはについてはどどどどののののよよよよううううなななな行行行行動をとるつ動をとるつ動をとるつ動をとるつももももりか、それをまずおりか、それをまずおりか、それをまずおりか、それをまずお聞聞聞聞かせください。かせください。かせください。かせください。○乾人事課長○乾人事課長○乾人事課長○乾人事課長 済み済み済み済みません、ません、ません、ません、実実実実態態態態解解解解明明明明といいますと、今といいますと、今といいますと、今といいますと、今回回回回の自の自の自の自死死死死された職員のされた職員のされた職員のされた職員の勤勤勤勤務の務の務の務の実実実実態態態態解解解解明明明明といといといといううううことですか。ことですか。ことですか。ことですか。○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員 そのとおり、それがまず一そのとおり、それがまず一そのとおり、それがまず一そのとおり、それがまず一番番番番です。それが一です。それが一です。それが一です。それが一番番番番ですけれですけれですけれですけれどもどもどもども、ほかの、ほかの、ほかの、ほかの常勤常勤常勤常勤職職職職員の員の員の員の勤勤勤勤務の務の務の務の実実実実態態態態もももも、あ、あ、あ、あわわわわせてせてせてせて調調調調査する査する査する査する必要必要必要必要があるのではないですか。があるのではないですか。があるのではないですか。があるのではないですか。以前以前以前以前からからからから指指指指摘摘摘摘されてされてされてされていることですし、いることですし、いることですし、いることですし、現実現実現実現実にこのよにこのよにこのよにこのよううううなななな状況状況状況状況もももも起起起起ここここっっっっているているているているわわわわけですから、それけですから、それけですから、それけですから、それもももも含含含含めていかめていかめていかめていかがですか。がですか。がですか。がですか。○乾人事課長○乾人事課長○乾人事課長○乾人事課長 人事課としては、人事課としては、人事課としては、人事課としては、以前もど以前もど以前もど以前もどこかの場でおこかの場でおこかの場でおこかの場でお話話話話をさせていただいたかをさせていただいたかをさせていただいたかをさせていただいたかもわもわもわもわかりかりかりかりませんけれませんけれませんけれませんけれどもどもどもども、自、自、自、自死死死死された職員のごされた職員のごされた職員のごされた職員のご遺族遺族遺族遺族からのごからのごからのごからのご要要要要望望望望を受けて、７月、８月にその職員を受けて、７月、８月にその職員を受けて、７月、８月にその職員を受けて、７月、８月にその職員のののの勤勤勤勤務の務の務の務の状況状況状況状況について、について、について、について、周周周周りの関係者の方のりの関係者の方のりの関係者の方のりの関係者の方のヒアリヒアリヒアリヒアリンンンンググググななななどどどどによりによりによりにより調調調調査をし、まとめた査をし、まとめた査をし、まとめた査をし、まとめた上上上上でごでごでごでご遺族遺族遺族遺族のほのほのほのほううううにご報告をさせていただいています。にご報告をさせていただいています。にご報告をさせていただいています。にご報告をさせていただいています。○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員 私私私私は今、ごは今、ごは今、ごは今、ご遺族遺族遺族遺族に対するに対するに対するに対する話話話話をしているをしているをしているをしているわわわわけではありません。人事委員会から、けではありません。人事委員会から、けではありません。人事委員会から、けではありません。人事委員会から、実実実実態態態態をををを示示示示して改して改して改して改善善善善ししししろろろろといといといといううううよよよよううううなななな内容内容内容内容の通知が出されたではないですか。その文の通知が出されたではないですか。その文の通知が出されたではないですか。その文の通知が出されたではないですか。その文書書書書の開の開の開の開示示示示請求請求請求請求をしたとこをしたとこをしたとこをしたところろろろ、全文がそのまま、全文がそのまま、全文がそのまま、全文がそのまま黒黒黒黒塗塗塗塗り一つなく全り一つなく全り一つなく全り一つなく全面面面面開開開開示示示示されたのですから、されたのですから、されたのですから、されたのですから、どどどどこにこにこにこに出して出して出して出してももももいい文いい文いい文いい文書書書書ではないですか。ごではないですか。ごではないですか。ごではないですか。ご遺族遺族遺族遺族に報告されたに報告されたに報告されたに報告された資料資料資料資料は、は、は、は、誰誰誰誰ももももがががが見見見見られるられるられるられるもももものではのではのではのではありませんので、そのありませんので、そのありませんので、そのありませんので、その内容内容内容内容についてここで議についてここで議についてここで議についてここで議論論論論してしてしてしてもももも仕仕仕仕方がありませんが、人事委員会か方がありませんが、人事委員会か方がありませんが、人事委員会か方がありませんが、人事委員会から出された通知ら出された通知ら出された通知ら出された通知内容内容内容内容は、全て公にできるではないですか。は、全て公にできるではないですか。は、全て公にできるではないですか。は、全て公にできるではないですか。先先先先ほほほほどどどど給与の給与の給与の給与の勧勧勧勧告に関しては、告に関しては、告に関しては、告に関しては、全全全全面面面面的的的的にににに尊尊尊尊重重重重しなければならないとしなければならないとしなければならないとしなければならないと言言言言いましたが、人事管理についていましたが、人事管理についていましたが、人事管理についていましたが、人事管理についても同じも同じも同じも同じことがことがことがことが言え言え言え言えるるるるのではないですか。それは関係ない、またのではないですか。それは関係ない、またのではないですか。それは関係ない、またのではないですか。それは関係ない、また別別別別だといだといだといだというううう理理理理屈屈屈屈は通用しないとは通用しないとは通用しないとは通用しないと思思思思います。ですいます。ですいます。ですいます。ですから、人事委員会にから、人事委員会にから、人事委員会にから、人事委員会に指指指指摘摘摘摘された県職員全された県職員全された県職員全された県職員全体体体体のののの実実実実態態態態をしをしをしをしっっっっかりと解かりと解かりと解かりと解明明明明していただいて、このしていただいて、このしていただいて、このしていただいて、この総務警察委員会で報告する義務があると総務警察委員会で報告する義務があると総務警察委員会で報告する義務があると総務警察委員会で報告する義務があると思思思思ううううのですけれのですけれのですけれのですけれどもどもどもども、その、その、その、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。
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○乾人事課長○乾人事課長○乾人事課長○乾人事課長 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の人事委員会からの県の人事委員会からの県の人事委員会からの県の人事委員会からの県へへへへの文の文の文の文書書書書について、中について、中について、中について、中身身身身をご報告をご報告をご報告をご報告させていただくと、させていただくと、させていただくと、させていただくと、超超超超過過過過勤勤勤勤務務務務命命命命令令令令やややや休日休日休日休日勤勤勤勤務務務務命命命命令令令令がないにがないにがないにがないにももももかかかかかかかかわわわわらずらずらずらず在在在在庁庁庁庁していたこと、していたこと、していたこと、していたこと、また、また、また、また、恒恒恒恒常的常的常的常的に長に長に長に長時間時間時間時間在在在在庁庁庁庁していたことしていたことしていたことしていたことやややや、正規の、正規の、正規の、正規の勤勤勤勤務務務務時間時間時間時間を除くを除くを除くを除く在在在在庁時間庁時間庁時間庁時間とととと超超超超過過過過勤勤勤勤務務務務命命命命令令令令とのとのとのとの間間間間にににに乖乖乖乖離離離離が長が長が長が長時間時間時間時間ああああっっっったことがたことがたことがたことが認認認認められたといめられたといめられたといめられたという内容う内容う内容う内容で、あで、あで、あで、あわわわわせて、せて、せて、せて、ワーク・ラワーク・ラワーク・ラワーク・ライイイイフ・フ・フ・フ・ババババランスランスランスランスのののの実現実現実現実現にににに向向向向けたけたけたけた勤勤勤勤務務務務環境環境環境環境のののの整整整整備について、備について、備について、備について、任任任任命命命命権権権権者において者において者において者においてもももも一定の一定の一定の一定の取取取取りりりり組組組組みみみみがなされていることがなされていることがなされていることがなされていることもももも書書書書いていただいています。ただ、長いていただいています。ただ、長いていただいています。ただ、長いていただいています。ただ、長時間時間時間時間在在在在庁庁庁庁があがあがあがあっっっったことなたことなたことなたことなどどどどは、は、は、は、職員の職員の職員の職員の勤勤勤勤務管理及び務管理及び務管理及び務管理及び健健健健康康康康保保保保持持持持の観の観の観の観点点点点からからからからもももも憂憂憂憂慮慮慮慮すすすすべべべべきききき状況状況状況状況であるといであるといであるといであるといううううごごごご指指指指摘摘摘摘をいただいをいただいをいただいをいただいています。このごています。このごています。このごています。このご指指指指摘摘摘摘を県としてを県としてを県としてを県としてもももも重重重重く受けとめて、く受けとめて、く受けとめて、く受けとめて、勤勤勤勤務務務務時間時間時間時間のののの適適適適正化、正化、正化、正化、勤勤勤勤務務務務時間時間時間時間縮縮縮縮減減減減のののの取取取取りりりり組み組み組み組みをををを続続続続けるととけるととけるととけるととももももに、そに、そに、そに、そももももそそそそもももも業務業務業務業務量量量量をををを減減減減らすために業務改らすために業務改らすために業務改らすために業務改善善善善も必要も必要も必要も必要とととと考え考え考え考えていて、ていて、ていて、ていて、アウアウアウアウトトトトソソソソーーーーシシシシンンンンググググをををを含含含含めて、業務改めて、業務改めて、業務改めて、業務改善善善善にににに取取取取りりりり組み組み組み組みたいとたいとたいとたいと考え考え考え考えているとこているとこているとこているところろろろです。です。です。です。以上以上以上以上です。です。です。です。○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員 人事委員会からそのよ人事委員会からそのよ人事委員会からそのよ人事委員会からそのよううううな通知を受けているな通知を受けているな通知を受けているな通知を受けてい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、我々我々我々我々県県県県民民民民としてとしてとしてとしては、は、は、は、ややややはりそれをはりそれをはりそれをはりそれを聞聞聞聞くくくく権権権権利利利利、知る、知る、知る、知る権権権権利利利利があるのではないですか。ですから、きがあるのではないですか。ですから、きがあるのではないですか。ですから、きがあるのではないですか。ですから、きちちちちんとんとんとんと調調調調査査査査をしてをしてをしてをして明明明明らかにしてください。