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中川 産業・雇用振興部長中川 産業・雇用振興部長中川 産業・雇用振興部長中川 産業・雇用振興部長福谷 農林部長福谷 農林部長福谷 農林部長福谷 農林部長山田 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山田 県土マネジメント部長金剛 まちづくり推進局長金剛 まちづくり推進局長金剛 まちづくり推進局長金剛 まちづくり推進局長西川 水道局長西川 水道局長西川 水道局長西川 水道局長吉田 教育長吉田 教育長吉田 教育長吉田 教育長安田 警察本部長安田 警察本部長安田 警察本部長安田 警察本部長 ほか、関係職員ほか、関係職員ほか、関係職員ほか、関係職員１名１名１名１名傍 聴 者傍 聴 者傍 聴 者傍 聴 者 議第６５号 平成２８年度奈良県水道用水供給事業費特別会計剰余金の処分議第６５号 平成２８年度奈良県水道用水供給事業費特別会計剰余金の処分議第６５号 平成２８年度奈良県水道用水供給事業費特別会計剰余金の処分議第６５号 平成２８年度奈良県水道用水供給事業費特別会計剰余金の処分議 事議 事議 事議 事 及び決算の認定について及び決算の認定について及び決算の認定について及び決算の認定について議第６７号 平成２８年度奈良県歳入歳出決算の認定について議第６７号 平成２８年度奈良県歳入歳出決算の認定について議第６７号 平成２８年度奈良県歳入歳出決算の認定について議第６７号 平成２８年度奈良県歳入歳出決算の認定について報第２９号 健全化判断比率及び資金不足比率の報告について報第２９号 健全化判断比率及び資金不足比率の報告について報第２９号 健全化判断比率及び資金不足比率の報告について報第２９号 健全化判断比率及び資金不足比率の報告について＜会議の経過＞＜会議の経過＞＜会議の経過＞＜会議の経過＞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○中村委員長本日の会議において、写真・テレビ撮影による取材の申し入れがきています。本日の会議において、写真・テレビ撮影による取材の申し入れがきています。本日の会議において、写真・テレビ撮影による取材の申し入れがきています。本日の会議において、写真・テレビ撮影による取材の申し入れがきています。記者席以外の場所からの写真・テレビ撮影につきましては、事前に承認を得ることにな記者席以外の場所からの写真・テレビ撮影につきましては、事前に承認を得ることにな記者席以外の場所からの写真・テレビ撮影につきましては、事前に承認を得ることにな記者席以外の場所からの写真・テレビ撮影につきましては、事前に承認を得ることになっておりますので、皆様にお諮りします。っておりますので、皆様にお諮りします。っておりますので、皆様にお諮りします。っておりますので、皆様にお諮りします。会議の審議に支障のないように行っていただくことで許可してよろしいでしょうか。会議の審議に支障のないように行っていただくことで許可してよろしいでしょうか。会議の審議に支障のないように行っていただくことで許可してよろしいでしょうか。会議の審議に支障のないように行っていただくことで許可してよろしいでしょうか。（ 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・テレビ撮影による取材を許可することとします。それでは、写真・テレビ撮影による取材を許可することとします。それでは、写真・テレビ撮影による取材を許可することとします。それでは、写真・テレビ撮影による取材を許可することとします。それでは、日程に従いまして、総括審査を行います。それでは、日程に従いまして、総括審査を行います。それでは、日程に従いまして、総括審査を行います。それでは、日程に従いまして、総括審査を行います。なお、阪口委員から資料配付の申し出がありました。お手元に配付しておりますので、なお、阪口委員から資料配付の申し出がありました。お手元に配付しておりますので、なお、阪口委員から資料配付の申し出がありました。お手元に配付しておりますので、なお、阪口委員から資料配付の申し出がありました。お手元に配付しておりますので、ご了ご了ご了ご了承承承承願願願願います。います。います。います。各各各各部局の審査で部局の審査で部局の審査で部局の審査で残さ残さ残さ残されたれたれたれた問題問題問題問題を中を中を中を中心心心心にににに質疑等質疑等質疑等質疑等があれがあれがあれがあればばばば、、、、ご発言願ご発言願ご発言願ご発言願います。います。います。います。なお、理事者の皆なお、理事者の皆なお、理事者の皆なお、理事者の皆さんさんさんさんには、委員のには、委員のには、委員のには、委員の質疑等質疑等質疑等質疑等にににに対対対対してしてしてして明確明確明確明確、かつ、かつ、かつ、かつ簡潔簡潔簡潔簡潔なななな答弁答弁答弁答弁をおをおをおをお願願願願いしまいしまいしまいします。す。す。す。それでは、それでは、それでは、それでは、ご発言願ご発言願ご発言願ご発言願います。います。います。います。私私私私からは、県職員のからは、県職員のからは、県職員のからは、県職員の超過勤超過勤超過勤超過勤務についての務についての務についての務についての質問質問質問質問ででででござござござございます。います。います。います。○阪口委員○阪口委員○阪口委員○阪口委員今回今回今回今回、元県、元県、元県、元県庁庁庁庁職員３５歳の職員３５歳の職員３５歳の職員３５歳の男男男男性の性の性の性の自殺自殺自殺自殺にかかにかかにかかにかかわわわわるるるる質問等質問等質問等質問等ももももござござござございますので、いますので、いますので、いますので、質問質問質問質問にににに当当当当たたたた
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りましては、りましては、りましては、りましては、遺族遺族遺族遺族のののの了解了解了解了解もいただいてのもいただいてのもいただいてのもいただいての質問質問質問質問ででででござござござございます。います。います。います。お手元に西田お手元に西田お手元に西田お手元に西田さんさんさんさんの２０１７年１月分の出の２０１７年１月分の出の２０１７年１月分の出の２０１７年１月分の出勤簿勤簿勤簿勤簿を、皆様を、皆様を、皆様を、皆様方方方方におにおにおにお渡渡渡渡ししております。そのししております。そのししております。そのししております。その出出出出勤簿勤簿勤簿勤簿にににに基基基基づいてづいてづいてづいて質問質問質問質問します。します。します。します。１１１１点目点目点目点目は、１月１３日金は、１月１３日金は、１月１３日金は、１月１３日金曜曜曜曜日ですが、日ですが、日ですが、日ですが、打刻時間打刻時間打刻時間打刻時間が８が８が８が８時時時時１３分から２３１３分から２３１３分から２３１３分から２３時時時時４１分、そこで４１分、そこで４１分、そこで４１分、そこでのののの時間時間時間時間外外外外勤勤勤勤務が４務が４務が４務が４時間時間時間時間４５分で４５分で４５分で４５分でござござござございます。ところが、前日の１２日のいます。ところが、前日の１２日のいます。ところが、前日の１２日のいます。ところが、前日の１２日の打刻時間打刻時間打刻時間打刻時間８８８８時時時時１４１４１４１４分から２２分から２２分から２２分から２２時時時時３５分、このときも４３５分、このときも４３５分、このときも４３５分、このときも４時間時間時間時間４５分で４５分で４５分で４５分でござござござございます。１３日のほうが長いいます。１３日のほうが長いいます。１３日のほうが長いいます。１３日のほうが長いわけわけわけわけででででござござござございますから、４いますから、４いますから、４いますから、４時間時間時間時間４５分はおかしい４５分はおかしい４５分はおかしい４５分はおかしいわけわけわけわけで、で、で、で、私私私私の計算では、６の計算では、６の計算では、６の計算では、６時間時間時間時間４３分になるか４３分になるか４３分になるか４３分になるかと。本と。本と。本と。本来勤来勤来勤来勤務務務務時間時間時間時間を１５分を１５分を１５分を１５分刻み刻み刻み刻みででででカウカウカウカウントしていくのはおかしいントしていくのはおかしいントしていくのはおかしいントしていくのはおかしいわけわけわけわけで、分でで、分でで、分でで、分でカウカウカウカウントすントすントすントすべべべべきであるときであるときであるときであると思思思思います。まいます。まいます。まいます。まず過小ず過小ず過小ず過小計算をしていることについての計算をしていることについての計算をしていることについての計算をしていることについての質問質問質問質問ででででござござござございます。います。います。います。打刻時間打刻時間打刻時間打刻時間とととと実勤実勤実勤実勤務務務務時間時間時間時間との関係でとの関係でとの関係でとの関係でござござござございますが、阪口委員がおっしいますが、阪口委員がおっしいますが、阪口委員がおっしいますが、阪口委員がおっしゃゃゃゃいましいましいましいまし○荒井知事○荒井知事○荒井知事○荒井知事たように、たように、たように、たように、打刻時間打刻時間打刻時間打刻時間とととと実勤実勤実勤実勤務務務務時間時間時間時間のののの間間間間にににに退庁準備退庁準備退庁準備退庁準備などいろいろななどいろいろななどいろいろななどいろいろな作作作作業があるということで、業があるということで、業があるということで、業があるということで、約約約約１５分ほどとっております。そのほかに、１５分ほどとっております。そのほかに、１５分ほどとっております。そのほかに、１５分ほどとっております。そのほかに、実実実実はははは打刻時間打刻時間打刻時間打刻時間はははは遅遅遅遅かったかったかったかったけけけけれども、れども、れども、れども、勤勤勤勤務では務では務では務ではなしに、なしに、なしに、なしに、自自自自分の分の分の分の仕仕仕仕事といいますか、事といいますか、事といいますか、事といいますか、自自自自分の用務を分の用務を分の用務を分の用務を果果果果たしておられることもあるたしておられることもあるたしておられることもあるたしておられることもあるわけわけわけわけででででござござござございます。阪口委員からこれまでもいます。阪口委員からこれまでもいます。阪口委員からこれまでもいます。阪口委員からこれまでも質問質問質問質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けけけけれども、どこまでがれども、どこまでがれども、どこまでがれども、どこまでが自自自自分の分の分の分の仕仕仕仕事、ど事、ど事、ど事、どこまでがこまでがこまでがこまでが命じ命じ命じ命じられたられたられたられた仕仕仕仕事かということは、事かということは、事かということは、事かということは、今今今今までなかなかはっきりしなかったまま、申告までなかなかはっきりしなかったまま、申告までなかなかはっきりしなかったまま、申告までなかなかはっきりしなかったまま、申告にににに基基基基づいていたというのがづいていたというのがづいていたというのがづいていたというのが実情実情実情実情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。今今今今、お、お、お、お示示示示しになりましたしになりましたしになりましたしになりました打刻時間打刻時間打刻時間打刻時間とととと実勤実勤実勤実勤務務務務時間時間時間時間とのとのとのとの差差差差はそのようなはそのようなはそのようなはそのような要素要素要素要素がががが間間間間に入っているものと推察できるに入っているものと推察できるに入っているものと推察できるに入っているものと推察できるわけわけわけわけででででござござござございまいまいまいます。す。す。す。今今今今までのまでのまでのまでの実勤実勤実勤実勤務務務務時間時間時間時間とととと自自自自分の分の分の分のオフィスオフィスオフィスオフィスにににに残残残残っての用務とのっての用務とのっての用務とのっての用務との差差差差がはっきりしなかったこがはっきりしなかったこがはっきりしなかったこがはっきりしなかったことは事とは事とは事とは事実実実実ででででござござござございますが、いますが、いますが、いますが、今今今今、、、、退勤退勤退勤退勤管理の中で、管理の中で、管理の中で、管理の中で、命じ命じ命じ命じられたられたられたられた仕仕仕仕事でしか事でしか事でしか事でしか残残残残ってはいってはいってはいってはいけけけけないないない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徹底徹底徹底徹底しようとしているしようとしているしようとしているしようとしているわけわけわけわけででででござござござございます。います。います。います。過去過去過去過去のこのような事のこのような事のこのような事のこのような事例例例例が、阪口委が、阪口委が、阪口委が、阪口委員から員から員から員から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時間差時間差時間差時間差のののの原因原因原因原因をををを追追追追及する中で、及する中で、及する中で、及する中で、退勤退勤退勤退勤管理の管理の管理の管理の合合合合理化を理化を理化を理化を図図図図っているとっているとっているとっているところでころでころでころでござござござございます。います。います。います。１月１３日、２３１月１３日、２３１月１３日、２３１月１３日、２３時時時時４１分と申しましたら、４１分と申しましたら、４１分と申しましたら、４１分と申しましたら、電車等電車等電車等電車等がなくなるがなくなるがなくなるがなくなる時間時間時間時間でもあるでもあるでもあるでもある○阪口委員○阪口委員○阪口委員○阪口委員わけわけわけわけです。です。です。です。好好好好きできできできで残残残残っているとはっているとはっているとはっているとは考え考え考え考えられないとられないとられないとられないと思思思思いますが、いますが、いますが、いますが、次次次次のののの質問質問質問質問ができまができまができまができませんせんせんせんので、ので、ので、ので、このこのこのこの点点点点について、またについて、またについて、またについて、また時間時間時間時間をかをかをかをかけけけけててててややややります。２ります。２ります。２ります。２点目点目点目点目は、１月２７日、は、１月２７日、は、１月２７日、は、１月２７日、打刻時間打刻時間打刻時間打刻時間が７が７が７が７時時時時４４４４５分から２３５分から２３５分から２３５分から２３時時時時３９分、このときの３９分、このときの３９分、このときの３９分、このときの時間時間時間時間外外外外勤勤勤勤務の手務の手務の手務の手当当当当がついていない。この２７日にかかがついていない。この２７日にかかがついていない。この２７日にかかがついていない。この２７日にかかわわわわららららずずずず、９日、９日、９日、９日間間間間ほどほどほどほど時間時間時間時間外外外外勤勤勤勤務がついていない。これは務がついていない。これは務がついていない。これは務がついていない。これはサーサーサーサービビビビス残ス残ス残ス残業に業に業に業に当当当当たるのではないたるのではないたるのではないたるのではないかとかとかとかと考え考え考え考えますが、いかがおますが、いかがおますが、いかがおますが、いかがお考え考え考え考えでしょうか。でしょうか。でしょうか。でしょうか。残残残残業は、業は、業は、業は、上司上司上司上司からからからから命じ命じ命じ命じられてしていただくのがられてしていただくのがられてしていただくのがられてしていただくのが基基基基本で本で本で本でござござござございます。います。います。います。命じ命じ命じ命じたたたた残残残残○荒井知事○荒井知事○荒井知事○荒井知事業については、業については、業については、業については、残残残残業手業手業手業手当当当当をををを払払払払うのがうのがうのがうのが大原則大原則大原則大原則ででででござござござございます。います。います。います。退庁時間退庁時間退庁時間退庁時間がががが遅遅遅遅くなって、くなって、くなって、くなって、残残残残業手業手業手業手
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当当当当がががが払わ払わ払わ払われていないではないかということにれていないではないかということにれていないではないかということにれていないではないかということに対対対対して、それがして、それがして、それがして、それがサーサーサーサービビビビス残ス残ス残ス残業に業に業に業に当当当当たるのか、たるのか、たるのか、たるのか、自身自身自身自身の業務にの業務にの業務にの業務に当当当当たるのかのたるのかのたるのかのたるのかの区区区区別がはっきりしなかったというのは、別がはっきりしなかったというのは、別がはっきりしなかったというのは、別がはっきりしなかったというのは、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たとおたとおたとおたとおりでりでりでりでござござござございますが、いますが、いますが、いますが、原則原則原則原則はははは残残残残業は業は業は業は命じ命じ命じ命じられてられてられてられてややややるものであります。るものであります。るものであります。るものであります。命じ命じ命じ命じられたられたられたられた残残残残業につい業につい業につい業については、手ては、手ては、手ては、手当当当当をきちをきちをきちをきちんんんんとととと払払払払うのがうのがうのがうのが原則原則原則原則ででででござござござございます。います。います。います。現現現現場が場が場が場が徹底徹底徹底徹底しなかったかもしれないとしなかったかもしれないとしなかったかもしれないとしなかったかもしれないという危いう危いう危いう危惧惧惧惧があるがあるがあるがあるわけわけわけわけででででござござござございますが、いますが、いますが、いますが、退庁退庁退庁退庁管理の一環として、管理の一環として、管理の一環として、管理の一環として、今今今今、、、、徹底徹底徹底徹底するようにしていするようにしていするようにしていするようにしているところでるところでるところでるところでござござござございます。このいます。このいます。このいます。この時間時間時間時間ががががサーサーサーサービビビビス残ス残ス残ス残業になるかどうかは業になるかどうかは業になるかどうかは業になるかどうかは過去過去過去過去のことで、のことで、のことで、のことで、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、自発的自発的自発的自発的にににに残残残残業業業業さささされたか、れたか、れたか、れたか、自自自自分の分の分の分の仕仕仕仕事を事を事を事をさささされたか。このれたか。このれたか。このれたか。この亡亡亡亡くなられたくなられたくなられたくなられた方方方方はははは大変大変大変大変よよよよくくくく仕仕仕仕事を事を事を事をさささされて、れて、れて、れて、残残残残業業業業さささされたれたれたれた傾向傾向傾向傾向がありますので、一がありますので、一がありますので、一がありますので、一概概概概にににに言え言え言え言えないないないないわけわけわけわけででででござござござございますが、いますが、いますが、いますが、残残残残業手業手業手業手当当当当の支給についてのの支給についてのの支給についてのの支給についての考え方考え方考え方考え方は、申しは、申しは、申しは、申し上げ上げ上げ上げましたとおりでましたとおりでましたとおりでましたとおりでござござござございます。います。います。います。私私私私がおがおがおがお聞聞聞聞きしているきしているきしているきしている勤勤勤勤務務務務状態状態状態状態では、特にでは、特にでは、特にでは、特に忙忙忙忙しかったのは、県の教育委員会のしかったのは、県の教育委員会のしかったのは、県の教育委員会のしかったのは、県の教育委員会の○阪口委員○阪口委員○阪口委員○阪口委員教職員教職員教職員教職員課課課課、、、、今回今回今回今回のののの砂防砂防砂防砂防・・・・災害対災害対災害対災害対策策策策課課課課ででででござござござございます。います。います。います。毎毎毎毎日日日日毎毎毎毎日日日日仕仕仕仕事に事に事に事に追わ追わ追わ追われていたと。そしれていたと。そしれていたと。そしれていたと。そして、て、て、て、例えば例えば例えば例えば１月２２日の１月２２日の１月２２日の１月２２日の休休休休日も出日も出日も出日も出勤勤勤勤しています。これはしています。これはしています。これはしています。これは時間時間時間時間外外外外勤勤勤勤務がついていますので、務がついていますので、務がついていますので、務がついていますので、証明証明証明証明ははははさささされています。れています。れています。れています。仕仕仕仕事に事に事に事に追わ追わ追わ追われていたれていたれていたれていた状況状況状況状況で、で、で、で、遅遅遅遅くまでくまでくまでくまで残残残残っていたと。ただっていたと。ただっていたと。ただっていたと。ただ単単単単にににに個人個人個人個人がががが残残残残っていたという認っていたという認っていたという認っていたという認識識識識にはにはにはには立立立立たないたないたないたないわけわけわけわけででででござござござございますが、いますが、いますが、いますが、再再再再度その度その度その度その点点点点についておについておについておについてお聞聞聞聞きしきしきしきします。ます。ます。ます。 このこのこのこの方方方方がががが趣味趣味趣味趣味でででで残残残残っておられたと申しているっておられたと申しているっておられたと申しているっておられたと申しているわけわけわけわけではもちろではもちろではもちろではもちろんござんござんござんございまいまいまいませんせんせんせん。。。。○荒井知事○荒井知事○荒井知事○荒井知事このこのこのこの組織組織組織組織全全全全体体体体のののの忙忙忙忙しかったしかったしかったしかった時期時期時期時期に、に、に、に、多多多多くのくのくのくの人人人人が全てが全てが全てが全て同じ同じ同じ同じようにようにようにように残残残残業業業業さささされたか、れたか、れたか、れたか、彼彼彼彼にににに集集集集中し中し中し中していたのかどうかは管理のていたのかどうかは管理のていたのかどうかは管理のていたのかどうかは管理の点点点点からはからはからはからは大大大大きなきなきなきな課題課題課題課題ででででござござござございます。このいます。このいます。このいます。この方方方方がががが残残残残業を業を業を業を随随随随分分分分さささされるれるれるれる方方方方であったことは、であったことは、であったことは、であったことは、同じ組織同じ組織同じ組織同じ組織の中の比の中の比の中の比の中の比較較較較でででで見見見見れれれればばばばよくよくよくよくわわわわかるかるかるかるわけわけわけわけででででござござござございますが、そのいますが、そのいますが、そのいますが、その方方方方が、が、が、が、命じ命じ命じ命じられないられないられないられない残残残残業はしないということは職員の全員に業はしないということは職員の全員に業はしないということは職員の全員に業はしないということは職員の全員に適適適適用用用用さささされる。れる。れる。れる。残残残残業を業を業を業を命じ命じ命じ命じられたられたられたられたときは、支給するように。その中でときは、支給するように。その中でときは、支給するように。その中でときは、支給するように。その中で大変集大変集大変集大変集中して、中して、中して、中して、体体体体をををを傷め傷め傷め傷められたかもしれないられたかもしれないられたかもしれないられたかもしれない時期時期時期時期があがあがあがあることは承知しておりますが、そのることは承知しておりますが、そのることは承知しておりますが、そのることは承知しておりますが、その組織組織組織組織のののの人人人人全員が全員が全員が全員が大変大変大変大変ししししんんんんどいどいどいどい目目目目にににに遭わ遭わ遭わ遭われたかというと、れたかというと、れたかというと、れたかというと、必ず必ず必ず必ずしもそうではなしに、そのしもそうではなしに、そのしもそうではなしに、そのしもそうではなしに、その組織組織組織組織のののの大変仕大変仕大変仕大変仕事が事が事が事が多多多多かったかったかったかった時期時期時期時期はあるはあるはあるはあるわけわけわけわけででででござござござございます。います。います。います。彼彼彼彼にににに命じ命じ命じ命じられたられたられたられた仕仕仕仕事が事が事が事が集集集集中していると、中していると、中していると、中していると、大変過大大変過大大変過大大変過大ででででござござござございますので、そのいますので、そのいますので、そのいますので、その点点点点はははは勤勤勤勤務管理、務管理、務管理、務管理、仕仕仕仕事の分事の分事の分事の分散散散散という観という観という観という観点点点点からはからはからはからは重要重要重要重要な事な事な事な事項項項項だとだとだとだと思思思思っております。このっております。このっております。このっております。この方方方方ののののケースケースケースケースにおいて、において、において、において、そのような事そのような事そのような事そのような事項項項項があったかどうか、があったかどうか、があったかどうか、があったかどうか、勤勤勤勤務務務務状況状況状況状況のののの調調調調査をして、査をして、査をして、査をして、遺族遺族遺族遺族にににに勤勤勤勤務務務務時間時間時間時間の全てをおの全てをおの全てをおの全てをお見見見見せせせせしたしたしたしたわけわけわけわけででででござござござございます。その中からこれからの教います。その中からこれからの教います。その中からこれからの教います。その中からこれからの教訓訓訓訓はははは酌み酌み酌み酌み取っていく取っていく取っていく取っていくべべべべきものだときものだときものだときものだと思思思思っっっっております。ております。ております。ております。この出この出この出この出勤簿勤簿勤簿勤簿では、では、では、では、時間時間時間時間外外外外勤勤勤勤務は４２務は４２務は４２務は４２時間時間時間時間１５分で１５分で１５分で１５分でござござござございます。います。います。います。私私私私の計算ではの計算ではの計算ではの計算では○阪口委員○阪口委員○阪口委員○阪口委員１００１００１００１００時間ぐ時間ぐ時間ぐ時間ぐらいではないかとらいではないかとらいではないかとらいではないかと思思思思いますが、いますが、いますが、いますが、堂々めぐ堂々めぐ堂々めぐ堂々めぐりになりますので、りになりますので、りになりますので、りになりますので、少少少少し観し観し観し観点点点点をををを変え変え変え変え
