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ただいまから本日の会議を開きます。ただいまから本日の会議を開きます。ただいまから本日の会議を開きます。ただいまから本日の会議を開きます。○中村委員長○中村委員長○中村委員長○中村委員長本日のおくれる方は、奥山委員、和田委員、井岡委員です。本日のおくれる方は、奥山委員、和田委員、井岡委員です。本日のおくれる方は、奥山委員、和田委員、井岡委員です。本日のおくれる方は、奥山委員、和田委員、井岡委員です。本日の委員会においては、奈良日日新聞社より写真撮影による取材の申し入れがきてい本日の委員会においては、奈良日日新聞社より写真撮影による取材の申し入れがきてい本日の委員会においては、奈良日日新聞社より写真撮影による取材の申し入れがきてい本日の委員会においては、奈良日日新聞社より写真撮影による取材の申し入れがきています。ます。ます。ます。委員会等に関する申し合わせ事項では、事前の承認を得ることになっていますので、お委員会等に関する申し合わせ事項では、事前の承認を得ることになっていますので、お委員会等に関する申し合わせ事項では、事前の承認を得ることになっていますので、お委員会等に関する申し合わせ事項では、事前の承認を得ることになっていますので、お諮りします。諮りします。諮りします。諮りします。委員会の審議に支障のないよう行っていただくということで、許可してよろしいですか。委員会の審議に支障のないよう行っていただくということで、許可してよろしいですか。委員会の審議に支障のないよう行っていただくということで、許可してよろしいですか。委員会の審議に支障のないよう行っていただくということで、許可してよろしいですか。（ 異議なし」と呼ぶ者あり）（ 異議なし」と呼ぶ者あり）（ 異議なし」と呼ぶ者あり）（ 異議なし」と呼ぶ者あり）「「「「それでは、写真撮影による取材を許可することとします。それでは、写真撮影による取材を許可することとします。それでは、写真撮影による取材を許可することとします。それでは、写真撮影による取材を許可することとします。それでは、本日の日程に従い、歳入、総務部、県土マネジメント部及びまちづくり推進それでは、本日の日程に従い、歳入、総務部、県土マネジメント部及びまちづくり推進それでは、本日の日程に従い、歳入、総務部、県土マネジメント部及びまちづくり推進それでは、本日の日程に従い、歳入、総務部、県土マネジメント部及びまちづくり推進局の審査を行います。局の審査を行います。局の審査を行います。局の審査を行います。これより質疑に入ります。これより質疑に入ります。これより質疑に入ります。これより質疑に入ります。その他の事項も含めまして質疑等があれば、ご発言を願います。その他の事項も含めまして質疑等があれば、ご発言を願います。その他の事項も含めまして質疑等があれば、ご発言を願います。その他の事項も含めまして質疑等があれば、ご発言を願います。なお、理事者の皆さんには、委員の質疑等に対し、明確かつ簡潔に答弁をお願いします。なお、理事者の皆さんには、委員の質疑等に対し、明確かつ簡潔に答弁をお願いします。なお、理事者の皆さんには、委員の質疑等に対し、明確かつ簡潔に答弁をお願いします。なお、理事者の皆さんには、委員の質疑等に対し、明確かつ簡潔に答弁をお願いします。平成２８年度の一般会計の決算を見させていただきました。改めてになりま平成２８年度の一般会計の決算を見させていただきました。改めてになりま平成２８年度の一般会計の決算を見させていただきました。改めてになりま平成２８年度の一般会計の決算を見させていただきました。改めてになりま○池田委員○池田委員○池田委員○池田委員すけれども、歳入が４，８５０億８，１００万円で、対前年度比、約２１０億円の減、歳すけれども、歳入が４，８５０億８，１００万円で、対前年度比、約２１０億円の減、歳すけれども、歳入が４，８５０億８，１００万円で、対前年度比、約２１０億円の減、歳すけれども、歳入が４，８５０億８，１００万円で、対前年度比、約２１０億円の減、歳出が４，８００億６，１００万円で、対前年度比、約２００億円の減、収支差し引き額が出が４，８００億６，１００万円で、対前年度比、約２００億円の減、収支差し引き額が出が４，８００億６，１００万円で、対前年度比、約２００億円の減、収支差し引き額が出が４，８００億６，１００万円で、対前年度比、約２００億円の減、収支差し引き額が５０億２，０００万円から翌年度繰越額３２億１，６００万円を差し引きました実質収支５０億２，０００万円から翌年度繰越額３２億１，６００万円を差し引きました実質収支５０億２，０００万円から翌年度繰越額３２億１，６００万円を差し引きました実質収支５０億２，０００万円から翌年度繰越額３２億１，６００万円を差し引きました実質収支は１８億４００万円となりました。歳入を見ますと、県税が１，１５４億９，９００万円は１８億４００万円となりました。歳入を見ますと、県税が１，１５４億９，９００万円は１８億４００万円となりました。歳入を見ますと、県税が１，１５４億９，９００万円は１８億４００万円となりました。歳入を見ますと、県税が１，１５４億９，９００万円で、０．９％の減となっており、地方交付税については１，５５３億５，６００万円で、で、０．９％の減となっており、地方交付税については１，５５３億５，６００万円で、で、０．９％の減となっており、地方交付税については１，５５３億５，６００万円で、で、０．９％の減となっており、地方交付税については１，５５３億５，６００万円で、１．５％の増となっています。一方で、県債については５８８億８，６００万円で、８．１．５％の増となっています。一方で、県債については５８８億８，６００万円で、８．１．５％の増となっています。一方で、県債については５８８億８，６００万円で、８．１．５％の増となっています。一方で、県債については５８８億８，６００万円で、８．９％の減となっており、特に投資９％の減となっており、特に投資９％の減となっており、特に投資９％の減となっており、特に投資的経的経的経的経費に費に費に費に充当充当充当充当するするするする通常通常通常通常債については、債については、債については、債については、防災防災防災防災行行行行政通信政通信政通信政通信ネネネネッッッットトトトワーク再整備ワーク再整備ワーク再整備ワーク再整備事業の実事業の実事業の実事業の実施施施施等により、等により、等により、等により、緊急防災・緊急防災・緊急防災・緊急防災・減減減減災災災災事業債の発行が増事業債の発行が増事業債の発行が増事業債の発行が増加加加加したことなどにしたことなどにしたことなどにしたことなどにより、全より、全より、全より、全体体体体として増として増として増として増加加加加をしていますけれども、発行にをしていますけれども、発行にをしていますけれども、発行にをしていますけれども、発行に当当当当たりましては、交付税たりましては、交付税たりましては、交付税たりましては、交付税措置措置措置措置があるがあるがあるがある有利有利有利有利な地方債をな地方債をな地方債をな地方債を活活活活用するなど、県債の発行については用するなど、県債の発行については用するなど、県債の発行については用するなど、県債の発行については留意留意留意留意されているされているされているされている様子様子様子様子がうかががうかががうかががうかがええええるとるとるとると思思思思います。そのいます。そのいます。そのいます。その結果結果結果結果、県債、県債、県債、県債残高残高残高残高は、平成２７年度に引きは、平成２７年度に引きは、平成２７年度に引きは、平成２７年度に引き続続続続きまして、２年きまして、２年きまして、２年きまして、２年連続連続連続連続で決算で決算で決算で決算ベーベーベーベーススススで減で減で減で減少少少少しており、平成２８年度しており、平成２８年度しており、平成２８年度しており、平成２８年度末末末末の県債の県債の県債の県債残高残高残高残高は１は１は１は１兆兆兆兆６１６億円となり、このうち交付税６１６億円となり、このうち交付税６１６億円となり、このうち交付税６１６億円となり、このうち交付税措置措置措置措置がなく、県税等でがなく、県税等でがなく、県税等でがなく、県税等で償還償還償還償還する額としては３，８７３億円で、対前年度比８６億円の減する額としては３，８７３億円で、対前年度比８６億円の減する額としては３，８７３億円で、対前年度比８６億円の減する額としては３，８７３億円で、対前年度比８６億円の減少少少少となるなど、となるなど、となるなど、となるなど、財政運営財政運営財政運営財政運営全般全般全般全般並並並並びに決算びに決算びに決算びに決算状況状況状況状況については、おおについては、おおについては、おおについては、おおむね我むね我むね我むね我がががが党党党党、、、、自由民主党自由民主党自由民主党自由民主党としとしとしとしてはてはてはては評価評価評価評価しています。しかしながら、しています。しかしながら、しています。しかしながら、しています。しかしながら、少少少少しししし気気気気になるになるになるになる点点点点がありますので、がありますので、がありますので、がありますので、数点数点数点数点質質質質問問問問をしたいをしたいをしたいをしたい
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とととと思思思思いますので、よろしくお願いします。いますので、よろしくお願いします。いますので、よろしくお願いします。いますので、よろしくお願いします。歳入についてですが、本歳入についてですが、本歳入についてですが、本歳入についてですが、本来来来来入る入る入る入るべべべべき、き、き、き、納納納納めていただくめていただくめていただくめていただくべべべべき税金が入ってこないというこき税金が入ってこないというこき税金が入ってこないというこき税金が入ってこないということがとがとがとが滞納滞納滞納滞納ですけれども、これをですけれども、これをですけれども、これをですけれども、これを少少少少しでも減らしていく。しでも減らしていく。しでも減らしていく。しでも減らしていく。当然当然当然当然のことながら、税ののことながら、税ののことながら、税ののことながら、税の公公公公平平平平負担負担負担負担、、、、真真真真面目面目面目面目にきちんと税金をにきちんと税金をにきちんと税金をにきちんと税金を納納納納めていただいている県めていただいている県めていただいている県めていただいている県民民民民の皆さんからすると、の皆さんからすると、の皆さんからすると、の皆さんからすると、ややややはりはりはりはり徴徴徴徴収率は収率は収率は収率は１００％である１００％である１００％である１００％であるべべべべきときときときと考え考え考え考えています。そのています。そのています。そのています。その点点点点において、県税のにおいて、県税のにおいて、県税のにおいて、県税の徴徴徴徴収率は、収率は、収率は、収率は、今今今今までまでまでまで随随随随分分分分努力努力努力努力をいただいており、をいただいており、をいただいており、をいただいており、徐々徐々徐々徐々にはにはにはには上上上上がっているものの、全がっているものの、全がっているものの、全がっているものの、全国国国国、他の、他の、他の、他の都都都都道道道道府府府府県と比県と比県と比県と比べべべべましても、ましても、ましても、ましても、ラララランンンンキキキキンンンンググググでいいますとまだまだでいいますとまだまだでいいますとまだまだでいいますとまだまだ下位下位下位下位にあるということです。平成２８年度における県税にあるということです。平成２８年度における県税にあるということです。平成２８年度における県税にあるということです。平成２８年度における県税のののの徴徴徴徴収率収率収率収率並並並並びにびにびにびに傾向傾向傾向傾向としてはどのようなとしてはどのようなとしてはどのようなとしてはどのような状態状態状態状態になっているか、お答になっているか、お答になっているか、お答になっているか、お答えええ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いいいます。ます。ます。ます。 県税の県税の県税の県税の徴徴徴徴収収収収状況状況状況状況についてのおについてのおについてのおについてのお尋ね尋ね尋ね尋ねです。です。です。です。○野村税務課長○野村税務課長○野村税務課長○野村税務課長ままままずずずず、県税全、県税全、県税全、県税全体体体体のののの徴徴徴徴収の収の収の収の状況状況状況状況です。池田委員がおです。池田委員がおです。池田委員がおです。池田委員がお述べ述べ述べ述べのとおり、税ののとおり、税ののとおり、税ののとおり、税の公公公公平平平平性性性性をををを負担負担負担負担するするするするということはということはということはということは非常非常非常非常にににに重要重要重要重要なところです。なところです。なところです。なところです。多多多多くのくのくのくの納期内納納期内納納期内納納期内納税者のほうを税者のほうを税者のほうを税者のほうを向向向向いて、いて、いて、いて、常常常常にににに滞納整滞納整滞納整滞納整理するという方理するという方理するという方理するという方針針針針で県税業務を進めています。平成２８年度の決算は、県税ので県税業務を進めています。平成２８年度の決算は、県税ので県税業務を進めています。平成２８年度の決算は、県税ので県税業務を進めています。平成２８年度の決算は、県税の徴徴徴徴収率９７．収率９７．収率９７．収率９７．４％で、平成２７年度決算に比４％で、平成２７年度決算に比４％で、平成２７年度決算に比４％で、平成２７年度決算に比べべべべまして０．４まして０．４まして０．４まして０．４ポイポイポイポイントのントのントのントの上昇上昇上昇上昇、、、、過去最高過去最高過去最高過去最高のののの徴徴徴徴収率となっ収率となっ収率となっ収率となっています。平成２３年度の９５．５％から比ています。平成２３年度の９５．５％から比ています。平成２３年度の９５．５％から比ています。平成２３年度の９５．５％から比べべべべますと、約２ますと、約２ますと、約２ますと、約２ポイポイポイポイントントントント上昇上昇上昇上昇しています。中しています。中しています。中しています。中でもでもでもでも個人個人個人個人県県県県民民民民税は、税は、税は、税は、滞納滞納滞納滞納額の７額の７額の７額の７割近割近割近割近くをくをくをくを占占占占めています。こちらの平成２８年度決算のめています。こちらの平成２８年度決算のめています。こちらの平成２８年度決算のめています。こちらの平成２８年度決算の状況状況状況状況は、９６％で、平成２７年度決算に比は、９６％で、平成２７年度決算に比は、９６％で、平成２７年度決算に比は、９６％で、平成２７年度決算に比べべべべまして０．６まして０．６まして０．６まして０．６ポイポイポイポイントントントント上昇上昇上昇上昇しており、こちらもしており、こちらもしており、こちらもしており、こちらも過過過過去最高去最高去最高去最高のののの徴徴徴徴収率となっています。収率となっています。収率となっています。収率となっています。個人個人個人個人県県県県民民民民税についても、平成２４年度に９３．８％であ税についても、平成２４年度に９３．８％であ税についても、平成２４年度に９３．８％であ税についても、平成２４年度に９３．８％であったところが、２ったところが、２ったところが、２ったところが、２ポイポイポイポイントントントント以上伸以上伸以上伸以上伸びているびているびているびている状況状況状況状況です。です。です。です。以上以上以上以上です。です。です。です。県税の県税の県税の県税の徴徴徴徴収率については、平成２８年度９７．４％で、対前年度比０．４収率については、平成２８年度９７．４％で、対前年度比０．４収率については、平成２８年度９７．４％で、対前年度比０．４収率については、平成２８年度９７．４％で、対前年度比０．４ポポポポ○池田委員○池田委員○池田委員○池田委員イイイイントの増、ントの増、ントの増、ントの増、過去最高過去最高過去最高過去最高のののの徴徴徴徴収率となったということです。収率となったということです。収率となったということです。収率となったということです。先先先先ほど申しましたように、ほど申しましたように、ほど申しましたように、ほど申しましたように、市町市町市町市町村とも村とも村とも村とも連携連携連携連携をしながら、をしながら、をしながら、をしながら、努力努力努力努力はいただいているとはいただいているとはいただいているとはいただいていると思思思思いますが、いますが、いますが、いますが、裏裏裏裏をををを返返返返せば、まだ２．６％せば、まだ２．６％せば、まだ２．６％せば、まだ２．６％の方の方の方の方 々々々々が税をきちんとが税をきちんとが税をきちんとが税をきちんと納期内納期内納期内納期内にににに納納納納めていただいていない、めていただいていない、めていただいていない、めていただいていない、滞納滞納滞納滞納になっているということでになっているということでになっているということでになっているということです。す。す。す。また、また、また、また、個人個人個人個人県県県県民民民民税の税の税の税の徴徴徴徴収率は、県税の収率は、県税の収率は、県税の収率は、県税の徴徴徴徴収率９７．４％よりも収率９７．４％よりも収率９７．４％よりも収率９７．４％よりも低低低低くて、９６％というこくて、９６％というこくて、９６％というこくて、９６％ということです。とです。とです。とです。先先先先ほど野村税務ほど野村税務ほど野村税務ほど野村税務課課課課長が答長が答長が答長が答ええええられましたように、られましたように、られましたように、られましたように、滞納滞納滞納滞納額の７０％を額の７０％を額の７０％を額の７０％を個人個人個人個人県県県県民民民民税が税が税が税が占占占占めるということです。これについては、めるということです。これについては、めるということです。これについては、めるということです。これについては、市町市町市町市町村が村が村が村が徴徴徴徴収をするということになりますので、収をするということになりますので、収をするということになりますので、収をするということになりますので、県から県から県から県から手手手手をををを伸伸伸伸ばしてということは、なかなかばしてということは、なかなかばしてということは、なかなかばしてということは、なかなか現現現現実実実実難難難難しいですけれども、これまで取りしいですけれども、これまで取りしいですけれども、これまで取りしいですけれども、これまで取り組組組組んんんんでおられますように、でおられますように、でおられますように、でおられますように、市町市町市町市町村と村と村と村と連携連携連携連携をしながら、きちんとをしながら、きちんとをしながら、きちんとをしながら、きちんと徴徴徴徴収業務を収業務を収業務を収業務を強強強強化していくことが化していくことが化していくことが化していくことが肝要肝要肝要肝要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。
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奈良県においては、特別奈良県においては、特別奈良県においては、特別奈良県においては、特別徴徴徴徴収の収の収の収の割割割割合が合が合が合が非常非常非常非常にににに高高高高いといといといと思思思思います。県います。県います。県います。県内内内内はもちろん、はもちろん、はもちろん、はもちろん、大大大大阪、阪、阪、阪、京都へ京都へ京都へ京都へおおおお勤勤勤勤めの方は、会社において特別めの方は、会社において特別めの方は、会社において特別めの方は、会社において特別徴徴徴徴収という収という収という収という形形形形でででで個人個人個人個人のののの住民住民住民住民税が税が税が税が徴徴徴徴収をされ、これ収をされ、これ収をされ、これ収をされ、これが県税として、県のが県税として、県のが県税として、県のが県税として、県の個人個人個人個人県県県県民民民民税として税として税として税として納納納納付をされる。付をされる。付をされる。付をされる。普通徴普通徴普通徴普通徴収で収で収で収で納納納納めているめているめているめている個人個人個人個人のののの住民住民住民住民税、税、税、税、市民市民市民市民税、税、税、税、市町市町市町市町村税、県税ですが、このことからしますと、村税、県税ですが、このことからしますと、村税、県税ですが、このことからしますと、村税、県税ですが、このことからしますと、普通徴普通徴普通徴普通徴収による収による収による収による個人個人個人個人県県県県民民民民税の税の税の税の徴徴徴徴収率が、これは特別収率が、これは特別収率が、これは特別収率が、これは特別徴徴徴徴収も収も収も収も当然当然当然当然入っていますから、９６％よりもさらに入っていますから、９６％よりもさらに入っていますから、９６％よりもさらに入っていますから、９６％よりもさらに低低低低いのではないかいのではないかいのではないかいのではないかとととと察察察察するわけです。このあたりのするわけです。このあたりのするわけです。このあたりのするわけです。このあたりの数字数字数字数字をつかんでおられるのかどうかわかりませんけれどをつかんでおられるのかどうかわかりませんけれどをつかんでおられるのかどうかわかりませんけれどをつかんでおられるのかどうかわかりませんけれども、も、も、も、今今今今申しましたように、申しましたように、申しましたように、申しましたように、普通徴普通徴普通徴普通徴収における収における収における収における個人個人個人個人の県の県の県の県民民民民税を税を税を税を市町市町市町市町村と村と村と村と連携連携連携連携をしながら、しをしながら、しをしながら、しをしながら、しっかりと取っていただきたいとっかりと取っていただきたいとっかりと取っていただきたいとっかりと取っていただきたいと思思思思いますが、これまでの取りいますが、これまでの取りいますが、これまでの取りいますが、これまでの取り組み組み組み組みについて、どのようにさについて、どのようにさについて、どのようにさについて、どのようにされ、また、れ、また、れ、また、れ、また、何何何何か成か成か成か成果果果果があるようでしたら、があるようでしたら、があるようでしたら、があるようでしたら、紹介紹介紹介紹介していただければとしていただければとしていただければとしていただければと思思思思います。いかがでしいます。いかがでしいます。いかがでしいます。いかがでしょょょょうか。うか。うか。うか。 個人個人個人個人県県県県民民民民税の税の税の税の徴徴徴徴収の取り収の取り収の取り収の取り組み状況組み状況組み状況組み状況です。です。です。です。○野村税務課長○野村税務課長○野村税務課長○野村税務課長ままままずずずず、、、、初初初初めに、池田委員からごめに、池田委員からごめに、池田委員からごめに、池田委員からご指摘指摘指摘指摘の特別の特別の特別の特別徴徴徴徴収、給収、給収、給収、給料料料料からからからから天天天天引きされる特別引きされる特別引きされる特別引きされる特別徴徴徴徴収は、収は、収は、収は、徴徴徴徴収率の収率の収率の収率の向上向上向上向上にににに非常非常非常非常にににに大大大大事な事な事な事なポイポイポイポイントではあります。こちらも、平成２４年度にントではあります。こちらも、平成２４年度にントではあります。こちらも、平成２４年度にントではあります。こちらも、平成２４年度に徴徴徴徴収収収収強強強強化と化と化と化ということで、地方税いうことで、地方税いうことで、地方税いうことで、地方税滞納整滞納整滞納整滞納整理本部を理本部を理本部を理本部を設置設置設置設置して、して、して、して、市町市町市町市町村ともども取り村ともども取り村ともども取り村ともども取り組組組組んできたところです。んできたところです。んできたところです。んできたところです。数字的数字的数字的数字的に申しに申しに申しに申し上げ上げ上げ上げますと、平成２５年度７４．６％であったところが、平成２８年度は８ますと、平成２５年度７４．６％であったところが、平成２８年度は８ますと、平成２５年度７４．６％であったところが、平成２８年度は８ますと、平成２５年度７４．６％であったところが、平成２８年度は８２．８％まで２．８％まで２．８％まで２．８％まで上昇上昇上昇上昇しています。そのほか、しています。そのほか、しています。そのほか、しています。そのほか、直接直接直接直接のののの徴徴徴徴収の取り収の取り収の取り収の取り組み状況組み状況組み状況組み状況では、では、では、では、今今今今申し申し申し申し上げ上げ上げ上げまままました地方税した地方税した地方税した地方税滞納整滞納整滞納整滞納整理本部において、理本部において、理本部において、理本部において、市町市町市町市町村村村村へへへへのののの常駐派遣常駐派遣常駐派遣常駐派遣として、として、として、として、通通通通年で県から職員年で県から職員年で県から職員年で県から職員派遣派遣派遣派遣ししししており、ており、ており、ており、今今今今年度は年度は年度は年度は大大大大和和和和郡郡郡郡山山山山市市市市とととと御所市御所市御所市御所市にににに常駐派遣常駐派遣常駐派遣常駐派遣しています。奈良県税事務しています。奈良県税事務しています。奈良県税事務しています。奈良県税事務所所所所、中、中、中、中南南南南和県和県和県和県税事務税事務税事務税事務所所所所に、平成２４年度から地方税に、平成２４年度から地方税に、平成２４年度から地方税に、平成２４年度から地方税滞納整滞納整滞納整滞納整理理理理課課課課がががが設置設置設置設置されており、こちらからされており、こちらからされており、こちらからされており、こちらから随時派遣随時派遣随時派遣随時派遣し、し、し、し、市町市町市町市町村からのさま村からのさま村からのさま村からのさまざざざざまなまなまなまな問問問問い合わせにも対い合わせにも対い合わせにも対い合わせにも対応応応応したしたしたした徴徴徴徴収を実収を実収を実収を実施施施施しているところです。こしているところです。こしているところです。こしているところです。こうしたところ、平成２８年度決算うしたところ、平成２８年度決算うしたところ、平成２８年度決算うしたところ、平成２８年度決算時点時点時点時点でででで未済未済未済未済額１８億円余りです。年額１８億円余りです。年額１８億円余りです。年額１８億円余りです。年々滞納々滞納々滞納々滞納額を額を額を額を圧縮圧縮圧縮圧縮してしてしてしているところです。対前年については、マいるところです。対前年については、マいるところです。対前年については、マいるところです。対前年については、マイナスイナスイナスイナス３億円と、３億円と、３億円と、３億円と、滞納滞納滞納滞納額額額額圧縮圧縮圧縮圧縮になっています。たになっています。たになっています。たになっています。ただ、県税全だ、県税全だ、県税全だ、県税全体体体体の収入の収入の収入の収入未済未済未済未済額は、まだ６６％余りありますので、額は、まだ６６％余りありますので、額は、まだ６６％余りありますので、額は、まだ６６％余りありますので、今後今後今後今後もももも個人個人個人個人県県県県民民民民税の税の税の税の徴徴徴徴収は収は収は収は非常非常非常非常にににに重要重要重要重要なななな観点観点観点観点ですので、引きですので、引きですので、引きですので、引き続続続続き取りき取りき取りき取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。また、ています。また、ています。また、ています。また、例例例例年実年実年実年実施施施施していますが、１１月から１２月に、していますが、１１月から１２月に、していますが、１１月から１２月に、していますが、１１月から１２月に、市町市町市町市町村とともに村とともに村とともに村とともに滞納整滞納整滞納整滞納整理理理理強強強強化月化月化月化月間間間間をををを設設設設けています。けています。けています。けています。差し差し差し差し押押押押ささささええええのののの強強強強化、差し化、差し化、差し化、差し押押押押ささささええええ不不不不動産動産動産動産の合の合の合の合同公売同公売同公売同公売も実も実も実も実施施施施するするするする予予予予定をしています。定をしています。定をしています。定をしています。以上以上以上以上です。です。です。です。ぜひぜひぜひぜひこの取りこの取りこの取りこの取り組み組み組み組みをさらに進めていただきまして、をさらに進めていただきまして、をさらに進めていただきまして、をさらに進めていただきまして、徴徴徴徴収率の収率の収率の収率の向上向上向上向上にににに向向向向けて、けて、けて、けて、○池田委員○池田委員○池田委員○池田委員さらなるさらなるさらなるさらなる努力努力努力努力、取り、取り、取り、取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。次次次次に、に、に、に、ゴルフ場利ゴルフ場利ゴルフ場利ゴルフ場利用税の用税の用税の用税の件件件件ですが、平成２８年度における収入額はどれですが、平成２８年度における収入額はどれですが、平成２８年度における収入額はどれですが、平成２８年度における収入額はどれぐぐぐぐらいあるのでらいあるのでらいあるのでらいあるのでししししょょょょうか。うか。うか。うか。
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ゴルフ場利ゴルフ場利ゴルフ場利ゴルフ場利用税の収入額です。これは、県税で、税額として、平成２８用税の収入額です。これは、県税で、税額として、平成２８用税の収入額です。これは、県税で、税額として、平成２８用税の収入額です。これは、県税で、税額として、平成２８○野村税務課長○野村税務課長○野村税務課長○野村税務課長年度８億８，１００万円となっています。平成４年度１８億円を年度８億８，１００万円となっています。平成４年度１８億円を年度８億８，１００万円となっています。平成４年度１８億円を年度８億８，１００万円となっています。平成４年度１８億円をピークピークピークピークに、減収していまに、減収していまに、減収していまに、減収していますけれども、平成２８年度については８億８，１００万円になっています。すけれども、平成２８年度については８億８，１００万円になっています。すけれども、平成２８年度については８億８，１００万円になっています。すけれども、平成２８年度については８億８，１００万円になっています。８億８，１００万円ということです。８億８，１００万円ということです。８億８，１００万円ということです。８億８，１００万円ということです。○池田委員○池田委員○池田委員○池田委員ピークピークピークピークの平成４年度の１８億円からすると、の平成４年度の１８億円からすると、の平成４年度の１８億円からすると、の平成４年度の１８億円からすると、半半半半分分分分以上以上以上以上減っているわけですが、でも、ま減っているわけですが、でも、ま減っているわけですが、でも、ま減っているわけですが、でも、まだ８億８，１００万円が税収入としてあるということです。あわせて、県だ８億８，１００万円が税収入としてあるということです。あわせて、県だ８億８，１００万円が税収入としてあるということです。あわせて、県だ８億８，１００万円が税収入としてあるということです。あわせて、県下下下下のののの市町市町市町市町村も村も村も村もゴゴゴゴルフ場利ルフ場利ルフ場利ルフ場利用税については、用税については、用税については、用税については、大切大切大切大切なななな貴重貴重貴重貴重なななな財源財源財源財源として、地として、地として、地として、地域域域域のののの整備整備整備整備等に等に等に等に充充充充てられているといてられているといてられているといてられているということです。県においてもうことです。県においてもうことです。県においてもうことです。県においても同じ同じ同じ同じだとだとだとだと思思思思います。います。います。います。私私私私ども県議会としても、ども県議会としても、ども県議会としても、ども県議会としても、国国国国に対して、に対して、に対して、に対して、ゴルゴルゴルゴルフ場利フ場利フ場利フ場利用税を用税を用税を用税を廃止廃止廃止廃止することなく、することなく、することなく、することなく、存続存続存続存続をというをというをというをという意意意意見見見見書書書書も出していますし、も出していますし、も出していますし、も出していますし、毎毎毎毎年、県からも年、県からも年、県からも年、県からも国国国国に対してに対してに対してに対して要請要請要請要請、、、、要望要望要望要望をしていただいていることは承知しています。引きをしていただいていることは承知しています。引きをしていただいていることは承知しています。引きをしていただいていることは承知しています。引き続続続続きききき我々我々我々我々県議会県議会県議会県議会は理事者は理事者は理事者は理事者側側側側ともともともとも協調協調協調協調しながら、しながら、しながら、しながら、ゴルフ場利ゴルフ場利ゴルフ場利ゴルフ場利用税は、用税は、用税は、用税は、大切大切大切大切なななな財源財源財源財源となるわけですので、となるわけですので、となるわけですので、となるわけですので、存続存続存続存続にににに向向向向けて一けて一けて一けて一緒緒緒緒に取りに取りに取りに取り組組組組んでいければとんでいければとんでいければとんでいければと思思思思っています。っています。っています。っています。続続続続きまして、総務部きまして、総務部きまして、総務部きまして、総務部所所所所管についてお管についてお管についてお管についてお尋ね尋ね尋ね尋ねしたいとしたいとしたいとしたいと思思思思います。います。います。います。大大大大きく２きく２きく２きく２点点点点です。です。です。です。１１１１点目点目点目点目は、平成２８年度におけるは、平成２８年度におけるは、平成２８年度におけるは、平成２８年度における超過勤超過勤超過勤超過勤務の務の務の務の状況状況状況状況について、どのようになっているのか、について、どのようになっているのか、について、どのようになっているのか、について、どのようになっているのか、ごごごご説説説説明をいただきたいと明をいただきたいと明をいただきたいと明をいただきたいと思思思思います。います。います。います。県職員の平成２８年度の県職員の平成２８年度の県職員の平成２８年度の県職員の平成２８年度の超過勤超過勤超過勤超過勤務について、お答務について、お答務について、お答務について、お答ええええをします。をします。をします。をします。○乾人事課長○乾人事課長○乾人事課長○乾人事課長さきの総務さきの総務さきの総務さきの総務警察警察警察警察委員会で総務部長から報告をしたところですが、平成２８年度の委員会で総務部長から報告をしたところですが、平成２８年度の委員会で総務部長から報告をしたところですが、平成２８年度の委員会で総務部長から報告をしたところですが、平成２８年度の超過勤超過勤超過勤超過勤務の実務の実務の実務の実態態態態ののののササササンンンンプル調プル調プル調プル調査を実査を実査を実査を実施施施施しました。しました。しました。しました。具体的具体的具体的具体的には、知事部局の約１０分の１、２２８には、知事部局の約１０分の１、２２８には、知事部局の約１０分の１、２２８には、知事部局の約１０分の１、２２８人人人人をををを抽抽抽抽出して、出して、出して、出して、当該当該当該当該職員の平成２８年度におけます職員の平成２８年度におけます職員の平成２８年度におけます職員の平成２８年度におけます超過勤超過勤超過勤超過勤務について務について務について務について調調調調査をしました。そ査をしました。そ査をしました。そ査をしました。そのののの調調調調査によりますと、職員１査によりますと、職員１査によりますと、職員１査によりますと、職員１人人人人一月一月一月一月当当当当たりの平たりの平たりの平たりの平均均均均ですが、ですが、ですが、ですが、超過勤超過勤超過勤超過勤務務務務手当手当手当手当の支給の支給の支給の支給時間時間時間時間は、１は、１は、１は、１人当人当人当人当たり平たり平たり平たり平均均均均で１６．９で１６．９で１６．９で１６．９時間時間時間時間となっています。１となっています。１となっています。１となっています。１カカカカ月２０日月２０日月２０日月２０日勤勤勤勤務として務として務として務として割割割割りますと、１日りますと、１日りますと、１日りますと、１日当当当当たりのたりのたりのたりの時間数時間数時間数時間数としては、約５０分というとしては、約５０分というとしては、約５０分というとしては、約５０分という状況状況状況状況です。です。です。です。以上以上以上以上です。です。です。です。今今今今、奈良県においても、県、奈良県においても、県、奈良県においても、県、奈良県においても、県庁内庁内庁内庁内においても、においても、においても、においても、働働働働き方改き方改き方改き方改革革革革が進んでいると、が進んでいると、が進んでいると、が進んでいると、始始始始○池田委員○池田委員○池田委員○池田委員まっているとまっているとまっているとまっていると伺伺伺伺っていますが、県っていますが、県っていますが、県っていますが、県庁内庁内庁内庁内の県の職員に対するの県の職員に対するの県の職員に対するの県の職員に対する超過勤超過勤超過勤超過勤務の務の務の務の時間短縮時間短縮時間短縮時間短縮にににに向向向向けた取けた取けた取けた取りりりり組み組み組み組みについて、について、について、について、教え教え教え教えていただきたいとていただきたいとていただきたいとていただきたいと思思思思います。います。います。います。超過勤超過勤超過勤超過勤務の務の務の務の縮縮縮縮減について、県の取り減について、県の取り減について、県の取り減について、県の取り組み組み組み組みについてお答についてお答についてお答についてお答ええええします。します。します。します。○乾人事課長○乾人事課長○乾人事課長○乾人事課長超過勤超過勤超過勤超過勤務、務、務、務、時間外勤時間外勤時間外勤時間外勤務については、職員務については、職員務については、職員務については、職員みずみずみずみずからの判断によるものではなく、からの判断によるものではなく、からの判断によるものではなく、からの判断によるものではなく、所属所属所属所属長を長を長を長をははははじじじじめとする管理監めとする管理監めとする管理監めとする管理監督督督督者が真に者が真に者が真に者が真に時間外勤時間外勤時間外勤時間外勤務が務が務が務が必要必要必要必要な職員に対して、な職員に対して、な職員に対して、な職員に対して、適切適切適切適切にににに命ず命ず命ず命ずることがることがることがることが基基基基本です。このようなマネジメントが本です。このようなマネジメントが本です。このようなマネジメントが本です。このようなマネジメントが勤勤勤勤務務務務時間縮時間縮時間縮時間縮減につながるものと減につながるものと減につながるものと減につながるものと考え考え考え考えて取りて取りて取りて取り組み組み組み組みを進めを進めを進めを進めています。特にています。特にています。特にています。特に今今今今年度は、従前の定年度は、従前の定年度は、従前の定年度は、従前の定時退庁時退庁時退庁時退庁日の日の日の日の庁内巡回庁内巡回庁内巡回庁内巡回にににに加え加え加え加えまして、新たに、副知事をまして、新たに、副知事をまして、新たに、副知事をまして、新たに、副知事を
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リーダーリーダーリーダーリーダーとして、として、として、として、超過勤超過勤超過勤超過勤務務務務縮縮縮縮減の対減の対減の対減の対策プロ策プロ策プロ策プロジジジジェクェクェクェクトトトトチームチームチームチームをををを設置設置設置設置し、特にし、特にし、特にし、特に退勤退勤退勤退勤管理等につ管理等につ管理等につ管理等についていていていて徹底徹底徹底徹底をををを図図図図っているところです。っているところです。っているところです。っているところです。具体的具体的具体的具体的には、まには、まには、まには、まずずずず、月、月、月、月初初初初めにめにめにめに所属所属所属所属長等が職員と長等が職員と長等が職員と長等が職員と面談面談面談面談ををををして、その月のして、その月のして、その月のして、その月の勤勤勤勤務務務務時間時間時間時間のののの目目目目標標標標数数数数をををを設設設設定します。定します。定します。定します。毎毎毎毎日その日その日その日その目目目目標標標標をををを考え考え考え考えながら、ながら、ながら、ながら、終礼終礼終礼終礼を実を実を実を実施施施施します。真にします。真にします。真にします。真に必要必要必要必要なななな勤勤勤勤務務務務時間時間時間時間をををを声声声声がけ等によりがけ等によりがけ等によりがけ等により所属所属所属所属長から長から長から長から命命命命令令令令をするということでしていをするということでしていをするということでしていをするということでしています。なお、翌日には、ます。なお、翌日には、ます。なお、翌日には、ます。なお、翌日には、命命命命令令令令した職員が実した職員が実した職員が実した職員が実際際際際どのような実どのような実どのような実どのような実態態態態であったかを確認することもであったかを確認することもであったかを確認することもであったかを確認することもあわせてあわせてあわせてあわせてややややっています。一方、っています。一方、っています。一方、っています。一方、勤勤勤勤務務務務時間時間時間時間終了終了終了終了になりましたら、になりましたら、になりましたら、になりましたら、命命命命令令令令を出していない職員にを出していない職員にを出していない職員にを出していない職員については、ついては、ついては、ついては、退庁退庁退庁退庁をををを促促促促しています。また、しています。また、しています。また、しています。また、プロプロプロプロジジジジェクェクェクェクトトトトチーム内チーム内チーム内チーム内でででで具体的具体的具体的具体的な取りな取りな取りな取り組み組み組み組みをををを共共共共有有有有して、取りして、取りして、取りして、取り組み組み組み組みのののの横展横展横展横展開を開を開を開を図図図図っています。これらの実務っています。これらの実務っています。これらの実務っています。これらの実務的的的的な取りな取りな取りな取り組み組み組み組みをををを着着着着実に実実に実実に実実に実施施施施するこするこするこすることで、とで、とで、とで、時間外勤時間外勤時間外勤時間外勤務の務の務の務の縮縮縮縮減につな減につな減につな減につなげげげげ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。以上以上以上以上です。です。です。です。説説説説明をいただきました取り明をいただきました取り明をいただきました取り明をいただきました取り組み組み組み組みで、で、で、で、今後今後今後今後、、、、超過勤超過勤超過勤超過勤務の務の務の務の縮縮縮縮減に減に減に減に向向向向けてしっかりけてしっかりけてしっかりけてしっかり○池田委員○池田委員○池田委員○池田委員取り取り取り取り組組組組んでいただきたいとんでいただきたいとんでいただきたいとんでいただきたいと思思思思いますし、あわせて、平成２８年度については、いますし、あわせて、平成２８年度については、いますし、あわせて、平成２８年度については、いますし、あわせて、平成２８年度については、超過勤超過勤超過勤超過勤務の務の務の務の実実実実態態態態ををををササササンンンンプルプルプルプルとして約１０分の１のとして約１０分の１のとして約１０分の１のとして約１０分の１の人数人数人数人数、２２８、２２８、２２８、２２８人人人人をををを抽抽抽抽出をしてということですが、出をしてということですが、出をしてということですが、出をしてということですが、ややややはり県はり県はり県はり県庁庁庁庁全全全全体体体体としてきちんとしたとしてきちんとしたとしてきちんとしたとしてきちんとした数字数字数字数字をををを把握把握把握把握することはすることはすることはすることは非常非常非常非常にににに大切大切大切大切かとかとかとかと思思思思いますので、こいますので、こいますので、こいますので、このあたりもお願いをしておきたいとのあたりもお願いをしておきたいとのあたりもお願いをしておきたいとのあたりも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。続続続続きまして、これまで奈良県として、行きまして、これまで奈良県として、行きまして、これまで奈良県として、行きまして、これまで奈良県として、行政政政政改改改改革革革革にににに熱心熱心熱心熱心に取りに取りに取りに取り組組組組んでいただいているとんでいただいているとんでいただいているとんでいただいていると伺伺伺伺っていますが、これまでの成っていますが、これまでの成っていますが、これまでの成っていますが、これまでの成果果果果について、おについて、おについて、おについて、お示示示示しをいただきたいとしをいただきたいとしをいただきたいとしをいただきたいと思思思思います。います。います。います。行行行行政政政政改改改改革革革革については、池田委員がおについては、池田委員がおについては、池田委員がおについては、池田委員が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、過去過去過去過去３年ごとに３年ごとに３年ごとに３年ごとに○森本行政経営課長○森本行政経営課長○森本行政経営課長○森本行政経営課長計計計計画画画画をつくりまして、実をつくりまして、実をつくりまして、実をつくりまして、実施施施施をしているところです。をしているところです。をしているところです。をしているところです。直近直近直近直近３年３年３年３年間間間間ですと、平成２６年度からですと、平成２６年度からですと、平成２６年度からですと、平成２６年度から平成２８年度までの３年平成２８年度までの３年平成２８年度までの３年平成２８年度までの３年間間間間、奈良県行、奈良県行、奈良県行、奈良県行政経営政経営政経営政経営マネジメントマネジメントマネジメントマネジメントプログラムプログラムプログラムプログラムとして、９９項として、９９項として、９９項として、９９項目目目目ににににわたって取りわたって取りわたって取りわたって取り組み組み組み組み、おお、おお、おお、おおむねむねむねむね計計計計画画画画どおり実どおり実どおり実どおり実施施施施してきたとしてきたとしてきたとしてきた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。３年ごとに３年ごとに３年ごとに３年ごとにプログラムプログラムプログラムプログラムを見を見を見を見直直直直して、取りして、取りして、取りして、取り組み組み組み組みをされていて、それををされていて、それををされていて、それををされていて、それを踏踏踏踏ままままええええて、て、て、て、○池田委員○池田委員○池田委員○池田委員またまたまたまた向向向向こう３年のこう３年のこう３年のこう３年のプログラムプログラムプログラムプログラムをつくられるということです。平成２９年度、をつくられるということです。平成２９年度、をつくられるということです。平成２９年度、をつくられるということです。平成２９年度、今今今今年度からは年度からは年度からは年度からは新たな３年といいますか、行新たな３年といいますか、行新たな３年といいますか、行新たな３年といいますか、行政経営政経営政経営政経営マネジメントマネジメントマネジメントマネジメントプログラムプログラムプログラムプログラムががががススススタタタターーーートしたとトしたとトしたとトしたと伺伺伺伺っていまっていまっていまっていますが、この取りすが、この取りすが、この取りすが、この取り組み組み組み組みというか、というか、というか、というか、視視視視点点点点といったことについてもごといったことについてもごといったことについてもごといったことについてもご説説説説明をいただければと明をいただければと明をいただければと明をいただければと思思思思いいいいます。ます。ます。ます。 平成２９年度からは、池田委員がお平成２９年度からは、池田委員がお平成２９年度からは、池田委員がお平成２９年度からは、池田委員がお述べ述べ述べ述べのとおり、行のとおり、行のとおり、行のとおり、行政経営政経営政経営政経営改改改改革革革革推推推推○森本行政経営課長○森本行政経営課長○森本行政経営課長○森本行政経営課長進進進進プログラムプログラムプログラムプログラムとして実として実として実として実施施施施しており、しており、しており、しており、住住住住んでよし、んでよし、んでよし、んでよし、働働働働いてよし、いてよし、いてよし、いてよし、訪訪訪訪れてよしの奈良県の実れてよしの奈良県の実れてよしの奈良県の実れてよしの奈良県の実現現現現には、健全でには、健全でには、健全でには、健全で持持持持続的続的続的続的なななな財政基財政基財政基財政基盤盤盤盤の確の確の確の確立立立立が不可が不可が不可が不可欠欠欠欠という認という認という認という認識識識識のもとにのもとにのもとにのもとに作作作作成しています。成しています。成しています。成しています。主主主主なななな内内内内容容容容は、は、は、は、組組組組織織織織、、、、財政財政財政財政、、、、公公公公共共共共施設施設施設施設ののののフフフファシァシァシァシリリリリティティティティーーーーマネジメント、マネジメント、マネジメント、マネジメント、イイイインンンンフラ施設フラ施設フラ施設フラ施設ののののアセアセアセアセッッッットトトトマネジメント、県マネジメント、県マネジメント、県マネジメント、県域域域域マネジメントの５つのマネジメント分野に取りマネジメントの５つのマネジメント分野に取りマネジメントの５つのマネジメント分野に取りマネジメントの５つのマネジメント分野に取り組組組組んでいます。んでいます。んでいます。んでいます。具体的具体的具体的具体的
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には、平成２８年４月には、平成２８年４月には、平成２８年４月には、平成２８年４月時点時点時点時点の職員の職員の職員の職員数数数数を実質を実質を実質を実質的的的的にににに上回上回上回上回らないようにするための定員管理、事らないようにするための定員管理、事らないようにするための定員管理、事らないようにするための定員管理、事務処理務処理務処理務処理上上上上ののののリスクリスクリスクリスクをををを回回回回避避避避するためのするためのするためのするための内内内内部部部部統制統制統制統制によるによるによるによるリスクリスクリスクリスクマネジメント、交付税マネジメント、交付税マネジメント、交付税マネジメント、交付税措置措置措置措置のなのなのなのない県債い県債い県債い県債残高残高残高残高の県税収入に対する比率が前年度を実質の県税収入に対する比率が前年度を実質の県税収入に対する比率が前年度を実質の県税収入に対する比率が前年度を実質的的的的にににに下回下回下回下回るようるようるようるよう財政財政財政財政規律規律規律規律を確保する、を確保する、を確保する、を確保する、長長長長期的期的期的期的なななな視視視視点点点点でででで公公公公共共共共施設施設施設施設のののの更更更更新、新、新、新、統統統統廃廃廃廃合、長合、長合、長合、長寿寿寿寿命命命命化など、計化など、計化など、計化など、計画画画画的的的的に行うなどの取りに行うなどの取りに行うなどの取りに行うなどの取り組み組み組み組みをををを行っているところです。取り行っているところです。取り行っているところです。取り行っているところです。取り組み組み組み組み項項項項目目目目については、については、については、については、毎毎毎毎年度進年度進年度進年度進捗捗捗捗状況状況状況状況をををを検証検証検証検証、、、、公公公公表表表表することすることすることすることにより、により、により、により、ＰＤＣＡＰＤＣＡＰＤＣＡＰＤＣＡサイクルサイクルサイクルサイクルをををを徹底徹底徹底徹底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。また、ています。また、ています。また、ています。また、適適適適宜宜宜宜必要必要必要必要な改定もな改定もな改定もな改定も行っていくつもりです。行っていくつもりです。行っていくつもりです。行っていくつもりです。以上以上以上以上です。です。です。です。名名名名称称称称も行も行も行も行政経営政経営政経営政経営マネジメントマネジメントマネジメントマネジメントプログラムプログラムプログラムプログラムから、平成２９年度からから、平成２９年度からから、平成２９年度からから、平成２９年度からススススタタタターーーートしトしトしトし○池田委員○池田委員○池田委員○池田委員ている新たなている新たなている新たなている新たなプログラムプログラムプログラムプログラムについては、奈良県行については、奈良県行については、奈良県行については、奈良県行政経営政経営政経営政経営改改改改革革革革推進推進推進推進プログラムプログラムプログラムプログラムとととと変変変変わって、わって、わって、わって、説説説説明のあった５つの分野で、健全で明のあった５つの分野で、健全で明のあった５つの分野で、健全で明のあった５つの分野で、健全で持持持持続続続続可可可可能能能能な行な行な行な行財政基財政基財政基財政基盤盤盤盤をしっかりと確をしっかりと確をしっかりと確をしっかりと確立立立立をしていくためをしていくためをしていくためをしていくための取りの取りの取りの取り組み組み組み組みがががが始始始始まったとまったとまったとまったと伺伺伺伺っています。っています。っています。っています。ぜひぜひぜひぜひ着着着着実に実行していただきますようにお願いを実に実行していただきますようにお願いを実に実行していただきますようにお願いを実に実行していただきますようにお願いを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。続続続続きまして、まちづくり推進局に、２きまして、まちづくり推進局に、２きまして、まちづくり推進局に、２きまして、まちづくり推進局に、２点点点点、質、質、質、質問問問問したいとしたいとしたいとしたいと思思思思います。います。います。います。ままままずずずず、県、県、県、県営住営住営住営住宅宅宅宅についてです。についてです。についてです。についてです。県県県県営住営住営住営住宅宅宅宅がががが随随随随分分分分老朽老朽老朽老朽化をしているということ、それから、化をしているということ、それから、化をしているということ、それから、化をしているということ、それから、高高高高齢齢齢齢化が進化が進化が進化が進むむむむ中で、中で、中で、中で、建建建建てかてかてかてかええええやややや改改改改修修修修等、等、等、等、必要必要必要必要なななな住住住住宅宅宅宅もももも多多多多いように見いように見いように見いように見受受受受けられます。県けられます。県けられます。県けられます。県営住営住営住営住宅宅宅宅のののの建建建建てかてかてかてかえやえやえやえや改改改改修修修修等等等等 々々々々につにつにつについて、どのようないて、どのようないて、どのようないて、どのような考え考え考え考えをををを持持持持って取りって取りって取りって取り組組組組んでおられるのか、改めてお聞かせいただきたいとんでおられるのか、改めてお聞かせいただきたいとんでおられるのか、改めてお聞かせいただきたいとんでおられるのか、改めてお聞かせいただきたいと思思思思います。います。います。います。 県県県県営住営住営住営住宅宅宅宅のののの建建建建てかてかてかてかええええ、改、改、改、改修修修修について、どのような方について、どのような方について、どのような方について、どのような方針針針針、ど、ど、ど、ど○塚田住まいまちづくり課長○塚田住まいまちづくり課長○塚田住まいまちづくり課長○塚田住まいまちづくり課長のように取りのように取りのように取りのように取り組組組組んでいるかというご質んでいるかというご質んでいるかというご質んでいるかというご質問問問問をいただきました。をいただきました。をいただきました。をいただきました。池田委員がお池田委員がお池田委員がお池田委員がお述べ述べ述べ述べのとおり、県のとおり、県のとおり、県のとおり、県営住営住営住営住宅宅宅宅のののの老朽老朽老朽老朽化は進んでおり、化は進んでおり、化は進んでおり、化は進んでおり、現現現現在在在在県が管理している約県が管理している約県が管理している約県が管理している約８，２００８，２００８，２００８，２００戸戸戸戸のうち、約２のうち、約２のうち、約２のうち、約２割割割割が簡が簡が簡が簡易易易易平平平平屋建屋建屋建屋建てなど、てなど、てなど、てなど、耐耐耐耐用年用年用年用年数数数数がががが経過経過経過経過したしたしたした老朽老朽老朽老朽化している化している化している化している住住住住宅宅宅宅となっています。県としては、となっています。県としては、となっています。県としては、となっています。県としては、老朽老朽老朽老朽化が化が化が化が著著著著しい県しい県しい県しい県営住営住営住営住宅宅宅宅については、については、については、については、集集集集約、約、約、約、再再再再編編編編によるによるによるによる更更更更新新新新やややや比比比比較較較較的的的的新しい新しい新しい新しい住住住住棟棟棟棟へへへへのののの住み住み住み住み替替替替ええええをををを促促促促進するとともに、進するとともに、進するとともに、進するとともに、耐耐耐耐用年用年用年用年数数数数がががが残残残残る県る県る県る県営住営住営住営住宅宅宅宅につにつにつについては、長いては、長いては、長いては、長寿寿寿寿命命命命化を化を化を化を図図図図るための改るための改るための改るための改修修修修を進めています。を進めています。を進めています。を進めています。今今今今年度は、年度は、年度は、年度は、桜桜桜桜井県井県井県井県営住営住営住営住宅宅宅宅のののの建建建建てかてかてかてかええええ工工工工事及び事及び事及び事及び設設設設計に計に計に計に着着着着手手手手するするするする予予予予定です。地定です。地定です。地定です。地域域域域のまちづくりとのまちづくりとのまちづくりとのまちづくりと連携連携連携連携し、県し、県し、県し、県営住営住営住営住宅宅宅宅のののの建建建建てかてかてかてかええええにににに伴伴伴伴う余剰地にう余剰地にう余剰地にう余剰地に高高高高齢齢齢齢者者者者や子や子や子や子育育育育てててて世帯世帯世帯世帯向向向向けにけにけにけに必要必要必要必要なななな施設施設施設施設等を等を等を等を導導導導入する計入する計入する計入する計画画画画を進めています。また、を進めています。また、を進めています。また、を進めています。また、本年１２月に、県議会にご審議いただく本年１２月に、県議会にご審議いただく本年１２月に、県議会にご審議いただく本年１２月に、県議会にご審議いただく予予予予定の奈良県定の奈良県定の奈良県定の奈良県住住住住生生生生活活活活ビビビビジジジジョョョョンにこれらの方ンにこれらの方ンにこれらの方ンにこれらの方針針針針をををを公公公公営住営住営住営住宅宅宅宅スススストトトトックックックックのののの活活活活用の推進として用の推進として用の推進として用の推進として位置位置位置位置づけるづけるづけるづける予予予予定になります。定になります。定になります。定になります。以上以上以上以上です。です。です。です。説説説説明いただきました８，２００明いただきました８，２００明いただきました８，２００明いただきました８，２００戸戸戸戸のうち、約２０％にのうち、約２０％にのうち、約２０％にのうち、約２０％に当当当当たる２，０００たる２，０００たる２，０００たる２，０００戸戸戸戸にににに○池田委員○池田委員○池田委員○池田委員
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ついて、ついて、ついて、ついて、老朽老朽老朽老朽化が化が化が化が著著著著しいとしいとしいとしいと伺伺伺伺っています。っています。っています。っています。そういったことから、そういったことから、そういったことから、そういったことから、説説説説明のように、明のように、明のように、明のように、集集集集約、約、約、約、再再再再編編編編、、、、住み住み住み住みかかかかええええ、長、長、長、長寿寿寿寿命命命命化などに取り化などに取り化などに取り化などに取り組組組組んんんんでおられるようですけれども、でおられるようですけれども、でおられるようですけれども、でおられるようですけれども、先先先先ほど申しましたように、ほど申しましたように、ほど申しましたように、ほど申しましたように、高高高高齢齢齢齢化が進化が進化が進化が進むむむむ中で、中で、中で、中で、エレエレエレエレベーベーベーベータタタターーーーのついている県のついている県のついている県のついている県営住営住営住営住宅宅宅宅はははは非常非常非常非常にににに少少少少ないとないとないとないと思思思思います。あるいはいます。あるいはいます。あるいはいます。あるいはババババリリリリアアアアフリーフリーフリーフリーについて、について、について、について、今今今今どのようになっているか、あわせてお聞かせいただきたいとどのようになっているか、あわせてお聞かせいただきたいとどのようになっているか、あわせてお聞かせいただきたいとどのようになっているか、あわせてお聞かせいただきたいと思思思思います。います。います。います。ただいまただいまただいまただいまエレエレエレエレベーベーベーベータタタターーーーのののの設置設置設置設置されている県されている県されている県されている県営住営住営住営住宅宅宅宅のことにのことにのことにのことに○塚田住まいまちづくり課長○塚田住まいまちづくり課長○塚田住まいまちづくり課長○塚田住まいまちづくり課長ついて、ご質ついて、ご質ついて、ご質ついて、ご質問問問問をいただきました。をいただきました。をいただきました。をいただきました。エレエレエレエレベーベーベーベータタタターーーーがががが設置設置設置設置されている県されている県されている県されている県営住営住営住営住宅宅宅宅は、池田委員は、池田委員は、池田委員は、池田委員がおがおがおが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大大大大変変変変少少少少なくて、なくて、なくて、なくて、紀寺紀寺紀寺紀寺、、、、東東東東高高高高田、田、田、田、小泉小泉小泉小泉、、、、天天天天理理理理団団団団地の４地の４地の４地の４団団団団地になります。地になります。地になります。地になります。エエエエレレレレベーベーベーベータタタターーーーのついていないのついていないのついていないのついていない既既既既存存存存の県の県の県の県営住営住営住営住宅宅宅宅においても、においても、においても、においても、階段階段階段階段のののの昇昇昇昇降降降降に支障のある入に支障のある入に支障のある入に支障のある入居居居居者の者の者の者の方に対しては、１方に対しては、１方に対しては、１方に対しては、１階階階階のののの空空空空きききき住住住住戸戸戸戸をあっせんし、をあっせんし、をあっせんし、をあっせんし、住み住み住み住みかかかかええええる取りる取りる取りる取り組み組み組み組みなどを進めるとともに、などを進めるとともに、などを進めるとともに、などを進めるとともに、今今今今年度年度年度年度工工工工事事事事着着着着手予手予手予手予定の定の定の定の桜桜桜桜井県井県井県井県営住営住営住営住宅宅宅宅にもにもにもにもエレエレエレエレベーベーベーベータタタターーーーをををを設置設置設置設置するするするする予予予予定です。定です。定です。定です。既既既既存存存存県県県県営住営住営住営住宅宅宅宅においては、においては、においては、においては、設置ス設置ス設置ス設置スペペペペースースースースのののの有有有有無無無無や設置や設置や設置や設置方方方方法法法法など、など、など、など、技術技術技術技術的的的的にににに難難難難しいしいしいしい課課課課題題題題もありますが、もありますが、もありますが、もありますが、時時時時代代代代ののののニニニニーーーーズズズズにににに応じ応じ応じ応じたたたた居居居居住住住住水水水水準準準準のののの向上向上向上向上をををを図図図図るため、るため、るため、るため、ババババリリリリアアアアフリーフリーフリーフリー化の化の化の化の検討検討検討検討を進めていきたいを進めていきたいを進めていきたいを進め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。以上以上以上以上です。です。です。です。エレエレエレエレベーベーベーベータタタターーーーがついているところが、がついているところが、がついているところが、がついているところが、紀寺紀寺紀寺紀寺、、、、東東東東高高高高田、田、田、田、小泉小泉小泉小泉、、、、天天天天理の４理の４理の４理の４団団団団地の地の地の地の○池田委員○池田委員○池田委員○池田委員みみみみということです。これらは比ということです。これらは比ということです。これらは比ということです。これらは比較較較較的最近的最近的最近的最近にににに建建建建てかてかてかてかええええられたられたられたられた団団団団地で、そういう地で、そういう地で、そういう地で、そういう意意意意味味味味では、では、では、では、時時時時代代代代に合ったに合ったに合ったに合った形形形形ででででエレエレエレエレベーベーベーベータタタター設置やー設置やー設置やー設置やババババリリリリアアアアフリーフリーフリーフリー仕仕仕仕様様様様にしてあるということだろうとにしてあるということだろうとにしてあるということだろうとにしてあるということだろうと思思思思いいいいますが、ますが、ますが、ますが、残残残残りの部分について、りの部分について、りの部分について、りの部分について、先先先先ほどほどほどほど説説説説明があったように、明があったように、明があったように、明があったように、技術技術技術技術的的的的にににに研究研究研究研究をしていただいをしていただいをしていただいをしていただいているようですが、ているようですが、ているようですが、ているようですが、エレエレエレエレベーベーベーベータタタターーーーのののの後後後後づけが可づけが可づけが可づけが可能能能能かどうか、かどうか、かどうか、かどうか、ババババリリリリアアアアフリーフリーフリーフリーができるだけそができるだけそができるだけそができるだけそういったういったういったういった形形形形に改に改に改に改修修修修ができないかなど、そういったこともしっかりと引きができないかなど、そういったこともしっかりと引きができないかなど、そういったこともしっかりと引きができないかなど、そういったこともしっかりと引き続続続続きききき研究研究研究研究をしていをしていをしていをしていただきたいとただきたいとただきたいとただきたいと思思思思います。います。います。います。募集停募集停募集停募集停止止止止をしているをしているをしているをしている老朽老朽老朽老朽化している県化している県化している県化している県営住営住営住営住宅宅宅宅もあります。これをもあります。これをもあります。これをもあります。これを今後今後今後今後どうしていくのか、どうしていくのか、どうしていくのか、どうしていくのか、例え例え例え例えばばばば建建建建てかてかてかてかええええなのか、もうなのか、もうなのか、もうなのか、もう潰潰潰潰してしまうのかについても県とししてしまうのかについても県とししてしまうのかについても県とししてしまうのかについても県としての明確な方ての明確な方ての明確な方ての明確な方針針針針をこれからをこれからをこれからをこれから示示示示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るのではないかとがあるのではないかとがあるのではないかとがあるのではないかと思思思思います。この１２月議います。この１２月議います。この１２月議います。この１２月議会に計会に計会に計会に計画画画画というか、というか、というか、というか、住住住住生生生生活活活活ビビビビジジジジョョョョンがンがンがンが示示示示されるとされるとされるとされると伺伺伺伺っており、この中っており、この中っており、この中っており、この中身身身身も見ながら、も見ながら、も見ながら、も見ながら、私私私私もももも引き引き引き引き続続続続きききき研究研究研究研究をし、をし、をし、をし、意意意意見を申し見を申し見を申し見を申し上げ上げ上げ上げ、、、、要望要望要望要望もしたいともしたいともしたいともしたいと思思思思いますので、よろしくお願いしまいますので、よろしくお願いしまいますので、よろしくお願いしまいますので、よろしくお願いします。す。す。す。いいいいずずずずれにしても、れにしても、れにしても、れにしても、住住住住んでおられる方がんでおられる方がんでおられる方がんでおられる方が快快快快適適適適に、不に、不に、不に、不自由自由自由自由なくなくなくなく暮暮暮暮らしていただけるというらしていただけるというらしていただけるというらしていただけるという住住住住環境環境環境環境をしっかりと確保していく、をしっかりと確保していく、をしっかりと確保していく、をしっかりと確保していく、担担担担保していくということが保していくということが保していくということが保していくということが何何何何よりもよりもよりもよりも大切大切大切大切だとだとだとだと思思思思っていまっていまっていまっていますので、すので、すので、すので、ぜひぜひぜひぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。続続続続きまして、きまして、きまして、きまして、違法建築物違法建築物違法建築物違法建築物についてです。についてです。についてです。についてです。