らかにしてください。らかにしてください。らかにしてください。砂防砂防砂防砂防・災・災・災・災害対害対害対害対策策策策課の課の課の課の問問問問題題題題ででででもももも、一、一、一、一昨昨昨昨日、日、日、日、荒荒荒荒井井井井知事が一般知事が一般知事が一般知事が一般質質質質問問問問でででで答答答答弁していたその弁していたその弁していたその弁していたその晩晩晩晩には、には、には、には、テレテレテレテレビビビビでそのでそのでそのでその責責責責任任任任について報について報について報について報道道道道されていたではないですか。されていたではないですか。されていたではないですか。されていたではないですか。都都都都合の合の合の合の悪悪悪悪いとこいとこいとこいところろろろは出さないよは出さないよは出さないよは出さないよううううなことをしていたら、本当のことななことをしていたら、本当のことななことをしていたら、本当のことななことをしていたら、本当のことなどどどど何何何何も明も明も明も明らかにはならかにはならかにはならかにはなりません。人事委員会がりません。人事委員会がりません。人事委員会がりません。人事委員会が調調調調べべべべたといたといたといたといううううことは、ことは、ことは、ことは、結結結結局局局局パパパパソソソソコンコンコンコンのののの使使使使用用用用記録記録記録記録がががが残っ残っ残っ残っているのでているのでているのでているのでししししょょょょうううう。。。。パパパパソソソソコンコンコンコンのののの使使使使用用用用記録記録記録記録を全部を全部を全部を全部調調調調べべべべたら、たら、たら、たら、在在在在庁時間庁時間庁時間庁時間にににに何何何何をしていたのか、をしていたのか、をしていたのか、をしていたのか、仕仕仕仕事をして事をして事をして事をしていたのかいたのかいたのかいたのかどうどうどうどうかかかかもももも、全部、全部、全部、全部確認確認確認確認できるではないですか。できるではないですか。できるではないですか。できるではないですか。仕仕仕仕事をしていたか事をしていたか事をしていたか事をしていたかどうどうどうどうかかかかわわわわからないからないからないからないとととと答答答答弁していますけれ弁していますけれ弁していますけれ弁していますけれどもどもどもども、、、、調調調調べべべべたらたらたらたらわわわわかるではないですか。かるではないですか。かるではないですか。かるではないですか。調調調調べべべべなかなかなかなかっっっったらたらたらたらわわわわからないからないからないからないのですから、のですから、のですから、のですから、調調調調べべべべたらいいではないですか。１名の方がたらいいではないですか。１名の方がたらいいではないですか。１名の方がたらいいではないですか。１名の方が亡亡亡亡くなくなくなくなっっっっているのですから、そのているのですから、そのているのですから、そのているのですから、そのよよよよううううな他人事な他人事な他人事な他人事みみみみたいなことをたいなことをたいなことをたいなことを言言言言わわわわずに、一ずに、一ずに、一ずに、一回回回回真真真真面面面面目目目目にそれをにそれをにそれをにそれを調調調調査して、査して、査して、査して、明明明明らかにしてくだらかにしてくだらかにしてくだらかにしてください。さい。さい。さい。絶絶絶絶対対対対誰誰誰誰かにかにかにかに責責責責任任任任があるのですから、があるのですから、があるのですから、があるのですから、誰誰誰誰のののの責責責責任任任任かといかといかといかというううう話話話話でしでしでしでしょょょょうううう。。。。行政行政行政行政側側側側にはにはにはには責責責責任任任任はなはなはなはないといいといいといいという結う結う結う結論論論論になれば、それはそれでしになれば、それはそれでしになれば、それはそれでしになれば、それはそれでしょょょょううううけれけれけれけれどもどもどもども、、、、行政行政行政行政側側側側もももも、、、、何何何何時間も時間も時間も時間も勝勝勝勝手に手に手に手に仕仕仕仕事を事を事を事をさせていたこと、させていたこと、させていたこと、させていたこと、超超超超過過過過勤勤勤勤務務務務命命命命令令令令ももももされていないのにされていないのにされていないのにされていないのに仕仕仕仕事をさせているよ事をさせているよ事をさせているよ事をさせているよううううなななな環境環境環境環境についてについてについてについては、は、は、は、仕仕仕仕事の事の事の事の配配配配分が分が分が分が悪悪悪悪かかかかっっっったといたといたといたというううう監監監監督督督督責責責責任任任任がががが問問問問わわわわれるのではないですか。今れるのではないですか。今れるのではないですか。今れるのではないですか。今回回回回のののの問問問問題題題題は、は、は、は、そそそそうううういいいいっっっったたたた多多多多くのくのくのくの問問問問題題題題があります。ですから、があります。ですから、があります。ですから、があります。ですから、労働労働労働労働基準基準基準基準監監監監督督督督機関である人事委員会にお願機関である人事委員会にお願機関である人事委員会にお願機関である人事委員会にお願いをして、いをして、いをして、いをして、調調調調査していただきましたが、今査していただきましたが、今査していただきましたが、今査していただきましたが、今回回回回出された通知については、出された通知については、出された通知については、出された通知については、私私私私はははは何何何何ももももお願いしお願いしお願いしお願いしておらず、人事委員会がておらず、人事委員会がておらず、人事委員会がておらず、人事委員会がみみみみずからのずからのずからのずからの判断判断判断判断で出されたで出されたで出されたで出されたもももものです。それを受けているのです。それを受けているのです。それを受けているのです。それを受けているわわわわけですけですけですけですから、から、から、から、最最最最大限大限大限大限尊尊尊尊重重重重して、して、して、して、実実実実態態態態を全部を全部を全部を全部明明明明らかにするのは当たりらかにするのは当たりらかにするのは当たりらかにするのは当たり前前前前のことだとのことだとのことだとのことだと思思思思います。これいます。これいます。これいます。これ
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以上以上以上以上ははははもう時間もう時間もう時間もう時間がありませんので、辻本総務部長にがありませんので、辻本総務部長にがありませんので、辻本総務部長にがありませんので、辻本総務部長にもももも、、、、実実実実態態態態をををを明明明明らかにすることをお願いらかにすることをお願いらかにすることをお願いらかにすることをお願いして、本日のして、本日のして、本日のして、本日の質問質問質問質問はははは終終終終わわわわります。ります。ります。ります。○大国委員○大国委員○大国委員○大国委員 「「「「奈良大立山まつり奈良大立山まつり奈良大立山まつり奈良大立山まつり」」」」については、については、については、については、先先先先ほほほほどどどど質問質問質問質問等等等等ももももありましたけれありましたけれありましたけれありましたけれどもどもどもども、大、大、大、大変変変変多多多多くの方から、今度はくの方から、今度はくの方から、今度はくの方から、今度はどどどどのよのよのよのよううううな形でといな形でといな形でといな形でといううううよよよよううううなおなおなおなお問問問問い合い合い合い合わわわわせせせせももももいただいていますが、いただいていますが、いただいていますが、いただいていますが、私私私私がががが参参参参加加加加したしたしたした経験経験経験経験から、１から、１から、１から、１点点点点要要要要望望望望だけさせていただきます。だけさせていただきます。だけさせていただきます。だけさせていただきます。ごごごご準準準準備をいただく方備をいただく方備をいただく方備をいただく方もももも本当に本当に本当に本当に気気気気のののの毒毒毒毒なくらい、大変なくらい、大変なくらい、大変なくらい、大変寒寒寒寒い中でい中でい中でい中でやっやっやっやっていただいており、ていただいており、ていただいており、ていただいており、私私私私どももどももどももどもも、、、、何何何何枚枚枚枚も着も着も着も着ててててカカカカイロイロイロイロもももも貼貼貼貼っっっって、て、て、て、万万万万全な全な全な全な態態態態勢勢勢勢でででで行行行行くくくく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もどもどもども、、、、既既既既にににに椅椅椅椅子子子子がががが凍凍凍凍っっっっている中でている中でている中でている中で舞舞舞舞台台台台をををを見見見見たといたといたといたというううう状況状況状況状況でした。今でした。今でした。今でした。今回回回回ははははホホホホップ・スップ・スップ・スップ・ステテテテップ・ジップ・ジップ・ジップ・ジャャャャンプンプンプンプといといといといううううこここことで、とで、とで、とで、寒寒寒寒さ対さ対さ対さ対策も策も策も策も、より一、より一、より一、より一層層層層充実充実充実充実させていただきたい。させていただきたい。させていただきたい。させていただきたい。夏夏夏夏にににに行わ行わ行わ行われた平れた平れた平れた平城遷城遷城遷城遷都都都都１３００年１３００年１３００年１３００年祭祭祭祭のときは、のときは、のときは、のときは、ミミミミストストストストななななどどどどいいいいろろろろいいいいろろろろな形でな形でな形でな形で涼涼涼涼める場所める場所める場所める場所ももももつくつくつくつくっっっっ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、ややややはりはりはりはり寒寒寒寒くて限くて限くて限くて限界界界界でして、でして、でして、でして、駅駅駅駅までまでまでまで行行行行くにくにくにくにもももも歩歩歩歩けないよけないよけないよけないよううううなななな状況状況状況状況の方等の方等の方等の方等もももも含含含含めて、ここにめて、ここにめて、ここにめて、ここに行行行行けばけばけばけば温温温温かいといかいといかいといかいというううう場所があ場所があ場所があ場所があっっっっててててももももいいのではないかといいのではないかといいのではないかといいのではないかと思思思思いますいますいますいます。。。。「「「「ああああっっっったかたかたかたかももももんんんんググググランプランプランプランプリリリリ」」」」ののののメニュメニュメニュメニューーーーをををを食食食食べべべべればればればれば確確確確かにかにかにかに温温温温まれるでしまれるでしまれるでしまれるでしょょょょううううが、それだけではなく、ここにが、それだけではなく、ここにが、それだけではなく、ここにが、それだけではなく、ここに行行行行けばけばけばけば温温温温ももももるるるることができるといことができるといことができるといことができるといっっっったたたた情情情情報を、報を、報を、報を、ホホホホームページームページームページームページ等で等で等で等でもももも示示示示していただいて、今していただいて、今していただいて、今していただいて、今回回回回はせはせはせはせっっっっかくかくかくかく朝朝朝朝堂堂堂堂院周院周院周院周辺辺辺辺ででででややややるるるるわわわわけですので、けですので、けですので、けですので、ぜぜぜぜひひひひととととももももそのよそのよそのよそのよううううなななな工工工工夫夫夫夫ももももお願いしたいと、これはお願いしたいと、これはお願いしたいと、これはお願いしたいと、これは要要要要望望望望だだだだけでとけでとけでとけでとどどどどめたいとめたいとめたいとめたいと思思思思います。います。います。います。