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てててて質問質問質問質問しますが、しますが、しますが、しますが、現在現在現在現在、、、、過労死過労死過労死過労死ののののライライライラインは、ンは、ンは、ンは、発症発症発症発症前２前２前２前２カカカカ月月月月間間間間ないし６ないし６ないし６ないし６カカカカ月月月月間間間間ににににわわわわたって１たって１たって１たって１カカカカ月月月月当当当当たりおおたりおおたりおおたりおおむねむねむねむね８０８０８０８０時間時間時間時間をををを超え超え超え超える場る場る場る場合合合合をををを過労死ライ過労死ライ過労死ライ過労死ラインとンとンとンと私私私私は認は認は認は認識識識識していますが、知事していますが、知事していますが、知事していますが、知事のののの過労死ライ過労死ライ過労死ライ過労死ラインの認ンの認ンの認ンの認識識識識についておについておについておについてお聞聞聞聞きしたいときしたいときしたいときしたいと思思思思います。います。います。います。余り余り余り余り働働働働きききき過ぎ過ぎ過ぎ過ぎると、いると、いると、いると、いわゆわゆわゆわゆるるるる過労死過労死過労死過労死になることはになることはになることはになることは厳然厳然厳然厳然たる事たる事たる事たる事実実実実ででででござござござございます。います。います。います。○荒井知事○荒井知事○荒井知事○荒井知事過労死過労死過労死過労死がどのようにがどのようにがどのようにがどのように発生発生発生発生するのか、するのか、するのか、するのか、組織組織組織組織の中での中での中での中で働働働働いていただいている以いていただいている以いていただいている以いていただいている以上上上上、、、、過労死過労死過労死過労死にならにならにならにならないように管理することはないように管理することはないように管理することはないように管理することは大変大変大変大変なななな課題課題課題課題ででででござござござございます。このいます。このいます。このいます。この方方方方はおはおはおはお疲疲疲疲れになっていたことだれになっていたことだれになっていたことだれになっていたことだとととと思思思思いますが、それがいますが、それがいますが、それがいますが、それが自死自死自死自死にににに至至至至るるるる過過過過程で、程で、程で、程で、過労死過労死過労死過労死がどういうがどういうがどういうがどういう原因原因原因原因でででで起起起起ここここさささされたのかは、健れたのかは、健れたのかは、健れたのかは、健康管理の康管理の康管理の康管理の問題問題問題問題になるになるになるになるわけわけわけわけででででござござござございます。健康管理はいます。健康管理はいます。健康管理はいます。健康管理は誰誰誰誰がするのかという、がするのかという、がするのかという、がするのかという、大変大変大変大変本本本本質的質的質的質的なななな問問問問題題題題が阪口委員のが阪口委員のが阪口委員のが阪口委員の質問質問質問質問の中での中での中での中で惹起さ惹起さ惹起さ惹起されているとれているとれているとれていると思思思思います。います。います。います。過労死過労死過労死過労死というというというという言葉言葉言葉言葉のののの意味意味意味意味はというはというはというはというと、と、と、と、過労死過労死過労死過労死はははは自身自身自身自身がががが過労過労過労過労にににに向け向け向け向けてててて亡亡亡亡くなられたのか、くなられたのか、くなられたのか、くなられたのか、組織組織組織組織がががが過労死過労死過労死過労死をををを強要強要強要強要したのか、これしたのか、これしたのか、これしたのか、これがががが大大大大きなきなきなきな問題問題問題問題ででででござござござございます。います。います。います。間違間違間違間違っても、っても、っても、っても、組織組織組織組織がががが過労死過労死過労死過労死にににに至至至至るようなるようなるようなるような勤勤勤勤務の務の務の務の強要強要強要強要をしてはをしてはをしてはをしてはいいいいけけけけないのはないのはないのはないのは何何何何度も申し度も申し度も申し度も申し上げ上げ上げ上げておりますように、ておりますように、ておりますように、ておりますように、勤勤勤勤務の務の務の務の大基大基大基大基本で本で本で本でござござござございますので、それをいますので、それをいますので、それをいますので、それをこのこのこのこの際際際際、、、、退勤退勤退勤退勤管理の中で管理の中で管理の中で管理の中で守守守守ろうとしているろうとしているろうとしているろうとしているわけわけわけわけででででござござござございます。います。います。います。彼彼彼彼の場の場の場の場合合合合にそのようなことにそのようなことにそのようなことにそのようなことがあったのかどうかというのは、阪口委員ががあったのかどうかというのは、阪口委員ががあったのかどうかというのは、阪口委員ががあったのかどうかというのは、阪口委員が再三ご質問さ再三ご質問さ再三ご質問さ再三ご質問されるように、れるように、れるように、れるように、大大大大きなきなきなきな論点論点論点論点であろであろであろであろうかとうかとうかとうかと思思思思います。います。います。います。過去過去過去過去のことでのことでのことでのことでわわわわからないこともからないこともからないこともからないことも多多多多いいいいわけわけわけわけででででござござござございますが、このいますが、このいますが、このいますが、この過去過去過去過去の事の事の事の事実実実実をををを肉薄肉薄肉薄肉薄して、して、して、して、軽々軽々軽々軽々にににに言葉言葉言葉言葉で断定しないで、で断定しないで、で断定しないで、で断定しないで、実態実態実態実態とそのとそのとそのとその原因原因原因原因をををを把握把握把握把握して、して、して、して、次次次次のののの勤勤勤勤務の務の務の務の改善改善改善改善につなにつなにつなにつなげげげげていくていくていくていくべべべべきときときときと心心心心ががががけけけけております。ております。ております。ております。私私私私も、も、も、も、現在現在現在現在この１月分だこの１月分だこの１月分だこの１月分だけけけけではなくて、ではなくて、ではなくて、ではなくて、半半半半年分について年分について年分について年分について実態実態実態実態をををを調調調調査している査している査している査している○阪口委員○阪口委員○阪口委員○阪口委員段階段階段階段階で、で、で、で、毎毎毎毎月月月月超過勤超過勤超過勤超過勤務がどれだ務がどれだ務がどれだ務がどれだけけけけあったかというのは、あったかというのは、あったかというのは、あったかというのは、現在現在現在現在特定できない特定できない特定できない特定できないわけわけわけわけででででござござござございまいまいまいます。す。す。す。七七七七、、、、八割八割八割八割までしかまでしかまでしかまでしか調調調調査できておりま査できておりま査できておりま査できておりませんせんせんせん。。。。次次次次に、に、に、に、視点視点視点視点をををを変え変え変え変えまして、このまして、このまして、このまして、このサーサーサーサービビビビス残ス残ス残ス残業があったか、なかったかについても業があったか、なかったかについても業があったか、なかったかについても業があったか、なかったかについても証明証明証明証明ししししていくていくていくていくわけわけわけわけででででござござござございますが、本いますが、本いますが、本いますが、本来来来来、、、、サーサーサーサービビビビス残ス残ス残ス残業があれ業があれ業があれ業があればばばば、、、、労働基準法労働基準法労働基準法労働基準法にににに抵触抵触抵触抵触するとするとするとすると考え考え考え考えますが、そのますが、そのますが、そのますが、その点点点点の認の認の認の認識識識識をおをおをおをお聞聞聞聞きしたいときしたいときしたいときしたいと思思思思います。います。います。います。サーサーサーサービビビビス残ス残ス残ス残業の定業の定業の定業の定義義義義ということから、ということから、ということから、ということから、我々我々我々我々の議の議の議の議論論論論ををををスタースタースタースタートしなトしなトしなトしなけけけけれれれればばばばいいいいけけけけ○荒井知事○荒井知事○荒井知事○荒井知事まままませんせんせんせんが、が、が、が、何何何何度も度も度も度も繰繰繰繰りりりり返返返返しになってしになってしになってしになって恐縮恐縮恐縮恐縮ですが、ですが、ですが、ですが、残残残残業は業は業は業は命じ命じ命じ命じられてからられてからられてからられてからややややっていただくこっていただくこっていただくこっていただくことをとをとをとを徹底徹底徹底徹底すすすすべべべべきときときときと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。サーサーサーサービビビビス残ス残ス残ス残業は業は業は業は何何何何かというのに、かというのに、かというのに、かというのに、私私私私のののの感じ感じ感じ感じは２つ。は２つ。は２つ。は２つ。命命命命じじじじられていないのにられていないのにられていないのにられていないのに自発的自発的自発的自発的にににに残残残残業業業業さささされることと、れることと、れることと、れることと、多少命じ多少命じ多少命じ多少命じられたられたられたられたけけけけれどもれどもれどもれども時間時間時間時間外手外手外手外手当当当当はははは払払払払わわわわれない、れない、れない、れない、経済的経済的経済的経済的なななな意味意味意味意味ののののサーサーサーサービビビビス残ス残ス残ス残業があろうかと業があろうかと業があろうかと業があろうかと思思思思います。います。います。います。命じ命じ命じ命じた以た以た以た以上上上上は報は報は報は報酬酬酬酬のないのないのないのないサーサーサーサービビビビス残ス残ス残ス残業にならないように、業にならないように、業にならないように、業にならないように、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ように、これはましたように、これはましたように、これはましたように、これは徹底徹底徹底徹底しなしなしなしなけけけけれれれればばばばいいいいけけけけないとないとないとないと思思思思います。います。います。います。



---- 6666 ----

自発的自発的自発的自発的にににに残残残残られたられたられたられた方方方方のののの残残残残業が、もし業が、もし業が、もし業が、もしサーサーサーサービビビビス残ス残ス残ス残業と業と業と業と考え考え考え考えるとすれるとすれるとすれるとすればばばば、そういう、そういう、そういう、そういう強要強要強要強要をしをしをしをしていないにもかかていないにもかかていないにもかかていないにもかかわわわわららららずずずず、、、、残残残残られたられたられたられた方方方方をどのようにをどのようにをどのようにをどのように扱扱扱扱うかと。所うかと。所うかと。所うかと。所属属属属長が「もう長が「もう長が「もう長が「もう帰帰帰帰れ」とれ」とれ」とれ」と言言言言ってってってって強制強制強制強制してしてしてして帰帰帰帰ららららせせせせるるるるべべべべきかというところまできかというところまできかというところまできかというところまで話話話話は進は進は進は進むむむむとととと思思思思います。います。います。います。現現現現場の中で健康管理場の中で健康管理場の中で健康管理場の中で健康管理とはとはとはとは割割割割にににに専門専門専門専門性が性が性が性が要要要要りますので、りますので、りますので、りますので、任さ任さ任さ任されているというれているというれているというれているというわけわけわけわけにいきまにいきまにいきまにいきませんせんせんせんが、が、が、が、顔色顔色顔色顔色がががが悪悪悪悪いかいかいかいから、きょうはら、きょうはら、きょうはら、きょうは体調体調体調体調がががが悪悪悪悪いのではないか、いのではないか、いのではないか、いのではないか、帰帰帰帰ったほうがいいというったほうがいいというったほうがいいというったほうがいいという勧勧勧勧告は、告は、告は、告は、彼彼彼彼についてもについてもについてもについてもさささされたれたれたれた経緯経緯経緯経緯もあったようでもあったようでもあったようでもあったようでござござござございますいますいますいますけけけけれども、いれども、いれども、いれども、いやややや、、、、私私私私はははは残残残残業するといった、いろいろな業するといった、いろいろな業するといった、いろいろな業するといった、いろいろなややややりとりがりとりがりとりがりとりが現現現現場であることが場であることが場であることが場であることが多多多多いいいいわけわけわけわけででででござござござございます。そのときに、います。そのときに、います。そのときに、います。そのときに、自発的自発的自発的自発的にににに残残残残られたといられたといられたといられたというううう意味意味意味意味ののののサーサーサーサービビビビス残ス残ス残ス残業が健康を業が健康を業が健康を業が健康を害害害害することについて、どのようにすることについて、どのようにすることについて、どのようにすることについて、どのように対対対対処す処す処す処すべべべべきかというきかというきかというきかという論点論点論点論点が阪口委員のが阪口委員のが阪口委員のが阪口委員の質問質問質問質問の中に入っているとの中に入っているとの中に入っているとの中に入っていると思思思思います。います。います。います。だから、だから、だから、だから、経済的経済的経済的経済的ななななサーサーサーサービビビビス残ス残ス残ス残業はあってはならない。あとの業はあってはならない。あとの業はあってはならない。あとの業はあってはならない。あとの自発的自発的自発的自発的にににに残残残残られたられたられたられたサーサーサーサービビビビスススス残残残残業をどのように健康管理で業をどのように健康管理で業をどのように健康管理で業をどのように健康管理で扱扱扱扱うのかは、うのかは、うのかは、うのかは、多少残さ多少残さ多少残さ多少残されたれたれたれた課題課題課題課題があるようにがあるようにがあるようにがあるように思思思思いますが、健いますが、健いますが、健いますが、健康管理を、康管理を、康管理を、康管理を、自身自身自身自身、また、、また、、また、、また、組織組織組織組織もももも十十十十分していかな分していかな分していかな分していかなけけけけれれれればばばばいいいいけけけけないとないとないとないと思思思思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ござござござございます。います。います。います。 以前、報道で以前、報道で以前、報道で以前、報道でござござござございますが、いますが、いますが、いますが、宅宅宅宅配配配配便大便大便大便大手手手手ヤヤヤヤマトマトマトマト運輸運輸運輸運輸で、で、で、で、未払未払未払未払いいいい残残残残業業業業代約代約代約代約２３２３２３２３○阪口委員○阪口委員○阪口委員○阪口委員００００億円億円億円億円を支を支を支を支払払払払ったという報道もったという報道もったという報道もったという報道もござござござございました。このいました。このいました。このいました。このサーサーサーサービビビビス残ス残ス残ス残業がどうかにつきましては、業がどうかにつきましては、業がどうかにつきましては、業がどうかにつきましては、西田西田西田西田さんさんさんさんの事の事の事の事案案案案だだだだけけけけ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ので、いますので、いますので、いますので、今後今後今後今後こちらもこちらもこちらもこちらも調調調調査をしていきたいと査をしていきたいと査をしていきたいと査をしていきたいと思思思思いまいまいまいます。す。す。す。次次次次のののの質問質問質問質問に入りますが、産業医のことでおに入りますが、産業医のことでおに入りますが、産業医のことでおに入りますが、産業医のことでお聞聞聞聞きします。お手元にきします。お手元にきします。お手元にきします。お手元に個個個個別別別別相談票相談票相談票相談票というものというものというものというものをををを置置置置いておりますが、いておりますが、いておりますが、いておりますが、相談相談相談相談内容内容内容内容をををを見見見見ますと、ますと、ますと、ますと、来来来来所所所所時時時時、、、、ふふふふららららふふふふらしながららしながららしながららしながら落落落落ちつきなくちつきなくちつきなくちつきなく歩歩歩歩いいいいていると。ていると。ていると。ていると。面接面接面接面接時時時時もももも疲労感疲労感疲労感疲労感がががが見見見見られる。られる。られる。られる。疲労疲労疲労疲労がががが蓄積蓄積蓄積蓄積し、し、し、し、目目目目がががが回回回回ったこともあると。ったこともあると。ったこともあると。ったこともあると。睡眠睡眠睡眠睡眠はははは４４４４時間時間時間時間程度であると。程度であると。程度であると。程度であると。このこのこのこの個個個個別別別別相談票相談票相談票相談票にににに基基基基づいて産業医がづいて産業医がづいて産業医がづいて産業医が面面面面談談談談をしたかとをしたかとをしたかとをしたかと考え考え考え考えますが、そのますが、そのますが、そのますが、その面接面接面接面接指指指指導導導導等等等等結結結結果果果果報報報報告告告告書書書書ももももござござござございます。その産業医の報告います。その産業医の報告います。その産業医の報告います。その産業医の報告書書書書では、医療では、医療では、医療では、医療区区区区分の分の分の分の欄欄欄欄、、、、要要要要医療１、医医療１、医医療１、医医療１、医師師師師によるによるによるによる直接直接直接直接の医療をの医療をの医療をの医療を必要必要必要必要とするもの。とするもの。とするもの。とするもの。意見意見意見意見としては、長としては、長としては、長としては、長時間時間時間時間のののの時間時間時間時間外外外外労働労働労働労働がががが生じ生じ生じ生じないように職場におないように職場におないように職場におないように職場におけけけけるるるる対対対対策と配策と配策と配策と配慮慮慮慮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。それをそれをそれをそれを受受受受けけけけまして、事まして、事まして、事まして、事後後後後措置措置措置措置実実実実施施施施報告報告報告報告書書書書ががががござござござございますが、この事いますが、この事いますが、この事いますが、この事後後後後措置措置措置措置のののの内容内容内容内容は、は、は、は、毎毎毎毎日日日日声声声声をかをかをかをかけけけけるとともに、できるるとともに、できるるとともに、できるるとともに、できる限限限限りりりり早早早早目目目目のののの帰宅帰宅帰宅帰宅を呼びかを呼びかを呼びかを呼びかけけけけていると。ていると。ていると。ていると。風通風通風通風通しのよい職場環境しのよい職場環境しのよい職場環境しのよい職場環境づくりにづくりにづくりにづくりに努努努努めめめめるとるとるとると書書書書いていますが、この産業医のいていますが、この産業医のいていますが、この産業医のいていますが、この産業医の意見意見意見意見とこの事とこの事とこの事とこの事後後後後措置措置措置措置のののの内容内容内容内容はははは適適適適切切切切であっであっであっであったのかどうか。産業医とたのかどうか。産業医とたのかどうか。産業医とたのかどうか。産業医と面面面面談談談談をして、それがどのようにをして、それがどのようにをして、それがどのようにをして、それがどのように生生生生かかかかさささされているのかについておれているのかについておれているのかについておれているのかについてお聞聞聞聞きします。きします。きします。きします。