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ままままずずずず、県として、行、県として、行、県として、行、県として、行政政政政として、どのようなとして、どのようなとして、どのようなとして、どのような流流流流れでれでれでれで違法建築物違法建築物違法建築物違法建築物に対するに対するに対するに対する指指指指導導導導をされているをされているをされているをされているのか、お聞かせいただきたいとのか、お聞かせいただきたいとのか、お聞かせいただきたいとのか、お聞かせいただきたいと思思思思います。います。います。います。違法建築物違法建築物違法建築物違法建築物に対するに対するに対するに対する指指指指導導導導はどのようなはどのようなはどのようなはどのようなフローフローフローフローで行われているかという質で行われているかという質で行われているかという質で行われているかという質○松本建築課長○松本建築課長○松本建築課長○松本建築課長問問問問についてお答についてお答についてお答についてお答ええええします。します。します。します。基基基基本本本本的的的的な対な対な対な対応応応応としては、まとしては、まとしては、まとしては、まずずずず、行、行、行、行政指政指政指政指導導導導により、により、により、により、違反違反違反違反行行行行為為為為者の者の者の者の自主的自主的自主的自主的なななな是是是是正を正を正を正を促促促促していしていしていしているところですが、行るところですが、行るところですが、行るところですが、行政指政指政指政指導導導導などになどになどになどに応じ応じ応じ応じないないないない場場場場合は、合は、合は、合は、法法法法の定めにの定めにの定めにの定めに基基基基づき対処しています。づき対処しています。づき対処しています。づき対処しています。各各各各事事事事案案案案のののの態様態様態様態様により、その対により、その対により、その対により、その対応応応応はははは若干変若干変若干変若干変わりますが、わりますが、わりますが、わりますが、具体的具体的具体的具体的にににに説説説説明しますと、事明しますと、事明しますと、事明しますと、事案案案案を認知しを認知しを認知しを認知したたたた場場場場合などは、ま合などは、ま合などは、ま合などは、まずずずず、、、、現現現現地地地地調調調調査などにより事実確認を行っています。事実確認査などにより事実確認を行っています。事実確認査などにより事実確認を行っています。事実確認査などにより事実確認を行っています。事実確認後後後後は、は、は、は、当当当当事事事事者などからの事者などからの事者などからの事者などからの事情聴情聴情聴情聴取を行い、取を行い、取を行い、取を行い、自主的自主的自主的自主的なななな是是是是正に正に正に正に向向向向けたけたけたけた指指指指導導導導や当該や当該や当該や当該建築物建築物建築物建築物などのなどのなどのなどの使使使使用用用用禁禁禁禁止止止止、、、、工工工工事事事事停停停停止止止止などのなどのなどのなどの指指指指導導導導を行っています。そのを行っています。そのを行っています。そのを行っています。その後後後後、、、、指指指指導導導導に従わに従わに従わに従わずずずず、、、、是是是是正されないなどの正されないなどの正されないなどの正されないなどの場場場場合は、合は、合は、合は、文文文文書書書書によるによるによるによる是是是是正正正正勧勧勧勧告を行っています。なおも、告を行っています。なおも、告を行っています。なおも、告を行っています。なおも、勧勧勧勧告された告された告された告された内内内内容容容容がががが履履履履行され行され行され行されずずずず、、、、違反違反違反違反態様態様態様態様かかかからららら必要必要必要必要と認められると認められると認められると認められる場場場場合には、監合には、監合には、監合には、監督督督督処分として、処分として、処分として、処分として、建築建築建築建築基基基基準法準法準法準法にににに基基基基づくづくづくづく命命命命令令令令を行うことになを行うことになを行うことになを行うことになります。この監ります。この監ります。この監ります。この監督督督督処分として処分として処分として処分として命命命命令令令令を発出したを発出したを発出したを発出した際際際際には、には、には、には、法法法法のののの規規規規定により、定により、定により、定により、当当当当事者の事者の事者の事者の氏氏氏氏名を名を名を名を公公公公示示示示するといったするといったするといったするといった措置措置措置措置をとることになります。そのをとることになります。そのをとることになります。そのをとることになります。その後後後後、、、、命命命命令令令令がががが履履履履行されない行されない行されない行されない場場場場合には、合には、合には、合には、態様態様態様態様にもよりますが、にもよりますが、にもよりますが、にもよりますが、命命命命令違反令違反令違反令違反によるによるによるによる刑刑刑刑事告発を行うなど、事告発を行うなど、事告発を行うなど、事告発を行うなど、段階段階段階段階をををを追追追追った対った対った対った対応応応応をとっているとをとっているとをとっているとをとっているところです。ころです。ころです。ころです。以上以上以上以上です。です。です。です。当然当然当然当然違法違法違法違法なななな建築物建築物建築物建築物に対するに対するに対するに対する指指指指導導導導ですので、ですので、ですので、ですので、厳厳厳厳しいしいしいしい姿勢姿勢姿勢姿勢でででで臨臨臨臨んでいただくんでいただくんでいただくんでいただく必要必要必要必要○池田委員○池田委員○池田委員○池田委員があろうかとがあろうかとがあろうかとがあろうかと思思思思いますが、いますが、いますが、いますが、現現現現在在在在、、、、違法建築物違法建築物違法建築物違法建築物は、県は、県は、県は、県内内内内でどれでどれでどれでどれぐぐぐぐらいあるとらいあるとらいあるとらいあると建築建築建築建築課課課課ではではではでは把握把握把握把握されていますか、お答されていますか、お答されていますか、お答されていますか、お答えええ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。違法建築物違法建築物違法建築物違法建築物のののの件数件数件数件数についての質についての質についての質についての質問問問問ですけれども、ですけれども、ですけれども、ですけれども、当課当課当課当課でででで把握把握把握把握したものは、したものは、したものは、したものは、○松本建築課長○松本建築課長○松本建築課長○松本建築課長平成１９年から平成２８年までの平成１９年から平成２８年までの平成１９年から平成２８年までの平成１９年から平成２８年までの過去過去過去過去１０年１０年１０年１０年間間間間で、総で、総で、総で、総件数件数件数件数２０５２０５２０５２０５件件件件、うち一般の方、うち一般の方、うち一般の方、うち一般の方 々々々々によによによによるるるる通通通通報によるものが８２報によるものが８２報によるものが８２報によるものが８２件件件件あります。あります。あります。あります。以上以上以上以上です。です。です。です。２０５２０５２０５２０５件件件件、この、この、この、この過去過去過去過去１０年１０年１０年１０年間間間間でででで違法建築物違法建築物違法建築物違法建築物が県が県が県が県内内内内であるとであるとであるとであると把握把握把握把握をしていると。をしていると。をしていると。をしていると。○池田委員○池田委員○池田委員○池田委員もしかしたらまだもしかしたらまだもしかしたらまだもしかしたらまだ把握把握把握把握できていないものがほかにもあるかもわかりませんが、いできていないものがほかにもあるかもわかりませんが、いできていないものがほかにもあるかもわかりませんが、いできていないものがほかにもあるかもわかりませんが、いずずずずれにしれにしれにしれにしても、ても、ても、ても、把握把握把握把握しているだけで２０５しているだけで２０５しているだけで２０５しているだけで２０５件件件件ということです。ということです。ということです。ということです。先先先先ほどほどほどほど説説説説明をいただきました明をいただきました明をいただきました明をいただきましたフローフローフローフローで行で行で行で行政政政政としてとしてとしてとして指指指指導導導導されているということですが、この２０５されているということですが、この２０５されているということですが、この２０５されているということですが、この２０５件件件件のうち、実のうち、実のうち、実のうち、実際解際解際解際解決したもの決したもの決したもの決したものはどれはどれはどれはどれぐぐぐぐらいあるのでしらいあるのでしらいあるのでしらいあるのでしょょょょうか。わかれば、お聞かせをいただきたいとうか。わかれば、お聞かせをいただきたいとうか。わかれば、お聞かせをいただきたいとうか。わかれば、お聞かせをいただきたいと思思思思います。います。います。います。是是是是正正正正案案案案件件件件のののの解解解解決した決した決した決した件数件数件数件数についての質についての質についての質についての質問問問問ですが、ですが、ですが、ですが、当課当課当課当課でででで把握把握把握把握、対、対、対、対応応応応したしたしたした○松本建築課長○松本建築課長○松本建築課長○松本建築課長過去過去過去過去１０年１０年１０年１０年間間間間のののの案案案案件件件件中、中、中、中、是是是是正が正が正が正が履履履履行され、行され、行され、行され、完完完完結結結結したものは４３したものは４３したものは４３したものは４３件件件件です。です。です。です。以上以上以上以上です。です。です。です。４３４３４３４３件件件件解解解解決をされた。決をされた。決をされた。決をされた。裏裏裏裏をををを返返返返せば、１６０せば、１６０せば、１６０せば、１６０件件件件余りはまだ余りはまだ余りはまだ余りはまだ解解解解決をしていない、決をしていない、決をしていない、決をしていない、○池田委員○池田委員○池田委員○池田委員
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指指指指導導導導中ということです。もしかしたら、この１０年中ということです。もしかしたら、この１０年中ということです。もしかしたら、この１０年中ということです。もしかしたら、この１０年間間間間、平成１９年、平成２０年あたりに、平成１９年、平成２０年あたりに、平成１９年、平成２０年あたりに、平成１９年、平成２０年あたりに見つかった見つかった見つかった見つかった違法建築物違法建築物違法建築物違法建築物がまだがまだがまだがまだ指指指指導導導導をされているかもわかりません。いをされているかもわかりません。いをされているかもわかりません。いをされているかもわかりません。いずずずずれにしても、れにしても、れにしても、れにしても、粘粘粘粘りりりり強強強強いいいい指指指指導導導導がががが必要必要必要必要だろうとだろうとだろうとだろうと思思思思いますし、また、いますし、また、いますし、また、いますし、また、毅毅毅毅然然然然としたとしたとしたとした厳厳厳厳しい対しい対しい対しい対応応応応がががが必要必要必要必要ではないかとではないかとではないかとではないかと考考考考ええええています。ています。ています。ています。先先先先ほど答弁がありましたように、ほど答弁がありましたように、ほど答弁がありましたように、ほど答弁がありましたように、過去過去過去過去１０年１０年１０年１０年間間間間で２０５で２０５で２０５で２０５件件件件のののの違法建築物違法建築物違法建築物違法建築物のののの把握把握把握把握のうち、のうち、のうち、のうち、住民住民住民住民の皆さんからのの皆さんからのの皆さんからのの皆さんからの通通通通報によって見つかったものが８２報によって見つかったものが８２報によって見つかったものが８２報によって見つかったものが８２件件件件ということです。このうち、ということです。このうち、ということです。このうち、ということです。このうち、解解解解決したものがどれ決したものがどれ決したものがどれ決したものがどれぐぐぐぐらいあるのかとらいあるのかとらいあるのかとらいあるのかと思思思思いますけれども、いますけれども、いますけれども、いますけれども、住民住民住民住民の皆さんからの皆さんからの皆さんからの皆さんから通通通通報されたとい報されたとい報されたとい報されたということは、うことは、うことは、うことは、何何何何らからからからか生生生生活活活活に支障がある、に支障がある、に支障がある、に支障がある、違法建築物違法建築物違法建築物違法建築物によってによってによってによって迷惑迷惑迷惑迷惑をこうをこうをこうをこうむむむむっているなどなど、っているなどなど、っているなどなど、っているなどなど、さまさまさまさまざざざざまな理まな理まな理まな理由由由由があって、これは日があって、これは日があって、これは日があって、これは日々続々続々続々続くわけです。そういうくわけです。そういうくわけです。そういうくわけです。そういう意意意意味味味味においては、においては、においては、においては、住民住民住民住民の皆の皆の皆の皆さんからさんからさんからさんから苦情苦情苦情苦情がががが寄寄寄寄せられた、せられた、せられた、せられた、通通通通報があったというものについては、とりわけしっかりと対報があったというものについては、とりわけしっかりと対報があったというものについては、とりわけしっかりと対報があったというものについては、とりわけしっかりと対処していく処していく処していく処していく必要必要必要必要があるのではないか。があるのではないか。があるのではないか。があるのではないか。先先先先ほどおほどおほどおほどお話話話話がありましたように、まがありましたように、まがありましたように、まがありましたように、まずずずず、、、、現現現現地地地地調調調調査を査を査を査をして、実して、実して、実して、実態態態態把握把握把握把握等等等等々や々や々や々や事事事事情聴情聴情聴情聴取から取から取から取から始始始始めるということですけれども、できるだけめるということですけれども、できるだけめるということですけれども、できるだけめるということですけれども、できるだけ早早早早いいいい段階段階段階段階で対処することがで対処することがで対処することがで対処することが早早早早期期期期解解解解決にももちろんつながると決にももちろんつながると決にももちろんつながると決にももちろんつながると思思思思いますし、なかなかいますし、なかなかいますし、なかなかいますし、なかなか是是是是正が進まない正が進まない正が進まない正が進まないところについては、余りところについては、余りところについては、余りところについては、余り間間間間隔隔隔隔をあけをあけをあけをあけずずずずに、に、に、に、次次次次ののののスススステテテテップップップップ、さらに、さらに、さらに、さらに次次次次ののののスススステテテテップップップップと進めていと進めていと進めていと進めていくことがくことがくことがくことが大切大切大切大切なのではないかとなのではないかとなのではないかとなのではないかと思思思思っています。そういったことをっています。そういったことをっています。そういったことをっています。そういったことをぜひぜひぜひぜひお願いをしたいとお願いをしたいとお願いをしたいとお願いをしたいと思思思思いますし、また、そういった願いをいますし、また、そういった願いをいますし、また、そういった願いをいますし、また、そういった願いを持持持持っているわけですが、っているわけですが、っているわけですが、っているわけですが、建築建築建築建築課課課課、行、行、行、行政政政政として、どのよとして、どのよとして、どのよとして、どのように対うに対うに対うに対応応応応をををを今後今後今後今後されていくのか、このあたりについてお聞かせいただきたいとされていくのか、このあたりについてお聞かせいただきたいとされていくのか、このあたりについてお聞かせいただきたいとされていくのか、このあたりについてお聞かせいただきたいと思思思思います。います。います。います。池田委員がお池田委員がお池田委員がお池田委員が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、違反建築物違反建築物違反建築物違反建築物にににに悩悩悩悩む住民む住民む住民む住民の方がの方がの方がの方が○増田まちづくり推進局次長○増田まちづくり推進局次長○増田まちづくり推進局次長○増田まちづくり推進局次長おられることから、おられることから、おられることから、おられることから、指指指指導導導導に従わないに従わないに従わないに従わない場場場場合は、文合は、文合は、文合は、文書書書書によるによるによるによる是是是是正正正正勧勧勧勧告、さらには、告、さらには、告、さらには、告、さらには、積極積極積極積極的的的的にににに現現現現場場場場に行きまして確認を行い、また、地に行きまして確認を行い、また、地に行きまして確認を行い、また、地に行きまして確認を行い、また、地域域域域の方に見の方に見の方に見の方に見ええええるように、しっかりと対るように、しっかりと対るように、しっかりと対るように、しっかりと対応応応応していきたしていきたしていきたしていきたいといといと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。建築建築建築建築課課課課には、奈良県には、奈良県には、奈良県には、奈良県警察警察警察警察からからからから警警警警部が監部が監部が監部が監察察察察係を係を係を係を担当担当担当担当するするするする課課課課長長長長補佐補佐補佐補佐としてとしてとしてとして人人人人事交事交事交事交流流流流でででで常駐常駐常駐常駐しており、しており、しており、しており、違反建築物違反建築物違反建築物違反建築物等の対等の対等の対等の対応強応強応強応強化に化に化に化に努努努努めているところで、めているところで、めているところで、めているところで、今後今後今後今後ともともともとも強強強強化化化化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。以上以上以上以上です。です。です。です。少少少少しししし表表表表現現現現はははは悪悪悪悪いかもわからないですが、いかもわからないですが、いかもわからないですが、いかもわからないですが、ややややり得、り得、り得、り得、ややややったものったものったものったもの勝勝勝勝ちというようちというようちというようちというよう○池田委員○池田委員○池田委員○池田委員なことにならないように、なことにならないように、なことにならないように、なことにならないように、ぜひぜひぜひぜひ取り取り取り取り組み組み組み組みのののの強強強強化、化、化、化、指指指指導導導導のののの強強強強化をお願いをしたいと化をお願いをしたいと化をお願いをしたいと化をお願いをしたいと思思思思いますいますいますいますし、し、し、し、先先先先ほど増田まちづくり推進局ほど増田まちづくり推進局ほど増田まちづくり推進局ほど増田まちづくり推進局次次次次長、長、長、長、松松松松本本本本建築建築建築建築課課課課長からもご長からもご長からもご長からもご説説説説明をいただきましたけれ明をいただきましたけれ明をいただきましたけれ明をいただきましたけれども、ども、ども、ども、近近近近隣隣隣隣のののの住民住民住民住民の方がの方がの方がの方が思思思思いいいい悩悩悩悩んでおられる、んでおられる、んでおられる、んでおられる、苦苦苦苦しんでおられるというしんでおられるというしんでおられるというしんでおられるというケケケケースースースースもあるもあるもあるもあるややややにににに聞いていますので、このあたりについても聞いていますので、このあたりについても聞いていますので、このあたりについても聞いていますので、このあたりについても十十十十分分分分考考考考慮慮慮慮していただきながら、していただきながら、していただきながら、していただきながら、ややややはりはりはりはり厳厳厳厳しいしいしいしい姿姿姿姿勢勢勢勢で取りで取りで取りで取り組組組組んでいただくことをお願いをして、んでいただくことをお願いをして、んでいただくことをお願いをして、んでいただくことをお願いをして、午午午午前中の質前中の質前中の質前中の質問問問問をををを終終終終わります。わります。わります。わります。私私私私からは、２からは、２からは、２からは、２点点点点質質質質問問問問をします。をします。をします。をします。○阪口委員○阪口委員○阪口委員○阪口委員
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ままままずずずず１１１１点目点目点目点目は、奈良県の行は、奈良県の行は、奈良県の行は、奈良県の行政政政政委員は、委員は、委員は、委員は、教教教教育育育育委員、委員、委員、委員、労労労労働働働働委員、委員、委員、委員、人人人人事委員など、事委員など、事委員など、事委員など、幾幾幾幾つかありつかありつかありつかありますが、その報ますが、その報ますが、その報ますが、その報酬酬酬酬について、平成２８年度の決算について、平成２８年度の決算について、平成２８年度の決算について、平成２８年度の決算状況状況状況状況をお聞かせください。をお聞かせください。をお聞かせください。をお聞かせください。平成２８年度の決算額は、約７，５００万円です。平成２８年度の決算額は、約７，５００万円です。平成２８年度の決算額は、約７，５００万円です。平成２８年度の決算額は、約７，５００万円です。○乾人事課長○乾人事課長○乾人事課長○乾人事課長知事に一般質知事に一般質知事に一般質知事に一般質問問問問の中で、行の中で、行の中で、行の中で、行政政政政委員の報委員の報委員の報委員の報酬酬酬酬が月額報が月額報が月額報が月額報酬酬酬酬なので、日額報なので、日額報なので、日額報なので、日額報酬酬酬酬にしてにしてにしてにして○阪口委員○阪口委員○阪口委員○阪口委員いただきたいと。知事は答弁の中で、月額日額いただきたいと。知事は答弁の中で、月額日額いただきたいと。知事は答弁の中で、月額日額いただきたいと。知事は答弁の中で、月額日額併併併併用用用用制制制制をををを採採採採用するということで、実用するということで、実用するということで、実用するということで、実際際際際そうそうそうそうされていますが、そのときは、年額約１，３００万円されていますが、そのときは、年額約１，３００万円されていますが、そのときは、年額約１，３００万円されていますが、そのときは、年額約１，３００万円縮縮縮縮減されると聞いています。そこで、減されると聞いています。そこで、減されると聞いています。そこで、減されると聞いています。そこで、月額月額月額月額制制制制のときと、月額日額のときと、月額日額のときと、月額日額のときと、月額日額併併併併用用用用制制制制と比と比と比と比較較較較してどうなのか、その支出額をお聞かせください。してどうなのか、その支出額をお聞かせください。してどうなのか、その支出額をお聞かせください。してどうなのか、その支出額をお聞かせください。非常勤非常勤非常勤非常勤の行の行の行の行政政政政委員の報委員の報委員の報委員の報酬酬酬酬について、阪口委員がおについて、阪口委員がおについて、阪口委員がおについて、阪口委員がお述べ述べ述べ述べのとおり、平成２４のとおり、平成２４のとおり、平成２４のとおり、平成２４○乾人事課長○乾人事課長○乾人事課長○乾人事課長年１２月議会でご審議をいただきまして、従前の月額年１２月議会でご審議をいただきまして、従前の月額年１２月議会でご審議をいただきまして、従前の月額年１２月議会でご審議をいただきまして、従前の月額制制制制を月額、日額のを月額、日額のを月額、日額のを月額、日額の併併併併用用用用制制制制に改めたとに改めたとに改めたとに改めたところで、平成２５年４月からころで、平成２５年４月からころで、平成２５年４月からころで、平成２５年４月から適適適適用しています。用しています。用しています。用しています。先先先先ほどほどほどほど述べ述べ述べ述べましたように、平成２８年度のましたように、平成２８年度のましたように、平成２８年度のましたように、平成２８年度の決算額で、年決算額で、年決算額で、年決算額で、年間所要間所要間所要間所要額が委員の報額が委員の報額が委員の報額が委員の報酬酬酬酬約７，５００万円になっていまして、改正前、平成２約７，５００万円になっていまして、改正前、平成２約７，５００万円になっていまして、改正前、平成２約７，５００万円になっていまして、改正前、平成２４年度の決算額に比４年度の決算額に比４年度の決算額に比４年度の決算額に比べべべべまして約１，７００万円のまして約１，７００万円のまして約１，７００万円のまして約１，７００万円の経経経経費費費費節節節節減になっています。減になっています。減になっています。減になっています。以上以上以上以上です。です。です。です。知事の答弁どおり、支出額については知事の答弁どおり、支出額については知事の答弁どおり、支出額については知事の答弁どおり、支出額については削削削削減されていると理減されていると理減されていると理減されていると理解解解解しました。ありしました。ありしました。ありしました。あり○阪口委員○阪口委員○阪口委員○阪口委員がとうごがとうごがとうごがとうござざざざいます。います。います。います。２２２２点目点目点目点目の質の質の質の質問問問問をします。県職員のをします。県職員のをします。県職員のをします。県職員の超過勤超過勤超過勤超過勤務についてです。この務についてです。この務についてです。この務についてです。この件件件件については、総については、総については、総については、総括括括括で質で質で質で質問問問問するするするする予予予予定にしています。ただ、ここでも質定にしています。ただ、ここでも質定にしています。ただ、ここでも質定にしています。ただ、ここでも質問問問問しないと総しないと総しないと総しないと総括括括括でできませんので、質でできませんので、質でできませんので、質でできませんので、質問問問問をしをしをしをします。ます。ます。ます。１つ１つ１つ１つ目目目目は、県職員のは、県職員のは、県職員のは、県職員のサーサーサーサービビビビス残ス残ス残ス残業が業が業が業が常態常態常態常態化しているのではないかと化しているのではないかと化しているのではないかと化しているのではないかと私私私私は理は理は理は理解解解解していますしていますしていますしていますが、そのが、そのが、そのが、その点点点点についてお聞きします。についてお聞きします。についてお聞きします。についてお聞きします。サーサーサーサービビビビス残ス残ス残ス残業についてお答業についてお答業についてお答業についてお答ええええします。します。します。します。○乾人事課長○乾人事課長○乾人事課長○乾人事課長先先先先ほどもほどもほどもほども述べ述べ述べ述べましたけれども、ましたけれども、ましたけれども、ましたけれども、時間外勤時間外勤時間外勤時間外勤務というものは職員務というものは職員務というものは職員務というものは職員みずみずみずみずからの判断によるものからの判断によるものからの判断によるものからの判断によるものではありませんでして、ではありませんでして、ではありませんでして、ではありませんでして、所属所属所属所属長をは長をは長をは長をはじじじじめとする管理監めとする管理監めとする管理監めとする管理監督督督督者が、真に者が、真に者が、真に者が、真に時間外勤時間外勤時間外勤時間外勤務が務が務が務が必要必要必要必要な職な職な職な職員に対して員に対して員に対して員に対して適切適切適切適切にににに命ず命ず命ず命ずるものであるとるものであるとるものであるとるものであると考え考え考え考えています。県としては、ています。県としては、ています。県としては、ています。県としては、時間外勤時間外勤時間外勤時間外勤務は事前に務は事前に務は事前に務は事前に命命命命令令令令する、する、する、する、命命命命令令令令したしたしたした時間外勤時間外勤時間外勤時間外勤務に対しては務に対しては務に対しては務に対しては適切適切適切適切にににに超過勤超過勤超過勤超過勤務務務務手当手当手当手当を支給するということをを支給するということをを支給するということをを支給するということをややややっっっっていまして、いわていまして、いわていまして、いわていまして、いわゆゆゆゆるるるるサーサーサーサービビビビス残ス残ス残ス残業はないと認業はないと認業はないと認業はないと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。以上以上以上以上です。です。です。です。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、証拠証拠証拠証拠等を出して、総等を出して、総等を出して、総等を出して、総括括括括では質では質では質では質問問問問をしたいとをしたいとをしたいとをしたいと思思思思っています。っています。っています。っています。○阪口委員○阪口委員○阪口委員○阪口委員以以以以前、前、前、前、読読読読売売売売新聞にこのような新聞にこのような新聞にこのような新聞にこのような記記記記事が事が事が事が掲載掲載掲載掲載されています。奈良県がされています。奈良県がされています。奈良県がされています。奈良県が非常勤非常勤非常勤非常勤嘱託嘱託嘱託嘱託職員の職員の職員の職員の女女女女性性性性に対して、２０１４年４月９日から６月１８日のに対して、２０１４年４月９日から６月１８日のに対して、２０１４年４月９日から６月１８日のに対して、２０１４年４月９日から６月１８日の間間間間に、計約３に、計約３に、計約３に、計約３時間時間時間時間分の分の分の分の時間外時間外時間外時間外労労労労働働働働のののの賃賃賃賃金、金、金、金、約３，５００円を約３，５００円を約３，５００円を約３，５００円を未未未未払払払払いだったという。そのことについて、いだったという。そのことについて、いだったという。そのことについて、いだったという。そのことについて、労労労労働基働基働基働基準準準準監監監監督督督督署署署署が知事とが知事とが知事とが知事と当時当時当時当時の県中の県中の県中の県中央央央央こどもこどもこどもこども家庭相家庭相家庭相家庭相談談談談セセセセンンンンタタタターーーーのののの幹幹幹幹部ら３部ら３部ら３部ら３人人人人をををを労労労労働基働基働基働基準法違反準法違反準法違反準法違反の疑いでの疑いでの疑いでの疑いで書書書書類送検類送検類送検類送検をしてをしてをしてをして
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いたということが報道されていますが、そういう事実はあるのでしいたということが報道されていますが、そういう事実はあるのでしいたということが報道されていますが、そういう事実はあるのでしいたということが報道されていますが、そういう事実はあるのでしょょょょうか。うか。うか。うか。そういう新聞報道があった事実は承知しています。そういう新聞報道があった事実は承知しています。そういう新聞報道があった事実は承知しています。そういう新聞報道があった事実は承知しています。○乾人事課長○乾人事課長○乾人事課長○乾人事課長労労労労働基働基働基働基準法違反準法違反準法違反準法違反やややや、、、、サーサーサーサービビビビス残ス残ス残ス残業については社会業については社会業については社会業については社会的問的問的問的問題題題題になっていますので、になっていますので、になっていますので、になっていますので、○阪口委員○阪口委員○阪口委員○阪口委員このこのこのこの件件件件は総は総は総は総括括括括での質での質での質での質問問問問はしません。はしません。はしません。はしません。突突突突っっっっ込込込込んでんでんでんで違違違違うことでうことでうことでうことでサーサーサーサービビビビス残ス残ス残ス残業のことを質業のことを質業のことを質業のことを質問問問問しましましまします。す。す。す。２つ２つ２つ２つ目目目目の質の質の質の質問問問問ですが、県は、ですが、県は、ですが、県は、ですが、県は、現現現現在在在在、、、、夜夜夜夜のののの残残残残業を減らす方業を減らす方業を減らす方業を減らす方向向向向であると理であると理であると理であると理解解解解していますが、していますが、していますが、していますが、しかし、聞くところによると、しかし、聞くところによると、しかし、聞くところによると、しかし、聞くところによると、朝早朝早朝早朝早くくくく来来来来ていると。ていると。ていると。ていると。早朝早朝早朝早朝、７、７、７、７時時時時ごろごろごろごろ来来来来ているとているとているとていると私私私私のののの耳耳耳耳に入に入に入に入っていますが、そのっていますが、そのっていますが、そのっていますが、その点点点点についてはいかがでしについてはいかがでしについてはいかがでしについてはいかがでしょょょょうか。うか。うか。うか。退勤退勤退勤退勤管理の管理の管理の管理の徹底徹底徹底徹底によって、によって、によって、によって、朝早朝早朝早朝早くくくく来来来来ている職員がいるのではないかというている職員がいるのではないかというている職員がいるのではないかというている職員がいるのではないかという○乾人事課長○乾人事課長○乾人事課長○乾人事課長質質質質問問問問について、お答について、お答について、お答について、お答ええええします。します。します。します。柔軟柔軟柔軟柔軟なななな働働働働き方改き方改き方改き方改革革革革を支を支を支を支援援援援する取りする取りする取りする取り組み組み組み組みの一つとして、県として４月からの一つとして、県として４月からの一つとして、県として４月からの一つとして、県として４月からフフフフレレレレックスックスックスックスタタタタイイイイムムムム制制制制をををを導導導導入しています。入しています。入しています。入しています。今今今今まではまではまではまでは始始始始業は８業は８業は８業は８時半時半時半時半でしたけれども、でしたけれども、でしたけれども、でしたけれども、個人個人個人個人の事の事の事の事由由由由によって、によって、によって、によって、午午午午前７前７前７前７時時時時から１０から１０から１０から１０時時時時までのまでのまでのまでの間間間間で、職員の申告にで、職員の申告にで、職員の申告にで、職員の申告に基基基基づき、業務に支障がないづき、業務に支障がないづき、業務に支障がないづき、業務に支障がない範囲範囲範囲範囲という前という前という前という前提提提提ががががつきますけれども、その中でつきますけれども、その中でつきますけれども、その中でつきますけれども、その中で自由自由自由自由にににに割割割割りりりり振振振振れることになっています。れることになっています。れることになっています。れることになっています。例え例え例え例えばばばば通勤ラッ通勤ラッ通勤ラッ通勤ラッシュシュシュシュをををを避避避避けるために、けるために、けるために、けるために、生生生生活ス活ス活ス活スタタタタイルイルイルイルに合わせて、に合わせて、に合わせて、に合わせて、個人的個人的個人的個人的な理な理な理な理由由由由でででで早早早早くくくく来来来来られている方もあるかられている方もあるかられている方もあるかられている方もあるかとととと考え考え考え考えています。なお、ています。なお、ています。なお、ています。なお、所属所属所属所属長によって、長によって、長によって、長によって、早朝早朝早朝早朝から業務をから業務をから業務をから業務を命じ命じ命じ命じられた者については、られた者については、られた者については、られた者については、当然当然当然当然時間外勤時間外勤時間外勤時間外勤務として処理されるものであると認務として処理されるものであると認務として処理されるものであると認務として処理されるものであると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。以上以上以上以上です。です。です。です。私私私私の理の理の理の理解解解解とはとはとはとは少少少少しししし違違違違いまして、聞くところによると、いまして、聞くところによると、いまして、聞くところによると、いまして、聞くところによると、朝早朝早朝早朝早くくくく来来来来て、て、て、て、カーカーカーカードドドドもももも○阪口委員○阪口委員○阪口委員○阪口委員通通通通さないと、そういうことが行われているさないと、そういうことが行われているさないと、そういうことが行われているさないと、そういうことが行われている課課課課もあると聞いていますが。きちんともあると聞いていますが。きちんともあると聞いていますが。きちんともあると聞いていますが。きちんと残残残残業につ業につ業につ業についていていていて守守守守っているっているっているっている課課課課もあるかともあるかともあるかともあるかと思思思思いますけれども、いますけれども、いますけれども、いますけれども、私自私自私自私自身身身身が、が、が、が、朝朝朝朝７７７７時時時時にににに来来来来て、実て、実て、実て、実態態態態はははは大体大体大体大体把把把把握握握握しています。しています。しています。しています。朝早朝早朝早朝早くくくく来来来来ても、ても、ても、ても、涼涼涼涼しいわけではないのです。しいわけではないのです。しいわけではないのです。しいわけではないのです。私私私私は、は、は、は、夏夏夏夏の、の、の、の、朝朝朝朝７７７７時時時時にににに来来来来ましましましましたけれど、たけれど、たけれど、たけれど、物物物物すごくすごくすごくすごく暑暑暑暑いです。いです。いです。いです。朝朝朝朝、、、、働働働働いていてもいていてもいていてもいていてもクーラークーラークーラークーラーも入っていないし、も入っていないし、も入っていないし、も入っていないし、朝朝朝朝だからだからだからだから楽楽楽楽だということはだということはだということはだということは感感感感じじじじないのですけれども、そのあたりの健康管理について、もうないのですけれども、そのあたりの健康管理について、もうないのですけれども、そのあたりの健康管理について、もうないのですけれども、そのあたりの健康管理について、もう少少少少しわかしわかしわかしわかればお聞かせください。ればお聞かせください。ればお聞かせください。ればお聞かせください。今今今今の質の質の質の質問問問問のののの趣旨趣旨趣旨趣旨は、は、は、は、朝早朝早朝早朝早くくくく来来来来たらたらたらたら涼涼涼涼しくないけれど、どういう健康管理をしくないけれど、どういう健康管理をしくないけれど、どういう健康管理をしくないけれど、どういう健康管理を○乾人事課長○乾人事課長○乾人事課長○乾人事課長しているかというしているかというしているかというしているかという趣旨趣旨趣旨趣旨でしでしでしでしょょょょうか。うか。うか。うか。そうです。そうです。そうです。そうです。○阪口委員○阪口委員○阪口委員○阪口委員 従前、７月、８月は県従前、７月、８月は県従前、７月、８月は県従前、７月、８月は県庁庁庁庁一一一一斉斉斉斉ににににササササママママーーーータタタタイムイムイムイムということでしたけれども、ということでしたけれども、ということでしたけれども、ということでしたけれども、○乾人事課長○乾人事課長○乾人事課長○乾人事課長今今今今年度は、年度は、年度は、年度は、フフフフレレレレックスックスックスックスタタタタイムイムイムイム制制制制をををを導導導導入したこともありまして、入したこともありまして、入したこともありまして、入したこともありまして、朝型朝型朝型朝型勤勤勤勤務を推務を推務を推務を推奨奨奨奨というというというという形形形形にににに変変変変ええええました。そこはまさにました。そこはまさにました。そこはまさにました。そこはまさに個人個人個人個人のののの生生生生活ス活ス活ス活スタタタタイルイルイルイルに合わせてに合わせてに合わせてに合わせて自由自由自由自由ににににフフフフレレレレックスックスックスックスタタタタイムイムイムイムをををを活活活活用用用用
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してしてしてしてややややっていただくということで、っていただくということで、っていただくということで、っていただくということで、暑暑暑暑がりの方もおられれば、がりの方もおられれば、がりの方もおられれば、がりの方もおられれば、寒寒寒寒がりの方もおられて、全がりの方もおられて、全がりの方もおられて、全がりの方もおられて、全般般般般的的的的に、に、に、に、ややややはり、はり、はり、はり、夏夏夏夏はははは朝朝朝朝がががが涼涼涼涼しいのかというところで、そういう取りしいのかというところで、そういう取りしいのかというところで、そういう取りしいのかというところで、そういう取り組み組み組み組みをしたところでをしたところでをしたところでをしたところです。す。す。す。 私私私私が申しが申しが申しが申し上げ上げ上げ上げたいのは、職員がたいのは、職員がたいのは、職員がたいのは、職員が働働働働くときにくときにくときにくときにクーラークーラークーラークーラーも入っていないも入っていないも入っていないも入っていない状態状態状態状態でででで能能能能○阪口委員○阪口委員○阪口委員○阪口委員率が率が率が率が上上上上がるのかと。もうがるのかと。もうがるのかと。もうがるのかと。もう少少少少し職員の健康管理をし職員の健康管理をし職員の健康管理をし職員の健康管理を大大大大事にして、事にして、事にして、事にして、朝朝朝朝でもでもでもでもクーラークーラークーラークーラーを入れる、５を入れる、５を入れる、５を入れる、５時時時時をををを過過過過ぎぎぎぎてもてもてもてもクーラークーラークーラークーラーを入れるなど、を入れるなど、を入れるなど、を入れるなど、私私私私は議員ですので、議員がは議員ですので、議員がは議員ですので、議員がは議員ですので、議員が来来来来たときはたときはたときはたときは涼涼涼涼しいわけでしいわけでしいわけでしいわけです。でも、５す。でも、５す。でも、５す。でも、５時何時何時何時何分になったら分になったら分になったら分になったらクーラークーラークーラークーラーがががが切切切切れる。そのれる。そのれる。そのれる。その後後後後、、、、働働働働くわけで、くわけで、くわけで、くわけで、早朝早朝早朝早朝でもでもでもでも残残残残業で業で業で業でもももも結結結結構構構構、、、、暑暑暑暑いのといのといのといのと違違違違うかと危うかと危うかと危うかと危惧惧惧惧しています。しています。しています。しています。残残残残業については、業については、業については、業については、ややややはり業務はり業務はり業務はり業務量量量量を減らさないを減らさないを減らさないを減らさないと、と、と、と、仕仕仕仕事はこなさないといけない、そうしたら、事はこなさないといけない、そうしたら、事はこなさないといけない、そうしたら、事はこなさないといけない、そうしたら、必ず必ず必ず必ず朝朝朝朝来来来来てもらわないとてもらわないとてもらわないとてもらわないと困困困困るし、るし、るし、るし、持持持持ちちちち帰帰帰帰りりりり残残残残業をしないと業をしないと業をしないと業をしないと仕仕仕仕事をこなせませんので、そのあたりについては、ここで発言をしても、事をこなせませんので、そのあたりについては、ここで発言をしても、事をこなせませんので、そのあたりについては、ここで発言をしても、事をこなせませんので、そのあたりについては、ここで発言をしても、業務業務業務業務量量量量とのとのとのとの兼兼兼兼ねねねね合いで合いで合いで合いで残残残残業のことを業のことを業のことを業のことを勘案勘案勘案勘案するするするする必要必要必要必要がありますので、知事に質がありますので、知事に質がありますので、知事に質がありますので、知事に質問問問問します。します。します。します。３つ３つ３つ３つ目目目目は、３５歳のは、３５歳のは、３５歳のは、３５歳の砂砂砂砂防・災防・災防・災防・災害害害害対対対対策課策課策課策課の県職員がの県職員がの県職員がの県職員が自自自自殺殺殺殺した事した事した事した事案案案案と関と関と関と関連連連連しますが、職員がしますが、職員がしますが、職員がしますが、職員がメンメンメンメンタタタタル面ル面ル面ル面でででで悩悩悩悩んだときに、んだときに、んだときに、んだときに、産産産産業業業業医医医医とのとのとのとの面談面談面談面談があるとがあるとがあるとがあると思思思思いますが、いますが、いますが、いますが、面談面談面談面談をすると、事をすると、事をすると、事をすると、事後措後措後措後措置置置置実実実実施施施施報告報告報告報告書書書書をををを産産産産業業業業医医医医は出すと。その報告は出すと。その報告は出すと。その報告は出すと。その報告書書書書がどのようにがどのようにがどのようにがどのように生生生生かされているのか、かされているのか、かされているのか、かされているのか、提提提提言が言が言が言が反反反反映映映映されているのか、お聞かせください。されているのか、お聞かせください。されているのか、お聞かせください。されているのか、お聞かせください。阪口委員がお阪口委員がお阪口委員がお阪口委員がお述べ述べ述べ述べのように、のように、のように、のように、過重過重過重過重労労労労働働働働によりまして、によりまして、によりまして、によりまして、脳脳脳脳やややや○小槻総務厚生センター所長○小槻総務厚生センター所長○小槻総務厚生センター所長○小槻総務厚生センター所長心臓心臓心臓心臓のののの疾患疾患疾患疾患、、、、精神精神精神精神性性性性疾患疾患疾患疾患などの健康障などの健康障などの健康障などの健康障害害害害をををを防止防止防止防止するために、するために、するために、するために、産産産産業業業業医医医医によるによるによるによる面接指面接指面接指面接指導導導導を行っを行っを行っを行っています。長ています。長ています。長ています。長時間勤時間勤時間勤時間勤務のあった職員で、務のあった職員で、務のあった職員で、務のあった職員で、産産産産業業業業医医医医がががが面接指面接指面接指面接指導導導導を行った者については、職員本を行った者については、職員本を行った者については、職員本を行った者については、職員本人人人人に対する保健に対する保健に対する保健に対する保健指指指指導導導導とともに、とともに、とともに、とともに、所属所属所属所属長に対して長に対して長に対して長に対して面接指面接指面接指面接指導導導導のののの結果結果結果結果と職員の健康を保と職員の健康を保と職員の健康を保と職員の健康を保持持持持するたするたするたするためにめにめにめに必要必要必要必要なななな措置措置措置措置に関するに関するに関するに関する意意意意見を見を見を見を記載記載記載記載した報告した報告した報告した報告書書書書をををを通通通通知しています。知しています。知しています。知しています。所属所属所属所属長はこれを長はこれを長はこれを長はこれを受受受受けまけまけまけまして、職員のして、職員のして、職員のして、職員の執執執執務務務務状況状況状況状況の改の改の改の改善善善善などの健康障などの健康障などの健康障などの健康障害害害害のののの予防予防予防予防に取りに取りに取りに取り組む組む組む組むことになります。また、そことになります。また、そことになります。また、そことになります。また、そのののの内内内内容容容容については、事については、事については、事については、事後措置後措置後措置後措置実実実実施施施施報告報告報告報告書書書書によりまして、部局のによりまして、部局のによりまして、部局のによりまして、部局の組組組組織織織織・人・人・人・人事管理事管理事管理事管理責任責任責任責任者、総者、総者、総者、総務務務務厚生セ厚生セ厚生セ厚生センンンンタタタター所ー所ー所ー所長及び長及び長及び長及び産産産産業業業業医医医医に報告することにしています。に報告することにしています。に報告することにしています。に報告することにしています。以上以上以上以上です。です。です。です。４つ４つ４つ４つ目目目目、、、、最後最後最後最後ですが、ですが、ですが、ですが、先先先先般の般の般の般の砂砂砂砂防・災防・災防・災防・災害害害害対対対対策課策課策課策課の職員がの職員がの職員がの職員が自自自自殺殺殺殺した事した事した事した事案案案案では、では、では、では、○阪口委員○阪口委員○阪口委員○阪口委員遺族遺族遺族遺族がどういうがどういうがどういうがどういう状態状態状態状態でででで亡亡亡亡くなったのか、県でのくなったのか、県でのくなったのか、県でのくなったのか、県での勤勤勤勤務務務務状態状態状態状態を聞きたいというを聞きたいというを聞きたいというを聞きたいという要望要望要望要望があって、があって、があって、があって、県はその県はその県はその県はその要望要望要望要望にににに即即即即して報告して報告して報告して報告書書書書等を等を等を等を作作作作成されて成されて成されて成されて遺族遺族遺族遺族にににに渡渡渡渡されたとされたとされたとされたと伺伺伺伺っています。それはそれっています。それはそれっています。それはそれっています。それはそれで、していただいたと理で、していただいたと理で、していただいたと理で、していただいたと理解解解解はしていますが、報告はしていますが、報告はしていますが、報告はしていますが、報告書書書書を見まして、県のを見まして、県のを見まして、県のを見まして、県の担当担当担当担当者だけでの者だけでの者だけでの者だけでの調調調調査査査査ですので、ですので、ですので、ですので、ややややはりはりはりはり掘掘掘掘りりりり下げ下げ下げ下げがががが少少少少し足りないのではないかと。どこのし足りないのではないかと。どこのし足りないのではないかと。どこのし足りないのではないかと。どこの自自自自治治治治体体体体でもでもでもでも生生生生徒徒徒徒等の等の等の等の自自自自殺殺殺殺のときは第のときは第のときは第のときは第三三三三者機関の者機関の者機関の者機関の設置設置設置設置等を行われているわけですので、そういう発等を行われているわけですので、そういう発等を行われているわけですので、そういう発等を行われているわけですので、そういう発想想想想はないのか、はないのか、はないのか、はないのか、あるのか、それがいいのかどうかわかりませんが、そのあたりについてお聞かせください。あるのか、それがいいのかどうかわかりませんが、そのあたりについてお聞かせください。あるのか、それがいいのかどうかわかりませんが、そのあたりについてお聞かせください。あるのか、それがいいのかどうかわかりませんが、そのあたりについてお聞かせください。



---- 11114444 ----

今回今回今回今回のののの調調調調査についての査についての査についての査についての考え考え考え考え方について、お答方について、お答方について、お答方について、お答ええええします。します。します。します。○乾人事課長○乾人事課長○乾人事課長○乾人事課長阪口委員がお阪口委員がお阪口委員がお阪口委員がお述べ述べ述べ述べのとおり、ごのとおり、ごのとおり、ごのとおり、ご遺族遺族遺族遺族からのからのからのからの要望要望要望要望におにおにおにお応え応え応え応えをするをするをするをする形形形形で、で、で、で、自自自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方の方の方の方の勤勤勤勤務の務の務の務の状況や状況や状況や状況や、職、職、職、職場場場場ののののパパパパワーワーワーワーハハハハラスラスラスラスメントのメントのメントのメントの有有有有無無無無についてについてについてについて調調調調査を行ったところです。査を行ったところです。査を行ったところです。査を行ったところです。調調調調査に査に査に査に際際際際しては、しては、しては、しては、勤勤勤勤務の務の務の務の状況状況状況状況は、出は、出は、出は、出勤勤勤勤簿簿簿簿などのなどのなどのなどの客客客客観的観的観的観的ななななデデデデーーーータタタタにににに基基基基づき、関係職員からのづき、関係職員からのづき、関係職員からのづき、関係職員からの聞き取りは、正確な事実の聞き取りは、正確な事実の聞き取りは、正確な事実の聞き取りは、正確な事実の把握把握把握把握やややや率率率率直直直直なななな意意意意見見見見聴聴聴聴取のために、取のために、取のために、取のために、誰誰誰誰が言ったか、名前はが言ったか、名前はが言ったか、名前はが言ったか、名前は公公公公表表表表ししししないことを前ないことを前ないことを前ないことを前提提提提にににに調調調調査を行ったところです。また、聞き取り項査を行ったところです。また、聞き取り項査を行ったところです。また、聞き取り項査を行ったところです。また、聞き取り項目目目目に差異がに差異がに差異がに差異が生生生生じじじじることがなることがなることがなることがないよう、いよう、いよう、いよう、ヒヒヒヒアアアアリリリリンンンンググググ項項項項目目目目もももも統統統統一し、一し、一し、一し、ヒヒヒヒアアアアリリリリンンンンググググを行う職員もを行う職員もを行う職員もを行う職員も限限限限定した定した定した定した上上上上で、ありのままをで、ありのままをで、ありのままをで、ありのままを伝伝伝伝ええええるために、聞き取ったるために、聞き取ったるために、聞き取ったるために、聞き取った内内内内容容容容そのままをそのままをそのままをそのままを記記記記録録録録としてとしてとしてとして調調調調査報告としたところで、査報告としたところで、査報告としたところで、査報告としたところで、去去去去る９月る９月る９月る９月１５日にご１５日にご１５日にご１５日にご遺族遺族遺族遺族に報告したところです。県として、に報告したところです。県として、に報告したところです。県として、に報告したところです。県として、今回今回今回今回のののの調調調調査において、一定の事実査において、一定の事実査において、一定の事実査において、一定の事実把握把握把握把握はできたとはできたとはできたとはできたと考え考え考え考えているところで、ているところで、ているところで、ているところで、先先先先ほどおほどおほどおほどお述べ述べ述べ述べのように、いのように、いのように、いのように、いじじじじめ等のめ等のめ等のめ等の際際際際の第の第の第の第三三三三者委員会等者委員会等者委員会等者委員会等をををを設設設設けるつもりはありません。けるつもりはありません。けるつもりはありません。けるつもりはありません。以上以上以上以上です。です。です。です。最初最初最初最初に申しに申しに申しに申し上げ上げ上げ上げましたように、きましたように、きましたように、きましたように、きょょょょうはうはうはうは担当担当担当担当者に質者に質者に質者に質問問問問をして、この４をして、この４をして、この４をして、この４点点点点につにつにつにつ○阪口委員○阪口委員○阪口委員○阪口委員いては、総いては、総いては、総いては、総括括括括で知事に質で知事に質で知事に質で知事に質問問問問いたしますので、よろしくお願いします。いたしますので、よろしくお願いします。いたしますので、よろしくお願いします。いたしますので、よろしくお願いします。以上以上以上以上です。です。です。です。ままままず最初ず最初ず最初ず最初に、総務部に、に、総務部に、に、総務部に、に、総務部に、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運運運運用用用用状況状況状況状況についてについてについてについて伺伺伺伺います。います。います。います。○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員現現現現在在在在県では、県では、県では、県では、適適適適用用用用施設施設施設施設がどのようになっているのかということと、がどのようになっているのかということと、がどのようになっているのかということと、がどのようになっているのかということと、財財財財界界界界などがこのなどがこのなどがこのなどがこの導導導導入入入入当時当時当時当時にににに官官官官業開業開業開業開放放放放、４０、４０、４０、４０兆兆兆兆円の円の円の円のビビビビジネジネジネジネスチスチスチスチャャャャンンンンススススということで、ということで、ということで、ということで、歓迎歓迎歓迎歓迎をされていました。をされていました。をされていました。をされていました。自自自自治治治治体体体体ももももココココスススストトトト削削削削減ということを減ということを減ということを減ということを大大大大きなきなきなきな目的目的目的目的にしてきたとにしてきたとにしてきたとにしてきたと思思思思います。しかし、本います。しかし、本います。しかし、本います。しかし、本来公来公来公来公共共共共サーサーサーサービビビビススススはははは住民住民住民住民福祉福祉福祉福祉の増進に資するの増進に資するの増進に資するの増進に資する目的目的目的目的であり、であり、であり、であり、利利利利益益益益追追追追求求求求とはとはとはとは相容相容相容相容れないものがあるとれないものがあるとれないものがあるとれないものがあると思思思思いまいまいまいます。特にす。特にす。特にす。特に指指指指定管理定管理定管理定管理施設施設施設施設のののの労労労労働働働働者から者から者から者から過重過重過重過重労労労労働や働や働や働や不不不不払払払払いいいい残残残残業、業、業、業、賃賃賃賃金の金の金の金の削削削削減といったことで減といったことで減といったことで減といったことで労労労労働働働働環境環境環境環境の改の改の改の改善善善善をををを求求求求めるめるめるめる声声声声がががが届届届届いています。総務いています。総務いています。総務いています。総務省省省省においても、においても、においても、においても、低低低低賃賃賃賃金金金金や非や非や非や非正正正正規規規規化、化、化、化、官製官製官製官製ワワワワーキーキーキーキンンンングプグプグプグプアアアアをををを生生生生みみみみ出しているということで出しているということで出しているということで出しているということで警警警警鐘鐘鐘鐘をををを鳴鳴鳴鳴らし、らし、らし、らし、制制制制度の度の度の度の適適適適正な正な正な正な運運運運用を用を用を用を求求求求めてきめてきめてきめてきたところであるとたところであるとたところであるとたところであると思思思思います。います。います。います。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運運運運用に用に用に用に当当当当たっては、たっては、たっては、たっては、ココココスススストのトのトのトの面面面面だけではなく、だけではなく、だけではなく、だけではなく、住民住民住民住民にとってよいにとってよいにとってよいにとってよいサーサーサーサービビビビススススのののの提提提提供がされているのかを供がされているのかを供がされているのかを供がされているのかを評価評価評価評価しなくてはならないとしなくてはならないとしなくてはならないとしなくてはならないと同時同時同時同時に、に、に、に、労労労労働働働働者の者の者の者の労労労労働働働働条条条条件件件件などをなどをなどをなどを把握把握把握把握して、して、して、して、適切適切適切適切なななな運運運運用であるか用であるか用であるか用であるかチェックチェックチェックチェックしなくてはならないとしなくてはならないとしなくてはならないとしなくてはならないと思思思思いますが、このいますが、このいますが、このいますが、この点点点点、県と、県と、県と、県としては、しては、しては、しては、モモモモニタニタニタニタリリリリンンンンググググをどのように行っているのでしをどのように行っているのでしをどのように行っているのでしをどのように行っているのでしょょょょうか。奈良県ではうか。奈良県ではうか。奈良県ではうか。奈良県では公公公公契契契契約約約約条条条条例例例例がががが施施施施行されていますが、これはどのように行されていますが、これはどのように行されていますが、これはどのように行されていますが、これはどのように生生生生かされているのか、おかされているのか、おかされているのか、おかされているのか、お伺伺伺伺いしたいといしたいといしたいといしたいと思思思思います。います。います。います。ままままずずずず、本県におけます、本県におけます、本県におけます、本県におけます指指指指定管理の定管理の定管理の定管理の状況状況状況状況についてでについてでについてでについてで○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す。す。す。す。指指指指定管理者定管理者定管理者定管理者制制制制度については、度については、度については、度については、公公公公のののの施設施設施設施設に対しての管理に対しての管理に対しての管理に対しての管理手手手手法法法法の一つとして地方の一つとして地方の一つとして地方の一つとして地方自自自自治治治治法法法法に定に定に定に定
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められたものであり、められたものであり、められたものであり、められたものであり、現現現現在在在在県では県では県では県では公公公公のののの施設施設施設施設が９３ありますが、そのうち３４のが９３ありますが、そのうち３４のが９３ありますが、そのうち３４のが９３ありますが、そのうち３４の施設施設施設施設においにおいにおいにおいてててて指指指指定管理者定管理者定管理者定管理者制制制制度を度を度を度を導導導導入しています。入しています。入しています。入しています。指指指指定管理者定管理者定管理者定管理者制制制制度については、山村委員がお度については、山村委員がお度については、山村委員がお度については、山村委員がお述べ述べ述べ述べのとおり、１のとおり、１のとおり、１のとおり、１点点点点はははは利利利利用者用者用者用者へへへへののののサーサーサーサービビビビススススのののの向上向上向上向上、それから、よりよい、それから、よりよい、それから、よりよい、それから、よりよい効効効効率率率率的的的的なななな施設運営施設運営施設運営施設運営を実を実を実を実現現現現することをすることをすることをすることを目的目的目的目的として、として、として、として、民間民間民間民間事業者の事業者の事業者の事業者のノウハウノウハウノウハウノウハウをををを生生生生かすことをかすことをかすことをかすことを目的目的目的目的としてとしてとしてとして導導導導入しているものであり、本県においてもその入しているものであり、本県においてもその入しているものであり、本県においてもその入しているものであり、本県においてもその導導導導入を入を入を入を進めているところです。進めているところです。進めているところです。進めているところです。既既既既にににに指指指指定管理者定管理者定管理者定管理者制制制制度が度が度が度が導導導導入されている入されている入されている入されている施設施設施設施設については、については、については、については、指指指指定管理定管理定管理定管理者を者を者を者を指指指指定した定した定した定した後後後後、、、、期間期間期間期間中は中は中は中は任任任任せきりということではなく、県としてもそのせきりということではなく、県としてもそのせきりということではなく、県としてもそのせきりということではなく、県としてもその期間期間期間期間中によりよ中によりよ中によりよ中によりよいいいい運営運営運営運営改改改改善善善善につなにつなにつなにつなげげげげていきたいというていきたいというていきたいというていきたいという思思思思いから、いから、いから、いから、運営運営運営運営管理管理管理管理状況状況状況状況をををを把握把握把握把握するようにしていまするようにしていまするようにしていまするようにしています。す。す。す。具体的具体的具体的具体的には、には、には、には、施設施設施設施設のののの所所所所管管管管課課課課とととと指指指指定管理者定管理者定管理者定管理者間間間間でででで毎毎毎毎月定月定月定月定例的例的例的例的な会議を開な会議を開な会議を開な会議を開催催催催していただき、していただき、していただき、していただき、業務業務業務業務履履履履行の行の行の行の状況状況状況状況を確認したを確認したを確認したを確認した上上上上で、で、で、で、運営運営運営運営改改改改善善善善にににに必要必要必要必要な取りな取りな取りな取り組み組み組み組みの方の方の方の方策策策策についてについてについてについて意意意意見交見交見交見交換換換換をしをしをしをしていただくとともに、さらに、この会議には、年２ていただくとともに、さらに、この会議には、年２ていただくとともに、さらに、この会議には、年２ていただくとともに、さらに、この会議には、年２回回回回ですけれども、ですけれども、ですけれども、ですけれども、フフフファシァシァシァシリリリリティティティティマネジマネジマネジマネジメント室もメント室もメント室もメント室も参参参参加加加加したしたしたした上上上上で、さらなるで、さらなるで、さらなるで、さらなる運営運営運営運営改改改改善善善善にににに向向向向けたけたけたけた意意意意見交見交見交見交換換換換等を実等を実等を実等を実施施施施しています。このしています。このしています。このしています。このように、ように、ように、ように、指指指指定管理者の定管理者の定管理者の定管理者の当当当当事者事者事者事者間間間間でのでのでのでのモモモモニタニタニタニタリリリリンンンンググググにににに加え加え加え加えまして、平成２７年度からは、まして、平成２７年度からは、まして、平成２７年度からは、まして、平成２７年度からは、外外外外部部部部有有有有識識識識者で者で者で者で構構構構成します成します成します成します指指指指定管理者定管理者定管理者定管理者制制制制度度度度運営評価運営評価運営評価運営評価委員会を知事の委員会を知事の委員会を知事の委員会を知事の附附附附属属属属機関として機関として機関として機関として設置設置設置設置して、して、して、して、指指指指定管理者による定管理者による定管理者による定管理者による自自自自己己己己評価評価評価評価、それに対する、それに対する、それに対する、それに対する施設所施設所施設所施設所管管管管課課課課のののの評価評価評価評価をををを踏踏踏踏ままままええええたたたた上上上上で、で、で、で、外外外外部委員会部委員会部委員会部委員会による第による第による第による第三三三三者者者者評価評価評価評価をしていただき、そのをしていただき、そのをしていただき、そのをしていただき、その結果結果結果結果をををを次次次次年度年度年度年度以以以以降降降降のののの運営運営運営運営改改改改善善善善につなにつなにつなにつなげげげげていくことていくことていくことていくこととしています。としています。としています。としています。さらに、山村委員からごさらに、山村委員からごさらに、山村委員からごさらに、山村委員からご指摘指摘指摘指摘のありました、のありました、のありました、のありました、指指指指定管理者において定管理者において定管理者において定管理者において雇雇雇雇用されている用されている用されている用されている労労労労働働働働者者者者の方のの方のの方のの方の条条条条件件件件等について、等について、等について、等について、指指指指定管理者定管理者定管理者定管理者制制制制度において、県と度において、県と度において、県と度において、県と指指指指定管理者との定管理者との定管理者との定管理者との間間間間でででで締締締締結結結結しますしますしますします協協協協定は、定は、定は、定は、公公公公契契契契約約約約条条条条例例例例にににに基基基基づき、づき、づき、づき、公公公公契契契契約と定約と定約と定約と定義義義義されているところです。したがいまして、されているところです。したがいまして、されているところです。したがいまして、されているところです。したがいまして、指指指指定定定定管理者に対しては、管理者に対しては、管理者に対しては、管理者に対しては、公公公公契契契契約約約約条条条条例例例例にににに基基基基づき、づき、づき、づき、適適適適正な正な正な正な労労労労働働働働条条条条件件件件の確保がの確保がの確保がの確保が当然図当然図当然図当然図られるられるられるられるべべべべきものきものきものきものとととと考え考え考え考えているところです。ているところです。ているところです。ているところです。以上以上以上以上です。です。です。です。言われましたように、言われましたように、言われましたように、言われましたように、公公公公契契契契約約約約条条条条例例例例にうたわれていますにうたわれていますにうたわれていますにうたわれています賃賃賃賃金金金金やややや社会保障の社会保障の社会保障の社会保障の問問問問題題題題、、、、○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員そういうそういうそういうそういう点点点点でのでのでのでのチェックチェックチェックチェックが入るということですが入るということですが入るということですが入るということですねねねね。。。。例え例え例え例えばばばば賃賃賃賃金の不金の不金の不金の不払払払払いがあるなど社会いがあるなど社会いがあるなど社会いがあるなど社会的的的的にににに問問問問題題題題となるとなるとなるとなる違反違反違反違反行行行行為為為為があるがあるがあるがある場場場場合については、合については、合については、合については、是是是是正されることになるわけです正されることになるわけです正されることになるわけです正されることになるわけですねねねね。。。。公公公公契契契契約約約約条条条条例例例例の中の中の中の中身身身身ですけれども、この中でもとりですけれども、この中でもとりですけれども、この中でもとりですけれども、この中でもとり○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わけわけわけわけ規規規規模模模模のののの大大大大きい特定きい特定きい特定きい特定公公公公契契契契約と呼ばれるものについては、約と呼ばれるものについては、約と呼ばれるものについては、約と呼ばれるものについては、今今今今おおおお述べ述べ述べ述べのように、のように、のように、のように、労労労労働働働働者者者者へへへへのののの賃賃賃賃金の支金の支金の支金の支払払払払いのいのいのいの状況状況状況状況、社会保、社会保、社会保、社会保険険険険等等等等へへへへのののの加加加加入の入の入の入の状況状況状況状況等について、定等について、定等について、定等について、定期的期的期的期的に報告をいただくに報告をいただくに報告をいただくに報告をいただく仕仕仕仕組み組み組み組みとなっていることから、となっていることから、となっていることから、となっていることから、労労労労働働働働条条条条件件件件はそういう報告をはそういう報告をはそういう報告をはそういう報告を通じ通じ通じ通じて管理されていくものとて管理されていくものとて管理されていくものとて管理されていくもの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。