次次次次はははは質問質問質問質問ですが、ですが、ですが、ですが、運運運運転転転転免免免免許許許許証の更証の更証の更証の更新新新新手手手手続続続続きにおけるきにおけるきにおけるきにおける高高高高齢齢齢齢者者者者講習講習講習講習の受の受の受の受講講講講待待待待ちちちちのののの現現現現状状状状についについについについておておておてお尋尋尋尋ねねねねします。警察本部におかれては、します。警察本部におかれては、します。警察本部におかれては、します。警察本部におかれては、高高高高齢齢齢齢者の者の者の者の認認認認知知知知症症症症等等等等ややややてんかん等のてんかん等のてんかん等のてんかん等の疑疑疑疑いのある方いのある方いのある方いのある方の交通事故をの交通事故をの交通事故をの交通事故を未未未未然然然然にににに防防防防止止止止していただこしていただこしていただこしていただこううううといといといというううう、、、、昨昨昨昨年の９月議会での年の９月議会での年の９月議会での年の９月議会での私私私私のののの代代代代表表表表質問質問質問質問を受けを受けを受けを受けて、て、て、て、新新新新ノノノノ口駅口駅口駅口駅のほのほのほのほううううのののの運運運運転転転転免免免免許許許許セセセセンンンンタタタターーーーにににに独独独独自で保自で保自で保自で保健健健健師師師師をををを配置配置配置配置をしていただき、大変ご活をしていただき、大変ご活をしていただき、大変ご活をしていただき、大変ご活躍躍躍躍をいただいており、本当にをいただいており、本当にをいただいており、本当にをいただいており、本当に感感感感謝謝謝謝を申しを申しを申しを申し上げ上げ上げ上げます。ます。ます。ます。そのよそのよそのよそのよううううなななな取取取取りりりり組みも組みも組みも組みもされていますが、ことしの３月１２日にされていますが、ことしの３月１２日にされていますが、ことしの３月１２日にされていますが、ことしの３月１２日に施行施行施行施行された改正された改正された改正された改正道路道路道路道路交通交通交通交通法では大きく２法では大きく２法では大きく２法では大きく２点点点点改正され、その改正され、その改正され、その改正され、そのうちうちうちうちの１の１の１の１点点点点、、、、高高高高齢齢齢齢者者者者運運運運転転転転対対対対策策策策のののの推推推推進として、進として、進として、進として、臨臨臨臨時適時適時適時適性性性性検検検検査査査査制制制制度の度の度の度の見直見直見直見直ししししやややや、、、、臨臨臨臨時時時時認認認認知機知機知機知機能能能能検検検検査査査査・・・・臨臨臨臨時高時高時高時高齢齢齢齢者者者者講習講習講習講習制制制制度の度の度の度の新設新設新設新設等が等が等が等がススススタタタタートートートートしました。しました。しました。しました。ただ、ただ、ただ、ただ、私私私私のののの住住住住んでいる地域んでいる地域んでいる地域んでいる地域やややや県県県県内内内内の方から、の方から、の方から、の方から、講習講習講習講習を受けるのにを受けるのにを受けるのにを受けるのに非常非常非常非常にににに待待待待ちちちちの期の期の期の期間間間間が長いとが長いとが長いとが長いとのことで、奈良県警察ののことで、奈良県警察ののことで、奈良県警察ののことで、奈良県警察のホホホホームページームページームページームページをををを見見見見ると、１０月末ると、１０月末ると、１０月末ると、１０月末現現現現在在在在ですけれですけれですけれですけれどもどもどもども、、、、待待待待ちちちち期期期期間間間間がががが大大大大体体体体平平平平均均均均５５５５カカカカ月月月月以上以上以上以上といといといといううううことで、このよことで、このよことで、このよことで、このよううううなななな状況状況状況状況がががが続続続続いていて、いていて、いていて、いていて、高高高高齢齢齢齢者の方が免者の方が免者の方が免者の方が免許許許許更更更更新新新新をしよをしよをしよをしよううううとしてとしてとしてとしてもももも、、、、待待待待ちちちちが生が生が生が生じじじじており、ており、ており、ており、ももももしかしたら更しかしたら更しかしたら更しかしたら更新新新新期限に期限に期限に期限に間間間間に合に合に合に合わわわわないのではないないのではないないのではないないのではないかと危かと危かと危かと危惧惧惧惧するするするする声声声声ももももあります。まだあります。まだあります。まだあります。まだ制制制制度自度自度自度自体体体体がががが周周周周知されていないとい知されていないとい知されていないとい知されていないといううううか、か、か、か、認認認認識識識識されていなされていなされていなされていないこといこといこといことももももああああっっっって、て、て、て、質問質問質問質問をさせていただきますが、をさせていただきますが、をさせていただきますが、をさせていただきますが、高高高高齢齢齢齢者者者者講習講習講習講習の受の受の受の受講講講講待待待待ちちちちのののの現現現現状状状状と、県警察と、県警察と、県警察と、県警察
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としてはとしてはとしてはとしてはどどどどのよのよのよのよううううに改に改に改に改善善善善をををを図ろう図ろう図ろう図ろうとしているのか、おとしているのか、おとしているのか、おとしているのか、お伺伺伺伺いします。いします。いします。いします。○宮本交通部長○宮本交通部長○宮本交通部長○宮本交通部長 ただいま大国委員から、ただいま大国委員から、ただいま大国委員から、ただいま大国委員から、高高高高齢齢齢齢者者者者講習講習講習講習の受の受の受の受講講講講待待待待ちちちちのののの現現現現状状状状と、受と、受と、受と、受講講講講待待待待ちちちちが長が長が長が長いのでいのでいのでいのでどどどどのよのよのよのよううううに改に改に改に改善善善善をををを図ろう図ろう図ろう図ろうとしているのかについて、ごとしているのかについて、ごとしているのかについて、ごとしているのかについて、ご質問質問質問質問いただきました。いただきました。いただきました。いただきました。大国委員がご大国委員がご大国委員がご大国委員がご指指指指摘摘摘摘のとおり、のとおり、のとおり、のとおり、運運運運転転転転免免免免許許許許更更更更新時新時新時新時のののの高高高高齢齢齢齢者の受者の受者の受者の受講講講講待待待待ちちちちは、は、は、は、現現現現在在在在平平平平均均均均５５５５カカカカ月月月月待待待待ちちちちとなとなとなとなっっっっており、それには大きく３ており、それには大きく３ており、それには大きく３ており、それには大きく３点点点点のののの要要要要因因因因があるとがあるとがあるとがあると考え考え考え考えています。１ています。１ています。１ています。１点点点点目目目目は、は、は、は、高高高高齢齢齢齢者者者者講講講講習習習習等は等は等は等は運運運運転転転転免免免免許許許許セセセセンンンンタタタターーーーでででで実施実施実施実施するほか、全国するほか、全国するほか、全国するほか、全国的的的的ににににも指も指も指も指定自動車定自動車定自動車定自動車教教教教習習習習所等に委所等に委所等に委所等に委託託託託していましていましていましていますが、当県にはすが、当県にはすが、当県にはすが、当県には指指指指定自動車定自動車定自動車定自動車教教教教習習習習所等が、所等が、所等が、所等が、鳥鳥鳥鳥取取取取県の９県の９県の９県の９カカカカ所に所に所に所に次次次次いで２いで２いで２いで２番目番目番目番目にににに少少少少ない１０ない１０ない１０ない１０カカカカ所所所所しかないといしかないといしかないといしかないというううう点点点点があります。当県はがあります。当県はがあります。当県はがあります。当県は指指指指定自動車定自動車定自動車定自動車教教教教習習習習所所所所ももももそこにおけるそこにおけるそこにおけるそこにおける資資資資格格格格をををを有有有有するするするする講習講習講習講習指指指指導導導導員員員員もももも、全国に、全国に、全国に、全国に比比比比べべべべてててて非常非常非常非常にににに少少少少ないないないない状況状況状況状況にあります。にあります。にあります。にあります。あとの２あとの２あとの２あとの２点点点点は、本年３月の改正は、本年３月の改正は、本年３月の改正は、本年３月の改正道路道路道路道路交通法の交通法の交通法の交通法の施行施行施行施行にににに伴伴伴伴い、２つのい、２つのい、２つのい、２つの負担負担負担負担がががが増加増加増加増加したことでしたことでしたことでしたことです。その１つす。その１つす。その１つす。その１つ目目目目は、７５は、７５は、７５は、７５歳以上歳以上歳以上歳以上のののの高高高高齢齢齢齢者は、免者は、免者は、免者は、免許許許許更更更更新時新時新時新時にににに認認認認知機知機知機知機能能能能検検検検査と査と査と査と高高高高齢齢齢齢者者者者講習講習講習講習の２の２の２の２つを受けなければならず、つを受けなければならず、つを受けなければならず、つを受けなければならず、従従従従前前前前はははは同じ同じ同じ同じ日に日に日に日に実施実施実施実施していましたが、法改正によりしていましたが、法改正によりしていましたが、法改正によりしていましたが、法改正により同同同同日日日日実施実施実施実施がががが困難困難困難困難となとなとなとなっっっったことです。たことです。たことです。たことです。具体的具体的具体的具体的には、には、には、には、認認認認知機知機知機知機能能能能検検検検査の査の査の査の結果結果結果結果にににに応じ応じ応じ応じて、受て、受て、受て、受講講講講するするするする講習講習講習講習のののの内容内容内容内容が合理化が合理化が合理化が合理化講習講習講習講習かかかか高高高高度化度化度化度化講習講習講習講習かに分かれることになかに分かれることになかに分かれることになかに分かれることになっっっったため、たため、たため、たため、別別別別の日にの日にの日にの日に行わ行わ行わ行わざざざざるをるをるをるを得得得得なくななくななくななくなりました。このりました。このりました。このりました。この結果結果結果結果、、、、認認認認知機知機知機知機能能能能検検検検査と査と査と査と高高高高齢齢齢齢者者者者講習講習講習講習をををを別別別別の日にの日にの日にの日に行う行う行う行うため、ため、ため、ため、効効効効率的率的率的率的なななな実施実施実施実施がでがでがでができなくなきなくなきなくなきなくなっっっったといたといたといたといううううことです。ことです。ことです。ことです。増加増加増加増加したしたしたした負担負担負担負担の２つの２つの２つの２つ目目目目は、７５は、７５は、７５は、７５歳以上歳以上歳以上歳以上のののの運運運運転転転転者が一定の者が一定の者が一定の者が一定の違違違違反反反反行為行為行為行為をををを行っ行っ行っ行った場合、た場合、た場合、た場合、臨臨臨臨時時時時のののの認認認認知機知機知機知機能能能能検検検検査と、その査と、その査と、その査と、その結果結果結果結果によりによりによりにより高高高高齢齢齢齢者者者者講習講習講習講習を受を受を受を受講講講講するするするする新新新新たたたたな規定がな規定がな規定がな規定が設設設設けられたことです。このけられたことです。このけられたことです。このけられたことです。この臨臨臨臨時時時時のののの検検検検査と査と査と査と講習講習講習講習は、は、は、は、運運運運転転転転免免免免許許許許セセセセンンンンタタタターーーー、い、い、い、いわゆわゆわゆわゆる警る警る警る警察の察の察の察のみみみみで一で一で一で一元元元元的的的的にににに行っ行っ行っ行っていますので、これまでていますので、これまでていますので、これまでていますので、これまで運運運運転転転転免免免免許許許許セセセセンンンンタタタターーーーでででで行っ行っ行っ行っていた通ていた通ていた通ていた通常常常常の更の更の更の更新新新新時時時時のののの認認認認知機知機知機知機能能能能検検検検査と査と査と査と高高高高齢齢齢齢者者者者講習講習講習講習がががが指指指指定自動車定自動車定自動車定自動車教教教教習習習習所等に所等に所等に所等に回回回回ることとなり、ることとなり、ることとなり、ることとなり、結果結果結果結果として、自として、自として、自として、自動車動車動車動車教教教教習習習習所等の所等の所等の所等の負担負担負担負担がががが増増増増大しているのが大しているのが大しているのが大しているのが現現現現状状状状です。