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阪口委員が阪口委員が阪口委員が阪口委員が引引引引用用用用さささされました産業医のれました産業医のれました産業医のれました産業医の意見意見意見意見は、２文あります。２文は、２文あります。２文は、２文あります。２文は、２文あります。２文目目目目は職場には職場には職場には職場に○荒井知事○荒井知事○荒井知事○荒井知事対対対対するするするする意見意見意見意見ででででござござござございますが、いますが、いますが、いますが、多多多多分１文分１文分１文分１文目目目目は、本は、本は、本は、本人人人人にににに対対対対するするするする意見意見意見意見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。読読読読み上げみ上げみ上げみ上げますと、長ますと、長ますと、長ますと、長時間時間時間時間及び及び及び及び過重労働過重労働過重労働過重労働がががが継続継続継続継続し、し、し、し、今後今後今後今後もももも改善改善改善改善のののの見見見見通通通通しがなく、しがなく、しがなく、しがなく、疲労疲労疲労疲労がががが蓄積蓄積蓄積蓄積し、し、し、し、現在現在現在現在抑鬱抑鬱抑鬱抑鬱で治療中であると。これは本で治療中であると。これは本で治療中であると。これは本で治療中であると。これは本人人人人のののの病病病病状状状状にににに対対対対する所する所する所する所見見見見ででででござござござございます。それにいます。それにいます。それにいます。それに対対対対して、して、して、して、阪口委員がおっし阪口委員がおっし阪口委員がおっし阪口委員がおっしゃゃゃゃいましたように、これ以いましたように、これ以いましたように、これ以いましたように、これ以上上上上長長長長時間時間時間時間のののの時間時間時間時間外外外外労働労働労働労働がががが生じ生じ生じ生じないよう、職場ないよう、職場ないよう、職場ないよう、職場におにおにおにおけけけけるるるる対対対対策と配策と配策と配策と配慮慮慮慮がががが必要必要必要必要である。このことはである。このことはである。このことはである。このことは現現現現場も知っておりましたので、もう場も知っておりましたので、もう場も知っておりましたので、もう場も知っておりましたので、もう仕仕仕仕事を事を事を事をやめやめやめやめてててて帰帰帰帰れよとれよとれよとれよと言言言言ったったったったわけわけわけわけででででござござござございます。このいます。このいます。このいます。この対対対対策と配策と配策と配策と配慮慮慮慮はそれだはそれだはそれだはそれだけけけけなのかというなのかというなのかというなのかという質問質問質問質問でででで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けけけけれども、れども、れども、れども、誰誰誰誰がががが責責責責任任任任をををを持持持持って本って本って本って本人人人人のののの抑鬱抑鬱抑鬱抑鬱状況状況状況状況をををを解解解解放放放放するのかというのするのかというのするのかというのするのかというのが、このが、このが、このが、この自死自死自死自死にににに至至至至ったったったったケースケースケースケースのののの大大大大きなきなきなきな課題課題課題課題であろうかとであろうかとであろうかとであろうかと思思思思います。います。います。います。職場の職場の職場の職場の対対対対策と配策と配策と配策と配慮慮慮慮は、長は、長は、長は、長時間時間時間時間のののの時間時間時間時間外外外外労働労働労働労働がががが生じ生じ生じ生じないように、管理者がないように、管理者がないように、管理者がないように、管理者が早早早早くくくく帰帰帰帰れよとれよとれよとれよと促促促促したしたしたしたわけわけわけわけででででござござござございますが、まだ長いますが、まだ長いますが、まだ長いますが、まだ長時間時間時間時間のののの時間時間時間時間外外外外労働労働労働労働がががが続続続続いたということは、どういうこといたということは、どういうこといたということは、どういうこといたということは、どういうことなのか。なのか。なのか。なのか。先先先先ほどほどほどほど少少少少し申しし申しし申しし申し上げ上げ上げ上げましたように、とにかくましたように、とにかくましたように、とにかくましたように、とにかく強制的強制的強制的強制的にににに帰さ帰さ帰さ帰さないといないといないといないといけけけけないものかないものかないものかないものかどうか。どうか。どうか。どうか。強制的強制的強制的強制的にににに帰帰帰帰すすすす権限権限権限権限などの管理のなどの管理のなどの管理のなどの管理の指指指指針針針針はははは現在現在現在現在ないないないないわけわけわけわけででででござござござございますが、いますが、いますが、いますが、大大大大きなきなきなきな課題課題課題課題ででででござござござございます。います。います。います。病気病気病気病気になると、になると、になると、になると、帰帰帰帰れとれとれとれと言言言言っているっているっているっているわけわけわけわけで、で、で、で、ささささらにらにらにらに時間時間時間時間外外外外勤勤勤勤務を務を務を務を強制強制強制強制するこするこするこすることはないとはないとはないとはないわけわけわけわけででででござござござございます。そのいます。そのいます。そのいます。その上上上上で、で、で、で、ささささらにらにらにらに勤勤勤勤務を務を務を務を続続続続けけけけられてられてられてられて自死自死自死自死までまでまでまで至至至至ったと、ったと、ったと、ったと、過労過労過労過労の延長でそのようなことにの延長でそのようなことにの延長でそのようなことにの延長でそのようなことに至至至至ったともったともったともったとも見え見え見え見えるるるるわけわけわけわけででででござござござございますが、阪口委員との議いますが、阪口委員との議いますが、阪口委員との議いますが、阪口委員との議論論論論で、で、で、で、誰誰誰誰のののの責責責責任任任任でこうなったのかということと、どうしてこうなったのかと、２つのでこうなったのかということと、どうしてこうなったのかと、２つのでこうなったのかということと、どうしてこうなったのかと、２つのでこうなったのかということと、どうしてこうなったのかと、２つの大大大大きなどうきなどうきなどうきなどうしてこうなったのかというのは、してこうなったのかというのは、してこうなったのかというのは、してこうなったのかというのは、過労過労過労過労ににににさせさせさせさせない、ない、ない、ない、命じ命じ命じ命じていないていないていないていない残残残残業を業を業を業をさせさせさせさせないというないというないというないという対対対対策につながるもので策につながるもので策につながるもので策につながるものでござござござございますので、それはいますので、それはいますので、それはいますので、それは大変重視大変重視大変重視大変重視しております。どうしてこうなったしております。どうしてこうなったしております。どうしてこうなったしております。どうしてこうなったのかというのは、なかなかのかというのは、なかなかのかというのは、なかなかのかというのは、なかなか難難難難しいしいしいしい点点点点でありますが、でありますが、でありますが、でありますが、客客客客観観観観的的的的に、に、に、に、今後今後今後今後にににに生生生生かす観かす観かす観かす観点点点点からも判からも判からも判からも判断す断す断す断すべべべべきききき課題課題課題課題かとかとかとかと思思思思うところでうところでうところでうところでござござござございます。います。います。います。このこのこのこの相談相談相談相談をしたのが、平成２８年１２月８日でをしたのが、平成２８年１２月８日でをしたのが、平成２８年１２月８日でをしたのが、平成２８年１２月８日でござござござございます。います。います。います。先先先先ほど出ほど出ほど出ほど出勤簿勤簿勤簿勤簿でででで○阪口委員○阪口委員○阪口委員○阪口委員説説説説明明明明しましたのは、平成２９年１月でしましたのは、平成２９年１月でしましたのは、平成２９年１月でしましたのは、平成２９年１月でござござござございます。います。います。います。相談相談相談相談をしても、全をしても、全をしても、全をしても、全然勤然勤然勤然勤務務務務状態状態状態状態はははは軽軽軽軽減減減減さささされなかったということでれなかったということでれなかったということでれなかったということでござござござございます。います。います。います。この産業医のこの産業医のこの産業医のこの産業医の面面面面談等談等談等談等がががが生生生生かかかかさささされていれれていれれていれれていればばばば、この、この、この、この方方方方のののの自殺等自殺等自殺等自殺等もももも防げ防げ防げ防げたのではないかと。たのではないかと。たのではないかと。たのではないかと。ややややはり県はり県はり県はり県庁庁庁庁でででで勤め勤め勤め勤めて、長て、長て、長て、長期間期間期間期間のののの超過勤超過勤超過勤超過勤務、それはここにおられる県職員もそうだと務、それはここにおられる県職員もそうだと務、それはここにおられる県職員もそうだと務、それはここにおられる県職員もそうだと思思思思うのでうのでうのでうのですが、すが、すが、すが、超過勤超過勤超過勤超過勤務と産業医との務と産業医との務と産業医との務と産業医との面面面面談談談談がががが生生生生かかかかさささされなかったことにれなかったことにれなかったことにれなかったことに原因原因原因原因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考考考考ええええていますが、ていますが、ていますが、ていますが、わわわわかるかるかるかる範囲範囲範囲範囲でででで結構結構結構結構ででででござござござございますので、おいますので、おいますので、おいますので、お答え答え答え答えくだくだくだくだささささい。い。い。い。なかなかなかなかなかなかなかなか単単単単純純純純にいかないにいかないにいかないにいかない経緯経緯経緯経緯があると、があると、があると、があると、経緯経緯経緯経緯をををを詳細詳細詳細詳細にににに追追追追うううう必要必要必要必要があろうかとがあろうかとがあろうかとがあろうかと○荒井知事○荒井知事○荒井知事○荒井知事思思思思いますが、いますが、いますが、いますが、今今今今、阪口委員がおっし、阪口委員がおっし、阪口委員がおっし、阪口委員がおっしゃゃゃゃったように、１２月８日に産業医にったように、１２月８日に産業医にったように、１２月８日に産業医にったように、１２月８日に産業医に面面面面談談談談ををををさささされて、れて、れて、れて、
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意見意見意見意見が出ております。そのが出ております。そのが出ております。そのが出ております。その後後後後、職場での、職場での、職場での、職場での対対対対策と配策と配策と配策と配慮慮慮慮ででででござござござございますが、１２月２２日といういますが、１２月２２日といういますが、１２月２２日といういますが、１２月２２日という日付がありますが、管理者が日付がありますが、管理者が日付がありますが、管理者が日付がありますが、管理者が早早早早くくくく帰帰帰帰るように、できるるように、できるるように、できるるように、できる限限限限りりりり帰宅帰宅帰宅帰宅を呼びかを呼びかを呼びかを呼びかけけけけましたという報ましたという報ましたという報ましたという報告を１２月２２日にしております。１２月２２日にしたということではなく、報告は１２告を１２月２２日にしております。１２月２２日にしたということではなく、報告は１２告を１２月２２日にしております。１２月２２日にしたということではなく、報告は１２告を１２月２２日にしております。１２月２２日にしたということではなく、報告は１２月２２日に管理者から出月２２日に管理者から出月２２日に管理者から出月２２日に管理者から出さささされているという記れているという記れているという記れているという記録録録録があるがあるがあるがあるわけわけわけわけです。そのです。そのです。そのです。その後後後後のことをのことをのことをのことを思思思思いますいますいますいますと、この呼びかと、この呼びかと、この呼びかと、この呼びかけけけけが、が、が、が、結結結結果的果的果的果的にきかなかったともにきかなかったともにきかなかったともにきかなかったとも見え見え見え見えるるるるわけわけわけわけででででござござござございますが、いますが、いますが、いますが、ささささて、て、て、て、誰誰誰誰のののの責責責責任任任任でこうなったのか、管理をどのように進でこうなったのか、管理をどのように進でこうなったのか、管理をどのように進でこうなったのか、管理をどのように進めめめめれれれればばばば、こういうことが、こういうことが、こういうことが、こういうことが発生発生発生発生しなかったのかしなかったのかしなかったのかしなかったのかというというというというシシシシスススステテテテムムムムのののの話話話話の、２つ前の、２つ前の、２つ前の、２つ前向向向向きなきなきなきな話話話話もあろうかともあろうかともあろうかともあろうかと思思思思いますので、このいますので、このいますので、このいますので、この過去過去過去過去の事の事の事の事例例例例をををを客客客客観観観観的的的的ににににフフフフォロォロォロォローーーーして、判断をして、して、判断をして、して、判断をして、して、判断をして、次次次次の事の事の事の事例例例例にににに生生生生かしたいとかしたいとかしたいとかしたいと思思思思っております。事っております。事っております。事っております。事実実実実は、１は、１は、１は、１２月８日の産業医の報告を２月８日の産業医の報告を２月８日の産業医の報告を２月８日の産業医の報告を受受受受けけけけて、そのて、そのて、そのて、その後後後後、管理者が、管理者が、管理者が、管理者が早早早早いいいい帰宅帰宅帰宅帰宅を呼びかを呼びかを呼びかを呼びかけけけけましたという報ましたという報ましたという報ましたという報告は、告は、告は、告は、上上上上級級級級の管理者に１２月２２日に出の管理者に１２月２２日に出の管理者に１２月２２日に出の管理者に１２月２２日に出さささされているという事れているという事れているという事れているという事実実実実は記は記は記は記録録録録としてとしてとしてとして残残残残っています。っています。っています。っています。遺族遺族遺族遺族のののの自宅自宅自宅自宅に８に８に８に８回回回回か９か９か９か９回回回回ほどほどほどほど訪訪訪訪問させ問させ問させ問させていただきましたていただきましたていただきましたていただきましたけけけけれども、れども、れども、れども、遺族遺族遺族遺族のののの悲悲悲悲○阪口委員○阪口委員○阪口委員○阪口委員ししししみみみみはははは言葉言葉言葉言葉にはにはにはには言言言言いいいい尽尽尽尽くくくくせせせせないないないない状況状況状況状況ででででござござござございます。います。います。います。私自身私自身私自身私自身も、県も、県も、県も、県庁庁庁庁職員の職員の職員の職員の複数複数複数複数のののの方方方方からからからから超超超超過勤過勤過勤過勤務について務について務について務について相談相談相談相談をををを受受受受けけけけていて、県議会でもていて、県議会でもていて、県議会でもていて、県議会でも質問質問質問質問しましたが、こういうしましたが、こういうしましたが、こういうしましたが、こういう結結結結果果果果になりましになりましになりましになりまして、て、て、て、自自自自分分分分自身自身自身自身、、、、力力力力のなのなのなのなささささをををを反省反省反省反省しているところもしているところもしているところもしているところもござござござございます。知事だいます。知事だいます。知事だいます。知事だけけけけをををを責責責責めめめめているているているているわけわけわけわけでもないし、でもないし、でもないし、でもないし、ややややはりこういうことがなくなっていはりこういうことがなくなっていはりこういうことがなくなっていはりこういうことがなくなっていけばけばけばけばと。と。と。と。そこで、そこで、そこで、そこで、今後今後今後今後のことでのことでのことでのことでござござござございますが、県ではいますが、県ではいますが、県ではいますが、県では残残残残業しないようにという取り業しないようにという取り業しないようにという取り業しないようにという取り組み組み組み組みををををさささされてれてれてれているとおいるとおいるとおいるとお聞聞聞聞きしていますが、一きしていますが、一きしていますが、一きしていますが、一方方方方、、、、朝早朝早朝早朝早くくくく来来来来いと、いと、いと、いと、朝朝朝朝７７７７時時時時にににに来来来来ていると。ていると。ていると。ていると。私私私私が８月２５日が８月２５日が８月２５日が８月２５日のののの朝朝朝朝７７７７時時時時にににに来来来来て、写真て、写真て、写真て、写真やややや動画動画動画動画で撮影しました。そうしたら、で撮影しました。そうしたら、で撮影しました。そうしたら、で撮影しました。そうしたら、朝朝朝朝７７７７時時時時にににに来来来来て、て、て、て、ココココンビンビンビンビニニニニのとのとのとのところから入っているころから入っているころから入っているころから入っているわけわけわけわけです。あるです。あるです。あるです。ある課課課課でででで聞聞聞聞き取りき取りき取りき取り調調調調査をしましたら、査をしましたら、査をしましたら、査をしましたら、カーカーカーカードドドドをををを通通通通すなと。すなと。すなと。すなと。そうしますと、そうしますと、そうしますと、そうしますと、夜夜夜夜のののの電電電電気気気気はははは消消消消ええええていくていくていくていくけけけけれども、れども、れども、れども、朝早朝早朝早朝早くくくく来来来来て、て、て、て、早朝早朝早朝早朝残残残残業ということが業ということが業ということが業ということが生生生生ままままれていると。こうなりますと、ますます県職員のれていると。こうなりますと、ますます県職員のれていると。こうなりますと、ますます県職員のれていると。こうなりますと、ますます県職員の勤勤勤勤務は務は務は務は隠蔽隠蔽隠蔽隠蔽さささされていくれていくれていくれていく感じ感じ感じ感じがしますが、がしますが、がしますが、がしますが、そのそのそのその点点点点についておについておについておについてお聞聞聞聞きします。きします。きします。きします。阪口委員の阪口委員の阪口委員の阪口委員の言葉言葉言葉言葉をををを繰繰繰繰りりりり返返返返しますと、ある職場でしますと、ある職場でしますと、ある職場でしますと、ある職場で朝早朝早朝早朝早くくくく来来来来いといといといと言言言言ったと、ったと、ったと、ったと、カーカーカーカー○荒井知事○荒井知事○荒井知事○荒井知事ドドドドをををを通通通通すなとすなとすなとすなと言言言言ったと、こうおっしったと、こうおっしったと、こうおっしったと、こうおっしゃゃゃゃいました。それが事いました。それが事いました。それが事いました。それが事実実実実であれであれであれであればばばば、、、、大変ゆゆ大変ゆゆ大変ゆゆ大変ゆゆしきことしきことしきことしきことででででござござござございます。管理者として許います。管理者として許います。管理者として許います。管理者として許さささされないことだとれないことだとれないことだとれないことだと私私私私はははは思思思思います。います。います。います。ぜひぜひぜひぜひ情情情情報を報を報を報を共有共有共有共有して、職して、職して、職して、職場でそういうことを場でそういうことを場でそういうことを場でそういうことを命じ命じ命じ命じられたことがあるということをられたことがあるということをられたことがあるということをられたことがあるということをぜひぜひぜひぜひ教教教教ええええていただきたいと。そのていただきたいと。そのていただきたいと。そのていただきたいと。その事事事事実実実実をををを確確確確認して、どうしてそういうことを認して、どうしてそういうことを認して、どうしてそういうことを認して、どうしてそういうことを言言言言ったのか、ったのか、ったのか、ったのか、我々我々我々我々の管理のの管理のの管理のの管理の姿勢姿勢姿勢姿勢とはとはとはとは反反反反するするするするわけわけわけわけででででござござござございますので、阪口委員がおっしいますので、阪口委員がおっしいますので、阪口委員がおっしいますので、阪口委員がおっしゃゃゃゃったことが事ったことが事ったことが事ったことが事実実実実かどうかをかどうかをかどうかをかどうかを我々我々我々我々としてもとしてもとしてもとしても確確確確認した認した認した認したいといといといと思思思思います。そのいます。そのいます。そのいます。その上上上上で、で、で、で、私私私私の認の認の認の認識識識識では、では、では、では、朝早朝早朝早朝早くくくく来来来来いということはありまいということはありまいということはありまいということはありませんせんせんせん。。。。朝朝朝朝のののの残残残残業業業業もももも残残残残業としておりますので、業としておりますので、業としておりますので、業としておりますので、朝朝朝朝のののの残残残残業業業業命命命命令令令令を出して、あしたのを出して、あしたのを出して、あしたのを出して、あしたの朝早朝早朝早朝早くくくく来来来来て、て、て、て、庁庁庁庁議議議議やややや委員会委員会委員会委員会
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のののの打打打打ちちちち合わせ合わせ合わせ合わせまでに資料をまでに資料をまでに資料をまでに資料を整整整整理するようにという理するようにという理するようにという理するようにという早朝早朝早朝早朝残残残残業業業業命命命命令令令令をををを発発発発するするするするべべべべきで、そのようきで、そのようきで、そのようきで、そのようにににに退庁退庁退庁退庁管理をしていることになっております。また、その管理をしていることになっております。また、その管理をしていることになっております。また、その管理をしていることになっております。また、その残残残残業は、業は、業は、業は、先先先先ほどのほどのほどのほどのサーサーサーサービビビビス残ス残ス残ス残業業業業の一つの定の一つの定の一つの定の一つの定義義義義で、で、で、で、残残残残業業業業代代代代が支が支が支が支払わ払わ払わ払われないれないれないれない残残残残業、そういう業、そういう業、そういう業、そういうタイタイタイタイププププののののサーサーサーサービビビビス残ス残ス残ス残業はあっては業はあっては業はあっては業はあってはならないこととならないこととならないこととならないことと繰繰繰繰りりりり返返返返しししし言言言言っておりますので、っておりますので、っておりますので、っておりますので、カーカーカーカードドドドをををを通通通通すなということはまかりならなすなということはまかりならなすなということはまかりならなすなということはまかりならないので、いので、いので、いので、カーカーカーカードドドドをををを通通通通すようにすようにすようにすように指指指指導導導導しています。そのしています。そのしています。そのしています。その指指指指導導導導にににに反反反反する事する事する事する事実実実実があるということでがあるということでがあるということでがあるということであれあれあれあればばばば、、、、私私私私どもも一どもも一どもも一どもも一緒緒緒緒にににに追追追追及したいと及したいと及したいと及したいと思思思思うところでうところでうところでうところでござござござございます。います。います。います。朝朝朝朝のののの残残残残業もれっきとした業もれっきとした業もれっきとした業もれっきとした残残残残業であることは認業であることは認業であることは認業であることは認識識識識をしておりますので、そのをしておりますので、そのをしておりますので、そのをしておりますので、その点点点点は付は付は付は付言させ言させ言させ言させ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。そういうそういうそういうそういう点点点点につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、是是是是正していただ正していただ正していただ正していただけけけけるということでるということでるということでるということでござござござございますのいますのいますのいますの○阪口委員○阪口委員○阪口委員○阪口委員で、で、で、で、情情情情報報報報等等等等ありましたら、ありましたら、ありましたら、ありましたら、人人人人事事事事課等課等課等課等にににに提提提提供したいと供したいと供したいと供したいと思思思思います。います。います。います。あと、あと、あと、あと、早早早早くくくく来来来来いといういといういといういという課課課課の、の、の、の、課課課課長か長か長か長か課課課課長長長長補佐補佐補佐補佐かかかかわわわわかりまかりまかりまかりませんせんせんせんが、業務が、業務が、業務が、業務量量量量がががが多け多け多け多けれれれればばばば、そ、そ、そ、その日までにの日までにの日までにの日までに間間間間にににに合わさ合わさ合わさ合わさないといないといないといないといけけけけないというないというないというないという実態実態実態実態もあるかともあるかともあるかともあるかと思思思思うのです。いろいろなうのです。いろいろなうのです。いろいろなうのです。いろいろな方方方方にににに聞聞聞聞き取りをしましたら、き取りをしましたら、き取りをしましたら、き取りをしましたら、現在現在現在現在県職員の業務県職員の業務県職員の業務県職員の業務量量量量がががが多多多多いと。業務いと。業務いと。業務いと。業務量量量量との兼との兼との兼との兼ね合ね合ね合ね合いをいをいをいを考え考え考え考えていかていかていかていかないと、ないと、ないと、ないと、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減減減はできないのではないかとはできないのではないかとはできないのではないかとはできないのではないかと考え考え考え考えますが、そのますが、そのますが、そのますが、その点点点点についておについておについておについてお聞聞聞聞きしきしきしきします。ます。ます。ます。 業務業務業務業務量量量量がどのように分がどのように分がどのように分がどのように分散さ散さ散さ散されているのかはれているのかはれているのかはれているのかは大大大大きなきなきなきな課題課題課題課題であろうかとであろうかとであろうかとであろうかと思思思思います。います。います。います。○荒井知事○荒井知事○荒井知事○荒井知事季節季節季節季節的的的的な分な分な分な分散散散散、、、、曜曜曜曜日日日日的的的的な分な分な分な分散散散散、、、、朝朝朝朝、、、、夕夕夕夕方方方方の分の分の分の分散散散散、あしたまでといった、あしたまでといった、あしたまでといった、あしたまでといった締締締締めめめめ切切切切りがあるときりがあるときりがあるときりがあるときののののせせせせっっっっぱ詰ぱ詰ぱ詰ぱ詰まった業務のまった業務のまった業務のまった業務の発生発生発生発生と分と分と分と分析析析析しなしなしなしなけけけけれれれればばばばいいいいけけけけまままませんせんせんせん。阪口委員がおっし。阪口委員がおっし。阪口委員がおっし。