---- 11116666 ----

公公公公契契契契約約約約条条条条例例例例で言われていますで言われていますで言われていますで言われています条条条条件件件件がががが幾幾幾幾つかありますけれども、つかありますけれども、つかありますけれども、つかありますけれども、例え例え例え例えばばばば契契契契約金約金約金約金○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員額などでの額などでの額などでの額などでの制制制制限限限限ですが、ですが、ですが、ですが、今今今今言われました３４言われました３４言われました３４言われました３４施設施設施設施設が全部が全部が全部が全部適適適適用になるのかどうか、その用になるのかどうか、その用になるのかどうか、その用になるのかどうか、その点点点点ははははいかがですか。いかがですか。いかがですか。いかがですか。 既既既既にににに指指指指定管理者定管理者定管理者定管理者制制制制度が度が度が度が導導導導入されています３４入されています３４入されています３４入されています３４施設施設施設施設○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の全てが特定の全てが特定の全てが特定の全てが特定公公公公契契契契約の対約の対約の対約の対象象象象となるものではありません。特定となるものではありません。特定となるものではありません。特定となるものではありません。特定公公公公契契契契約の対約の対約の対約の対象象象象となるもののとなるもののとなるもののとなるものの条条条条件件件件としては、としては、としては、としては、契契契契約の金額が３，０００万円約の金額が３，０００万円約の金額が３，０００万円約の金額が３，０００万円以上以上以上以上かつかつかつかつ建物建物建物建物のののの維維維維持持持持管理等の業務を管理等の業務を管理等の業務を管理等の業務を主主主主たる業務たる業務たる業務たる業務とするものとしており、一部のとするものとしており、一部のとするものとしており、一部のとするものとしており、一部の指指指指定管理者については、この対定管理者については、この対定管理者については、この対定管理者については、この対象象象象からはからはからはからは外外外外れるものです。れるものです。れるものです。れるものです。対対対対象象象象からからからから外外外外れるということになりましたら、県がれるということになりましたら、県がれるということになりましたら、県がれるということになりましたら、県が労労労労働働働働者の実者の実者の実者の実態態態態をををを把握把握把握把握するすするすするすするす○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員べべべべがないということになるのではないかとがないということになるのではないかとがないということになるのではないかとがないということになるのではないかと思思思思うのですけれども、うのですけれども、うのですけれども、うのですけれども、ややややはりはりはりはり公的公的公的公的ななななサーサーサーサービビビビススススをををを提提提提供する供する供する供する仕仕仕仕事ですので、県は管理者として、そこで事ですので、県は管理者として、そこで事ですので、県は管理者として、そこで事ですので、県は管理者として、そこで働働働働くくくく労労労労働働働働者の実者の実者の実者の実態態態態をををを把握把握把握把握しなくてはなしなくてはなしなくてはなしなくてはならないとらないとらないとらな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、その点点点点のののの是是是是正というか、しっかりと正というか、しっかりと正というか、しっかりと正というか、しっかりとややややっていただきたいとっていただきたいとっていただきたいとっていただきたいと思思思思うのうのうのうのですけれども、それはどうでしですけれども、それはどうでしですけれども、それはどうでしですけれども、それはどうでしょょょょうか。うか。うか。うか。山村委員がお山村委員がお山村委員がお山村委員がお述べ述べ述べ述べのように、特定のように、特定のように、特定のように、特定公公公公契契契契約の対約の対約の対約の対象象象象とととと○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ならないものについては、ならないものについては、ならないものについては、ならないものについては、先先先先ほど申しました事項の報告ほど申しました事項の報告ほど申しました事項の報告ほど申しました事項の報告義義義義務はありません。しかし、務はありません。しかし、務はありません。しかし、務はありません。しかし、指指指指定定定定管理者管理者管理者管理者制制制制度の度の度の度の協協協協定については、全て定については、全て定については、全て定については、全て公公公公契契契契約であるという認約であるという認約であるという認約であるという認識識識識のもと、のもと、のもと、のもと、当然当然当然当然そのそのそのその協協協協定を定を定を定を締締締締結結結結するするするする指指指指定管理者に対しては、社会定管理者に対しては、社会定管理者に対しては、社会定管理者に対しては、社会的的的的なななな責任責任責任責任をををを果果果果たしていただくというたしていただくというたしていただくというたしていただくという意意意意味味味味でのでのでのでの責任責任責任責任はあるはあるはあるはあるとととと思思思思いますので、県としてもそれをいますので、県としてもそれをいますので、県としてもそれをいますので、県としてもそれを踏踏踏踏ままままええええた対た対た対た対応応応応をしていきたいとをしていきたいとをしていきたいとをしていきたいと考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ででです。す。す。す。 わかりました。では、そのようにお願いします。わかりました。では、そのようにお願いします。わかりました。では、そのようにお願いします。わかりました。では、そのようにお願いします。○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員これはこれはこれはこれは今後今後今後今後のののの課課課課題題題題とととと思思思思っていることですけれども、県のっていることですけれども、県のっていることですけれども、県のっていることですけれども、県の公公公公契契契契約約約約条条条条例例例例は、は、は、は、賃賃賃賃金の金の金の金の面面面面ではではではでは最最最最低低低低賃賃賃賃金の金の金の金の設設設設定になっています。定になっています。定になっています。定になっています。最低最低最低最低賃賃賃賃金で、金で、金で、金で、フルフルフルフルタタタタイムイムイムイムでででで働働働働いても、いても、いても、いても、ワーキワーキワーキワーキンンンングプグプグプグプアアアアといといといというううう状況状況状況状況からはからはからはからは抜抜抜抜け出せないということで、年収２００万円け出せないということで、年収２００万円け出せないということで、年収２００万円け出せないということで、年収２００万円未未未未満満満満になるとになるとになるとになると思思思思うのです。そのうのです。そのうのです。そのうのです。その辺辺辺辺の見の見の見の見直直直直しがしがしがしが今後必要今後必要今後必要今後必要ではないかとではないかとではないかとではないかと思思思思います。います。います。います。例え例え例え例えばばばば公公公公契契契契約の約の約の約の契契契契約をされる約をされる約をされる約をされる場場場場合に、管理合に、管理合に、管理合に、管理運営運営運営運営費の費の費の費の経経経経費の費の費の費の積積積積算を算を算を算を人件人件人件人件費の費の費の費の基基基基準準準準について見について見について見について見直直直直すなどがすなどがすなどがすなどが今後必要今後必要今後必要今後必要ではないかとではないかとではないかとではないかと思思思思っていっていっていっていますので、これはますので、これはますので、これはますので、これは今後今後今後今後のののの課課課課題題題題にしていきたいとにしていきたいとにしていきたいとにしていきたいと思思思思います。います。います。います。次次次次に、に、に、に、西九条西九条西九条西九条佐佐佐佐保保保保線線線線のののの拡幅拡幅拡幅拡幅計計計計画画画画についてについてについてについて伺伺伺伺います。います。います。います。ＪＲＪＲＪＲＪＲ関関関関西線西線西線西線のののの高高高高架架架架化、化、化、化、済済済済生生生生会奈良会奈良会奈良会奈良病院病院病院病院前の前の前の前のＪＲＪＲＪＲＪＲ新新新新駅駅駅駅設置設置設置設置、、、、京京京京奈和奈和奈和奈和自動自動自動自動車車車車道奈良道奈良道奈良道奈良イイイインンンンタタタターーーーチェチェチェチェンジンジンジンジ設置設置設置設置、そこから、そこから、そこから、そこから大大大大宮宮宮宮通通通通りまでのりまでのりまでのりまでの西九条西九条西九条西九条佐佐佐佐保保保保線線線線の４の４の４の４車線車線車線車線化という４つの化という４つの化という４つの化という４つの大大大大がかりながかりながかりながかりな事業が計事業が計事業が計事業が計画画画画をされ、８年をされ、８年をされ、８年をされ、８年後後後後にはにはにはには完完完完成と聞いているのですが、このうちの成と聞いているのですが、このうちの成と聞いているのですが、このうちの成と聞いているのですが、このうちの西九条西九条西九条西九条佐佐佐佐保保保保線線線線につにつにつについていていていて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。います。います。います。



---- 11117777 ----

道道道道路路路路のののの整備整備整備整備によって、によって、によって、によって、現現現現在在在在のののの生生生生活活活活道道道道路路路路のののの利利利利用が用が用が用が制制制制限限限限されて、されて、されて、されて、住民住民住民住民の皆さんのの皆さんのの皆さんのの皆さんの生生生生活活活活に影に影に影に影響響響響がががが大大大大きく出る、不きく出る、不きく出る、不きく出る、不便便便便になると、になると、になると、になると、心心心心配配配配のののの声声声声がががが寄寄寄寄せられています。せられています。せられています。せられています。例え例え例え例えば、ば、ば、ば、三条添三条添三条添三条添川川川川大大大大宮線宮線宮線宮線のののの西西西西行き、行き、行き、行き、萬春堂萬春堂萬春堂萬春堂前の前の前の前の三条添三条添三条添三条添川川川川町町町町交差交差交差交差点点点点では、では、では、では、現現現現在在在在４方４方４方４方向向向向にににに自動自動自動自動車車車車のののの通通通通行が可行が可行が可行が可能能能能ですけれどですけれどですけれどですけれども、も、も、も、今後今後今後今後左折左折左折左折しかできなくなるのではないか、そのほか、しかできなくなるのではないか、そのほか、しかできなくなるのではないか、そのほか、しかできなくなるのではないか、そのほか、今今今今歩歩歩歩行者が行者が行者が行者が横横横横断できる交差断できる交差断できる交差断できる交差点点点点がががが幾幾幾幾つかありますけれども、これがつかありますけれども、これがつかありますけれども、これがつかありますけれども、これが横横横横断できなくなり、断できなくなり、断できなくなり、断できなくなり、相相相相当当当当のののの距離距離距離距離をををを迂迂迂迂回回回回しなくてはならなしなくてはならなしなくてはならなしなくてはならない。い。い。い。住民住民住民住民の方からは地の方からは地の方からは地の方からは地域域域域がががが東東東東西西西西に分断をされて、に分断をされて、に分断をされて、に分断をされて、移移移移動や動や動や動や地地地地域域域域ののののコミコミコミコミュニティュニティュニティュニティーーーー、交、交、交、交流流流流にもにもにもにも支障が出るという支障が出るという支障が出るという支障が出るという懸念懸念懸念懸念のののの声声声声がががが上上上上がっています。このがっています。このがっています。このがっています。この点点点点について、県の認について、県の認について、県の認について、県の認識識識識はいかがか、まはいかがか、まはいかがか、まはいかがか、また、どのような対た、どのような対た、どのような対た、どのような対策策策策をとられているのか、おをとられているのか、おをとられているのか、おをとられているのか、お伺伺伺伺いしたいといしたいといしたいといしたいと思思思思います。います。います。います。西九条西九条西九条西九条佐佐佐佐保保保保線線線線の質の質の質の質問問問問です。です。です。です。○本村地域デザイン推進課長○本村地域デザイン推進課長○本村地域デザイン推進課長○本村地域デザイン推進課長西九条西九条西九条西九条佐佐佐佐保保保保線線線線のののの整備整備整備整備に関しては、事業開に関しては、事業開に関しては、事業開に関しては、事業開始当初始当初始当初始当初から、地から、地から、地から、地元元元元自自自自治治治治連連連連合会合会合会合会やややや対対対対策策策策委員会など委員会など委員会など委員会などをををを通じ通じ通じ通じながら、事業ながら、事業ながら、事業ながら、事業説説説説明、地明、地明、地明、地元元元元協協協協議を行っており、地議を行っており、地議を行っており、地議を行っており、地域域域域の皆の皆の皆の皆様様様様のご理のご理のご理のご理解解解解、ご、ご、ご、ご協力協力協力協力が得られが得られが得られが得られるようにるようにるようにるように努努努努めてきたところです。山村委員からごめてきたところです。山村委員からごめてきたところです。山村委員からごめてきたところです。山村委員からご指摘指摘指摘指摘のののの西九条西九条西九条西九条佐佐佐佐保保保保線線線線とととと生生生生活活活活道道道道路路路路との交差との交差との交差との交差部分におけます部分におけます部分におけます部分におけます車両車両車両車両のののの通通通通行行行行利利利利便便便便性性性性の確保の確保の確保の確保やややや、、、、歩歩歩歩行者の行者の行者の行者の安安安安全対全対全対全対策策策策についても、地についても、地についても、地についても、地元元元元の方の方の方の方 々々々々かかかからららら意意意意見をいただいているところです。見をいただいているところです。見をいただいているところです。見をいただいているところです。西九条西九条西九条西九条佐佐佐佐保保保保線線線線のののの整備整備整備整備に関します地に関します地に関します地に関します地域域域域の皆の皆の皆の皆様様様様のののの要望要望要望要望にににについては、ついては、ついては、ついては、警察や警察や警察や警察や関係機関等と関係機関等と関係機関等と関係機関等と調整調整調整調整をををを図図図図りながら、皆りながら、皆りながら、皆りながら、皆様へ様へ様へ様への影の影の影の影響響響響がががが最最最最小小小小限限限限となるよう、となるよう、となるよう、となるよう、今今今今後後後後とも対とも対とも対とも対応応応応をををを検討検討検討検討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。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。このこのこのこの拡幅拡幅拡幅拡幅により、により、により、により、大大大大宮宮宮宮通通通通りから奈良りから奈良りから奈良りから奈良イイイインンンンタタタターチェーチェーチェーチェンジのンジのンジのンジの区区区区間間間間で、１１で、１１で、１１で、１１カ所カ所カ所カ所のののの○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員生生生生活活活活道道道道路路路路との交差との交差との交差との交差点点点点がなくなって、がなくなって、がなくなって、がなくなって、現状現状現状現状のままであれば、２のままであれば、２のままであれば、２のままであれば、２カ所カ所カ所カ所のののの信信信信号のある交差号のある交差号のある交差号のある交差点点点点でのでのでのでの横横横横断ということになってしまうのではないかと危断ということになってしまうのではないかと危断ということになってしまうのではないかと危断ということになってしまうのではないかと危惧惧惧惧されます。そうなりましたら、されます。そうなりましたら、されます。そうなりましたら、されます。そうなりましたら、高高高高齢齢齢齢のののの方、方、方、方、子子子子どもをどもをどもをどもを連連連連れた方などには本れた方などには本れた方などには本れた方などには本当当当当にににに大大大大きなきなきなきな負担負担負担負担になります。そもそもこの道になります。そもそもこの道になります。そもそもこの道になります。そもそもこの道路路路路のののの拡幅拡幅拡幅拡幅は、は、は、は、もともとはもともとはもともとはもともとは高高高高架架架架化の計化の計化の計化の計画画画画であったのを、であったのを、であったのを、であったのを、住民住民住民住民の皆さんがの皆さんがの皆さんがの皆さんが運動運動運動運動をされて、平をされて、平をされて、平をされて、平面面面面になったといになったといになったといになったというううう経経経経緯緯緯緯もありますが、これをつけなくてはならなく、これほどもありますが、これをつけなくてはならなく、これほどもありますが、これをつけなくてはならなく、これほどもありますが、これをつけなくてはならなく、これほど大大大大きな道きな道きな道きな道路路路路になってしまっになってしまっになってしまっになってしまったのは、たのは、たのは、たのは、京京京京奈和奈和奈和奈和自動自動自動自動車車車車道道道道イイイインンンンタタタターチェーチェーチェーチェンジのンジのンジのンジの整備整備整備整備にににに伴伴伴伴うものであることもうものであることもうものであることもうものであることも勘案勘案勘案勘案しますと、しますと、しますと、しますと、地地地地元元元元の願いにの願いにの願いにの願いに応え応え応え応えていただくというていただくというていただくというていただくという立立立立場場場場で進めてほしいとで進めてほしいとで進めてほしいとで進めてほしいと思思思思います。改います。改います。改います。改善善善善がされるとがされるとがされるとがされると受受受受けけけけ取ったらいいのかどうかだけ、確認しておきたいと取ったらいいのかどうかだけ、確認しておきたいと取ったらいいのかどうかだけ、確認しておきたいと取ったらいいのかどうかだけ、確認しておきたいと思思思思います。います。います。います。繰り繰り繰り繰り返返返返しになりますけれど、しになりますけれど、しになりますけれど、しになりますけれど、警察や警察や警察や警察や関係機関等との関係機関等との関係機関等との関係機関等との調整調整調整調整をををを○本村地域デザイン推進課長○本村地域デザイン推進課長○本村地域デザイン推進課長○本村地域デザイン推進課長図図図図ってきているところです。なるってきているところです。なるってきているところです。なるってきているところです。なるべべべべく皆く皆く皆く皆様へ様へ様へ様への影の影の影の影響響響響はははは最最最最小小小小限限限限となるように、となるように、となるように、となるように、今後今後今後今後ともともともとも努努努努めめめめ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。以上以上以上以上です。です。です。です。わかりました。わかりました。わかりました。わかりました。○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員次次次次に、この新に、この新に、この新に、この新設設設設道道道道路路路路によって、交によって、交によって、交によって、交通通通通量量量量がががが変変変変わってくるとわってくるとわってくるとわってくると思思思思います。います。います。います。現状現状現状現状でもでもでもでも大大大大宮宮宮宮道道道道路路路路はははは
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渋渋渋渋滞滞滞滞をしており、新をしており、新をしており、新をしており、新大大大大宮駅宮駅宮駅宮駅前の前の前の前の踏踏踏踏切切切切でのでのでのでの渋渋渋渋滞滞滞滞もももも今後今後今後今後どうなるのかというどうなるのかというどうなるのかというどうなるのかという心心心心配配配配のののの声声声声も聞いても聞いても聞いても聞いています。新しい道います。新しい道います。新しい道います。新しい道路路路路のののの通通通通行行行行量量量量をどのようにをどのようにをどのようにをどのように予予予予測測測測されているのか、また、そのされているのか、また、そのされているのか、また、そのされているのか、また、その渋渋渋渋滞滞滞滞対対対対策策策策につにつにつについてはどうされるのか、おいてはどうされるのか、おいてはどうされるのか、おいてはどうされるのか、お伺伺伺伺いしたいといしたいといしたいといしたいと思思思思います。います。います。います。西九条西九条西九条西九条佐佐佐佐保保保保線線線線にににに伴伴伴伴いますいますいますいます渋渋渋渋滞滞滞滞についての質についての質についての質についての質問問問問です。です。です。です。○本村地域デザイン推進課長○本村地域デザイン推進課長○本村地域デザイン推進課長○本村地域デザイン推進課長西九条西九条西九条西九条佐佐佐佐保保保保線線線線が開が開が開が開通通通通しますと、しますと、しますと、しますと、大大大大宮宮宮宮通通通通りとの交差部分りとの交差部分りとの交差部分りとの交差部分やややや新新新新大大大大宮駅宮駅宮駅宮駅東東東東側側側側のののの踏踏踏踏切切切切付付付付近近近近におけにおけにおけにおけますますますます渋渋渋渋滞滞滞滞のののの抜抜抜抜本本本本的的的的な対な対な対な対策策策策案案案案の一つとして、の一つとして、の一つとして、の一つとして、大大大大和和和和西西西西大大大大寺寺寺寺駅駅駅駅のののの立立立立体体体体化化化化やややや平平平平城宮跡城宮跡城宮跡城宮跡からのからのからのからの鉄鉄鉄鉄道道道道移移移移設設設設と一と一と一と一体的体的体的体的に新に新に新に新大大大大宮駅宮駅宮駅宮駅東東東東側側側側のののの踏踏踏踏切切切切解解解解消消消消をををを検討検討検討検討するするするする案案案案があります。これについては、があります。これについては、があります。これについては、があります。これについては、現時点現時点現時点現時点では成では成では成では成案案案案を得るにを得るにを得るにを得るに至至至至っていないところですけれども、っていないところですけれども、っていないところですけれども、っていないところですけれども、詳細詳細詳細詳細なななな調調調調査、査、査、査、検討検討検討検討を実を実を実を実施施施施するとともするとともするとともするとともに、に、に、に、近近近近鉄鉄鉄鉄をはをはをはをはじじじじめとします関係者とのめとします関係者とのめとします関係者とのめとします関係者との協協協協議が進議が進議が進議が進みみみみますよう、ますよう、ますよう、ますよう、鋭鋭鋭鋭意意意意取り取り取り取り組組組組んでいるところでんでいるところでんでいるところでんでいるところです。ただ、この対す。ただ、この対す。ただ、この対す。ただ、この対策策策策案案案案については、については、については、については、課課課課題題題題のののの多多多多い中で長い中で長い中で長い中で長期的期的期的期的な取りな取りな取りな取り組み組み組み組みとならとならとならとならざざざざるを得ないるを得ないるを得ないるを得ないところもありますので、こうしたところもありますので、こうしたところもありますので、こうしたところもありますので、こうした検討検討検討検討とあわせて、とあわせて、とあわせて、とあわせて、例え例え例え例えばばばばイイイインンンンタタタターチェーチェーチェーチェンジをおりてンジをおりてンジをおりてンジをおりて西九西九西九西九条条条条佐佐佐佐保保保保線線線線をををを通通通通行してくる行してくる行してくる行してくる車両車両車両車両に対して、に対して、に対して、に対して、大大大大宮宮宮宮通通通通りりりり以外以外以外以外のののの東東東東西西西西幹幹幹幹線線線線道道道道路路路路との交差との交差との交差との交差点点点点のののの手手手手前に前に前に前に道道道道路路路路標識標識標識標識等を等を等を等を設置設置設置設置して、なるして、なるして、なるして、なるべべべべくくくく手手手手前で中前で中前で中前で中心心心心市市市市街街街街地方地方地方地方面へ面へ面へ面へ誘誘誘誘導導導導するなどといったするなどといったするなどといったするなどといった即即即即効効効効的的的的なななな対対対対策策策策のののの検討検討検討検討も行っていきたいとも行っていきたいとも行っていきたいとも行っ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。渋渋渋渋滞滞滞滞対対対対策策策策の決めの決めの決めの決め手手手手ではないようにではないようにではないようにではないように思思思思いますが、いますが、いますが、いますが、大大大大宮宮宮宮通通通通りのりのりのりの手手手手前で前で前で前で曲曲曲曲がることがることがることがること○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員になって、になって、になって、になって、住民住民住民住民生生生生活活活活のののの点点点点でででで大大大大変変変変危危危危険険険険なことにならないのかなことにならないのかなことにならないのかなことにならないのか心心心心配配配配をされるをされるをされるをされる状況状況状況状況があるのではがあるのではがあるのではがあ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ていますので、そのっていますので、そのっていますので、そのっていますので、その点点点点、しっかりと取り、しっかりと取り、しっかりと取り、しっかりと取り組組組組んでいただきたいとんでいただきたいとんでいただきたいとんでいただきたいと思思思思っており、っており、っており、っており、私自私自私自私自身身身身は、そもそもは、そもそもは、そもそもは、そもそも京京京京奈和奈和奈和奈和自動自動自動自動車車車車道の奈良道の奈良道の奈良道の奈良イイイインンンンタタタターチェーチェーチェーチェンジまでのンジまでのンジまでのンジまでの整備整備整備整備そのものがそのものがそのものがそのものが必要必要必要必要かかかかというというというという点点点点で、で、で、で、甚甚甚甚だ疑だ疑だ疑だ疑問問問問であるとであるとであるとであると思思思思っています。っています。っています。っています。現現現現在在在在国国国国土交土交土交土交通通通通省省省省もももも国国国国道２４号道２４号道２４号道２４号線線線線のののの渋渋渋渋滞滞滞滞対対対対策策策策をををを順順順順次次次次進めていますし、進めていますし、進めていますし、進めていますし、今後今後今後今後もされていくということで聞いています。もされていくということで聞いています。もされていくということで聞いています。もされていくということで聞いています。今後今後今後今後さらにさらにさらにさらに人人人人口が口が口が口が減減減減少少少少して、して、して、して、通通通通行行行行量量量量も全も全も全も全体体体体として減として減として減として減少少少少していく中で、していく中で、していく中で、していく中で、巨巨巨巨費を投費を投費を投費を投じじじじて新たなて新たなて新たなて新たな渋渋渋渋滞滞滞滞を引きを引きを引きを引き起起起起こすこすこすこすようなようなようなようなイイイインンンンタタタターチェーチェーチェーチェンジのンジのンジのンジの建建建建設設設設は、は、は、は、住民住民住民住民生生生生活活活活にとってもにとってもにとってもにとっても大大大大きな影きな影きな影きな影響響響響を及を及を及を及ぼぼぼぼすということで、すということで、すということで、すということで、考え直考え直考え直考え直すすすす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っています。これはっています。これはっています。これはっています。これは意意意意見として申し見として申し見として申し見として申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いまいまいます。す。す。す。次次次次に、平に、平に、平に、平城宮跡城宮跡城宮跡城宮跡国営公国営公国営公国営公園園園園についておについておについておについてお伺伺伺伺いします。いします。いします。いします。国国国国土交土交土交土交通通通通省省省省がががが整備整備整備整備を行っていますを行っていますを行っていますを行っています国営国営国営国営公公公公園園園園ですが、保ですが、保ですが、保ですが、保存存存存管理を管理を管理を管理を担当担当担当担当するのは県ですので、県の見するのは県ですので、県の見するのは県ですので、県の見するのは県ですので、県の見解解解解をををを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。います。います。います。現現現現在在在在大大大大極極極極殿殿殿殿のののの回回回回廊廊廊廊のののの復原復原復原復原計計計計画画画画が進められようとしており、計が進められようとしており、計が進められようとしており、計が進められようとしており、計画画画画にににに当当当当たって、たって、たって、たって、大大大大極極極極殿殿殿殿のののの隣隣隣隣にににに復原復原復原復原事業事業事業事業情情情情報報報報館館館館がががが設置設置設置設置されています。これはされています。これはされています。これはされています。これは仮仮仮仮設設設設のののの建物建物建物建物なのかどうかというなのかどうかというなのかどうかというなのかどうかという点点点点です。です。です。です。国国国国土交土交土交土交通通通通省省省省ののののパパパパンンンンフフフフレレレレッッッットによりますと、トによりますと、トによりますと、トによりますと、国営公国営公国営公国営公園園園園内内内内のののの既既既既存存存存のののの施設施設施設施設ということで、ここにということで、ここにということで、ここにということで、ここに大大大大極極極極殿殿殿殿、、、、朱雀門朱雀門朱雀門朱雀門、この、この、この、この展示展示展示展示館館館館というというというという形形形形で、で、で、で、並並並並列列列列にしてある、にしてある、にしてある、にしてある、非常非常非常非常に疑に疑に疑に疑問問問問を呼ぶものがを呼ぶものがを呼ぶものがを呼ぶものが配配配配られられられられ
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ていましたので、そのていましたので、そのていましたので、そのていましたので、その点点点点を、確認しておきたいとを、確認しておきたいとを、確認しておきたいとを、確認しておきたいと思思思思います。います。います。います。世世世世界界界界遺遺遺遺産産産産にににに登録登録登録登録されたされたされたされた宮跡宮跡宮跡宮跡内内内内にににに現現現現代代代代の新たなの新たなの新たなの新たな建建建建造造造造物物物物というのは認められません。このというのは認められません。このというのは認められません。このというのは認められません。この点点点点について、おについて、おについて、おについて、お伺伺伺伺いしたいといしたいといしたいといしたいと思思思思いいいいます。ます。ます。ます。また、また、また、また、大大大大極極極極殿殿殿殿のののの復原復原復原復原は、は、は、は、築築築築地地地地塀塀塀塀のののの古古古古代代代代のののの工法工法工法工法であるとそこでもであるとそこでもであるとそこでもであるとそこでも紹介紹介紹介紹介をされていました。をされていました。をされていました。をされていました。しかし、実しかし、実しかし、実しかし、実際際際際には、には、には、には、建建建建設設設設されたされたされたされた当時当時当時当時のののの古古古古代工法代工法代工法代工法を用いるのは一部分で、を用いるのは一部分で、を用いるのは一部分で、を用いるのは一部分で、鉄筋鉄筋鉄筋鉄筋をををを使使使使用した用した用した用した現現現現代建築工法代建築工法代建築工法代建築工法が用いられると聞いています。が用いられると聞いています。が用いられると聞いています。が用いられると聞いています。現現現現代代代代的的的的なものをなものをなものをなものを建建建建てないということですのでこてないということですのでこてないということですのでこてないということですのでこれではれではれではれでは復原復原復原復原とは言とは言とは言とは言ええええないのではないかとないのではないかとないのではないかとないのではないかと思思思思います。管理を行う県として、このいます。管理を行う県として、このいます。管理を行う県として、このいます。管理を行う県として、この点点点点についてについてについてについてどのようにどのようにどのようにどのように考え考え考え考えておられるのか、おておられるのか、おておられるのか、おておられるのか、お伺伺伺伺いしておきたいといしておきたいといしておきたいといしておきたいと思思思思います。います。います。います。私私私私に対しては、２つの質に対しては、２つの質に対しては、２つの質に対しては、２つの質問問問問がありました。がありました。がありました。がありました。○志茂平城宮跡事業推進室長○志茂平城宮跡事業推進室長○志茂平城宮跡事業推進室長○志茂平城宮跡事業推進室長１つ１つ１つ１つ目目目目ですが、第一ですが、第一ですが、第一ですが、第一次大次大次大次大極極極極殿院殿院殿院殿院のののの復原復原復原復原事業事業事業事業情情情情報報報報館館館館はははは仮仮仮仮設設設設のののの建物建物建物建物かかかか否否否否かです。このかです。このかです。このかです。この情情情情報報報報館館館館は、は、は、は、国国国国土交土交土交土交通通通通省省省省がががが整備整備整備整備を進めまして、平成２７年５月に開を進めまして、平成２７年５月に開を進めまして、平成２７年５月に開を進めまして、平成２７年５月に開館館館館したものです。したものです。したものです。したものです。施設施設施設施設のののの目的目的目的目的ととととしては、長しては、長しては、長しては、長期間期間期間期間にわたるにわたるにわたるにわたる復原復原復原復原事業の取り事業の取り事業の取り事業の取り組み組み組み組み、、、、整備整備整備整備のののの意意意意義義義義、、、、目的目的目的目的についてわかりについてわかりについてわかりについてわかりややややすくすくすくすく紹紹紹紹介介介介していこうと。さらに、していこうと。さらに、していこうと。さらに、していこうと。さらに、展示展示展示展示をををを通じ通じ通じ通じてててて復原復原復原復原事業についてより理事業についてより理事業についてより理事業についてより理解解解解をををを深深深深めていただくといめていただくといめていただくといめていただくというううう目的目的目的目的でででで設置設置設置設置されたものです。されたものです。されたものです。されたものです。国国国国土交土交土交土交通通通通省省省省によりますと、によりますと、によりますと、によりますと、復原復原復原復原事業事業事業事業情情情情報報報報館館館館は、あくまでもは、あくまでもは、あくまでもは、あくまでも仮仮仮仮設設設設のののの構構構構造造造造物物物物であり、であり、であり、であり、復原復原復原復原事業が事業が事業が事業が完完完完成した成した成した成した時点時点時点時点でででで撤撤撤撤去去去去をすると聞いています。をすると聞いています。をすると聞いています。をすると聞いています。２２２２点目点目点目点目ですが、ですが、ですが、ですが、現現現現在在在在のののの築築築築地地地地回回回回廊廊廊廊のののの復原復原復原復原について、について、について、について、現現現現代工法代工法代工法代工法をををを使使使使用しているが、これをも用しているが、これをも用しているが、これをも用しているが、これをもってってってって復原復原復原復原と言と言と言と言ええええるのかるのかるのかるのか否否否否かという質かという質かという質かという質問問問問についてについてについてについて回回回回答します。ま答します。ま答します。ま答します。まずずずず、、、、国国国国土交土交土交土交通通通通省省省省による第一による第一による第一による第一次大次大次大次大極極極極殿院殿院殿院殿院のののの築築築築地地地地回回回回廊廊廊廊については、平成２９年については、平成２９年については、平成２９年については、平成２９年秋秋秋秋からからからから南南南南門門門門部分の部分の部分の部分の復原復原復原復原にににに着工着工着工着工予予予予定と聞いて定と聞いて定と聞いて定と聞いています。このいます。このいます。このいます。この整備整備整備整備に関して、平成２３年７月、に関して、平成２３年７月、に関して、平成２３年７月、に関して、平成２３年７月、国国国国土交土交土交土交通通通通省省省省で、第一で、第一で、第一で、第一次大次大次大次大極極極極殿院殿院殿院殿院建建建建造造造造物物物物復原復原復原復原整備整備整備整備計計計計画画画画がががが策策策策定されまして、定されまして、定されまして、定されまして、基基基基本本本本的的的的にはにはにはには伝伝伝伝統統統統的的的的な材な材な材な材料料料料、、、、工法工法工法工法を用いると。そのを用いると。そのを用いると。そのを用いると。その上上上上で、で、で、で、遺構遺構遺構遺構のののの養養養養生生生生、さらには、さらには、さらには、さらには利利利利用者の用者の用者の用者の安安安安全全全全性性性性、材、材、材、材料料料料のののの調調調調達達達達などを見などを見などを見などを見据据据据ええええたたたたココココスススストのトのトのトの縮縮縮縮減を減を減を減を踏踏踏踏ままままええええて、て、て、て、必要必要必要必要によりによりによりにより代替代替代替代替的的的的に材に材に材に材料料料料、、、、工法工法工法工法のののの現現現現在在在在部分を用いるということが部分を用いるということが部分を用いるということが部分を用いるということが示示示示されています。されています。されています。されています。具体的具体的具体的具体的な材な材な材な材料料料料、、、、工法工法工法工法については、については、については、については、有有有有識識識識者によります者によります者によります者によります検討検討検討検討委員会により、１１委員会により、１１委員会により、１１委員会により、１１回回回回のののの検討検討検討検討がなされまがなされまがなされまがなされまして、平成２７年３月に報告して、平成２７年３月に報告して、平成２７年３月に報告して、平成２７年３月に報告書書書書がまとめられています。がまとめられています。がまとめられています。がまとめられています。以上以上以上以上です。です。です。です。国国国国土交土交土交土交通通通通省省省省ののののパパパパンンンンフフフフレレレレッッッットは、トは、トは、トは、何何何何かかかか既既既既存施設存施設存施設存施設であるようなであるようなであるようなであるような表示表示表示表示なので、なので、なので、なので、誤誤誤誤解解解解○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員をををを招招招招くとくとくとくと思思思思いますので、一いますので、一いますので、一いますので、一時的時的時的時的なななな仮仮仮仮設設設設であると明であると明であると明であると明記記記記すすすすべべべべきだときだときだとき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、その点点点点はおはおはおはお願いしておきたいと願いしておきたいと願いしておきたいと願いし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、それから、それから、それから、大大大大極極極極殿院殿院殿院殿院のののの回回回回廊廊廊廊のののの復原復原復原復原は、は、は、は、古古古古代工法代工法代工法代工法でででで復原復原復原復原できる部分をできる部分をできる部分をできる部分を復原復原復原復原するというとこするというとこするというとこするというところにとどめることがよりろにとどめることがよりろにとどめることがよりろにとどめることがより経経経経費の費の費の費の縮縮縮縮減になると減になると減になると減になると思思思思います。います。います。います。先先先先ほど申されました前ほど申されました前ほど申されました前ほど申されました前面面面面のののの楼閣楼閣楼閣楼閣にににに当当当当たる部分などはたる部分などはたる部分などはたる部分などは復原復原復原復原可可可可能能能能ということですので、そういうものができて、ということですので、そういうものができて、ということですので、そういうものができて、ということですので、そういうものができて、塀塀塀塀も一部できるも一部できるも一部できるも一部できる
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ということになりますと、ということになりますと、ということになりますと、ということになりますと、当時当時当時当時のののの状態状態状態状態を皆さんを皆さんを皆さんを皆さん想像想像想像想像もできますし、実もできますし、実もできますし、実もできますし、実感感感感していただくことしていただくことしていただくことしていただくこともできるということなので、もできるということなので、もできるということなので、もできるということなので、相相相相当当当当のののの巨巨巨巨額を投額を投額を投額を投じじじじて、全部て、全部て、全部て、全部現現現現代工法代工法代工法代工法もももも使使使使ってつくるなどといってつくるなどといってつくるなどといってつくるなどということは、うことは、うことは、うことは、必要必要必要必要ではないとではないとではないとではないと思思思思います。そもそもいます。そもそもいます。そもそもいます。そもそも裏側裏側裏側裏側にににに当当当当たるところの一たるところの一たるところの一たるところの一条条条条通通通通りの部分は道りの部分は道りの部分は道りの部分は道路路路路のののの移移移移設設設設ができないわけですから、ができないわけですから、ができないわけですから、ができないわけですから、当面当面当面当面はははは建建建建設設設設ができないこともあるわけですので、本ができないこともあるわけですので、本ができないこともあるわけですので、本ができないこともあるわけですので、本当当当当にににに無無無無駄駄駄駄遣遣遣遣いをいをいをいをややややめるというめるというめるというめるという点点点点からからからから考え考え考え考えても、県としてもそういうことをても、県としてもそういうことをても、県としてもそういうことをても、県としてもそういうことを意思意思意思意思表示表示表示表示をしていをしていをしていをしていただきたいとただきたいとただきたいとただきたいと思思思思っていますので、お願いしたいとっていますので、お願いしたいとっていますので、お願いしたいとっていますので、お願いしたいと思思思思います。います。います。います。次次次次に、県に、県に、県に、県営住営住営住営住宅宅宅宅の入の入の入の入居居居居にににに当当当当たっての保たっての保たっての保たっての保証証証証人人人人ののの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伺伺伺伺います。います。います。います。県県県県営住営住営住営住宅宅宅宅に入に入に入に入居居居居するするするする場場場場合合合合やややや、名、名、名、名義義義義のののの継継継継承をされるときには保承をされるときには保承をされるときには保承をされるときには保証証証証人人人人がががが必要必要必要必要というというというという制制制制度にな度にな度にな度になっていますけれども、どうしても保っていますけれども、どうしても保っていますけれども、どうしても保っていますけれども、どうしても保証証証証人人人人がががが立立立立てられないという方がてられないという方がてられないという方がてられないという方が最近多々最近多々最近多々最近多々あります。あります。あります。あります。私私私私のところにのところにのところにのところに相相相相談談談談にににに来来来来られたり、られたり、られたり、られたり、市市市市議会議員の方議会議員の方議会議員の方議会議員の方やややや関係者の方に関係者の方に関係者の方に関係者の方に相相相相談談談談されているされているされているされている例例例例がががが多多多多いでいでいでいですけれども、すけれども、すけれども、すけれども、身寄身寄身寄身寄りがない、りがない、りがない、りがない、友友友友人人人人ともうまくつき合ともうまくつき合ともうまくつき合ともうまくつき合ええええない、ない、ない、ない、家賃家賃家賃家賃のののの安安安安い県い県い県い県営住営住営住営住宅宅宅宅に入りたに入りたに入りたに入りたいといういといういといういという高高高高齢齢齢齢の方が保の方が保の方が保の方が保証証証証人人人人がいないからどうしたらいいのだろうとがいないからどうしたらいいのだろうとがいないからどうしたらいいのだろうとがいないからどうしたらいいのだろうと相相相相談談談談にににに来来来来られたり、られたり、られたり、られたり、最最最最近近近近では、では、では、では、例え例え例え例えばばばばＤＤＤＤＶＶＶＶのののの被被被被害害害害でででで誰誰誰誰にもにもにもにも住所住所住所住所を知られたくないという方があって、を知られたくないという方があって、を知られたくないという方があって、を知られたくないという方があって、夫夫夫夫とととと離婚離婚離婚離婚しししして、て、て、て、夫夫夫夫名名名名義義義義の県の県の県の県営住営住営住営住宅宅宅宅の名の名の名の名義義義義をををを継継継継承するために保承するために保承するために保承するために保証証証証人人人人がががが必要必要必要必要だけれども、だけれども、だけれども、だけれども、両親両親両親両親が他が他が他が他界界界界して、して、して、して、友友友友人人人人にににに頼頼頼頼めるめるめるめる人人人人がいないということで、がいないということで、がいないということで、がいないということで、困困困困っておられる方もあります。県っておられる方もあります。県っておられる方もあります。県っておられる方もあります。県営住営住営住営住宅宅宅宅をををを希希希希望望望望しししして、て、て、て、困困困困窮窮窮窮している方というのは、している方というのは、している方というのは、している方というのは、高高高高齢齢齢齢者者者者やややや心心心心のののの病病病病をををを持持持持っていてっていてっていてっていて人間人間人間人間関係がうまくいかない関係がうまくいかない関係がうまくいかない関係がうまくいかないということをということをということをということを最近私自最近私自最近私自最近私自身身身身もよくもよくもよくもよく感感感感じじじじています。そういう中で保ています。そういう中で保ています。そういう中で保ています。そういう中で保証証証証人人人人がいないというがいないというがいないというがいないという問問問問題題題題もももも生生生生じじじじているのではないかとているのではないかとているのではないかとているのではないかと思思思思うのです。これをうのです。これをうのです。これをうのです。これを救救救救済済済済するために、するために、するために、するために、何何何何らかのらかのらかのらかの措置措置措置措置がとれないがとれないがとれないがとれないのかということをのかということをのかということをのかということを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。います。います。います。例え例え例え例えば奈良ば奈良ば奈良ば奈良市営住市営住市営住市営住宅宅宅宅では、では、では、では、同じ同じ同じ同じようにようにようにように夫夫夫夫がががが亡亡亡亡くなくなくなくなって名って名って名って名義継義継義継義継承できないという方の保承できないという方の保承できないという方の保承できないという方の保証証証証人人人人がいないがいないがいないがいない場場場場合に、出ていかないといけないことに合に、出ていかないといけないことに合に、出ていかないといけないことに合に、出ていかないといけないことになって、そういうわけにもいかないということで、特なって、そういうわけにもいかないということで、特なって、そういうわけにもいかないということで、特なって、そういうわけにもいかないということで、特例例例例として保として保として保として保証証証証人人人人をををを免除免除免除免除するというするというするというするという制制制制度をつくられたということです。もちろん度をつくられたということです。もちろん度をつくられたということです。もちろん度をつくられたということです。もちろん無無無無条条条条件件件件ではありませんけれども、そういうではありませんけれども、そういうではありませんけれども、そういうではありませんけれども、そういう配配配配慮慮慮慮的的的的なななな制制制制度の度の度の度の運運運運用を、用を、用を、用を、条条条条例例例例もももも変変変変ええええて実て実て実て実施施施施をされているということなので、をされているということなので、をされているということなので、をされているということなので、ぜひぜひぜひぜひ県でも県でも県でも県でも考え考え考え考えてててて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うのですが、いかがでしうのですが、いかがでしうのですが、いかがでしうのですが、いかがでしょょょょうか。うか。うか。うか。ただいま県ただいま県ただいま県ただいま県営住営住営住営住宅宅宅宅に係るに係るに係るに係る連連連連帯帯帯帯保保保保証証証証人人人人のののの制制制制度についてご質度についてご質度についてご質度についてご質問問問問○塚田住まいまちづくり課長○塚田住まいまちづくり課長○塚田住まいまちづくり課長○塚田住まいまちづくり課長いただきました。いただきました。いただきました。いただきました。県では、県県では、県県では、県県では、県営住営住営住営住宅宅宅宅のののの適適適適正な管理正な管理正な管理正な管理運営運営運営運営を行うため、入を行うため、入を行うため、入を行うため、入居居居居決定決定決定決定時時時時、または名、または名、または名、または名義義義義人人人人のののの継継継継承承承承時時時時にににに入入入入居居居居をされる名をされる名をされる名をされる名義義義義人人人人の方にの方にの方にの方に連連連連帯帯帯帯保保保保証証証証人人人人を１名を１名を１名を１名選選選選任任任任していただいています。していただいています。していただいています。していただいています。連連連連帯帯帯帯保保保保証証証証人人人人には、には、には、には、入入入入居居居居者に者に者に者に連連連連帯帯帯帯して債務のして債務のして債務のして債務の負担負担負担負担をお願いしており、をお願いしており、をお願いしており、をお願いしており、家賃家賃家賃家賃のののの滞納滞納滞納滞納が４が４が４が４カカカカ月月月月以上以上以上以上になれば、になれば、になれば、になれば、納納納納付付付付依頼依頼依頼依頼書書書書をををを送送送送付して支付して支付して支付して支払払払払いをお願いしています。一方、県いをお願いしています。一方、県いをお願いしています。一方、県いをお願いしています。一方、県営住営住営住営住宅宅宅宅はははは住住住住まいのまいのまいのまいのセセセセーフーフーフーフティティティティーーーーネネネネ
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ッッッットとしてのトとしてのトとしてのトとしての役役役役割割割割をををを果果果果たしていることから、平成２５年３月に奈良県たしていることから、平成２５年３月に奈良県たしていることから、平成２５年３月に奈良県たしていることから、平成２５年３月に奈良県営住営住営住営住宅宅宅宅条条条条例例例例を改正し、を改正し、を改正し、を改正し、連連連連帯帯帯帯保保保保証証証証人人人人のののの要件要件要件要件をををを緩緩緩緩和したところです。和したところです。和したところです。和したところです。具体的具体的具体的具体的には、には、には、には、居居居居住住住住地地地地域域域域については、県については、県については、県については、県内内内内にににに住所住所住所住所をををを有有有有する者から、する者から、する者から、する者から、国内国内国内国内にににに住所住所住所住所をををを有有有有する者にする者にする者にする者に拡拡拡拡大大大大、また、債務、また、債務、また、債務、また、債務負担負担負担負担能能能能力力力力については、入については、入については、入については、入居居居居決決決決定者と定者と定者と定者と同同同同等等等等以上以上以上以上の収入のある者にの収入のある者にの収入のある者にの収入のある者に加え加え加え加えて、一定の資て、一定の資て、一定の資て、一定の資産産産産をををを有有有有する者等、入する者等、入する者等、入する者等、入居居居居決定者の債務を決定者の債務を決定者の債務を決定者の債務を負担負担負担負担するするするする能能能能力力力力があると認められる者も対があると認められる者も対があると認められる者も対があると認められる者も対象象象象となるように改正したところであり、となるように改正したところであり、となるように改正したところであり、となるように改正したところであり、連連連連帯帯帯帯保保保保証証証証人人人人をこれまでよりをこれまでよりをこれまでよりをこれまでより容易容易容易容易にににに選選選選任任任任できるようにしています。しかし、山村委員がおできるようにしています。しかし、山村委員がおできるようにしています。しかし、山村委員がおできるようにしています。しかし、山村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、り、り、り、身寄身寄身寄身寄りのないりのないりのないりのない単単単単身身身身高高高高齢齢齢齢者など、者など、者など、者など、連連連連帯帯帯帯保保保保証証証証人人人人をををを選選選選任任任任することがすることがすることがすることが困困困困難難難難なななな場場場場合もあることか合もあることか合もあることか合もあることから、他のら、他のら、他のら、他の都都都都道道道道府府府府県等の県等の県等の県等の連連連連帯帯帯帯保保保保証証証証人人人人のののの免除免除免除免除規規規規定の定の定の定の運運運運用実用実用実用実態態態態などをなどをなどをなどを調調調調査していきたいと査していきたいと査していきたいと査していきたいと考え考え考え考えてててています。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。前前前前向向向向きのお答きのお答きのお答きのお答ええええをいただいたと理をいただいたと理をいただいたと理をいただいたと理解解解解してよろしいでししてよろしいでししてよろしいでししてよろしいでしょょょょうか。県うか。県うか。県うか。県内内内内で見ましで見ましで見ましで見まし○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員たら、１２のたら、１２のたら、１２のたら、１２の市市市市全てで、全てで、全てで、全てで、市営住市営住市営住市営住宅宅宅宅では保では保では保では保証証証証人人人人がなくても入れるということを実がなくても入れるということを実がなくても入れるということを実がなくても入れるということを実現現現現されていされていされていされています。そのます。そのます。そのます。その場場場場合、合、合、合、緊急時緊急時緊急時緊急時のののの連連連連絡絡絡絡先先先先は出していただくなど、いろいろなは出していただくなど、いろいろなは出していただくなど、いろいろなは出していただくなど、いろいろな工工工工夫夫夫夫をされているよをされているよをされているよをされているようですけれども、そういうことも含めまして、うですけれども、そういうことも含めまして、うですけれども、そういうことも含めまして、うですけれども、そういうことも含めまして、今今今今、、、、塚塚塚塚田田田田住住住住まいまちづくりまいまちづくりまいまちづくりまいまちづくり課課課課長がおっし長がおっし長がおっし長がおっしゃゃゃゃられたように、られたように、られたように、られたように、ややややはりはりはりはり住住住住宅宅宅宅はははは福祉福祉福祉福祉ということで、県はということで、県はということで、県はということで、県は住住住住宅宅宅宅にににに困困困困窮窮窮窮する県する県する県する県民民民民をををを救救救救済済済済するするするする役役役役割割割割をををを果果果果たさなくてはならないとたさなくてはならないとたさなくてはならないとたさなくてはならない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、ぜひぜひぜひぜひ実実実実現現現現していただきますようによろしくおしていただきますようによろしくおしていただきますようによろしくおしていただきますようによろしくお願いします。願いします。願いします。願いします。次次次次に、奈良に、奈良に、奈良に、奈良公公公公園園園園ののののホホホホテテテテルルルル建建建建設設設設のののの問問問問題題題題について、おについて、おについて、おについて、お伺伺伺伺いします。いします。いします。いします。このこのこのこの間間間間、知事とも、知事とも、知事とも、知事とも何何何何度も度も度も度もややややりとりをしてきました。りとりをしてきました。りとりをしてきました。りとりをしてきました。公公公公園園園園のののの便益便益便益便益施設施設施設施設にににに高高高高級ホ級ホ級ホ級ホテテテテルルルルがががが当当当当たたたたるのかどうかというるのかどうかというるのかどうかというるのかどうかという点点点点について、について、について、について、私私私私はははは納納納納得ができないわけですけれども、得ができないわけですけれども、得ができないわけですけれども、得ができないわけですけれども、今回今回今回今回お聞きしまお聞きしまお聞きしまお聞きしますのは、すのは、すのは、すのは、高高高高畑畑畑畑町町町町裁裁裁裁判判判判所所所所跡跡跡跡地に地に地に地にホホホホテテテテルルルルをををを建建建建てる計てる計てる計てる計画画画画がががが古古古古都都都都保保保保存存存存法法法法にににに違反違反違反違反する行する行する行する行為為為為ではないのではないのではないのではないのかとかとかとかと思思思思いますので、お聞きしたいといますので、お聞きしたいといますので、お聞きしたいといますので、お聞きしたいと思思思思います。います。います。います。古古古古都都都都におけるにおけるにおけるにおける歴歴歴歴史史史史的的的的風風風風土の保土の保土の保土の保存存存存に関する特別に関する特別に関する特別に関する特別措置措置措置措置法法法法（（（（古古古古都都都都保保保保存存存存法法法法）がありますけれども、）がありますけれども、）がありますけれども、）がありますけれども、そのそのそのその主主主主旨旨旨旨は、は、は、は、原則原則原則原則保保保保存存存存です。です。です。です。古古古古都都都都保保保保存存存存法法法法では、では、では、では、建築建築建築建築できるできるできるできる建建建建設設設設物物物物はははは制制制制限限限限をされています。をされています。をされています。をされています。古古古古都都都都保保保保存存存存法法法法第８第８第８第８条条条条第２項では、第２項では、第２項では、第２項では、政政政政令令令令に定めるに定めるに定めるに定める基基基基準準準準にににに適適適適合しないものについては、合しないものについては、合しないものについては、合しないものについては、同同同同項の許項の許項の許項の許可をしてはならないと可をしてはならないと可をしてはならないと可をしてはならないと規規規規定されており、その定されており、その定されており、その定されており、その施施施施行行行行令令令令の中では、の中では、の中では、の中では、建築物建築物建築物建築物の新の新の新の新築築築築としてできるとしてできるとしてできるとしてできるものがものがものがものが書書書書かれていますけれども、それを見ますと、かれていますけれども、それを見ますと、かれていますけれども、それを見ますと、かれていますけれども、それを見ますと、農農農農業、業、業、業、林林林林業、または業、または業、または業、または漁漁漁漁業の用に供する業の用に供する業の用に供する業の用に供するためにためにためにために必要必要必要必要なななな物物物物置置置置、、、、作作作作業業業業小屋小屋小屋小屋等、等、等、等、仮仮仮仮設設設設のののの建建建建設設設設物物物物、地、地、地、地下下下下にににに設設設設けるけるけるける建建建建設設設設物物物物については、については、については、については、当該当該当該当該建建建建設設設設物物物物のののの位置位置位置位置及び及び及び及び周辺周辺周辺周辺の土地のの土地のの土地のの土地の区区区区域域域域におけるにおけるにおけるにおける歴歴歴歴史史史史的的的的風風風風土の保土の保土の保土の保存存存存に支障を及に支障を及に支障を及に支障を及ぼぼぼぼすおそれがすおそれがすおそれがすおそれが少少少少なななないこと、また、いこと、また、いこと、また、いこと、また、次次次次にににに掲掲掲掲げげげげるるるる建建建建設設設設物物物物については、そのについては、そのについては、そのについては、その規規規規模模模模、、、、形態形態形態形態及び及び及び及び意意意意匠匠匠匠がががが当該当該当該当該新新新新築築築築の行わの行わの行わの行われる土地及びそのれる土地及びそのれる土地及びそのれる土地及びその周辺周辺周辺周辺の土地のの土地のの土地のの土地の区区区区域域域域におけるにおけるにおけるにおける歴歴歴歴史史史史的的的的風風風風土と土と土と土と著著著著しく不しく不しく不しく不調調調調和ではないこととい和ではないこととい和ではないこととい和ではないこととい
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うことで、そこに認められていますのは、そのことにおけるうことで、そこに認められていますのは、そのことにおけるうことで、そこに認められていますのは、そのことにおけるうことで、そこに認められていますのは、そのことにおける重要重要重要重要なななな遺遺遺遺跡跡跡跡にににに存存存存したしたしたした建築物建築物建築物建築物のののの原原原原形形形形をををを再現再現再現再現する、する、する、する、復元復元復元復元するするするする建物建物建物建物が認められているということになっています。ですので、が認められているということになっています。ですので、が認められているということになっています。ですので、が認められているということになっています。ですので、このこのこのこの条条条条文を文を文を文を読読読読めば、新たなめば、新たなめば、新たなめば、新たなホホホホテテテテルルルルなどのなどのなどのなどの建建建建設設設設はできないことになるとはできないことになるとはできないことになるとはできないことになると解解解解されるとされるとされるとされると思思思思うのでうのでうのでうのですけれども、奈良すけれども、奈良すけれども、奈良すけれども、奈良市市市市も、も、も、も、国国国国も許可をされたということですが、県はこのも許可をされたということですが、県はこのも許可をされたということですが、県はこのも許可をされたということですが、県はこの法令法令法令法令に関してどのに関してどのに関してどのに関してどのようにおようにおようにおようにお考え考え考え考えになっておられるのか、おになっておられるのか、おになっておられるのか、おになっておられるのか、お伺伺伺伺いしたいといしたいといしたいといしたいと思思思思います。います。います。います。古古古古都都都都保保保保存存存存法法法法にににに違反違反違反違反する行する行する行する行為為為為ではないかということに対して、お答ではないかということに対して、お答ではないかということに対して、お答ではないかということに対して、お答ええええ○上平奈良公園室長○上平奈良公園室長○上平奈良公園室長○上平奈良公園室長します。します。します。します。このこのこのこの法令法令法令法令は、山村委員がおっしは、山村委員がおっしは、山村委員がおっしは、山村委員がおっしゃゃゃゃられたように、第６られたように、第６られたように、第６られたように、第６条条条条で、で、で、で、法法法法第８第８第８第８条条条条第２項の第２項の第２項の第２項の政政政政令令令令で定で定で定で定めるめるめるめる基基基基準準準準というのは、というのは、というのは、というのは、次次次次のとおりであるという中に、のとおりであるという中に、のとおりであるという中に、のとおりであるという中に、構構構構造造造造物物物物の新の新の新の新築築築築ということで、ということで、ということで、ということで、ニニニニ、、、、次次次次にににに掲掲掲掲げげげげるるるる建築建築建築建築のうち、そののうち、そののうち、そののうち、その規規規規模模模模、、、、形態形態形態形態、、、、意意意意匠匠匠匠がががが歴歴歴歴史史史史的的的的風風風風土と土と土と土と著著著著しく不しく不しく不しく不調調調調和でないこと、和でないこと、和でないこと、和でないこと、（５）に、（５）に、（５）に、（５）に、都市公都市公都市公都市公園園園園法法法法にににに規規規規定する定する定する定する公公公公園園園園施設施設施設施設であるであるであるである建築物建築物建築物建築物というというというという形形形形で明で明で明で明記記記記されていますので、されていますので、されていますので、されていますので、許可を許可を許可を許可を受受受受けられる、けられる、けられる、けられる、違法違法違法違法ではないとではないとではないとではな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。これまで、そのようなこれまで、そのようなこれまで、そのようなこれまで、そのような形形形形で、で、で、で、近近近近隣隣隣隣のののの住民住民住民住民で認められているということはありで認められているということはありで認められているということはありで認められているということはあり○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員ません。こういうません。こういうません。こういうません。こういう条条条条文の中でも文の中でも文の中でも文の中でも限限限限定されていることを定されていることを定されていることを定されていることをややややられることについて、とてもられることについて、とてもられることについて、とてもられることについて、とても納納納納得得得得できないので、このできないので、このできないので、このできないので、この点点点点については、改めて知事にもおについては、改めて知事にもおについては、改めて知事にもおについては、改めて知事にもお伺伺伺伺いしたいといしたいといしたいといしたいと思思思思います。います。います。います。次次次次に、に、に、に、高高高高畑畑畑畑地地地地域域域域で、で、で、で、裁裁裁裁判判判判所所所所跡跡跡跡地で、地で、地で、地で、動動動動植植植植物物物物のののの調調調調査も査も査も査もややややっていただいたということで、報っていただいたということで、報っていただいたということで、報っていただいたということで、報告告告告書書書書もいただきました。もいただきました。もいただきました。もいただきました。鳥鳥鳥鳥類類類類以外以外以外以外のののの昆虫昆虫昆虫昆虫などのなどのなどのなどの動動動動物物物物のののの調調調調査はされていないのではないかと査はされていないのではないかと査はされていないのではないかと査はされていないのではないかと思思思思うのですけれども、そのうのですけれども、そのうのですけれども、そのうのですけれども、その点点点点はどうなのか。はどうなのか。はどうなのか。はどうなのか。それから、それから、それから、それから、吉城園吉城園吉城園吉城園地地地地域域域域の知事の知事の知事の知事公公公公舎舎舎舎についてのについてのについてのについての建物建物建物建物調調調調査は、この前、知事も答弁で言われ査は、この前、知事も答弁で言われ査は、この前、知事も答弁で言われ査は、この前、知事も答弁で言われていましたが、ていましたが、ていましたが、ていましたが、自自自自分が分が分が分が住住住住んでいたためにできていないとおっしんでいたためにできていないとおっしんでいたためにできていないとおっしんでいたためにできていないとおっしゃゃゃゃっておられましたが、こっておられましたが、こっておられましたが、こっておられましたが、これはれはれはれは今後今後今後今後されるのかどうか、おされるのかどうか、おされるのかどうか、おされるのかどうか、お伺伺伺伺いしたいといしたいといしたいといしたいと思思思思います。います。います。います。１１１１点目点目点目点目のののの昆虫昆虫昆虫昆虫などのなどのなどのなどの調調調調査はどうするのかという質査はどうするのかという質査はどうするのかという質査はどうするのかという質問問問問については、については、については、については、高高高高○上平奈良公園室長○上平奈良公園室長○上平奈良公園室長○上平奈良公園室長畑裁畑裁畑裁畑裁判判判判所所所所跡跡跡跡地は、地は、地は、地は、江江江江戸戸戸戸時時時時代代代代まではまではまではまでは興福興福興福興福寺寺寺寺のののの子子子子院院院院がありまして、そのがありまして、そのがありまして、そのがありまして、その後後後後、明治、明治、明治、明治時時時時代代代代に山口に山口に山口に山口家家家家のののの所有所有所有所有になり、になり、になり、になり、戦戦戦戦後後後後はははは裁裁裁裁判判判判所所所所官舎官舎官舎官舎としてとしてとしてとして利利利利用されて、平成１７年に県の用されて、平成１７年に県の用されて、平成１７年に県の用されて、平成１７年に県の所有所有所有所有となったとことなったとことなったとことなったところです。平成１７年に県に引きろです。平成１７年に県に引きろです。平成１７年に県に引きろです。平成１７年に県に引き渡渡渡渡す前年の平成１６年にはす前年の平成１６年にはす前年の平成１６年にはす前年の平成１６年には裁裁裁裁判判判判所所所所官舎官舎官舎官舎のののの建物建物建物建物ののののみみみみならならならならずずずず、、、、山口山口山口山口家家家家のののの住住住住居居居居やややや茶茶茶茶室など、全ての室など、全ての室など、全ての室など、全ての建物建物建物建物をををを撤撤撤撤去去去去し、し、し、し、更更更更地にしました。地にしました。地にしました。地にしました。今回今回今回今回、、、、裁裁裁裁判判判判所所所所跡跡跡跡地の地の地の地の活活活活用については、平成１６年までに用については、平成１６年までに用については、平成１６年までに用については、平成１６年までに建物建物建物建物のあったほのあったほのあったほのあったほぼぼぼぼ同じ場所同じ場所同じ場所同じ場所にににに宿泊宿泊宿泊宿泊施設や施設や施設や施設や交交交交流流流流施設施設施設施設がががが建建建建つつつつことから、そのことから、そのことから、そのことから、その整備整備整備整備によるによるによるによる昆虫昆虫昆虫昆虫のののの生生生生息息息息環境環境環境環境のののの変変変変化はないと化はないと化はないと化はないと考え考え考え考えまして、まして、まして、まして、調調調調査は実査は実査は実査は実施施施施していしていしていしていません。ません。ません。ません。知事知事知事知事公公公公舎舎舎舎のののの建物建物建物建物調調調調査をされないのかということについて、査をされないのかということについて、査をされないのかということについて、査をされないのかということについて、吉城園吉城園吉城園吉城園の地の地の地の地区区区区のののの建物建物建物建物調調調調査は、査は、査は、査は、