です。です。です。これらのこれらのこれらのこれらの要要要要因因因因がががが重重重重ななななっっっって、受て、受て、受て、受講講講講待待待待ちちちちが長期化しているが長期化しているが長期化しているが長期化しているもももものとのとのとのと考え考え考え考えていますが、県警察でていますが、県警察でていますが、県警察でていますが、県警察では、改は、改は、改は、改善善善善にににに向向向向けて、けて、けて、けて、運運運運転転転転免免免免許許許許セセセセンンンンタタタターーーーでのでのでのでの講習講習講習講習等の等の等の等の実施実施実施実施をををを拡拡拡拡大す大す大す大すべべべべく、職員にそれく、職員にそれく、職員にそれく、職員にそれぞぞぞぞれのれのれのれの資資資資格格格格をををを取得取得取得取得させるなさせるなさせるなさせるなどどどどしてしてしてして担担担担当職員の当職員の当職員の当職員の拡充拡充拡充拡充にににに努努努努めています。さらに、これまでめています。さらに、これまでめています。さらに、これまでめています。さらに、これまで運運運運転転転転免免免免許許許許セセセセンンンンタタタターーーーののののみみみみでででで行っ行っ行っ行っていたていたていたていた認認認認知機知機知機知機能能能能検検検検査を一部の警察査を一部の警察査を一部の警察査を一部の警察署署署署、、、、具体的具体的具体的具体的には奈良警察には奈良警察には奈良警察には奈良警察署署署署でででで試行実施試行実施試行実施試行実施をするをするをするをする取取取取りりりり組み組み組み組みをををを行っ行っ行っ行っています。一方、ています。一方、ています。一方、ています。一方、指指指指定自動車定自動車定自動車定自動車教教教教習習習習所等に対して所等に対して所等に対して所等に対してもももも、、、、講習講習講習講習指指指指導導導導員の員の員の員の増増増増員な員な員な員など体制ど体制ど体制ど体制のののの強強強強化を化を化を化を依頼依頼依頼依頼していますが、していますが、していますが、していますが、経経経経営営営営上上上上のののの問問問問題も題も題も題もああああっっっって、なかなかて、なかなかて、なかなかて、なかなか体制体制体制体制強強強強化が進ま化が進ま化が進ま化が進まないのがないのがないのがないのが現現現現状状状状です。今後です。今後です。今後です。今後もももも、、、、指指指指定自動車定自動車定自動車定自動車教教教教習習習習所等とし所等とし所等とし所等としっっっっかりと連かりと連かりと連かりと連携携携携して、して、して、して、高高高高齢齢齢齢者者者者講習講習講習講習のののの実実実実施体制施体制施体制施体制のののの強強強強化を化を化を化を図図図図り、受り、受り、受り、受講講講講待待待待ちちちちのののの縮縮縮縮減減減減にににに努努努努めていきたいとめていきたいとめていきたいとめていきたいと考え考え考え考えています。ています。ています。ています。○大国委員○大国委員○大国委員○大国委員 現現現現状状状状的的的的には、まずは、奈良県には、まずは、奈良県には、まずは、奈良県には、まずは、奈良県内内内内のののの指指指指定自動車定自動車定自動車定自動車教教教教習習習習所等が所等が所等が所等が少少少少ないといないといないといないというううう圧圧圧圧倒的倒的倒的倒的
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ななななキャパキャパキャパキャパのののの問問問問題題題題があること、があること、があること、があること、加加加加ええええて、て、て、て、制制制制度が変度が変度が変度が変わっわっわっわってててて講習講習講習講習もももも分けて分けて分けて分けてややややらなくてはならなくらなくてはならなくらなくてはならなくらなくてはならなくななななっっっったこと、また、自動車たこと、また、自動車たこと、また、自動車たこと、また、自動車教教教教習習習習所等における人所等における人所等における人所等における人材材材材のののの確確確確保について保について保について保についてもももも、、、、経経経経営営営営的的的的にににに教教教教習習習習所等の所等の所等の所等の負担負担負担負担が大きいことなが大きいことなが大きいことなが大きいことなどどどどがががが要要要要因因因因だといだといだといだといううううごごごご答答答答弁でした。こ弁でした。こ弁でした。こ弁でした。こうううういいいいっっっった中で、た中で、た中で、た中で、効効効効率的率的率的率的なななな高高高高齢齢齢齢者者者者講講講講習習習習等の等の等の等の実施実施実施実施がががが困難困難困難困難となとなとなとなっっっっているため、県警察においては、ているため、県警察においては、ているため、県警察においては、ているため、県警察においては、担担担担当職員の当職員の当職員の当職員の拡充拡充拡充拡充をををを図っ図っ図っ図っているとているとているとているとのごのごのごのご答答答答弁でしたが、弁でしたが、弁でしたが、弁でしたが、指指指指定自動車定自動車定自動車定自動車教教教教習習習習所等を所等を所等を所等をふふふふややややすのはすのはすのはすのは困難困難困難困難だと当だと当だと当だと当然思然思然思然思いますけれいますけれいますけれいますけれどもどもどもども、、、、講講講講習習習習をををを実施実施実施実施するするするする指指指指導導導導員の員の員の員の増増増増員はな員はな員はな員はなぜぜぜぜ図図図図られないのか、おられないのか、おられないのか、おられないのか、お尋尋尋尋ねねねねをしたいとをしたいとをしたいとをしたいと思思思思います。います。います。います。○宮本交通部長○宮本交通部長○宮本交通部長○宮本交通部長 先先先先ほほほほどどどど申したとおり、これまで申したとおり、これまで申したとおり、これまで申したとおり、これまでも指も指も指も指定自動車定自動車定自動車定自動車教教教教習習習習所等に対して所等に対して所等に対して所等に対して体制体制体制体制のののの強強強強化等を化等を化等を化等を依頼依頼依頼依頼していますが、していますが、していますが、していますが、コストコストコストコストにににに見見見見合合合合うううう委委委委託料託料託料託料が支が支が支が支払わ払わ払わ払われていないことが、れていないことが、れていないことが、れていないことが、指指指指定自動車定自動車定自動車定自動車教教教教習習習習所等が所等が所等が所等が講習講習講習講習指指指指導導導導員の員の員の員の増増増増員等に積員等に積員等に積員等に積極極極極的的的的ではない一つのではない一つのではない一つのではない一つの要要要要因因因因だとだとだとだと認認認認識識識識しています。しています。しています。しています。ちちちちななななみみみみに、当県におけるに、当県におけるに、当県におけるに、当県における教教教教習習習習所等に対する委所等に対する委所等に対する委所等に対する委託料託料託料託料は、全国で３は、全国で３は、全国で３は、全国で３番目番目番目番目にににに低低低低いといいといいといいといううううことで、ことで、ことで、ことで、現現現現在在在在、、、、コストコストコストコストにににに見見見見合合合合うううう他他他他府府府府県と県と県と県と同同同同等の委等の委等の委等の委託料託料託料託料をををを確確確確保できるよ保できるよ保できるよ保できるよううううに予算に予算に予算に予算要求要求要求要求中で、今後、財中で、今後、財中で、今後、財中で、今後、財政政政政当局当局当局当局としとしとしとしっっっっかり協議をしていきます。かり協議をしていきます。かり協議をしていきます。かり協議をしていきます。○大国委員○大国委員○大国委員○大国委員 自動車自動車自動車自動車教教教教習習習習所等にはい所等にはい所等にはい所等にはいろろろろいいいいろろろろなななな違違違違いといいといいといいといううううか、当か、当か、当か、当然然然然季節季節季節季節ななななどどどどによによによによっっっっててててもももも忙忙忙忙ししししいいいい時時時時期期期期ももももあれば、そあれば、そあれば、そあれば、そううううででででももももないないないない時時時時期期期期ももももあるかとあるかとあるかとあるかと思思思思いますけれいますけれいますけれいますけれどもどもどもども、それに、それに、それに、それに加加加加ええええて、て、て、て、コストコストコストコストにににに見見見見合合合合うううう委委委委託料託料託料託料が支が支が支が支払わ払わ払わ払われていないといれていないといれていないといれていないといううううことで、財ことで、財ことで、財ことで、財政政政政当局と協議をしていきたいとい当局と協議をしていきたいとい当局と協議をしていきたいとい当局と協議をしていきたいといううううごごごご答答答答弁が今ありましたが、な弁が今ありましたが、な弁が今ありましたが、な弁が今ありましたが、なぜぜぜぜ全国で全国で全国で全国で下下下下から３から３から３から３番目番目番目番目なのかなのかなのかなのかもももも含含含含めて分めて分めて分めて分析析析析していただいて、していただいて、していただいて、していただいて、ぜぜぜぜひひひひととととももももごごごご検討検討検討検討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。県警察では、受県警察では、受県警察では、受県警察では、受講講講講待待待待ちちちちの解の解の解の解消消消消にににに向向向向けた対けた対けた対けた対策策策策をとり、をとり、をとり、をとり、努努努努力力力力をしていただいていますけれをしていただいていますけれをしていただいていますけれをしていただいていますけれどどどどもももも、、、、高高高高齢運齢運齢運齢運転転転転者の交通事故者の交通事故者の交通事故者の交通事故防防防防止止止止のためにのためにのためにのために高高高高齢齢齢齢者者者者講習講習講習講習はははは重重重重要要要要だとだとだとだと考え考え考え考えますので、ますので、ますので、ますので、現現現現在在在在のののの取取取取りりりり組み組み組み組みをさらにをさらにをさらにをさらに前前前前に進めて、に進めて、に進めて、に進めて、高高高高齢運齢運齢運齢運転転転転者の事故者の事故者の事故者の事故防防防防止止止止にににに努努努努めていただきたいとめていただきたいとめていただきたいとめていただきたいと思思思思います。います。います。います。最最最最後後後後に、そのおに、そのおに、そのおに、そのお考え考え考え考えについておについておについておについてお示示示示しいただきたいとしいただきたいとしいただきたいとしいただきたいと思思思思います。います。います。います。○宮本交通部長○宮本交通部長○宮本交通部長○宮本交通部長 考え考え考え考えといといといといううううことですが、全国ことですが、全国ことですが、全国ことですが、全国的的的的にににに高高高高齢運齢運齢運齢運転転転転者による交通事故が者による交通事故が者による交通事故が者による交通事故が増加増加増加増加してしてしてしており、おり、おり、おり、高高高高齢運齢運齢運齢運転転転転者対者対者対者対策策策策はははは喫喫喫喫緊緊緊緊の課の課の課の課題題題題である中、ごである中、ごである中、ごである中、ご高高高高齢齢齢齢の方がご自の方がご自の方がご自の方がご自身身身身のののの認認認認知機知機知機知機能や能や能や能や身身身身体体体体機機機機能能能能の変化を自の変化を自の変化を自の変化を自覚覚覚覚し、それにし、それにし、それにし、それに応じ応じ応じ応じた安全た安全た安全た安全運運運運転転転転をををを行っ行っ行っ行っていただくためにていただくためにていただくためにていただくためにもももも、、、、高高高高齢齢齢齢者者者者講習講習講習講習はははは極極極極めてめてめてめて重重重重要要要要です。