阪口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業務業務業務業務量量量量がががが多多多多いいいい課課課課というのは、というのは、というのは、というのは、今今今今、地、地、地、地方方方方の行政は、の行政は、の行政は、の行政は、大変大変大変大変ななななニニニニーーーーズズズズのののの変変変変化と化と化と化と拡拡拡拡大大大大ににににささささららららさささされてれてれてれておりますので、おりますので、おりますので、おりますので、仕仕仕仕事をしない事をしない事をしない事をしないわけわけわけわけにいかない。にいかない。にいかない。にいかない。仕仕仕仕事が事が事が事が押押押押しししし寄寄寄寄せせせせてくるのをてくるのをてくるのをてくるのを何何何何とかとかとかとか合合合合理理理理的的的的ににににこなこなこなこなささささないといないといないといないといけけけけないのがないのがないのがないのが実情実情実情実情ででででござござござございます。います。います。います。我々我々我々我々のののの能力能力能力能力に比に比に比に比べべべべて業務て業務て業務て業務量量量量が全が全が全が全体体体体としてとしてとしてとして多多多多いのか、全いのか、全いのか、全いのか、全体体体体のことをのことをのことをのことを言言言言うのもうのもうのもうのも大大大大事で事で事で事でござござござございますいますいますいますけけけけれども、業務れども、業務れども、業務れども、業務量量量量が、が、が、が、時間的時間的時間的時間的なななな能力能力能力能力のあのあのあのあるところにるところにるところにるところに適適適適切切切切に分に分に分に分散さ散さ散さ散されるようにというのが管理のれるようにというのが管理のれるようにというのが管理のれるようにというのが管理の要要要要諦諦諦諦であろうかと。これは阪口委員であろうかと。これは阪口委員であろうかと。これは阪口委員であろうかと。これは阪口委員もおっしもおっしもおっしもおっしゃゃゃゃっていたようにっていたようにっていたようにっていたように思思思思いますいますいますいますけけけけれども、それが、業務れども、それが、業務れども、それが、業務れども、それが、業務量量量量がががが多多多多いからと一いからと一いからと一いからと一概概概概にはにはにはには言え言え言え言えないないないない点点点点は、は、は、は、今今今今、申し、申し、申し、申し上げ上げ上げ上げたところでたところでたところでたところでござござござございます。います。います。います。適適適適切切切切な業務の配分というのは、よりな業務の配分というのは、よりな業務の配分というのは、よりな業務の配分というのは、より重要重要重要重要なことであろうかとなことであろうかとなことであろうかとなことであろうかと思思思思っております。っております。っております。っております。１２月の一１２月の一１２月の一１２月の一般般般般質問質問質問質問ももももござござござございますので、業務いますので、業務いますので、業務いますので、業務量量量量につきましては、そのときににつきましては、そのときににつきましては、そのときににつきましては、そのときに触触触触○阪口委員○阪口委員○阪口委員○阪口委員れたいと。れたいと。れたいと。れたいと。時間等時間等時間等時間等の関係もの関係もの関係もの関係もござござござございますので、いますので、いますので、いますので、質問質問質問質問はははは最最最最後後後後にします。にします。にします。にします。調調調調査報告査報告査報告査報告書書書書が出ました。お手元が出ました。お手元が出ました。お手元が出ました。お手元に１に１に１に１人人人人の県職員のものをの県職員のものをの県職員のものをの県職員のものを置置置置かかかかさせさせさせさせていただいておりますが、申していただいておりますが、申していただいておりますが、申していただいておりますが、申し上げ上げ上げ上げたいのは、このたいのは、このたいのは、このたいのは、この調調調調査査査査結結結結果果果果報告報告報告報告書書書書に、に、に、に、具具具具体的体的体的体的なななな方向方向方向方向性性性性や対や対や対や対策が出ていない策が出ていない策が出ていない策が出ていないわけわけわけわけででででござござござございます。います。います。います。遺族遺族遺族遺族のののの要要要要望望望望にににに沿沿沿沿っっっっ
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て出て出て出て出さささされたれたれたれたわけわけわけわけででででござござござございますが、いますが、いますが、いますが、人人人人事事事事課課課課が中が中が中が中心心心心になってになってになってになってややややっているということで、っているということで、っているということで、っているということで、担担担担当当当当者者者者だだだだけけけけではではではでは荷荷荷荷がががが重重重重いのではないかと。ただ呼いのではないかと。ただ呼いのではないかと。ただ呼いのではないかと。ただ呼んんんんで職員にで職員にで職員にで職員に聞聞聞聞いて、それをいて、それをいて、それをいて、それを遺族遺族遺族遺族にににに渡さ渡さ渡さ渡されただれただれただれただけけけけですので、もうですので、もうですので、もうですので、もう少少少少しししし掘掘掘掘りりりり下下下下げげげげたたたた調調調調査ができないのかと。査ができないのかと。査ができないのかと。査ができないのかと。例えば生例えば生例えば生例えば生徒徒徒徒等等等等のののの自殺自殺自殺自殺のときは、第のときは、第のときは、第のときは、第三三三三者委員会の者委員会の者委員会の者委員会の設置設置設置設置等等等等もしていますので、そのもしていますので、そのもしていますので、そのもしていますので、その辺辺辺辺についておについておについておについてお聞聞聞聞きしたいときしたいときしたいときしたいと思思思思います。います。います。います。遺族遺族遺族遺族のののの要要要要望望望望がありましたので、がありましたので、がありましたので、がありましたので、パワハパワハパワハパワハララララがあったかどうかをがあったかどうかをがあったかどうかをがあったかどうかを念念念念入りに入りに入りに入りに調調調調査し査し査し査し○荒井知事○荒井知事○荒井知事○荒井知事ました。ました。ました。ました。亡亡亡亡くなられた職員がおくなられた職員がおくなられた職員がおくなられた職員がお勤め勤め勤め勤めになった５年前までのになった５年前までのになった５年前までのになった５年前までの同じ同じ同じ同じ職場にいた５９職場にいた５９職場にいた５９職場にいた５９人人人人の職員かの職員かの職員かの職員から、全員のら、全員のら、全員のら、全員の聞聞聞聞き取りき取りき取りき取り調調調調査をしたもので査をしたもので査をしたもので査をしたものでござござござございます。そのいます。そのいます。そのいます。その際際際際、関係職員からの、関係職員からの、関係職員からの、関係職員からの聞聞聞聞き取りにつき取りにつき取りにつき取りについては、正いては、正いては、正いては、正確確確確な事な事な事な事実実実実のののの把握や把握や把握や把握や率率率率直直直直なななな意見意見意見意見聴聴聴聴取、取、取、取、自自自自分が分が分が分が何何何何かかかか悪悪悪悪いこと、いこと、いこと、いこと、パワハパワハパワハパワハラ的ラ的ラ的ラ的なことをなことをなことをなことを言言言言ったからったからったからったから隠隠隠隠しておこうということがないようにという観しておこうということがないようにという観しておこうということがないようにという観しておこうということがないようにという観点点点点から、から、から、から、誰誰誰誰がががが発言発言発言発言したか名前をしたか名前をしたか名前をしたか名前を公表公表公表公表しないことを前しないことを前しないことを前しないことを前提提提提に、に、に、に、聞聞聞聞き取りき取りき取りき取り調調調調査をしたもので査をしたもので査をしたもので査をしたものでござござござございます。あるいます。あるいます。あるいます。ある面面面面、、、、客客客客観観観観的的的的な性な性な性な性格格格格が出ているが出ているが出ているが出ている面面面面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。そのいます。そのいます。そのいます。その聞聞聞聞き取りのき取りのき取りのき取りの調調調調査をありのままに査をありのままに査をありのままに査をありのままに伝伝伝伝ええええるたるたるたるためめめめに、に、に、に、聞聞聞聞き取ったき取ったき取ったき取った内容内容内容内容をそのまま記をそのまま記をそのまま記をそのまま記録録録録として、として、として、として、調調調調査報告として査報告として査報告として査報告として遺族遺族遺族遺族のののの方方方方にににに届届届届けけけけて、て、て、て、仏壇仏壇仏壇仏壇に供に供に供に供えさえさえさえさせせせせていただいたていただいたていただいたていただいた次次次次第で第で第で第でござござござございます。います。います。います。聞聞聞聞き取りのき取りのき取りのき取りの内容内容内容内容については、そのようなについては、そのようなについては、そのようなについては、そのような調調調調査ですので査ですので査ですので査ですので相当時間相当時間相当時間相当時間がかかりましたが、できがかかりましたが、できがかかりましたが、できがかかりましたが、できるるるる限限限限りのことをしてくれました。これがどのようなりのことをしてくれました。これがどのようなりのことをしてくれました。これがどのようなりのことをしてくれました。これがどのような意味意味意味意味があるのか、総があるのか、総があるのか、総があるのか、総じじじじての報告ではての報告ではての報告ではての報告ではパパパパワハワハワハワハララララがあったという報告にはなっていないがあったという報告にはなっていないがあったという報告にはなっていないがあったという報告にはなっていないわけわけわけわけででででござござござございますいますいますいますけけけけれども、本れども、本れども、本れども、本人人人人のののの感じ方感じ方感じ方感じ方とととと職場での職場での職場での職場での客客客客観観観観的的的的ななななパワハパワハパワハパワハラ的ラ的ラ的ラ的なななな言言言言動動動動、、、、圧力圧力圧力圧力はなかなか判断しがたいはなかなか判断しがたいはなかなか判断しがたいはなかなか判断しがたい点点点点はあろうかとはあろうかとはあろうかとはあろうかと思思思思いまいまいまいます。す。す。す。パワハパワハパワハパワハララララのののの有無有無有無有無やややや、どのようにそれを、どのようにそれを、どのようにそれを、どのようにそれを感じ感じ感じ感じないように、職場に影ないように、職場に影ないように、職場に影ないように、職場に影響響響響さささされないようにすれないようにすれないようにすれないようにするかというのは、それるかというのは、それるかというのは、それるかというのは、それ自体自体自体自体、、、、大変大変大変大変なななな課題課題課題課題ですですですですけけけけれども、れども、れども、れども、原則原則原則原則としてとしてとしてとしてパワハパワハパワハパワハララララ、、、、セクハセクハセクハセクハララララがががが職場に職場に職場に職場に発現発現発現発現することは断することは断することは断することは断じじじじて許て許て許て許さささされないとれないとれないとれないと思思思思っております。このっております。このっております。このっております。このケースケースケースケースがそうであったかがそうであったかがそうであったかがそうであったかどうかについては、このようなどうかについては、このようなどうかについては、このようなどうかについては、このような調調調調査で、査で、査で、査で、誰誰誰誰がががが客客客客観観観観的的的的に判断をに判断をに判断をに判断をさささされるのかれるのかれるのかれるのか難難難難しいですが、しいですが、しいですが、しいですが、大大大大切切切切なななな調調調調査の記査の記査の記査の記録録録録ででででござござござございますので、いますので、いますので、いますので、今後生今後生今後生今後生かかかかさささされるときがあるかもしれないとれるときがあるかもしれないとれるときがあるかもしれないとれるときがあるかもしれないと思思思思っているっているっているっているところでところでところでところでござござござございます。います。います。います。パワハパワハパワハパワハララララのののの有無有無有無有無についてのについてのについてのについての遺族遺族遺族遺族のののの要要要要望望望望にににに沿沿沿沿うううう形形形形で、このようなで、このようなで、このようなで、このような調調調調査査査査ををををさせさせさせさせていただいたところでていただいたところでていただいたところでていただいたところでござござござございます。います。います。います。最最最最後後後後ででででござござござございます。きょうのいます。きょうのいます。きょうのいます。きょうの質問質問質問質問は、は、は、は、遺族遺族遺族遺族も、知事のも、知事のも、知事のも、知事の答弁答弁答弁答弁をををを聞聞聞聞かれているとかれているとかれているとかれていると○阪口委員○阪口委員○阪口委員○阪口委員思思思思います。います。います。います。今後今後今後今後、、、、遺族遺族遺族遺族がががが公公公公務務務務災害等災害等災害等災害等の申の申の申の申請請請請ををををさささされるのか、それはれるのか、それはれるのか、それはれるのか、それは遺族遺族遺族遺族の判断だとの判断だとの判断だとの判断だと思思思思います。います。います。います。県議会としては、県職員が県議会としては、県職員が県議会としては、県職員が県議会としては、県職員が働働働働ききききややややすいように、ここに職員の給すいように、ここに職員の給すいように、ここに職員の給すいように、ここに職員の給与与与与等等等等に関するに関するに関するに関する人人人人事委員会の事委員会の事委員会の事委員会の報告が報告が報告が報告がござござござございます。います。います。います。人人人人事管理について、事管理について、事管理について、事管理について、働働働働ききききややややすい職場をつくれということをすい職場をつくれということをすい職場をつくれということをすい職場をつくれということを提提提提起さ起さ起さ起されてれてれてれています。います。います。います。私私私私たちも、知事も、たちも、知事も、たちも、知事も、たちも、知事も、人人人人事委員会の事委員会の事委員会の事委員会の勧勧勧勧告を告を告を告を尊尊尊尊重重重重してしてしてしてややややっていっていっていっていけばけばけばけば、いい職場ができ、いい職場ができ、いい職場ができ、いい職場ができるのではないかとるのではないかとるのではないかとるのではないかと思思思思っております。以っております。以っております。以っております。以上上上上ででででござござござございます。います。います。います。
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私私私私からは、名からは、名からは、名からは、名勝勝勝勝奈良奈良奈良奈良公園内公園内公園内公園内のののの高畑高畑高畑高畑地域での地域での地域での地域での民民民民間間間間ホホホホテテテテルルルルのののの誘致誘致誘致誘致についておについておについておについてお伺伺伺伺いいいい○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員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。知事にお知事にお知事にお知事にお伺伺伺伺いします。県は、いします。県は、いします。県は、いします。県は、都市公園都市公園都市公園都市公園にににに編編編編入を入を入を入をさささされまして、れまして、れまして、れまして、都市公園都市公園都市公園都市公園法法法法によるによるによるによる便便便便益施設益施設益施設益施設としてとしてとしてとしてホホホホテテテテルルルルのののの設置設置設置設置が可が可が可が可能能能能であるとであるとであるとであると述述述述べべべべられております。奈良られております。奈良られております。奈良られております。奈良公園公園公園公園室長にも室長にも室長にも室長にも確確確確認しました。認しました。認しました。認しました。都市公園都市公園都市公園都市公園の中にの中にの中にの中に利利利利用者の用者の用者の用者の便便便便益益益益のたのたのたのためめめめにににに設置設置設置設置するするするする施設施設施設施設は認は認は認は認めめめめられており、その中にはられており、その中にはられており、その中にはられており、その中にはホホホホテテテテルルルルも入っていることは承知しておりますが、も入っていることは承知しておりますが、も入っていることは承知しておりますが、も入っていることは承知しておりますが、公園公園公園公園のののの目的目的目的目的そのものは、そのものは、そのものは、そのものは、公共公共公共公共オーオーオーオーププププンンンンススススペペペペースースースースとしてとしてとしてとして利利利利用することから用することから用することから用することから鑑鑑鑑鑑みみみみまして、ここの場まして、ここの場まして、ここの場まして、ここの場合合合合、、、、高級高級高級高級ななななホホホホテテテテルルルルがそのがそのがそのがその利利利利用を用を用を用を図図図図っていくっていくっていくっていくたたたためめめめにどうしてもにどうしてもにどうしてもにどうしても必要必要必要必要だとはだとはだとはだとは考え考え考え考えられないとられないとられないとられないと思思思思っています。っています。っています。っています。都市公園都市公園都市公園都市公園法法法法のそもそもののそもそもののそもそもののそもそもの目的目的目的目的からしてもからしてもからしてもからしても便便便便益施設益施設益施設益施設にはにはにはには当当当当たらないとたらないとたらないとたらないと考え考え考え考えているのですているのですているのですているのですけけけけれども、そのれども、そのれども、そのれども、その点点点点について、知事について、知事について、知事について、知事のののの考え考え考え考えをををを確確確確認したいと認したいと認したいと認したいと思思思思います。います。います。います。例えば例えば例えば例えば宿泊施設宿泊施設宿泊施設宿泊施設がががが必要必要必要必要ないというのはないというのはないというのはないというのは意見意見意見意見ででででござござござございますので、これはいますので、これはいますので、これはいますので、これは主主主主観観観観的的的的○荒井知事○荒井知事○荒井知事○荒井知事にににに意見意見意見意見がががが違違違違うといううといううといううという点点点点ででででござござござございます。います。います。います。必要必要必要必要だとだとだとだと思思思思っております。っております。っております。っております。そのそのそのその次次次次に、に、に、に、古都古都古都古都保保保保存存存存法法法法の中のの中のの中のの中の便便便便益施設益施設益施設益施設にににに当当当当たらないのではないかというたらないのではないかというたらないのではないかというたらないのではないかという点点点点は、これはは、これはは、これはは、これは客客客客観観観観的的的的にににに立証立証立証立証しなしなしなしなけけけけれれれればばばばいいいいけけけけまままませんせんせんせん。。。。便便便便益施設益施設益施設益施設にににに当当当当たらないたらないたらないたらない根拠根拠根拠根拠をををを言言言言っておられるのはよくっておられるのはよくっておられるのはよくっておられるのはよくわわわわからないのですからないのですからないのですからないのですけけけけれども、平れども、平れども、平れども、平城宮跡城宮跡城宮跡城宮跡、奈良、奈良、奈良、奈良公園公園公園公園は史は史は史は史跡跡跡跡名名名名勝勝勝勝ですので、文化ですので、文化ですので、文化ですので、文化庁庁庁庁長長長長官官官官の許可の許可の許可の許可を得なを得なを得なを得なけけけけれれれればばばばいいいいけけけけないことがないことがないことがないことが古都古都古都古都保保保保存存存存法法法法にににに書書書書かれています。その中で、かれています。その中で、かれています。その中で、かれています。その中で、便便便便益施設益施設益施設益施設というというというという条条条条文が文が文が文がござござござございまして、いまして、いまして、いまして、便便便便益施設益施設益施設益施設の中にはの中にはの中にはの中には宿泊施設宿泊施設宿泊施設宿泊施設が入ることがが入ることがが入ることがが入ることが明明明明記記記記さささされております。れております。れております。れております。古都古都古都古都ににににおおおおけけけけるるる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、、、、古都古都古都古都保保保保存存存存法法法法ででででござござござございますが、政いますが、政いますが、政いますが、政令令令令で定で定で定で定めめめめるるるる基準基準基準基準にににに適さ適さ適さ適さないものについては、許可はしてならないとないものについては、許可はしてならないとないものについては、許可はしてならないとないものについては、許可はしてならないと書書書書いています。その中で、いています。その中で、いています。その中で、いています。その中で、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園施設公園施設公園施設公園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はははは対対対対象象象象に入る。ここにいうに入る。ここにいうに入る。ここにいうに入る。ここにいう都市公園都市公園都市公園都市公園法法法法のののの公園施設公園施設公園施設公園施設とととというのはいうのはいうのはいうのは便便便便益施設益施設益施設益施設で、政で、政で、政で、政令令令令で定で定で定で定めめめめるものとるものとるものとるものと書書書書いています。いています。いています。いています。都市公園都市公園都市公園都市公園法法法法施施施施行行行行令令令令第５第５第５第５条条条条によりによりによりによりますと、この政ますと、この政ますと、この政ますと、この政令令令令で定で定で定で定めめめめるるるる便便便便益施設益施設益施設益施設は、は、は、は、売店売店売店売店、、、、飲食店飲食店飲食店飲食店、、、、宿泊施設宿泊施設宿泊施設宿泊施設、、、、駐駐駐駐車車車車場、場、場、場、園内移動園内移動園内移動園内移動用用用用施施施施設設設設、このように、このように、このように、このように宿泊施設宿泊施設宿泊施設宿泊施設がががが法上法上法上法上、、、、体体体体系系系系的的的的にににに整整整整備さ備さ備さ備されておりますので、入らないという認れておりますので、入らないという認れておりますので、入らないという認れておりますので、入らないという認識識識識はははは間違間違間違間違いであることをいであることをいであることをいであることをご指摘ご指摘ご指摘ご指摘申し申し申し申し上げ上げ上げ上げたいとたいとたいとたいと思思思思います。います。います。います。古都古都古都古都保保保保存存存存法法法法の中の、の中の、の中の、の中の、先先先先ほどほどほどほど言わ言わ言わ言われましたように、れましたように、れましたように、れましたように、施設施設施設施設が認が認が認が認めめめめられるもののうられるもののうられるもののうられるもののう○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員ちに、ちに、ちに、ちに、都市公園都市公園都市公園都市公園法法法法によるによるによるによる便便便便益施設益施設益施設益施設が認が認が認が認めめめめられると。それはられると。それはられると。それはられると。それは私私私私も承知しております。その中も承知しております。その中も承知しております。その中も承知しております。その中にににに含含含含まれているものとして、トまれているものとして、トまれているものとして、トまれているものとして、トイイイイレレレレやややや売店売店売店売店、、、、ホホホホテテテテルルルルも入っていることも理も入っていることも理も入っていることも理も入っていることも理解解解解をしているつをしているつをしているつをしているつもりです。知事がおっしもりです。知事がおっしもりです。知事がおっしもりです。知事がおっしゃゃゃゃっていることが、そういうっていることが、そういうっていることが、そういうっていることが、そういう法法法法のののの体体体体系系系系からいってからいってからいってからいって間違間違間違間違っているとっているとっているとっていると思思思思っているということについて、そのっているということについて、そのっているということについて、そのっているということについて、その書書書書いてあるいてあるいてあるいてある法法法法について、そのことは全について、そのことは全について、そのことは全について、そのことは全然違然違然違然違うことをうことをうことをうことを言言言言っておられるとはっておられるとはっておられるとはっておられるとは思思思思っておりまっておりまっておりまっておりませんせんせんせん。。。。