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平成２２年から奈良県平成２２年から奈良県平成２２年から奈良県平成２２年から奈良県指指指指定文化定文化定文化定文化財調財調財調財調査査査査やややや、、、、近近近近代代代代和和和和風風風風建築建築建築建築総合総合総合総合調調調調査等、ほかに査等、ほかに査等、ほかに査等、ほかに学学学学識識識識経経経経験験験験者に者に者に者によるよるよるよる現現現現地地地地調調調調査も行ってきました。知事査も行ってきました。知事査も行ってきました。知事査も行ってきました。知事公公公公舎舎舎舎については、昭和２年に名については、昭和２年に名については、昭和２年に名については、昭和２年に名勝勝勝勝指指指指定されたのです定されたのです定されたのです定されたのですけれども、それけれども、それけれども、それけれども、それ以以以以前に前に前に前に建建建建てられていまして、てられていまして、てられていまして、てられていまして、吉城園吉城園吉城園吉城園主主主主棟棟棟棟、、、、茶茶茶茶室、室、室、室、世世世世尊院尊院尊院尊院とととと同様同様同様同様に、に、に、に、外観外観外観外観はははは原則原則原則原則として保として保として保として保持持持持しますと。また、しますと。また、しますと。また、しますと。また、内内内内部では、部では、部では、部では、ササササンンンンフラフラフラフランンンンシシシシススススコ講コ講コ講コ講和会議の和会議の和会議の和会議の批准批准批准批准書書書書にににに天天天天皇皇皇皇がががが署署署署名されました名されました名されました名されました御御御御認認認認証証証証のののの間間間間は、そのは、そのは、そのは、その歴歴歴歴史史史史的価的価的価的価値値値値をををを踏踏踏踏ままままええええまして保まして保まして保まして保存存存存しますと。これらのしますと。これらのしますと。これらのしますと。これらの調調調調査査査査やややや保保保保存存存存方方方方針針針針については、奈良については、奈良については、奈良については、奈良公公公公園園園園地地地地区区区区整備整備整備整備検討検討検討検討委員会委員会委員会委員会やややや部会で部会で部会で部会で専門専門専門専門家家家家等の等の等の等の意意意意見を聞きま見を聞きま見を聞きま見を聞きまして、して、して、して、十十十十分に議分に議分に議分に議論論論論をををを重ね重ね重ね重ねて決定しましたので、て決定しましたので、て決定しましたので、て決定しましたので、今今今今のところのところのところのところ追追追追加調加調加調加調査をするという査をするという査をするという査をするという考え考え考え考えはあはあはあはありません。りません。りません。りません。以上以上以上以上です。です。です。です。知事知事知事知事公公公公舎舎舎舎について文化について文化について文化について文化財財財財にににに当当当当たるかもしれないたるかもしれないたるかもしれないたるかもしれない貴重貴重貴重貴重なななな建物建物建物建物ではないかとではないかとではないかとではないかと専門専門専門専門○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員家家家家からもからもからもからも伺伺伺伺っていますし、知事っていますし、知事っていますし、知事っていますし、知事公公公公舎舎舎舎と副知事と副知事と副知事と副知事公公公公舎舎舎舎がががが同時同時同時同時にににに残残残残されているされているされているされている例例例例も全も全も全も全国国国国でもでもでもでも珍珍珍珍ししししいと聞いています。いと聞いています。いと聞いています。いと聞いています。何何何何らかのらかのらかのらかの活活活活用をされることになりましても、その用をされることになりましても、その用をされることになりましても、その用をされることになりましても、その学学学学術術術術的価的価的価的価値値値値がどういがどういがどういがどういうものであるのかを県うものであるのかを県うものであるのかを県うものであるのかを県民民民民に明らかにすることは、に明らかにすることは、に明らかにすることは、に明らかにすることは、絶絶絶絶対に対に対に対に必要必要必要必要なことだとなことだとなことだとなことだと思思思思います。また、います。また、います。また、います。また、中はそのまま全部中はそのまま全部中はそのまま全部中はそのまま全部残残残残すわけではないということになり、すわけではないということになり、すわけではないということになり、すわけではないということになり、内内内内装装装装など、いろいろ改など、いろいろ改など、いろいろ改など、いろいろ改修修修修がされるがされるがされるがされることになりますので、その前にことになりますので、その前にことになりますので、その前にことになりますので、その前に調調調調査をしなくてはならないと査をしなくてはならないと査をしなくてはならないと査をしなくてはならないと思思思思いますが、このいますが、このいますが、このいますが、この点点点点についてについてについてについても、知事は前の質も、知事は前の質も、知事は前の質も、知事は前の質問問問問のときに、全てのときに、全てのときに、全てのときに、全て公公公公開して、事実を知らせるとおっし開して、事実を知らせるとおっし開して、事実を知らせるとおっし開して、事実を知らせるとおっしゃゃゃゃっていただいてっていただいてっていただいてっていただいていますので、もう一度知事と議いますので、もう一度知事と議いますので、もう一度知事と議いますので、もう一度知事と議論論論論したいとしたいとしたいとしたいと思思思思います。います。います。います。もう１もう１もう１もう１点点点点、、、、両両両両方の方の方の方の植植植植物物物物や動や動や動や動物物物物のののの調調調調査報告をいただきました。査報告をいただきました。査報告をいただきました。査報告をいただきました。調調調調査報告査報告査報告査報告書書書書にはにはにはには誰誰誰誰が行ったが行ったが行ったが行ったのか明のか明のか明のか明記記記記がされていませんでしたが、わかればがされていませんでしたが、わかればがされていませんでしたが、わかればがされていませんでしたが、わかれば教え教え教え教えていただきたいし、ご報告いただきたていただきたいし、ご報告いただきたていただきたいし、ご報告いただきたていただきたいし、ご報告いただきたいといといといと思思思思いますが、いかがでしいますが、いかがでしいますが、いかがでしいますが、いかがでしょょょょうか。うか。うか。うか。具体的具体的具体的具体的に会社名に会社名に会社名に会社名や有や有や有や有識識識識者については、者については、者については、者については、今今今今資資資資料料料料がありませんので、がありませんので、がありませんので、がありませんので、後後後後○上平奈良公園室長○上平奈良公園室長○上平奈良公園室長○上平奈良公園室長ほど報告します。ほど報告します。ほど報告します。ほど報告します。わかりました。わかりました。わかりました。わかりました。○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員続続続続きは知事におきは知事におきは知事におきは知事にお伺伺伺伺いすることにしたいといすることにしたいといすることにしたいといすることに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ででで終終終終わります。わります。わります。わります。私私私私からは２からは２からは２からは２点点点点質質質質問問問問します。します。します。します。○森山委員○森山委員○森山委員○森山委員１１１１点点点点は、総務部に対して、は、総務部に対して、は、総務部に対して、は、総務部に対して、消消消消防防防防用用用用設備設備設備設備におけるにおけるにおけるにおける非常非常非常非常用用用用電電電電気気気気のののの点点点点検検検検について質について質について質について質問問問問します。します。します。します。６年前の６年前の６年前の６年前の東東東東日本日本日本日本大大大大震震震震災災災災のときに、のときに、のときに、のときに、整備整備整備整備不良によって不良によって不良によって不良によって作作作作動動動動しなかったしなかったしなかったしなかった非常非常非常非常用発用発用発用発電電電電機が、一機が、一機が、一機が、一般社般社般社般社団法団法団法団法人人人人の報告によると、全の報告によると、全の報告によると、全の報告によると、全体体体体の４の４の４の４割割割割あったと出ていました。また、あったと出ていました。また、あったと出ていました。また、あったと出ていました。また、始動始動始動始動はしたが、はしたが、はしたが、はしたが、途途途途中で異中で異中で異中で異常常常常停停停停止止止止をしたをしたをしたをした非常非常非常非常用用用用電電電電源源源源が２７％あったと。これがが２７％あったと。これがが２７％あったと。これがが２７％あったと。これが結果結果結果結果としてとしてとしてとして被被被被害害害害をををを拡拡拡拡大大大大させるさせるさせるさせる原原原原因因因因の一つになったということです。の一つになったということです。の一つになったということです。の一つになったということです。近近近近年では、年では、年では、年では、熊熊熊熊本地本地本地本地震震震震のときものときものときものときも公公公公共共共共施設施設施設施設においてもにおいてもにおいてもにおいても非常非常非常非常用発用発用発用発電電電電機が機が機が機が作作作作動動動動しないものがしないものがしないものがしないものが複複複複数数数数あったということです。万一のときに確実にあったということです。万一のときに確実にあったということです。万一のときに確実にあったということです。万一のときに確実に作作作作動動動動ができができができができ
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るように、るように、るように、るように、非常非常非常非常用発用発用発用発電電電電機の機の機の機の点点点点検検検検がががが義義義義務づけられていますが、県務づけられていますが、県務づけられていますが、県務づけられていますが、県内内内内において、そのあたりのにおいて、そのあたりのにおいて、そのあたりのにおいて、そのあたりの問問問問題題題題はないでしはないでしはないでしはないでしょょょょうかということです。地うかということです。地うかということです。地うかということです。地震震震震などのなどのなどのなどの自然災自然災自然災自然災害害害害やややや火火火火災災災災などのなどのなどのなどの停停停停電電電電のときに、のときに、のときに、のときに、スプリスプリスプリスプリンンンンクラークラークラークラーなどのなどのなどのなどの消消消消防防防防用用用用設備や設備や設備や設備やエレエレエレエレベーベーベーベータタタターーーー等等等等 々々々々が確実にが確実にが確実にが確実に作作作作動動動動するように、するように、するように、するように、自自自自家家家家発発発発電電電電設備設備設備設備のののの点点点点検検検検を確実に進めていくことが、いつを確実に進めていくことが、いつを確実に進めていくことが、いつを確実に進めていくことが、いつ起起起起こるかわからないこるかわからないこるかわからないこるかわからない震震震震災災災災にににに備え備え備え備えることになるることになるることになるることになるとととと思思思思いますが、県いますが、県いますが、県いますが、県内内内内の実の実の実の実施状況施状況施状況施状況についてについてについてについて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。います。います。います。また、あわせて、また、あわせて、また、あわせて、また、あわせて、国国国国のののの基基基基準準準準では、では、では、では、自自自自家家家家発発発発電電電電設備設備設備設備のののの検検検検査をするときには、３０％査をするときには、３０％査をするときには、３０％査をするときには、３０％以上以上以上以上のののの負負負負荷荷荷荷機機機機能能能能点点点点検検検検を実を実を実を実施施施施することがすることがすることがすることが求求求求められていますけれども、そのあたりのこともあわせておめられていますけれども、そのあたりのこともあわせておめられていますけれども、そのあたりのこともあわせておめられていますけれども、そのあたりのこともあわせてお尋ね尋ね尋ね尋ねします。します。します。します。 森山委員から、森山委員から、森山委員から、森山委員から、消消消消防防防防用用用用設備設備設備設備に係るに係るに係るに係る自自自自家家家家発発発発電電電電設備設備設備設備についての質についての質についての質についての質問問問問があがあがあがあ○小出消防救急課長○小出消防救急課長○小出消防救急課長○小出消防救急課長り、答り、答り、答り、答ええええ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。屋屋屋屋内内内内消火栓消火栓消火栓消火栓等の等の等の等の消消消消防防防防用用用用設備設備設備設備については、については、については、については、消消消消防防防防法法法法のののの規規規規定により、定により、定により、定により、建築物建築物建築物建築物の用の用の用の用途途途途やややや規規規規模模模模にににに応応応応じじじじてててて設置設置設置設置することがすることがすることがすることが義義義義務づけられています。務づけられています。務づけられています。務づけられています。技術技術技術技術上上上上のののの基基基基準準準準の中で、そういうの中で、そういうの中で、そういうの中で、そういう消消消消防防防防用用用用設備設備設備設備が、が、が、が、例え例え例え例えばばばば災災災災害害害害等によって等によって等によって等によって停停停停電電電電したしたしたした場場場場合において正合において正合において正合において正常常常常にににに稼稼稼稼働働働働するように、森山委員がおするように、森山委員がおするように、森山委員がおするように、森山委員がお述べ述べ述べ述べにににになったようななったようななったようななったような非常非常非常非常電電電電源源源源、、、、自自自自家家家家発発発発電電電電設備設備設備設備等を等を等を等を設置設置設置設置することがすることがすることがすることが義義義義務づけられており、務づけられており、務づけられており、務づけられており、消消消消防防防防用用用用設設設設備備備備、、、、自自自自家家家家発発発発電電電電設備設備設備設備については、については、については、については、消消消消防防防防法法法法のののの規規規規定で定定で定定で定定で定期的期的期的期的にににに点点点点検検検検がががが必要必要必要必要になっていまして、になっていまして、になっていまして、になっていまして、点点点点検検検検のののの結果結果結果結果をををを消消消消防防防防署署署署長等に報告する長等に報告する長等に報告する長等に報告する規規規規定になっています。定になっています。定になっています。定になっています。点点点点検検検検のののの状況状況状況状況について、報告しますけれども、について、報告しますけれども、について、報告しますけれども、について、報告しますけれども、消消消消防防防防用用用用設備設備設備設備のののの点点点点検検検検がががが必要必要必要必要なななな防防防防火火火火対対対対象象象象物物物物のうのうのうのうち、報告のあったち、報告のあったち、報告のあったち、報告のあった割割割割合として、合として、合として、合として、点点点点検検検検報告率を報告率を報告率を報告率を消消消消防庁防庁防庁防庁ででででデデデデーーーータタタタとして出しています。これにとして出しています。これにとして出しています。これにとして出しています。これによりますと、平成２８年３月よりますと、平成２８年３月よりますと、平成２８年３月よりますと、平成２８年３月時点時点時点時点で、全で、全で、全で、全国国国国平平平平均均均均は４８．２％。これに対して、奈良県は４は４８．２％。これに対して、奈良県は４は４８．２％。これに対して、奈良県は４は４８．２％。これに対して、奈良県は４４．４％ですので、全４．４％ですので、全４．４％ですので、全４．４％ですので、全国国国国平平平平均均均均より４％より４％より４％より４％近近近近くくくく低低低低いいいい数字数字数字数字となっています。一方、延となっています。一方、延となっています。一方、延となっています。一方、延べ面べ面べ面べ面積積積積が１，が１，が１，が１，０００平方メ０００平方メ０００平方メ０００平方メーーーートトトトル以上ル以上ル以上ル以上のののの防防防防火火火火対対対対象象象象物物物物はははは消消消消防設備防設備防設備防設備士士士士等の等の等の等の有有有有資資資資格格格格者が者が者が者が点点点点検検検検しなければいけなしなければいけなしなければいけなしなければいけないいいい規規規規模模模模で、それの報告率は、全で、それの報告率は、全で、それの報告率は、全で、それの報告率は、全国国国国平平平平均均均均が６９．７％に対して、奈良県は７２．０％とが６９．７％に対して、奈良県は７２．０％とが６９．７％に対して、奈良県は７２．０％とが６９．７％に対して、奈良県は７２．０％とむむむむししししろ全ろ全ろ全ろ全国国国国よりよりよりより高高高高いいいい数字数字数字数字になっています。このようなになっています。このようなになっています。このようなになっています。このような形形形形でででで点点点点検検検検がされています。がされています。がされています。がされています。それから、森山委員がおそれから、森山委員がおそれから、森山委員がおそれから、森山委員がお述べ述べ述べ述べのののの自自自自家家家家発発発発電電電電設備設備設備設備について、３０％のについて、３０％のについて、３０％のについて、３０％の負負負負荷荷荷荷運運運運転転転転がががが必要必要必要必要だといだといだといだというおうおうおうお話話話話をいただきましたが、をいただきましたが、をいただきましたが、をいただきましたが、自自自自家家家家発発発発電電電電設備設備設備設備のののの負負負負荷荷荷荷運運運運転転転転のののの検検検検査は、査は、査は、査は、国国国国でででで点点点点検検検検のののの基基基基準準準準を定めてを定めてを定めてを定めており、おり、おり、おり、基基基基準準準準に従って行うに従って行うに従って行うに従って行う必要必要必要必要があり、があり、があり、があり、具体的具体的具体的具体的なななな点点点点検検検検方方方方法法法法の一の一の一の一例例例例として、として、として、として、国国国国のののの技術技術技術技術的的的的なななな助助助助言言言言として、として、として、として、通通通通知知知知書書書書の中での中での中での中で点点点点検検検検要要要要領領領領がががが示示示示されています。この中で、１年に１されています。この中で、１年に１されています。この中で、１年に１されています。この中で、１年に１回回回回、３０％の、３０％の、３０％の、３０％の負負負負荷荷荷荷運運運運転転転転をしなければならないことになっています。をしなければならないことになっています。をしなければならないことになっています。をしなければならないことになっています。以上以上以上以上です。です。です。です。３０％というのは、３０％というのは、３０％というのは、３０％というのは、義義義義務ではなくて、務ではなくて、務ではなくて、務ではなくて、助助助助言ということで、確実にそれは言ということで、確実にそれは言ということで、確実にそれは言ということで、確実にそれは上げ上げ上げ上げ○森山委員○森山委員○森山委員○森山委員てくださいということにははっきりとなっていないということですてくださいということにははっきりとなっていないということですてくださいということにははっきりとなっていないということですてくださいということにははっきりとなっていないということですねねねね。。。。
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要要要要はいつはいつはいつはいつ起起起起こるかわからないこるかわからないこるかわからないこるかわからない震震震震災災災災のときに、のときに、のときに、のときに、稼稼稼稼働働働働ができれば、それがができれば、それがができれば、それがができれば、それが目的目的目的目的なわけですけなわけですけなわけですけなわけですけれども、れども、れども、れども、今今今今までのまでのまでのまでの消消消消防防防防用用用用設備設備設備設備のののの点点点点検検検検では、では、では、では、国国国国、県、約、県、約、県、約、県、約半半半半分分分分弱弱弱弱の報告しかないということで、の報告しかないということで、の報告しかないということで、の報告しかないということで、報告のないところはどうなっているかわかりませんが、報告があるところにおいても、報告のないところはどうなっているかわかりませんが、報告があるところにおいても、報告のないところはどうなっているかわかりませんが、報告があるところにおいても、報告のないところはどうなっているかわかりませんが、報告があるところにおいても、災災災災害害害害があってがあってがあってがあって非常非常非常非常電電電電源源源源がががが必要必要必要必要になったときにになったときにになったときにになったときに稼稼稼稼働働働働するかわからないというするかわからないというするかわからないというするかわからないという状況状況状況状況がまだがまだがまだがまだ残残残残されされされされているというのであれば、しっかりとているというのであれば、しっかりとているというのであれば、しっかりとているというのであれば、しっかりと動動動動く確認を年ごとにするのはく確認を年ごとにするのはく確認を年ごとにするのはく確認を年ごとにするのは意意意意味味味味のあることだとのあることだとのあることだとのあることだと思思思思いました。しかし、それがないました。しかし、それがないました。しかし、それがないました。しかし、それがなぜぜぜぜ進まないのかということも一方で聞いていまして、年ごと進まないのかということも一方で聞いていまして、年ごと進まないのかということも一方で聞いていまして、年ごと進まないのかということも一方で聞いていまして、年ごとの定の定の定の定期点期点期点期点検検検検で１で１で１で１回回回回ごとにするごとにするごとにするごとにする検検検検査があまりにも査があまりにも査があまりにも査があまりにも大大大大がかりになるということと、もう一つは、がかりになるということと、もう一つは、がかりになるということと、もう一つは、がかりになるということと、もう一つは、その費用がかさその費用がかさその費用がかさその費用がかさむむむむということ、万が一のことでそこまで費用がかけられにくいというということ、万が一のことでそこまで費用がかけられにくいというということ、万が一のことでそこまで費用がかけられにくいというということ、万が一のことでそこまで費用がかけられにくいという現状現状現状現状もあると聞いています。いつもあると聞いています。いつもあると聞いています。いつもあると聞いています。いつ災災災災害害害害がががが起起起起こるかわからないようなこるかわからないようなこるかわからないようなこるかわからないような時期時期時期時期がががが来来来来て、よりて、よりて、よりて、より点点点点検検検検の簡の簡の簡の簡易易易易というか、というか、というか、というか、大大大大がかりにならなくてもできるようがかりにならなくてもできるようがかりにならなくてもできるようがかりにならなくてもできるよう技術技術技術技術的的的的にも進められていると聞いていまにも進められていると聞いていまにも進められていると聞いていまにも進められていると聞いていますので、万が一のことがあったときにすので、万が一のことがあったときにすので、万が一のことがあったときにすので、万が一のことがあったときに必ず必ず必ず必ず稼稼稼稼働働働働するという確認がとれるようなするという確認がとれるようなするという確認がとれるようなするという確認がとれるような体体体体制制制制はははは必要必要必要必要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、その辺辺辺辺の確認をよろしくお願いしたいとの確認をよろしくお願いしたいとの確認をよろしくお願いしたいとの確認をよろしくお願いしたいと思思思思います。います。います。います。消消消消防防防防用用用用設備設備設備設備に関することはに関することはに関することはに関することは以上以上以上以上です。です。です。です。もう１もう１もう１もう１点点点点は、県土マネジメント部に、は、県土マネジメント部に、は、県土マネジメント部に、は、県土マネジメント部に、高高高高齢齢齢齢者の者の者の者の公公公公共共共共交交交交通通通通のののの利利利利用用用用促促促促進、進、進、進、安安安安心心心心・・・・安安安安全の全の全の全の向上向上向上向上について質について質について質について質問問問問します。します。します。します。駅駅駅駅前の前の前の前のローローローロータタタタリーリーリーリーででででタタタタククククシシシシーーーーをををを利利利利用されているお年用されているお年用されているお年用されているお年寄寄寄寄りの方から、りの方から、りの方から、りの方から、タタタタククククシシシシーーーー乗乗乗乗りりりり場場場場からからからからタタタタククククシシシシーへーへーへーへ乗乗乗乗ろうとするときに、うまくろうとするときに、うまくろうとするときに、うまくろうとするときに、うまく乗乗乗乗れなくて、れなくて、れなくて、れなくて、転転転転んでがをしてしまったというんでがをしてしまったというんでがをしてしまったというんでがをしてしまったという話話話話をををを聞きました。聞きました。聞きました。聞きました。具体的具体的具体的具体的に言うと、に言うと、に言うと、に言うと、大大大大和和和和八八八八木木木木駅駅駅駅ですが、ですが、ですが、ですが、大大大大和和和和八八八八木木木木駅駅駅駅ででででタタタタククククシシシシーーーーにににに乗乗乗乗るときにるときにるときにるときに転転転転んでけがをされて、その方はどこに行くんでけがをされて、その方はどこに行くんでけがをされて、その方はどこに行くんでけがをされて、その方はどこに行く目的目的目的目的だったのかわかりませんけれども、だったのかわかりませんけれども、だったのかわかりませんけれども、だったのかわかりませんけれども、大大大大和和和和八八八八木木木木駅駅駅駅は、ご承知のとおり、県は、ご承知のとおり、県は、ご承知のとおり、県は、ご承知のとおり、県立医立医立医立医大大大大附附附附属属属属病院病院病院病院がががが近近近近くて、くて、くて、くて、体体体体のののの弱弱弱弱い方がい方がい方がい方が大大大大和和和和八八八八木木木木駅駅駅駅まで行って、まで行って、まで行って、まで行って、大大大大和和和和八八八八木木木木駅駅駅駅からからからからタタタタククククシシシシーーーーにににに乗乗乗乗ったり、ったり、ったり、ったり、ババババススススにににに乗乗乗乗ったり、ったり、ったり、ったり、公公公公共共共共交交交交通通通通をををを利利利利用し県用し県用し県用し県立医立医立医立医大大大大附附附附属属属属病病病病院院院院に行く方もに行く方もに行く方もに行く方も多多多多いところです。そういういところです。そういういところです。そういういところです。そういう体体体体のののの弱弱弱弱い方がい方がい方がい方が乗乗乗乗る比率がる比率がる比率がる比率が結結結結構構構構高高高高いいいい場所場所場所場所でうまくでうまくでうまくでうまく乗乗乗乗れなくてけがをするというれなくてけがをするというれなくてけがをするというれなくてけがをするという話話話話を聞いてから、を聞いてから、を聞いてから、を聞いてから、タタタタククククシシシシーーーードドドドライライライライババババーやーやーやーや会社に確認をとりに行会社に確認をとりに行会社に確認をとりに行会社に確認をとりに行くと、年くと、年くと、年くと、年間間間間にににに数件数件数件数件起起起起きているということを聞きました。きているということを聞きました。きているということを聞きました。きているということを聞きました。体体体体がががが弱弱弱弱いからいからいからいから少少少少し足がつっかし足がつっかし足がつっかし足がつっかええええててててけがをするということも一つの理けがをするということも一つの理けがをするということも一つの理けがをするということも一つの理由由由由ですけれども、もう一つは、ですけれども、もう一つは、ですけれども、もう一つは、ですけれども、もう一つは、乗乗乗乗りりりり場場場場のののの構構構構造造造造上上上上のののの問問問問題題題題ももももあるということもわかりました。あわせて、あるということもわかりました。あわせて、あるということもわかりました。あわせて、あるということもわかりました。あわせて、タタタタククククシシシシーーーードドドドライライライライババババーーーーのののの運運運運転転転転技術技術技術技術のののの違違違違いにもいにもいにもいにも原原原原因因因因があるということも聞かせていただきました。これからお年があるということも聞かせていただきました。これからお年があるということも聞かせていただきました。これからお年があるということも聞かせていただきました。これからお年寄寄寄寄りの方がりの方がりの方がりの方が運運運運転免転免転免転免許許許許証証証証をををを返返返返納納納納して、して、して、して、移移移移動動動動するときにするときにするときにするときに公公公公共共共共交交交交通通通通をもっとをもっとをもっとをもっと利利利利用していこうと用していこうと用していこうと用していこうと変変変変わっていく中で、わっていく中で、わっていく中で、わっていく中で、体体体体の不の不の不の不自自自自由由由由な方で、な方で、な方で、な方で、公公公公共共共共交交交交通通通通をををを利利利利用される方もこれからより用される方もこれからより用される方もこれからより用される方もこれからより多多多多くなるとくなるとくなるとくなると思思思思います。とりわけいます。とりわけいます。とりわけいます。とりわけ大大大大和和和和八八八八木木木木駅駅駅駅のののの話話話話については、については、については、については、タタタタククククシシシシーーーーのののの話話話話でしたけれども、その改でしたけれども、その改でしたけれども、その改でしたけれども、その改善善善善は、お年は、お年は、お年は、お年寄寄寄寄りの方にりの方にりの方にりの方に気気気気をつをつをつをつ
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けていただく、けていただく、けていただく、けていただく、タタタタククククシシシシーーーードドドドライライライライババババーーーーのののの運運運運転転転転技術技術技術技術をををを高高高高めてもらうことにあわせて、めてもらうことにあわせて、めてもらうことにあわせて、めてもらうことにあわせて、構構構構造造造造上上上上のののの問問問問題題題題というのもというのもというのもというのもチェックチェックチェックチェックしていかなければ、こういうしていかなければ、こういうしていかなければ、こういうしていかなければ、こういう問問問問題題題題はこれからはこれからはこれからはこれからふふふふええええていくのではなていくのではなていくのではなていくのではないかといかといかといかと思思思思いました。いました。いました。いました。これは、これは、これは、これは、大大大大和和和和八八八八木木木木駅駅駅駅のののの問問問問題題題題だけではなくて、県だけではなくて、県だけではなくて、県だけではなくて、県下下下下ののののローローローロータタタタリーリーリーリーにににに共共共共通通通通して言して言して言して言ええええるるるる課課課課題題題題でででではないかとはないかとはないかとはないかと感感感感じじじじていますけれども、これからていますけれども、これからていますけれども、これからていますけれども、これから先先先先のことをのことをのことをのことを考え考え考え考えて、県て、県て、県て、県下下下下のののの公公公公共共共共交交交交通通通通ののののローローローロータタタタリーリーリーリーのののの乗乗乗乗りりりり場場場場、、、、降降降降りりりり場場場場でそういうことがないのかという確認もでそういうことがないのかという確認もでそういうことがないのかという確認もでそういうことがないのかという確認も必要必要必要必要だとだとだとだと思思思思いますけれども、いますけれども、いますけれども、いますけれども、そのあたりについてのご見そのあたりについてのご見そのあたりについてのご見そのあたりについてのご見解解解解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。高高高高齢齢齢齢者に者に者に者に配配配配慮慮慮慮したしたしたしたババババリリリリアアアアフリーフリーフリーフリーの取りの取りの取りの取り組み組み組み組みについてお答についてお答についてお答についてお答ええええします。します。します。します。○大庭道路環境課長○大庭道路環境課長○大庭道路環境課長○大庭道路環境課長高高高高齢齢齢齢者に者に者に者に配配配配慮慮慮慮したしたしたしたババババリリリリアアアアフリー施策フリー施策フリー施策フリー施策をををを展展展展開するに開するに開するに開するに当当当当たっては、たっては、たっては、たっては、困困困困っている方のっている方のっている方のっている方のニニニニーーーーズズズズにににに応じ応じ応じ応じたたたた整整整整理が理が理が理が重要重要重要重要だとだとだとだと考え考え考え考えています。このようなことから、平成１８年にています。このようなことから、平成１８年にています。このようなことから、平成１８年にています。このようなことから、平成１８年に施施施施行されました行されました行されました行されました高高高高齢齢齢齢者、障者、障者、障者、障害害害害者等の者等の者等の者等の移移移移動動動動等の円等の円等の円等の円滑滑滑滑化の化の化の化の促促促促進に関する進に関する進に関する進に関する法律法律法律法律の中では、関の中では、関の中では、関の中では、関連施策連施策連施策連施策を総合を総合を総合を総合的的的的に実に実に実に実施施施施することとなっており、することとなっており、することとなっており、することとなっており、高高高高齢齢齢齢者等が者等が者等が者等が利利利利用されます用されます用されます用されます鉄鉄鉄鉄道道道道駅駅駅駅やややや官官官官公庁施設公庁施設公庁施設公庁施設を含を含を含を含むむむむ地地地地区区区区においにおいにおいにおいて、て、て、て、市町市町市町市町村で村で村で村でババババリリリリアアアアフリー基フリー基フリー基フリー基本本本本構構構構想想想想をををを作作作作成できるとされています。県成できるとされています。県成できるとされています。県成できるとされています。県内内内内では、このでは、このでは、このでは、この基基基基本本本本構構構構想想想想がががが作作作作成された成された成された成された橿原橿原橿原橿原市市市市、、、、葛城葛城葛城葛城市市市市、、、、大大大大和和和和郡郡郡郡山山山山市市市市、、、、香芝香芝香芝香芝市市市市、奈良、奈良、奈良、奈良市市市市、、、、河河河河合合合合町町町町の６の６の６の６市町市町市町市町では、では、では、では、公公公公共共共共交交交交通通通通事業者、道事業者、道事業者、道事業者、道路路路路管理者などの関係者による管理者などの関係者による管理者などの関係者による管理者などの関係者によるババババリリリリアアアアフリーフリーフリーフリー推進推進推進推進協協協協議会を議会を議会を議会を設置設置設置設置し、し、し、し、課課課課題題題題やややや対対対対応策応策応策応策のののの検討検討検討検討を行っているところです。を行っているところです。を行っているところです。を行っているところです。森山委員からご森山委員からご森山委員からご森山委員からご指摘指摘指摘指摘のののの近近近近鉄鉄鉄鉄大大大大和和和和八八八八木木木木駅駅駅駅のののの南南南南とととと北北北北にあるにあるにあるにあるタタタタククククシシシシーーーー乗乗乗乗りりりり場場場場ですが、ですが、ですが、ですが、タタタタククククシシシシーーーーのののの停停停停車車車車ススススペペペペースースースースとととと歩歩歩歩道との道との道との道との間間間間にににに段段段段差が差が差が差が残残残残っているっているっているっている状況状況状況状況があり、があり、があり、があり、橿原橿原橿原橿原市市市市では平成２２年度にでは平成２２年度にでは平成２２年度にでは平成２２年度にババババリリリリアアアアフリー基フリー基フリー基フリー基本本本本構構構構想想想想をををを策策策策定し、関係者の定し、関係者の定し、関係者の定し、関係者の連携連携連携連携のもと、事業を推進しているところです。のもと、事業を推進しているところです。のもと、事業を推進しているところです。のもと、事業を推進しているところです。奈良県としては、奈良県としては、奈良県としては、奈良県としては、駅周辺駅周辺駅周辺駅周辺ののののタタタタククククシシシシーーーー乗乗乗乗りりりり場場場場がががが高高高高齢齢齢齢者にも者にも者にも者にも優優優優しいしいしいしい構構構構造造造造になるよう、関係者とになるよう、関係者とになるよう、関係者とになるよう、関係者とのののの協協協協議を議を議を議を踏踏踏踏ままままええええながら対ながら対ながら対ながら対応応応応していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと考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。平成２２年度から事業を推進しているということですけれども、平成２２年度から事業を推進しているということですけれども、平成２２年度から事業を推進しているということですけれども、平成２２年度から事業を推進しているということですけれども、現状現状現状現状は、平は、平は、平は、平○森山委員○森山委員○森山委員○森山委員成２９年で成２９年で成２９年で成２９年で大大大大和和和和八八八八木木木木駅駅駅駅に関してだけでもそういうに関してだけでもそういうに関してだけでもそういうに関してだけでもそういう状況状況状況状況です。いろいろな方にです。いろいろな方にです。いろいろな方にです。いろいろな方に生生生生のののの話話話話を聞こを聞こを聞こを聞こうとうとうとうと思思思思ってってってって現場現場現場現場に行って聞かせていただきましたけれども、に行って聞かせていただきましたけれども、に行って聞かせていただきましたけれども、に行って聞かせていただきましたけれども、体体体体の不の不の不の不自由自由自由自由な方がな方がな方がな方が公公公公共共共共交交交交通通通通をををを利利利利用するというのは、これから用するというのは、これから用するというのは、これから用するというのは、これからふふふふええええるでしるでしるでしるでしょょょょう。う。う。う。ふふふふええええるときに、るときに、るときに、るときに、ババババラララランンンンススススをををを崩崩崩崩すというこすというこすというこすということもともともとも当然当然当然当然あるでしあるでしあるでしあるでしょょょょう。それは、う。それは、う。それは、う。それは、段段段段差がある中で、差がある中で、差がある中で、差がある中で、タタタタククククシシシシーーーーがががが段段段段差に差に差に差にぎぎぎぎりりりりぎぎぎぎりまでりまでりまでりまで近近近近づいづいづいづいていれば、ていれば、ていれば、ていれば、直接直接直接直接乗乗乗乗れるのですけれど、れるのですけれど、れるのですけれど、れるのですけれど、最近最近最近最近ののののローローローロータタタタリーリーリーリーはははは小小小小さくて、さくて、さくて、さくて、直直直直線線線線が長ければ、が長ければ、が長ければ、が長ければ、横横横横へへへへつきつきつきつきややややすいですが、すいですが、すいですが、すいですが、回回回回ってってってってタタタタククククシシシシーーーーのののの乗乗乗乗りりりり場場場場に行こうとに行こうとに行こうとに行こうと思え思え思え思えば、ば、ば、ば、未未未未熟熟熟熟ななななドドドドライライライライババババーーーーの方、の方、の方、の方、運運運運転転転転技術技術技術技術がそうがそうがそうがそう高高高高くない方は、くない方は、くない方は、くない方は、少少少少ししししススススペペペペースースースースがあくのです。まちまちであるがあくのです。まちまちであるがあくのです。まちまちであるがあくのです。まちまちであるタタタタククククシシシシーーーードドドドラララライイイイババババーーーーのののの運運運運転転転転技術技術技術技術のののの問問問問題題題題もあるということも聞きましたけれども、それもあるということも聞きましたけれども、それもあるということも聞きましたけれども、それもあるということも聞きましたけれども、それ以外以外以外以外にもにもにもにも構構構構造造造造上上上上のののの
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問問問問題題題題はあるとはあるとはあるとはあると思思思思いますので、それはいますので、それはいますので、それはいますので、それは大大大大和和和和八八八八木木木木駅駅駅駅にににに限限限限ららららず公ず公ず公ず公共共共共交交交交通通通通のののの乗乗乗乗降降降降場場場場の全てにの全てにの全てにの全てに共共共共通通通通すすすするるるる課課課課題題題題だとだとだと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、ぜひぜひぜひぜひこれからこれからこれからこれから先先先先のことを見のことを見のことを見のことを見据据据据ええええて、お年て、お年て、お年て、お年寄寄寄寄りりりりや体や体や体や体の不の不の不の不自由自由自由自由な方な方な方な方がががが安安安安心心心心してしてしてして公公公公共共共共交交交交通通通通をををを利利利利用できるように、県用できるように、県用できるように、県用できるように、県下下下下全全全全体体体体を見ていっていただきたいとを見ていっていただきたいとを見ていっていただきたいとを見ていっていただきたいと思思思思います。います。います。います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう１もう１もう１もう１点点点点は、県土マネジメント部には、県土マネジメント部には、県土マネジメント部には、県土マネジメント部に要望要望要望要望ですけれども、ですけれども、ですけれども、ですけれども、河河河河川川川川敷敷敷敷のののの占有占有占有占有物物物物についてで、についてで、についてで、についてで、河河河河川川川川敷敷敷敷で野で野で野で野菜菜菜菜をつくっておられる方に対することです。をつくっておられる方に対することです。をつくっておられる方に対することです。をつくっておられる方に対することです。河河河河川川川川敷敷敷敷にににに勝勝勝勝手手手手に野に野に野に野菜菜菜菜をつくっておられる、をつくっておられる、をつくっておられる、をつくっておられる、勝勝勝勝手手手手にににに建物建物建物建物をををを建建建建てられているという方はそのてられているという方はそのてられているという方はそのてられているという方はそのままのままのままのままの状態状態状態状態では決してよくないということで、では決してよくないということで、では決してよくないということで、では決してよくないということで、現状現状現状現状をををを把握把握把握把握するために、するために、するために、するために、数数数数年前に年前に年前に年前に緊急緊急緊急緊急雇雇雇雇用用用用制制制制度を度を度を度を活活活活用して、その用して、その用して、その用して、その予予予予算で県算で県算で県算で県下下下下のののの状況状況状況状況ををををチェックチェックチェックチェックしたことが一度あったと聞いています。したことが一度あったと聞いています。したことが一度あったと聞いています。したことが一度あったと聞いています。それをそれをそれをそれを通じ通じ通じ通じて県て県て県て県下下下下にどれだけ不にどれだけ不にどれだけ不にどれだけ不法法法法にににに占有占有占有占有されているところがあるのか、野されているところがあるのか、野されているところがあるのか、野されているところがあるのか、野菜菜菜菜をつくっていをつくっていをつくっていをつくっているところがあるのか、るところがあるのか、るところがあるのか、るところがあるのか、建物建物建物建物がががが残残残残っているところがあるのかとかいうっているところがあるのかとかいうっているところがあるのかとかいうっているところがあるのかとかいうチェックチェックチェックチェックをされて、そをされて、そをされて、そをされて、そのときには一度、のときには一度、のときには一度、のときには一度、若干若干若干若干の改の改の改の改善善善善というか、というか、というか、というか、注注注注意意意意をして、をして、をして、をして、少少少少なくはなったとなくはなったとなくはなったとなくはなったと思思思思いますけれども、いますけれども、いますけれども、いますけれども、ああいうことは、ああいうことは、ああいうことは、ああいうことは、イイイイタタタタチチチチごっこのようなごっこのようなごっこのようなごっこのような形形形形で、で、で、で、注注注注意意意意されて、一されて、一されて、一されて、一旦旦旦旦終終終終わっても、またのわっても、またのわっても、またのわっても、またのぞぞぞぞいいいいててててみみみみるとるとるとると同じ同じ同じ同じようなようなようなような状態状態状態状態になっているということがになっているということがになっているということがになっているということが結結結結構構構構あるようです。それで、そういうあるようです。それで、そういうあるようです。それで、そういうあるようです。それで、そういう方に、きちんと方に、きちんと方に、きちんと方に、きちんと畑畑畑畑をををを借借借借りるなどして、りるなどして、りるなどして、りるなどして、河河河河川川川川敷敷敷敷でででで工作物工作物工作物工作物をつくったらいけないことも、そのをつくったらいけないことも、そのをつくったらいけないことも、そのをつくったらいけないことも、その後後後後もももも伝伝伝伝ええええていっていただいて、ていっていただいて、ていっていただいて、ていっていただいて、看板看板看板看板もももも立立立立っているところを見たことがあるのですけれども、っているところを見たことがあるのですけれども、っているところを見たことがあるのですけれども、っているところを見たことがあるのですけれども、利利利利用されている方の言いわけを聞いて用されている方の言いわけを聞いて用されている方の言いわけを聞いて用されている方の言いわけを聞いてみみみみると、そのままにしてあったらると、そのままにしてあったらると、そのままにしてあったらると、そのままにしてあったら草草草草ががががぼぼぼぼううううぼぼぼぼうになうになうになうになっているところをこちらがきれいにしてあっているところをこちらがきれいにしてあっているところをこちらがきれいにしてあっているところをこちらがきれいにしてあげげげげているているているているぐぐぐぐらいですということで、らいですということで、らいですということで、らいですということで、悪悪悪悪気気気気がないがないがないがない形形形形でででで畑畑畑畑を、を、を、を、工作物工作物工作物工作物をつくっている方がおられるということを聞きました。をつくっている方がおられるということを聞きました。をつくっている方がおられるということを聞きました。をつくっている方がおられるということを聞きました。草草草草ががががぼぼぼぼううううぼぼぼぼうにうにうにうになっているところをきれいにされているというと、一つの理なっているところをきれいにされているというと、一つの理なっているところをきれいにされているというと、一つの理なっているところをきれいにされているというと、一つの理由由由由かとかとかとかと思思思思いますけれども、そいますけれども、そいますけれども、そいますけれども、それで、わかりました、にはならないわけです。れで、わかりました、にはならないわけです。れで、わかりました、にはならないわけです。れで、わかりました、にはならないわけです。庭庭庭庭をををを持持持持てないような方がてないような方がてないような方がてないような方が家庭家庭家庭家庭菜園菜園菜園菜園をしたいをしたいをしたいをしたいとととと思思思思ったら、ったら、ったら、ったら、市民市民市民市民農園農園農園農園で年で年で年で年間間間間管理管理管理管理料料料料をををを払払払払ってまでってまでってまでってまで小小小小さなさなさなさな畑畑畑畑をををを持持持持たれる方もいる中で、一方、たれる方もいる中で、一方、たれる方もいる中で、一方、たれる方もいる中で、一方、近近近近くで、なかなかくで、なかなかくで、なかなかくで、なかなか目目目目のののの届届届届かないところがあるからということで、かないところがあるからということで、かないところがあるからということで、かないところがあるからということで、河河河河川川川川敷敷敷敷ででででタタタタマネマネマネマネギギギギなどをなどをなどをなどをつくられているというのは、つくられているというのは、つくられているというのは、つくられているというのは、ややややはりはりはりはり公公公公平平平平性性性性からからからから考え考え考え考えてもよくないとてもよくないとてもよくないとてもよくないと思思思思います。います。います。います。チェック体チェック体チェック体チェック体制制制制は、は、は、は、以以以以前は前は前は前は緊急緊急緊急緊急雇雇雇雇用の用の用の用の予予予予算があったから算があったから算があったから算があったからチェックチェックチェックチェックはできたけれど、はできたけれど、はできたけれど、はできたけれど、今今今今はなかなかそういはなかなかそういはなかなかそういはなかなかそういうところまでうところまでうところまでうところまで目目目目もももも予予予予算も行き算も行き算も行き算も行き届届届届かないとはかないとはかないとはかないとは思思思思いますけれども、機会を見ていますけれども、機会を見ていますけれども、機会を見ていますけれども、機会を見てチェックチェックチェックチェックはしてはしてはしてはしていくいくいくいく必要必要必要必要があるとがあるとがあるとがあると思思思思っていますので、っていますので、っていますので、っていますので、ぜひぜひぜひぜひ心心心心にとめておいていただけたらありがたいとにとめておいていただけたらありがたいとにとめておいていただけたらありがたいとにとめておいていただけたらありがたいと思思思思います。これはいます。これはいます。これはいます。これは要望要望要望要望にしておきます。にしておきます。にしておきます。にしておきます。私私私私からはからはからはからは以上以上以上以上です。です。です。です。たくさんあります。またくさんあります。またくさんあります。またくさんあります。まずずずず１１１１点点点点事務局に聞きたいのですが、決算事務局に聞きたいのですが、決算事務局に聞きたいのですが、決算事務局に聞きたいのですが、決算書書書書がががが法令法令法令法令にににに基基基基○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員づいてづいてづいてづいて配配配配付されているわけですけれど、な付されているわけですけれど、な付されているわけですけれど、な付されているわけですけれど、なぜぜぜぜ歳入と総務部と県土マネジメント部が一歳入と総務部と県土マネジメント部が一歳入と総務部と県土マネジメント部が一歳入と総務部と県土マネジメント部が一緒緒緒緒のののの
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審議の審議の審議の審議の時間時間時間時間になるのですか。になるのですか。になるのですか。になるのですか。款款款款１からいけば全１からいけば全１からいけば全１からいけば全然然然然ばらばらではないですか。不ばらばらではないですか。不ばらばらではないですか。不ばらばらではないですか。不思思思思議で議で議で議で仕仕仕仕方方方方がないのです。がないのです。がないのです。がないのです。普通普通普通普通は、歳入を前からいくか、は、歳入を前からいくか、は、歳入を前からいくか、は、歳入を前からいくか、後後後後にににに回回回回すかという、すかという、すかという、すかという、大体大体大体大体その程度だとその程度だとその程度だとその程度だと思思思思ううううのですけれど、決算審査なのに、なのですけれど、決算審査なのに、なのですけれど、決算審査なのに、なのですけれど、決算審査なのに、なぜぜぜぜそういう決算審査日程をそういう決算審査日程をそういう決算審査日程をそういう決算審査日程を組組組組んでいないのですか。こんでいないのですか。こんでいないのですか。こんでいないのですか。このののの間間間間配配配配っていただきました、決算審査特別委員会の部がっていただきました、決算審査特別委員会の部がっていただきました、決算審査特別委員会の部がっていただきました、決算審査特別委員会の部が書書書書いているいているいているいている表表表表を見て、きを見て、きを見て、きを見て、きょょょょうのうのうのうの午午午午前中が村井副知事、前中が村井副知事、前中が村井副知事、前中が村井副知事、午午午午後後後後からが一からが一からが一からが一松松松松副知事で、あしたは一副知事で、あしたは一副知事で、あしたは一副知事で、あしたは一松松松松副知事、村井副知事と、副知副知事、村井副知事と、副知副知事、村井副知事と、副知副知事、村井副知事と、副知事事事事都都都都合で合で合で合で組組組組んであるわけですか。お答んであるわけですか。お答んであるわけですか。お答んであるわけですか。お答ええええください。ください。ください。ください。川田委員がおっし川田委員がおっし川田委員がおっし川田委員がおっしゃゃゃゃるように、るように、るように、るように、市町市町市町市町村の議会においては、村の議会においては、村の議会においては、村の議会においては、款款款款のののの順番順番順番順番○上田議会事務局長○上田議会事務局長○上田議会事務局長○上田議会事務局長にという決算審査特別委員会のにという決算審査特別委員会のにという決算審査特別委員会のにという決算審査特別委員会の設設設設定をされているところが定をされているところが定をされているところが定をされているところが多多多多いようにいようにいようにいように伺伺伺伺っています。ただ、っています。ただ、っています。ただ、っています。ただ、ややややはり県議会になりますとはり県議会になりますとはり県議会になりますとはり県議会になりますと規規規規模模模模がががが大大大大きくなってきますので、部局きくなってきますので、部局きくなってきますので、部局きくなってきますので、部局単単単単位位位位でででで考え考え考え考えさせていたださせていたださせていたださせていただく。そこに、く。そこに、く。そこに、く。そこに、先先先先ほど川田委員がおっしほど川田委員がおっしほど川田委員がおっしほど川田委員がおっしゃゃゃゃいましたように、副知事に出いましたように、副知事に出いましたように、副知事に出いましたように、副知事に出席席席席をいただきますのをいただきますのをいただきますのをいただきますので、副知事ので、副知事ので、副知事ので、副知事の担当担当担当担当部局ごとに部局ごとに部局ごとに部局ごとに設設設設定をするということで定をするということで定をするということで定をするということで調整調整調整調整をしています。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。決算審査なので、前から決算審査なので、前から決算審査なので、前から決算審査なので、前から順番順番順番順番ににににややややっていけばいいのではないですか。資っていけばいいのではないですか。資っていけばいいのではないですか。資っていけばいいのではないですか。資料料料料のののの○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員ペペペペーーーージがジがジがジが飛飛飛飛んでいったらわからないではないですか。前からんでいったらわからないではないですか。前からんでいったらわからないではないですか。前からんでいったらわからないではないですか。前から思思思思っていたのですけれど、決っていたのですけれど、決っていたのですけれど、決っていたのですけれど、決算審査特別委員会だから決算審査をするものだと算審査特別委員会だから決算審査をするものだと算審査特別委員会だから決算審査をするものだと算審査特別委員会だから決算審査をするものだと思思思思っているのですが、一般質っているのですが、一般質っているのですが、一般質っているのですが、一般質問問問問ををををややややってってってっているいるいるいる感感感感じじじじで、それはで、それはで、それはで、それは少少少少しししし違違違違うのではないですか。これだけの決算審査があるわけですから、うのではないですか。これだけの決算審査があるわけですから、うのではないですか。これだけの決算審査があるわけですから、うのではないですか。これだけの決算審査があるわけですから、今後今後今後今後委員長にも、その委員長にも、その委員長にも、その委員長にも、その辺辺辺辺。。。。今後今後今後今後このことについては、またこのことについては、またこのことについては、またこのことについては、また相相相相談談談談するということで、実質するということで、実質するということで、実質するということで、実質的的的的なななな内内内内容容容容に入に入に入に入○中村委員長○中村委員長○中村委員長○中村委員長ってください。ってください。ってください。ってください。はい、わかりました。それは委員長にお願いしておきたいとはい、わかりました。それは委員長にお願いしておきたいとはい、わかりました。それは委員長にお願いしておきたいとはい、わかりました。それは委員長にお願いしてお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 はい。はい。はい。はい。○中村委員長○中村委員長○中村委員長○中村委員長ままままずずずず１１１１点点点点は、は、は、は、大大大大きなところから。きなところから。きなところから。きなところから。細細細細かいところはかいところはかいところはかいところは午午午午後後後後から聞きます。平成２から聞きます。平成２から聞きます。平成２から聞きます。平成２○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員８年度の税収は８年度の税収は８年度の税収は８年度の税収は若干若干若干若干下下下下がっています。がっています。がっています。がっています。基基基基準準準準財政財政財政財政収入額がことし聞きましたら収入額がことし聞きましたら収入額がことし聞きましたら収入額がことし聞きましたら端端端端数数数数をををを省省省省いていていていて１，１４１億円。１，１４１億円。１，１４１億円。１，１４１億円。基基基基準準準準財政財政財政財政需需需需要要要要額が２，６７８億円、この差額が１，５３７億円ある。こ額が２，６７８億円、この差額が１，５３７億円ある。こ額が２，６７８億円、この差額が１，５３７億円ある。こ額が２，６７８億円、この差額が１，５３７億円ある。これが本れが本れが本れが本来来来来交付税になる計算のもとになってくるのです。交付税が交付税になる計算のもとになってくるのです。交付税が交付税になる計算のもとになってくるのです。交付税が交付税になる計算のもとになってくるのです。交付税が今回今回今回今回は１，５５３億円では１，５５３億円では１，５５３億円では１，５５３億円です。この差額分す。この差額分す。この差額分す。この差額分ぐぐぐぐらいはらいはらいはらいは大体大体大体大体入っているということです。ところが、収入額が入っているということです。ところが、収入額が入っているということです。ところが、収入額が入っているということです。ところが、収入額が昨昨昨昨年よりは年よりは年よりは年よりは若干若干若干若干減っているのです。収入額の見減っているのです。収入額の見減っているのです。収入額の見減っているのです。収入額の見積積積積もりが減っていて、地方税は減っているのです。もりが減っていて、地方税は減っているのです。もりが減っていて、地方税は減っているのです。もりが減っていて、地方税は減っているのです。基基基基準準準準財政財政財政財政収入額の見収入額の見収入額の見収入額の見積積積積もりはもりはもりはもりは去去去去年より年より年より年より若干若干若干若干多目多目多目多目に計算されているのです。でも、実に計算されているのです。でも、実に計算されているのです。でも、実に計算されているのです。でも、実態態態態はははは去去去去年年年年よりもよりもよりもよりも下下下下がっているということになっています。この分が計算したままに入ってくるので、がっているということになっています。この分が計算したままに入ってくるので、がっているということになっています。この分が計算したままに入ってくるので、がっているということになっています。この分が計算したままに入ってくるので、違法違法違法違法などと言っているのではないですけれど、などと言っているのではないですけれど、などと言っているのではないですけれど、などと言っているのではないですけれど、逆逆逆逆にににに市町市町市町市町村は、ことしの村は、ことしの村は、ことしの村は、ことしの場場場場合、収入額が合、収入額が合、収入額が合、収入額が多多多多く見く見く見く見積積積積もられていて、実もられていて、実もられていて、実もられていて、実際際際際交付税が入っているのが交付税が入っているのが交付税が入っているのが交付税が入っているのが少少少少ないないないない団団団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のです。いのです。いのです。いのです。団団団団体体体体