そのです。そのです。そのです。その高高高高齢齢齢齢者者者者講習講習講習講習の受の受の受の受講講講講待待待待ちちちちが長期に及が長期に及が長期に及が長期に及ぶぶぶぶことは、大変なことは、大変なことは、大変なことは、大変な問問問問題題題題とととと認認認認識識識識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、高高高高齢運齢運齢運齢運転転転転者の方に者の方に者の方に者の方にスムースムースムースムーズズズズにににに講習講習講習講習を受けてを受けてを受けてを受けてももももららららええええるよるよるよるようううう、、、、運運運運転転転転免免免免許許許許セセセセンンンンタタタターーーーのののの体制体制体制体制強強強強化は化は化は化はもちろもちろもちろもちろん、ん、ん、ん、指指指指定自動車定自動車定自動車定自動車教教教教習習習習所等所等所等所等へもへもへもへも十十十十分な分な分な分な体制体制体制体制をとをとをとをとっっっっててててももももららららええええるよるよるよるようううう、、、、必要必要必要必要な予算な予算な予算な予算のののの確確確確保に保に保に保に向向向向けて財けて財けて財けて財政政政政当局当局当局当局へへへへ働働働働きかけをきかけをきかけをきかけを行っ行っ行っ行っているとこているとこているとこているところろろろです。県警察としては、です。県警察としては、です。県警察としては、です。県警察としては、高高高高齢齢齢齢者者者者講講講講習習習習をををを適適適適切切切切にににに実施実施実施実施して、して、して、して、高高高高齢運齢運齢運齢運転転転転者による交通事故の者による交通事故の者による交通事故の者による交通事故の防防防防止止止止をををを図っ図っ図っ図っていく所ていく所ていく所ていく所存存存存です。です。です。です。以上以上以上以上です。です。です。です。○大国委員○大国委員○大国委員○大国委員 ぜぜぜぜひひひひととととももももししししっっっっかりとかりとかりとかりと取取取取りりりり組み組み組み組みをお願いしたいとをお願いしたいとをお願いしたいとをお願いしたいと思思思思います。います。います。います。終終終終わわわわります。ります。ります。ります。
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○山村副委員長○山村副委員長○山村副委員長○山村副委員長 私私私私から２から２から２から２点点点点おおおお聞聞聞聞きします。１きします。１きします。１きします。１点点点点目目目目は、は、は、は、美美美美術術術術館館館館と文化会と文化会と文化会と文化会館館館館のののの整整整整備について備について備について備についてです。です。です。です。老朽老朽老朽老朽化していて、化していて、化していて、化していて、リニュリニュリニュリニューーーーアルアルアルアルがががが必要必要必要必要とととと聞聞聞聞いていますが、計いていますが、計いていますが、計いていますが、計画画画画とその後の進とその後の進とその後の進とその後の進捗捗捗捗ががががどどどどううううななななっっっっているのかおているのかおているのかおているのかお伺伺伺伺いします。いします。いします。いします。○桐田文化振興課長○桐田文化振興課長○桐田文化振興課長○桐田文化振興課長 山村副委員長がお山村副委員長がお山村副委員長がお山村副委員長がお述べ述べ述べ述べのよのよのよのよううううに、に、に、に、両両両両館館館館ととととももももに開に開に開に開館館館館後４０年後４０年後４０年後４０年以上経以上経以上経以上経過過過過していて、していて、していて、していて、老朽老朽老朽老朽化化化化もももも相相相相当進んでいますので、大規当進んでいますので、大規当進んでいますので、大規当進んでいますので、大規模模模模な改な改な改な改修修修修、、、、新新新新たな機たな機たな機たな機能能能能のののの充実充実充実充実がががが必要必要必要必要とととと考考考考ええええています。ています。ています。ています。両両両両館館館館をををを含含含含めためためためた周周周周辺辺辺辺を文化を文化を文化を文化ゾゾゾゾーンーンーンーンとととと位位位位置づ置づ置づ置づけて、奈良公けて、奈良公けて、奈良公けて、奈良公園園園園のののの玄玄玄玄関関関関口口口口としてのとしてのとしてのとしての格格格格式式式式をををを満満満満たすととたすととたすととたすととももももに、文化振興、観光振興のに、文化振興、観光振興のに、文化振興、観光振興のに、文化振興、観光振興の拠点拠点拠点拠点としてとしてとしてとして整整整整備したいと備したいと備したいと備したいと考え考え考え考えています。ています。ています。ています。以上以上以上以上です。です。です。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 この計この計この計この計画画画画に関して、に関して、に関して、に関して、婦婦婦婦人会人会人会人会館館館館、、、、消消消消費生活費生活費生活費生活セセセセンンンンタタタターーーー、、、、北北北北分分分分庁舎庁舎庁舎庁舎の３の３の３の３棟棟棟棟を解を解を解を解体体体体撤撤撤撤去去去去をして、をして、をして、をして、撤撤撤撤去去去去した部分にした部分にした部分にした部分に美美美美術術術術館館館館をををを増増増増築築築築するよするよするよするよううううな計な計な計な計画画画画がされているとがされているとがされているとがされていると聞聞聞聞いているのいているのいているのいているのですけれですけれですけれですけれどもどもどもども、、、、現現現現在在在在撤撤撤撤去去去去後の発後の発後の発後の発掘調掘調掘調掘調査が査が査が査が行わ行わ行わ行われています。そのれています。そのれています。そのれています。その結果結果結果結果、当地は平、当地は平、当地は平、当地は平城京左京七城京左京七城京左京七城京左京七条条条条七坊七坊七坊七坊に当たり、興に当たり、興に当たり、興に当たり、興福福福福寺旧寺旧寺旧寺旧境境境境内内内内でででで瓦瓦瓦瓦をををを焼焼焼焼いていたいていたいていたいていた瓦窯瓦窯瓦窯瓦窯９９９９基基基基がががが見見見見つかつかつかつかっっっったといたといたといたといううううことでした。ことでした。ことでした。ことでした。時時時時期期期期的・時的・時的・時的・時代代代代的的的的にはいにはいにはいにはいろろろろいいいいろろろろ違違違違いがあるのですけれいがあるのですけれいがあるのですけれいがあるのですけれどもどもどもども、一、一、一、一番番番番南南南南側側側側のとこのとこのとこのところろろろは、１２は、１２は、１２は、１２世世世世紀紀紀紀後後後後半半半半の平の平の平の平重重重重衡衡衡衡の南の南の南の南都都都都焼焼焼焼きききき討討討討ちちちちにににに遭遭遭遭っっっったとき、興たとき、興たとき、興たとき、興福福福福寺寺寺寺のののの再建再建再建再建のののの際際際際にににに瓦瓦瓦瓦をををを焼焼焼焼いていたといていたといていたといていたと推推推推計計計計ももももされている大変されている大変されている大変されている大変貴貴貴貴重重重重な生産な生産な生産な生産遺遺遺遺構構構構だとだとだとだと言言言言わわわわれています。れています。れています。れています。説明説明説明説明会には７００人会には７００人会には７００人会には７００人ももももの方がの方がの方がの方が来来来来られ、られ、られ、られ、関関関関心も高心も高心も高心も高いよいよいよいよううううです。です。です。です。ももももととととももももと１９６９年にと１９６９年にと１９６９年にと１９６９年に婦婦婦婦人会人会人会人会館館館館のののの建設建設建設建設に当たに当たに当たに当たっっっって事て事て事て事前調前調前調前調査を査を査を査を行っ行っ行っ行ったたたたときにこれが発ときにこれが発ときにこれが発ときにこれが発見見見見をされて、当をされて、当をされて、当をされて、当時時時時は、県は、県は、県は、県下下下下ででででもももも大変大変大変大変珍珍珍珍しいしいしいしい窯窯窯窯のののの跡跡跡跡といといといといううううことで、その当ことで、その当ことで、その当ことで、その当時時時時のののの建設建設建設建設の計の計の計の計画画画画、、、、設設設設計の変更を計の変更を計の変更を計の変更を行っ行っ行っ行って今日まで保て今日まで保て今日まで保て今日まで保存存存存してきたとしてきたとしてきたとしてきたと聞聞聞聞いています。とこいています。とこいています。とこいています。ところろろろが今が今が今が今回回回回の場合は、の場合は、の場合は、の場合は、記録記録記録記録保保保保存存存存にしてにしてにしてにして遺遺遺遺構構構構自自自自体体体体は解は解は解は解体体体体するとするとするとすると聞聞聞聞いているのですけれいているのですけれいているのですけれいているのですけれどもどもどもども、これについ、これについ、これについ、これについては、文化財保ては、文化財保ては、文化財保ては、文化財保存存存存全国協議会な全国協議会な全国協議会な全国協議会などどどどから、これまでのから、これまでのから、これまでのから、これまでの経経経経過過過過からからからから見見見見ててててもももも美美美美術術術術館館館館のののの整整整整備に当た備に当た備に当た備に当たっっっってはてはてはては登登登登大大大大路路路路瓦窯瓦窯瓦窯瓦窯跡跡跡跡群群群群の保の保の保の保存存存存をををを前提前提前提前提とした計とした計とした計とした計画画画画にしてほしい、にしてほしい、にしてほしい、にしてほしい、遺遺遺遺跡跡跡跡とととと共共共共存存存存するするするする美美美美術術術術館館館館をををを古古古古都都都都奈良に奈良に奈良に奈良にふふふふささささわわわわしいよしいよしいよしいよううううにににに整整整整備しては備しては備しては備してはどうどうどうどうかといかといかといかという要う要う要う要望望望望がされているとがされているとがされているとがされていると聞聞聞聞いています。このいています。このいています。このいています。このことについて承知をしているのか、また、文化財保ことについて承知をしているのか、また、文化財保ことについて承知をしているのか、また、文化財保ことについて承知をしているのか、また、文化財保存存存存課と課と課と課と何何何何らかの協議らかの協議らかの協議らかの協議やややや検討検討検討検討ななななどどどどがががが行わ行わ行わ行われたのかれたのかれたのかれたのかどうどうどうどうかについてかについてかについてかについて伺伺伺伺います。います。います。います。○桐田文化振興課長○桐田文化振興課長○桐田文化振興課長○桐田文化振興課長 教教教教育委員会事務局文化財保育委員会事務局文化財保育委員会事務局文化財保育委員会事務局文化財保存存存存課から課から課から課から聞聞聞聞いているいているいているいている内容内容内容内容としては、山村としては、山村としては、山村としては、山村副委員長がお副委員長がお副委員長がお副委員長がお述べ述べ述べ述べのとおり、大変のとおり、大変のとおり、大変のとおり、大変貴貴貴貴重重重重なななな遺遺遺遺産であるよ産であるよ産であるよ産であるよううううですけれですけれですけれですけれどもどもどもども、、、、残残残残念念念念ながらながらながらながら残残残残存存存存状状状状態態態態がががが悪悪悪悪いので、いので、いので、いので、現現現現地保地保地保地保存存存存ではなく、ではなく、ではなく、ではなく、遺遺遺遺構構構構の３の３の３の３ＤＤＤＤレレレレーーーーザザザザーーーーななななどどどどをををを含含含含めためためためた記録記録記録記録保保保保存存存存といといといというううう方方方方針針針針を決めたとを決めたとを決めたとを決めたと聞聞聞聞き及んでいます。き及んでいます。き及んでいます。き及んでいます。以上以上以上以上です。です。です。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 奈良県では文化財活用化とい奈良県では文化財活用化とい奈良県では文化財活用化とい奈良県では文化財活用化といううううことで、活用にことで、活用にことで、活用にことで、活用に力力力力を入れているといを入れているといを入れているといを入れているといううううこここことです。保とです。保とです。保とです。保存存存存状状状状態態態態について、について、について、について、私私私私は専は専は専は専門門門門家家家家ではないのでではないのでではないのでではないのでわわわわかりませんけれかりませんけれかりませんけれかりませんけれどもどもどもども、、、、要要要要望望望望を出さを出さを出さを出さ