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しかし、しかし、しかし、しかし、私私私私が理が理が理が理解解解解をしておりますのは、をしておりますのは、をしておりますのは、をしておりますのは、私私私私の理の理の理の理解解解解がががが悪悪悪悪いのかもしれまいのかもしれまいのかもしれまいのかもしれませんけせんけせんけせんけれども、れども、れども、れども、都都都都市公園市公園市公園市公園は、そもそもは、そもそもは、そもそもは、そもそも運運運運用用用用指指指指針針針針でもでもでもでも述述述述べべべべられているように、られているように、られているように、られているように、公共公共公共公共、、、、オーオーオーオーププププンンンンススススペペペペースースースースとしてとしてとしてとして機機機機能能能能をををを有有有有していると。その中にしていると。その中にしていると。その中にしていると。その中に何何何何かかかか物物物物をををを建建建建てるときには、そういう機てるときには、そういう機てるときには、そういう機てるときには、そういう機能能能能をををを生生生生かすたかすたかすたかすためめめめに、に、に、に、どうしてもそのどうしてもそのどうしてもそのどうしてもそのホホホホテテテテルルルルがががが必要必要必要必要だと。だと。だと。だと。公園公園公園公園のののの利利利利用用用用増増増増進のた進のた進のた進のためめめめにににに必要必要必要必要なのかどうかがなのかどうかがなのかどうかがなのかどうかが考え考え考え考えられられられられるるるる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述述述述べべべべられていることからられていることからられていることからられていることから見見見見て、て、て、て、今今今今のののの高畑高畑高畑高畑地域の地域の地域の地域の裁裁裁裁判所判所判所判所跡跡跡跡地に、地に、地に、地に、多多多多くのくのくのくの方々方々方々方々にににに訪訪訪訪れていただいて、そのれていただいて、そのれていただいて、そのれていただいて、その利利利利用を用を用を用を促促促促進することを進することを進することを進することを目的目的目的目的にする場にする場にする場にする場合合合合に、に、に、に、高級高級高級高級とととと言わ言わ言わ言われてれてれてれている一部のいる一部のいる一部のいる一部の人人人人がががが利利利利用用用用さささされるようなれるようなれるようなれるようなホホホホテテテテルルルルをつくられるをつくられるをつくられるをつくられる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疑義疑義疑義疑義があるというがあるというがあるというがあるという思思思思いです。これはいです。これはいです。これはいです。これは法法法法律律律律のののの問題問題問題問題なので、なので、なので、なので、例えば法的例えば法的例えば法的例えば法的にににに裁裁裁裁判で判で判で判で解解解解決しなくてはい決しなくてはい決しなくてはい決しなくてはいけけけけないことになないことになないことになないことになるのかもしれないのでするのかもしれないのでするのかもしれないのでするのかもしれないのですけけけけれども、一部のれども、一部のれども、一部のれども、一部の人人人人がががが利利利利用する用する用する用するホホホホテテテテルルルルを、あを、あを、あを、あええええてつくらなくてはてつくらなくてはてつくらなくてはてつくらなくてはならないとはならないとはならないとはならないとは解せ解せ解せ解せ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っているということです。知事のっているということです。知事のっているということです。知事のっているということです。知事の考え考え考え考えははははわわわわかりまかりまかりまかりましたので、これ以したので、これ以したので、これ以したので、これ以上上上上、ここで、ここで、ここで、ここでややややりとりをしても全くそこはりとりをしても全くそこはりとりをしても全くそこはりとりをしても全くそこは変わ変わ変わ変わりまりまりまりませんせんせんせんので、そのので、そのので、そのので、その点点点点はははは意意意意見見見見がががが違違違違うということで申しうということで申しうということで申しうということで申し述述述述べべべべておきたいとておきたいとておきたいとておきたいと思思思思います。います。います。います。次次次次に、に、に、に、近隣近隣近隣近隣のののの住民住民住民住民がががが反反反反対対対対ををををさささされております。それは知事も承知のことだとれております。それは知事も承知のことだとれております。それは知事も承知のことだとれております。それは知事も承知のことだと思思思思うのですうのですうのですうのですけけけけれども、れども、れども、れども、反反反反対対対対ををををさささされている理れている理れている理れている理由由由由としてとしてとしてとして述述述述べべべべておられますのは、これまでておられますのは、これまでておられますのは、これまでておられますのは、これまで歴歴歴歴史史史史的的的的、文化、文化、文化、文化的的的的、、、、自然的自然的自然的自然的にににに重要重要重要重要な景観、環境、そういう地域の中でな景観、環境、そういう地域の中でな景観、環境、そういう地域の中でな景観、環境、そういう地域の中で住住住住んんんんできて、日できて、日できて、日できて、日常常常常的的的的にその景観ににその景観ににその景観ににその景観に親親親親ししししんんんんできた。そういうところにできた。そういうところにできた。そういうところにできた。そういうところに住住住住まれたまれたまれたまれた方方方方、それだ、それだ、それだ、それだけけけけでなく、でなく、でなく、でなく、先先先先ほどほどほどほど言わ言わ言わ言われました文化れました文化れました文化れました文化財財財財保保保保護護護護法法法法ですとか、ですとか、ですとか、ですとか、古都古都古都古都保保保保存存存存法法法法などのなどのなどのなどの法法法法令令令令にににに基基基基づくづくづくづく規規規規制制制制もももも守守守守って、って、って、って、協力協力協力協力をして、をして、をして、をして、みずみずみずみずからも環境からも環境からも環境からも環境をををを守守守守ってってってって住住住住まれてきた。だから、なおのこと、まれてきた。だから、なおのこと、まれてきた。だから、なおのこと、まれてきた。だから、なおのこと、近隣近隣近隣近隣のののの自然や自然や自然や自然や景観を景観を景観を景観を守守守守ってほしいとってほしいとってほしいとってほしいと願願願願ってってってっておられるとおられるとおられるとおられると思思思思います。もちろいます。もちろいます。もちろいます。もちろんんんん高畑裁高畑裁高畑裁高畑裁判所の判所の判所の判所の跡跡跡跡地は手が入っておりま地は手が入っておりま地は手が入っておりま地は手が入っておりませんせんせんせんから、から、から、から、大変大変大変大変荒れ荒れ荒れ荒れ果果果果てているてているてているてている状況状況状況状況でもあって、でもあって、でもあって、でもあって、樹木樹木樹木樹木もももも茂茂茂茂っていると。そういうことはっていると。そういうことはっていると。そういうことはっていると。そういうことは改善改善改善改善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ので、その管理者としての県のいので、その管理者としての県のいので、その管理者としての県のいので、その管理者としての県の責責責責任任任任を全うを全うを全うを全うさささされることについてれることについてれることについてれることについて反反反反対対対対をしているをしているをしているをしているわけわけわけわけではではではではなく、ななく、ななく、ななく、なぜぜぜぜそこにそこにそこにそこに新新新新たなたなたなたなホホホホテテテテルルルルのののの建設建設建設建設なのかになのかになのかになのかに納納納納得できないということを得できないということを得できないということを得できないということを言わ言わ言わ言われておりまれておりまれておりまれております。す。す。す。知事は、知事は、知事は、知事は、反反反反対対対対は一部のは一部のは一部のは一部の方々方々方々方々でででで誤誤誤誤解解解解にににに基基基基づくものだとづくものだとづくものだとづくものだと再三言わ再三言わ再三言わ再三言われておりますれておりますれておりますれておりますけけけけれども、れども、れども、れども、近近近近隣隣隣隣のののの住民住民住民住民のののの思思思思いをしっかりといをしっかりといをしっかりといをしっかりと受受受受けけけけととととめめめめ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っているのですが、そのっているのですが、そのっているのですが、そのっているのですが、その点点点点はいはいはいはいかがでしょうか。かがでしょうか。かがでしょうか。かがでしょうか。近隣近隣近隣近隣の皆様にもいろいろあります。の皆様にもいろいろあります。の皆様にもいろいろあります。の皆様にもいろいろあります。今今今今の山村委員のの山村委員のの山村委員のの山村委員の言葉言葉言葉言葉をををを聞聞聞聞いていると、いていると、いていると、いていると、近近近近○荒井知事○荒井知事○荒井知事○荒井知事隣隣隣隣の皆の皆の皆の皆さんさんさんさんが全員が全員が全員が全員反反反反対対対対のようにのようにのようにのように聞聞聞聞ここここええええるのでするのでするのでするのですけけけけれども、れども、れども、れども、強要強要強要強要するするするするわけわけわけわけではではではではござござござございまいまいまいませんせんせんせんが、が、が、が、多多多多数数数数かかかか少少少少数数数数かかかかわわわわからない、一部のからない、一部のからない、一部のからない、一部の方方方方のののの反反反反対対対対といつもといつもといつもといつも言言言言っていただくとっていただくとっていただくとっていただくと大変大変大変大変ありがたいありがたいありがたいありがたいとととと思思思思います。います。います。います。近隣近隣近隣近隣のののの住民住民住民住民がとおっしがとおっしがとおっしがとおっしゃゃゃゃると、全員ると、全員ると、全員ると、全員反反反反対対対対しているようにしているようにしているようにしているように聞聞聞聞ここここええええるるるるけけけけれども、れども、れども、れども、
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そうではないということはよく知っております。その一部のそうではないということはよく知っております。その一部のそうではないということはよく知っております。その一部のそうではないということはよく知っております。その一部の方方方方のののの反反反反対対対対がががが合合合合理性があるのか理性があるのか理性があるのか理性があるのかというのが、というのが、というのが、というのが、我々我々我々我々このようなこのようなこのようなこのような法法法法をををを執執執執行する行する行する行する立立立立場の場の場の場の重要重要重要重要なことでなことでなことでなことでござござござございます。います。います。います。今今今今、奈良、奈良、奈良、奈良公園公園公園公園の中にの中にの中にの中に自宅自宅自宅自宅があるがあるがあるがある方方方方でも、でも、でも、でも、公園公園公園公園で許可すると、文化で許可すると、文化で許可すると、文化で許可すると、文化庁庁庁庁の許可がの許可がの許可がの許可が要要要要るのです。るのです。るのです。るのです。塀塀塀塀を一つかを一つかを一つかを一つかええええるにしても、文化るにしても、文化るにしても、文化るにしても、文化庁庁庁庁の許可がの許可がの許可がの許可が要要要要ると。記ると。記ると。記ると。記念物念物念物念物課課課課ががががややややっていますっていますっていますっていますけけけけれども、それども、それども、それども、それを文化れを文化れを文化れを文化庁庁庁庁にににに持持持持っていって、申っていって、申っていって、申っていって、申請請請請をして、かをして、かをして、かをして、かええええていいですかと、ていいですかと、ていいですかと、ていいですかと、自宅自宅自宅自宅のののの方方方方も全ても全ても全ても全てさささされていれていれていれているるるるわけわけわけわけで、ここもで、ここもで、ここもで、ここも同じ同じ同じ同じででででござござござございます。文化います。文化います。文化います。文化庁庁庁庁長長長長官官官官までまでまでまで上上上上がって、いろいろがって、いろいろがって、いろいろがって、いろいろ反反反反対さ対さ対さ対されているれているれているれている一部の一部の一部の一部の方方方方がおられることもがおられることもがおられることもがおられることも聞聞聞聞き及き及き及き及んんんんででででござござござございますので、そのいますので、そのいますので、そのいますので、その内容内容内容内容もよくもよくもよくもよく吟吟吟吟味味味味をして、判断をして、判断をして、判断をして、判断さささされたと。れたと。れたと。れたと。権限権限権限権限者は文化者は文化者は文化者は文化庁庁庁庁長長長長官官官官になります。そのになります。そのになります。そのになります。その過過過過程で程で程で程で電話電話電話電話もいただきました。これは許もいただきました。これは許もいただきました。これは許もいただきました。これは許可す可す可す可すべべべべきであるということをきであるということをきであるということをきであるということをじじじじかにいただきました。かにいただきました。かにいただきました。かにいただきました。権限権限権限権限者の者の者の者の意見意見意見意見はははは権威権威権威権威的的的的に正しいといに正しいといに正しいといに正しいということではなしに、いろいろなことをよく知っておられたうことではなしに、いろいろなことをよく知っておられたうことではなしに、いろいろなことをよく知っておられたうことではなしに、いろいろなことをよく知っておられた上上上上での判断のようにでの判断のようにでの判断のようにでの判断のように伺伺伺伺いました。いました。いました。いました。それをそれをそれをそれを住民住民住民住民のののの反反反反対対対対だとおっしだとおっしだとおっしだとおっしゃゃゃゃるるるるわけわけわけわけででででござござござございますいますいますいますけけけけれども、あれども、あれども、あれども、あええええてててて言言言言いますいますいますいますけけけけれども、れども、れども、れども、一部の一部の一部の一部の方方方方だからだからだからだから無無無無視視視視するするするするわけわけわけわけではもちろではもちろではもちろではもちろんござんござんござんございまいまいまいませんせんせんせん。。。。合合合合理理理理的的的的かどうかの判断をどこかかどうかの判断をどこかかどうかの判断をどこかかどうかの判断をどこかでででで下下下下ささささななななけけけけれれれればばばばいいいいけけけけない。ない。ない。ない。自宅自宅自宅自宅についてのについてのについてのについての何何何何かかかか改改改改修修修修について、一部のについて、一部のについて、一部のについて、一部の住民住民住民住民がががが反反反反対対対対したらしたらしたらしたら通通通通らないかというとそうではなしに、文化らないかというとそうではなしに、文化らないかというとそうではなしに、文化らないかというとそうではなしに、文化庁庁庁庁にににに言言言言って、そういうって、そういうって、そういうって、そういう改改改改修修修修ならいいですとならいいですとならいいですとならいいですと言わ言わ言わ言われれれれたらたらたらたら改改改改修修修修はできるはできるはできるはできる仕組み仕組み仕組み仕組みになっているになっているになっているになっているわけわけわけわけででででござござござございます。そのような手います。そのような手います。そのような手います。そのような手続続続続をををを十十十十分にして、分にして、分にして、分にして、地元の地元の地元の地元の整整整整備備備備検討検討検討検討委員会でも委員会でも委員会でも委員会でも吟吟吟吟味味味味をしていただいたをしていただいたをしていただいたをしていただいた上上上上で、文化で、文化で、文化で、文化庁庁庁庁にににに届届届届いたそのいたそのいたそのいたそのプロセプロセプロセプロセススススででででごごごござざざざいます。そのようなことを皆様に知っていただきたいと、います。そのようなことを皆様に知っていただきたいと、います。そのようなことを皆様に知っていただきたいと、います。そのようなことを皆様に知っていただきたいと、繰繰繰繰りりりり返返返返しになっておりますしになっておりますしになっておりますしになっておりますけけけけれども、おれども、おれども、おれども、お互互互互いにいにいにいに繰繰繰繰りりりり返返返返しでしでしでしでござござござございますので、お許しいただきたいといますので、お許しいただきたいといますので、お許しいただきたいといますので、お許しいただきたいと思思思思います。います。います。います。一部の一部の一部の一部の方方方方のののの反反反反対対対対と知事はと知事はと知事はと知事は強調さ強調さ強調さ強調されておりますれておりますれておりますれておりますけけけけれども、もちろれども、もちろれども、もちろれども、もちろんんんん近隣近隣近隣近隣の中での中での中での中で○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員賛賛賛賛成と成と成と成と言わ言わ言わ言われるれるれるれる方方方方もいらっしもいらっしもいらっしもいらっしゃゃゃゃるかもしれないですが、るかもしれないですが、るかもしれないですが、るかもしれないですが、近隣近隣近隣近隣のののの自自自自治会の皆様は、治会の皆様は、治会の皆様は、治会の皆様は、反反反反対対対対ををををさささされているれているれているれている方方方方がががが多多多多くおられますことを申しくおられますことを申しくおられますことを申しくおられますことを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す。文化います。文化います。文化います。文化庁庁庁庁に申に申に申に申請請請請ををををさささされれれれて、許可を得たからいいのだと知事もおっして、許可を得たからいいのだと知事もおっして、許可を得たからいいのだと知事もおっして、許可を得たからいいのだと知事もおっしゃゃゃゃっています。もちろっています。もちろっています。もちろっています。もちろんんんん近隣近隣近隣近隣のののの住民住民住民住民もももも何何何何かかかか変変変変更更更更しようとしようとしようとしようとさささされるときは、文化れるときは、文化れるときは、文化れるときは、文化庁庁庁庁に申に申に申に申請請請請ををををさささされて、そのれて、そのれて、そのれて、その結結結結果果果果でないとできないことはでないとできないことはでないとできないことはでないとできないことは当然当然当然当然のことだとのことだとのことだとのことだと思思思思っていますし、そうっていますし、そうっていますし、そうっていますし、そうさささされてきたとれてきたとれてきたとれてきたと思思思思います。います。います。います。しかし、県はこのしかし、県はこのしかし、県はこのしかし、県はこの庭園庭園庭園庭園のののの価値価値価値価値をををを大変大変大変大変すすすすぐぐぐぐれたものなので、それをれたものなので、それをれたものなので、それをれたものなので、それを復復復復元していこうという元していこうという元していこうという元していこうということをことをことをことを言わ言わ言わ言われました。そのすれました。そのすれました。そのすれました。そのすぐぐぐぐれたれたれたれた価値価値価値価値をををを守守守守っていくことと、っていくことと、っていくことと、っていくことと、ホホホホテテテテルルルルをつくるということをつくるということをつくるということをつくるということは全は全は全は全然違然違然違然違うことだとうことだとうことだとうことだと思思思思うのです。うのです。うのです。うのです。意味意味意味意味がががが違違違違うとうとうとうと思思思思うのですうのですうのですうのですけけけけれども、保れども、保れども、保れども、保存存存存をしていく、あをしていく、あをしていく、あをしていく、あるいはるいはるいはるいは価値価値価値価値をををを生生生生かしていくということであれかしていくということであれかしていくということであれかしていくということであればばばば、す、す、す、すぐぐぐぐれた景観をきちれた景観をきちれた景観をきちれた景観をきちんんんんと、つくり出と、つくり出と、つくり出と、つくり出さささされれれれたものを保たものを保たものを保たものを保存存存存さささされていくという、これまでのれていくという、これまでのれていくという、これまでのれていくという、これまでの方方方方針針針針に従ってに従ってに従ってに従って継継継継承していくことが承していくことが承していくことが承していくことが非常非常非常非常にあるにあるにあるにあるべべべべきききき姿姿姿姿ではないのかとではないのかとではないのかとではないのかと思思思思うのです。そこにうのです。そこにうのです。そこにうのです。そこに見見見見たたたた目目目目がががが変わ変わ変わ変わったり、景観にはすったり、景観にはすったり、景観にはすったり、景観にはすごごごごく配く配く配く配慮慮慮慮ををををささささ