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によってもちがいますが、によってもちがいますが、によってもちがいますが、によってもちがいますが、市町市町市町市町村なら、２億円、３億円村なら、２億円、３億円村なら、２億円、３億円村なら、２億円、３億円変変変変わったらわったらわったらわったら大大大大きなお金ですから、きなお金ですから、きなお金ですから、きなお金ですから、それそれそれそれぐぐぐぐらいらいらいらい優優優優にににに変変変変わっていると。県はそのわっていると。県はそのわっていると。県はそのわっていると。県はその逆逆逆逆のののの現現現現象象象象が出ているのです。もともとが出ているのです。もともとが出ているのです。もともとが出ているのです。もともと市町市町市町市町村と村と村と村と計算の計算の計算の計算の需需需需要要要要をををを選選選選んでいくのはんでいくのはんでいくのはんでいくのは違違違違うのですけれど、これだけうのですけれど、これだけうのですけれど、これだけうのですけれど、これだけ逆転逆転逆転逆転現現現現象象象象が出ているのは、なが出ているのは、なが出ているのは、なが出ているのは、なぜぜぜぜですか。収入は、ですか。収入は、ですか。収入は、ですか。収入は、住民住民住民住民のののの所所所所得から出てくるものなどがほとんどではないですか、あと、得から出てくるものなどがほとんどではないですか、あと、得から出てくるものなどがほとんどではないですか、あと、得から出てくるものなどがほとんどではないですか、あと、財財財財産産産産収入などありますけれど。その収入などありますけれど。その収入などありますけれど。その収入などありますけれど。その原因原因原因原因をお聞かせいただきたいです。をお聞かせいただきたいです。をお聞かせいただきたいです。をお聞かせいただきたいです。当然予当然予当然予当然予算算算算編編編編成の成の成の成の過過過過程において、地方程において、地方程において、地方程において、地方財政財政財政財政計計計計画画画画が決まりましたが決まりましたが決まりましたが決まりました後後後後に、に、に、に、最最最最終終終終○阿部財政課長○阿部財政課長○阿部財政課長○阿部財政課長的的的的なななな財政財政財政財政収入の見収入の見収入の見収入の見込込込込みみみみは計算するところです。は計算するところです。は計算するところです。は計算するところです。当然当然当然当然見見見見込込込込みみみみですので、それがですので、それがですので、それがですので、それが必ず必ず必ず必ずしも実しも実しも実しも実態態態態と合わないところはあります。なると合わないところはあります。なると合わないところはあります。なると合わないところはあります。なるべべべべく正確に算定しようとはしていますが、どうしてもく正確に算定しようとはしていますが、どうしてもく正確に算定しようとはしていますが、どうしてもく正確に算定しようとはしていますが、どうしても合わない部分はあるというのが率合わない部分はあるというのが率合わない部分はあるというのが率合わない部分はあるというのが率直直直直なところです。なところです。なところです。なところです。以上以上以上以上です。です。です。です。合わないのはわかっていて、合わないのはわかっていて、合わないのはわかっていて、合わないのはわかっていて、ぴぴぴぴったりはったりはったりはったりは毎毎毎毎年いかないのですが、けれど、こ年いかないのですが、けれど、こ年いかないのですが、けれど、こ年いかないのですが、けれど、こ○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員としとしとしとし市町市町市町市町村の収入はもともとかなり村の収入はもともとかなり村の収入はもともとかなり村の収入はもともとかなり多多多多く見く見く見く見込込込込まれていたのです。まれていたのです。まれていたのです。まれていたのです。阿阿阿阿部部部部財政課財政課財政課財政課長に質長に質長に質長に質問問問問してしてしてして適切適切適切適切かどうか、かどうか、かどうか、かどうか、午午午午後後後後からからからから浅浅浅浅田田田田市町市町市町市町村村村村振振振振興興興興課課課課長に長に長に長に時間時間時間時間があったら聞こうとがあったら聞こうとがあったら聞こうとがあったら聞こうと思思思思いますが、いますが、いますが、いますが、多多多多くくくく見見見見積積積積もられていて、だから、もらっている交付税がもられていて、だから、もらっている交付税がもられていて、だから、もらっている交付税がもられていて、だから、もらっている交付税が少少少少ないわけです。ところが、県はそのないわけです。ところが、県はそのないわけです。ところが、県はそのないわけです。ところが、県はその逆逆逆逆のののの現現現現象象象象なのです。実なのです。実なのです。実なのです。実際際際際はははは少少少少ないけれども、収入額と、ないけれども、収入額と、ないけれども、収入額と、ないけれども、収入額と、需需需需要要要要額が額が額が額が伸伸伸伸びた分もあり、交付税びた分もあり、交付税びた分もあり、交付税びた分もあり、交付税は平成２７年度から比は平成２７年度から比は平成２７年度から比は平成２７年度から比べべべべたら、たら、たら、たら、ふふふふええええています。これは、ています。これは、ています。これは、ています。これは、市町市町市町市町村と県の村と県の村と県の村と県の調整調整調整調整などはないのでなどはないのでなどはないのでなどはないのですか。すか。すか。すか。 財政課財政課財政課財政課では、では、では、では、市町市町市町市町村との村との村との村との間間間間で計算方で計算方で計算方で計算方法法法法についてどうかというところは特についてどうかというところは特についてどうかというところは特についてどうかというところは特○阿部財政課長○阿部財政課長○阿部財政課長○阿部財政課長段段段段議議議議論論論論していませんが、していませんが、していませんが、していませんが、詳詳詳詳しくは地しくは地しくは地しくは地域域域域振振振振興興興興部部部部市町市町市町市町村村村村振振振振興興興興課課課課のののの問問問問題題題題になってくるとになってくるとになってくるとになってくると思思思思いますいますいますいますので、そちらでおので、そちらでおので、そちらでおので、そちらでお問問問問い合わせいただければとい合わせいただければとい合わせいただければとい合わせいただければと思思思思います。います。います。います。わかりました。わかりました。わかりました。わかりました。○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員 このこのこのこの件件件件はははは午午午午後後後後の部にの部にの部にの部に回回回回したらどうですか。したらどうですか。したらどうですか。したらどうですか。○中村委員長○中村委員長○中村委員長○中村委員長はい。委員長はい。委員長はい。委員長はい。委員長命命命命令令令令ですので、わかりました。ですので、わかりました。ですので、わかりました。ですので、わかりました。○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員違違違違う質う質う質う質問問問問です。です。です。です。歳入歳出決算報告歳入歳出決算報告歳入歳出決算報告歳入歳出決算報告書書書書の５７の５７の５７の５７ペペペペーーーージ、分ジ、分ジ、分ジ、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が約１１億７，５００万円で金が約１１億７，５００万円で金が約１１億７，５００万円で金が約１１億７，５００万円で上上上上ががががっており、っており、っており、っており、先先先先日聞いた１６億６，７００万円とかなりの日聞いた１６億６，７００万円とかなりの日聞いた１６億６，７００万円とかなりの日聞いた１６億６，７００万円とかなりの違違違違いがありますが、これはないがありますが、これはないがありますが、これはないがありますが、これはなぜぜぜぜななななのかとのかとのかとのかと思思思思いまして。いまして。いまして。いまして。申しわけありません。こちらが申しわけありません。こちらが申しわけありません。こちらが申しわけありません。こちらが提提提提供した、供した、供した、供した、何何何何か資か資か資か資料料料料でしたでしでしたでしでしたでしでしたでしょょょょうか。うか。うか。うか。○阿部財政課長○阿部財政課長○阿部財政課長○阿部財政課長川田委員がお川田委員がお川田委員がお川田委員がお述べ述べ述べ述べになったになったになったになった数字数字数字数字がががが今手今手今手今手元元元元になく、その差というのがよくわかりませんので、になく、その差というのがよくわかりませんので、になく、その差というのがよくわかりませんので、になく、その差というのがよくわかりませんので、そのそのそのその点点点点、確認したいと、確認したいと、確認したいと、確認したいと思思思思います。います。います。います。確認いただきまして、それから確認いただきまして、それから確認いただきまして、それから確認いただきまして、それから午午午午後後後後の質の質の質の質問問問問にいきたいとにいきたいとにいきたいとにいきたいと思思思思いますが、いますが、いますが、いますが、午午午午前中前中前中前中○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員
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はははは終終終終わります。わります。わります。わります。それでは、本それでは、本それでは、本それでは、本人人人人からの申し出ですので、からの申し出ですので、からの申し出ですので、からの申し出ですので、午午午午前中の川田委員の質前中の川田委員の質前中の川田委員の質前中の川田委員の質問問問問は中断とは中断とは中断とは中断と○中村委員長○中村委員長○中村委員長○中村委員長いうことで、いうことで、いうことで、いうことで、午午午午後後後後１１１１時時時時から川田委員のから川田委員のから川田委員のから川田委員の午午午午前の部の質前の部の質前の部の質前の部の質問問問問を行い、またを行い、またを行い、またを行い、また午午午午後後後後の部の質の部の質の部の質の部の質問問問問に入りに入りに入りに入りたいとたいとたいとたいと思思思思います。開会は１います。開会は１います。開会は１います。開会は１時時時時からですので、よろしくお願いします。からですので、よろしくお願いします。からですので、よろしくお願いします。からですので、よろしくお願いします。終終終終わります。わります。わります。わります。１１：５７分１１：５７分１１：５７分１１：５７分 休憩休憩休憩休憩１３：０２分１３：０２分１３：０２分１３：０２分 再再再再開開開開午午午午前に引き前に引き前に引き前に引き続続続続き、川田委員の質き、川田委員の質き、川田委員の質き、川田委員の質問問問問をををを続続続続行します。行します。行します。行します。○中村委員長○中村委員長○中村委員長○中村委員長午午午午前中、前中、前中、前中、訂訂訂訂正がありまして、正がありまして、正がありまして、正がありまして、普通普通普通普通会計の会計の会計の会計の説説説説明を明を明を明を受受受受けていたのですけれど、けていたのですけれど、けていたのですけれど、けていたのですけれど、勘勘勘勘○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員違違違違いしていて、申しいしていて、申しいしていて、申しいしていて、申し訳訳訳訳ありません。ありません。ありません。ありません。ままままずずずず、、、、大大大大きなところから聞いていきます。ここきなところから聞いていきます。ここきなところから聞いていきます。ここきなところから聞いていきます。ここ最近最近最近最近、地方行、地方行、地方行、地方行政政政政の中でよく議の中でよく議の中でよく議の中でよく議論論論論されていされていされていされている分野で、る分野で、る分野で、る分野で、財政財政財政財政がががが今縮今縮今縮今縮小小小小傾向傾向傾向傾向にあるということでよく言われています。にあるということでよく言われています。にあるということでよく言われています。にあるということでよく言われています。標準標準標準標準財政財政財政財政規規規規模模模模、、、、最最最最低低低低限限限限度これだけの度これだけの度これだけの度これだけの経経経経費は費は費は費は要要要要るだろうというるだろうというるだろうというるだろうという画画画画一一一一的的的的な行な行な行な行政サー政サー政サー政サービビビビススススをををを維維維維持持持持するためのするためのするためのするための経経経経費と、費と、費と、費と、臨臨臨臨時財政時財政時財政時財政対対対対策策策策債を債を債を債を抜抜抜抜いた一般いた一般いた一般いた一般財源財源財源財源の推の推の推の推移移移移ののののグラフグラフグラフグラフが平成１３年が平成１３年が平成１３年が平成１３年以以以以降降降降つけられています。そつけられています。そつけられています。そつけられています。それと、これがれと、これがれと、これがれと、これが臨臨臨臨時財政時財政時財政時財政対対対対策策策策債を一般債を一般債を一般債を一般財源財源財源財源のののの上上上上にににに乗乗乗乗せた額ということで、一せた額ということで、一せた額ということで、一せた額ということで、一目目目目瞭瞭瞭瞭然然然然でわかるでわかるでわかるでわかるとととと思思思思うのですけれど、うのですけれど、うのですけれど、うのですけれど、臨臨臨臨時財政時財政時財政時財政対対対対策策策策債がなければ、債がなければ、債がなければ、債がなければ、今留今留今留今留保保保保財源自体財源自体財源自体財源自体が全くないが全くないが全くないが全くない状態状態状態状態になっになっになっになっていると。ていると。ていると。ていると。臨臨臨臨時財政時財政時財政時財政対対対対策策策策債がなければ、債がなければ、債がなければ、債がなければ、標準標準標準標準財政財政財政財政規規規規模模模模よりもよりもよりもよりも下回下回下回下回っているわけですから、っているわけですから、っているわけですから、っているわけですから、本本本本来来来来地方税に４分の１地方税に４分の１地方税に４分の１地方税に４分の１乗乗乗乗ってくるのです。けれど、それってくるのです。けれど、それってくるのです。けれど、それってくるのです。けれど、それ自体自体自体自体がほとんどがほとんどがほとんどがほとんど留留留留保保保保財源財源財源財源がないがないがないがない現現現現状状状状であるという中において、であるという中において、であるという中において、であるという中において、財政財政財政財政というか、行というか、行というか、行というか、行政政政政といいますのは、といいますのは、といいますのは、といいますのは、スクラップ・スクラップ・スクラップ・スクラップ・アアアアンンンンドドドド・・・・ビビビビルルルルドドドドですから、ですから、ですから、ですから、何何何何か新しいものをつくろうとか新しいものをつくろうとか新しいものをつくろうとか新しいものをつくろうと思え思え思え思えば、ば、ば、ば、何何何何かをかをかをかをスクラップスクラップスクラップスクラップ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がががあるという、これはあるという、これはあるという、これはあるという、これは基基基基本のところですが、そういった本のところですが、そういった本のところですが、そういった本のところですが、そういった観点観点観点観点から、平成２８年度、全般から、平成２８年度、全般から、平成２８年度、全般から、平成２８年度、全般的的的的にににに主主主主にどういったものをにどういったものをにどういったものをにどういったものをスクラップスクラップスクラップスクラップされていっているのか、まされていっているのか、まされていっているのか、まされていっているのか、まずずずず聞きたいと聞きたいと聞きたいと聞きたいと思思思思います。います。います。います。申しわけありません。申しわけありません。申しわけありません。申しわけありません。当初予当初予当初予当初予算の算の算の算の際際際際にどういうものをにどういうものをにどういうものをにどういうものをスクラップスクラップスクラップスクラップしたかしたかしたかしたか○阿部財政課長○阿部財政課長○阿部財政課長○阿部財政課長をををを整整整整理しているのですけれども、理しているのですけれども、理しているのですけれども、理しているのですけれども、今手今手今手今手元元元元にありません。確認させていただきます。にありません。確認させていただきます。にありません。確認させていただきます。にありません。確認させていただきます。担当担当担当担当の部の部の部の部署署署署にににに直接直接直接直接お聞きするのがお聞きするのがお聞きするのがお聞きするのが適当適当適当適当だとだとだとだと思思思思うのですけれど、うのですけれど、うのですけれど、うのですけれど、細細細細かい部分はかい部分はかい部分はかい部分は○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員別にして、全般別にして、全般別にして、全般別にして、全般的的的的に、どのような方に、どのような方に、どのような方に、どのような方針針針針ででででややややられているのかということです。明らかに一般られているのかということです。明らかに一般られているのかということです。明らかに一般られているのかということです。明らかに一般住民サー住民サー住民サー住民サービビビビススススのののの財源財源財源財源はかなりはかなりはかなりはかなり抑抑抑抑制制制制されていますよされていますよされていますよされていますよねねねね。これ。これ。これ。これ以外以外以外以外に、に、に、に、扶助扶助扶助扶助費は年費は年費は年費は年 々々々々年年年年々高々高々高々高騰騰騰騰しているわけですから、それがしているわけですから、それがしているわけですから、それがしているわけですから、それが普通普通普通普通建建建建設設設設事業などの事業などの事業などの事業などの経経経経費も費も費も費も圧圧圧圧迫迫迫迫しているのがしているのがしているのがしているのが今今今今のののの大体大体大体大体のののの公公公公共団共団共団共団体体体体のののの構構構構図図図図です。だから、そのあたりも含めて、事業です。だから、そのあたりも含めて、事業です。だから、そのあたりも含めて、事業です。だから、そのあたりも含めて、事業縮縮縮縮小小小小というのも出てきているのでというのも出てきているのでというのも出てきているのでというのも出てきているのですけれど、奈良県のすけれど、奈良県のすけれど、奈良県のすけれど、奈良県の場場場場合は合は合は合は箱箱箱箱物物物物投資というのが、投資というのが、投資というのが、投資というのが、今今今今のののの時時時時代代代代においてにおいてにおいてにおいて適切適切適切適切かどうかは、かどうかは、かどうかは、かどうかは、歴歴歴歴史史史史が判断するのですけれども、聞いているところによると、こういったが判断するのですけれども、聞いているところによると、こういったが判断するのですけれども、聞いているところによると、こういったが判断するのですけれども、聞いているところによると、こういった箱箱箱箱物物物物をつくるのに、をつくるのに、をつくるのに、をつくるのに、
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経済経済経済経済効効効効果果果果があるという言があるという言があるという言があるという言葉葉葉葉はははは何回何回何回何回もももも今今今今まで聞いてきました。ところが、まで聞いてきました。ところが、まで聞いてきました。ところが、まで聞いてきました。ところが、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いつつ、言いつつ、言いつつ、言いつつ、我々我々我々我々がががが検検検検査して査して査して査してみみみみたら、たら、たら、たら、首首首首をかしをかしをかしをかしげげげげるようなるようなるようなるような説説説説明が明が明が明が多多多多いと。いと。いと。いと。財源財源財源財源がない中でがない中でがない中でがない中で経経経経済済済済効効効効果果果果がなかったら、がなかったら、がなかったら、がなかったら、丸丸丸丸 々々々々無無無無駄駄駄駄になっていくわけです。になっていくわけです。になっていくわけです。になっていくわけです。財源財源財源財源はあるのです、はあるのです、はあるのです、はあるのです、削削削削りようで、りようで、りようで、りようで、どこにつけるかのどこにつけるかのどこにつけるかのどこにつけるかの問問問問題題題題なのでそのなのでそのなのでそのなのでその辺辺辺辺のののの責任責任責任責任のののの所所所所在在在在をまをまをまをまずずずず一一一一回回回回、この決算審査特別委員会で、この決算審査特別委員会で、この決算審査特別委員会で、この決算審査特別委員会で聞いて聞いて聞いて聞いてみみみみようとようとようとようと思思思思っていたのですが、いいことをっていたのですが、いいことをっていたのですが、いいことをっていたのですが、いいことを説説説説明されるのは、明されるのは、明されるのは、明されるのは、自由自由自由自由で、で、で、で、説説説説明明明明責任責任責任責任をもをもをもをもって行われる。って行われる。って行われる。って行われる。アアアアカカカカウウウウンンンンタビタビタビタビリリリリティティティティーーーーを日本を日本を日本を日本語語語語ではではではでは説説説説明明明明責任責任責任責任と言いますけれど、本と言いますけれど、本と言いますけれど、本と言いますけれど、本来来来来は、は、は、は、結果結果結果結果責任責任責任責任というというというという意意意意味味味味ががががアアアアカカカカウウウウンンンンタビタビタビタビリリリリティティティティーーーーのののの意意意意味味味味に含まれているとに含まれているとに含まれているとに含まれていると思思思思いますので、そのいますので、そのいますので、そのいますので、その結果結果結果結果責任責任責任責任として、１年ごとに、決算審査をとして、１年ごとに、決算審査をとして、１年ごとに、決算審査をとして、１年ごとに、決算審査をややややっていますので、事業ごとにはっていますので、事業ごとにはっていますので、事業ごとにはっていますので、事業ごとには細細細細かく聞いてかく聞いてかく聞いてかく聞いていきますけれども、実いきますけれども、実いきますけれども、実いきますけれども、実際際際際どれだけのどれだけのどれだけのどれだけの効効効効果果果果がががが上上上上がっているのか。ないのであれば、がっているのか。ないのであれば、がっているのか。ないのであれば、がっているのか。ないのであれば、ややややめるめるめるめるべべべべきですし、そのあたりをきですし、そのあたりをきですし、そのあたりをきですし、そのあたりを財政担当財政担当財政担当財政担当からしたらどのようなおからしたらどのようなおからしたらどのようなおからしたらどのようなお考え考え考え考えをおをおをおをお持持持持ちなのか、お聞かせちなのか、お聞かせちなのか、お聞かせちなのか、お聞かせください。ください。ください。ください。 経済経済経済経済効効効効果果果果についてのおについてのおについてのおについてのお尋ね尋ね尋ね尋ねです。です。です。です。○阿部財政課長○阿部財政課長○阿部財政課長○阿部財政課長本県では、本県では、本県では、本県では、持持持持続続続続可可可可能能能能なななな財政運営財政運営財政運営財政運営のののの維維維維持持持持とととと経済経済経済経済のののの活性活性活性活性化、化、化、化、暮暮暮暮らしのらしのらしのらしの向上向上向上向上にににに向向向向けたけたけたけた必要必要必要必要なななな施施施施策策策策は、は、は、は、当然当然当然当然推進していくというところで、この２つを実推進していくというところで、この２つを実推進していくというところで、この２つを実推進していくというところで、この２つを実現現現現するのをするのをするのをするのを両両両両輪輪輪輪として、として、として、として、直面直面直面直面するするするする県県県県政政政政諸諸諸諸課課課課題題題題にににに積極積極積極積極的的的的に取りに取りに取りに取り組組組組んでいるところです。んでいるところです。んでいるところです。んでいるところです。現下現下現下現下のののの経済経済経済経済情勢情勢情勢情勢やややや他県に比他県に比他県に比他県に比べべべべますと、ますと、ますと、ますと、少子高少子高少子高少子高齢齢齢齢化が化が化が化が急急急急速速速速に進に進に進に進むむむむと見と見と見と見込込込込まれるまれるまれるまれる将将将将来来来来のののの展展展展望望望望をををを踏踏踏踏ままままええええまして、まして、まして、まして、脱脱脱脱ベッベッベッベッドタドタドタドタウウウウンをンをンをンを図図図図りりりりまして、投資、まして、投資、まして、投資、まして、投資、消消消消費、費、費、費、雇雇雇雇用を県用を県用を県用を県内内内内でででで好循好循好循好循環環環環させ、させ、させ、させ、経済経済経済経済をををを活性活性活性活性化させるとともに、化させるとともに、化させるとともに、化させるとともに、暮暮暮暮らしらしらしらしややややすい奈良をつくり、すい奈良をつくり、すい奈良をつくり、すい奈良をつくり、少子高少子高少子高少子高齢齢齢齢化に化に化に化に歯歯歯歯どめをかけるという取りどめをかけるという取りどめをかけるという取りどめをかけるという取り組み組み組み組みが不可が不可が不可が不可欠欠欠欠だというだというだというだという考え考え考え考え方方方方でででで施策施策施策施策を推進しているところです。を推進しているところです。を推進しているところです。を推進しているところです。具体的具体的具体的具体的には、には、には、には、企企企企業の業の業の業の立立立立地地地地促促促促進、進、進、進、観観観観光光光光誘客誘客誘客誘客、、、、子子子子育育育育て支て支て支て支援援援援やややや女女女女性活性活性活性活躍躍躍躍の取りの取りの取りの取り組み組み組み組みにににに努努努努めたところです。これらについて、一定の成めたところです。これらについて、一定の成めたところです。これらについて、一定の成めたところです。これらについて、一定の成果果果果が見られる分野が見られる分野が見られる分野が見られる分野もあるというところです。ここでつぶさに全てのもあるというところです。ここでつぶさに全てのもあるというところです。ここでつぶさに全てのもあるというところです。ここでつぶさに全ての経済経済経済経済効効効効果果果果はどうだと申しはどうだと申しはどうだと申しはどうだと申し上げ上げ上げ上げることはでることはでることはでることはできませんが、きませんが、きませんが、きませんが、打打打打ってきたってきたってきたってきた施策施策施策施策の中で一定の成の中で一定の成の中で一定の成の中で一定の成果果果果が見られる分野もあると認が見られる分野もあると認が見られる分野もあると認が見られる分野もあると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。また、また、また、また、将将将将来来来来の税の税の税の税源源源源涵涵涵涵養養養養ですとか、ですとか、ですとか、ですとか、民間民間民間民間のののの経済経済経済経済のののの誘誘誘誘発、発、発、発、喚喚喚喚起起起起などに資するなどに資するなどに資するなどに資する大大大大規規規規模模模模プロプロプロプロジジジジェクェクェクェクトについてもトについてもトについてもトについても優優優優先先先先順順順順位位位位とととと財政財政財政財政計計計計画画画画をををを十十十十分に見きわめて、計分に見きわめて、計分に見きわめて、計分に見きわめて、計画画画画的的的的に進めています。そうですに進めています。そうですに進めています。そうですに進めています。そうですので、ので、ので、ので、端端端端的的的的にににに経済経済経済経済効効効効果果果果はどうであったかをここで申しはどうであったかをここで申しはどうであったかをここで申しはどうであったかをここで申し上げ上げ上げ上げるのはるのはるのはるのは難難難難しいのですけれども、しいのですけれども、しいのですけれども、しいのですけれども、一定の一定の一定の一定の効効効効果果果果を見ながら、事業を進を見ながら、事業を進を見ながら、事業を進を見ながら、事業を進捗捗捗捗しているところです。しているところです。しているところです。しているところです。ＰＤＣＡＰＤＣＡＰＤＣＡＰＤＣＡサイクルサイクルサイクルサイクルでででで回回回回されるということでされるということでされるということでされるということでややややっておられるのはわかっているっておられるのはわかっているっておられるのはわかっているっておられるのはわかっている○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員のですけれど、きのですけれど、きのですけれど、きのですけれど、きょょょょうもうもうもうも配配配配付されました「もっとよくなる奈良県」は付されました「もっとよくなる奈良県」は付されました「もっとよくなる奈良県」は付されました「もっとよくなる奈良県」はＣＣＣＣ、、、、チェックチェックチェックチェックになるになるになるになるのですかのですかのですかのですかねねねね。４。４。４。４回回回回転転転転していますけれど、ましていますけれど、ましていますけれど、ましていますけれど、まずずずず、お聞きしたいのが、、お聞きしたいのが、、お聞きしたいのが、、お聞きしたいのが、何回何回何回何回も言いますけれど、も言いますけれど、も言いますけれど、も言いますけれど、今財政今財政今財政今財政がががが非常非常非常非常にににに厳厳厳厳しいしいしいしい状況状況状況状況であると。関であると。関であると。関であると。関西西西西広広広広域連域連域連域連合でも合でも合でも合でも財政財政財政財政の一般の一般の一般の一般財源財源財源財源がががが標準標準標準標準財政財政財政財政規規規規模模模模をををを
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下回下回下回下回ってきているってきているってきているってきている問問問問題題題題、どこの地方、どこの地方、どこの地方、どこの地方公公公公共団共団共団共団体体体体でもよくでもよくでもよくでもよく似似似似ていますが、これについて、ていますが、これについて、ていますが、これについて、ていますが、これについて、臨臨臨臨時時時時財政財政財政財政対対対対策策策策債なしで債なしで債なしで債なしで今今今今の地方の地方の地方の地方公公公公共団共団共団共団体体体体のののの財政財政財政財政がががが潤沢潤沢潤沢潤沢にににに回回回回るということはあり得ないと。井るということはあり得ないと。井るということはあり得ないと。井るということはあり得ないと。井戸戸戸戸兵庫兵庫兵庫兵庫県知事からも、これは県知事からも、これは県知事からも、これは県知事からも、これは完完完完全に全に全に全に将将将将来来来来のののの先先先先食食食食いだ。けれど、いたし方ないいだ。けれど、いたし方ないいだ。けれど、いたし方ないいだ。けれど、いたし方ない措置措置措置措置で、決してで、決してで、決してで、決していいいいいいいい措置措置措置措置とは言とは言とは言とは言ええええないという答弁をいただいたわけです。ないという答弁をいただいたわけです。ないという答弁をいただいたわけです。ないという答弁をいただいたわけです。少少少少しししし話話話話がそれますが、がそれますが、がそれますが、がそれますが、阿阿阿阿部部部部財政財政財政財政課課課課長と長と長と長と何回何回何回何回も、ごも、ごも、ごも、ご教教教教授授授授もいただいてきましたけれども、よくもいただいてきましたけれども、よくもいただいてきましたけれども、よくもいただいてきましたけれども、よく考え考え考え考えててててみみみみたら、たら、たら、たら、臨臨臨臨時財政時財政時財政時財政対対対対策策策策債の交付税、債の交付税、債の交付税、債の交付税、基基基基準準準準財政財政財政財政需需需需要要要要額の算入額の推額の算入額の推額の算入額の推額の算入額の推移移移移ということで、ということで、ということで、ということで、先先先先日平成１３年日平成１３年日平成１３年日平成１３年以以以以降降降降の一の一の一の一覧覧覧覧表表表表をいただきました。３年をいただきました。３年をいただきました。３年をいただきました。３年据据据据え置え置え置え置きで、約４年きで、約４年きで、約４年きで、約４年目以目以目以目以降降降降からからからから大体大体大体大体、、、、目的目的目的目的とされていた交付税とされていた交付税とされていた交付税とされていた交付税措措措措置置置置が行われるということで、が行われるということで、が行われるということで、が行われるということで、単単単単純純純純に計算してに計算してに計算してに計算してみみみみましたら、約６％から７％のましたら、約６％から７％のましたら、約６％から７％のましたら、約６％から７％の間間間間で交付税で交付税で交付税で交付税措措措措置置置置がなされていると。年度によってがなされていると。年度によってがなされていると。年度によってがなされていると。年度によって若干若干若干若干上下上下上下上下がありますけれども、ここがありますけれども、ここがありますけれども、ここがありますけれども、ここ最近最近最近最近にににに来来来来て、平成て、平成て、平成て、平成２４年度までは出せるのですが、２４年度までは出せるのですが、２４年度までは出せるのですが、２４年度までは出せるのですが、今今今今５．５％５．５％５．５％５．５％ぐぐぐぐらいに交付税らいに交付税らいに交付税らいに交付税措置措置措置措置の額もの額もの額もの額もパパパパーーーーセセセセンンンンテテテテーーーージもジもジもジも減ってきているのです。この減ってきているのです。この減ってきているのです。この減ってきているのです。この間間間間もももも教え教え教え教えていただいたけれど、約２５年平ていただいたけれど、約２５年平ていただいたけれど、約２５年平ていただいたけれど、約２５年平均均均均のののの割割割割り算で計算り算で計算り算で計算り算で計算されて、交付税されて、交付税されて、交付税されて、交付税措置措置措置措置されているから、こちらが３０年されているから、こちらが３０年されているから、こちらが３０年されているから、こちらが３０年返済返済返済返済ででででややややろうとろうとろうとろうと思え思え思え思えば、その分ば、その分ば、その分ば、その分多目多目多目多目にもらっているという計算になるのはわかりました。けれど、交付税にもらっているという計算になるのはわかりました。けれど、交付税にもらっているという計算になるのはわかりました。けれど、交付税にもらっているという計算になるのはわかりました。けれど、交付税措置措置措置措置が年が年が年が年 々々々々段階段階段階段階的的的的ににににふふふふええええていって、ていって、ていって、ていって、今今今今だったら平成１３年度から平成２７年度分まではだったら平成１３年度から平成２７年度分まではだったら平成１３年度から平成２７年度分まではだったら平成１３年度から平成２７年度分まではずずずずっとっとっとっと積積積積み上み上み上み上がっていがっていがっていがっていっているわけではない、交付税っているわけではない、交付税っているわけではない、交付税っているわけではない、交付税措置措置措置措置の額がの額がの額がの額が毎毎毎毎年年年年毎毎毎毎年年年年大大大大きくなっていっているわけです。かきくなっていっているわけです。かきくなっていっているわけです。かきくなっていっているわけです。かなりの額です。全なりの額です。全なりの額です。全なりの額です。全体的体的体的体的なななな国国国国からからからから財政財政財政財政需需需需要要要要額から収入額を引いたもの、その差額が交付税と額から収入額を引いたもの、その差額が交付税と額から収入額を引いたもの、その差額が交付税と額から収入額を引いたもの、その差額が交付税とするならば、その額にその分がするならば、その額にその分がするならば、その額にその分がするならば、その額にその分が上上上上乗乗乗乗せされないと、本せされないと、本せされないと、本せされないと、本来来来来は交付税は交付税は交付税は交付税措置措置措置措置のののの意意意意味味味味をなしません。をなしません。をなしません。をなしません。ところが、実ところが、実ところが、実ところが、実際際際際交付税交付税交付税交付税措置措置措置措置はされているのは事実ですが、はされているのは事実ですが、はされているのは事実ですが、はされているのは事実ですが、何何何何かで減らされているから、かで減らされているから、かで減らされているから、かで減らされているから、結結結結局交付税がその分局交付税がその分局交付税がその分局交付税がその分大大大大きくきくきくきくふふふふええええているということは、マているということは、マているということは、マているということは、マクロ的クロ的クロ的クロ的に見たら、ないです。マに見たら、ないです。マに見たら、ないです。マに見たら、ないです。マクロクロクロクロ的的的的というか、計算というか、計算というか、計算というか、計算上上上上でいけばないのではないですか。そのでいけばないのではないですか。そのでいけばないのではないですか。そのでいけばないのではないですか。その辺辺辺辺の交付税の交付税の交付税の交付税措置措置措置措置というか、というか、というか、というか、需需需需要要要要額に算入の額に算入の額に算入の額に算入の数字数字数字数字をここでをここでをここでをここで調整調整調整調整されていると見ていますけれど、それはいかがですか。されていると見ていますけれど、それはいかがですか。されていると見ていますけれど、それはいかがですか。されていると見ていますけれど、それはいかがですか。基基基基準準準準財政財政財政財政需需需需要要要要額のお額のお額のお額のお尋ね尋ね尋ね尋ねです。です。です。です。○阿部財政課長○阿部財政課長○阿部財政課長○阿部財政課長これまで算定された事実これまで算定された事実これまで算定された事実これまで算定された事実ベースベースベースベースで申しで申しで申しで申し上げ上げ上げ上げますと、川田委員がおっしますと、川田委員がおっしますと、川田委員がおっしますと、川田委員がおっしゃゃゃゃられたとおり、られたとおり、られたとおり、られたとおり、臨臨臨臨時財政時財政時財政時財政対対対対策策策策債が発行されて債が発行されて債が発行されて債が発行されて以以以以降降降降、、、、基基基基準準準準財政財政財政財政需需需需要要要要額に額に額に額に占占占占めるめるめるめる公公公公債費の債費の債費の債費の割割割割合は年合は年合は年合は年 々々々々増増増増加加加加してしてしてしているのは事実です。一方で、いるのは事実です。一方で、いるのは事実です。一方で、いるのは事実です。一方で、基基基基準準準準財政財政財政財政需需需需要要要要額のうち、額のうち、額のうち、額のうち、公公公公債費債費債費債費以外以外以外以外の部分がの部分がの部分がの部分が何何何何か減か減か減か減少傾向少傾向少傾向少傾向ににににあるかといいますと、平成２７年までは実は比あるかといいますと、平成２７年までは実は比あるかといいますと、平成２７年までは実は比あるかといいますと、平成２７年までは実は比較較較較的的的的増増増増加傾向加傾向加傾向加傾向にあるというところです。そにあるというところです。そにあるというところです。そにあるというところです。そのののの結果結果結果結果、、、、基基基基準準準準財政財政財政財政需需需需要要要要額全額全額全額全体体体体としても増としても増としても増としても増加傾向加傾向加傾向加傾向にあります。一方で、にあります。一方で、にあります。一方で、にあります。一方で、基基基基準準準準財政財政財政財政収入額は、収入額は、収入額は、収入額は、税収の税収の税収の税収の伸伸伸伸び等があったび等があったび等があったび等があった場場場場合に、合に、合に、合に、伸伸伸伸びますので、それで交付税総額とびますので、それで交付税総額とびますので、それで交付税総額とびますので、それで交付税総額と臨臨臨臨時財政時財政時財政時財政対対対対策策策策債の額が債の額が債の額が債の額が減るという減るという減るという減るという現現現現象象象象がががが生生生生じじじじるところもあります。るところもあります。るところもあります。るところもあります。公公公公債費債費債費債費以外以外以外以外の部分については、平成２７年度の部分については、平成２７年度の部分については、平成２７年度の部分については、平成２７年度ぐぐぐぐらいまではらいまではらいまではらいまでは伸伸伸伸びをびをびをびを示示示示してきているところですが、平成２８年度はしてきているところですが、平成２８年度はしてきているところですが、平成２８年度はしてきているところですが、平成２８年度は少少少少し減ってきている部し減ってきている部し減ってきている部し減ってきている部
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分はあります。減ってきている分はあります。減ってきている分はあります。減ってきている分はあります。減ってきている要要要要因因因因としては、としては、としては、としては、包包包包括括括括算定算定算定算定経経経経費の減費の減費の減費の減少少少少がががが大大大大きなきなきなきな要要要要素素素素をををを占占占占めてめてめてめていますので、こちらがないますので、こちらがないますので、こちらがないますので、こちらがなぜぜぜぜ減っているのかについては、よく分減っているのかについては、よく分減っているのかについては、よく分減っているのかについては、よく分析析析析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るのかがあるのかがあるのかがあるのかとととと思思思思っています。っています。っています。っています。包包包包括括括括算定算定算定算定経経経経費が費が費が費が削削削削られたら、全られたら、全られたら、全られたら、全体的体的体的体的に減ってしまうわけですけれども。言いに減ってしまうわけですけれども。言いに減ってしまうわけですけれども。言いに減ってしまうわけですけれども。言い○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員たいのが、よくいつも言われていますが、交付税たいのが、よくいつも言われていますが、交付税たいのが、よくいつも言われていますが、交付税たいのが、よくいつも言われていますが、交付税措置措置措置措置がついているから、県にとってはがついているから、県にとってはがついているから、県にとってはがついているから、県にとっては非非非非常常常常にににに有利有利有利有利なものなのです。それはそのまま別口でくれるのだったらなものなのです。それはそのまま別口でくれるのだったらなものなのです。それはそのまま別口でくれるのだったらなものなのです。それはそのまま別口でくれるのだったら有利有利有利有利になるのですけれになるのですけれになるのですけれになるのですけれど、交付税の中にど、交付税の中にど、交付税の中にど、交付税の中に措置措置措置措置されてくるということですから、交付税がされてくるということですから、交付税がされてくるということですから、交付税がされてくるということですから、交付税がふふふふええええなければなければなければなければ意意意意味味味味がないがないがないがないわけです。収入額わけです。収入額わけです。収入額わけです。収入額ババババラララランンンンススススとあわせて、そこにとあわせて、そこにとあわせて、そこにとあわせて、そこにプラスプラスプラスプラスアアアアルフルフルフルファァァァ、、、、上上上上にににに乗乗乗乗せた分で計算しよせた分で計算しよせた分で計算しよせた分で計算しようとうとうとうと思思思思ったらできますよったらできますよったらできますよったらできますよねねねね。もともと。もともと。もともと。もともと臨臨臨臨時財政時財政時財政時財政対対対対策策策策債を債を債を債を抜抜抜抜いた分で計算していけばいいわいた分で計算していけばいいわいた分で計算していけばいいわいた分で計算していけばいいわけですから。それはできるのですけれど、その推けですから。それはできるのですけれど、その推けですから。それはできるのですけれど、その推けですから。それはできるのですけれど、その推移移移移をををを考え考え考え考えたたたた上上上上でも、交付税というのは地でも、交付税というのは地でも、交付税というのは地でも、交付税というのは地財財財財計計計計画画画画の中での中での中での中で大体大体大体大体、、、、キキキキャャャャップップップップをかぶされているようなをかぶされているようなをかぶされているようなをかぶされているような状態状態状態状態ですから、そこがですから、そこがですから、そこがですから、そこがぐぐぐぐっとっとっとっと伸伸伸伸びるびるびるびるわけではないですよ。だから、わけではないですよ。だから、わけではないですよ。だから、わけではないですよ。だから、東東東東京都京都京都京都をををを除除除除いた４６道いた４６道いた４６道いた４６道府府府府県に県に県に県に配配配配分されるという分されるという分されるという分されるという形形形形になってになってになってになっていますから、いますから、いますから、いますから、結結結結局は交付税局は交付税局は交付税局は交付税措置措置措置措置をされているというけれども、をされているというけれども、をされているというけれども、をされているというけれども、現状現状現状現状でも、でも、でも、でも、臨臨臨臨時財政時財政時財政時財政対対対対策策策策債債債債をををを償還償還償還償還する分の金する分の金する分の金する分の金利利利利とととと元元元元金分を、金分を、金分を、金分を、返済返済返済返済する分をする分をする分をする分を臨臨臨臨時財政時財政時財政時財政対対対対策策策策債で債で債で債で賄賄賄賄っているのが地方っているのが地方っているのが地方っているのが地方財政財政財政財政計計計計画画画画の中でも見てとれるわけです。それからの中でも見てとれるわけです。それからの中でも見てとれるわけです。それからの中でも見てとれるわけです。それから考え考え考え考えたら、これはたら、これはたら、これはたら、これは臨臨臨臨時財政時財政時財政時財政対対対対策策策策債だから、債だから、債だから、債だから、国国国国が全部が全部が全部が全部補補補補填填填填してくれるというけれども、交付税のしてくれるというけれども、交付税のしてくれるというけれども、交付税のしてくれるというけれども、交付税の措置措置措置措置の分がの分がの分がの分が上上上上にににに乗乗乗乗っていかないっていかないっていかないっていかない限限限限りは、りは、りは、りは、地方地方地方地方財政財政財政財政計計計計画画画画の金額がの金額がの金額がの金額がふふふふええええていかないていかないていかないていかない限限限限りは、収入がりは、収入がりは、収入がりは、収入が仮仮仮仮にににに横横横横一一一一列列列列と、と、と、と、同じ同じ同じ同じとしたとしたとしたとした場場場場合、合、合、合、結結結結局は局は局は局は自自自自分のところの分のところの分のところの分のところの自自自自賄賄賄賄いで支いで支いで支いで支払払払払っているのとマっているのとマっているのとマっているのとマクロクロクロクロでででで考え考え考え考えれば計算れば計算れば計算れば計算上上上上ではではではでは変変変変わらないこわらないこわらないこわらないことになるのです。そのとになるのです。そのとになるのです。そのとになるのです。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。ママママクロクロクロクロで見たときに、地方で見たときに、地方で見たときに、地方で見たときに、地方財政財政財政財政計計計計画画画画自体自体自体自体の平成２８年度から平成２９年の平成２８年度から平成２９年の平成２８年度から平成２９年の平成２８年度から平成２９年○阿部財政課長○阿部財政課長○阿部財政課長○阿部財政課長度、実度、実度、実度、実際際際際歳入歳出全歳入歳出全歳入歳出全歳入歳出全体体体体としては、としては、としては、としては、微微微微増しているところです。増しているところです。増しているところです。増しているところです。微微微微増しているのは、社会保障増しているのは、社会保障増しているのは、社会保障増しているのは、社会保障関係関係関係関係経経経経費などが増費などが増費などが増費などが増加加加加し、歳出がし、歳出がし、歳出がし、歳出がふふふふええええているところがあります。一方で、その分、歳入がどているところがあります。一方で、その分、歳入がどているところがあります。一方で、その分、歳入がどているところがあります。一方で、その分、歳入がどうかというところですが、地方税がうかというところですが、地方税がうかというところですが、地方税がうかというところですが、地方税が伸伸伸伸びる一方で、交付税はびる一方で、交付税はびる一方で、交付税はびる一方で、交付税は少少少少し減っていると。そのし減っていると。そのし減っていると。そのし減っていると。その伸伸伸伸びびびびている分をている分をている分をている分を臨臨臨臨時財政時財政時財政時財政対対対対策策策策債の債の債の債の公公公公債費も債費も債費も債費も当然当然当然当然、地方全、地方全、地方全、地方全体体体体でででで伸伸伸伸びていますので、びていますので、びていますので、びていますので、公公公公債費分、債費分、債費分、債費分、臨臨臨臨時財政時財政時財政時財政対対対対策策策策債が債が債が債が伸伸伸伸びているという、マびているという、マびているという、マびているという、マクロクロクロクロで見たときには、そういうで見たときには、そういうで見たときには、そういうで見たときには、そういう状況状況状況状況にあります。そにあります。そにあります。そにあります。そういうういうういうういう意意意意味味味味では、では、では、では、結結結結局、局、局、局、臨臨臨臨時財政時財政時財政時財政対対対対策策策策債を債を債を債を返返返返していくためにしていくためにしていくためにしていくために臨臨臨臨時財政時財政時財政時財政対対対対策策策策債が新たに発行債が新たに発行債が新たに発行債が新たに発行されているというされているというされているというされているという現状現状現状現状は確かにあります。それがは確かにあります。それがは確かにあります。それがは確かにあります。それが果果果果たして健全かどうかですが、たして健全かどうかですが、たして健全かどうかですが、たして健全かどうかですが、制制制制度とし度とし度とし度としては、ては、ては、ては、基基基基準準準準財政財政財政財政需需需需要要要要額から額から額から額から基基基基準準準準財政財政財政財政収入額を収入額を収入額を収入額を抜抜抜抜いた分、地方のいた分、地方のいた分、地方のいた分、地方の財源財源財源財源の不足分は、地方交付の不足分は、地方交付の不足分は、地方交付の不足分は、地方交付税をもって税をもって税をもって税をもって賄賄賄賄われるわれるわれるわれるべべべべきだときだときだときだと思思思思っていますので、それはっていますので、それはっていますので、それはっていますので、それは臨臨臨臨時財政時財政時財政時財政対対対対策策策策債ではなくて、地方債ではなくて、地方債ではなくて、地方債ではなくて、地方交付税の税率の引き交付税の税率の引き交付税の税率の引き交付税の税率の引き上げ上げ上げ上げというというというという制制制制度度度度的的的的な対な対な対な対応応応応がががが必要必要必要必要であるとであるとであるとであると考え考え考え考えています。そういったこています。そういったこています。そういったこています。そういったこ
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とについては、きちんとこれからもとについては、きちんとこれからもとについては、きちんとこれからもとについては、きちんとこれからも要望要望要望要望していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと思思思思っています。っています。っています。っています。川田委員、あなたの質川田委員、あなたの質川田委員、あなたの質川田委員、あなたの質問問問問はまだまだたくさんあるので、ある程度のところはまだまだたくさんあるので、ある程度のところはまだまだたくさんあるので、ある程度のところはまだまだたくさんあるので、ある程度のところ○中村委員長○中村委員長○中村委員長○中村委員長でとめていただいて、でとめていただいて、でとめていただいて、でとめていただいて、次次次次の質の質の質の質問問問問にににに移移移移っていただいたほうがいいとっていただいたほうがいいとっていただいたほうがいいとっていただいたほうがいいと思思思思いますが。いますが。いますが。いますが。委員長の委員長の委員長の委員長の意意意意見はわかりました。見はわかりました。見はわかりました。見はわかりました。○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員 聞いてください。聞いてください。聞いてください。聞いてください。○中村委員長○中村委員長○中村委員長○中村委員長はい。はい。はい。はい。○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員県全県全県全県全体体体体にしてもそうですし、にしてもそうですし、にしてもそうですし、にしてもそうですし、非常非常非常非常にににに重要重要重要重要なところなので、なところなので、なところなので、なところなので、時間時間時間時間がないからがないからがないからがないからややややめろというめろというめろというめろというようなようなようなような話話話話のののの問問問問題題題題ではないとではないとではないとではないと思思思思うのです。ちうのです。ちうのです。ちうのです。ちょょょょうどうどうどうど今今今今選選選選挙挙挙挙ををををややややっていて、っていて、っていて、っていて、住民住民住民住民の皆さんとよの皆さんとよの皆さんとよの皆さんとよくおくおくおくお話話話話しする機会があり、その中でも、しする機会があり、その中でも、しする機会があり、その中でも、しする機会があり、その中でも、選選選選挙挙挙挙になったら、これをになったら、これをになったら、これをになったら、これをややややります、あれをります、あれをります、あれをります、あれをややややりまりまりまりますと、すと、すと、すと、好好好好きなことをきなことをきなことをきなことをみみみみんな言いますけれど、んな言いますけれど、んな言いますけれど、んな言いますけれど、根根根根幹幹幹幹のののの話話話話をしているをしているをしているをしている人人人人って、どこも聞かないって、どこも聞かないって、どこも聞かないって、どこも聞かないのです。だから、こういったのです。だから、こういったのです。だから、こういったのです。だから、こういった根根根根幹幹幹幹をををを再再再再度見度見度見度見詰詰詰詰めめめめ直直直直すということもすということもすということもすということも必要必要必要必要ではないかと。ではないかと。ではないかと。ではないかと。委員長の委員長の委員長の委員長の意意意意見がありましたので、どこかでもとに見がありましたので、どこかでもとに見がありましたので、どこかでもとに見がありましたので、どこかでもとに戻戻戻戻るかもしれませんが、もう一つるかもしれませんが、もう一つるかもしれませんが、もう一つるかもしれませんが、もう一つ気気気気にににになるのが、奈良県のなるのが、奈良県のなるのが、奈良県のなるのが、奈良県の基基基基金金金金残高残高残高残高のののの今今今今年度の合計です。決算年度の合計です。決算年度の合計です。決算年度の合計です。決算カーカーカーカードドドドにににに載載載載る額と言る額と言る額と言る額と言ええええばいいのか、ばいいのか、ばいいのか、ばいいのか、決算決算決算決算カーカーカーカードドドドだったら、だったら、だったら、だったら、財政調整基財政調整基財政調整基財政調整基金と減債金と減債金と減債金と減債基基基基金とその他特定金とその他特定金とその他特定金とその他特定目的基目的基目的基目的基金の３つでくくってい金の３つでくくってい金の３つでくくってい金の３つでくくっていて、合計と、このようになっているので、平成２８年度分のて、合計と、このようになっているので、平成２８年度分のて、合計と、このようになっているので、平成２８年度分のて、合計と、このようになっているので、平成２８年度分の基基基基金金金金残高残高残高残高の合計の額をの合計の額をの合計の額をの合計の額を教え教え教え教えてててていただけますか。いただけますか。いただけますか。いただけますか。平成２８年度平成２８年度平成２８年度平成２８年度末現末現末現末現在在在在のののの基基基基金金金金残高残高残高残高は１，６５１億円です。は１，６５１億円です。は１，６５１億円です。は１，６５１億円です。○阿部財政課長○阿部財政課長○阿部財政課長○阿部財政課長１，６５１億円とい１，６５１億円とい１，６５１億円とい１，６５１億円といええええば、ば、ば、ば、去去去去年より年より年より年より若干若干若干若干減っているのですか減っているのですか減っているのですか減っているのですかねねねね。約７億円減。約７億円減。約７億円減。約７億円減○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員ったということになるのですが、前も総務ったということになるのですが、前も総務ったということになるのですが、前も総務ったということになるのですが、前も総務警察警察警察警察委員会でも委員会でも委員会でも委員会でも話話話話しましたが、しましたが、しましたが、しましたが、細細細細かくて見かくて見かくて見かくて見ええええなななないといといといと思思思思うのですけれど、４７うのですけれど、４７うのですけれど、４７うのですけれど、４７都都都都道道道道府府府府県の県の県の県の基基基基金金金金残高残高残高残高を全部を全部を全部を全部調べ調べ調べ調べました。平成２７年度ました。平成２７年度ました。平成２７年度ました。平成２７年度末末末末のののの数数数数字字字字ですけれど、ですけれど、ですけれど、ですけれど、調べ調べ調べ調べて、それを１年て、それを１年て、それを１年て、それを１年間間間間のののの画画画画一一一一的的的的な行な行な行な行政サー政サー政サー政サービビビビススススを行うを行うを行うを行う基基基基準準準準となっているとなっているとなっているとなっている標標標標準準準準財政財政財政財政規規規規模模模模でででで割割割割ってってってってみみみみました。ました。ました。ました。必要経必要経必要経必要経費のうちの費のうちの費のうちの費のうちの何何何何％が％が％が％が基基基基金を金を金を金を持持持持っているのかということっているのかということっているのかということっているのかということのののの意意意意味味味味をあらわしているのですが、これを見ますと、をあらわしているのですが、これを見ますと、をあらわしているのですが、これを見ますと、をあらわしているのですが、これを見ますと、宮城宮城宮城宮城県県県県やややや福福福福島島島島県などの県などの県などの県などの復興復興復興復興基基基基金が含金が含金が含金が含まれている県は、まれている県は、まれている県は、まれている県は、今今今今、、、、極極極極端端端端にににに高高高高くなっていますので、こういったところをくなっていますので、こういったところをくなっていますので、こういったところをくなっていますので、こういったところを除除除除きますと、きますと、きますと、きますと、標標標標準準準準財政財政財政財政規規規規模模模模のののの東東東東京都京都京都京都が６２．２５％のが６２．２５％のが６２．２５％のが６２．２５％の基基基基金を金を金を金を持持持持っている。っている。っている。っている。東東東東京都京都京都京都が全が全が全が全国国国国で一で一で一で一番番番番多多多多いのです。いのです。いのです。いのです。そのそのそのその次次次次にににに多多多多いのが奈良県、これが５１．３２％なのです。ちないのが奈良県、これが５１．３２％なのです。ちないのが奈良県、これが５１．３２％なのです。ちないのが奈良県、これが５１．３２％なのです。ちなみみみみにににに福福福福島島島島県は１５７．２県は１５７．２県は１５７．２県は１５７．２７％、これは７％、これは７％、これは７％、これは復興復興復興復興財源財源財源財源が入っていますから、が入っていますから、が入っていますから、が入っていますから、参参参参考考考考にはならないのですが、このにはならないのですが、このにはならないのですが、このにはならないのですが、この数字数字数字数字も全部も全部も全部も全部入れて平入れて平入れて平入れて平均均均均を出してを出してを出してを出してみみみみましたら、２７．１５％になる。全ましたら、２７．１５％になる。全ましたら、２７．１５％になる。全ましたら、２７．１５％になる。全体体体体のののの標準標準標準標準財政財政財政財政規規規規模模模模にににに占占占占めるめるめるめる基基基基金金金金のののの割割割割合は２７．１５％なのです。合は２７．１５％なのです。合は２７．１５％なのです。合は２７．１５％なのです。使使使使途途途途目的目的目的目的はははは当然当然当然当然あるでしあるでしあるでしあるでしょょょょうけれども５１．３２％のうけれども５１．３２％のうけれども５１．３２％のうけれども５１．３２％の基基基基金を金を金を金を持持持持っている理っている理っている理っている理由由由由が全くわからないです。どこかの委員会でもが全くわからないです。どこかの委員会でもが全くわからないです。どこかの委員会でもが全くわからないです。どこかの委員会でも話話話話があったとがあったとがあったとがあったと思思思思うのですうのですうのですうのです
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が、が、が、が、何何何何をををを基基基基準準準準に、どういった金額でに、どういった金額でに、どういった金額でに、どういった金額で毎毎毎毎年繰り出しをしているのか、それも正確には決まっ年繰り出しをしているのか、それも正確には決まっ年繰り出しをしているのか、それも正確には決まっ年繰り出しをしているのか、それも正確には決まっていないという、ていないという、ていないという、ていないという、法法法法定などで決められているものであれば決まっているでし定などで決められているものであれば決まっているでし定などで決められているものであれば決まっているでし定などで決められているものであれば決まっているでしょょょょうけれど、うけれど、うけれど、うけれど、それそれそれそれ以外以外以外以外のものはほとんど決まっていない。のものはほとんど決まっていない。のものはほとんど決まっていない。のものはほとんど決まっていない。条条条条例例例例も全部確認しましたけれど、そういったも全部確認しましたけれど、そういったも全部確認しましたけれど、そういったも全部確認しましたけれど、そういったところは明確にはところは明確にはところは明確にはところは明確には書書書書いていない。いていない。いていない。いていない。必要必要必要必要であればであればであればであれば積積積積みみみみ立立立立てることができるてることができるてることができるてることができる規規規規定になっていま定になっていま定になっていま定になっています。それからす。それからす。それからす。それから考え考え考え考えたら、税金をたら、税金をたら、税金をたら、税金を払払払払っているのは、っているのは、っているのは、っているのは、みみみみんな一んな一んな一んな一緒緒緒緒です。なです。なです。なです。なぜぜぜぜここまでここまでここまでここまで基基基基金を金を金を金を積積積積みみみみ立立立立てるてるてるてる必要必要必要必要があるのか、それをまがあるのか、それをまがあるのか、それをまがあるのか、それをまずずずずお答お答お答お答ええええいただけますか。いただけますか。いただけますか。いただけますか。奈良県の奈良県の奈良県の奈良県の基基基基金の金の金の金の残高残高残高残高が、が、が、が、標準標準標準標準財政財政財政財政規規規規模模模模に比に比に比に比較較較較してしてしてして大大大大きいということでしきいということでしきいということでしきいということでし○阿部財政課長○阿部財政課長○阿部財政課長○阿部財政課長た。た。た。た。幾幾幾幾つかつかつかつか要要要要因因因因があります。まがあります。まがあります。まがあります。まずずずず、一つ、、一つ、、一つ、、一つ、先先先先ほど川田委員からもごほど川田委員からもごほど川田委員からもごほど川田委員からもご指摘指摘指摘指摘がありましたが、県がありましたが、県がありましたが、県がありましたが、県債管理債管理債管理債管理基基基基金の部分です。県債管理金の部分です。県債管理金の部分です。県債管理金の部分です。県債管理基基基基金については、交付税と金については、交付税と金については、交付税と金については、交付税と償還償還償還償還金の差額という部分があ金の差額という部分があ金の差額という部分があ金の差額という部分がありますので、年りますので、年りますので、年りますので、年 々々々々積積積積み重み重み重み重なっていって、それをきちんとなっていって、それをきちんとなっていって、それをきちんとなっていって、それをきちんと返返返返せるように県債管理せるように県債管理せるように県債管理せるように県債管理基基基基金に金に金に金に積積積積みみみみ立立立立てているところで、てているところで、てているところで、てているところで、少少少少し県債管理し県債管理し県債管理し県債管理基基基基金は金は金は金は多多多多くなっているというところはあります。そのくなっているというところはあります。そのくなっているというところはあります。そのくなっているというところはあります。そのほかに、その他特定ほかに、その他特定ほかに、その他特定ほかに、その他特定目的基目的基目的基目的基金は、金は、金は、金は、財政調整基財政調整基財政調整基財政調整基金、県債管理金、県債管理金、県債管理金、県債管理基基基基金金金金以外以外以外以外の特定の特定の特定の特定目的目的目的目的をををを有有有有するするするする基基基基金ですが、金ですが、金ですが、金ですが、現現現現在在在在９１０億円あります。これについては、ま９１０億円あります。これについては、ま９１０億円あります。これについては、ま９１０億円あります。これについては、まずずずず、、、、国国国国補補補補正など、正など、正など、正など、国国国国費を費を費を費を活活活活用し用し用し用したたたた基基基基金が１０６億円あります。地金が１０６億円あります。地金が１０６億円あります。地金が１０６億円あります。地域・経済活性域・経済活性域・経済活性域・経済活性化化化化基基基基金として、県金として、県金として、県金として、県営プール営プール営プール営プール跡跡跡跡地におけるに地におけるに地におけるに地におけるにぎぎぎぎわい交わい交わい交わい交流流流流施設施設施設施設のののの整備や整備や整備や整備や、、、、登登登登大大大大路路路路ババババススススタタタターーーーミミミミナルナルナルナルなどのなどのなどのなどのプロプロプロプロジジジジェクェクェクェクトにトにトにトに使使使使っていくものとっていくものとっていくものとっていくものとしてしてしてして積積積積みみみみ立立立立てているものが２１１億円あります。それから、奈良県てているものが２１１億円あります。それから、奈良県てているものが２１１億円あります。それから、奈良県てているものが２１１億円あります。それから、奈良県立医立医立医立医科科科科大大大大学学学学及び及び及び及び医医医医療療療療セセセセンンンンタタタター並ー並ー並ー並びにびにびにびに南南南南和地和地和地和地域公域公域公域公立立立立病院病院病院病院等等等等整備基整備基整備基整備基金は金は金は金は病院病院病院病院のののの整備整備整備整備ですが、３１１億円のですが、３１１億円のですが、３１１億円のですが、３１１億円の基基基基金があり金があり金があり金があります。あと、地ます。あと、地ます。あと、地ます。あと、地域域域域振振振振興興興興基基基基金として、ご金として、ご金として、ご金として、ごみみみみ処理処理処理処理施設施設施設施設のののの広広広広域域域域化化化化やややや、、、、市町市町市町市町村の支村の支村の支村の支援援援援にににに充当充当充当充当するたするたするたするためのめのめのめの基基基基金として５４億円ありまして、金として５４億円ありまして、金として５４億円ありまして、金として５４億円ありまして、結結結結局その他特定局その他特定局その他特定局その他特定目的基目的基目的基目的基金の金の金の金の大大大大部分がこうした部分がこうした部分がこうした部分がこうした目的目的目的目的ののののためにためにためにために積積積積みみみみ立立立立ててきているというところです。ててきているというところです。ててきているというところです。ててきているというところです。それはそれはそれはそれは説説説説明になっていないと明になっていないと明になっていないと明になっていないと思思思思います。奈良県は、います。奈良県は、います。奈良県は、います。奈良県は、広広広広域域域域行行行行政政政政ででででややややっているわっているわっているわっているわ○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員けではないですか。けではないですか。けではないですか。けではないですか。私私私私の地の地の地の地元元元元のののの香芝香芝香芝香芝市市市市から言わせてもらったら、前にも言いましたが、から言わせてもらったら、前にも言いましたが、から言わせてもらったら、前にも言いましたが、から言わせてもらったら、前にも言いましたが、細細細細かいところできかいところできかいところできかいところできょょょょうは言わせていただこうとうは言わせていただこうとうは言わせていただこうとうは言わせていただこうと思思思思っていますが、っていますが、っていますが、っていますが、香芝香芝香芝香芝市市市市は奈良県には奈良県には奈良県には奈良県にややややっていっていっていっていただいていることなどただいていることなどただいていることなどただいていることなど何何何何もないです。県もないです。県もないです。県もないです。県民グラ民グラ民グラ民グラウウウウンンンンドドドドの土地を管理させてもらっているの土地を管理させてもらっているの土地を管理させてもらっているの土地を管理させてもらっているぐぐぐぐらいです。だから、らいです。だから、らいです。だから、らいです。だから、同じ同じ同じ同じ税金を税金を税金を税金を払払払払っていて、なっていて、なっていて、なっていて、なぜぜぜぜ各各各各市町市町市町市町村ごとの支出村ごとの支出村ごとの支出村ごとの支出先先先先にこれだけの開きにこれだけの開きにこれだけの開きにこれだけの開きがあるのか、まがあるのか、まがあるのか、まがあるのか、まずずずず、、、、原原原原点点点点にににに立立立立ちちちち返返返返れば、れば、れば、れば、今今今今聞いた聞いた聞いた聞いた基基基基金の金の金の金の内内内内容容容容もそうではないですか。もそうではないですか。もそうではないですか。もそうではないですか。香芝香芝香芝香芝市市市市はははは今今今今ごごごごみみみみ焼却焼却焼却焼却の計の計の計の計画画画画を出していてを出していてを出していてを出していて王王王王寺寺寺寺町町町町と一と一と一と一緒緒緒緒ににににややややっていますが、もうすっていますが、もうすっていますが、もうすっていますが、もうすぐぐぐぐ建建建建てていくてていくてていくてていくわけですけれど、わけですけれど、わけですけれど、わけですけれど、広広広広域域域域でででで何個何個何個何個かかかかややややったからといって、全部一部事務ったからといって、全部一部事務ったからといって、全部一部事務ったからといって、全部一部事務組組組組合で合で合で合でややややっているわけっているわけっているわけっているわけですから、平等ではないですか。特別地方ですから、平等ではないですか。特別地方ですから、平等ではないですか。特別地方ですから、平等ではないですか。特別地方公公公公共団共団共団共団体体体体でしでしでしでしょょょょ。そこで理。そこで理。そこで理。そこで理屈屈屈屈づけしてづけしてづけしてづけしてややややっていっていっていってい