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れたれたれたれた皆様皆様皆様皆様方にして方にして方にして方にしてみみみみれば、れば、れば、れば、遺遺遺遺跡跡跡跡を全てを全てを全てを全て残残残残せではなく、一部でせではなく、一部でせではなく、一部でせではなく、一部でもももも見見見見学をできるよ学をできるよ学をできるよ学をできるよううううなななな美美美美術術術術館館館館といといといといううううよよよよううううなななな整整整整備をすれば、まさしくその文化財を活用するとい備をすれば、まさしくその文化財を活用するとい備をすれば、まさしくその文化財を活用するとい備をすれば、まさしくその文化財を活用するというううう点点点点では大変よいでは大変よいでは大変よいでは大変よい結果結果結果結果にににになるのではないかとなるのではないかとなるのではないかとなるのではないかと思思思思います。県の方います。県の方います。県の方います。県の方針針針針としてとしてとしてとしてもももも、文化財については活用の立場に立、文化財については活用の立場に立、文化財については活用の立場に立、文化財については活用の立場に立っっっってててているといいるといいるといいるといううううことで、活用といことで、活用といことで、活用といことで、活用というううう道道道道ももももあるのではないかとあるのではないかとあるのではないかとあるのではないかと思思思思いますけれいますけれいますけれいますけれどもどもどもども、、、、担担担担当課として当課として当課として当課としてはなかなかはなかなかはなかなかはなかなか答え答え答え答えにくいかにくいかにくいかにくいかももももしれませんけれしれませんけれしれませんけれしれませんけれどもどもどもども、いかがでし、いかがでし、いかがでし、いかがでしょょょょううううか。か。か。か。○桐田文化振興課長○桐田文化振興課長○桐田文化振興課長○桐田文化振興課長 現現現現在在在在、、、、教教教教育委員会では育委員会では育委員会では育委員会では遺遺遺遺構構構構を解を解を解を解体体体体しながらしながらしながらしながら記録記録記録記録のののの作作作作成を進めており、成を進めており、成を進めており、成を進めており、現現現現段階段階段階段階においてにおいてにおいてにおいてもももも、、、、遺遺遺遺構構構構のののの残残残残存存存存状状状状態態態態はははは悪悪悪悪いといといといと聞聞聞聞いていますので、いていますので、いていますので、いていますので、記録記録記録記録保保保保存存存存の方の方の方の方針針針針には変には変には変には変わわわわりはないとりはないとりはないとりはないと確認確認確認確認をしています。をしています。をしています。をしています。以上以上以上以上です。です。です。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 といといといといううううことは、今さらことは、今さらことは、今さらことは、今さら言言言言っっっっててててもももも無無無無理だとい理だとい理だとい理だという結う結う結う結論論論論ですですですですねねねね。本当に。本当に。本当に。本当に残残残残念念念念でででです。今後、あの部分とさらにす。今後、あの部分とさらにす。今後、あの部分とさらにす。今後、あの部分とさらに北北北北分分分分庁舎庁舎庁舎庁舎の部分の部分の部分の部分もももも発発発発掘調掘調掘調掘調査がなされるとい査がなされるとい査がなされるとい査がなされるといううううことで、このあことで、このあことで、このあことで、このあたりはたりはたりはたりはどどどどこをこをこをこを掘っ掘っ掘っ掘っててててもももも興興興興福福福福寺寺寺寺のののの境境境境内跡内跡内跡内跡といといといといううううことで、いことで、いことで、いことで、いろろろろいいいいろろろろななななもももものが出てくるのではなのが出てくるのではなのが出てくるのではなのが出てくるのではないかといかといかといかと思思思思います。５０年います。５０年います。５０年います。５０年前前前前に発に発に発に発見見見見されたされたされたされたもももものを今日までずのを今日までずのを今日までずのを今日までずっっっっとととと残残残残してこられて、南してこられて、南してこられて、南してこられて、南都都都都焼焼焼焼きききき討討討討ちちちちといといといという非常う非常う非常う非常にににに歴歴歴歴史史史史的的的的な事な事な事な事実実実実を一般の方を一般の方を一般の方を一般の方もももも身身身身近近近近にににに感感感感じじじじることができるることができるることができるることができる遺遺遺遺構構構構といといといといううううことで、ことで、ことで、ことで、文化振興文化振興文化振興文化振興やややや奈良県の奈良県の奈良県の奈良県の歴歴歴歴史として活用するのは、史として活用するのは、史として活用するのは、史として活用するのは、非常非常非常非常に大事なことではないかとに大事なことではないかとに大事なことではないかとに大事なことではないかと思思思思っっっっていまていまていまていますので、全くすので、全くすので、全くすので、全く諦諦諦諦めてしまめてしまめてしまめてしまううううのではなく、のではなく、のではなく、のではなく、何何何何とかならないのかとかならないのかとかならないのかとかならないのか引引引引きききき続続続続きききき挑挑挑挑戦戦戦戦してほしいとしてほしいとしてほしいとしてほしいと要要要要望望望望しておきたいとしておきたいとしておきたいとしておきたいと思思思思います。います。います。います。これに関しては、これに関しては、これに関しては、これに関しては、もうもうもうもう１１１１点意見点意見点意見点意見を申しを申しを申しを申し上げ上げ上げ上げたいのですけれたいのですけれたいのですけれたいのですけれどもどもどもども、、、、以前以前以前以前、文化会、文化会、文化会、文化会館館館館とととと美美美美術術術術館館館館を合を合を合を合わわわわせたせたせたせた概概概概算事業費の予定として２３４算事業費の予定として２３４算事業費の予定として２３４算事業費の予定として２３４億円余億円余億円余億円余りと出ていましたが、りと出ていましたが、りと出ていましたが、りと出ていましたが、非常非常非常非常にににに多多多多額です額です額です額ですので、これだけの費用がかかるのかは今後ので、これだけの費用がかかるのかは今後ので、これだけの費用がかかるのかは今後ので、これだけの費用がかかるのかは今後精精精精査があると査があると査があると査があると思思思思ううううのですけれのですけれのですけれのですけれどもどもどもども、奈良県にと、奈良県にと、奈良県にと、奈良県にとっっっってててて美美美美術術術術館館館館、文化会、文化会、文化会、文化会館館館館は大は大は大は大切切切切なななな施設施設施設施設で、県で、県で、県で、県民民民民にとにとにとにとっっっってててても必要も必要も必要も必要ななななもももものですので、文化会のですので、文化会のですので、文化会のですので、文化会館館館館もももも耐震耐震耐震耐震性がないとい性がないとい性がないとい性がないといううううことからことからことからことから考え考え考え考えててててもももも、、、、ややややはりはりはりはり早早早早急急急急にににに快快快快適適適適にににに利利利利用ができるよ用ができるよ用ができるよ用ができるよううううななななリニュリニュリニュリニューーーーアルアルアルアルはははは必要必要必要必要だとだとだとだと私私私私もももも思思思思っっっっています。しかし、今、県ています。しかし、今、県ています。しかし、今、県ています。しかし、今、県庁庁庁庁横横横横のののの登登登登大大大大路路路路駐駐駐駐車場のとこ車場のとこ車場のとこ車場のところろろろにににに新新新新たなたなたなたなババババススススタタタターーーーミナルミナルミナルミナルがつくられていますが、ここには大きながつくられていますが、ここには大きながつくられていますが、ここには大きながつくられていますが、ここには大きなホホホホーーーールルルルやややや飲食飲食飲食飲食物販施設物販施設物販施設物販施設、、、、イベイベイベイベントントントントななななどどどどができる会場をつくるといができる会場をつくるといができる会場をつくるといができる会場をつくるといううううことで、ことで、ことで、ことで、美美美美術術術術館館館館やややや文化会文化会文化会文化会館館館館と一と一と一と一体体体体の地域にの地域にの地域にの地域に果果果果たしてそのたしてそのたしてそのたしてそのよよよよううううなななな新新新新しいしいしいしいもももものかのかのかのか必要必要必要必要なのか、４７なのか、４７なのか、４７なのか、４７億円億円億円億円をかけてそれをつくることが本当にをかけてそれをつくることが本当にをかけてそれをつくることが本当にをかけてそれをつくることが本当に必要必要必要必要かといかといかといかというううう点点点点で、改めてで、改めてで、改めてで、改めて非常非常非常非常にににに疑問疑問疑問疑問をををを強強強強くくくく持持持持っっっっています。ています。ています。ています。ややややはりはりはりはりどうどうどうどうしてしてしてしても必要も必要も必要も必要ななななもももものをまずのをまずのをまずのをまず優優優優先先先先してしてしてして整整整整備をしていき、備をしていき、備をしていき、備をしていき、必要必要必要必要ではないといではないといではないといではないといううううか、か、か、か、不要不急不要不急不要不急不要不急のののの箱箱箱箱物づ物づ物づ物づくりはくりはくりはくりは再再再再検討検討検討検討されなくてされなくてされなくてされなくてはならないといはならないといはならないといはならないといううううことで、今まだことで、今まだことで、今まだことで、今まだ建っ建っ建っ建ってしまてしまてしまてしまっっっったたたたわわわわけではありませんので、そのことを申けではありませんので、そのことを申けではありませんので、そのことを申けではありませんので、そのことを申しししし上げ上げ上げ上げておきたいとておきたいとておきたいとておきたいと思思思思います。います。います。います。それから、２それから、２それから、２それから、２点点点点目目目目のののの質問質問質問質問ですけれですけれですけれですけれどもどもどもども、奈良県公、奈良県公、奈良県公、奈良県公契契契契約条例についてです。今約条例についてです。今約条例についてです。今約条例についてです。今回回回回、県職員、県職員、県職員、県職員