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れているとれているとれているとれていると聞聞聞聞いていますいていますいていますいていますけけけけれども、れども、れども、れども、新新新新たなものをたなものをたなものをたなものを建建建建てるということになりましたら、そのてるということになりましたら、そのてるということになりましたら、そのてるということになりましたら、そのゾゾゾゾーーーーン全ン全ン全ン全体体体体のののの雰囲気雰囲気雰囲気雰囲気をををを大大大大きくきくきくきく変え変え変え変えていくことになるとていくことになるとていくことになるとていくことになると思思思思います。そういういます。そういういます。そういういます。そういう意味意味意味意味で、で、で、で、今回今回今回今回ののののこのこのこのこのホホホホテテテテルルルルをををを建建建建てることについてのてることについてのてることについてのてることについての近隣近隣近隣近隣の皆の皆の皆の皆さんさんさんさんの危の危の危の危惧惧惧惧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っておりっておりっておりっております。なます。なます。なます。なぜぜぜぜ本本本本当当当当ににににホホホホテテテテルルルルでないといでないといでないといでないといけけけけないのか、そこにないのか、そこにないのか、そこにないのか、そこにホホホホテテテテルルルルをををを建建建建てるのかということにてるのかということにてるのかということにてるのかということについての理ついての理ついての理ついての理解解解解がなかなかがなかなかがなかなかがなかなかさささされていないのではないかとれていないのではないかとれていないのではないかとれていないのではないかと思思思思います。います。います。います。次次次次におにおにおにお伺伺伺伺いしたいのは、いしたいのは、いしたいのは、いしたいのは、近隣近隣近隣近隣のののの住民住民住民住民から、計から、計から、計から、計画画画画についてについてについてについて説説説説明明明明会も開かれましたが、知り会も開かれましたが、知り会も開かれましたが、知り会も開かれましたが、知りたいとたいとたいとたいと思思思思っていることをっていることをっていることをっていることを説説説説明明明明してもらしてもらしてもらしてもらええええていないと。県にていないと。県にていないと。県にていないと。県に対対対対して、このして、このして、このして、この間間間間もももも質問状質問状質問状質問状を出しを出しを出しを出しましたましたましたましたけけけけれども、れども、れども、れども、回答回答回答回答がおくれますというがおくれますというがおくれますというがおくれますという返返返返事があるだ事があるだ事があるだ事があるだけけけけで、で、で、で、具具具具体的体的体的体的なななな回答回答回答回答をしていただをしていただをしていただをしていただけけけけないということで、このないということで、このないということで、このないということで、この間間間間もももも相談相談相談相談がありました。がありました。がありました。がありました。既既既既に県では、文化に県では、文化に県では、文化に県では、文化庁庁庁庁の許可だの許可だの許可だの許可だけけけけではなではなではなではなく、奈良く、奈良く、奈良く、奈良市市市市でもでもでもでも古都古都古都古都保保保保存存存存法法法法に係っての許可も得ておられます。に係っての許可も得ておられます。に係っての許可も得ておられます。に係っての許可も得ておられます。そこで、許可を得るにそこで、許可を得るにそこで、許可を得るにそこで、許可を得るに当当当当たりましては、計たりましては、計たりましては、計たりましては、計画画画画図図図図面面面面などもなどもなどもなども添添添添付をして得ているにもかか付をして得ているにもかか付をして得ているにもかか付をして得ているにもかかわわわわららららずずずず、、、、隣隣隣隣にににに住住住住む人々む人々む人々む人々には、どういうものなのかというには、どういうものなのかというには、どういうものなのかというには、どういうものなのかという詳細詳細詳細詳細なことについておなことについておなことについておなことについてお聞聞聞聞きしても、きしても、きしても、きしても、いまだいまだいまだいまだ答え答え答え答えてもらっていない。てもらっていない。てもらっていない。てもらっていない。住民住民住民住民からは、なからは、なからは、なからは、なぜぜぜぜかしらということで、かしらということで、かしらということで、かしらということで、非常非常非常非常に不に不に不に不信信信信感感感感をををを持持持持たれたり、たれたり、たれたり、たれたり、疑問疑問疑問疑問をををを持持持持たれています。たれています。たれています。たれています。反反反反対対対対、、、、賛賛賛賛成にかか成にかか成にかか成にかかわわわわららららずずずず、その、その、その、その疑問や疑問や疑問や疑問や不安については、不安については、不安については、不安については、ややややはりきちはりきちはりきちはりきちんんんんとおとおとおとお答えさ答えさ答えさ答えされなくてはならないとれなくてはならないとれなくてはならないとれなくてはならないと思思思思うのですうのですうのですうのですけけけけれども、こういうれども、こういうれども、こういうれども、こういう点点点点についてについてについてについてはいかがでしょうか。はいかがでしょうか。はいかがでしょうか。はいかがでしょうか。繰繰繰繰りりりり返返返返しになりますが、しになりますが、しになりますが、しになりますが、意見意見意見意見がががが届届届届いていないというのは、いていないというのは、いていないというのは、いていないというのは、住民住民住民住民の一部のの一部のの一部のの一部の方方方方でででで○荒井知事○荒井知事○荒井知事○荒井知事す。す。す。す。繰繰繰繰りりりり返返返返しになりますが、一部のしになりますが、一部のしになりますが、一部のしになりますが、一部の方方方方はははは反反反反対対対対だからだからだからだから無無無無視視視視するというするというするというするというわけわけわけわけではではではではござござござございまいまいまいませんせんせんせん。。。。山村委員のおっし山村委員のおっし山村委員のおっし山村委員のおっしゃゃゃゃった中で、った中で、った中で、った中で、ホホホホテテテテルルルルが保が保が保が保存存存存とととと両両両両立立立立しないのではないか、マしないのではないか、マしないのではないか、マしないのではないか、マッチッチッチッチしないしないしないしないのではないかとおっしのではないかとおっしのではないかとおっしのではないかとおっしゃゃゃゃいました。いました。いました。いました。今今今今、文化、文化、文化、文化財財財財の保の保の保の保存存存存について、中について、中について、中について、中央央央央で議で議で議で議論論論論が行が行が行が行わわわわれておれておれておれております。ります。ります。ります。公園公園公園公園というというというという施設施設施設施設もそうですが、文化もそうですが、文化もそうですが、文化もそうですが、文化財財財財のののの利活利活利活利活用を前用を前用を前用を前提提提提にした保にした保にした保にした保存存存存をををを図図図図ろうとろうとろうとろうと大大大大ききききなななな転換転換転換転換がががが図図図図られようとしております。文化られようとしております。文化られようとしております。文化られようとしております。文化財財財財審議会の教育特別部会の委員に審議会の教育特別部会の委員に審議会の教育特別部会の委員に審議会の教育特別部会の委員に任命さ任命さ任命さ任命されましれましれましれましたので、あしたそれに出席しますたので、あしたそれに出席しますたので、あしたそれに出席しますたので、あしたそれに出席しますけけけけれども、このれども、このれども、このれども、このケースケースケースケースの審議ではの審議ではの審議ではの審議ではござござござございまいまいまいませんせんせんせんが、文化が、文化が、文化が、文化財財財財の保の保の保の保存存存存とととと活活活活用が分かれていたというのを、文化用が分かれていたというのを、文化用が分かれていたというのを、文化用が分かれていたというのを、文化財財財財の保の保の保の保存存存存とととと活活活活用、用、用、用、活活活活用すると保用すると保用すると保用すると保存存存存もできもできもできもできるというのがるというのがるというのがるというのが世界世界世界世界のののの潮流潮流潮流潮流ででででござござござございます。います。います。います。先先先先ほどほどほどほどホホホホテテテテルルルルと保と保と保と保存存存存がマがマがマがマッチッチッチッチしないというしないというしないというしないという意見意見意見意見ででででござござござございましたが、そのようないましたが、そのようないましたが、そのようないましたが、そのような考え方考え方考え方考え方ははははずずずずっとっとっとっと古古古古くからあったくからあったくからあったくからあったわけわけわけわけででででござござござございますいますいますいますけけけけれども、れども、れども、れども、今今今今はははは利活利活利活利活用して保用して保用して保用して保存存存存をををを図図図図ろうということにろうということにろうということにろうということに大大大大転換転換転換転換さささされてきている、れてきている、れてきている、れてきている、ユユユユネネネネススススココココ自体自体自体自体もそのよもそのよもそのよもそのようなうなうなうな転換転換転換転換をををを図図図図ってきているということを申しってきているということを申しってきているということを申しってきているということを申し添添添添ええええたいとたいとたいとたいと思思思思います。います。います。います。そのときに保そのときに保そのときに保そのときに保存存存存の中で景観保の中で景観保の中で景観保の中で景観保存存存存ということを山村委員はおっしということを山村委員はおっしということを山村委員はおっしということを山村委員はおっしゃゃゃゃいました。景観がいました。景観がいました。景観がいました。景観が悪悪悪悪くくくくなると、これはなると、これはなると、これはなると、これは主主主主観観観観的的的的なななな面面面面もあるともあるともあるともあると思思思思いますが、いますが、いますが、いますが、隣隣隣隣ののののババババスタースタースタースターミナルミナルミナルミナルでもおっしでもおっしでもおっしでもおっしゃゃゃゃいましいましいましいまし
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た。た。た。た。近鉄近鉄近鉄近鉄奈良奈良奈良奈良駅駅駅駅のののの大大大大屋根屋根屋根屋根でもおっしでもおっしでもおっしでもおっしゃゃゃゃいました。このいました。このいました。このいました。このパパパパースースースースをををを見見見見ても、ても、ても、ても、私私私私は景観にはは景観にはは景観にはは景観には自自自自信信信信があります。だから、があります。だから、があります。だから、があります。だから、ぜひぜひぜひぜひ山村委員の山村委員の山村委員の山村委員の党党党党は、できは、できは、できは、でき上上上上がったがったがったがった後後後後、おかしいではないかと、前、おかしいではないかと、前、おかしいではないかと、前、おかしいではないかと、前へへへへ立立立立ってってってってデモデモデモデモでもしていただきたいと。そういうことを事前にはでもしていただきたいと。そういうことを事前にはでもしていただきたいと。そういうことを事前にはでもしていただきたいと。そういうことを事前にはさささされるれるれるれるけけけけれども、事れども、事れども、事れども、事後後後後ににににははははさささされない。れない。れない。れない。見見見見たときにこれはいいと、たときにこれはいいと、たときにこれはいいと、たときにこれはいいと、反反反反対対対対したしたしたした人人人人はどこかに行ってしまはどこかに行ってしまはどこかに行ってしまはどこかに行ってしまわわわわれるというのれるというのれるというのれるというのがががが今今今今までのまでのまでのまでの常常常常であり、であり、であり、であり、後後後後ののののフフフフォロォロォロォローーーーも、も、も、も、ぜひぜひぜひぜひ政政政政党党党党としてしていただとしてしていただとしてしていただとしてしていただけけけけたら、一たら、一たら、一たら、一貫貫貫貫したしたしたした主張主張主張主張になろうかとになろうかとになろうかとになろうかと思思思思います。景観については、います。景観については、います。景観については、います。景観については、大大大大分分分分自自自自信信信信ががががござござござございます。います。います。います。反反反反対対対対のののの方方方方へへへへのののの説説説説明明明明につきましては、文化につきましては、文化につきましては、文化につきましては、文化庁庁庁庁長長長長官官官官の許可があったからの許可があったからの許可があったからの許可があったから説説説説明明明明しないというしないというしないというしないというわわわわけけけけではではではではござござござございまいまいまいませんせんせんせん。。。。説説説説明明明明をしておりますが、会場の様をしておりますが、会場の様をしておりますが、会場の様をしておりますが、会場の様子子子子もももも聞聞聞聞いておりますいておりますいておりますいておりますけけけけれども、とれども、とれども、とれども、とにかくにかくにかくにかく何何何何をををを言言言言ってもってもってもっても反反反反対対対対だとだとだとだと聞聞聞聞いております。しかし、それについていております。しかし、それについていております。しかし、それについていております。しかし、それについて説説説説明明明明はしているようはしているようはしているようはしているようででででござござござございます。います。います。います。民主主民主主民主主民主主義的義的義的義的な、一部のな、一部のな、一部のな、一部の方方方方のののの反反反反対対対対のののの同意同意同意同意が前が前が前が前提提提提ということはということはということはということは何何何何も進も進も進も進みみみみまままませんせんせんせんので、それはおかしいのではないかとので、それはおかしいのではないかとので、それはおかしいのではないかとので、それはおかしいのではないかと思思思思います。きちいます。きちいます。きちいます。きちんんんんとした、とした、とした、とした、透透透透明明明明性を性を性を性を持持持持った審議を進った審議を進った審議を進った審議を進めめめめられて、られて、られて、られて、権限権限権限権限のあるのあるのあるのある人人人人がががが責責責責任任任任をををを持持持持って、って、って、って、訴訟訴訟訴訟訴訟がががが起起起起こった場こった場こった場こった場合合合合でも、でも、でも、でも、私私私私はそのように決はそのように決はそのように決はそのように決めめめめたということをたということをたということをたということを受受受受けけけけていただくていただくていただくていただく法的法的法的法的なななな主主主主体体体体が、が、が、が、今今今今は文化は文化は文化は文化庁庁庁庁長長長長官官官官ででででござござござございます。そのようないます。そのようないます。そのようないます。そのような方方方方の判断が出たので、その判断をもとにの判断が出たので、その判断をもとにの判断が出たので、その判断をもとにの判断が出たので、その判断をもとに説説説説明明明明をするというをするというをするというをするという態態態態度をとっておりますので、度をとっておりますので、度をとっておりますので、度をとっておりますので、隠隠隠隠してきたことはしてきたことはしてきたことはしてきたことは何何何何ももももござござござございまいまいまいませんせんせんせん。。。。知事の知事の知事の知事の回答回答回答回答ですですですですけけけけれども、県にれども、県にれども、県にれども、県に対対対対するするするする質問状質問状質問状質問状というというというという形形形形で、で、で、で、近隣近隣近隣近隣のののの方方方方が、すが、すが、すが、すごごごご○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員く真っく真っく真っく真っ当当当当なことをなことをなことをなことを聞聞聞聞かれているとかれているとかれているとかれていると思思思思うのです。８月に出うのです。８月に出うのです。８月に出うのです。８月に出さささされたにもかかれたにもかかれたにもかかれたにもかかわわわわららららずずずず、、、、今今今今、１０、１０、１０、１０月になりましても、その月になりましても、その月になりましても、その月になりましても、その回答回答回答回答はまだできないというはまだできないというはまだできないというはまだできないという状況状況状況状況でした。そういうことのでした。そういうことのでした。そういうことのでした。そういうことの積積積積み重ねみ重ねみ重ねみ重ねが、が、が、が、ややややはりはりはりはり近隣近隣近隣近隣のののの住民住民住民住民の理の理の理の理解解解解をなかなか得られないをなかなか得られないをなかなか得られないをなかなか得られない原因原因原因原因にもなっているのではないかとにもなっているのではないかとにもなっているのではないかとにもなっているのではないかと思思思思います。います。います。います。ややややはりそういうところははりそういうところははりそういうところははりそういうところは改め改め改め改め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っております。っております。っております。っております。景観に景観に景観に景観に自自自自信信信信があるということで、があるということで、があるということで、があるということで、図図図図面面面面をををを見せ見せ見せ見せていただきまして、ていただきまして、ていただきまして、ていただきまして、今今今今出ているものについ出ているものについ出ているものについ出ているものについて、て、て、て、確確確確かに景観に配かに景観に配かに景観に配かに景観に配慮慮慮慮さささされていることは理れていることは理れていることは理れていることは理解解解解します。知事は、します。知事は、します。知事は、します。知事は、登登登登大大大大路バ路バ路バ路バスタースタースタースターミナルミナルミナルミナルのこのこのこのこととととや大や大や大や大屋根屋根屋根屋根のこともおっしのこともおっしのこともおっしのこともおっしゃゃゃゃいましたいましたいましたいましたけけけけれども、れども、れども、れども、私私私私たちとしても、たちとしても、たちとしても、たちとしても、建建建建ったものについて、ったものについて、ったものについて、ったものについて、これを取りこれを取りこれを取りこれを取り壊壊壊壊せせせせというというというという運運運運動動動動をするのかということもあろうかとをするのかということもあろうかとをするのかということもあろうかとをするのかということもあろうかと思思思思っています。もちろっています。もちろっています。もちろっています。もちろん必ん必ん必ん必要要要要であれであれであれであればばばば、、、、当然当然当然当然デモデモデモデモをしてでも、取りをしてでも、取りをしてでも、取りをしてでも、取り壊壊壊壊すようにすようにすようにすように運運運運動動動動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。今回今回今回今回のこののこののこののこの件件件件につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、今後今後今後今後そういうこともそういうこともそういうこともそういうことも検討検討検討検討していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと思思思思います。います。います。います。今今今今の景観をの景観をの景観をの景観を将将将将来来来来ににににわわわわたってたってたってたって凍凍凍凍結結結結保保保保存存存存をしていこうとをしていこうとをしていこうとをしていこうと言言言言っている、その場所にっている、その場所にっている、その場所にっている、その場所にホホホホテテテテルルルルをつくることについては、をつくることについては、をつくることについては、をつくることについては、いろいろいろいろいろいろいろいろ説説説説明明明明をいただいてもをいただいてもをいただいてもをいただいても納納納納得はできないと得はできないと得はできないと得はできないと思思思思っております。そのことは申しっております。そのことは申しっております。そのことは申しっております。そのことは申し上げ上げ上げ上げておておておておきたいときたいときたいときたいと思思思思います。います。います。います。次次次次に進に進に進に進みみみみたいとたいとたいとたいと思思思思います。吉います。吉います。吉います。吉城園城園城園城園地域では地域では地域では地域では現現現現存存存存するするするする施設施設施設施設などのなどのなどのなどの利活利活利活利活用を用を用を用を図図図図ることになっることになっることになっることになっ
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ております。そのております。そのております。そのております。その点点点点で、どで、どで、どで、どんんんんなななな活活活活用を用を用を用をさささされるにしても、前れるにしても、前れるにしても、前れるにしても、前回回回回もおもおもおもお聞聞聞聞きしましたが、知事きしましたが、知事きしましたが、知事きしましたが、知事公公公公舎舎舎舎については、については、については、については、学術学術学術学術的的的的なななな建物建物建物建物調調調調査は査は査は査は実実実実施施施施さささされていないれていないれていないれていない状態状態状態状態です。です。です。です。活活活活用の前に、用の前に、用の前に、用の前に、ややややはりきちはりきちはりきちはりきちんんんんとととと調調調調査をして、査をして、査をして、査をして、価値価値価値価値をををを明明明明らかにすることがらかにすることがらかにすることがらかにすることが必要必要必要必要ではないかとではないかとではないかとではないかと思思思思っております。知事は、っております。知事は、っております。知事は、っております。知事は、大大大大事な事な事な事な価値価値価値価値はははは守守守守るとるとるとると言わ言わ言わ言われております。知事れております。知事れております。知事れております。知事公公公公舎舎舎舎も文化も文化も文化も文化財財財財のののの指指指指定も定も定も定もさささされるのではないかとれるのではないかとれるのではないかとれるのではないかといういういういう建物建物建物建物でありますし、副知事でありますし、副知事でありますし、副知事でありますし、副知事公公公公舎舎舎舎と知事と知事と知事と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現現現現存存存存していることをしていることをしていることをしていることを見見見見ても、全ても、全ても、全ても、全国国国国でもでもでもでも珍珍珍珍しいしいしいしい例例例例でもあり、そういうすでもあり、そういうすでもあり、そういうすでもあり、そういうすぐぐぐぐれたものであるということをきちれたものであるということをきちれたものであるということをきちれたものであるということをきちんんんんとととと調べ調べ調べ調べて、県て、県て、県て、県民民民民にににに明明明明らかにしていただきたいとらかにしていただきたいとらかにしていただきたいとらかにしていただきたいと思思思思っていますが、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ょうか。についてはいかがでしょうか。についてはいかがでしょうか。についてはいかがでしょうか。知事知事知事知事公公公公舎舎舎舎のののの価値価値価値価値はどのように認はどのように認はどのように認はどのように認識識識識するかということから出するかということから出するかということから出するかということから出発発発発するするするするべべべべき議き議き議き議論論論論だだだだ○荒井知事○荒井知事○荒井知事○荒井知事とととと思思思思います。そのいます。そのいます。そのいます。その価値価値価値価値をををを残残残残すことはすことはすことはすことは合意合意合意合意したしたしたした上上上上で、で、で、で、利活利活利活利活用することになっております。用することになっております。用することになっております。用することになっております。価価価価値値値値のののの大大大大前前前前提提提提の一つは、外観の保の一つは、外観の保の一つは、外観の保の一つは、外観の保存存存存だとだとだとだと思思思思います。あのようないます。あのようないます。あのようないます。あのような古古古古いたたいたたいたたいたたずずずずまいの外観のたたまいの外観のたたまいの外観のたたまいの外観のたたずずずずまいをまいをまいをまいを維維維維持持持持することが一つの前することが一つの前することが一つの前することが一つの前提提提提。もう一つは知事。もう一つは知事。もう一つは知事。もう一つは知事公公公公舎舎舎舎につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、御御御御認認認認証証証証のののの間間間間はははは歴歴歴歴史史史史的的的的価値価値価値価値があろうかと。があろうかと。があろうかと。があろうかと。建物建物建物建物のののの美美美美観観観観ややややたたたたたたたたずずずずまいとしては、まいとしては、まいとしては、まいとしては、大変小さ大変小さ大変小さ大変小さな部な部な部な部屋屋屋屋ででででござござござございまいまいまいますので、どこかのすので、どこかのすので、どこかのすので、どこかの家家家家にはあるかもしれまにはあるかもしれまにはあるかもしれまにはあるかもしれませんせんせんせんが、が、が、が、ごごごご認認認認証さ証さ証さ証されたれたれたれた間間間間というというというという歴歴歴歴史史史史的的的的価値価値価値価値を保を保を保を保存存存存するという、その２つがするという、その２つがするという、その２つがするという、その２つが重要重要重要重要な保な保な保な保存存存存のののの対対対対象象象象であろうかとであろうかとであろうかとであろうかと思思思思います。います。います。います。たたたたたたたたずずずずまいの中で、山村委員がおっしまいの中で、山村委員がおっしまいの中で、山村委員がおっしまいの中で、山村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ホホホホテテテテルルルルになるとたたになるとたたになるとたたになるとたたずずずずまいがまいがまいがまいが壊壊壊壊れるのれるのれるのれるのかという、かという、かという、かという、先先先先ほどの議ほどの議ほどの議ほどの議論論論論の延長もあろうかとの延長もあろうかとの延長もあろうかとの延長も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、ホホホホテテテテルルルルだからだからだからだから壊壊壊壊れるれるれるれるわけわけわけわけではなではなではなではなしに、しに、しに、しに、民民民民家家家家のののの方方方方がががが随随随随分分分分壊壊壊壊しているところもありますので、しているところもありますので、しているところもありますので、しているところもありますので、民民民民家家家家は保は保は保は保存存存存のののの投投投投資がなかなかで資がなかなかで資がなかなかで資がなかなかできない、きない、きない、きない、ホホホホテテテテルルルルはたたはたたはたたはたたずずずずまいのまいのまいのまいの投投投投資は資は資は資は十十十十分していただ分していただ分していただ分していただけけけけるるるるわけわけわけわけですので、その保ですので、その保ですので、その保ですので、その保存存存存のたたのたたのたたのたたずずずずまいのまいのまいのまいの維維維維持へ持へ持へ持へのののの投投投投資を前資を前資を前資を前提提提提にして、にして、にして、にして、利活利活利活利活用をしていいことになっております。