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たら、たら、たら、たら、租租租租税税税税法法法法のののの意意意意味味味味がががが変変変変わってくるのではないですか。取るときはわってくるのではないですか。取るときはわってくるのではないですか。取るときはわってくるのではないですか。取るときは何何何何にににに使使使使ってもいい、けってもいい、けってもいい、けってもいい、けれど、れど、れど、れど、使使使使うときはうときはうときはうときは公公公公平平平平性性性性はははは考え考え考え考えなくていいと。奈良県がいいとなくていいと。奈良県がいいとなくていいと。奈良県がいいとなくていいと。奈良県がいいと思思思思ったものであればったものであればったものであればったものであれば何何何何でもでもでもでも使使使使っていいと。まっていいと。まっていいと。まっていいと。まずずずず租租租租税で税金を税で税金を税で税金を税で税金を納納納納めていただくという前めていただくという前めていただくという前めていただくという前提提提提があるわけだから、その前があるわけだから、その前があるわけだから、その前があるわけだから、その前提提提提はははは絶絶絶絶対対対対崩崩崩崩してはいけないところではないのですか。全部ががちがちでしてはいけないところではないのですか。全部ががちがちでしてはいけないところではないのですか。全部ががちがちでしてはいけないところではないのですか。全部ががちがちでぴぴぴぴったりにいくといったりにいくといったりにいくといったりにいくということはありませんけれど、あまりにもうことはありませんけれど、あまりにもうことはありませんけれど、あまりにもうことはありませんけれど、あまりにも偏偏偏偏りりりり過過過過ぎぎぎぎているとているとているとていると思思思思うのです。うのです。うのです。うのです。祭祭祭祭りにしてもそうりにしてもそうりにしてもそうりにしてもそうですし、一部のところばかりではないですか。このですし、一部のところばかりではないですか。このですし、一部のところばかりではないですか。このですし、一部のところばかりではないですか。この辺辺辺辺は税のは税のは税のは税の再再再再配配配配分のところも含んでいる分のところも含んでいる分のところも含んでいる分のところも含んでいるわけであって、わけであって、わけであって、わけであって、財政財政財政財政としては、そのとしては、そのとしては、そのとしては、その点点点点についてはどのようにおについてはどのようにおについてはどのようにおについてはどのようにお考え考え考え考えですか。ですか。ですか。ですか。大大大大立立立立山まつり山まつり山まつり山まつりならならならなら経済経済経済経済効効効効果果果果がある。では、がある。では、がある。では、がある。では、香芝香芝香芝香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が、が、が、が、幾幾幾幾らからからからか教え教え教え教えてくださいと、前に聞いてくださいと、前に聞いてくださいと、前に聞いてくださいと、前に聞いても、答弁でもても、答弁でもても、答弁でもても、答弁でも黙黙黙黙っていて、そんな計算も出ていないのですよ。だから、税のっていて、そんな計算も出ていないのですよ。だから、税のっていて、そんな計算も出ていないのですよ。だから、税のっていて、そんな計算も出ていないのですよ。だから、税の使使使使い方につい方につい方につい方について、いて、いて、いて、公公公公正正正正公公公公平に平に平に平にややややっていただく、っていただく、っていただく、っていただく、広広広広域域域域行行行行政政政政ということで地方ということで地方ということで地方ということで地方自自自自治治治治法法法法にはにはにはには書書書書いてあるわけいてあるわけいてあるわけいてあるわけだから、なだから、なだから、なだから、なぜ同じぜ同じぜ同じぜ同じところにところにところにところに集集集集中してそこばかり中してそこばかり中してそこばかり中してそこばかりややややるのだということです。るのだということです。るのだということです。るのだということです。前からの前からの前からの前からの持持持持論論論論で、そういう事業にで、そういう事業にで、そういう事業にで、そういう事業に偏偏偏偏っていけば、どうしてもそうなってくるので、っていけば、どうしてもそうなってくるので、っていけば、どうしてもそうなってくるので、っていけば、どうしてもそうなってくるので、高高高高校校校校のののの無無無無償償償償化化化化やややや水道水道水道水道代代代代をををを安安安安くするとか、もうくするとか、もうくするとか、もうくするとか、もう少少少少し全し全し全し全体体体体がががが公公公公正正正正公公公公平、平等に、可処分平、平等に、可処分平、平等に、可処分平、平等に、可処分所所所所得が得が得が得が少少少少ししししでもでもでもでもふふふふええええるようなるようなるようなるような形形形形のマのマのマのマクロ経済策クロ経済策クロ経済策クロ経済策をとっていくをとっていくをとっていくをとっていくべべべべきではないですかというのは、もうきではないですかというのは、もうきではないですかというのは、もうきではないですかというのは、もうずずずずっと申しっと申しっと申しっと申し上げ上げ上げ上げている事項です。奈良県はている事項です。奈良県はている事項です。奈良県はている事項です。奈良県は外外外外からよく聞きますけれど、からよく聞きますけれど、からよく聞きますけれど、からよく聞きますけれど、古古古古いいいい体体体体質です。どこ質です。どこ質です。どこ質です。どこがががが古古古古いか新しいか、よくわかっていないのですが、いか新しいか、よくわかっていないのですが、いか新しいか、よくわかっていないのですが、いか新しいか、よくわかっていないのですが、自自自自分が県議会議員として、入ってきて、分が県議会議員として、入ってきて、分が県議会議員として、入ってきて、分が県議会議員として、入ってきて、いろいろ分いろいろ分いろいろ分いろいろ分析析析析もさせてもらって、もう一もさせてもらって、もう一もさせてもらって、もう一もさせてもらって、もう一回回回回戻戻戻戻りますが、りますが、りますが、りますが、逆逆逆逆にににに基基基基金を金を金を金を積積積積むむむむということは、ということは、ということは、ということは、我々我々我々我々がががが払払払払った税金からった税金からった税金からった税金から積積積積んでいるわけでしんでいるわけでしんでいるわけでしんでいるわけでしょょょょう。減債う。減債う。減債う。減債基基基基金というか、金というか、金というか、金というか、臨臨臨臨時財政時財政時財政時財政対対対対策策策策債のさ債のさ債のさ債のさややややの分は別としても、の分は別としても、の分は別としても、の分は別としても、将将将将来来来来どうせどうせどうせどうせ払払払払うのだから、それはうのだから、それはうのだから、それはうのだから、それは置置置置いといていいとしても、それいといていいとしても、それいといていいとしても、それいといていいとしても、それ以以以以外外外外はははは今今今今払払払払っているっているっているっている人人人人が、が、が、が、自自自自分たちに分たちに分たちに分たちに何何何何かかかか恩恩恩恩恵が恵が恵が恵が受受受受けられてけられてけられてけられて必要必要必要必要だからだからだからだから払払払払っていて、っていて、っていて、っていて、積積積積みみみみ立立立立てるのだったら、そのときにまた取ればいいではないですか。てるのだったら、そのときにまた取ればいいではないですか。てるのだったら、そのときにまた取ればいいではないですか。てるのだったら、そのときにまた取ればいいではないですか。受受受受益益益益者者者者負担負担負担負担のののの感感感感覚覚覚覚からいっからいっからいっからいったらそうではないのですか。それをたらそうではないのですか。それをたらそうではないのですか。それをたらそうではないのですか。それを基基基基金がこれだけ金がこれだけ金がこれだけ金がこれだけ積積積積みみみみ立立立立てられているということは、本てられているということは、本てられているということは、本てられているということは、本来住民来住民来住民来住民にににに使使使使ってもらってもらってもらってもらええええるお金が別にるお金が別にるお金が別にるお金が別に積積積積みみみみ立立立立てられてしまっているわけでしてられてしまっているわけでしてられてしまっているわけでしてられてしまっているわけでしょょょょう。う。う。う。先先先先ほどかほどかほどかほどから言っているように、なら言っているように、なら言っているように、なら言っているように、なぜ大ぜ大ぜ大ぜ大事かと言っているのは、事かと言っているのは、事かと言っているのは、事かと言っているのは、今留今留今留今留保保保保財源財源財源財源がががが非常非常非常非常にないににないににないににないに近近近近いいいい状態状態状態状態です。です。です。です。留留留留保保保保財源財源財源財源というのは、地方税というのは、地方税というのは、地方税というのは、地方税法法法法で、４分の１はで、４分の１はで、４分の１はで、４分の１は自自自自分の分の分の分の自自自自治事務を治事務を治事務を治事務をややややるために、るために、るために、るために、使使使使いいいいなさいということでなさいということでなさいということでなさいということで制制制制度度度度上上上上はそうなっています。けれど、それがはそうなっています。けれど、それがはそうなっています。けれど、それがはそうなっています。けれど、それが今今今今ほとんどないほとんどないほとんどないほとんどない状況状況状況状況の中の中の中の中で、なで、なで、なで、なぜぜぜぜここまでここまでここまでここまで基基基基金を金を金を金を積積積積みみみみ立立立立てるてるてるてる必要必要必要必要があるかと。これはどうがあるかと。これはどうがあるかと。これはどうがあるかと。これはどう考え考え考え考えてもてもてもても納納納納得いかないで得いかないで得いかないで得いかないです。す。す。す。今今今今、項、項、項、項目目目目をいろいろをいろいろをいろいろをいろいろ上げ上げ上げ上げましたけれども、全部ましたけれども、全部ましたけれども、全部ましたけれども、全部ゼゼゼゼロベースロベースロベースロベースにににに戻戻戻戻したらいいではないでしたらいいではないでしたらいいではないでしたらいいではないですか。すか。すか。すか。単単単単年度年度年度年度主主主主義義義義ででででややややっていますから、その年度に、っていますから、その年度に、っていますから、その年度に、っていますから、その年度に、何何何何かかかかややややろうとろうとろうとろうと思思思思ったら、ったら、ったら、ったら、予予予予算で算で算で算で上げ上げ上げ上げればいいではないですか。そうればいいではないですか。そうればいいではないですか。そうればいいではないですか。そう思思思思いますが、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。



---- 33337777 ----

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摘指摘指摘指摘のとおり、のとおり、のとおり、のとおり、大大大大規規規規模模模模ななななプロプロプロプロジジジジェクェクェクェクトをトをトをトを起起起起こしていくときこしていくときこしていくときこしていくとき○阿部財政課長○阿部財政課長○阿部財政課長○阿部財政課長に、県債を発行して年度に、県債を発行して年度に、県債を発行して年度に、県債を発行して年度間間間間、、、、世代世代世代世代間間間間のののの負担負担負担負担の平の平の平の平準準準準化を化を化を化を図図図図ることはもちろんることはもちろんることはもちろんることはもちろん必要必要必要必要だとだとだとだと思思思思ってってってっています。一方で、います。一方で、います。一方で、います。一方で、公公公公債費は増債費は増債費は増債費は増加傾向加傾向加傾向加傾向にあったものをにあったものをにあったものをにあったものを今何今何今何今何とか減とか減とか減とか減少傾向少傾向少傾向少傾向にににに戻戻戻戻しているところしているところしているところしているところですけれども、ですけれども、ですけれども、ですけれども、将将将将来来来来のののの大大大大きなきなきなきな負担負担負担負担を減らしていくというを減らしていくというを減らしていくというを減らしていくという観点観点観点観点からすると、県債発行はなるからすると、県債発行はなるからすると、県債発行はなるからすると、県債発行はなるべべべべくくくく抑抑抑抑制制制制していくしていくしていくしていくべべべべきだというところも一つのきだというところも一つのきだというところも一つのきだというところも一つの観点観点観点観点とととと思思思思います。そういったいます。そういったいます。そういったいます。そういった観点観点観点観点の中で、の中で、の中で、の中で、大大大大規規規規模模模模プロプロプロプロジジジジェクェクェクェクトを実トを実トを実トを実施施施施するにするにするにするに当当当当たっては、たっては、たっては、たっては、各各各各年度、年度、年度、年度、例え例え例え例えば交付税がば交付税がば交付税がば交付税が大大大大きく、見きく、見きく、見きく、見込込込込みみみみよよよよりりりり多多多多くくくく来来来来た、それから、た、それから、た、それから、た、それから、財産財産財産財産収入があったというようなことがあれば、収入があったというようなことがあれば、収入があったというようなことがあれば、収入があったというようなことがあれば、当初予当初予当初予当初予算で計算で計算で計算で計上上上上しししした額た額た額た額以上以上以上以上の歳入が見の歳入が見の歳入が見の歳入が見込込込込めるとき、それをめるとき、それをめるとき、それをめるとき、それを基基基基金に金に金に金に積積積積みみみみ立立立立てていったりでこれまでてていったりでこれまでてていったりでこれまでてていったりでこれまで基基基基金を金を金を金を積積積積みみみみ上げ上げ上げ上げてきたところです。そういったてきたところです。そういったてきたところです。そういったてきたところです。そういった考え考え考え考え方で方で方で方で財政運営財政運営財政運営財政運営をさせていただいているのがをさせていただいているのがをさせていただいているのがをさせていただいているのが現状現状現状現状でででです。す。す。す。 標準標準標準標準財政財政財政財政規規規規模模模模よりも、よりも、よりも、よりも、今今今今、、、、臨臨臨臨時財政時財政時財政時財政対対対対策策策策債を債を債を債を除除除除いたら額がいたら額がいたら額がいたら額が下回下回下回下回っているわけっているわけっているわけっているわけ○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員ではないですか、ではないですか、ではないですか、ではないですか、去去去去年年年年面面面面合わせ合わせ合わせ合わせぐぐぐぐらいまでらいまでらいまでらいまで来来来来ましたけれど、それまではここましたけれど、それまではここましたけれど、それまではここましたけれど、それまではここずずずずっと、っと、っと、っと、失失失失わわわわれた２０年もたっていないのですけれど、れた２０年もたっていないのですけれど、れた２０年もたっていないのですけれど、れた２０年もたっていないのですけれど、非常非常非常非常にににに悪悪悪悪かったかったかったかった状態状態状態状態がががが続続続続いているわけでしいているわけでしいているわけでしいているわけでしょょょょう。う。う。う。ここからここからここからここから公公公公債費を債費を債費を債費を乗乗乗乗せていないけれど、せていないけれど、せていないけれど、せていないけれど、公公公公債費が債費が債費が債費がふふふふええええているから、社会保障の関係も含めているから、社会保障の関係も含めているから、社会保障の関係も含めているから、社会保障の関係も含めて実て実て実て実際際際際にその分が入ってにその分が入ってにその分が入ってにその分が入って標準標準標準標準財政財政財政財政規規規規模模模模もももも若干若干若干若干右肩右肩右肩右肩上上上上がりでがりでがりでがりで来来来来ているとているとているとていると思思思思うのです。うのです。うのです。うのです。公公公公債費債費債費債費でも平成１９年度でも平成１９年度でも平成１９年度でも平成１９年度以以以以降降降降ずずずずっとほとんどっとほとんどっとほとんどっとほとんど右肩右肩右肩右肩上上上上がりで、平成２８年度で、がりで、平成２８年度で、がりで、平成２８年度で、がりで、平成２８年度で、今回今回今回今回若干若干若干若干下下下下がったがったがったがったというだけのというだけのというだけのというだけの話話話話ではないですか。けれど、地方債ではないですか。けれど、地方債ではないですか。けれど、地方債ではないですか。けれど、地方債残高残高残高残高といったら、ことし、またといったら、ことし、またといったら、ことし、またといったら、ことし、またふふふふええええていていていてい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、公公公公債費は債費は債費は債費は過去過去過去過去の分をの分をの分をの分を払払払払っていくだけですけれど、地方債っていくだけですけれど、地方債っていくだけですけれど、地方債っていくだけですけれど、地方債残高残高残高残高もこともこともこともことし、わし、わし、わし、わずずずずかですが３０億円かですが３０億円かですが３０億円かですが３０億円ぐぐぐぐらいらいらいらいふふふふええええていますよていますよていますよていますよねねねね。だから、それからいったら、言って。だから、それからいったら、言って。だから、それからいったら、言って。だから、それからいったら、言っていることといることといることといることとややややっていることがっていることがっていることがっていることが矛盾矛盾矛盾矛盾していないですか。していないですか。していないですか。していないですか。何回何回何回何回も言うけれど、なも言うけれど、なも言うけれど、なも言うけれど、なぜぜぜぜこれだけの、これだけの、これだけの、これだけの、５０％５０％５０％５０％以上以上以上以上のののの基基基基金を金を金を金を積積積積みみみみ立立立立てていかなければいけないてていかなければいけないてていかなければいけないてていかなければいけない状態状態状態状態にあるのか。にあるのか。にあるのか。にあるのか。財政調整基財政調整基財政調整基財政調整基金に関金に関金に関金に関しても、７．４１％しても、７．４１％しても、７．４１％しても、７．４１％ぐぐぐぐらいらいらいらい積積積積みみみみ立立立立てています。てています。てています。てています。標準標準標準標準財政財政財政財政規規規規模模模模からですけれども、これも本からですけれども、これも本からですけれども、これも本からですけれども、これも本来来来来ここまでの額がここまでの額がここまでの額がここまでの額が要要要要りますか。確率りますか。確率りますか。確率りますか。確率論論論論からいったら１０％からいったら１０％からいったら１０％からいったら１０％ぐぐぐぐらいの確率で、１０年らいの確率で、１０年らいの確率で、１０年らいの確率で、１０年間間間間に１に１に１に１回ぐ回ぐ回ぐ回ぐらいの確率でらいの確率でらいの確率でらいの確率で経済経済経済経済にににに何何何何か影か影か影か影響響響響があるといったことがあったがあるといったことがあったがあるといったことがあったがあるといったことがあった場場場場合に、そのときのための合に、そのときのための合に、そのときのための合に、そのときのための補完補完補完補完の資金としての資金としての資金としての資金として財政調整基財政調整基財政調整基財政調整基金が金が金が金が設設設設けられているということはけられているということはけられているということはけられているということは財財財財務務務務省省省省の方からの方からの方からの方から習習習習いました。いました。いました。いました。だから、そういっただから、そういっただから、そういっただから、そういった観点観点観点観点からいって、これもからいって、これもからいって、これもからいって、これも積積積積み過み過み過み過ぎぎぎぎではないですか。なではないですか。なではないですか。なではないですか。なぜぜぜぜかというと、かというと、かというと、かというと、本本本本来住民来住民来住民来住民にににに使使使使ええええるものをなるものをなるものをなるものをなぜぜぜぜ積積積積みみみみ立立立立てていくてていくてていくてていく必要必要必要必要があるのかということです。それなら、があるのかということです。それなら、があるのかということです。それなら、があるのかということです。それなら、税金を税金を税金を税金を安安安安くする、減税してくれたらいいのではないですか。くする、減税してくれたらいいのではないですか。くする、減税してくれたらいいのではないですか。くする、減税してくれたらいいのではないですか。無無無無理に取って、な理に取って、な理に取って、な理に取って、なぜぜぜぜ無無無無理にた理にた理にた理にためるめるめるめる必要必要必要必要があるのですか。そこはがあるのですか。そこはがあるのですか。そこはがあるのですか。そこは租租租租税税税税法法法法のののの観点観点観点観点からいったらからいったらからいったらからいったら絶絶絶絶対におかしいと対におかしいと対におかしいと対におかしいと思思思思うのですうのですうのですうのですが、いかがですか。が、いかがですか。が、いかがですか。が、いかがですか。



---- 33338888 ----

財政調整基財政調整基財政調整基財政調整基金についてのお金についてのお金についてのお金についてのお尋ね尋ね尋ね尋ねです。です。です。です。○阿部財政課長○阿部財政課長○阿部財政課長○阿部財政課長財政調整基財政調整基財政調整基財政調整基金は、金は、金は、金は、現現現現在在在在、平成２８年度、平成２８年度、平成２８年度、平成２８年度末残高末残高末残高末残高で約２５５億円です。で約２５５億円です。で約２５５億円です。で約２５５億円です。財政調整基財政調整基財政調整基財政調整基金金金金自体自体自体自体は、は、は、は、地方地方地方地方財政財政財政財政法法法法第７第７第７第７条条条条第１項の第１項の第１項の第１項の規規規規定において、定において、定において、定において、毎毎毎毎年度の実質収支の２分の１を年度の実質収支の２分の１を年度の実質収支の２分の１を年度の実質収支の２分の１を積積積積みみみみ立立立立てることてることてることてることとなっています。となっています。となっています。となっています。積積積積みみみみ立立立立てててて自体自体自体自体は、は、は、は、法法法法定で定で定で定で積積積積みみみみ立立立立てることになっています。平成２９年度てることになっています。平成２９年度てることになっています。平成２９年度てることになっています。平成２９年度予予予予算については、収支の算については、収支の算については、収支の算については、収支の調整調整調整調整のために３２億円を取りのために３２億円を取りのために３２億円を取りのために３２億円を取り崩崩崩崩すすすす予予予予算を算を算を算を組組組組んでいるところです。んでいるところです。んでいるところです。んでいるところです。この２５５億円のこの２５５億円のこの２５５億円のこの２５５億円の規規規規模模模模がどうなのかというところですが、川田委員がおがどうなのかというところですが、川田委員がおがどうなのかというところですが、川田委員がおがどうなのかというところですが、川田委員がお述べ述べ述べ述べのとおり、１のとおり、１のとおり、１のとおり、１０年に１０年に１０年に１０年に１回回回回ののののススススパパパパンなのかどうかですが、つらかったンなのかどうかですが、つらかったンなのかどうかですが、つらかったンなのかどうかですが、つらかった時期時期時期時期、平成１６年度から平成２０年、平成１６年度から平成２０年、平成１６年度から平成２０年、平成１６年度から平成２０年度の決算でこの度の決算でこの度の決算でこの度の決算でこの赤赤赤赤字回字回字回字回避避避避のために５年のために５年のために５年のために５年間間間間で合計３３７億円を取りで合計３３７億円を取りで合計３３７億円を取りで合計３３７億円を取り崩崩崩崩しているというしているというしているというしているという過去過去過去過去のののの実実実実績績績績があります。こういったことからがあります。こういったことからがあります。こういったことからがあります。こういったことから鑑鑑鑑鑑みみみみれば、れば、れば、れば、現現現現在在在在の水の水の水の水準準準準、２５５億円が、２５５億円が、２５５億円が、２５５億円が果果果果たしてたしてたしてたして多多多多いいいいのかどうかは、さまのかどうかは、さまのかどうかは、さまのかどうかは、さまざざざざまごまごまごまご意意意意見はあると見はあると見はあると見はあると思思思思いますが、いますが、いますが、いますが、我々我々我々我々としては２５５億円という水としては２５５億円という水としては２５５億円という水としては２５５億円という水準準準準がががが過大過大過大過大であるとは認であるとは認であるとは認であるとは認識識識識していません。していません。していません。していません。川田委員、川田委員、川田委員、川田委員、基基基基金の金の金の金の過多過多過多過多については、については、については、については、財政運営財政運営財政運営財政運営のののの手手手手法法法法上上上上のののの問問問問題題題題もあるし、こもあるし、こもあるし、こもあるし、こ○中村委員長○中村委員長○中村委員長○中村委員長のままいくと、議のままいくと、議のままいくと、議のままいくと、議論論論論はははは尽尽尽尽きるところはないときるところはないときるところはないときるところはないと思思思思いますが。だからいますが。だからいますが。だからいますが。だから……………………。。。。私私私私が質疑しているのだから、委員長は、関係ないでしが質疑しているのだから、委員長は、関係ないでしが質疑しているのだから、委員長は、関係ないでしが質疑しているのだから、委員長は、関係ないでしょょょょう。う。う。う。○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員 けれども、まだまだあなたの質疑がたくさんあるからとけれども、まだまだあなたの質疑がたくさんあるからとけれども、まだまだあなたの質疑がたくさんあるからとけれども、まだまだあなたの質疑がたくさんあるからと思思思思って言っているって言っているって言っているって言っている○中村委員長○中村委員長○中村委員長○中村委員長ので、そこもので、そこもので、そこもので、そこも踏踏踏踏ままままええええてお願いします。てお願いします。てお願いします。てお願いします。審議審議審議審議妨妨妨妨害害害害はないようにお願いしたいとはないようにお願いしたいとはないようにお願いしたいとはないようにお願いしたいと思思思思います。どれだけ審議をいます。どれだけ審議をいます。どれだけ審議をいます。どれだけ審議をややややった中で、った中で、った中で、った中で、○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員最適最適最適最適化の方化の方化の方化の方法法法法を見つけるかというのはを見つけるかというのはを見つけるかというのはを見つけるかというのは重要重要重要重要だとだとだとだと思思思思います。知事が言われるから、理事者がいます。知事が言われるから、理事者がいます。知事が言われるから、理事者がいます。知事が言われるから、理事者が言われるから、はい、はい、そうですかというようなことだったら議員は言われるから、はい、はい、そうですかというようなことだったら議員は言われるから、はい、はい、そうですかというようなことだったら議員は言われるから、はい、はい、そうですかというようなことだったら議員は要要要要らないのです。らないのです。らないのです。らないのです。そこはそこはそこはそこは妥妥妥妥協協協協することなく、することなく、することなく、することなく、私私私私は聞いていきたいとは聞いていきたいとは聞いていきたいとは聞いていきたいと思思思思います。います。います。います。今今今今、、、、財政調整基財政調整基財政調整基財政調整基金は別に金は別に金は別に金は別に超過超過超過超過大大大大ではないと言われましたが、ではないと言われましたが、ではないと言われましたが、ではないと言われましたが、隣隣隣隣の和の和の和の和歌歌歌歌山県だったら山県だったら山県だったら山県だったら財政調整基財政調整基財政調整基財政調整基金の率は１．３７％、金の率は１．３７％、金の率は１．３７％、金の率は１．３７％、兵兵兵兵庫庫庫庫県でも０．１５％、県でも０．１５％、県でも０．１５％、県でも０．１５％、京都府京都府京都府京都府は０％で、は０％で、は０％で、は０％で、低低低低いところもたくさんあります。いところもたくさんあります。いところもたくさんあります。いところもたくさんあります。今今今今お金がないとお金がないとお金がないとお金がないといっているのは、ないっているのは、ないっているのは、ないっているのは、なぜぜぜぜかというと、かというと、かというと、かというと、予予予予算の機会だから、算の機会だから、算の機会だから、算の機会だから、細細細細かいところはかいところはかいところはかいところは担当担当担当担当部局のところ部局のところ部局のところ部局のところで聞きますけれども、で聞きますけれども、で聞きますけれども、で聞きますけれども、今今今今歳入を歳入を歳入を歳入をややややっているので、歳入っているので、歳入っているので、歳入っているので、歳入的的的的なものからの支出に対して、分なものからの支出に対して、分なものからの支出に対して、分なものからの支出に対して、分配配配配というのですか、それに対して聞きます。というのですか、それに対して聞きます。というのですか、それに対して聞きます。というのですか、それに対して聞きます。例え例え例え例えばばばば教教教教育育育育委員会で、委員会で、委員会で、委員会で、学学学学校校校校のののの耐耐耐耐震震震震化を化を化を化をややややってきってきってきってきています。奈良県が、一ています。奈良県が、一ています。奈良県が、一ています。奈良県が、一番番番番おくれていました。なおくれていました。なおくれていました。なおくれていました。なぜぜぜぜおくれているか、おくれているか、おくれているか、おくれているか、財政財政財政財政がががが云云云云 々々々々という言という言という言という言葉葉葉葉がががが返返返返ってきました。ってきました。ってきました。ってきました。先先先先日わかったのですけれども、奈良県では日わかったのですけれども、奈良県では日わかったのですけれども、奈良県では日わかったのですけれども、奈良県では古古古古過過過過ぎぎぎぎてまだてまだてまだてまだ耐耐耐耐震震震震化すら化すら化すら化すらできないできないできないできない高高高高校校校校が６が６が６が６校校校校あります。あります。あります。あります。耐耐耐耐震震震震化というのは化というのは化というのは化というのは建建建建てかてかてかてかええええも含めても含めても含めても含めて耐耐耐耐震震震震化というらしいのですけれども、化というらしいのですけれども、化というらしいのですけれども、化というらしいのですけれども、耐耐耐耐震震震震化ができ化ができ化ができ化ができるるるる学学学学校校校校と、と、と、と、補補補補強強強強の部分ができるの部分ができるの部分ができるの部分ができる学学学学校校校校とできないとできないとできないとできない学学学学校校校校だったら、できないだったら、できないだったら、できないだったら、できない学学学学校校校校のほうが危のほうが危のほうが危のほうが危険険険険
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率は率は率は率は高高高高いのです。本いのです。本いのです。本いのです。本来リスク来リスク来リスク来リスク率が率が率が率が高高高高いほうからいほうからいほうからいほうから措置措置措置措置をしていくのがをしていくのがをしていくのがをしていくのが予予予予算算算算執執執執行の行の行の行の優優優優先先先先順順順順位位位位にににになってくるとなってくるとなってくるとなってくると思思思思うのですが、それについてはうのですが、それについてはうのですが、それについてはうのですが、それについては建建建建てかてかてかてかええええだし、お金もだし、お金もだし、お金もだし、お金も要要要要るから、るから、るから、るから、財政財政財政財政がないがないがないがないから、できないといういつものから、できないといういつものから、できないといういつものから、できないといういつものパパパパタタタターーーーンではないですか。けれど、見たらンではないですか。けれど、見たらンではないですか。けれど、見たらンではないですか。けれど、見たら基基基基金がこれだけ金がこれだけ金がこれだけ金がこれだけあるではないですか。あるではないですか。あるではないですか。あるではないですか。学学学学校校校校６６６６校校校校全部を全部を全部を全部を建建建建てかてかてかてかええええたら、たら、たら、たら、建建建建てるてるてるてる規規規規模模模模はどうするか、はどうするか、はどうするか、はどうするか、内内内内容容容容はどはどはどはどうするかといううするかといううするかといううするかという検討検討検討検討はははは当然要当然要当然要当然要るとるとるとると思思思思いますけれど、方いますけれど、方いますけれど、方いますけれど、方向性向性向性向性を出して、を出して、を出して、を出して、早早早早急急急急にににに子子子子どものどものどものどもの命命命命とととと安安安安全を全を全を全を守守守守っていこうとっていこうとっていこうとっていこうと思思思思ったら、ったら、ったら、ったら、ややややはりはりはりはり建建建建てかてかてかてかええええてあてあてあてあげげげげないと、ないと、ないと、ないと、震震震震度４度４度４度４やややや５５５５ぐぐぐぐらいらいらいらい来来来来たら、たら、たら、たら、基基基基準準準準もももも数数数数値値値値もいただきましたがもいただきましたがもいただきましたがもいただきましたが潰潰潰潰れてしまうようなれてしまうようなれてしまうようなれてしまうような数数数数値値値値が出ていました。だから、一が出ていました。だから、一が出ていました。だから、一が出ていました。だから、一体何体何体何体何をををを根根根根拠拠拠拠にににに予予予予算の算の算の算の執執執執行行行行順順順順位位位位を決めているのだということです。を決めているのだということです。を決めているのだということです。を決めているのだということです。子子子子どもたちのどもたちのどもたちのどもたちの命命命命はははは大大大大事ではな事ではな事ではな事ではないですか、いですか、いですか、いですか、重要重要重要重要ではないですか。ではないですか。ではないですか。ではないですか。補補補補強強強強できるところはできるところはできるところはできるところは補補補補強強強強をををを先先先先ににににややややりました。りました。りました。りました。補補補補強強強強できるできるできるできるということはということはということはということは補補補補強強強強すらできないすらできないすらできないすらできない学学学学校校校校に比に比に比に比べべべべたらまだましです。たらまだましです。たらまだましです。たらまだましです。優優優優先先先先順順順順位位位位がどうなんだといがどうなんだといがどうなんだといがどうなんだということですよ。聞けば、約８０億円で全部がうことですよ。聞けば、約８０億円で全部がうことですよ。聞けば、約８０億円で全部がうことですよ。聞けば、約８０億円で全部が建建建建てかてかてかてかええええできると。３０年、５０年できると。３０年、５０年できると。３０年、５０年できると。３０年、５０年続続続続くわけくわけくわけくわけですから、年ですから、年ですから、年ですから、年数数数数でででで割割割割ったら、年額のったら、年額のったら、年額のったら、年額の経経経経費などは知れているのではないですか。けれど、そ費などは知れているのではないですか。けれど、そ費などは知れているのではないですか。けれど、そ費などは知れているのではないですか。けれど、そういうういうういうういう予予予予算で算で算で算でややややっていると。っていると。っていると。っていると。教教教教育育育育委員会にも聞きますけれど、委員会にも聞きますけれど、委員会にも聞きますけれど、委員会にも聞きますけれど、予予予予算算算算要要要要求求求求をしているのか。をしているのか。をしているのか。をしているのか。予予予予算算算算要要要要求求求求をしていてをしていてをしていてをしていて切切切切られているのか、られているのか、られているのか、られているのか、予予予予算算算算要要要要求求求求すらしていないのか、これでまたすらしていないのか、これでまたすらしていないのか、これでまたすらしていないのか、これでまた意意意意味味味味がががが変変変変わってきますけれども、いろいろなわってきますけれども、いろいろなわってきますけれども、いろいろなわってきますけれども、いろいろな箱箱箱箱物物物物をををを建建建建てるのだったら、てるのだったら、てるのだったら、てるのだったら、先先先先にににに高高高高校校校校のののの耐耐耐耐震震震震ををををややややってってってってああああげげげげてください。てください。てください。てください。予予予予算算算算執執執執行も行も行も行も基基基基金があるではないですか、金があるではないですか、金があるではないですか、金があるではないですか、崩崩崩崩したらいいではないですか。したらいいではないですか。したらいいではないですか。したらいいではないですか。このこのこのこの間間間間、、、、財政課財政課財政課財政課長にも長にも長にも長にも相相相相談談談談して、して、して、して、教え教え教え教えてもらいましたけれど、てもらいましたけれど、てもらいましたけれど、てもらいましたけれど、借借借借りかりかりかりかええええの額も、の額も、の額も、の額も、証証証証書書書書発発発発行で、６，９００億円行で、６，９００億円行で、６，９００億円行で、６，９００億円ぐぐぐぐらい、らい、らい、らい、各各各各金金金金融融融融機関で保機関で保機関で保機関で保有有有有されているのですよされているのですよされているのですよされているのですよねねねね。。。。銀銀銀銀行等の引き行等の引き行等の引き行等の引き受受受受けが、１，９９７億円。けが、１，９９７億円。けが、１，９９７億円。けが、１，９９７億円。市場公市場公市場公市場公募募募募が１，７００億円。これだけのが１，７００億円。これだけのが１，７００億円。これだけのが１，７００億円。これだけの借借借借りている金があるわけりている金があるわけりている金があるわけりている金があるわけです。全部がです。全部がです。全部がです。全部が借借借借りかりかりかりかええええできるというできるというできるというできるという意意意意味味味味ではないですけれども、ではないですけれども、ではないですけれども、ではないですけれども、単単単単位位位位ごとでごとでごとでごとで借借借借りかりかりかりかええええしてしてしてしていける部分もあるではないですか。いける部分もあるではないですか。いける部分もあるではないですか。いける部分もあるではないですか。基基基基金金金金条条条条例例例例を見たら、を見たら、を見たら、を見たら、最最最最もかつもかつもかつもかつ有有有有効効効効な方な方な方な方法法法法でででで運運運運用をしな用をしな用をしな用をしなければならないと全部のければならないと全部のければならないと全部のければならないと全部の条条条条例例例例でででで書書書書いていますから、いていますから、いていますから、いていますから、銀銀銀銀行の定行の定行の定行の定期期期期預預預預金か金か金か金か何何何何かでしかでしかでしかでしょょょょ。。。。今今今今のののの低低低低金金金金利利利利の定の定の定の定期期期期預預預預金で金で金で金で預預預預けている。資けている。資けている。資けている。資料料料料にににに借借借借りている金額もありましたけれど。きりている金額もありましたけれど。きりている金額もありましたけれど。きりている金額もありましたけれど。きょょょょうは資うは資うは資うは資料料料料がががが多多多多くて、ばらばらになっていますが、くて、ばらばらになっていますが、くて、ばらばらになっていますが、くて、ばらばらになっていますが、結結結結構構構構高高高高い金い金い金い金利利利利でででで借借借借りていますりていますりていますりていますねねねね。。。。返返返返せるせるせるせる現現現現金があ金があ金があ金があるのであればるのであればるのであればるのであれば相殺相殺相殺相殺したらいいのではないですか。したらいいのではないですか。したらいいのではないですか。したらいいのではないですか。内内内内部部部部留留留留保の保の保の保の意意意意味味味味からしても、それはおかからしても、それはおかからしても、それはおかからしても、それはおかしいではないですか。しいではないですか。しいではないですか。しいではないですか。今今今今金金金金融融融融政策政策政策政策ももももややややっていて、っていて、っていて、っていて、世世世世の中のお金を出の中のお金を出の中のお金を出の中のお金を出回回回回るようにしようといるようにしようといるようにしようといるようにしようというううう措置措置措置措置ででででややややっているのに、っているのに、っているのに、っているのに、逆逆逆逆行したことを行したことを行したことを行したことをややややっているのではないですか。っているのではないですか。っているのではないですか。っているのではないですか。経営的経営的経営的経営的なななな感感感感覚覚覚覚かかかからいっても、そのさらいっても、そのさらいっても、そのさらいっても、そのさややややだけでもかなりの金額が出てくるのではないですか。そのだけでもかなりの金額が出てくるのではないですか。そのだけでもかなりの金額が出てくるのではないですか。そのだけでもかなりの金額が出てくるのではないですか。その点点点点いかがいかがいかがいかがですか。ですか。ですか。ですか。 県県県県内内内内のののの銀銀銀銀行に行に行に行に基基基基金を金を金を金を預預預預け入れている、それから、県け入れている、それから、県け入れている、それから、県け入れている、それから、県内内内内のののの銀銀銀銀行から行から行から行から借借借借り入り入り入り入○阿部財政課長○阿部財政課長○阿部財政課長○阿部財政課長
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れもしているというれもしているというれもしているというれもしているという状況状況状況状況についてのおについてのおについてのおについてのお話話話話だとだとだとだと思思思思います。います。います。います。確かに、確かに、確かに、確かに、基基基基金の金の金の金の運運運運用をするとき、それから、県債の用をするとき、それから、県債の用をするとき、それから、県債の用をするとき、それから、県債の借借借借り入れをするとき、それり入れをするとき、それり入れをするとき、それり入れをするとき、それぞぞぞぞれれれれ運運運運用用用用していくわけですが、していくわけですが、していくわけですが、していくわけですが、基基基基金の金の金の金の預預預預け入れにけ入れにけ入れにけ入れに当当当当たっても、県たっても、県たっても、県たっても、県内内内内に本に本に本に本店店店店をををを有有有有する金する金する金する金融融融融機関に金機関に金機関に金機関に金利利利利をををを照照照照会して、会して、会して、会して、最最最最もももも有利有利有利有利な金な金な金な金利利利利をををを提示提示提示提示したしたしたした銀銀銀銀行に行に行に行に預預預預け入れを行っています。一方で、け入れを行っています。一方で、け入れを行っています。一方で、け入れを行っています。一方で、借借借借り入り入り入り入れもれもれもれも同様同様同様同様で、で、で、で、最最最最もももも有利有利有利有利な金な金な金な金利利利利でででで提示提示提示提示した金した金した金した金融融融融機関から機関から機関から機関から借借借借り入れを行っているところです。り入れを行っているところです。り入れを行っているところです。り入れを行っているところです。川田委員がおっし川田委員がおっし川田委員がおっし川田委員がおっしゃゃゃゃいました、いました、いました、いました、基基基基金、金、金、金、現現現現金といいますか、お金があるのに対して、金といいますか、お金があるのに対して、金といいますか、お金があるのに対して、金といいますか、お金があるのに対して、借借借借り入り入り入り入れもあるではないかということに関して、れもあるではないかということに関して、れもあるではないかということに関して、れもあるではないかということに関して、例え例え例え例えばばばば先先先先ほど申しほど申しほど申しほど申し上げ上げ上げ上げましたましたましたました臨臨臨臨時財政時財政時財政時財政対対対対策策策策債の債の債の債の３０年３０年３０年３０年償還償還償還償還でででで借借借借りているけれども、交付税の理りているけれども、交付税の理りているけれども、交付税の理りているけれども、交付税の理論論論論算入が２５年だというところで、算入が２５年だというところで、算入が２５年だというところで、算入が２５年だというところで、過大過大過大過大ににににもらっている分が交付税がもらっている分が交付税がもらっている分が交付税がもらっている分が交付税が多多多多く入ってきている年があります。そういったものについて、く入ってきている年があります。そういったものについて、く入ってきている年があります。そういったものについて、く入ってきている年があります。そういったものについて、今今今今、、、、現現現現在在在在は県債管理は県債管理は県債管理は県債管理基基基基金に全て金に全て金に全て金に全て積積積積みみみみ立立立立てしていますが、こういったものについても、てしていますが、こういったものについても、てしていますが、こういったものについても、てしていますが、こういったものについても、借借借借りりりりかかかかええええののののタタタタイイイイミミミミンンンンググググでででで借借借借りかりかりかりかええええをしないなど、そういったをしないなど、そういったをしないなど、そういったをしないなど、そういった手手手手法法法法があるのかどうかは、があるのかどうかは、があるのかどうかは、があるのかどうかは、当然当然当然当然検検検検討討討討しているところで、いいしているところで、いいしているところで、いいしているところで、いい財政運営財政運営財政運営財政運営になるように、になるように、になるように、になるように、検討検討検討検討してまいりたいとしてまいりたいとしてまいりたいとしてまいりたいと思思思思っています。っています。っています。っています。個個個個別には申し別には申し別には申し別には申し上げ上げ上げ上げませんけれども、金ませんけれども、金ませんけれども、金ませんけれども、金融融融融機関によれば、１０機関によれば、１０機関によれば、１０機関によれば、１０預預預預けている、けている、けている、けている、片片片片○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員や同じや同じや同じや同じ額の１０額の１０額の１０額の１０借借借借りていると。そのさりていると。そのさりていると。そのさりていると。そのさややややの金額だけで年の金額だけで年の金額だけで年の金額だけで年間何間何間何間何億円もあると。一億円もあると。一億円もあると。一億円もあると。一種種種種の、の、の、の、利利利利益益益益供供供供与与与与ではないですか。そうではないのですか。ではないですか。そうではないのですか。ではないですか。そうではないのですか。ではないですか。そうではないのですか。今今今今度、金度、金度、金度、金融融融融機関を機関を機関を機関を徹底徹底徹底徹底して、全部して、全部して、全部して、全部調べ調べ調べ調べますますますますけれど。できるものならば、けれど。できるものならば、けれど。できるものならば、けれど。できるものならば、相殺相殺相殺相殺予予予予約を約を約を約を打打打打ったらしまいのったらしまいのったらしまいのったらしまいの話話話話ではないのですか。ではないのですか。ではないのですか。ではないのですか。政府政府政府政府債債債債みみみみたいにできないものももちろんあるので、一たいにできないものももちろんあるので、一たいにできないものももちろんあるので、一たいにできないものももちろんあるので、一概概概概に全部ができるとは言いに全部ができるとは言いに全部ができるとは言いに全部ができるとは言い切切切切れませんが、れませんが、れませんが、れませんが、みみみみんなんなんなんな苦労苦労苦労苦労して税金をして税金をして税金をして税金を払払払払っていただいているのに、っていただいているのに、っていただいているのに、っていただいているのに、預預預預けている額とけている額とけている額とけている額と借借借借りている額がりている額がりている額がりている額が大体同大体同大体同大体同額額額額ぐぐぐぐらいで、そのさらいで、そのさらいで、そのさらいで、そのさややややの金額だけでといの金額だけでといの金額だけでといの金額だけでといええええば、ば、ば、ば、普通普通普通普通銀銀銀銀行も行も行も行も苦労苦労苦労苦労してお金をしてお金をしてお金をしてお金を集集集集めて、それをめて、それをめて、それをめて、それを相相相相手手手手にににに貸貸貸貸して、そのさして、そのさして、そのさして、そのさややややで金で金で金で金融融融融機関というのはもうけているわけです。税金を機関というのはもうけているわけです。税金を機関というのはもうけているわけです。税金を機関というのはもうけているわけです。税金を使使使使って、それって、それって、それって、それははははややややったらったらったらったら絶絶絶絶対だめなことだと対だめなことだと対だめなことだと対だめなことだと思思思思いますけれど。それは、いますけれど。それは、いますけれど。それは、いますけれど。それは、今今今今細細細細かいところまで、委員長、かいところまで、委員長、かいところまで、委員長、かいところまで、委員長、まだまだまだまだ調べ調べ調べ調べていませんので。ていませんので。ていませんので。ていませんので。だから、だから、だから、だから、ややややめてください。めてください。めてください。めてください。○中村委員長○中村委員長○中村委員長○中村委員長今後調べ今後調べ今後調べ今後調べ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。○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員予予予予算関係、いつまでも算関係、いつまでも算関係、いつまでも算関係、いつまでも同じ同じ同じ同じところにとまっていても、また委員長にところにとまっていても、また委員長にところにとまっていても、また委員長にところにとまっていても、また委員長に……………………。。。。順順順順次次次次、前、前、前、前へへへへ進進進進みみみみましましましましょょょょう。う。う。う。○中村委員長○中村委員長○中村委員長○中村委員長委員長のご委員長のご委員長のご委員長のご注注注注意意意意をををを受受受受けますので、けますので、けますので、けますので、次次次次、、、、ふふふふるさとるさとるさとるさと納納納納税と県税と県税と県税と県民民民民法法法法人超過課人超過課人超過課人超過課税につ税につ税につ税につ○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員いて、前も言いましたけれど、いて、前も言いましたけれど、いて、前も言いましたけれど、いて、前も言いましたけれど、今今今今年度の年度の年度の年度のふふふふるさとるさとるさとるさと納納納納税は、本税は、本税は、本税は、本来来来来奈良県に入ってくるお金が奈良県に入ってくるお金が奈良県に入ってくるお金が奈良県に入ってくるお金がよそによそによそによそに流流流流れてしまった、その分、入ってこないわけです。奈良県に、では、れてしまった、その分、入ってこないわけです。奈良県に、では、れてしまった、その分、入ってこないわけです。奈良県に、では、れてしまった、その分、入ってこないわけです。奈良県に、では、使使使使ってくださってくださってくださってくださいといといといとふふふふるさとるさとるさとるさと納納納納税でいただく分を差し引いた分が税でいただく分を差し引いた分が税でいただく分を差し引いた分が税でいただく分を差し引いた分が多多多多かったらかったらかったらかったら黒黒黒黒字字字字、、、、少少少少なかったらなかったらなかったらなかったら赤赤赤赤字字字字といといといとい
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うううう構構構構図図図図になるとになるとになるとになると思思思思うのですが、平成２７年度は約３億円だったのか、平成２８年度ではどうのですが、平成２７年度は約３億円だったのか、平成２８年度ではどうのですが、平成２７年度は約３億円だったのか、平成２８年度ではどうのですが、平成２７年度は約３億円だったのか、平成２８年度ではどのようなのようなのようなのような数字数字数字数字になっていますか。になっていますか。になっていますか。になっていますか。ふふふふるさとるさとるさとるさと納納納納税の収支についての質税の収支についての質税の収支についての質税の収支についての質問問問問です。です。です。です。○野村税務課長○野村税務課長○野村税務課長○野村税務課長平成２８年度については、平成２８年度については、平成２８年度については、平成２８年度については、ふふふふるさとるさとるさとるさと納納納納税によります税によります税によります税によります控控控控除除除除をはをはをはをはじじじじめとして、めとして、めとして、めとして、個人個人個人個人県県県県民民民民税の税の税の税の控控控控除除除除額は、８億４，５００万円余りとなっています。一方、県にいただきました額は、８億４，５００万円余りとなっています。一方、県にいただきました額は、８億４，５００万円余りとなっています。一方、県にいただきました額は、８億４，５００万円余りとなっています。一方、県にいただきました寄寄寄寄附附附附は、は、は、は、１億８，７００万円余りとなっています。収支は、マ１億８，７００万円余りとなっています。収支は、マ１億８，７００万円余りとなっています。収支は、マ１億８，７００万円余りとなっています。収支は、マイナスイナスイナスイナス約６億５，８００万円となっ約６億５，８００万円となっ約６億５，８００万円となっ約６億５，８００万円となっています。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。これは野村税務これは野村税務これは野村税務これは野村税務課課課課長にも前に、お長にも前に、お長にも前に、お長にも前に、お話話話話ししたとししたとししたとししたと思思思思いますが、いますが、いますが、いますが、受受受受けけけけ身身身身ですからですからですからですからねねねね。。。。○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員税務税務税務税務課課課課長が長が長が長が努力努力努力努力されたからといって、されたからといって、されたからといって、されたからといって、変変変変わるわけではないのですけれども、６億５，８０わるわけではないのですけれども、６億５，８０わるわけではないのですけれども、６億５，８０わるわけではないのですけれども、６億５，８００万円の本０万円の本０万円の本０万円の本来来来来入る入る入る入るべべべべきお金が入っていないということです。これも税収が減っているのときお金が入っていないということです。これも税収が減っているのときお金が入っていないということです。これも税収が減っているのときお金が入っていないということです。これも税収が減っているのと同じ同じ同じ同じことです。ところが、前から言っているように、ことです。ところが、前から言っているように、ことです。ところが、前から言っているように、ことです。ところが、前から言っているように、今今今今、、、、法法法法人人人人に、に、に、に、元元元元気気気気を出してもらわなを出してもらわなを出してもらわなを出してもらわなければいけない。ければいけない。ければいけない。ければいけない。今今今今アアアアメメメメリカリカリカリカでも、トでも、トでも、トでも、トラララランンンンプ大プ大プ大プ大統統統統領領領領になって、になって、になって、になって、法法法法人人人人税を２０％まで引き税を２０％まで引き税を２０％まで引き税を２０％まで引き下下下下げげげげよう。だから、日本でも引きよう。だから、日本でも引きよう。だから、日本でも引きよう。だから、日本でも引き下げ下げ下げ下げようと、ようと、ようと、ようと、国策国策国策国策でもこうなってきているわけです。でもこうなってきているわけです。でもこうなってきているわけです。でもこうなってきているわけです。企企企企業業業業は、は、は、は、競争競争競争競争力力力力がががが必要必要必要必要ですから、ですから、ですから、ですから、企企企企業がもうけて、業がもうけて、業がもうけて、業がもうけて、利利利利益益益益で、従業員、で、従業員、で、従業員、で、従業員、株株株株主主主主のののの配配配配当当当当等等等等 々々々々、、、、内内内内部部部部留留留留保のことは言っていますけれど、あれは保のことは言っていますけれど、あれは保のことは言っていますけれど、あれは保のことは言っていますけれど、あれはスススストトトトックックックックですから、ですから、ですから、ですから、置置置置いておいて、それでお金のいておいて、それでお金のいておいて、それでお金のいておいて、それでお金の循循循循環環環環をつくろうと言っているのがをつくろうと言っているのがをつくろうと言っているのがをつくろうと言っているのが今今今今のののの経済経済経済経済対対対対策策策策の一の一の一の一環環環環だとだとだとだと思思思思うのです。うのです。うのです。うのです。法法法法人人人人県県県県民民民民税の税の税の税の超過超過超過超過課課課課税が約３億円と、前にお聞きしたと税が約３億円と、前にお聞きしたと税が約３億円と、前にお聞きしたと税が約３億円と、前にお聞きしたと思思思思うのですが、だったら、６億円余りの本うのですが、だったら、６億円余りの本うのですが、だったら、６億円余りの本うのですが、だったら、６億円余りの本来来来来入るは入るは入るは入るはずずずずのお金が入っていないからといって、のお金が入っていないからといって、のお金が入っていないからといって、のお金が入っていないからといって、医医医医療療療療や介や介や介や介護護護護をちをちをちをちゃゃゃゃんとんとんとんとややややらなければいけない。まらなければいけない。まらなければいけない。まらなければいけない。ましてそのしてそのしてそのしてその目的目的目的目的税税税税的的的的にににに課課課課税されるものではない。税されるものではない。税されるものではない。税されるものではない。何何何何にににに使使使使ってもいい。だから、特別お願いをってもいい。だから、特別お願いをってもいい。だから、特別お願いをってもいい。だから、特別お願いをするということで、約３億円するということで、約３億円するということで、約３億円するということで、約３億円集集集集めているわけでしめているわけでしめているわけでしめているわけでしょょょょう。これは、もうう。これは、もうう。これは、もうう。これは、もうややややめたほうがいいとめたほうがいいとめたほうがいいとめたほうがいいと思思思思うのです。うのです。うのです。うのです。筋筋筋筋がががが通通通通らないではないですか。本らないではないですか。本らないではないですか。本らないではないですか。本来納来納来納来納税の中で、税の中で、税の中で、税の中で、租租租租税の中で税の中で税の中で税の中で集集集集める額が入っめる額が入っめる額が入っめる額が入っていないわけでしていないわけでしていないわけでしていないわけでしょょょょ。足りないからといって、な。足りないからといって、な。足りないからといって、な。足りないからといって、なぜぜぜぜ特別に一部の特別に一部の特別に一部の特別に一部の人人人人にににに超過課超過課超過課超過課税しないとい税しないとい税しないとい税しないといけないのですか。どうけないのですか。どうけないのですか。どうけないのですか。どう考え考え考え考えても、ても、ても、ても、租租租租税税税税論論論論からいったら、かなりおかしな議からいったら、かなりおかしな議からいったら、かなりおかしな議からいったら、かなりおかしな議論論論論であって、さであって、さであって、さであって、さきほどのきほどのきほどのきほどの話話話話でもでもでもでも矛盾矛盾矛盾矛盾してくるのではないですか。してくるのではないですか。してくるのではないですか。してくるのではないですか。経済経済経済経済対対対対策策策策、、、、経済経済経済経済効効効効果果果果をををを高高高高めるためにとかめるためにとかめるためにとかめるためにとか言っていて、言っていて、言っていて、言っていて、超過課超過課超過課超過課税とは、どうなのですか、全税とは、どうなのですか、全税とは、どうなのですか、全税とは、どうなのですか、全然整然整然整然整合合合合性性性性がとれていないとがとれていないとがとれていないとがとれていないと思思思思うのですけうのですけうのですけうのですけれどれどれどれどねねねね。いかがですか。。いかがですか。。いかがですか。。いかがですか。ふふふ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法法法法人人人人県県県県民民民民税の税の税の税の超過課超過課超過課超過課税の関係です。税の関係です。税の関係です。税の関係です。○野村税務課長○野村税務課長○野村税務課長○野村税務課長ふふふふるさとるさとるさとるさと納納納納税は、地方税税は、地方税税は、地方税税は、地方税法法法法のののの枠枠枠枠組み組み組み組みで、で、で、で、国国国国レレレレベルベルベルベルで決定されたことでして、で決定されたことでして、で決定されたことでして、で決定されたことでして、租租租租税税税税法律法律法律法律主主主主義義義義でででで運営運営運営運営されています。一方、されています。一方、されています。一方、されています。一方、超過課超過課超過課超過課税についても、地方税税についても、地方税税についても、地方税税についても、地方税法法法法のののの枠枠枠枠組み組み組み組みで定められており、で定められており、で定められており、で定められており、地方税地方税地方税地方税法法法法のののの根根根根拠拠拠拠によりまして、によりまして、によりまして、によりまして、財政上財政上財政上財政上、その他、その他、その他、その他必要必要必要必要があるがあるがあるがある場場場場合に一定の合に一定の合に一定の合に一定の政策政策政策政策テテテテーーーーマにマにマにマに基基基基づづづづ
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くくくく財政財政財政財政需需需需要要要要が出てきたときについては、が出てきたときについては、が出てきたときについては、が出てきたときについては、各各各各地方地方地方地方公公公公共団共団共団共団体体体体で決定、で決定、で決定、で決定、賦賦賦賦課徴課徴課徴課徴収できるとなって収できるとなって収できるとなって収できるとなっています。ですので、こちらも、地方税います。ですので、こちらも、地方税います。ですので、こちらも、地方税います。ですので、こちらも、地方税法法法法の本の本の本の本則則則則でででで標準標準標準標準税率から税率から税率から税率から制制制制限限限限税率まで税率まで税率まで税率まで法法法法人人人人県県県県民民民民税に税に税に税についても定められています。ついても定められています。ついても定められています。ついても定められています。法法法法人人人人県県県県民民民民税の税の税の税の超過課超過課超過課超過課税については、税税については、税税については、税税については、税原則原則原則原則によりましても、によりましても、によりましても、によりましても、財源調財源調財源調財源調達達達達のののの手手手手段段段段としてあるわけですが、これはとしてあるわけですが、これはとしてあるわけですが、これはとしてあるわけですが、これは所所所所得にかかっていますので、一定の得にかかっていますので、一定の得にかかっていますので、一定の得にかかっていますので、一定の所所所所得が得が得が得があるところにかかっていると。あるところにかかっていると。あるところにかかっていると。あるところにかかっていると。所所所所得のないところにはかかりませんので、得のないところにはかかりませんので、得のないところにはかかりませんので、得のないところにはかかりませんので、所所所所得の得の得の得の再再再再分分分分配配配配とととといういういういう効効効効果果果果がありますし、がありますし、がありますし、がありますし、景景景景気気気気がががが上向上向上向上向いたときは、いたときは、いたときは、いたときは、所所所所得にかかりますので、税収増になりま得にかかりますので、税収増になりま得にかかりますので、税収増になりま得にかかりますので、税収増になりますし、すし、すし、すし、景景景景気気気気がががが後退後退後退後退局局局局面面面面では、では、では、では、所所所所得が得が得が得が少少少少なくなりますので、減収になると。なくなりますので、減収になると。なくなりますので、減収になると。なくなりますので、減収になると。経済経済経済経済のののの調整調整調整調整機機機機能能能能というところもあるとというところもあるとというところもあるとというところもあると思思思思います。奈良県だけではなくて、ほとんどのいます。奈良県だけではなくて、ほとんどのいます。奈良県だけではなくて、ほとんどのいます。奈良県だけではなくて、ほとんどの都都都都道道道道府府府府県が県が県が県がややややっていっていっていっているわけですけれども、るわけですけれども、るわけですけれども、るわけですけれども、同じ同じ同じ同じ理理理理屈屈屈屈にににに基基基基づきまして、こうしたづきまして、こうしたづきまして、こうしたづきまして、こうした賦賦賦賦課徴課徴課徴課徴収を収を収を収をややややっているところでっているところでっているところでっているところです。す。す。す。以上以上以上以上です。です。です。です。そこはごまかしがあるとそこはごまかしがあるとそこはごまかしがあるとそこはごまかしがあると思思思思いまして、前にもその質いまして、前にもその質いまして、前にもその質いまして、前にもその質問問問問をしたときに、ほかでをしたときに、ほかでをしたときに、ほかでをしたときに、ほかで○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員ももももややややっていますと言うから、ほかをっていますと言うから、ほかをっていますと言うから、ほかをっていますと言うから、ほかを調べ調べ調べ調べました。でも、ほかはました。でも、ほかはました。でも、ほかはました。でも、ほかは目的目的目的目的税税税税的的的的ににににややややっているではっているではっているではっているではないですか。ないですか。ないですか。ないですか。ややややはり税をはり税をはり税をはり税を受受受受けたものに対してけたものに対してけたものに対してけたものに対して必要必要必要必要なものをなものをなものをなものを整備整備整備整備していこうというのがしていこうというのがしていこうというのがしていこうというのが大体大体大体大体ややややっておられることではないですか。奈良県のように、っておられることではないですか。奈良県のように、っておられることではないですか。奈良県のように、っておられることではないですか。奈良県のように、医医医医療療療療、、、、介介介介護護護護と言われたら、これは、と言われたら、これは、と言われたら、これは、と言われたら、これは、一般一般一般一般人人人人ももももみみみみんなんなんなんな使使使使っているではないですか。そのっているではないですか。そのっているではないですか。そのっているではないですか。その人人人人たちに特化したものではないでしたちに特化したものではないでしたちに特化したものではないでしたちに特化したものではないでしょょょょ。。。。税税税税制制制制調調調調査会の中でも査会の中でも査会の中でも査会の中でも先先先先生生生生たちのそういったたちのそういったたちのそういったたちのそういった意意意意見もありました。２年見もありました。２年見もありました。２年見もありました。２年後ぐ後ぐ後ぐ後ぐらいに、一らいに、一らいに、一らいに、一回回回回一か一か一か一から見ら見ら見ら見直直直直したほうがいいよというしたほうがいいよというしたほうがいいよというしたほうがいいよという先先先先生生生生たちのたちのたちのたちの意意意意見も議事見も議事見も議事見も議事録録録録にににに書書書書かれており、２年かれており、２年かれており、２年かれており、２年ぐぐぐぐらいたっらいたっらいたっらいたっているではないですか。けれど、一ているではないですか。けれど、一ているではないですか。けれど、一ているではないですか。けれど、一回や回や回や回やったから、ったから、ったから、ったから、スススストトトトップップップップしたらだめだといって、このしたらだめだといって、このしたらだめだといって、このしたらだめだといって、この２年２年２年２年間間間間、、、、何何何何の議の議の議の議論論論論ををををややややっていたのだということになってくるので、そのっていたのだということになってくるので、そのっていたのだということになってくるので、そのっていたのだということになってくるので、その辺辺辺辺はきっちりと進はきっちりと進はきっちりと進はきっちりと進めるめるめるめるべべべべきところは進める。さきほどのきところは進める。さきほどのきところは進める。さきほどのきところは進める。さきほどの基基基基金の金の金の金の話話話話にににに戻戻戻戻りますけれど、りますけれど、りますけれど、りますけれど、基基基基金にこれだけ金にこれだけ金にこれだけ金にこれだけ積積積積みみみみ立立立立てる金があるのだったら、別にてる金があるのだったら、別にてる金があるのだったら、別にてる金があるのだったら、別に納納納納税を税を税を税をふふふふややややさなくていいではないですか。これは野村税務さなくていいではないですか。これは野村税務さなくていいではないですか。これは野村税務さなくていいではないですか。これは野村税務課課課課長に言っても、長に言っても、長に言っても、長に言っても、少少少少しししし筋筋筋筋違違違違いかもしれませんが、いかもしれませんが、いかもしれませんが、いかもしれませんが、考え考え考え考え方としてはそうではないですか。方としてはそうではないですか。方としてはそうではないですか。方としてはそうではないですか。基基基基金は金は金は金は積積積積みみみみ立立立立て、お金は取る、けれど、て、お金は取る、けれど、て、お金は取る、けれど、て、お金は取る、けれど、使使使使ってくれない。しかし、別のところからまたってくれない。しかし、別のところからまたってくれない。しかし、別のところからまたってくれない。しかし、別のところからまた集集集集めめめめるという、これはかなりるという、これはかなりるという、これはかなりるという、これはかなり矛盾矛盾矛盾矛盾したものだとしたものだとしたものだとしたものだと思思思思っていますので、っていますので、っていますので、っていますので、今今今今まで言いましたことは、まで言いましたことは、まで言いましたことは、まで言いましたことは、全部、知事に総全部、知事に総全部、知事に総全部、知事に総括括括括で聞きたいとで聞きたいとで聞きたいとで聞きたいと思思思思っています。っています。っています。っています。事実、本事実、本事実、本事実、本来来来来入る入る入る入るべべべべきききき数字数字数字数字から計算したら６億５，８００万円がマから計算したら６億５，８００万円がマから計算したら６億５，８００万円がマから計算したら６億５，８００万円がマイナスイナスイナスイナスになっているこになっているこになっているこになっていることの確認をしました。との確認をしました。との確認をしました。との確認をしました。そして、そして、そして、そして、次次次次もももも予予予予算にかかわることです。これも全部、算にかかわることです。これも全部、算にかかわることです。これも全部、算にかかわることです。これも全部、基基基基金から金から金から金から来来来来ているのです。ているのです。ているのです。ているのです。先先先先日、日、日、日、警察警察警察警察官官官官の方ともおの方ともおの方ともおの方ともお話話話話ししたのですが、奈良県のししたのですが、奈良県のししたのですが、奈良県のししたのですが、奈良県の警察予警察予警察予警察予算はほかに比算はほかに比算はほかに比算はほかに比べべべべたらたらたらたら大大大大変変変変少少少少ないではないではないではないではないですか。ないですか。ないですか。ないですか。防防防防弾弾弾弾チチチチョョョョッキッキッキッキをををを着着着着たり、いろいろたり、いろいろたり、いろいろたり、いろいろややややってってってって動動動動いておられます。いておられます。いておられます。いておられます。制制制制服服服服もももも着着着着ておらておらておらておら