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の給与の改定について人事委員会の給与の改定について人事委員会の給与の改定について人事委員会の給与の改定について人事委員会勧勧勧勧告がされて、県として告がされて、県として告がされて、県として告がされて、県としても引も引も引も引きききき上げ上げ上げ上げられることになられることになられることになられることになっっっったたたたことについては、ことについては、ことについては、ことについては、わわわわずかではあずかではあずかではあずかではあっっっっててててもももも評価評価評価評価ができるとができるとができるとができると思思思思っっっっています。しかし、ています。しかし、ています。しかし、ています。しかし、経経経経費費費費節節節節減減減減をををを目的目的目的目的に、県のに、県のに、県のに、県の仕仕仕仕事のかなりの部分を事のかなりの部分を事のかなりの部分を事のかなりの部分を民民民民間間間間に委に委に委に委託託託託することがすることがすることがすることがどどどどんんんんどどどどん進められてきて、それん進められてきて、それん進められてきて、それん進められてきて、それだけではなく、県だけではなく、県だけではなく、県だけではなく、県庁庁庁庁の中にの中にの中にの中にも非も非も非も非正規の職員の正規の職員の正規の職員の正規の職員の雇雇雇雇用がたくさん用がたくさん用がたくさん用がたくさんふえふえふえふえてきているてきているてきているてきている状況状況状況状況ももももありまありまありまあります。そのよす。そのよす。そのよす。そのよううううな事な事な事な事態態態態の中で、本当に公の中で、本当に公の中で、本当に公の中で、本当に公共共共共サービスサービスサービスサービスをををを担う担う担う担う委委委委託先託先託先託先のののの民民民民間間間間のののの労働労働労働労働者の方者の方者の方者の方 々々々々にににに雇雇雇雇用の用の用の用の不不不不安安安安やややや賃賃賃賃金、金、金、金、労働労働労働労働条件の条件の条件の条件の劣劣劣劣化とい化とい化とい化というううう問問問問題題題題が生が生が生が生じじじじ、また、また、また、また官官官官製製製製ワーワーワーワーキキキキンンンンググググププププアアアアといといといという社う社う社う社会会会会的的的的なななな問問問問題題題題ににににももももななななっっっっているとているとているとていると思思思思っっっっています。このています。このています。このています。この問問問問題題題題に対して、委に対して、委に対して、委に対して、委託や請負先託や請負先託や請負先託や請負先のののの労働労働労働労働者の者の者の者の雇雇雇雇用の安定用の安定用の安定用の安定やややや生活の保生活の保生活の保生活の保障障障障と、公と、公と、公と、公共共共共サービスサービスサービスサービスのののの質質質質をををを確確確確保していこ保していこ保していこ保していこううううといといといといううううことで、公ことで、公ことで、公ことで、公契契契契約条例約条例約条例約条例が広がが広がが広がが広がっっっってきたてきたてきたてきた経経経経過過過過があります。奈良県でがあります。奈良県でがあります。奈良県でがあります。奈良県でももももいいいいちちちち早早早早くつくられて、それが一つの規くつくられて、それが一つの規くつくられて、それが一つの規くつくられて、それが一つの規範範範範になになになになっっっって法て法て法て法令令令令違反違反違反違反をなくしていき、またをなくしていき、またをなくしていき、またをなくしていき、また最最最最低低低低賃賃賃賃金ではあるけれ金ではあるけれ金ではあるけれ金ではあるけれどもどもどもども賃賃賃賃金水金水金水金水準準準準のののの確確確確保、それから保、それから保、それから保、それから社社社社会保会保会保会保険険険険へへへへのののの加加加加入な入な入な入などどどど、さま、さま、さま、さまざざざざまなまなまなまな面面面面でででで役割役割役割役割をををを果果果果たしているたしているたしているたしている点点点点についてはについてはについてはについては評価評価評価評価をしているをしているをしているをし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もどもどもども、今の全国で決められている、今の全国で決められている、今の全国で決められている、今の全国で決められている最最最最低低低低賃賃賃賃金金金金制制制制度は、度は、度は、度は、最最最最低低低低賃賃賃賃金その金その金その金そのもももものではとのではとのではとのではとててててもももも生活していけない生活していけない生活していけない生活していけない非常非常非常非常にににに低低低低い水い水い水い水準準準準といといといといううううことで、ことで、ことで、ことで、意意意意欲欲欲欲をををを持持持持っっっってててて働働働働きききき続続続続け、また生活のけ、また生活のけ、また生活のけ、また生活の安定を安定を安定を安定を求求求求められる職場になりめられる職場になりめられる職場になりめられる職場になり得得得得るかといるかといるかといるかというううう点点点点では、いでは、いでは、いでは、いろろろろいいいいろろろろ問問問問題題題題があるとがあるとがあるとがあると私私私私はははは思思思思っっっっていまていまていまています。ですので、す。ですので、す。ですので、す。ですので、都道府都道府都道府都道府県では県では県では県では余余余余りないよりないよりないよりないよううううですけれですけれですけれですけれどもどもどもども、全国の、全国の、全国の、全国の市町市町市町市町村の例では、村の例では、村の例では、村の例では、賃賃賃賃金の金の金の金の設設設設定を定を定を定をどどどどのよのよのよのよううううにするのかについて、さまにするのかについて、さまにするのかについて、さまにするのかについて、さまざざざざまな改定まな改定まな改定まな改定や研究や研究や研究や研究がなされているとがなされているとがなされているとがなされていると聞聞聞聞いているいているいているいているのですけれのですけれのですけれのですけれどもどもどもども、その、その、その、その点点点点について、県はについて、県はについて、県はについて、県はどどどどのよのよのよのよううううにおにおにおにお考え考え考え考えかおかおかおかお聞聞聞聞きします。きします。きします。きします。○阪本会計局総務課長○阪本会計局総務課長○阪本会計局総務課長○阪本会計局総務課長 奈良県の公奈良県の公奈良県の公奈良県の公契契契契約条例の約条例の約条例の約条例の概要概要概要概要とととと実施実施実施実施状況状況状況状況についてごについてごについてごについてご説明説明説明説明します。します。します。します。奈良県公奈良県公奈良県公奈良県公契契契契約条例は平成２７年の４月に約条例は平成２７年の４月に約条例は平成２７年の４月に約条例は平成２７年の４月に施行施行施行施行されて、公されて、公されて、公されて、公契契契契約の当事者である者の約の当事者である者の約の当事者である者の約の当事者である者の適適適適切切切切、、、、公正な公正な公正な公正な執執執執行行行行をををを図図図図るために、るために、るために、るために、具体的具体的具体的具体的には、県が受には、県が受には、県が受には、県が受注注注注者に対して、者に対して、者に対して、者に対して、最最最最低低低低賃賃賃賃金金金金以上以上以上以上の支の支の支の支払払払払いといといといと社社社社会保会保会保会保険険険険のののの加加加加入による入による入による入による労働労働労働労働者の者の者の者の適適適適正な正な正な正な労働労働労働労働条件の条件の条件の条件の確確確確保を保を保を保を求求求求めているめているめているめているもももものです。さらに、のです。さらに、のです。さらに、のです。さらに、障障障障害害害害者者者者やややや保保保保護護護護観察者の方の観察者の方の観察者の方の観察者の方の雇雇雇雇用の用の用の用の拡充も図っ拡充も図っ拡充も図っ拡充も図って、て、て、て、社社社社会会会会的的的的なななな価値価値価値価値のののの向向向向上上上上につなにつなにつなにつなげげげげることにしていることにしていることにしていることにしているるるるもももものです。のです。のです。のです。最最最最低低低低賃賃賃賃金の支金の支金の支金の支払払払払いといといといと社社社社会保会保会保会保険険険険のののの加加加加入が入が入が入が遵遵遵遵守守守守されていることについては、受されていることについては、受されていることについては、受されていることについては、受注注注注者から者から者から者から賃賃賃賃金支金支金支金支払払払払状況状況状況状況報告報告報告報告書書書書といといといというもうもうもうものを、のを、のを、のを、契契契契約約約約担担担担当課当課当課当課へへへへ業務開業務開業務開業務開始始始始後３後３後３後３カカカカ月を月を月を月を経経経経過過過過した月分した月分した月分した月分をををを翌翌翌翌月末までに月末までに月末までに月末までに提提提提出していただくことにな出していただくことにな出していただくことにな出していただくことになっっっっており、ており、ており、ており、以以以以後６後６後６後６カカカカ月ごとに月ごとに月ごとに月ごとに提提提提出して出して出して出してももももららららっっっってててて確認確認確認確認しているとこしているとこしているとこしているところろろろです。です。です。です。独独独独自自自自賃賃賃賃金については、山村副委員長がご金については、山村副委員長がご金については、山村副委員長がご金については、山村副委員長がご指指指指摘摘摘摘のよのよのよのよううううに、に、に、に、先行先行先行先行する他県のする他県のする他県のする他県の状況状況状況状況ななななどどどどをををを見見見見るるるると、一部のと、一部のと、一部のと、一部の基基基基礎礎礎礎自治自治自治自治体体体体のほのほのほのほううううで公で公で公で公契契契契約の約の約の約の履履履履行行行行にににに際際際際してしてしてして独独独独自自自自賃賃賃賃金を金を金を金を設設設設定している定している定している定している状況状況状況状況ですが、ですが、ですが、ですが、本県では県全域とい本県では県全域とい本県では県全域とい本県では県全域というううう広広広広範囲範囲範囲範囲ににににわわわわたるとこたるとこたるとこたるところろろろで、地域で、地域で、地域で、地域間間間間で人で人で人で人口口口口やややや事務所事務所事務所事務所数数数数、、、、就就就就業業業業構構構構造造造造ななななどどどどにににに差差差差ももももあることから、あることから、あることから、あることから、労働労働労働労働条件条件条件条件ももももいいいいろろろろいいいいろろろろありますので、ありますので、ありますので、ありますので、画画画画一一一一的的的的なななな下下下下限限限限賃賃賃賃金を金を金を金を設設設設定するこ定するこ定するこ定するこ