用をしていいことになっております。用をしていいことになっております。用をしていいことになっております。そもそもそもそもそもそもそもそもホホホホテテテテルルルルがどうもおがどうもおがどうもおがどうもお嫌嫌嫌嫌いのようないのようないのようないのような感じ感じ感じ感じはするのですはするのですはするのですはするのですけけけけれども、そうではなしに、れども、そうではなしに、れども、そうではなしに、れども、そうではなしに、利活利活利活利活用の用の用の用の対対対対象象象象として、として、として、として、便便便便益施設益施設益施設益施設であるであるであるである宿泊施設宿泊施設宿泊施設宿泊施設は許可をしていいは許可をしていいは許可をしていいは許可をしていい対対対対象象象象に入っておりますのに入っておりますのに入っておりますのに入っておりますのと、それはと、それはと、それはと、それは適法適法適法適法かどうかというのと、それがかどうかというのと、それがかどうかというのと、それがかどうかというのと、それが適適適適切切切切かどうかというのは議かどうかというのは議かどうかというのは議かどうかというのは議論論論論のあるところでのあるところでのあるところでのあるところでござござござございますが、いますが、いますが、いますが、多少意見多少意見多少意見多少意見が分かれていることは従が分かれていることは従が分かれていることは従が分かれていることは従来来来来から認から認から認から認識識識識しております。しております。しております。しております。繰繰繰繰りりりり返返返返しになしになしになしになりますが、りますが、りますが、りますが、適法適法適法適法、、、、適適適適切切切切である許可であろうかとである許可であろうかとである許可であろうかとである許可であろうかと思思思思っております。っております。っております。っております。私私私私がおがおがおがお聞聞聞聞きしたかったのは、知事きしたかったのは、知事きしたかったのは、知事きしたかったのは、知事公公公公舎舎舎舎のののの価値価値価値価値のことをのことをのことをのことを言わ言わ言わ言われましたが、そうれましたが、そうれましたが、そうれましたが、そう○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員いういういういう価値価値価値価値があるとがあるとがあるとがあると私私私私もももも思思思思っております。っております。っております。っております。加加加加ええええて、て、て、て、建物建物建物建物のののの学術学術学術学術的的的的なななな調調調調査を事前に査を事前に査を事前に査を事前にややややっていたっていたっていたっていただきたいとだきたいとだきたいとだきたいと思思思思うが、どうかをおうが、どうかをおうが、どうかをおうが、どうかをお聞聞聞聞きしています。きしています。きしています。きしています。ホホホホテテテテルルルルがががが嫌嫌嫌嫌いだとか、知事いだとか、知事いだとか、知事いだとか、知事公公公公舎舎舎舎の中をの中をの中をの中をホホホホテテテテルルルルにしたから、それがにしたから、それがにしたから、それがにしたから、それが壊壊壊壊れてしまうということをれてしまうということをれてしまうということをれてしまうということを言言言言っているのではありまっているのではありまっているのではありまっているのではありませんせんせんせん。。。。高畑高畑高畑高畑地域の場地域の場地域の場地域の場合合合合は、は、は、は、ホホホホテテテテルルルルをををを新新新新たに出たに出たに出たに出現させ現させ現させ現させるということで、るということで、るということで、るということで、建物建物建物建物がないがないがないがない今今今今の景観のとの景観のとの景観のとの景観のところにつくるということですから、それはそころにつくるということですから、それはそころにつくるということですから、それはそころにつくるということですから、それはそぐわぐわぐわぐわないのではないかと申しましたないのではないかと申しましたないのではないかと申しましたないのではないかと申しましたけけけけれども、れども、れども、れども、
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今現今現今現今現存存存存しているしているしているしている建物建物建物建物をどうをどうをどうをどう活活活活用していくのかということとはまた用していくのかということとはまた用していくのかということとはまた用していくのかということとはまた話話話話がががが違違違違うのではないかとうのではないかとうのではないかとうの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。現現現現存存存存しているしているしているしている建物建物建物建物をどのようにをどのようにをどのようにをどのように使使使使うにしても、それをうにしても、それをうにしても、それをうにしても、それを使使使使う以前のう以前のう以前のう以前の段階段階段階段階としとしとしとして、て、て、て、価値価値価値価値のことを知事ものことを知事ものことを知事ものことを知事も重要重要重要重要だとおっしだとおっしだとおっしだとおっしゃゃゃゃっているのですから、っているのですから、っているのですから、っているのですから、学術学術学術学術的的的的なななな建物建物建物建物のののの調調調調査を査を査を査を実実実実施施施施していただきたいとしていただきたいとしていただきたいとしていただきたいと思思思思っているのですが、それはどうかと。っているのですが、それはどうかと。っているのですが、それはどうかと。っているのですが、それはどうかと。吉吉吉吉城園城園城園城園については、については、については、については、ホホホホテテテテルルルルをつくっても、をつくっても、をつくっても、をつくっても、高畑高畑高畑高畑ほどほどほどほど心情的心情的心情的心情的なななな反反反反対対対対はないと理はないと理はないと理はないと理○荒井知事○荒井知事○荒井知事○荒井知事解解解解ををををさせさせさせさせていただきました。ていただきました。ていただきました。ていただきました。ホホホホテテテテルルルルそのものがおそのものがおそのものがおそのものがお嫌嫌嫌嫌いではないことをいではないことをいではないことをいではないことを確確確確認認認認させさせさせさせていただきていただきていただきていただきました。ました。ました。ました。そのそのそのその上上上上で、知事で、知事で、知事で、知事公公公公舎舎舎舎のののの学術学術学術学術的的的的価値価値価値価値ででででござござござございますが、いますが、いますが、いますが、私私私私がががが住住住住んんんんでおりましたので、でおりましたので、でおりましたので、でおりましたので、学術学術学術学術的的的的価値価値価値価値をををを見見見見るるるる目目目目がなかったかもしれまがなかったかもしれまがなかったかもしれまがなかったかもしれませんせんせんせんが、が、が、が、改改改改修修修修をををを実際実際実際実際にするときは一にするときは一にするときは一にするときは一 々々々々の報告をの報告をの報告をの報告を受受受受けけけけてててて進進進進めめめめられますので、一られますので、一られますので、一られますので、一挙挙挙挙ににににばさばさばさばさっと取りっと取りっと取りっと取り壊壊壊壊すすすすわけわけわけわけではではではではござござござございまいまいまいませんせんせんせん。。。。先先先先ほど申しましたほど申しましたほど申しましたほど申しました御御御御認認認認証証証証のののの間間間間をををを残残残残す、す、す、す、風風風風情情情情をををを残残残残すことになれすことになれすことになれすことになればばばば、それ、それ、それ、それぞぞぞぞれのれのれのれの建築物建築物建築物建築物のののの学術学術学術学術的的的的価値価値価値価値はすはすはすはすぐぐぐぐににににぴぴぴぴんんんんときまときまときまときませんせんせんせん。。。。古古古古いいいい建物建物建物建物はたくはたくはたくはたくさんさんさんさんありますので、どのようなありますので、どのようなありますので、どのようなありますので、どのような学術学術学術学術的的的的価値価値価値価値がががが発見さ発見さ発見さ発見されるのかれるのかれるのかれるのかわわわわかりまかりまかりまかりませんけせんけせんけせんけれども、れども、れども、れども、改改改改修修修修のののの際際際際に、いろいろ慎に、いろいろ慎に、いろいろ慎に、いろいろ慎重重重重ににににややややられるられるられるられるわけわけわけわけででででござござござございますので、いますので、いますので、いますので、学学学学術術術術的的的的価値価値価値価値があれがあれがあれがあればばばば保保保保存存存存さささされることになろうかとれることになろうかとれることになろうかとれることになろうかと思思思思っております。っております。っております。っております。学術学術学術学術的的的的価値価値価値価値がどうあるのかということを事前にがどうあるのかということを事前にがどうあるのかということを事前にがどうあるのかということを事前に明明明明らかにしてほしいとらかにしてほしいとらかにしてほしいとらかにしてほしいと私私私私たちたちたちたち○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員はははは思思思思っております。というのは、県にとってもっております。というのは、県にとってもっております。というのは、県にとってもっております。というのは、県にとっても大大大大事なことではないかと事なことではないかと事なことではないかと事なことではないかと思思思思っているからでっているからでっているからでっているからです。す。す。す。ややややはりはりはりはり公園公園公園公園のののの価値価値価値価値全全全全体体体体をををを高高高高めめめめることがこの計ることがこの計ることがこの計ることがこの計画画画画のそもそもののそもそもののそもそもののそもそもの主張主張主張主張さささされている部分ではれている部分ではれている部分ではれている部分ではないかとないかとないかとないかと思思思思っておりますので、っておりますので、っておりますので、っておりますので、専門専門専門専門家家家家ではないからではないからではないからではないからわわわわかりまかりまかりまかりませんけせんけせんけせんけれども、れども、れども、れども、建築建築建築建築様様様様式式式式であであであであるとか、どういうるとか、どういうるとか、どういうるとか、どういう形形形形でつくられてきたのかなど、でつくられてきたのかなど、でつくられてきたのかなど、でつくられてきたのかなど、調べ調べ調べ調べていただいて、ていただいて、ていただいて、ていただいて、公表公表公表公表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。ホホホホテテテテルルルルがががが嫌嫌嫌嫌いではないですし、いではないですし、いではないですし、いではないですし、活活活活用の用の用の用の方法方法方法方法としてはとしてはとしてはとしてはホホホホテテテテルルルルも一つのも一つのも一つのも一つの案案案案だとだとだとだと思思思思っています。っています。っています。っています。ただ、ただ、ただ、ただ、高級高級高級高級ななななホホホホテテテテルルルルでいいのかということはもちろでいいのかということはもちろでいいのかということはもちろでいいのかということはもちろん思ん思ん思ん思っています。そして、いっています。そして、いっています。そして、いっています。そして、いずずずずれの場れの場れの場れの場合合合合でも、でも、でも、でも、ホホホホテテテテルルルルにするのか、にするのか、にするのか、にするのか、宿泊施設宿泊施設宿泊施設宿泊施設にするのか、あるいはもっと別のにするのか、あるいはもっと別のにするのか、あるいはもっと別のにするのか、あるいはもっと別の形形形形でのでのでのでのオーオーオーオーププププンンンンススススペペペペースースースースとしてのとしてのとしてのとしての利利利利用を用を用を用を図図図図るのか、いろいろなるのか、いろいろなるのか、いろいろなるのか、いろいろな利利利利用の用の用の用の方法方法方法方法があるとがあるとがあるとがあると思思思思っております。っております。っております。っております。私私私私たちたちたちたちも、も、も、も、今今今今の部分をの部分をの部分をの部分を何何何何もももも活活活活用しないで用しないで用しないで用しないで眠眠眠眠ららららせせせせておくことにはならないとておくことにはならないとておくことにはならないとておくことにはならないと思思思思っています。っています。っています。っています。何何何何らからからからかのののの形形形形で、で、で、で、みんみんみんみんながいいとながいいとながいいとながいいと思思思思うううう方法方法方法方法でででで活活活活用を用を用を用をさささされるれるれるれる方向方向方向方向はははは考え考え考え考えていくていくていくていくべべべべきだときだときだときだと思思思思っておりまっておりまっておりまっております。す。す。す。多多多多くのくのくのくの方々方々方々方々に、に、に、に、ささささらに奈良らに奈良らに奈良らに奈良公園公園公園公園のよのよのよのよささささををををわわわわかってもらって、かってもらって、かってもらって、かってもらって、住住住住んんんんでおられる地元の皆でおられる地元の皆でおられる地元の皆でおられる地元の皆さんさんさんさんがががが誇誇誇誇りをりをりをりを持持持持ったり、ったり、ったり、ったり、自自自自分たちの分たちの分たちの分たちの暮暮暮暮らしをらしをらしをらしを豊豊豊豊かにかにかにかに発発発発展展展展させさせさせさせていくたていくたていくたていくためめめめになるようなになるようなになるようなになるような活活活活用用用用のののの仕方仕方仕方仕方は保は保は保は保存存存存とととと両両両両立立立立して進して進して進して進めめめめていていていていけけけけるとるとるとると思思思思っておりますので、そういうっておりますので、そういうっておりますので、そういうっておりますので、そういう方向方向方向方向ででででややややっていくっていくっていくっていく立立立立場に場に場に場に立立立立っていただきたいということを申しっていただきたいということを申しっていただきたいということを申しっていただきたいということを申し上げ上げ上げ上げてきたつもりです。県はてきたつもりです。県はてきたつもりです。県はてきたつもりです。県は早早早早くから計くから計くから計くから計画画画画をををを
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立立立立てて、いろいろな議てて、いろいろな議てて、いろいろな議てて、いろいろな議論論論論をしてきたとおっしをしてきたとおっしをしてきたとおっしをしてきたとおっしゃゃゃゃっておりますっておりますっておりますっておりますけけけけれども、れども、れども、れども、広広広広く県く県く県く県民民民民にににに意見意見意見意見をををを聞聞聞聞いていただいたり、いていただいたり、いていただいたり、いていただいたり、多多多多くのくのくのくの研究研究研究研究者者者者やややや学学学学識経識経識経識経験験験験者の者の者の者の意見意見意見意見をををを聞聞聞聞かれる場をかれる場をかれる場をかれる場を持持持持っていただいたっていただいたっていただいたっていただいたりということはなかったと認りということはなかったと認りということはなかったと認りということはなかった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。ややややはりこういうはりこういうはりこういうはりこういう大大大大がかりな、奈良のがかりな、奈良のがかりな、奈良のがかりな、奈良の将将将将来来来来にもにもにもにもかかかかかかかかわわわわる計る計る計る計画画画画を進を進を進を進めめめめていくときには、ていくときには、ていくときには、ていくときには、住民主住民主住民主住民主体体体体で進で進で進で進めめめめ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願願願願っております。っております。っております。っております。最最最最後後後後、もう一、もう一、もう一、もう一回回回回、、、、学術学術学術学術的的的的なななな調調調調査は査は査は査はさささされるのか、れるのか、れるのか、れるのか、さささされないのか、はっきりしなかったので、れないのか、はっきりしなかったので、れないのか、はっきりしなかったので、れないのか、はっきりしなかったので、確確確確認しておきたいと認しておきたいと認しておきたいと認しておきたいと思思思思います。います。います。います。よくよくよくよくわわわわかりました。かりました。かりました。かりました。利活利活利活利活用については用については用については用については賛賛賛賛成だ、成だ、成だ、成だ、高級ホ高級ホ高級ホ高級ホテテテテルルルルはははは利活利活利活利活用の用の用の用の種類種類種類種類とととと○荒井知事○荒井知事○荒井知事○荒井知事していかがとしていかがとしていかがとしていかがと思思思思うといううといううといううという意見意見意見意見をををを確確確確認認認認させさせさせさせていただきました。ていただきました。ていただきました。ていただきました。プロセプロセプロセプロセススススについては慎については慎については慎については慎重重重重ににににややややりなりなりなりなささささいと、これもいと、これもいと、これもいと、これもややややっているつもりでっているつもりでっているつもりでっているつもりでござござござございますので、いますので、いますので、いますので、大体同じ方向大体同じ方向大体同じ方向大体同じ方向でのでのでのでの意見意見意見意見かとかとかとかと思思思思いいいいますので、ほっとしました。事前のますので、ほっとしました。事前のますので、ほっとしました。事前のますので、ほっとしました。事前の学術学術学術学術的的的的価値価値価値価値のののの調調調調査は、お査は、お査は、お査は、お互互互互いにいにいにいに学術学術学術学術的的的的価値価値価値価値を知らないを知らないを知らないを知らないまま、まま、まま、まま、学術学術学術学術的的的的価値価値価値価値のののの調調調調査をしな査をしな査をしな査をしなけけけけれれれればばばばいいいいけけけけないと。ないと。ないと。ないと。私私私私は、しないといは、しないといは、しないといは、しないといけけけけないとはないとはないとはないとは言言言言っていっていっていっていまままませんせんせんせん。。。。学術学術学術学術的的的的価値価値価値価値はよくはよくはよくはよくわわわわからないからないからないからないけけけけれども、れども、れども、れども、風風風風情情情情とととと歴歴歴歴史は史は史は史は確立確立確立確立してしてしてしてチチチチェェェェックックックックできます。できます。できます。できます。そのそのそのその他他他他ののののププププラスラスラスラス学術学術学術学術的的的的価値価値価値価値はどういうはどういうはどういうはどういう調調調調査なのか査なのか査なのか査なのか想像想像想像想像もつかないです。もつかないです。もつかないです。もつかないです。改改改改修修修修のののの段階段階段階段階でででで施施施施工工工工業者に報告を業者に報告を業者に報告を業者に報告を受受受受けけけけ、かつ、かつ、かつ、かつ整整整整備備備備委員会委員会委員会委員会やややや検討検討検討検討部会の部会の部会の部会の専門専門専門専門家家家家などのなどのなどのなどの意見意見意見意見をををを聞聞聞聞き、文化き、文化き、文化き、文化庁庁庁庁には報には報には報には報告をしていきたいと告をしていきたいと告をしていきたいと告をしていきたいと思思思思います。います。います。います。改改改改修修修修を開を開を開を開始始始始するまでに事前のするまでに事前のするまでに事前のするまでに事前の調調調調査しろというのは査しろというのは査しろというのは査しろというのは腑腑腑腑にににに落落落落ちちちちないところはないところはないところはないところはござござござございます。います。います。います。建物建物建物建物自体自体自体自体のののの学術学術学術学術的的的的価値価値価値価値はははは改改改改修修修修のときにのときにのときにのときに必ず調べ必ず調べ必ず調べ必ず調べられます。られます。られます。られます。改改改改修修修修していいものか、していいものか、していいものか、していいものか、壊壊壊壊していいものか、していいものか、していいものか、していいものか、残残残残すすすすべべべべき部材があるのかを一き部材があるのかを一き部材があるのかを一き部材があるのかを一 々々々々詳細詳細詳細詳細にしてもらうこにしてもらうこにしてもらうこにしてもらうことになっておりますので、とになっておりますので、とになっておりますので、とになっておりますので、私私私私はそれではそれではそれではそれで十十十十分ではないかと分ではないかと分ではないかと分ではないかと思思思思っております。っております。っております。っております。知事の知事の知事の知事の考え考え考え考えははははわわわわかりました。かりました。かりました。かりました。学術学術学術学術的的的的なななな調調調調査をす査をす査をす査をすべべべべきだときだときだときだと思思思思っておりますのは、っておりますのは、っておりますのは、っておりますのは、○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員例えば少例えば少例えば少例えば少年年年年刑刑刑刑務所は、務所は、務所は、務所は、学術学術学術学術的的的的なななな調調調調査をして査をして査をして査をして価値価値価値価値がががが確確確確定を定を定を定をさささされました。そのれました。そのれました。そのれました。その上上上上ででででホホホホテテテテルルルルのののの活活活活用という用という用という用という方向方向方向方向も出ております。そういうことをも出ております。そういうことをも出ております。そういうことをも出ております。そういうことを見見見見ましても、事前にきちましても、事前にきちましても、事前にきちましても、事前にきちんんんんとそういうとそういうとそういうとそういう建築建築建築建築のののの専門専門専門専門家家家家のののの調調調調査が査が査が査が必要必要必要必要ではないかとではないかとではないかとではないかと思思思思っているということで、っているということで、っているということで、っているということで、ぜひぜひぜひぜひそれをそれをそれをそれをややややっていただきっていただきっていただきっていただきたいとたいとたいとたいと思思思思います。います。います。います。知事が計知事が計知事が計知事が計画画画画をしております奈良をしております奈良をしております奈良をしております奈良公園公園公園公園全全全全体体体体のののの改変改変改変改変の計の計の計の計画画画画でいいましたら、でいいましたら、でいいましたら、でいいましたら、高畑高畑高畑高畑地域での地域での地域での地域でのホホホホテテテテルルルルのののの建設建設建設建設はははは到到到到底底底底認認認認めめめめられないし、られないし、られないし、られないし、将将将将来的来的来的来的にこれはにこれはにこれはにこれは大大大大きく景観をきく景観をきく景観をきく景観を壊壊壊壊すことにつながっていすことにつながっていすことにつながっていすことにつながっていくとくとくとくと思思思思いますので、承いますので、承いますので、承いますので、承服服服服できるものではないからできるものではないからできるものではないからできるものではないから見見見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っております。吉っております。吉っております。吉っております。吉城園城園城園城園地域のところは、地域のところは、地域のところは、地域のところは、今今今今、、、、考え考え考え考えていただいているていただいているていただいているていただいている活活活活用用用用方法方法方法方法、、、、高級ホ高級ホ高級ホ高級ホテテテテルルルルというというというという格格格格差や差や差や差や貧困貧困貧困貧困をををを拡拡拡拡大大大大するようなするようなするようなするような利利利利用の用の用の用のややややりりりり方方方方ではなく、もうではなく、もうではなく、もうではなく、もう少少少少し県し県し県し県民主民主民主民主体体体体に、県に、県に、県に、県民民民民がががが主主主主人人人人公公公公になるようなになるようなになるようなになるような活活活活用を用を用を用をみんみんみんみんなでなでなでなで考え考え考え考えていくというていくというていくというていくという立立立立場に場に場に場に立立立立っていただいて、進っていただいて、進っていただいて、進っていただいて、進めめめめていくならていくならていくならていくならややややっていただきっていただきっていただきっていただきたいというたいというたいというたいという意見意見意見意見を申しを申しを申しを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す。います。います。います。