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れます。あれは、年１れます。あれは、年１れます。あれは、年１れます。あれは、年１着着着着しか支給されないのです。しか支給されないのです。しか支給されないのです。しか支給されないのです。小小小小さいさいさいさい話話話話かもしれませんけれど、かもしれませんけれど、かもしれませんけれど、かもしれませんけれど、洗濯洗濯洗濯洗濯して、して、して、して、朝朝朝朝までまでまでまで乾乾乾乾かしてまたかしてまたかしてまたかしてまた着着着着ていくという。ていくという。ていくという。ていくという。大大大大阪阪阪阪府警府警府警府警にも知り合いがいて、聞いてにも知り合いがいて、聞いてにも知り合いがいて、聞いてにも知り合いがいて、聞いてみみみみたけたけたけたけれど、そんなところがあるのかと言っていました。これはれど、そんなところがあるのかと言っていました。これはれど、そんなところがあるのかと言っていました。これはれど、そんなところがあるのかと言っていました。これは少少少少ししししややややりりりり過過過過ぎぎぎぎではないですか。ではないですか。ではないですか。ではないですか。防防防防弾弾弾弾チチチチョョョョッキッキッキッキはははは重重重重いから、いから、いから、いから、擦擦擦擦れたりするでしれたりするでしれたりするでしれたりするでしょょょょう。う。う。う。ぼぼぼぼろろろろぼぼぼぼろになっているのです。なろになっているのです。なろになっているのです。なろになっているのです。なぜぜぜぜそそそそこまでこまでこまでこまで削削削削るのですか、るのですか、るのですか、るのですか、基基基基金がこれだけあるのに。聞いていて、金がこれだけあるのに。聞いていて、金がこれだけあるのに。聞いていて、金がこれだけあるのに。聞いていて、悲悲悲悲しくなりました。しくなりました。しくなりました。しくなりました。箱箱箱箱物物物物ををををつくるのだったら、つくるのだったら、つくるのだったら、つくるのだったら、先先先先に、そういうのをに、そういうのをに、そういうのをに、そういうのをややややってあってあってあってあげげげげてください。てください。てください。てください。箱箱箱箱物物物物をつくったって、ほをつくったって、ほをつくったって、ほをつくったって、ほかの地かの地かの地かの地域域域域なんかほとんどなんかほとんどなんかほとんどなんかほとんど何何何何も関係ないです。も関係ないです。も関係ないです。も関係ないです。警察警察警察警察は、は、は、は、みみみみんなのんなのんなのんなの安安安安全のために全のために全のために全のために命命命命をかけてをかけてをかけてをかけてややややっていただいているのに、見たらっていただいているのに、見たらっていただいているのに、見たらっていただいているのに、見たら制制制制服服服服ががががぼぼぼぼろろろろぼぼぼぼろです。おろです。おろです。おろです。お下下下下がりがりがりがり制制制制度も度も度も度も何何何何かあるらしいでかあるらしいでかあるらしいでかあるらしいです。まだす。まだす。まだす。まだ着着着着られそうな一られそうな一られそうな一られそうな一緒緒緒緒ののののサイサイサイサイズズズズがあったら、それをがあったら、それをがあったら、それをがあったら、それを着着着着ろとか。そのようにろとか。そのようにろとか。そのようにろとか。そのように回回回回さなかっさなかっさなかっさなかったら、たら、たら、たら、予予予予算がないからできないとは算がないからできないとは算がないからできないとは算がないからできないとは少少少少ししししひひひひどいのではないですか。だから、そのどいのではないですか。だから、そのどいのではないですか。だから、そのどいのではないですか。だから、その辺辺辺辺もしっもしっもしっもしっかりかりかりかりややややってください。ってください。ってください。ってください。納納納納税者として、な税者として、な税者として、な税者として、なぜぜぜぜ行行行行政都政都政都政都合ばかり、合ばかり、合ばかり、合ばかり、ややややられないといけないのかとられないといけないのかとられないといけないのかとられないといけないのかというのがいうのがいうのがいうのが非常非常非常非常にににに悔悔悔悔しくてしくてしくてしくてねねねね。。。。先先先先日も日も日も日も大大大大雨雨雨雨降降降降っている中でも、っている中でも、っている中でも、っている中でも、オオオオーーーートトトトババババイイイイにににに乗乗乗乗ってすってすってすってすぐぐぐぐにににに何何何何かあったらといって、かあったらといって、かあったらといって、かあったらといって、都都都都合つけて合つけて合つけて合つけてぼぼぼぼととととぼぼぼぼとになってとになってとになってとになって来来来来てくれて、てくれて、てくれて、てくれて、私私私私たち日ごろからたち日ごろからたち日ごろからたち日ごろから現場現場現場現場のののの方にもお方にもお方にもお方にもお世話世話世話世話になっていますよ。もうになっていますよ。もうになっていますよ。もうになっていますよ。もう少少少少しそのしそのしそのしその辺辺辺辺、、、、常常常常識識識識的的的的なななな範囲範囲範囲範囲で、特別にで、特別にで、特別にで、特別に高高高高級級級級なものをなものをなものをなものを与与与与ええええてくださいとか、そういうお願いをするつもりはないですけれど、てくださいとか、そういうお願いをするつもりはないですけれど、てくださいとか、そういうお願いをするつもりはないですけれど、てくださいとか、そういうお願いをするつもりはないですけれど、払払払払っているのはっているのはっているのはっているのは納納納納税者ですから、税者ですから、税者ですから、税者ですから、納納納納税者の税者の税者の税者の意意意意見として真見として真見として真見として真摯摯摯摯にににに受受受受け入れていただいたらいいのではないですか。け入れていただいたらいいのではないですか。け入れていただいたらいいのではないですか。け入れていただいたらいいのではないですか。いかがですか。いかがですか。いかがですか。いかがですか。 警察警察警察警察のののの予予予予算について、ご算について、ご算について、ご算について、ご意意意意見をいただきました。見をいただきました。見をいただきました。見をいただきました。○阿部財政課長○阿部財政課長○阿部財政課長○阿部財政課長当然予当然予当然予当然予算算算算編編編編成成成成過過過過程の中で、程の中で、程の中で、程の中で、警察警察警察警察のののの必要必要必要必要なななな予予予予算を、算を、算を、算を、吟吟吟吟味味味味していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと思思思思っていますので、っていますので、っていますので、っていますので、いただいたごいただいたごいただいたごいただいたご意意意意見を見を見を見を踏踏踏踏ままままええええ、、、、検討検討検討検討していきます。していきます。していきます。していきます。予予予予算の算の算の算の編編編編成ということですけれど、４７成ということですけれど、４７成ということですけれど、４７成ということですけれど、４７都都都都道道道道府府府府県を、県を、県を、県を、調べ調べ調べ調べてきました。てきました。てきました。てきました。今回今回今回今回、、、、○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員あまりにもあまりにもあまりにもあまりにもショショショショックックックックだったので、４７だったので、４７だったので、４７だったので、４７都都都都道道道道府府府府県で比県で比県で比県で比較較較較してしてしてしてみみみみてください。てください。てください。てください。兵庫兵庫兵庫兵庫県は、確か県は、確か県は、確か県は、確かにににに少少少少なかったけれど、なかったけれど、なかったけれど、なかったけれど、兵庫兵庫兵庫兵庫県に、県に、県に、県に、役役役役所所所所に知り合いがいるので、聞いてもらいました。に知り合いがいるので、聞いてもらいました。に知り合いがいるので、聞いてもらいました。に知り合いがいるので、聞いてもらいました。兵庫兵庫兵庫兵庫県は阪県は阪県は阪県は阪神神神神・・・・淡淡淡淡路路路路大大大大震震震震災災災災のときのお金をのときのお金をのときのお金をのときのお金をずずずずっとっとっとっと今返済今返済今返済今返済されているので、そのためにされているので、そのためにされているので、そのためにされているので、そのために基基基基金も金も金も金も積積積積みみみみ立立立立てられない。そういったてられない。そういったてられない。そういったてられない。そういった予予予予算もち算もち算もち算もちょょょょっとっとっとっとずずずずつつつつ削削削削って、って、って、って、返済返済返済返済していかないといけないでしていかないといけないでしていかないといけないでしていかないといけないです。阪す。阪す。阪す。阪神神神神・・・・淡淡淡淡路路路路大大大大震震震震災災災災のののの返済返済返済返済をまだをまだをまだをまだややややっておられるのです。そういった事っておられるのです。そういった事っておられるのです。そういった事っておられるのです。そういった事情情情情があるからだがあるからだがあるからだがあるからだけれど、それをけれど、それをけれど、それをけれど、それを除除除除いたら、全部計算出しましたけれど奈良県は一いたら、全部計算出しましたけれど奈良県は一いたら、全部計算出しましたけれど奈良県は一いたら、全部計算出しましたけれど奈良県は一番番番番低低低低いですよ。いですよ。いですよ。いですよ。法法法法定定定定人数人数人数人数は決まっているわけですから、は決まっているわけですから、は決まっているわけですから、は決まっているわけですから、法法法法定定定定人数人数人数人数からの計算で、一からの計算で、一からの計算で、一からの計算で、一人人人人頭頭頭頭の額も全部出しましたけれの額も全部出しましたけれの額も全部出しましたけれの額も全部出しましたけれど、など、など、など、なぜぜぜぜ奈良県だけこんなに奈良県だけこんなに奈良県だけこんなに奈良県だけこんなに少少少少ないのかということです。ましてないのかということです。ましてないのかということです。ましてないのかということです。まして基基基基金を、これだけ金を、これだけ金を、これだけ金を、これだけ積積積積みみみみ立立立立てているでしてているでしてているでしてているでしょょょょ。。。。何何何何にににに使使使使うか知らないですよ。別にうか知らないですよ。別にうか知らないですよ。別にうか知らないですよ。別に使使使使わなくても、その年度年度のわなくても、その年度年度のわなくても、その年度年度のわなくても、その年度年度の予予予予算で算で算で算で
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ややややっていただいてもいいのではないですか。っていただいてもいいのではないですか。っていただいてもいいのではないですか。っていただいてもいいのではないですか。警察警察警察警察のののの予予予予算は算は算は算は警察警察警察警察でもでもでもでも予予予予算算算算要要要要求求求求されるので、されるので、されるので、されるので、ぜひぜひぜひぜひともそこをともそこをともそこをともそこを強強強強く言ってく言ってく言ってく言って予予予予算算算算要要要要求求求求してくださいと申ししてくださいと申ししてくださいと申ししてくださいと申し上げ上げ上げ上げますけれど、それはますけれど、それはますけれど、それはますけれど、それは強強強強く、村く、村く、村く、村井副知事にもお願いを申し井副知事にもお願いを申し井副知事にもお願いを申し井副知事にもお願いを申し上げ上げ上げ上げておきます。ておきます。ておきます。ておきます。次次次次にににに防災防災防災防災です。このです。このです。このです。この間間間間、、、、防災・防災・防災・防災・県土県土県土県土強強強強靱靱靱靱化対化対化対化対策策策策特別委員会で、特別委員会で、特別委員会で、特別委員会で、防災防災防災防災関係の計関係の計関係の計関係の計画画画画のことものことものことものこともどうなっているのかと聞かせてもらいましたが、余りよくわからないどうなっているのかと聞かせてもらいましたが、余りよくわからないどうなっているのかと聞かせてもらいましたが、余りよくわからないどうなっているのかと聞かせてもらいましたが、余りよくわからない返返返返答であったので、答であったので、答であったので、答であったので、調べ調べ調べ調べたら、たら、たら、たら、アアアアククククショショショションンンンプログラムプログラムプログラムプログラムは奈良県はできているのですよは奈良県はできているのですよは奈良県はできているのですよは奈良県はできているのですよねねねね。それについて聞きた。それについて聞きた。それについて聞きた。それについて聞きたいのですが、いかがですか。いのですが、いかがですか。いのですが、いかがですか。いのですが、いかがですか。 アアアアククククショショショションンンンプログラムプログラムプログラムプログラムとは、とは、とは、とは、震震震震災災災災の地の地の地の地震震震震ののののアアアアクククク○辻知事公室次長防災統括室長事務取扱○辻知事公室次長防災統括室長事務取扱○辻知事公室次長防災統括室長事務取扱○辻知事公室次長防災統括室長事務取扱ショショショションンンンプログラムプログラムプログラムプログラムですですですですねねねね。それは、平成２７年に。それは、平成２７年に。それは、平成２７年に。それは、平成２７年に終終終終わりまして、そのわりまして、そのわりまして、そのわりまして、その次次次次に、に、に、に、国国国国土土土土強強強強靱靱靱靱化が化が化が化が去去去去年度からあり、それに年度からあり、それに年度からあり、それに年度からあり、それにアアアアククククショショショションンンンプログラムプログラムプログラムプログラムがありますので、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、それに変変変変わっています。わっています。わっています。わっています。以上以上以上以上です。です。です。です。 過去過去過去過去に、どういう計に、どういう計に、どういう計に、どういう計画画画画を、を、を、を、防災防災防災防災計計計計画画画画も含めてつくられてきたのですかと聞いも含めてつくられてきたのですかと聞いも含めてつくられてきたのですかと聞いも含めてつくられてきたのですかと聞い○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員たら、そういったたら、そういったたら、そういったたら、そういった具体的具体的具体的具体的な報告がなかったとな報告がなかったとな報告がなかったとな報告がなかったと思思思思うのです。聞きたいのは、１０年うのです。聞きたいのは、１０年うのです。聞きたいのは、１０年うのです。聞きたいのは、１０年間間間間、平成、平成、平成、平成２７年度まで２７年度まで２７年度まで２７年度までややややっていて、平成２８年度、っていて、平成２８年度、っていて、平成２８年度、っていて、平成２８年度、去去去去年から年から年から年から国国国国土土土土強強強強靱靱靱靱化ということで化ということで化ということで化ということで変変変変わったと言わったと言わったと言わったと言っておられますけれど、この１０年っておられますけれど、この１０年っておられますけれど、この１０年っておられますけれど、この１０年間間間間のののの積積積積み重ねみ重ねみ重ねみ重ねというのは、というのは、というのは、というのは、アアアアククククショショショションンンンプログラムプログラムプログラムプログラムですですですですから、から、から、から、絶絶絶絶対ありますよ対ありますよ対ありますよ対ありますよねねねね。。。。京都防災京都防災京都防災京都防災研究研究研究研究所所所所のののの林春林春林春林春男男男男先先先先生生生生の資の資の資の資料料料料もあるし、もあるし、もあるし、もあるし、牧牧牧牧先先先先生生生生のもあるのもあるのもあるのもあるし、田村し、田村し、田村し、田村先先先先生生生生のも全部ある。一のも全部ある。一のも全部ある。一のも全部ある。一応応応応全部全部全部全部目目目目をををを通通通通しましたけれど、しましたけれど、しましたけれど、しましたけれど、私私私私もももも同じ先同じ先同じ先同じ先生生生生にににに習習習習っているっているっているっているからわかっているのですけれど、からわかっているのですけれど、からわかっているのですけれど、からわかっているのですけれど、ややややっているのだったら、もっといろいろなところが決まっているのだったら、もっといろいろなところが決まっているのだったら、もっといろいろなところが決まっているのだったら、もっといろいろなところが決まっているはっているはっているはっているはずずずずではないですか。ただ計ではないですか。ただ計ではないですか。ただ計ではないですか。ただ計画画画画をををを立立立立てただけで、てただけで、てただけで、てただけで、受受受受益益益益者方者方者方者方式式式式とかでとかでとかでとかでややややられたでしられたでしられたでしられたでしょょょょうと聞いて、うと聞いて、うと聞いて、うと聞いて、何何何何かで見たと言っていたら、かで見たと言っていたら、かで見たと言っていたら、かで見たと言っていたら、後後後後でででで思思思思い出したのですがい出したのですがい出したのですがい出したのですが私私私私は県のは県のは県のは県のホホホホームームームームペペペペーーーージで見ていたのです。ちジで見ていたのです。ちジで見ていたのです。ちジで見ていたのです。ちゃゃゃゃんとんとんとんとややややっておられるではないですか。写真をっておられるではないですか。写真をっておられるではないですか。写真をっておられるではないですか。写真をココココピーピーピーピーしてきたのしてきたのしてきたのしてきたのですけれど。そのですけれど。そのですけれど。そのですけれど。その後後後後、どういう発、どういう発、どういう発、どういう発展展展展がががが積積積積み重ねみ重ねみ重ねみ重ねになっているのですか。つくったそのままになっているのですか。つくったそのままになっているのですか。つくったそのままになっているのですか。つくったそのまま放放放放置置置置されていたということですか。いかがですか。されていたということですか。いかがですか。されていたということですか。いかがですか。されていたということですか。いかがですか。アアアアククククショショショションンンンプログラムプログラムプログラムプログラムについても、たしかについても、たしかについても、たしかについても、たしか数数数数値値値値○辻知事公室次長防災統括室長事務取扱○辻知事公室次長防災統括室長事務取扱○辻知事公室次長防災統括室長事務取扱○辻知事公室次長防災統括室長事務取扱目目目目標標標標があったはがあったはがあったはがあったはずずずずでして、１年１年の事業をでして、１年１年の事業をでして、１年１年の事業をでして、１年１年の事業を積積積積み重ねみ重ねみ重ねみ重ねており、それがており、それがており、それがており、それが現現現現在在在在は、は、は、は、先先先先ほど申しほど申しほど申しほど申しましたましたましたました国国国国土土土土強強強強靱靱靱靱化の事業をまとめました化の事業をまとめました化の事業をまとめました化の事業をまとめましたプログラムプログラムプログラムプログラムにににに移移移移っているということです。っているということです。っているということです。っているということです。だから、だから、だから、だから、積積積積み重ねみ重ねみ重ねみ重ねををををややややった資った資った資った資料料料料ががががホホホホームームームームペペペペーーーージを見ても一ジを見ても一ジを見ても一ジを見ても一切切切切出ていないので出ていないので出ていないので出ていないので○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員す。だから、す。だから、す。だから、す。だから、罹罹罹罹災災災災証証証証明明明明書書書書の発行がどうするかとか、の発行がどうするかとか、の発行がどうするかとか、の発行がどうするかとか、細細細細かいところを言ったら、かいところを言ったら、かいところを言ったら、かいところを言ったら、何何何何千千千千項項項項目目目目あああありますが、全部りますが、全部りますが、全部りますが、全部ややややられているのですられているのですられているのですられているのですねねねね。。。。 そのときのそのときのそのときのそのときのアアアアククククショショショションンンンプログラムプログラムプログラムプログラムのののの結果結果結果結果は、確は、確は、確は、確○辻知事公室次長防災統括室長事務取扱○辻知事公室次長防災統括室長事務取扱○辻知事公室次長防災統括室長事務取扱○辻知事公室次長防災統括室長事務取扱
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認します。認します。認します。認します。 その答弁はおかしくないですか。その答弁はおかしくないですか。その答弁はおかしくないですか。その答弁はおかしくないですか。防災担当防災担当防災担当防災担当をされているのですよをされているのですよをされているのですよをされているのですよねねねね、、、、違違違違うのうのうのうの○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員ですか。ですか。ですか。ですか。違違違違うところに、聞いていたらおかしいのですが、うところに、聞いていたらおかしいのですが、うところに、聞いていたらおかしいのですが、うところに、聞いていたらおかしいのですが、防災担当防災担当防災担当防災担当ですですですですねねねね。平成２７年度。平成２７年度。平成２７年度。平成２７年度までまでまでまでアアアアククククショショショションンンンプログラムプログラムプログラムプログラムで、新しい計で、新しい計で、新しい計で、新しい計画画画画は、そのは、そのは、そのは、その積積積積み重ねみ重ねみ重ねみ重ねでしでしでしでしょょょょう。う。う。う。（ はい、２８年度」と呼ぶ者あり）（ はい、２８年度」と呼ぶ者あり）（ はい、２８年度」と呼ぶ者あり）（ はい、２８年度」と呼ぶ者あり）「「「「平成２８年度から平成２８年度から平成２８年度から平成２８年度から始始始始まっているのですよまっているのですよまっているのですよまっているのですよねねねね。。。。答弁は答弁は答弁は答弁は後後後後で聞きます。これはで聞きます。これはで聞きます。これはで聞きます。これはアアアアククククショショショションンンンプログラムプログラムプログラムプログラムだから、地だから、地だから、地だから、地震震震震がががが来来来来たときにどうするたときにどうするたときにどうするたときにどうするかの行かの行かの行かの行動動動動計計計計画画画画ではないですか。行ではないですか。行ではないですか。行ではないですか。行動動動動計計計計画画画画をきっちりをきっちりをきっちりをきっちり細細細細かく定めましかく定めましかく定めましかく定めましょょょょうと。いうと。いうと。いうと。いざざざざ地地地地震震震震がががが来来来来たときにたときにたときにたときに何何何何をしたらいいのかわからないといったことがないように、ものすごくをしたらいいのかわからないといったことがないように、ものすごくをしたらいいのかわからないといったことがないように、ものすごくをしたらいいのかわからないといったことがないように、ものすごく細細細細かいかいかいかい積積積積み重ねみ重ねみ重ねみ重ね、、、、牧牧牧牧先先先先生生生生のだったら、のだったら、のだったら、のだったら、細細細細かく決まっているのではないですか。かく決まっているのではないですか。かく決まっているのではないですか。かく決まっているのではないですか。基基基基本本本本目目目目標標標標から、いろから、いろから、いろから、いろんなんなんなんなアアアアククククショショショション項ン項ン項ン項目目目目がつけられているではないですか。全部がつけられているではないですか。全部がつけられているではないですか。全部がつけられているではないですか。全部細細細細かく、かく、かく、かく、罹罹罹罹災災災災証証証証明の発行をど明の発行をど明の発行をど明の発行をどうするとか、どこの行うするとか、どこの行うするとか、どこの行うするとか、どこの行政政政政の部の部の部の部門門門門にそれをにそれをにそれをにそれを振振振振り分けるとか、どこをとめるとか、全部決めてり分けるとか、どこをとめるとか、全部決めてり分けるとか、どこをとめるとか、全部決めてり分けるとか、どこをとめるとか、全部決めていきますよいきますよいきますよいきますよねねねね。そうしたら、そういったものの。そうしたら、そういったものの。そうしたら、そういったものの。そうしたら、そういったものの積積積積み重ねみ重ねみ重ねみ重ねが全部できているのですか、が全部できているのですか、が全部できているのですか、が全部できているのですか、完完完完成成成成しているのですかと聞いているわけです。第しているのですかと聞いているわけです。第しているのですかと聞いているわけです。第しているのですかと聞いているわけです。第二弾二弾二弾二弾としては、としては、としては、としては、国国国国土土土土強強強強靱靱靱靱化ということは、そ化ということは、そ化ということは、そ化ということは、そういったことがういったことがういったことがういったことが来来来来たときのたときのたときのたときの措置措置措置措置だけれども、そのだけれども、そのだけれども、そのだけれども、その来来来来たときに、たときに、たときに、たときに、防災防災防災防災ということで、減ということで、減ということで、減ということで、減災災災災でででですよすよすよすよねねねね。。。。強強強強いものをつくっていたらいものをつくっていたらいものをつくっていたらいものをつくっていたら潰潰潰潰れるはれるはれるはれるはずずずずがないわけですから。だから、それをがないわけですから。だから、それをがないわけですから。だから、それをがないわけですから。だから、それをややややっっっっていたら、もっとていたら、もっとていたら、もっとていたら、もっと短時間短時間短時間短時間でででで復興復興復興復興できる。これができる。これができる。これができる。これが最最最最終終終終的的的的なななな目的目的目的目的のののの大大大大きなきなきなきな流流流流れです。これはれです。これはれです。これはれです。これは私私私私もももも勉勉勉勉強強強強したので、よくわかっているのですけれど、そのことを聞いているので。だから、したので、よくわかっているのですけれど、そのことを聞いているので。だから、したので、よくわかっているのですけれど、そのことを聞いているので。だから、したので、よくわかっているのですけれど、そのことを聞いているので。だから、どうなっているかわからないですとは答弁としておかしいのではないですか。このどうなっているかわからないですとは答弁としておかしいのではないですか。このどうなっているかわからないですとは答弁としておかしいのではないですか。このどうなっているかわからないですとは答弁としておかしいのではないですか。この上上上上乗乗乗乗せせせせでしでしでしでしょょょょう、う、う、う、今今今今ののののややややっている計っている計っている計っている計画画画画というのは。それを聞きたいのですけれど。というのは。それを聞きたいのですけれど。というのは。それを聞きたいのですけれど。というのは。それを聞きたいのですけれど。川田委員から川田委員から川田委員から川田委員から話話話話がありましたように、がありましたように、がありましたように、がありましたように、我々我々我々我々としてもとしてもとしてもとしても過去過去過去過去のののの積積積積み重ねみ重ねみ重ねみ重ねのののの検検検検○中危機管理監○中危機管理監○中危機管理監○中危機管理監証証証証のののの上上上上で、で、で、で、今今今今のののの国国国国土土土土強強強強靱靱靱靱化の地化の地化の地化の地域域域域計計計計画画画画をををを策策策策定しています。定しています。定しています。定しています。今今今今おっしおっしおっしおっしゃゃゃゃっていただいているっていただいているっていただいているっていただいている過去過去過去過去１０年のもともとの計１０年のもともとの計１０年のもともとの計１０年のもともとの計画画画画がどうしたのかというのはがどうしたのかというのはがどうしたのかというのはがどうしたのかというのは私私私私もももも現状現状現状現状として承知していませんとして承知していませんとして承知していませんとして承知していませんので、ここでお答ので、ここでお答ので、ここでお答ので、ここでお答ええええできませんので、改めまして報告をしたいとできませんので、改めまして報告をしたいとできませんので、改めまして報告をしたいとできませんので、改めまして報告をしたいと思思思思います。います。います。います。わかりました。この１０年のわかりました。この１０年のわかりました。この１０年のわかりました。この１０年の間間間間に決めていかなければいけない項に決めていかなければいけない項に決めていかなければいけない項に決めていかなければいけない項目目目目は、全部は、全部は、全部は、全部○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員決まっているは決まっているは決まっているは決まっているはずずずずです。それを、資です。それを、資です。それを、資です。それを、資料料料料として全部出してください。できていなかったら、として全部出してください。できていなかったら、として全部出してください。できていなかったら、として全部出してください。できていなかったら、何何何何もつくっていなかったということになるし。もつくっていなかったということになるし。もつくっていなかったということになるし。もつくっていなかったということになるし。もう１もう１もう１もう１点点点点、それに、それに、それに、それに絡絡絡絡んで言いたいのですが、知らなかったら、んで言いたいのですが、知らなかったら、んで言いたいのですが、知らなかったら、んで言いたいのですが、知らなかったら、今今今今まで質まで質まで質まで質問問問問していてもしていてもしていてもしていても話話話話がかがかがかがかみみみみ合わなかったは合わなかったは合わなかったは合わなかったはずずずずです。です。です。です。民間民間民間民間だったら、１年だったら、１年だったら、１年だったら、１年間間間間で、で、で、で、例え例え例え例えばこの計ばこの計ばこの計ばこの計画画画画をつくりましをつくりましをつくりましをつくりましょょょょう、ここまでつくりましう、ここまでつくりましう、ここまでつくりましう、ここまでつくりましょょょょうということでうということでうということでうということでややややりますよりますよりますよりますよねねねね。な。な。な。なぜぜぜぜかというとかというとかというとかというと利利利利益益益益をををを生生生生むむむむためためためため
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ににににややややっているわけで、従業員にもお金をっているわけで、従業員にもお金をっているわけで、従業員にもお金をっているわけで、従業員にもお金を払払払払わないといけないし。ここでいう歳入は、わないといけないし。ここでいう歳入は、わないといけないし。ここでいう歳入は、わないといけないし。ここでいう歳入は、自自自自分分分分たちのたちのたちのたちの売売売売りりりり上げ上げ上げ上げでとってこなければいけないわけであって、でとってこなければいけないわけであって、でとってこなければいけないわけであって、でとってこなければいけないわけであって、非非非非効効効効率なことなど率なことなど率なことなど率なことなどややややっているっているっているっている時間時間時間時間がないのです。けれど、がないのです。けれど、がないのです。けれど、がないのです。けれど、今今今今のののの防災防災防災防災のののの話話話話も１０年も１０年も１０年も１０年間間間間ででででややややる、る、る、る、普通普通普通普通１０年もかからないの１０年もかからないの１０年もかからないの１０年もかからないのです。１年か２年あったらできるとです。１年か２年あったらできるとです。１年か２年あったらできるとです。１年か２年あったらできると思思思思いますが、１０年かけていますが、１０年かけていますが、１０年かけていますが、１０年かけてややややっていた。ましてできてっていた。ましてできてっていた。ましてできてっていた。ましてできていなかったということになったら、いなかったということになったら、いなかったということになったら、いなかったということになったら、幾幾幾幾らほどらほどらほどらほど高高高高い行い行い行い行政政政政ココココスススストがかかっていることになるのトがかかっていることになるのトがかかっていることになるのトがかかっていることになるのですか。ですか。ですか。ですか。私私私私が県議会議員になってが県議会議員になってが県議会議員になってが県議会議員になって思思思思っています。一つのことをっています。一つのことをっています。一つのことをっています。一つのことをややややるのにものすごいるのにものすごいるのにものすごいるのにものすごい時間時間時間時間ががががかかっています。事にもよりますけれど、全て、かかっています。事にもよりますけれど、全て、かかっています。事にもよりますけれど、全て、かかっています。事にもよりますけれど、全て、同じ同じ同じ同じ尺尺尺尺度でははかれないと度でははかれないと度でははかれないと度でははかれないと思思思思いますが、いますが、いますが、いますが、行行行行政政政政ココココスススストに関してはどうトに関してはどうトに関してはどうトに関してはどう考え考え考え考えておられるのですか、平成２８年度、１年ておられるのですか、平成２８年度、１年ておられるのですか、平成２８年度、１年ておられるのですか、平成２８年度、１年間間間間終終終終わってきまわってきまわってきまわってきましたよしたよしたよしたよねねねね。。。。今回今回今回今回の決算のの決算のの決算のの決算のテテテテーーーーマは行マは行マは行マは行政政政政ココココスススストですけれど、どうしてそれだけのトですけれど、どうしてそれだけのトですけれど、どうしてそれだけのトですけれど、どうしてそれだけの仕仕仕仕事をする事をする事をする事をするのにそこまでののにそこまでののにそこまでののにそこまでの期間期間期間期間がかかるのですかということです。がかかるのですかということです。がかかるのですかということです。がかかるのですかということです。公公公公務員の給務員の給務員の給務員の給料料料料といといといといええええば、前に、ば、前に、ば、前に、ば、前に、代代代代表表表表質質質質問問問問でもでもでもでもややややりましたけれど、りましたけれど、りましたけれど、りましたけれど、上上上上から２．４％のから２．４％のから２．４％のから２．４％の大大大大企企企企業が業が業が業が上上上上がったからがったからがったからがったから公公公公務員も務員も務員も務員も上げ上げ上げ上げましましましましょょょょうというのがうというのがうというのがうというのが人人人人事委員会の出した事委員会の出した事委員会の出した事委員会の出した勧勧勧勧告の中に告の中に告の中に告の中に書書書書いてあるわけでしいてあるわけでしいてあるわけでしいてあるわけでしょょょょう。だったら、う。だったら、う。だったら、う。だったら、大大大大企企企企業業業業クラスクラスクラスクラスのことをのことをのことをのことをややややっておられるわけではないですか。それだけのっておられるわけではないですか。それだけのっておられるわけではないですか。それだけのっておられるわけではないですか。それだけのココココスススストトトト体体体体制制制制ででででややややっていっていっていっているわけで、一般るわけで、一般るわけで、一般るわけで、一般的的的的に言ったらに言ったらに言ったらに言ったら非常非常非常非常にににに高高高高いいいいココココスススストです。それだけトです。それだけトです。それだけトです。それだけ大大大大企企企企業の方のように報業の方のように報業の方のように報業の方のように報酬酬酬酬、、、、年収をもらっておられたら、それだけの年収をもらっておられたら、それだけの年収をもらっておられたら、それだけの年収をもらっておられたら、それだけの仕仕仕仕事をされます。けれど、一つのことを事をされます。けれど、一つのことを事をされます。けれど、一つのことを事をされます。けれど、一つのことをややややるのにるのにるのにるのに民間民間民間民間の３の３の３の３倍倍倍倍も４も４も４も４倍倍倍倍もかかっているわけがないともかかっているわけがないともかかっているわけがないともかかっているわけがな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。これは森本行これは森本行これは森本行これは森本行政経営課政経営課政経営課政経営課長ですか。長ですか。長ですか。長ですか。○中村委員長○中村委員長○中村委員長○中村委員長 行行行行政政政政ココココスススストのご質トのご質トのご質トのご質問問問問がありました。がありました。がありました。がありました。○森本行政経営課長○森本行政経営課長○森本行政経営課長○森本行政経営課長個個個個別の事業計別の事業計別の事業計別の事業計画画画画について、どれについて、どれについて、どれについて、どれぐぐぐぐらいらいらいらい時間時間時間時間がかかっているから、どうかというがかかっているから、どうかというがかかっているから、どうかというがかかっているから、どうかという検証検証検証検証はしはしはしはしていませんけれども、ていませんけれども、ていませんけれども、ていませんけれども、最少最少最少最少のののの経経経経費で費で費で費で最大最大最大最大のののの効効効効果果果果をををを上げ上げ上げ上げることについて、ることについて、ることについて、ることについて、民間民間民間民間よりもおくれよりもおくれよりもおくれよりもおくれているつもりでているつもりでているつもりでているつもりでややややっているわけではないとっているわけではないとっているわけではないとっているわけではな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。決算決算決算決算書書書書をもらって、ある程度をもらって、ある程度をもらって、ある程度をもらって、ある程度目目目目をををを通通通通してしてしてしてみみみみて、計算はて、計算はて、計算はて、計算は大ざ大ざ大ざ大ざっっっっぱぱぱぱですけれど、ですけれど、ですけれど、ですけれど、○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員この事業をこの事業をこの事業をこの事業をややややるのにこれだけお金がかからなければいけないのかというのが、たくさんあるのにこれだけお金がかからなければいけないのかというのが、たくさんあるのにこれだけお金がかからなければいけないのかというのが、たくさんあるのにこれだけお金がかからなければいけないのかというのが、たくさんあります。これだったら、お金だけります。これだったら、お金だけります。これだったら、お金だけります。これだったら、お金だけ渡渡渡渡してしてしてして民間民間民間民間にににに最初最初最初最初からからからからややややらせたほうがいいのです。らせたほうがいいのです。らせたほうがいいのです。らせたほうがいいのです。人件人件人件人件費費費費的的的的にににに高高高高い、い、い、い、ココココスススストのトのトのトの高高高高い、い、い、い、公公公公務員が事務局を務員が事務局を務員が事務局を務員が事務局を持持持持ったりなど、なったりなど、なったりなど、なったりなど、なぜぜぜぜそんなこともしなけれそんなこともしなけれそんなこともしなけれそんなこともしなければいけないのということも出てくるではないですか。それはばいけないのということも出てくるではないですか。それはばいけないのということも出てくるではないですか。それはばいけないのということも出てくるではないですか。それは徹底的徹底的徹底的徹底的に見に見に見に見直直直直すすすすべべべべきだときだときだときだと思思思思いいいいます。ます。ます。ます。限限限限られたられたられたられた財源財源財源財源ででででややややっていて、っていて、っていて、っていて、最最最最小小小小の資金での資金での資金での資金で最高最高最高最高のののの効効効効果果果果を出すと言うけれども、そうを出すと言うけれども、そうを出すと言うけれども、そうを出すと言うけれども、そういうのをなくしていったら、もっとたくさんいうのをなくしていったら、もっとたくさんいうのをなくしていったら、もっとたくさんいうのをなくしていったら、もっとたくさん財源財源財源財源が出てくるではないですか。それは全部、が出てくるではないですか。それは全部、が出てくるではないですか。それは全部、が出てくるではないですか。それは全部、住民住民住民住民にににに還還還還元元元元できるわけですから。そこのできるわけですから。そこのできるわけですから。そこのできるわけですから。そこの原原原原点点点点が、全が、全が、全が、全然然然然なっていないのではないですか。どなっていないのではないですか。どなっていないのではないですか。どなっていないのではないですか。どうですか。いろいろ聞きますけれど、計算うですか。いろいろ聞きますけれど、計算うですか。いろいろ聞きますけれど、計算うですか。いろいろ聞きますけれど、計算上上上上ではなっていないとではなっていないとではなっていないとではなっていないと思思思思います、います、います、います、ココココスススストトトト意意意意識識識識がががが
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またまたまたまた私私私私たちとたちとたちとたちと違違違違うのかとうのかとうのかとうのかと思思思思います。これだけのことをいます。これだけのことをいます。これだけのことをいます。これだけのことをややややるのに、なるのに、なるのに、なるのに、なぜぜぜぜこれだけのお金がこれだけのお金がこれだけのお金がこれだけのお金が要要要要るのと。そういったるのと。そういったるのと。そういったるのと。そういった弊弊弊弊害害害害で、なで、なで、なで、なぜ警察ぜ警察ぜ警察ぜ警察官官官官は年１は年１は年１は年１枚枚枚枚しか支給がなく、しか支給がなく、しか支給がなく、しか支給がなく、ぼぼぼぼろろろろぼぼぼぼろになったろになったろになったろになった服服服服をををを着着着着ないといけないのですか。ないといけないのですか。ないといけないのですか。ないといけないのですか。ややややはりはりはりはり考え考え考え考え方が方が方が方が絶絶絶絶対におかしいです。そのあたりは対におかしいです。そのあたりは対におかしいです。そのあたりは対におかしいです。そのあたりは徹底徹底徹底徹底して、して、して、して、個個個個別で聞いていきますけれど、全般別で聞いていきますけれど、全般別で聞いていきますけれど、全般別で聞いていきますけれど、全般的的的的にににに意意意意識識識識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、県土マネジメント部です。は、県土マネジメント部です。は、県土マネジメント部です。は、県土マネジメント部です。委員長、歳入と委員長、歳入と委員長、歳入と委員長、歳入と絡絡絡絡んでいるところがあって、ここで聞いてもんでいるところがあって、ここで聞いてもんでいるところがあって、ここで聞いてもんでいるところがあって、ここで聞いても返返返返事が事が事が事が返返返返ってこないので、ってこないので、ってこないので、ってこないので、これは歳出で聞いていいですか。これは歳出で聞いていいですか。これは歳出で聞いていいですか。これは歳出で聞いていいですか。結結結結構構構構です。です。です。です。○中村委員長○中村委員長○中村委員長○中村委員長県土マネジメント部に聞きます。県土マネジメント部に聞きます。県土マネジメント部に聞きます。県土マネジメント部に聞きます。○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員ままままずずずず、、、、端端端端的的的的に聞いていきます。に聞いていきます。に聞いていきます。に聞いていきます。何回何回何回何回も聞いていますが、も聞いていますが、も聞いていますが、も聞いていますが、砂砂砂砂防指防指防指防指定地定地定地定地台帳台帳台帳台帳について、このについて、このについて、このについて、この間間間間、会計局の方にご、会計局の方にご、会計局の方にご、会計局の方にご教教教教示示示示もいただいたのですが、もいただいたのですが、もいただいたのですが、もいただいたのですが、財産調書財産調書財産調書財産調書の中にの中にの中にの中に砂砂砂砂防指防指防指防指定地、定地、定地、定地、砂砂砂砂防設備防設備防設備防設備ががががななななぜぜぜぜ入っていないのかと聞いたら、入っていないのかと聞いたら、入っていないのかと聞いたら、入っていないのかと聞いたら、個個個個別に別に別に別に台帳台帳台帳台帳があるものに関しては、ここの中には入れがあるものに関しては、ここの中には入れがあるものに関しては、ここの中には入れがあるものに関しては、ここの中には入れなくていいということだったのですが、なくていいということだったのですが、なくていいということだったのですが、なくていいということだったのですが、砂砂砂砂防設備防設備防設備防設備台帳台帳台帳台帳は、前に、一は、前に、一は、前に、一は、前に、一回指摘回指摘回指摘回指摘しましたけれど、しましたけれど、しましたけれど、しましたけれど、会計会計会計会計検検検検査査査査院院院院からもからもからもからも指摘指摘指摘指摘をされたということもありまして、それはもうをされたということもありまして、それはもうをされたということもありまして、それはもうをされたということもありまして、それはもう完完完完成されていますか。成されていますか。成されていますか。成されていますか。２年前に、会計２年前に、会計２年前に、会計２年前に、会計検検検検査査査査院院院院○加藤県土マネジメント部次長（砂防・災害対策課長事務取扱）○加藤県土マネジメント部次長（砂防・災害対策課長事務取扱）○加藤県土マネジメント部次長（砂防・災害対策課長事務取扱）○加藤県土マネジメント部次長（砂防・災害対策課長事務取扱）にごにごにごにご指摘指摘指摘指摘をををを受受受受けたところに関してはけたところに関してはけたところに関してはけたところに関しては調調調調製製製製していると聞いています。していると聞いています。していると聞いています。していると聞いています。そのそのそのその台帳台帳台帳台帳を見たら、金額も全部わかるということですを見たら、金額も全部わかるということですを見たら、金額も全部わかるということですを見たら、金額も全部わかるということですねねねね。。。。○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員 砂砂砂砂防設備防設備防設備防設備台帳台帳台帳台帳全全全全体体体体につにつにつにつ○加藤県土マネジメント部次長（砂防・災害対策課長事務取扱）○加藤県土マネジメント部次長（砂防・災害対策課長事務取扱）○加藤県土マネジメント部次長（砂防・災害対策課長事務取扱）○加藤県土マネジメント部次長（砂防・災害対策課長事務取扱）いては、全部、いては、全部、いては、全部、いては、全部、完完完完璧璧璧璧にできているにできているにできているにできている状態状態状態状態ではありません。ではありません。ではありません。ではありません。完完完完璧璧璧璧にできていないというにできていないというにできていないというにできていないという回回回回答。答。答。答。○中村委員長○中村委員長○中村委員長○中村委員長設備設備設備設備台帳台帳台帳台帳ができていないということですか。ができていないということですか。ができていないということですか。ができていないということですか。○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員 会計会計会計会計検検検検査査査査院院院院にににに指摘指摘指摘指摘されされされされ○加藤県土マネジメント部次長（砂防・災害対策課長事務取扱）○加藤県土マネジメント部次長（砂防・災害対策課長事務取扱）○加藤県土マネジメント部次長（砂防・災害対策課長事務取扱）○加藤県土マネジメント部次長（砂防・災害対策課長事務取扱）た部分についてはた部分についてはた部分についてはた部分については完完完完成していますが、県が成していますが、県が成していますが、県が成していますが、県が所有所有所有所有しているしているしているしている砂砂砂砂防指防指防指防指定地について、定地について、定地について、定地について、台帳台帳台帳台帳整備整備整備整備がががが全て全て全て全て終終終終わっているかに関しては、できていないということで、答弁をしました。わっているかに関しては、できていないということで、答弁をしました。わっているかに関しては、できていないということで、答弁をしました。わっているかに関しては、できていないということで、答弁をしました。砂砂砂砂防指防指防指防指定地定地定地定地台帳台帳台帳台帳とととと砂砂砂砂防設備防設備防設備防設備台帳台帳台帳台帳、２つあり、どちらができていないというこ、２つあり、どちらができていないというこ、２つあり、どちらができていないというこ、２つあり、どちらができていないというこ○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員とですか。とですか。とですか。とですか。 砂砂砂砂防設備防設備防設備防設備台帳台帳台帳台帳についてについてについてについて○加藤県土マネジメント部次長（砂防・災害対策課長事務取扱）○加藤県土マネジメント部次長（砂防・災害対策課長事務取扱）○加藤県土マネジメント部次長（砂防・災害対策課長事務取扱）○加藤県土マネジメント部次長（砂防・災害対策課長事務取扱）も、まだ５０も、まだ５０も、まだ５０も、まだ５０カ所カ所カ所カ所程度、できていないところがありまして、そこについては程度、できていないところがありまして、そこについては程度、できていないところがありまして、そこについては程度、できていないところがありまして、そこについては直営直営直営直営で、で、で、で、今今今今年年年年度中に度中に度中に度中に完完完完成する成する成する成する予予予予定です。定です。定です。定です。砂砂砂砂防指防指防指防指定地定地定地定地台帳台帳台帳台帳はははは後後後後で聞きますけれど、で聞きますけれど、で聞きますけれど、で聞きますけれど、砂砂砂砂防設備防設備防設備防設備台帳台帳台帳台帳に関しても、ほかのに関しても、ほかのに関しても、ほかのに関しても、ほかの台台台台○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員
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帳帳帳帳も道も道も道も道路路路路台帳台帳台帳台帳などたくさんありますけれど、県のなどたくさんありますけれど、県のなどたくさんありますけれど、県のなどたくさんありますけれど、県のババババラララランンンンススススシシシシーーーートを出しているではないでトを出しているではないでトを出しているではないでトを出しているではないですか。すか。すか。すか。ババババラララランンンンススススシシシシーーーートはそういうトはそういうトはそういうトはそういう台帳台帳台帳台帳がなかったら出せないのではないですか。辻本総務がなかったら出せないのではないですか。辻本総務がなかったら出せないのではないですか。辻本総務がなかったら出せないのではないですか。辻本総務部長、見部長、見部長、見部長、見解解解解をお聞かせいただきたいです。きっちりをお聞かせいただきたいです。きっちりをお聞かせいただきたいです。きっちりをお聞かせいただきたいです。きっちり財産財産財産財産台帳台帳台帳台帳はつけておかないといけないはつけておかないといけないはつけておかないといけないはつけておかないといけないのではないのですか。のではないのですか。のではないのですか。のではないのですか。ババババラララランンンンススススシシシシーーーートですけれども、県のトですけれども、県のトですけれども、県のトですけれども、県のババババラララランンンンススススシシシシーーーートは、１０トは、１０トは、１０トは、１０数数数数年前に、年前に、年前に、年前に、○辻本総務部長○辻本総務部長○辻本総務部長○辻本総務部長たしか総務たしか総務たしか総務たしか総務省省省省ででででガガガガイイイイドドドドライライライラインというか、つくり方を出されました。ンというか、つくり方を出されました。ンというか、つくり方を出されました。ンというか、つくり方を出されました。スススストトトトックックックックについては、については、については、については、今今今今ある、ある、ある、ある、例え例え例え例えば道ば道ば道ば道路路路路台帳台帳台帳台帳は、は、は、は、完完完完全ではないですけれど、全ではないですけれど、全ではないですけれど、全ではないですけれど、砂砂砂砂防防防防台帳台帳台帳台帳などになどになどになどに基基基基づくづくづくづく台帳台帳台帳台帳が、が、が、が、当当当当時時時時、どこでも、どこでも、どこでも、どこでも整備整備整備整備ができていないところもあったので、決算ができていないところもあったので、決算ができていないところもあったので、決算ができていないところもあったので、決算統統統統計計計計上上上上の投資額をもとに、の投資額をもとに、の投資額をもとに、の投資額をもとに、ババババラララランンンンススススシシシシーーーートのトのトのトのスススストトトトックックックックを入れなさいということでしたので、そこはを入れなさいということでしたので、そこはを入れなさいということでしたので、そこはを入れなさいということでしたので、そこは完完完完全に全に全に全にリリリリンンンンククククしていしていしていしていないということで認ないということで認ないということで認ないということで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。わかりました。だから、わかりました。だから、わかりました。だから、わかりました。だから、台帳台帳台帳台帳が、全が、全が、全が、全国的国的国的国的にほとんどにほとんどにほとんどにほとんど整備整備整備整備できていないというできていないというできていないというできていないという○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員ことでしことでしことでしことでしょょょょううううねねねね。。。。次次次次、、、、砂砂砂砂防指防指防指防指定地定地定地定地台帳台帳台帳台帳にいきますけれど、前からにいきますけれど、前からにいきますけれど、前からにいきますけれど、前から何回何回何回何回もももも何回何回何回何回も言っていて、前からも言っていて、前からも言っていて、前からも言っていて、前からややややりまりまりまりますというすというすというすという返返返返事もいただいていて、事もいただいていて、事もいただいていて、事もいただいていて、途途途途中で、中で、中で、中で、ややややり方がわからないからなどと、り方がわからないからなどと、り方がわからないからなどと、り方がわからないからなどと、変変変変わってきて、わってきて、わってきて、わってきて、一一一一転転転転、、、、二二二二転転転転、、、、三転三転三転三転と、いろいろと、いろいろと、いろいろと、いろいろ変変変変わってきているのですが、わってきているのですが、わってきているのですが、わってきているのですが、加加加加藤藤藤藤県土マネジメント部県土マネジメント部県土マネジメント部県土マネジメント部次次次次長長長長はことし４月からはことし４月からはことし４月からはことし４月から来来来来られたばかりなので、られたばかりなので、られたばかりなので、られたばかりなので、以以以以前の前の前の前の変変変変わりようはお知りにならないとわりようはお知りにならないとわりようはお知りにならないとわりようはお知りにならないと思思思思いまいまいまいますが、すが、すが、すが、ややややっていかなければいけないというのは、前に答弁いただいているのです。平成２っていかなければいけないというのは、前に答弁いただいているのです。平成２っていかなければいけないというのは、前に答弁いただいているのです。平成２っていかなければいけないというのは、前に答弁いただいているのです。平成２８年に質８年に質８年に質８年に質問問問問して、平成２９年度にして、平成２９年度にして、平成２９年度にして、平成２９年度に予予予予算もとって、算もとって、算もとって、算もとって、ややややっていきますと答弁されていましたけっていきますと答弁されていましたけっていきますと答弁されていましたけっていきますと答弁されていましたけれど、できていないとは、どこができて、どこができていないのか、それをれど、できていないとは、どこができて、どこができていないのか、それをれど、できていないとは、どこができて、どこができていないのか、それをれど、できていないとは、どこができて、どこができていないのか、それを教え教え教え教えていただていただていただていただけますか。けますか。けますか。けますか。 砂砂砂砂防指防指防指防指定地定地定地定地台帳台帳台帳台帳ですが、ですが、ですが、ですが、○加藤県土マネジメント部次長（砂防・災害対策課長事務取扱）○加藤県土マネジメント部次長（砂防・災害対策課長事務取扱）○加藤県土マネジメント部次長（砂防・災害対策課長事務取扱）○加藤県土マネジメント部次長（砂防・災害対策課長事務取扱）砂砂砂砂防指防指防指防指定地に定地に定地に定地に指指指指定された定された定された定された字字字字と地と地と地と地番番番番のののの面面面面積積積積などをなどをなどをなどを記載記載記載記載したしたしたした様様様様式式式式と付と付と付と付図図図図が一が一が一が一緒緒緒緒になってになってになってになって砂砂砂砂防指防指防指防指定地定地定地定地台帳台帳台帳台帳になります。になります。になります。になります。砂砂砂砂防指防指防指防指定地については、開発行定地については、開発行定地については、開発行定地については、開発行為為為為者等に対する許可が者等に対する許可が者等に対する許可が者等に対する許可が必要必要必要必要になったになったになったになったりもありますので、りもありますので、りもありますので、りもありますので、権権権権利利利利をををを制制制制限限限限することがありますから、そのすることがありますから、そのすることがありますから、そのすることがありますから、その作作作作業業業業内内内内容容容容の正確の正確の正確の正確性性性性がががが求求求求めらめらめらめられるというれるというれるというれるという意意意意見も、見も、見も、見も、国国国国土交土交土交土交通通通通省省省省からもいただいているところです。からもいただいているところです。からもいただいているところです。からもいただいているところです。先先先先般、川田委員からも、４般、川田委員からも、４般、川田委員からも、４般、川田委員からも、４スススステテテテップップップップをををを踏踏踏踏んで、こんなんで、こんなんで、こんなんで、こんなややややり方があるのではないかというり方があるのではないかというり方があるのではないかというり方があるのではないかというものをいただいています。その中の第１ものをいただいています。その中の第１ものをいただいています。その中の第１ものをいただいています。その中の第１スススステテテテップップップップとして、奈良として、奈良として、奈良として、奈良女女女女子大子大子大子大学学学学のののの図面図面図面図面をををを使使使使ったらったらったらったらいいということもいただいていますが、奈良県においても、いいということもいただいていますが、奈良県においても、いいということもいただいていますが、奈良県においても、いいということもいただいていますが、奈良県においても、以以以以前に、前に、前に、前に、同大同大同大同大学学学学ののののセセセセンンンンタタタターーーーとととと協協協協定を定を定を定を結結結結びまして、それをびまして、それをびまして、それをびまして、それを使使使使用しようとしたこともありました。ただ、それに関して、用しようとしたこともありました。ただ、それに関して、用しようとしたこともありました。ただ、それに関して、用しようとしたこともありました。ただ、それに関して、セセセセンンンンタタタターーーーから、から、から、から、小小小小字字字字名名名名やややや、、、、宅宅宅宅地地地地造造造造成の成の成の成の場所場所場所場所について、について、について、について、大大大大きなきなきなきな変変変変化があったところについては、化があったところについては、化があったところについては、化があったところについては、