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とは今のとことは今のとことは今のとことは今のところろろろ困難困難困難困難ではないかとではないかとではないかとではないかと考え考え考え考えているとこているとこているとこているところろろろです。です。です。です。以上以上以上以上です。です。です。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 最最最最低低低低賃賃賃賃金の改定の金の改定の金の改定の金の改定の点点点点についてはについてはについてはについては困難困難困難困難とのとのとのとの回回回回答答答答でした。他でした。他でした。他でした。他府府府府県で県で県で県でもももも、県と、県と、県と、県としてしてしてして独独独独自で決めているとこ自で決めているとこ自で決めているとこ自で決めているところろろろはははは少少少少ないよないよないよないよううううですけれですけれですけれですけれどもどもどもども、、、、市町市町市町市町村の例を村の例を村の例を村の例を見見見見ると、ると、ると、ると、最最最最低低低低賃賃賃賃金金金金のののの根拠根拠根拠根拠となるとなるとなるとなるもももものとして、国の公のとして、国の公のとして、国の公のとして、国の公共共共共事業における事業における事業における事業における設設設設計計計計労労労労務務務務単単単単価価価価やややや国の国の国の国の建建建建築築築築物物物物保全業務保全業務保全業務保全業務労労労労務務務務単単単単価価価価、また生活保、また生活保、また生活保、また生活保護護護護基準も基準も基準も基準もあれば、自治あれば、自治あれば、自治あれば、自治体体体体の職員の給与とのの職員の給与とのの職員の給与とのの職員の給与との比比比比較較較較ももももあり、さまあり、さまあり、さまあり、さまざざざざまなまなまなまな面面面面ででででどどどどのよのよのよのよううううなななな点点点点がががが適適適適合するのかの合するのかの合するのかの合するのかの工工工工夫夫夫夫、、、、検討検討検討検討、、、、研究研究研究研究ななななどどどどがなされているよがなされているよがなされているよがなされているよううううにににに思思思思います。国います。国います。国います。国の公の公の公の公共共共共工工工工事事事事設設設設計計計計労労労労務務務務単単単単価価価価や建や建や建や建築築築築物物物物保全業務の保全業務の保全業務の保全業務の労労労労務務務務単単単単価価価価ななななどどどどは、は、は、は、最最最最近近近近ででででもももも全国平全国平全国平全国平均均均均４４４４．．．．９９９９％％％％引上げ引上げ引上げ引上げといといといといううううことで、一方でことで、一方でことで、一方でことで、一方で基準基準基準基準がががが引引引引きききき上上上上ががががっっっってきているてきているてきているてきている状況状況状況状況がある中で、がある中で、がある中で、がある中で、どどどどのよのよのよのよううううにににに考考考考ええええていくのかについては、ていくのかについては、ていくのかについては、ていくのかについては、ややややはり公はり公はり公はり公契契契契約の約の約の約のももももとでとでとでとで働働働働いているいているいているいている労働労働労働労働者に者に者に者にも適も適も適も適用される用される用される用される必要必要必要必要ががががあるのではないか。県には発あるのではないか。県には発あるのではないか。県には発あるのではないか。県には発注注注注者者者者責責責責任任任任があるといがあるといがあるといがあるといううううことで、ことで、ことで、ことで、労働労働労働労働者の生活改者の生活改者の生活改者の生活改善善善善やややや生活の安生活の安生活の安生活の安定について、定について、定について、定について、ややややはり一定のことははり一定のことははり一定のことははり一定のことは考え考え考え考えていかなくてはならないとていかなくてはならないとていかなくてはならないとていかなくてはならないと私私私私はははは思思思思っっっっています。今すています。今すています。今すています。今すぐぐぐぐどうどうどうどうといといといといううううことはことはことはことは思思思思っっっっていませんけれていませんけれていませんけれていませんけれどもどもどもども、改、改、改、改善善善善のののの余余余余地とい地とい地とい地といううううか、今後か、今後か、今後か、今後検討検討検討検討していくしていくしていくしていくべべべべき課き課き課き課題題題題はあるとはあるとはあるとはあると思思思思っっっっています。自治ています。自治ています。自治ています。自治体体体体が一方が一方が一方が一方的的的的に決めるのではなく、公に決めるのではなく、公に決めるのではなく、公に決めるのではなく、公労労労労使使使使、、、、働働働働いているいているいているいている労働労働労働労働者の方者の方者の方者の方 々々々々、、、、使使使使用者の方用者の方用者の方用者の方 々々々々と、公と、公と、公と、公共共共共側側側側である自治である自治である自治である自治体も体も体も体も入入入入っっっって、その地域におけるて、その地域におけるて、その地域におけるて、その地域における具体的具体的具体的具体的な額をな額をな額をな額を考え考え考え考えるよるよるよるよううううな、当事者な、当事者な、当事者な、当事者もももも含含含含めてめてめてめて検討検討検討検討をする審議会をつくること、また、奈良県をする審議会をつくること、また、奈良県をする審議会をつくること、また、奈良県をする審議会をつくること、また、奈良県下下下下でででではははは現現現現在在在在県と大県と大県と大県と大和和和和郡郡郡郡山山山山市市市市に公に公に公に公契契契契約条例がある約条例がある約条例がある約条例があるわわわわけですが、けですが、けですが、けですが、もうもうもうもう少少少少しししし現現現現場と場と場と場と近近近近いいいい市町市町市町市町村な村な村な村などどどどででででももももこのよこのよこのよこのよううううな条例ができて、きめな条例ができて、きめな条例ができて、きめな条例ができて、きめ細細細細かな形の対かな形の対かな形の対かな形の対応応応応ができるといができるといができるといができるというううう方方方方向向向向もももも考え考え考え考えられるのではられるのではられるのではられるのではないかとないかとないかとないかと思思思思っっっっているのですけれているのですけれているのですけれているのですけれどもどもどもども、今後の課、今後の課、今後の課、今後の課題題題題といといといといううううことで、改ことで、改ことで、改ことで、改善善善善についていかがおについていかがおについていかがおについていかがお考考考考ええええかおかおかおかお伺伺伺伺いします。いします。いします。いします。○阪本会計局総務課長○阪本会計局総務課長○阪本会計局総務課長○阪本会計局総務課長 独独独独自自自自賃賃賃賃金については、金については、金については、金については、先先先先ほほほほどどどど申したよ申したよ申したよ申したよううううに、県域といに、県域といに、県域といに、県域といううううことで、ことで、ことで、ことで、基基基基礎礎礎礎自治自治自治自治体体体体でででで設設設設定している定している定している定しているややややり方とり方とり方とり方と同様同様同様同様にすることはなかなかにすることはなかなかにすることはなかなかにすることはなかなか難難難難しいかとしいかとしいかとしいかと思思思思いますが、いますが、いますが、いますが、ややややはり公はり公はり公はり公契契契契約条例を約条例を約条例を約条例を施行施行施行施行する中で、する中で、する中で、する中で、独独独独自自自自賃賃賃賃金については一つの課金については一つの課金については一つの課金については一つの課題題題題であるとはであるとはであるとはであるとは考え考え考え考えています。ています。ています。ています。賃賃賃賃金支金支金支金支払払払払状況状況状況状況報告報告報告報告書書書書をいただき、をいただき、をいただき、をいただき、実実実実態態態態をををを把握把握把握把握しながら、今後しながら、今後しながら、今後しながら、今後ももももこのことについてはこのことについてはこのことについてはこのことについては検討検討検討検討をををを重ね重ね重ね重ねていくことになていくことになていくことになていくことになろうろうろうろうかとかとかとかと思思思思っっっっています。ています。ています。ています。以上以上以上以上です。です。です。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 今後の今後の今後の今後の検討検討検討検討課課課課題題題題といといといといううううことで、ことで、ことで、ことで、現現現現状状状状のののの実実実実態態態態等等等等もももも踏踏踏踏ままままええええながらといながらといながらといながらといううううことことことことですので、また今後、そですので、また今後、そですので、また今後、そですので、また今後、そううううしたしたしたした実実実実態態態態についてについてについてについてもももも伺伺伺伺いたいといたいといたいといたいと思思思思います。ご報告いただいています。ご報告いただいています。ご報告いただいています。ご報告いただいて考考考考ええええていけたらとていけたらとていけたらとていけたらと思思思思っっっっていますので、よていますので、よていますので、よていますので、よろろろろしくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。○山本委員長○山本委員長○山本委員長○山本委員長 ほかにはありませんか。ほかになければ、これをほかにはありませんか。ほかになければ、これをほかにはありませんか。ほかになければ、これをほかにはありませんか。ほかになければ、これをもちもちもちもちましてましてましてまして質問質問質問質問をををを終終終終わわわわりりりります。ます。ます。ます。次次次次に、委員長報告でありますが、本会議でに、委員長報告でありますが、本会議でに、委員長報告でありますが、本会議でに、委員長報告でありますが、本会議で反反反反対対対対討論討論討論討論をされる場合は委員長報告にをされる場合は委員長報告にをされる場合は委員長報告にをされる場合は委員長報告に反反反反対対対対意意意意
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見見見見をををを記載記載記載記載しないこととなしないこととなしないこととなしないこととなっっっっております。ております。ております。ております。日本日本日本日本共共共共産産産産党党党党はははは反反反反対対対対討論討論討論討論されますか。されますか。されますか。されますか。○山村副委員長○山村副委員長○山村副委員長○山村副委員長 します。します。します。します。○山本委員長○山本委員長○山本委員長○山本委員長 では、委員長報告にでは、委員長報告にでは、委員長報告にでは、委員長報告に反反反反対対対対意見意見意見意見をををを記載記載記載記載しませんので、よしませんので、よしませんので、よしませんので、よろろろろしくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。日本日本日本日本維維維維新新新新の会はの会はの会はの会は反反反反対対対対討論討論討論討論されますか。されますか。されますか。されますか。○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員 ややややります。ります。ります。ります。○山本委員長○山本委員長○山本委員長○山本委員長 では、委員長報告にでは、委員長報告にでは、委員長報告にでは、委員長報告に反反反反対対対対意見意見意見意見をををを記載記載記載記載しませんので、よしませんので、よしませんので、よしませんので、よろろろろしくお願いをしましくお願いをしましくお願いをしましくお願いをします。す。す。す。公公公公明明明明党党党党はははは反反反反対対対対討論討論討論討論されますか。されますか。されますか。されますか。○大国委員○大国委員○大国委員○大国委員 しません。しません。しません。しません。○山本委員長○山本委員長○山本委員長○山本委員長 では、委員長報告にでは、委員長報告にでは、委員長報告にでは、委員長報告に反反反反対対対対意見意見意見意見をををを記載記載記載記載することとします。することとします。することとします。することとします。次次次次に、委員長報告についてでありますが、正副委員長に一に、委員長報告についてでありますが、正副委員長に一に、委員長報告についてでありますが、正副委員長に一に、委員長報告についてでありますが、正副委員長に一任任任任願願願願ええええますか。ますか。ますか。ますか。（（（（「「「「はいはいはいはい」」」」とととと呼ぶ呼ぶ呼ぶ呼ぶ者あり）者あり）者あり）者あり）それでは、そのよそれでは、そのよそれでは、そのよそれでは、そのよううううにさせていただきます。にさせていただきます。にさせていただきます。にさせていただきます。これをこれをこれをこれをもっもっもっもって本日の委員会をて本日の委員会をて本日の委員会をて本日の委員会を終終終終わわわわります。おります。おります。おります。お疲疲疲疲れさまでした。れさまでした。れさまでした。れさまでした。