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復元復元復元復元困困困困難難難難であるなど、であるなど、であるなど、であるなど、必ず必ず必ず必ずしも正確ではないということが、しも正確ではないということが、しも正確ではないということが、しも正確ではないということが、描描描描かれたようなかれたようなかれたようなかれたような図面図面図面図面、文、文、文、文書書書書ももももいただいており、正確いただいており、正確いただいており、正確いただいており、正確性性性性をををを求求求求められる行められる行められる行められる行政政政政資資資資料料料料としては、引用するにはとしては、引用するにはとしては、引用するにはとしては、引用するには若干若干若干若干そそそそぐぐぐぐわないのわないのわないのわないのではないかとではないかとではないかとではないかと思思思思っています。っています。っています。っています。４４４４スススステテテテップップップップのうちの２のうちの２のうちの２のうちの２番番番番目目目目ののののスススステテテテップップップップの、の、の、の、市町市町市町市町村保村保村保村保有有有有の地の地の地の地番番番番図図図図デデデデーーーータタタタとのとのとのとの整整整整合などにつ合などにつ合などにつ合などについては、いては、いては、いては、現現現現在在在在調整調整調整調整しているところです。３しているところです。３しているところです。３しているところです。３番番番番目目目目についても、についても、についても、についても、同じ同じ同じ同じように、正確ように、正確ように、正確ように、正確性性性性についてについてについてについては、いかがなものかとは、いかがなものかとは、いかがなものかとは、いかがなものかと思思思思っています。また、っています。また、っています。また、っています。また、砂砂砂砂防指防指防指防指定地全定地全定地全定地全体体体体についても、についても、についても、についても、最最最最終終終終的的的的にはにはにはには何何何何％％％％かだとかだとかだとかだと思思思思いますが、いますが、いますが、いますが、今今今今のところ、本のところ、本のところ、本のところ、本当当当当にどのようにここのところをにどのようにここのところをにどのようにここのところをにどのようにここのところを指指指指定地にすればいいの定地にすればいいの定地にすればいいの定地にすればいいのか、か、か、か、砂砂砂砂防指防指防指防指定の定の定の定の範囲範囲範囲範囲がどういうところかがわからないというがどういうところかがわからないというがどういうところかがわからないというがどういうところかがわからないという場所場所場所場所が出てくる可が出てくる可が出てくる可が出てくる可能能能能性性性性はありはありはありはありまして、そこについては、ごまして、そこについては、ごまして、そこについては、ごまして、そこについては、ご提案提案提案提案をいただきましたをいただきましたをいただきましたをいただきました近近近近隣隣隣隣のののの自自自自治治治治体体体体に対してのに対してのに対してのに対しての打打打打ち合わせち合わせち合わせち合わせやややや、、、、ヒヒヒヒアアアアリリリリンンンンググググなどの、可などの、可などの、可などの、可能能能能性性性性についてについてについてについて検討検討検討検討していきたいというところで、していきたいというところで、していきたいというところで、していきたいというところで、現現現現在在在在このようなこのようなこのようなこのような作作作作業を行っているところです。川田委員から言われたように、平成２９年度中に業を行っているところです。川田委員から言われたように、平成２９年度中に業を行っているところです。川田委員から言われたように、平成２９年度中に業を行っているところです。川田委員から言われたように、平成２９年度中に工工工工程程程程表表表表をつをつをつをつくるくるくるくる話話話話になっていますので、その対になっていますので、その対になっていますので、その対になっていますので、その対応応応応をしたいとをしたいとをしたいとをしたいと思思思思っています。っています。っています。っています。以上以上以上以上です。です。です。です。同じ同じ同じ同じようなできないようなできないようなできないようなできない説説説説明はたくさん聞いてきたのですけれど、できている部明はたくさん聞いてきたのですけれど、できている部明はたくさん聞いてきたのですけれど、できている部明はたくさん聞いてきたのですけれど、できている部○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員分もあるではないですか。全部が、分もあるではないですか。全部が、分もあるではないですか。全部が、分もあるではないですか。全部が、今今今今の言っていたものにの言っていたものにの言っていたものにの言っていたものに当当当当てはまるわけではなく、それてはまるわけではなく、それてはまるわけではなく、それてはまるわけではなく、それはははは多多多多分一部のことです。けれど、分一部のことです。けれど、分一部のことです。けれど、分一部のことです。けれど、当当当当てはまらない、てはまらない、てはまらない、てはまらない、普通普通普通普通にすにすにすにすぐぐぐぐつくれるものもたくさんあつくれるものもたくさんあつくれるものもたくさんあつくれるものもたくさんあるわけですよるわけですよるわけですよるわけですよねねねね。奈良。奈良。奈良。奈良市市市市のものを、前に見せたではないですか。あれもできているものがのものを、前に見せたではないですか。あれもできているものがのものを、前に見せたではないですか。あれもできているものがのものを、前に見せたではないですか。あれもできているものがたくさんあるわけです。たくさんあるわけです。たくさんあるわけです。たくさんあるわけです。全く全く全く全く何何何何もできていないので、なもできていないので、なもできていないので、なもできていないので、なぜぜぜぜできていないのですかと聞いているわけです。これはできていないのですかと聞いているわけです。これはできていないのですかと聞いているわけです。これはできていないのですかと聞いているわけです。これはできているけれども、この部分はできているけれども、この部分はできているけれども、この部分はできているけれども、この部分は複複複複雑雑雑雑で、正確で、正確で、正確で、正確性性性性にににに欠欠欠欠けるからけるからけるからけるから今調今調今調今調査中ですというのであ査中ですというのであ査中ですというのであ査中ですというのであればわかりますけれど、全部ができていないでしればわかりますけれど、全部ができていないでしればわかりますけれど、全部ができていないでしればわかりますけれど、全部ができていないでしょょょょう。そのう。そのう。そのう。その点点点点をお聞きしているのですけをお聞きしているのですけをお聞きしているのですけをお聞きしているのですけれど。れど。れど。れど。砂砂砂砂防指防指防指防指定地定地定地定地台帳台帳台帳台帳は、は、は、は、防災防災防災防災にも関係してくるので、にも関係してくるので、にも関係してくるので、にも関係してくるので、非常非常非常非常にににに重要重要重要重要なななな台帳台帳台帳台帳だとだとだとだと思思思思っていまっていまっていまっています。ましてす。ましてす。ましてす。ましてやややや、、、、法法法法で定められたものですから、で定められたものですから、で定められたものですから、で定められたものですから、当然当然当然当然ちちちちゃゃゃゃんとできていてんとできていてんとできていてんとできていて当当当当たり前のたり前のたり前のたり前の話話話話であであであであって、できていないのに、なって、できていないのに、なって、できていないのに、なって、できていないのに、なぜぜぜぜできていないと言われるのも、おかしいというか、あまりできていないと言われるのも、おかしいというか、あまりできていないと言われるのも、おかしいというか、あまりできていないと言われるのも、おかしいというか、あまり気気気気持持持持ちのいいものではないです。そのちのいいものではないです。そのちのいいものではないです。そのちのいいものではないです。その点点点点について、山田県土マネジメント部長、どうですについて、山田県土マネジメント部長、どうですについて、山田県土マネジメント部長、どうですについて、山田県土マネジメント部長、どうですか。そんなにか。そんなにか。そんなにか。そんなに時間時間時間時間がかかるものではないとがかかるものではないとがかかるものではないとがかかるものではないと思思思思います。もう１います。もう１います。もう１います。もう１点点点点ついでに聞いておきますが、ついでに聞いておきますが、ついでに聞いておきますが、ついでに聞いておきますが、香芝香芝香芝香芝市市市市にににに高高高高山山山山台台台台というというというという住住住住宅宅宅宅地があって、まだ地があって、まだ地があって、まだ地があって、まだ砂砂砂砂防指防指防指防指定がかかっています。定がかかっています。定がかかっています。定がかかっています。完完完完全に全に全に全にニュニュニュニューーーータタタタウウウウンになっていますけれど。だから、そういったンになっていますけれど。だから、そういったンになっていますけれど。だから、そういったンになっていますけれど。だから、そういった解解解解除除除除も含めて、も含めて、も含めて、も含めて、早早早早急急急急ににににややややるるるるべべべべきだときだときだときだと思思思思いいいいますが、いかがですか。ますが、いかがですか。ますが、いかがですか。ますが、いかがですか。 ご質ご質ご質ご質問問問問のありましたのありましたのありましたのありました砂砂砂砂防指防指防指防指定地定地定地定地台帳台帳台帳台帳のののの整備整備整備整備についてです。についてです。についてです。についてです。○山田県土マネジメント部長○山田県土マネジメント部長○山田県土マネジメント部長○山田県土マネジメント部長今今今今までもまでもまでもまでも何何何何度かご度かご度かご度かご指摘指摘指摘指摘いただきまして、おっしいただきまして、おっしいただきまして、おっしいただきまして、おっしゃゃゃゃられたように、られたように、られたように、られたように、砂砂砂砂防指防指防指防指定地を定地を定地を定地を解解解解除除除除できできできでき
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るところがまるところがまるところがまるところがまずずずず一つ。あと一つは、一つ。あと一つは、一つ。あと一つは、一つ。あと一つは、砂砂砂砂防指防指防指防指定地の定地の定地の定地の範囲範囲範囲範囲の特定が比の特定が比の特定が比の特定が比較較較較的的的的容易容易容易容易なところ。３つなところ。３つなところ。３つなところ。３つ目目目目は、川田委員がおっしは、川田委員がおっしは、川田委員がおっしは、川田委員がおっしゃゃゃゃったように、簡ったように、簡ったように、簡ったように、簡単単単単に特定できないところ、に特定できないところ、に特定できないところ、に特定できないところ、大大大大きくその３つがあきくその３つがあきくその３つがあきくその３つがあろうかとろうかとろうかとろうかと思思思思います。います。います。います。現現現現在在在在その３つについて、全その３つについて、全その３つについて、全その３つについて、全体体体体の中での中での中での中で幾幾幾幾ららららぐぐぐぐらいあるかという、らいあるかという、らいあるかという、らいあるかという、概概概概数数数数をををを把握把握把握把握したしたしたした上上上上で、で、で、で、当当当当然然然然でき得るところからでき得るところからでき得るところからでき得るところから順順順順次や次や次や次やっていくと。っていくと。っていくと。っていくと。加加加加藤藤藤藤県土マネジメント部県土マネジメント部県土マネジメント部県土マネジメント部次次次次長が言いましたが、長が言いましたが、長が言いましたが、長が言いましたが、最最最最終終終終的的的的になかなか特定できないところもになかなか特定できないところもになかなか特定できないところもになかなか特定できないところも幾幾幾幾つか出てこようとつか出てこようとつか出てこようとつか出てこようと思思思思いますが、いますが、いますが、いますが、今今今今年度、年度、年度、年度、工工工工程程程程表表表表をををを作作作作成する中では、成する中では、成する中では、成する中では、今今今今、申し、申し、申し、申し上げ上げ上げ上げた、た、た、た、解解解解除除除除できるところ、特定可できるところ、特定可できるところ、特定可できるところ、特定可能能能能なところ、それなところ、それなところ、それなところ、それ以外以外以外以外ののののところ、それところ、それところ、それところ、それぞぞぞぞれに分けて、どの程度のれに分けて、どの程度のれに分けて、どの程度のれに分けて、どの程度の時間時間時間時間がかかるかをがかかるかをがかかるかをがかかるかを詰詰詰詰めているところです。めているところです。めているところです。めているところです。以上以上以上以上でででです。す。す。す。 そのようにそのようにそのようにそのように細細細細かくかくかくかく整整整整理して理して理して理して説説説説明いただいたら、明いただいたら、明いただいたら、明いただいたら、非常非常非常非常にわかりにわかりにわかりにわかりややややすいとすいとすいとすいと思思思思いまいまいまいま○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員す。す。す。す。非常非常非常非常にににに複複複複雑雑雑雑なところは、なところは、なところは、なところは、打打打打ちかちかちかちかええええという方という方という方という方法法法法もあるわけですから。もあるわけですから。もあるわけですから。もあるわけですから。多多多多分、分、分、分、国国国国土交土交土交土交通通通通省省省省も全部がいいとは言わないとも全部がいいとは言わないとも全部がいいとは言わないとも全部がいいとは言わないと思思思思うのですけれど、交うのですけれど、交うのですけれど、交うのですけれど、交渉渉渉渉余地があるのかと余地があるのかと余地があるのかと余地があるのかと思思思思います。そのいます。そのいます。そのいます。その点点点点、、、、県土マネジメント部長、よろしくお願いしておきます。県土マネジメント部長、よろしくお願いしておきます。県土マネジメント部長、よろしくお願いしておきます。県土マネジメント部長、よろしくお願いしておきます。次次次次に、に、に、に、葛城葛城葛城葛城市市市市寺寺寺寺口のことで、前に、口のことで、前に、口のことで、前に、口のことで、前に、代表代表代表代表質質質質問問問問でもでもでもでもややややりました。りました。りました。りました。国国国国の交付金をの交付金をの交付金をの交付金を使使使使って、って、って、って、砂砂砂砂防指防指防指防指定地定地定地定地違反違反違反違反の、県がの、県がの、県がの、県が是是是是正正正正命命命命令令令令を行っていた。ところが、その土地に対して、を行っていた。ところが、その土地に対して、を行っていた。ところが、その土地に対して、を行っていた。ところが、その土地に対して、国国国国の交付金の交付金の交付金の交付金をををを使使使使って、本って、本って、本って、本来来来来県の事業でも、県の事業でも、県の事業でも、県の事業でも、違法違法違法違法地において、地において、地において、地において、公公公公共工共工共工共工事はできないと事はできないと事はできないと事はできないと思思思思っていますが、っていますが、っていますが、っていますが、そこは見そこは見そこは見そこは見解解解解のののの相違相違相違相違が出るので、どこかではっきりするとが出るので、どこかではっきりするとが出るので、どこかではっきりするとが出るので、どこかではっきりすると思思思思いますが、このいますが、このいますが、このいますが、この間間間間、お願いして、お願いして、お願いして、お願いしていた、いた、いた、いた、国国国国土交土交土交土交通通通通省省省省にににに提提提提出をした全ての交付金出をした全ての交付金出をした全ての交付金出をした全ての交付金絡絡絡絡みみみみの文の文の文の文書書書書を、社会資本を、社会資本を、社会資本を、社会資本整備整備整備整備総合交付金交付総合交付金交付総合交付金交付総合交付金交付決定決定決定決定通通通通知知知知書書書書等、等、等、等、書面書面書面書面は全部資は全部資は全部資は全部資料料料料提提提提供いただきました。けれど、どこを供いただきました。けれど、どこを供いただきました。けれど、どこを供いただきました。けれど、どこを探探探探しても、聞いても、しても、聞いても、しても、聞いても、しても、聞いても、そこの土地が、そこの土地が、そこの土地が、そこの土地が、是是是是正正正正命命命命令令令令をををを受受受受けたけたけたけた砂砂砂砂防指防指防指防指定地定地定地定地違反違反違反違反になっているということは、になっているということは、になっているということは、になっているということは、国国国国土交土交土交土交通通通通省省省省には一には一には一には一切切切切伝伝伝伝ええええていないということを確認させていただいたとていないということを確認させていただいたとていないということを確認させていただいたとていないということを確認させていただいたと思思思思うのですが、それでうのですが、それでうのですが、それでうのですが、それで間間間間違違違違いいいいないですか。ないですか。ないですか。ないですか。 川田委員からご川田委員からご川田委員からご川田委員からご指摘指摘指摘指摘のののの○加藤県土マネジメント部次長（砂防・災害対策課長事務取扱）○加藤県土マネジメント部次長（砂防・災害対策課長事務取扱）○加藤県土マネジメント部次長（砂防・災害対策課長事務取扱）○加藤県土マネジメント部次長（砂防・災害対策課長事務取扱）とおり、こちらから、そのようなことはとおり、こちらから、そのようなことはとおり、こちらから、そのようなことはとおり、こちらから、そのようなことは国国国国にはにはにはには伝伝伝伝ええええていません。ていません。ていません。ていません。聞き方を聞き方を聞き方を聞き方を変変変変ええええて１て１て１て１点点点点聞きますが、聞きますが、聞きますが、聞きますが、以以以以前おられた県土マネジメント部長の答弁前おられた県土マネジメント部長の答弁前おられた県土マネジメント部長の答弁前おられた県土マネジメント部長の答弁○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員では、県がでは、県がでは、県がでは、県が必要必要必要必要だとだとだとだと思思思思ったからったからったからったから公公公公共工共工共工共工事で事で事で事でややややったと。ったと。ったと。ったと。違法違法違法違法地だから地だから地だから地だからややややってはいけないとはってはいけないとはってはいけないとはってはいけないとはなっていないとおっしなっていないとおっしなっていないとおっしなっていないとおっしゃゃゃゃっていましたけれど、っていましたけれど、っていましたけれど、っていましたけれど、何何何何でもありですよでもありですよでもありですよでもありですよねねねね。だから、その決定に。だから、その決定に。だから、その決定に。だから、その決定に開開開開示示示示請請請請求求求求をかけて全部一をかけて全部一をかけて全部一をかけて全部一枚枚枚枚一一一一枚枚枚枚読読読読んでいたらんでいたらんでいたらんでいたら相相相相当当当当なななな時間時間時間時間がかかるので、がかかるので、がかかるので、がかかるので、除除除除きますが、きますが、きますが、きますが、最初最初最初最初はははは工工工工事などは事などは事などは事などは絶絶絶絶対できないよと。対できないよと。対できないよと。対できないよと。安安安安全、全、全、全、生生生生命命命命にかかわるようなことにかかわるようなことにかかわるようなことにかかわるようなことぐぐぐぐらいしかできないとらいしかできないとらいしかできないとらいしかできないと言っていたのに、言っていたのに、言っていたのに、言っていたのに、途途途途中で中で中で中で内内内内容容容容がががが変変変変わっているわけです。わっているわけです。わっているわけです。わっているわけです。最初最初最初最初はだめだと言っていたけれどはだめだと言っていたけれどはだめだと言っていたけれどはだめだと言っていたけれど
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も、なも、なも、なも、なぜ公ぜ公ぜ公ぜ公共工共工共工共工事ができるようになったのか、その事ができるようになったのか、その事ができるようになったのか、その事ができるようになったのか、その具体的具体的具体的具体的な理な理な理な理由由由由のののの説説説説明をお願いします。明をお願いします。明をお願いします。明をお願いします。特特特特段段段段に前に前に前に前回回回回からからからから変変変変わっわっわっわっ○加藤県土マネジメント部次長（砂防・災害対策課長事務取扱）○加藤県土マネジメント部次長（砂防・災害対策課長事務取扱）○加藤県土マネジメント部次長（砂防・災害対策課長事務取扱）○加藤県土マネジメント部次長（砂防・災害対策課長事務取扱）ているとているとているとていると思思思思っていませんが、っていませんが、っていませんが、っていませんが、今回今回今回今回砂砂砂砂防防防防事業を行っていますので、交付金事業における事業を行っていますので、交付金事業における事業を行っていますので、交付金事業における事業を行っていますので、交付金事業における砂砂砂砂防防防防事業の事業の事業の事業の目的目的目的目的としては、社会資本としては、社会資本としては、社会資本としては、社会資本整備整備整備整備総合交付金交付総合交付金交付総合交付金交付総合交付金交付要要要要綱綱綱綱において、において、において、において、流流流流域域域域におけるにおけるにおけるにおける荒荒荒荒廃廃廃廃地地地地域域域域の保全及び土の保全及び土の保全及び土の保全及び土石石石石流流流流等の土等の土等の土等の土砂砂砂砂災災災災害害害害からからからから下下下下流流流流域域域域にににに存存存存在在在在するするするする人人人人家家家家、、、、耕耕耕耕地、地、地、地、公公公公共共共共施設施設施設施設等を等を等を等を守守守守るといるといるといるということが、定められています。うことが、定められています。うことが、定められています。うことが、定められています。寺寺寺寺口の地口の地口の地口の地区区区区についても、そういうについても、そういうについても、そういうについても、そういう条条条条件件件件にににに当当当当てはまるということで、平てはまるということで、平てはまるということで、平てはまるということで、平石谷石谷石谷石谷川、川、川、川、太太太太田川で田川で田川で田川での土の土の土の土砂砂砂砂堆堆堆堆積積積積をををを予防予防予防予防して、して、して、して、下下下下流流流流域域域域のののの人人人人家家家家、、、、耕耕耕耕作作作作地、地、地、地、市市市市道等の道等の道等の道等の公公公公共共共共施設施設施設施設をををを被被被被災災災災からからからから守守守守るため、るため、るため、るため、予防予防予防予防保全として保全として保全として保全として砂砂砂砂防防防防事業を実事業を実事業を実事業を実施施施施したものであり、したものであり、したものであり、したものであり、公公公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砂砂砂砂防防防防事業の事業の事業の事業の目的目的目的目的とはとはとはとは相相相相違違違違はないとはないとはないとはな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。私私私私たちのたちのたちのたちの調調調調査では、査では、査では、査では、砂砂砂砂防指防指防指防指定地の定地の定地の定地の是是是是正を行う正を行う正を行う正を行う要件要件要件要件にににに適適適適合していないと合していないと合していないと合していないと思思思思うのうのうのうの○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員ですけれども、ですけれども、ですけれども、ですけれども、法律法律法律法律から全部、から全部、から全部、から全部、適適適適用する用する用する用する要件要件要件要件がががが書書書書いている資いている資いている資いている資料料料料をををを提提提提出いただけないですか。出いただけないですか。出いただけないですか。出いただけないですか。どういうどういうどういうどういう要件要件要件要件ががががひひひひっかかったから、これはできると言っかかったから、これはできると言っかかったから、これはできると言っかかったから、これはできると言ええええたのかということが１たのかということが１たのかということが１たのかということが１点点点点、お願い、お願い、お願い、お願いします。します。します。します。もう１もう１もう１もう１点点点点が、これは平行が、これは平行が、これは平行が、これは平行線線線線になりますが、になりますが、になりますが、になりますが、私私私私たちのたちのたちのたちの意意意意見では、見では、見では、見では、違法違法違法違法のののの砂砂砂砂防指防指防指防指定地に定地に定地に定地に工工工工事事事事ををををややややってしまうと、ってしまうと、ってしまうと、ってしまうと、違法違法違法違法地はたくさんあるわけで、地はたくさんあるわけで、地はたくさんあるわけで、地はたくさんあるわけで、法法法法のののの下下下下の平等があるわけですから、その平等があるわけですから、その平等があるわけですから、その平等があるわけですから、そこのこのこのこの要件要件要件要件にもよりますけれど、にもよりますけれど、にもよりますけれど、にもよりますけれど、整整整整合合合合性性性性がなくがなくがなくがなく普通普通普通普通はできない。はできない。はできない。はできない。普通普通普通普通はははは代執代執代執代執行で行で行で行でややややらなけれらなけれらなけれらなければいけない。ただし、そこのばいけない。ただし、そこのばいけない。ただし、そこのばいけない。ただし、そこの持持持持ちちちち主主主主の方がの方がの方がの方が亡亡亡亡くなったので、くなったので、くなったので、くなったので、結結結結局局局局代執代執代執代執行はできなくなった行はできなくなった行はできなくなった行はできなくなったと、たしかこのようなと、たしかこのようなと、たしかこのようなと、たしかこのような説説説説明だったと明だったと明だったと明だったと思思思思うのですが、それでよろしいですか。うのですが、それでよろしいですか。うのですが、それでよろしいですか。うのですが、それでよろしいですか。川田委員からご川田委員からご川田委員からご川田委員からご指摘指摘指摘指摘のののの○加藤県土マネジメント部次長（砂防・災害対策課長事務取扱）○加藤県土マネジメント部次長（砂防・災害対策課長事務取扱）○加藤県土マネジメント部次長（砂防・災害対策課長事務取扱）○加藤県土マネジメント部次長（砂防・災害対策課長事務取扱）とおり、もしここのところに行とおり、もしここのところに行とおり、もしここのところに行とおり、もしここのところに行為為為為者がいるのであれば、行者がいるのであれば、行者がいるのであれば、行者がいるのであれば、行政政政政代執代執代執代執行になろうかと行になろうかと行になろうかと行になろうかと思思思思いますいますいますいますが、が、が、が、今今今今、お、お、お、お話話話話にありましたとおり、このにありましたとおり、このにありましたとおり、このにありましたとおり、この場所場所場所場所について、について、について、について、違反違反違反違反行行行行為為為為をした方がをした方がをした方がをした方が亡亡亡亡くなったこくなったこくなったこくなったこと、またその会社と、またその会社と、またその会社と、またその会社自体自体自体自体がががが幽霊幽霊幽霊幽霊的的的的なななな存存存存在在在在で、で、で、で、登登登登記記記記簿簿簿簿上上上上はははは残残残残っていますが、実っていますが、実っていますが、実っていますが、実際際際際にはにはにはには動動動動かす方かす方かす方かす方はははは誰誰誰誰もももも残残残残っていないということもありまして、行っていないということもありまして、行っていないということもありまして、行っていないということもありまして、行政政政政代執代執代執代執行したくてもできないということ行したくてもできないということ行したくてもできないということ行したくてもできないということもあり、もあり、もあり、もあり、公公公公共共共共事業で実事業で実事業で実事業で実施施施施したところです。したところです。したところです。したところです。では、お聞きしますが、では、お聞きしますが、では、お聞きしますが、では、お聞きしますが、競競競競売売売売かけられているのですよかけられているのですよかけられているのですよかけられているのですよねねねね。。。。競競競競売売売売といといといといええええば、そば、そば、そば、そ○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員のののの財産財産財産財産の名の名の名の名義義義義をををを変更変更変更変更していくわけです。お金の対していくわけです。お金の対していくわけです。お金の対していくわけです。お金の対価価価価交交交交換換換換が、が、が、が、当然当然当然当然あるわけですけれど、あるわけですけれど、あるわけですけれど、あるわけですけれど、競競競競売売売売かけるときに、かけるときに、かけるときに、かけるときに、非常非常非常非常にににに気気気気になっていて。になっていて。になっていて。になっていて。私私私私たちのたちのたちのたちの調調調調査は、査は、査は、査は、終終終終わっているのですけれど、わっているのですけれど、わっているのですけれど、わっているのですけれど、土地取得について、土地取得について、土地取得について、土地取得について、競競競競売手続売手続売手続売手続を確認したのが平成２５年６月２４日と、開を確認したのが平成２５年６月２４日と、開を確認したのが平成２５年６月２４日と、開を確認したのが平成２５年６月２４日と、開示示示示請請請請求求求求して県かして県かして県かして県から出てきた資ら出てきた資ら出てきた資ら出てきた資料料料料です。です。です。です。市市市市議会に議会に議会に議会に競競競競売売売売ををををややややるのだと報告したと。８月１日にるのだと報告したと。８月１日にるのだと報告したと。８月１日にるのだと報告したと。８月１日に公公公公告を告を告を告を予予予予定して定して定して定して
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いるということです。ところが、いるということです。ところが、いるということです。ところが、いるということです。ところが、評価評価評価評価額が額が額が額が低低低低く、く、く、く、邪魔邪魔邪魔邪魔が入る可が入る可が入る可が入る可能能能能性性性性があるため、告があるため、告があるため、告があるため、告示示示示前に前に前に前に第第第第三三三三者に知られたくないと。者に知られたくないと。者に知られたくないと。者に知られたくないと。自自自自分が分が分が分が参参参参加加加加しないのならいいのかもしれないですけれど、しないのならいいのかもしれないですけれど、しないのならいいのかもしれないですけれど、しないのならいいのかもしれないですけれど、自自自自分も分も分も分も参参参参加加加加しているわけです。しているわけです。しているわけです。しているわけです。城城城城市市市市が、が、が、が、買買買買っているのですから。それで、っているのですから。それで、っているのですから。それで、っているのですから。それで、登登登登記記記記簿簿簿簿には、差には、差には、差には、差しししし押押押押ささささええええ地であり、地であり、地であり、地であり、競競競競売売売売開開開開始始始始決定である決定である決定である決定である旨旨旨旨がががが記載記載記載記載。。。。現況調現況調現況調現況調査報告査報告査報告査報告書書書書では、では、では、では、当該当該当該当該地の地の地の地の砂砂砂砂防指防指防指防指定地で、定地で、定地で、定地で、是是是是正正正正指指指指導導導導中であることが中であることが中であることが中であることが記載記載記載記載。メ。メ。メ。メモモモモもももも間間間間違違違違っていて、っていて、っていて、っていて、是是是是正正正正命命命命令令令令が出たが出たが出たが出た後後後後なのです。なのです。なのです。なのです。是是是是正正正正命命命命令令令令後後後後にににに競競競競売売売売にかかっていますので、にかかっていますので、にかかっていますので、にかかっていますので、書書書書きききき間間間間違違違違いで、いで、いで、いで、葛城葛城葛城葛城市市市市に聞いたら、それはわかに聞いたら、それはわかに聞いたら、それはわかに聞いたら、それはわかっていたということです。これっていたということです。これっていたということです。これっていたということです。これぐぐぐぐらい、らい、らい、らい、フフフファァァァイルイルイルイル１１１１冊冊冊冊にににに固固固固めてあります。それからめてあります。それからめてあります。それからめてあります。それから考え考え考え考えて、て、て、て、競競競競売売売売で取得できないときには、で取得できないときには、で取得できないときには、で取得できないときには、公公公公園園園園事業地として事業地として事業地として事業地として落札落札落札落札者と用地者と用地者と用地者と用地買買買買収交収交収交収交渉渉渉渉を行うかを行うかを行うかを行うか否否否否かを、かを、かを、かを、決して事前には決して事前には決して事前には決して事前には公公公公表表表表できないと。できないと。できないと。できないと。競競競競売売売売とは、とは、とは、とは、公公公公明正明正明正明正大大大大ににににややややるものではないのですか。るものではないのですか。るものではないのですか。るものではないのですか。葛城葛城葛城葛城市市市市ですけれど、ですけれど、ですけれど、ですけれど、完完完完全に全に全に全に隠蔽隠蔽隠蔽隠蔽していますよしていますよしていますよしていますよねねねね。。。。もう１もう１もう１もう１点点点点、、、、時間時間時間時間がないので、がないので、がないので、がないので、端端端端的的的的に。ここまでの事実もとれたのですけれど、県がに。ここまでの事実もとれたのですけれど、県がに。ここまでの事実もとれたのですけれど、県がに。ここまでの事実もとれたのですけれど、県が公公公公共共共共工工工工事の事の事の事の協協協協議を議を議を議をややややっているわけです。県がっているわけです。県がっているわけです。県がっているわけです。県が工工工工事入ってくるとわかっているのです。というこ事入ってくるとわかっているのです。というこ事入ってくるとわかっているのです。というこ事入ってくるとわかっているのです。ということは、とは、とは、とは、競競競競売売売売のかかるのかかるのかかるのかかる価価価価値値値値、本、本、本、本来来来来だったら県のだったら県のだったら県のだったら県の工工工工事つきになるわけでし事つきになるわけでし事つきになるわけでし事つきになるわけでしょょょょう。県のう。県のう。県のう。県の工工工工事つき事つき事つき事つきになるということは、になるということは、になるということは、になるということは、完完完完全な全な全な全な競競競競売売売売妨妨妨妨害害害害です。それを知っていてです。それを知っていてです。それを知っていてです。それを知っていて公公公公表表表表していないですから、していないですから、していないですから、していないですから、競競競競売売売売妨妨妨妨害害害害ではないですか。県の資ではないですか。県の資ではないですか。県の資ではないですか。県の資料料料料が出てきたということは県も知っているわけです。が出てきたということは県も知っているわけです。が出てきたということは県も知っているわけです。が出てきたということは県も知っているわけです。重重重重大大大大なことだとなことだとなことだとなことだと思思思思うのです。うのです。うのです。うのです。違法違法違法違法公公公公共工共工共工共工事の事の事の事の話話話話ももちろんそうですけれど、もともとももちろんそうですけれど、もともとももちろんそうですけれど、もともとももちろんそうですけれど、もともと個人個人個人個人ががががややややっていて、っていて、っていて、っていて、違法違法違法違法しまくしまくしまくしまくっていて、っていて、っていて、っていて、直直直直せとせとせとせと是是是是正正正正命命命命令令令令まで出された。まで出された。まで出された。まで出された。是是是是正正正正命命命命令令令令を出してを出してを出してを出して直直直直しなさいという県の行いは、しなさいという県の行いは、しなさいという県の行いは、しなさいという県の行いは、そこまではそこまではそこまではそこまでは間間間間違違違違いないといないといないといないと思思思思います。けれどそのいます。けれどそのいます。けれどそのいます。けれどその後後後後です。なです。なです。なです。なぜぜぜぜこのようなこのようなこのようなこのような解解解解決の決の決の決の仕仕仕仕方になる方になる方になる方になるのですか。その方がのですか。その方がのですか。その方がのですか。その方が亡亡亡亡くなられてもくなられてもくなられてもくなられても財産財産財産財産交交交交換換換換があるのだから、行があるのだから、行があるのだから、行があるのだから、行為為為為者はその者はその者はその者はその人人人人かもしれなかもしれなかもしれなかもしれないけれども、いけれども、いけれども、いけれども、是是是是正正正正命命命命令令令令の土地だとわかっての土地だとわかっての土地だとわかっての土地だとわかって買買買買うわけだから、うわけだから、うわけだから、うわけだから、当然当然当然当然そのそのそのその人人人人もそれをもそれをもそれをもそれを修修修修正する正する正する正する義義義義務というのは出てくるのではないですか。そうでないと、名務というのは出てくるのではないですか。そうでないと、名務というのは出てくるのではないですか。そうでないと、名務というのは出てくるのではないですか。そうでないと、名義義義義がががが変変変変わったら、わったら、わったら、わったら、是是是是正正正正命命命命令令令令が出ている土地が、が出ている土地が、が出ている土地が、が出ている土地が、是是是是正正正正命命命命令令令令ではない土地にではない土地にではない土地にではない土地に変身変身変身変身するわけですから、これはするわけですから、これはするわけですから、これはするわけですから、これは重大重大重大重大なななな問問問問題題題題だだだだとととと思思思思います。います。います。います。刑法刑法刑法刑法にもにもにもにも抵触抵触抵触抵触しているのではないかとしているのではないかとしているのではないかとしているのではないか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。私私私私の理の理の理の理解解解解と認と認と認と認識識識識ですが、ですが、ですが、ですが、○加藤県土マネジメント部次長（砂防・災害対策課長事務取扱）○加藤県土マネジメント部次長（砂防・災害対策課長事務取扱）○加藤県土マネジメント部次長（砂防・災害対策課長事務取扱）○加藤県土マネジメント部次長（砂防・災害対策課長事務取扱）資資資資料料料料を見たを見たを見たを見た範囲範囲範囲範囲で、第１で、第１で、第１で、第１回目回目回目回目のののの競競競競売売売売では、では、では、では、葛城葛城葛城葛城市市市市はははは落札落札落札落札できていません。第できていません。第できていません。第できていません。第三三三三者が者が者が者が落札落札落札落札ししししており会社だったとており会社だったとており会社だったとており会社だったと思思思思いますが、お金をいますが、お金をいますが、お金をいますが、お金を納納納納入しなかったので、入しなかったので、入しなかったので、入しなかったので、破破破破談談談談になっています。そのになっています。そのになっています。そのになっています。その後後後後、第２、第２、第２、第２回目回目回目回目のときに、引きのときに、引きのときに、引きのときに、引き続続続続いていていていて競競競競売売売売が行われまして、が行われまして、が行われまして、が行われまして、葛城葛城葛城葛城市市市市がががが落札落札落札落札したとなっていましたとなっていましたとなっていましたとなっています。す。す。す。葛城葛城葛城葛城市市市市のののの協協協協議の中では、この地議の中では、この地議の中では、この地議の中では、この地域域域域をどうするかは、いろいろなをどうするかは、いろいろなをどうするかは、いろいろなをどうするかは、いろいろな市市市市と県のと県のと県のと県の協協協協議会をされ議会をされ議会をされ議会をされていますが、ていますが、ていますが、ていますが、最初最初最初最初からそういうからそういうからそういうからそういう密密密密約などでされていたということではないと認約などでされていたということではないと認約などでされていたということではないと認約などでされていたということではないと認識識識識していましていましていましていま
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す。す。す。す。 密密密密約というかどうか、県から言っていったわけです。県が、約というかどうか、県から言っていったわけです。県が、約というかどうか、県から言っていったわけです。県が、約というかどうか、県から言っていったわけです。県が、葛城葛城葛城葛城市何市何市何市何とかしとかしとかしとかし○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員ようと、県もようと、県もようと、県もようと、県もややややろうということだったのでしろうということだったのでしろうということだったのでしろうということだったのでしょょょょう、そういうう、そういうう、そういうう、そういう証証証証言ももらっていますけれど。言ももらっていますけれど。言ももらっていますけれど。言ももらっていますけれど。言っていますように、１言っていますように、１言っていますように、１言っていますように、１回目回目回目回目は、別の方がは、別の方がは、別の方がは、別の方が落札落札落札落札されているのです。けれど、その方も、されているのです。けれど、その方も、されているのです。けれど、その方も、されているのです。けれど、その方も、全全全全然然然然落札落札落札落札されなかったので、お金を入れられなかった、されなかったので、お金を入れられなかった、されなかったので、お金を入れられなかった、されなかったので、お金を入れられなかった、流流流流れたのですか。２れたのですか。２れたのですか。２れたのですか。２回目回目回目回目のとき、のとき、のとき、のとき、葛城葛城葛城葛城市市市市は、は、は、は、値値値値段段段段をををを上げ上げ上げ上げているわけです。ているわけです。ているわけです。ているわけです。内内内内容容容容は全部聞いてきて、知っています。は全部聞いてきて、知っています。は全部聞いてきて、知っています。は全部聞いてきて、知っています。葛城葛城葛城葛城市市市市かかかからららら直接直接直接直接聞いています。この聞いています。この聞いています。この聞いています。この内内内内容容容容があったにもかかわらがあったにもかかわらがあったにもかかわらがあったにもかかわらずずずず、こういったことを、こういったことを、こういったことを、こういったことをややややっていて、っていて、っていて、っていて、競競競競売売売売妨妨妨妨害害害害にににに当当当当たるのではないですか。たるのではないですか。たるのではないですか。たるのではないですか。違法違法違法違法公公公公共工共工共工共工事の分とこの分は別で、２つあると事の分とこの分は別で、２つあると事の分とこの分は別で、２つあると事の分とこの分は別で、２つあると思思思思ううううのですけれど、そんなのですけれど、そんなのですけれど、そんなのですけれど、そんなややややり方はり方はり方はり方は絶絶絶絶対できないと対できないと対できないと対できないと思思思思いますけれど、いかがですか。いますけれど、いかがですか。いますけれど、いかがですか。いますけれど、いかがですか。どのようにお答どのようにお答どのようにお答どのようにお答ええええしたしたしたした○加藤県土マネジメント部次長（砂防・災害対策課長事務取扱）○加藤県土マネジメント部次長（砂防・災害対策課長事務取扱）○加藤県土マネジメント部次長（砂防・災害対策課長事務取扱）○加藤県土マネジメント部次長（砂防・災害対策課長事務取扱）らいいかわかりませんが、１らいいかわかりませんが、１らいいかわかりませんが、１らいいかわかりませんが、１回目回目回目回目に、そのようなに、そのようなに、そのようなに、そのような形形形形で、ほかの方がで、ほかの方がで、ほかの方がで、ほかの方が落札落札落札落札もしているというもしているというもしているというもしているということもありますし、２こともありますし、２こともありますし、２こともありますし、２回目回目回目回目に、に、に、に、葛城葛城葛城葛城市市市市がががが落札落札落札落札したということでしたので、特したということでしたので、特したということでしたので、特したということでしたので、特段段段段何何何何がががが後後後後ろにろにろにろにあったということはないと認あったということはないと認あったということはないと認あったということはないと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。それも含めて、それも含めて、それも含めて、それも含めて、調調調調査は査は査は査は大体大体大体大体終終終終わっており、そちらも、わっており、そちらも、わっており、そちらも、わっており、そちらも、多多多多分、分、分、分、今初今初今初今初めて聞いためて聞いためて聞いためて聞いた○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員ことだとことだとことだとことだと思思思思うのです。前からうのです。前からうのです。前からうのです。前から思思思思っていたのですが、そんなことはないなどと言うれるけれっていたのですが、そんなことはないなどと言うれるけれっていたのですが、そんなことはないなどと言うれるけれっていたのですが、そんなことはないなどと言うれるけれど、ど、ど、ど、普通普通普通普通はははは調調調調査するとか言うのではないですか。査するとか言うのではないですか。査するとか言うのではないですか。査するとか言うのではないですか。何何何何もしないのにいきなりもしないのにいきなりもしないのにいきなりもしないのにいきなり否否否否定されている定されている定されている定されているのです、いつも、いろいろなことでも。のです、いつも、いろいろなことでも。のです、いつも、いろいろなことでも。のです、いつも、いろいろなことでも。それは、それは、それは、それは、神神神神ののののみみみみぞぞぞぞ知るようなことと知るようなことと知るようなことと知るようなことと思思思思うのですが、このうのですが、このうのですが、このうのですが、この間間間間ののののパパパパネネネネルルルルは県土マネジメントは県土マネジメントは県土マネジメントは県土マネジメント部長からご部長からご部長からご部長からご指指指指導導導導いただいたといただいたといただいたといただいたと先先先先日報告を日報告を日報告を日報告を受受受受けたのですが、けたのですが、けたのですが、けたのですが、初初初初めて言っているにもかかわらめて言っているにもかかわらめて言っているにもかかわらめて言っているにもかかわらずずずず、それは実はこういう理、それは実はこういう理、それは実はこういう理、それは実はこういう理由由由由でこうしたのだろうとか、その答弁でこうしたのだろうとか、その答弁でこうしたのだろうとか、その答弁でこうしたのだろうとか、その答弁姿勢姿勢姿勢姿勢はおかしいのではなはおかしいのではなはおかしいのではなはおかしいのではないですか。いですか。いですか。いですか。今今今今、、、、情情情情報報報報公公公公開が開が開が開が非常非常非常非常にににに厳厳厳厳しく言われている中で、もうしく言われている中で、もうしく言われている中で、もうしく言われている中で、もう少少少少し真し真し真し真摯摯摯摯に答に答に答に答ええええてくださてくださてくださてください。聞いているい。聞いているい。聞いているい。聞いている側側側側からしたらからしたらからしたらからしたら非常非常非常非常に不に不に不に不愉愉愉愉快快快快です。です。です。です。人間人間人間人間ですからわからないことはですからわからないことはですからわからないことはですからわからないことは当然当然当然当然あるあるあるあるわけです。けれど、わけです。けれど、わけです。けれど、わけです。けれど、普通普通普通普通ならならならなら調べ調べ調べ調べて、これはこうなりました、ああなりました、こういうて、これはこうなりました、ああなりました、こういうて、これはこうなりました、ああなりました、こういうて、これはこうなりました、ああなりました、こういう見見見見解解解解ですとか。このですとか。このですとか。このですとか。この競競競競売売売売妨妨妨妨害害害害が、が、が、が、競競競競売売売売妨妨妨妨害害害害と言いと言いと言いと言い切切切切ったらったらったらったら怒怒怒怒られますけれど、られますけれど、られますけれど、られますけれど、競競競競売売売売妨妨妨妨害害害害とととと疑いがある、疑いがある、疑いがある、疑いがある、非常非常非常非常にににに重重重重い行い行い行い行為為為為とととと思思思思っていますので、っていますので、っていますので、っていますので、普通普通普通普通なら弁なら弁なら弁なら弁護護護護士士士士に聞きに行かれるとか、に聞きに行かれるとか、に聞きに行かれるとか、に聞きに行かれるとか、法法法法的的的的確認をされるのではないのですか。その確認をされるのではないのですか。その確認をされるのではないのですか。その確認をされるのではないのですか。その辺辺辺辺いかがですか。いかがですか。いかがですか。いかがですか。違法違法違法違法地での地での地での地での工工工工事と、事と、事と、事と、競競競競売売売売妨妨妨妨害害害害になるようなになるようなになるようなになるようなややややりとりがあっりとりがあっりとりがあっりとりがあっ○山田県土マネジメント部長○山田県土マネジメント部長○山田県土マネジメント部長○山田県土マネジメント部長たのではないかという２つのたのではないかという２つのたのではないかという２つのたのではないかという２つの指摘指摘指摘指摘があったとがあったとがあったとがあったと思思思思います。います。います。います。その中で、その中で、その中で、その中で、加加加加藤藤藤藤県土マネジメント部県土マネジメント部県土マネジメント部県土マネジメント部次次次次長の対長の対長の対長の対応応応応の中で、真の中で、真の中で、真の中で、真摯摯摯摯にににに受受受受け取るけ取るけ取るけ取るべべべべきではないかきではないかきではないかきではないかというというというという意意意意見もありまして、確かにおっし見もありまして、確かにおっし見もありまして、確かにおっし見もありまして、確かにおっしゃゃゃゃるとおり、このるとおり、このるとおり、このるとおり、この件件件件に関して、川田委員にも資に関して、川田委員にも資に関して、川田委員にも資に関して、川田委員にも資料料料料
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をおをおをおをお渡渡渡渡ししていますけれども、ししていますけれども、ししていますけれども、ししていますけれども、経経経経緯緯緯緯をそれなりにはをそれなりにはをそれなりにはをそれなりには調べ調べ調べ調べているつもりではあります。ただ、ているつもりではあります。ただ、ているつもりではあります。ただ、ているつもりではあります。ただ、その中で、もっとその中で、もっとその中で、もっとその中で、もっと細細細細かくかくかくかく調べ調べ調べ調べるるるるべべべべきききき点点点点もももも当然当然当然当然あろうかとあろうかとあろうかとあろうかと思思思思います。います。います。います。論論論論点点点点が新しく出てきまが新しく出てきまが新しく出てきまが新しく出てきましたので、そういうしたので、そういうしたので、そういうしたので、そういう視視視視点点点点で、で、で、で、今今今今持持持持っている事実が正しいか、正しくないかではなくて、見っている事実が正しいか、正しくないかではなくて、見っている事実が正しいか、正しくないかではなくて、見っている事実が正しいか、正しくないかではなくて、見方を方を方を方を変変変変ええええれば、れば、れば、れば、違違違違うううう観点観点観点観点もあるともあるともあるともあると思思思思いますので、一度いますので、一度いますので、一度いますので、一度調べ調べ調べ調べ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。よろしくお願いします。行よろしくお願いします。行よろしくお願いします。行よろしくお願いします。行政政政政ですから、おかしいところはですから、おかしいところはですから、おかしいところはですから、おかしいところは調べ調べ調べ調べていくというていくというていくというていくという○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員のは、のは、のは、のは、当当当当たり前の行たり前の行たり前の行たり前の行為為為為であって、行であって、行であって、行であって、行政政政政がががが違法違法違法違法的的的的なことをなことをなことをなことをややややっていて、それがもしばれたら、っていて、それがもしばれたら、っていて、それがもしばれたら、っていて、それがもしばれたら、行行行行政政政政がががが都都都都合合合合悪悪悪悪いから、いから、いから、いから、隠隠隠隠すと、すと、すと、すと、国国国国でもでもでもでも問問問問題題題題になっていますけれど、これはになっていますけれど、これはになっていますけれど、これはになっていますけれど、これは絶絶絶絶対あり得ない対あり得ない対あり得ない対あり得ないです。そこはです。そこはです。そこはです。そこは変変変変わっていくというか、もともとそうではないとはわっていくというか、もともとそうではないとはわっていくというか、もともとそうではないとはわっていくというか、もともとそうではないとは思思思思っていますけれど、そっていますけれど、そっていますけれど、そっていますけれど、そういうことはういうことはういうことはういうことは絶絶絶絶対ないようにお願いしたいと対ないようにお願いしたいと対ないようにお願いしたいと対ないようにお願いしたいと思思思思います。います。います。います。通通通通告もしていませんし、一つだけお告もしていませんし、一つだけお告もしていませんし、一つだけお告もしていませんし、一つだけお尋ね尋ね尋ね尋ねしたい。したい。したい。したい。○奥山委員○奥山委員○奥山委員○奥山委員答弁者は、答弁者は、答弁者は、答弁者は、誰誰誰誰なのかはわかりませんが、いつも決算審査になのかはわかりませんが、いつも決算審査になのかはわかりませんが、いつも決算審査になのかはわかりませんが、いつも決算審査に当当当当たって、監査たって、監査たって、監査たって、監査結果結果結果結果報告報告報告報告書書書書をををを一一一一番番番番重要重要重要重要視視視視しています。その中で、行しています。その中で、行しています。その中で、行しています。その中で、行政政政政ののののプロプロプロプロと、と、と、と、私私私私のように一般、のように一般、のように一般、のように一般、民間民間民間民間のののの感感感感覚覚覚覚とがとがとがとが違違違違ううううのだろうとはのだろうとはのだろうとはのだろうとは思思思思いますけれども、いますけれども、いますけれども、いますけれども、指摘指摘指摘指摘事項、事項、事項、事項、注注注注意意意意事項、事項、事項、事項、意意意意見事項などと、見事項などと、見事項などと、見事項などと、書書書書いていただいいていただいいていただいいていただいています。その中ています。その中ています。その中ています。その中身身身身を見ると、を見ると、を見ると、を見ると、指摘指摘指摘指摘事項は、事項は、事項は、事項は、基基基基本本本本的的的的には、には、には、には、法律法律法律法律にににに抵触抵触抵触抵触するかもわからないするかもわからないするかもわからないするかもわからないから、これはしっかりしなさいよと。から、これはしっかりしなさいよと。から、これはしっかりしなさいよと。から、これはしっかりしなさいよと。法令法令法令法令等に等に等に等に違反違反違反違反するもの、するもの、するもの、するもの、重大重大重大重大なものがなものがなものがなものが指摘指摘指摘指摘事項にな事項にな事項にな事項になっており、っており、っており、っており、意意意意見事項は、見事項は、見事項は、見事項は、刑刑刑刑罰罰罰罰でいうと、でいうと、でいうと、でいうと、重重重重いもの、中いもの、中いもの、中いもの、中間間間間、、、、軽軽軽軽いのは、いのは、いのは、いのは、執執執執行行行行猶猶猶猶予予予予がついていがついていがついていがついているようなるようなるようなるような説説説説明があるのです。項明があるのです。項明があるのです。項明があるのです。項目目目目別に見ていくと、別に見ていくと、別に見ていくと、別に見ていくと、指摘指摘指摘指摘事項というのは、行事項というのは、行事項というのは、行事項というのは、行政政政政の事務のの事務のの事務のの事務のププププロロロロが、１年が、１年が、１年が、１年間間間間一一一一生生生生懸懸懸懸命命命命していることに対して、していることに対して、していることに対して、していることに対して、ココココンンンンプライプライプライプライアアアアンンンンススススも含めて、一も含めて、一も含めて、一も含めて、一番番番番大大大大事だろ事だろ事だろ事だろうというから、うというから、うというから、うというから、指摘指摘指摘指摘事項に入っているのですが、事項に入っているのですが、事項に入っているのですが、事項に入っているのですが、私私私私のようなのようなのようなのような民間民間民間民間の者からすると、の者からすると、の者からすると、の者からすると、例え例え例え例えばばばば奈良県の奈良県の奈良県の奈良県の財財財財布布布布の中は、の中は、の中は、の中は、予予予予算審査特別委員会で、算審査特別委員会で、算審査特別委員会で、算審査特別委員会で、来来来来年度はこれだけの税収があり、その中で年度はこれだけの税収があり、その中で年度はこれだけの税収があり、その中で年度はこれだけの税収があり、その中で県県県県民民民民がいかにがいかにがいかにがいかに福祉福祉福祉福祉向上向上向上向上、、、、安安安安心心心心・・・・安安安安全も全も全も全も図図図図りながら、りながら、りながら、りながら、将将将将来来来来の奈良県づくりを見の奈良県づくりを見の奈良県づくりを見の奈良県づくりを見渡渡渡渡してしてしてして予予予予算算算算設設設設計します。その中で、計します。その中で、計します。その中で、計します。その中で、財財財財布布布布の中に入ってくるものが、の中に入ってくるものが、の中に入ってくるものが、の中に入ってくるものが、未回未回未回未回収が収が収が収が非常非常非常非常にににに多多多多いのがいつもいのがいつもいのがいつもいのがいつも私私私私はははは一一一一番注番注番注番注目目目目します。ということは、一します。ということは、一します。ということは、一します。ということは、一番番番番軽軽軽軽いいいい意意意意見事項が、実は見事項が、実は見事項が、実は見事項が、実は私私私私の中では、決算では一の中では、決算では一の中では、決算では一の中では、決算では一番番番番重重重重要要要要視視視視しています。しています。しています。しています。午午午午前に、池田委員も質前に、池田委員も質前に、池田委員も質前に、池田委員も質問問問問されていましたけれども、一されていましたけれども、一されていましたけれども、一されていましたけれども、一番番番番大大大大きな税のきな税のきな税のきな税の未回未回未回未回収が、収が、収が、収が、意意意意見事項見事項見事項見事項で、一で、一で、一で、一番番番番軽軽軽軽いところに入っている。いところに入っている。いところに入っている。いところに入っている。私私私私から言わせれば、から言わせれば、から言わせれば、から言わせれば、法律法律法律法律をををを守守守守るのはるのはるのはるのは基基基基本本本本的的的的に行に行に行に行政政政政マンマンマンマンの一の一の一の一番番番番大大大大事な、一事な、一事な、一事な、一番番番番のののの基基基基本だと本だと本だと本だと思思思思っているのです。決算は、どれだけのお金がきちんと入っているのです。決算は、どれだけのお金がきちんと入っているのです。決算は、どれだけのお金がきちんと入っているのです。決算は、どれだけのお金がきちんと入ってきた、こういう理ってきた、こういう理ってきた、こういう理ってきた、こういう理由由由由でででで未回未回未回未回収がありました、というところを見ます。事業については収がありました、というところを見ます。事業については収がありました、というところを見ます。事業については収がありました、というところを見ます。事業については予予予予算であれだけたたいて、算であれだけたたいて、算であれだけたたいて、算であれだけたたいて、私私私私は認めていますから、そのは認めていますから、そのは認めていますから、そのは認めていますから、その予予予予算がいかに算がいかに算がいかに算がいかに執執執執行されたか、そし行されたか、そし行されたか、そし行されたか、そして、保て、保て、保て、保留留留留してしてしてして来来来来年度に年度に年度に年度に回回回回す分もありました、そして、す分もありました、そして、す分もありました、そして、す分もありました、そして、将将将将来来来来の奈良県にとってどれだけこのの奈良県にとってどれだけこのの奈良県にとってどれだけこのの奈良県にとってどれだけこの
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予予予予算が算が算が算が有有有有効効効効であるかを、いつもであるかを、いつもであるかを、いつもであるかを、いつも私私私私は決算で見ているのです。は決算で見ているのです。は決算で見ているのです。は決算で見ているのです。本本本本当当当当はははは細細細細かいかいかいかい款款款款項で、質項で、質項で、質項で、質問問問問したいことがあるのですけれど、このしたいことがあるのですけれど、このしたいことがあるのですけれど、このしたいことがあるのですけれど、この場場場場ではではではではややややめます。あしめます。あしめます。あしめます。あした、あさってとありますので。た、あさってとありますので。た、あさってとありますので。た、あさってとありますので。基基基基本本本本的的的的にはにはにはには指摘指摘指摘指摘事項、事項、事項、事項、注注注注意意意意事項、事項、事項、事項、意意意意見事項の中見事項の中見事項の中見事項の中身身身身のののの意意意意味味味味が、が、が、が、わからないのです。わからないのです。わからないのです。わからないのです。細細細細かいかいかいかい指摘指摘指摘指摘事項が、３４事項が、３４事項が、３４事項が、３４件件件件あり、あり、あり、あり、半半半半分分分分以上以上以上以上のことはこのような行のことはこのような行のことはこのような行のことはこのような行政政政政ママママンだったらンだったらンだったらンだったら当当当当たり前のことではないかと、見ています。ところが、たり前のことではないかと、見ています。ところが、たり前のことではないかと、見ています。ところが、たり前のことではないかと、見ています。ところが、注注注注意意意意事項で、税収で事項で、税収で事項で、税収で事項で、税収で大大大大きなきなきなきな未回未回未回未回収があります、と。これは収があります、と。これは収があります、と。これは収があります、と。これは大大大大事ではないかと。ところが、これは事ではないかと。ところが、これは事ではないかと。ところが、これは事ではないかと。ところが、これは意意意意見事項と見事項と見事項と見事項と書書書書いいいいていることに対して、ていることに対して、ていることに対して、ていることに対して、感感感感覚覚覚覚がががが私私私私とととと違違違違うものだから、もしうものだから、もしうものだから、もしうものだから、もし間間間間違違違違っていたらっていたらっていたらっていたら指摘指摘指摘指摘してほしい。してほしい。してほしい。してほしい。いつも決算については、このことをいつも決算については、このことをいつも決算については、このことをいつも決算については、このことを重要重要重要重要視視視視しながら、あしたからしながら、あしたからしながら、あしたからしながら、あしたからススススタタタターーーートしたいとトしたいとトしたいとトしたいと思思思思うのうのうのうので。で。で。で。細細細細かい、県のマネジメントも聞きたかったのですけれども、きかい、県のマネジメントも聞きたかったのですけれども、きかい、県のマネジメントも聞きたかったのですけれども、きかい、県のマネジメントも聞きたかったのですけれども、きょょょょうは、このうは、このうは、このうは、この件件件件だけを、だけを、だけを、だけを、答答答答ええええられるられるられるられる人人人人がおられたら答がおられたら答がおられたら答がおられたら答ええええていただければていただければていただければていただければ結結結結構構構構です。です。です。です。奥山委員のおっし奥山委員のおっし奥山委員のおっし奥山委員のおっしゃゃゃゃったことは、ったことは、ったことは、ったことは、非常非常非常非常によくわかります。によくわかります。によくわかります。によくわかります。重大重大重大重大○新座監査委員事務局長○新座監査委員事務局長○新座監査委員事務局長○新座監査委員事務局長なものからいいますと、もちろんなものからいいますと、もちろんなものからいいますと、もちろんなものからいいますと、もちろん指摘指摘指摘指摘事項が一事項が一事項が一事項が一番番番番重大重大重大重大、その、その、その、その次次次次がががが注注注注意意意意事項。事項。事項。事項。意意意意見事項は、見事項は、見事項は、見事項は、その中では一その中では一その中では一その中では一番番番番、、、、軽軽軽軽いことになっています。いことになっています。いことになっています。いことになっています。指摘指摘指摘指摘事項というのは、事項というのは、事項というのは、事項というのは、違法違法違法違法また不また不また不また不当当当当でででで著著著著しいしいしいしいものになります。ものになります。ものになります。ものになります。今今今今、おっし、おっし、おっし、おっしゃゃゃゃいましたいましたいましたいました未未未未収金、特に県税でしたら、金額も収金、特に県税でしたら、金額も収金、特に県税でしたら、金額も収金、特に県税でしたら、金額も大大大大きいのにどうしてこうなのきいのにどうしてこうなのきいのにどうしてこうなのきいのにどうしてこうなのかということだろうとかということだろうとかということだろうとかということだろうと思思思思います。ただ、債います。ただ、債います。ただ、債います。ただ、債権権権権のののの回回回回収は、いろいろな事収は、いろいろな事収は、いろいろな事収は、いろいろな事情情情情がありまして、ながありまして、ながありまして、ながありまして、なかなか取りにくい債かなか取りにくい債かなか取りにくい債かなか取りにくい債権権権権もあります。債もあります。債もあります。債もあります。債権権権権のののの回回回回収について、特に収について、特に収について、特に収について、特に大大大大きくて、きくて、きくて、きくて、十十十十分に取り分に取り分に取り分に取り組組組組めめめめていないであろうという部分については、ていないであろうという部分については、ていないであろうという部分については、ていないであろうという部分については、指摘指摘指摘指摘事項になっています。取り事項になっています。取り事項になっています。取り事項になっています。取り組み組み組み組みはかなりはかなりはかなりはかなり強強強強くされているけれども、事くされているけれども、事くされているけれども、事くされているけれども、事情情情情があってなかなか取れないというがあってなかなか取れないというがあってなかなか取れないというがあってなかなか取れないという場場場場合であれば、合であれば、合であれば、合であれば、注注注注意意意意事項で、事項で、事項で、事項で、軽軽軽軽く見く見く見く見ええええるのですけれども、そういうるのですけれども、そういうるのですけれども、そういうるのですけれども、そういう形形形形になっています。ですから、になっています。ですから、になっています。ですから、になっています。ですから、未未未未収金があるからと収金があるからと収金があるからと収金があるからといって、一いって、一いって、一いって、一律律律律にこれというにこれというにこれというにこれという形形形形にはなっていません。それにはなっていません。それにはなっていません。それにはなっていません。それぞぞぞぞれのれのれのれの内内内内容容容容によって分けているのによって分けているのによって分けているのによって分けているのが実が実が実が実態態態態です。です。です。です。以上以上以上以上です。です。です。です。要望要望要望要望にしておきます。にしておきます。にしておきます。にしておきます。法律法律法律法律をををを守守守守るのは行るのは行るのは行るのは行政政政政マンの一マンの一マンの一マンの一番番番番大大大大事なところです。項事なところです。項事なところです。項事なところです。項○奥山委員○奥山委員○奥山委員○奥山委員目目目目を見ていて、を見ていて、を見ていて、を見ていて、来来来来年も出てきたらどうなのかと年も出てきたらどうなのかと年も出てきたらどうなのかと年も出てきたらどうなのかと思思思思うわけです。うわけです。うわけです。うわけです。少少少少なくともなくともなくともなくとも法法法法的的的的なものにつなものにつなものにつなものについてのいてのいてのいての指摘指摘指摘指摘事項が、３４事項が、３４事項が、３４事項が、３４件件件件あったら、あったら、あったら、あったら、今今今今度は度は度は度は半半半半分分分分ぐぐぐぐらいにならないといけないとらいにならないといけないとらいにならないといけないとらいにならないといけないと思思思思いながいながいながいながら、ら、ら、ら、基基基基本本本本的的的的には県には県には県には県民民民民のためにのためにのためにのために使使使使うお金をどのようにしていただくかといううお金をどのようにしていただくかといううお金をどのようにしていただくかといううお金をどのようにしていただくかという努力努力努力努力がががが必要必要必要必要です。です。です。です。私私私私は長いは長いは長いは長い間間間間議員をしていますので、行議員をしていますので、行議員をしていますので、行議員をしていますので、行政政政政マンでマンでマンでマンで集集集集金に行くのを金に行くのを金に行くのを金に行くのをややややめて、めて、めて、めて、専門専門専門専門家家家家に委に委に委に委託託託託したしたしたしたらどうですかと言ったことがありました。らどうですかと言ったことがありました。らどうですかと言ったことがありました。らどうですかと言ったことがありました。指指指指定管理者か定管理者か定管理者か定管理者か何何何何か、か、か、か、家賃家賃家賃家賃を取りに行くを取りに行くを取りに行くを取りに行く専門専門専門専門家家家家をををを雇雇雇雇って、って、って、って、ややややって、実って、実って、実って、実績績績績もももも上上上上がっていることがあります。がっていることがあります。がっていることがあります。がっていることがあります。むむむむしり取りに行くのとしり取りに行くのとしり取りに行くのとしり取りに行くのと違違違違って、本って、本って、本って、本来来来来いただけるお金をいただけないことで、行いただけるお金をいただけないことで、行いただけるお金をいただけないことで、行いただけるお金をいただけないことで、行政政政政がつまがつまがつまがつまずずずずくということはものすごくくということはものすごくくということはものすごくくということはものすごく心心心心配配配配でででで
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