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観光振興についてで観光振興についてで観光振興についてで観光振興についてでござござござございます。決算審査特別委員会で観光振興を、います。決算審査特別委員会で観光振興を、います。決算審査特別委員会で観光振興を、います。決算審査特別委員会で観光振興を、私私私私は記は記は記は記○和田委員○和田委員○和田委員○和田委員紀紀紀紀・・・・万万万万葉葉葉葉ということでということでということでということで触触触触れて、れて、れて、れて、発言発言発言発言、、、、質問質問質問質問をしました。をしました。をしました。をしました。十十十十分に分に分に分に詰詰詰詰めめめめることのできなかったることのできなかったることのできなかったることのできなかった点点点点をここで、知事のをここで、知事のをここで、知事のをここで、知事の考え考え考え考えていることをていることをていることをている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。観光振興をしていくことについて、観光地づくりは観光振興をしていくことについて、観光地づくりは観光振興をしていくことについて、観光地づくりは観光振興をしていくことについて、観光地づくりは大変重要大変重要大変重要大変重要だとだとだとだと思思思思っております。知事っております。知事っております。知事っております。知事もももも常常常常々指摘々指摘々指摘々指摘、、、、発言さ発言さ発言さ発言されているように、れているように、れているように、れているように、品品品品質質質質がががが重要重要重要重要だ。観光地もだ。観光地もだ。観光地もだ。観光地もややややはりはりはりはり品品品品質質質質がががが維維維維持持持持さささされ、れ、れ、れ、充充充充実実実実したものでないとしたものでないとしたものでないとしたものでないと訪訪訪訪れるれるれるれる人人人人もがっかりしてしまうともがっかりしてしまうともがっかりしてしまうともがっかりしてしまうと思思思思ううううわけわけわけわけです。そういうです。そういうです。そういうです。そういう意味意味意味意味ででででホホホホテテテテルルルルのののの誘致誘致誘致誘致、文化資、文化資、文化資、文化資源源源源をををを生生生生かした観光かした観光かした観光かした観光ルルルルーーーートのトのトのトの整整整整備備備備、、、、食食食食事事事事や休や休や休や休憩憩憩憩所、ト所、ト所、ト所、トイイイイレのレのレのレの充充充充実実実実、あるい、あるい、あるい、あるいはお土産のはお土産のはお土産のはお土産の充充充充実実実実、こうした取り、こうした取り、こうした取り、こうした取り組み組み組み組みはははは大大大大切切切切なことでなことでなことでなことでござござござございます。います。います。います。世界世界世界世界遺遺遺遺産を３つも、そし産を３つも、そし産を３つも、そし産を３つも、そしてててて国宝国宝国宝国宝などは日本で３などは日本で３などは日本で３などは日本で３位位位位のものをのものをのものをのものを持持持持つ奈良のことです。つ奈良のことです。つ奈良のことです。つ奈良のことです。ぜひぜひぜひぜひこのような資このような資このような資このような資源源源源をををを生生生生かしながかしながかしながかしながら、観光ら、観光ら、観光ら、観光イイイインンンンフラフラフラフラ整整整整備備備備をををを充充充充実実実実していただきたいとしていただきたいとしていただきたいとしていただきたいと思思思思っております。っております。っております。っております。問題問題問題問題は、奈良県の観光振興では、奈良県の観光振興では、奈良県の観光振興では、奈良県の観光振興で重要重要重要重要なことといなことといなことといなことといえばえばえばえば、、、、国国国国民民民民が奈良県のが奈良県のが奈良県のが奈良県の何何何何にににに魅魅魅魅力力力力をををを感じ感じ感じ感じるのるのるのるのか、奈良県の観光振興のか、奈良県の観光振興のか、奈良県の観光振興のか、奈良県の観光振興の売売売売りというものをりというものをりというものをりというものを考え考え考え考えるるるる必要必要必要必要があるのではないか。そのがあるのではないか。そのがあるのではないか。そのがあるのではないか。その際際際際に、に、に、に、例例例例えばえばえばえば奈良奈良奈良奈良市内市内市内市内のあれこれののあれこれののあれこれののあれこれの魅魅魅魅力力力力のある観光資のある観光資のある観光資のある観光資源源源源ををををささささらにらにらにらに磨磨磨磨きききき上げ上げ上げ上げていることはていることはていることはていることは確確確確かでかでかでかでござござござございますし、いますし、いますし、いますし、賛賛賛賛成します。日本一の成します。日本一の成します。日本一の成します。日本一の大大大大仏仏仏仏があったり、があったり、があったり、があったり、鹿鹿鹿鹿をををを個体個体個体個体のののの調調調調整整整整をしながらをしながらをしながらをしながら親親親親ししししむむむむことことことことやややや、その、その、その、その他寺社他寺社他寺社他寺社仏仏仏仏閣閣閣閣のののの整整整整備備備備をしていくことはをしていくことはをしていくことはをしていくことは重要重要重要重要なことでなことでなことでなことでござござござございますし、奈良県いますし、奈良県いますし、奈良県いますし、奈良県内内内内では、では、では、では、聖聖聖聖徳徳徳徳太太太太子子子子ゆゆゆゆかりのかりのかりのかりの法法法法隆寺隆寺隆寺隆寺やややや遣唐使遣唐使遣唐使遣唐使のののの阿倍仲麻呂阿倍仲麻呂阿倍仲麻呂阿倍仲麻呂のののの紹介紹介紹介紹介、こういうことにも取り、こういうことにも取り、こういうことにも取り、こういうことにも取り組組組組まれていまれていまれていまれています。そういうます。そういうます。そういうます。そういう意味意味意味意味では、では、では、では、他府他府他府他府県にない、日本一の県にない、日本一の県にない、日本一の県にない、日本一の歴歴歴歴史と文化が史と文化が史と文化が史と文化がじじじじかにかにかにかに感じ感じ感じ感じられることがられることがられることがられることが求求求求めめめめられているとられているとられているとられていると思思思思います。います。います。います。その中で、記その中で、記その中で、記その中で、記紀紀紀紀・・・・万万万万葉葉葉葉の地、の地、の地、の地、ふふふふるるるるささささとともとともとともととも言わ言わ言わ言われる奈良、もっとれる奈良、もっとれる奈良、もっとれる奈良、もっと絞絞絞絞りりりり込込込込んんんんで、そので、そので、そので、その主主主主要要要要なななな歴歴歴歴史の史の史の史の舞台舞台舞台舞台となっているとなっているとなっているとなっている桜桜桜桜井井井井市市市市や明や明や明や明日日日日香香香香村、村、村、村、橿橿橿橿原原原原市市市市など、そういったところの観光地づなど、そういったところの観光地づなど、そういったところの観光地づなど、そういったところの観光地づくりもくりもくりもくりも必要必要必要必要ではないか。ではないか。ではないか。ではないか。今今今今のののの現状現状現状現状では、地では、地では、地では、地方自方自方自方自治治治治体や体や体や体や民民民民間間間間のののの動動動動きにおきにおきにおきにお任せ任せ任せ任せしているのではしているのではしているのではしているのではないかとないかとないかとないかと感じ感じ感じ感じられるられるられるられるわけわけわけわけででででござござござございますいますいますいますけけけけれども、知事としては観光地づくりで、奈良れども、知事としては観光地づくりで、奈良れども、知事としては観光地づくりで、奈良れども、知事としては観光地づくりで、奈良市市市市にににに偏偏偏偏在在在在するするするする状況状況状況状況をどのようにおをどのようにおをどのようにおをどのようにお考え考え考え考えなのか、所なのか、所なのか、所なのか、所感感感感あるいはあるいはあるいはあるいは考え方考え方考え方考え方をおをおをおをお聞聞聞聞かかかかせせせせ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。 和田委員がおっし和田委員がおっし和田委員がおっし和田委員がおっしゃゃゃゃいました、いい観光地づくりのいました、いい観光地づくりのいました、いい観光地づくりのいました、いい観光地づくりの方向方向方向方向とととと考え方考え方考え方考え方はははは大体私大体私大体私大体私とととと○荒井知事○荒井知事○荒井知事○荒井知事同じ同じ同じ同じようなようなようなような考え考え考え考えだとだとだとだと思思思思いました。観光地づくりにはいました。観光地づくりにはいました。観光地づくりにはいました。観光地づくりには魅魅魅魅力力力力をををを磨磨磨磨きききき立立立立てることはてることはてることはてることは必要必要必要必要ででででござござござございいいいますが、そのますが、そのますが、そのますが、その魅魅魅魅力力力力をををを磨磨磨磨きききき立立立立てる中で、奈良にあるてる中で、奈良にあるてる中で、奈良にあるてる中で、奈良にある素素素素材を材を材を材を生生生生かすのはかすのはかすのはかすのは当然当然当然当然ででででござござござございます。います。います。います。古古古古代代代代のののの歴歴歴歴史文化、文史文化、文史文化、文史文化、文書書書書ででででござござござございますが、記いますが、記いますが、記いますが、記紀紀紀紀・・・・万万万万葉葉葉葉の中にの中にの中にの中に書書書書かれていたかれていたかれていたかれていた世界世界世界世界がががが大大大大きな観光きな観光きな観光きな観光素素素素材であることは材であることは材であることは材であることは間違間違間違間違いいいいござござござございまいまいまいませんせんせんせん。中南和が。中南和が。中南和が。中南和が飛鳥飛鳥飛鳥飛鳥中中中中心心心心のののの舞台舞台舞台舞台でもでもでもでもござござござございましたが、いましたが、いましたが、いましたが、十十十十分分分分生生生生かしかしかしかし切切切切っていないっていないっていないっていない面面面面が南のほうにあるのではないかというが南のほうにあるのではないかというが南のほうにあるのではないかというが南のほうにあるのではないかという指摘指摘指摘指摘でもあろうかとでもあろうかとでもあろうかとでもあろうかと思思思思います。います。います。います。
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奈良県全奈良県全奈良県全奈良県全体体体体の観光地のの観光地のの観光地のの観光地の魅魅魅魅力力力力ををををブブブブラララランンンンドドドド化すると、中南和化すると、中南和化すると、中南和化すると、中南和やややや奥奥奥奥大大大大和に和に和に和に直直直直ちに行かれるかとちに行かれるかとちに行かれるかとちに行かれるかといったら、そういう観光のいったら、そういう観光のいったら、そういう観光のいったら、そういう観光の動動動動きにはなっておりまきにはなっておりまきにはなっておりまきにはなっておりませんせんせんせん。。。。具具具具体的体的体的体的にはにはにはには泊泊泊泊まる場所がないと。まる場所がないと。まる場所がないと。まる場所がないと。行ってす行ってす行ってす行ってすぐぐぐぐ孫悟空孫悟空孫悟空孫悟空のようにのようにのようにのように帰帰帰帰ってこられるってこられるってこられるってこられるわけわけわけわけではありまではありまではありまではありませんせんせんせん。いい。いい。いい。いい泊泊泊泊まり場所があれまり場所があれまり場所があれまり場所があればばばば山の奥でも山の奥でも山の奥でも山の奥でも泊泊泊泊まりに行くという観光まりに行くという観光まりに行くという観光まりに行くという観光構構構構造になっておりますので、造になっておりますので、造になっておりますので、造になっておりますので、何何何何よりもいいよりもいいよりもいいよりもいい泊泊泊泊まり場所まり場所まり場所まり場所が、が、が、が、私私私私のののの感じ感じ感じ感じではではではでは必要必要必要必要かとかとかとかと思思思思い、中南和はい、中南和はい、中南和はい、中南和は極極極極めめめめて不足しているて不足しているて不足しているて不足している状況状況状況状況だとだとだとだと思思思思います。います。います。います。桜桜桜桜井井井井市市市市ののののオーオーオーオーベベベベルルルルジジジジュュュュとレとレとレとレスススストトトトラララランがいまだにはンがいまだにはンがいまだにはンがいまだにはややややっておりますが、っておりますが、っておりますが、っておりますが、近近近近くにこのレくにこのレくにこのレくにこのレベベベベルルルルのものがないからはのものがないからはのものがないからはのものがないからはややややっているのかとマネジっているのかとマネジっているのかとマネジっているのかとマネジャャャャーーーーがががが言言言言っておりました。っておりました。っておりました。っておりました。競争競争競争競争相相相相手があまり手があまり手があまり手があまりいないという事いないという事いないという事いないという事情情情情で、観光マで、観光マで、観光マで、観光マーケーケーケーケッッッット、観光地としてほったらかしであったとト、観光地としてほったらかしであったとト、観光地としてほったらかしであったとト、観光地としてほったらかしであったと逆逆逆逆にににに言え言え言え言えるるるるわけわけわけわけででででござござござございますが、それにはいますが、それにはいますが、それにはいますが、それには宿泊施設宿泊施設宿泊施設宿泊施設、レ、レ、レ、レスススストトトトラララランのようなものがンのようなものがンのようなものがンのようなものが投投投投資資資資さささされないとれないとれないとれないと人人人人はははは来来来来ないということのないということのないということのないということの反反反反映映映映ででででござござござございます。県のいます。県のいます。県のいます。県の施設施設施設施設ででででござござござございますが、そのようないますが、そのようないますが、そのようないますが、そのような投投投投資で、そ資で、そ資で、そ資で、そのようなのようなのようなのような需需需需要要要要があるということをがあるということをがあるということをがあるということを引引引引き出したき出したき出したき出した面面面面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っております。っております。っております。っております。観光観光観光観光客客客客がががが来来来来られるのにられるのにられるのにられるのに必要必要必要必要なななな施設施設施設施設が、が、が、が、民民民民的的的的なななな方々方々方々方々にもっとにもっとにもっとにもっと投投投投資資資資さささされるようにれるようにれるようにれるように誘導誘導誘導誘導しなしなしなしなけけけけれれれればばばばいいいいけけけけまままませんせんせんせんのと、のと、のと、のと、公公公公的的的的なななな面面面面では、では、では、では、アアアアクセクセクセクセススススが南は、どうしてもが南は、どうしてもが南は、どうしてもが南は、どうしても悪悪悪悪いですので、いですので、いですので、いですので、幹線幹線幹線幹線かかかからよりらよりらよりらより離離離離れる、奈良れる、奈良れる、奈良れる、奈良市市市市自身自身自身自身もももも離離離離れるれるれるれるわけわけわけわけででででござござござございますが、より中南和がいますが、より中南和がいますが、より中南和がいますが、より中南和が離離離離れるれるれるれるわけわけわけわけででででござござござございますので、２０年いますので、２０年いますので、２０年いますので、２０年後後後後にできるとにできるとにできるとにできると言わ言わ言わ言われておりますれておりますれておりますれておりますリリリリニニニニアアアア中中中中央新央新央新央新幹線幹線幹線幹線の奈良の奈良の奈良の奈良市市市市附附附附近駅近駅近駅近駅からからからからのののの幹線ア幹線ア幹線ア幹線アクセクセクセクセススススからの域からの域からの域からの域内内内内交交交交通通通通のののの整整整整備備備備はははは極極極極めめめめてててて重要重要重要重要な、奈良県でな、奈良県でな、奈良県でな、奈良県で極極極極めめめめて不足している観光て不足している観光て不足している観光て不足している観光イイイインンンンフラフラフラフラだとだとだとだと思思思思っております。２０年っております。２０年っております。２０年っております。２０年後後後後に、に、に、に、リリリリニニニニアアアア中中中中央新央新央新央新幹線幹線幹線幹線の奈良の奈良の奈良の奈良市市市市附附附附近駅近駅近駅近駅が中南和もが中南和もが中南和もが中南和も含含含含めめめめて奈良県観光にて奈良県観光にて奈良県観光にて奈良県観光に十十十十分分分分生生生生かかかかせせせせるように、域るように、域るように、域るように、域内内内内交交交交通通通通のののの整整整整備備備備はははは極極極極めめめめてててて重要重要重要重要ななななポポポポイイイイントだとントだとントだとントだと思思思思っております。っております。っております。っております。知事が知事が知事が知事が指摘さ指摘さ指摘さ指摘され、れ、れ、れ、感じ感じ感じ感じられてられてられてられて答弁さ答弁さ答弁さ答弁されました中南和地域が本れました中南和地域が本れました中南和地域が本れました中南和地域が本当当当当にににに残残残残念念念念なななな状態状態状態状態○和田委員○和田委員○和田委員○和田委員である。それはである。それはである。それはである。それは宿泊施設宿泊施設宿泊施設宿泊施設など、いろいろななど、いろいろななど、いろいろななど、いろいろな要素要素要素要素をををを指摘さ指摘さ指摘さ指摘されました。れました。れました。れました。宿泊施設宿泊施設宿泊施設宿泊施設については、については、については、については、桜桜桜桜井井井井市市市市、、、、橿橿橿橿原原原原市市市市、、、、明明明明日日日日香香香香村でいろいろと村でいろいろと村でいろいろと村でいろいろと首首首首長に長に長に長に聞聞聞聞きますと、きますと、きますと、きますと、みんみんみんみんなこの中和地域の観光をなこの中和地域の観光をなこの中和地域の観光をなこの中和地域の観光を振興していくのに振興していくのに振興していくのに振興していくのに必死必死必死必死だということが、だということが、だということが、だということが、叫叫叫叫ばばばばれております。そういった中で、れております。そういった中で、れております。そういった中で、れております。そういった中で、宿泊施設宿泊施設宿泊施設宿泊施設にににについては、ついては、ついては、ついては、来来来来年から年から年から年から再来再来再来再来年にか年にか年にか年にかけけけけて、それて、それて、それて、それぞぞぞぞれ一つれ一つれ一つれ一つずずずずつつつつホホホホテテテテルルルルをををを持持持持ったりすることになりったりすることになりったりすることになりったりすることになります。ます。ます。ます。ルルルルーーーート、ト、ト、ト、交交交交通通通通アアアアクセクセクセクセススススについては、については、については、については、私私私私からからからから提提提提案案案案しておりました。この２しておりました。この２しておりました。この２しておりました。この２市市市市１村に１村に１村に１村に協力協力協力協力ををををしていただいて、記していただいて、記していただいて、記していただいて、記紀紀紀紀・・・・万万万万葉葉葉葉の観光の観光の観光の観光ルルルルーーーートをつくってはどうかというトをつくってはどうかというトをつくってはどうかというトをつくってはどうかという提提提提案案案案をしております。をしております。をしております。をしております。これに県がきちこれに県がきちこれに県がきちこれに県がきちんんんんとしたとしたとしたとした形形形形でででで加加加加わわわわって、って、って、って、協協協協議をしていく、議をしていく、議をしていく、議をしていく、協力協力協力協力をいただくことで、観光をいただくことで、観光をいただくことで、観光をいただくことで、観光ルルルルーーーートはたちまちできるのではないかとトはたちまちできるのではないかとトはたちまちできるのではないかとトはたちまちできるのではないかと思思思思ったりもするったりもするったりもするったりもするわけわけわけわけです。です。です。です。重要重要重要重要なことは、そういうなことは、そういうなことは、そういうなことは、そういうこともこともこともことも含含含含めめめめまして、まして、まして、まして、私私私私のののの思思思思いとしては、奈良県の観光振興を全いとしては、奈良県の観光振興を全いとしては、奈良県の観光振興を全いとしては、奈良県の観光振興を全体体体体としてとしてとしてとして包包包包みみみみ込込込込んんんんでいく取でいく取でいく取でいく取
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りりりり組み組み組み組みといいますか、奈良県全といいますか、奈良県全といいますか、奈良県全といいますか、奈良県全体体体体をををを包包包包みみみみ込込込込んんんんで取りで取りで取りで取り組む組む組む組むというというというという視視視視野が野が野が野が必要必要必要必要ではないか。こではないか。こではないか。こではないか。これがれがれがれがややややっっっっぱぱぱぱりりりり欠欠欠欠けけけけているようにているようにているようにているように思思思思います。奈良います。奈良います。奈良います。奈良市市市市偏偏偏偏在在在在がものすがものすがものすがものすごごごごくくくく私私私私にはにはにはには感じ感じ感じ感じられて、中られて、中られて、中られて、中南和地域の観光振興の南和地域の観光振興の南和地域の観光振興の南和地域の観光振興の整整整整備備備備がおくれている。奈良県の全がおくれている。奈良県の全がおくれている。奈良県の全がおくれている。奈良県の全体体体体がどう観光振興をがどう観光振興をがどう観光振興をがどう観光振興をややややっていくのっていくのっていくのっていくのかがかがかがかが抜抜抜抜けけけけている。あるいは中南和の観光資ている。あるいは中南和の観光資ている。あるいは中南和の観光資ている。あるいは中南和の観光資源源源源の観光地づくりをどうしていくのかがの観光地づくりをどうしていくのかがの観光地づくりをどうしていくのかがの観光地づくりをどうしていくのかが抜抜抜抜けけけけてててているのではないかといういるのではないかといういるのではないかといういるのではないかという視点視点視点視点をもっとをもっとをもっとをもっと持持持持つつつつ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ううううわけわけわけわけですが、そですが、そですが、そですが、そういうういうういうういう視点視点視点視点をををを持持持持っているのか、っているのか、っているのか、っているのか、持持持持っていないのか、っていないのか、っていないのか、っていないのか、基基基基本本本本的的的的なところをおなところをおなところをおなところをお聞聞聞聞かかかかせせせせくだくだくだくだささささい。い。い。い。奈良県全奈良県全奈良県全奈良県全体体体体の観光振興をの観光振興をの観光振興をの観光振興を考え考え考え考える、る、る、る、包包包包みみみみ込込込込むむむむような取りような取りような取りような取り組み組み組み組みがががが必要必要必要必要ではないか、ではないか、ではないか、ではないか、○荒井知事○荒井知事○荒井知事○荒井知事それはそのとおりだとそれはそのとおりだとそれはそのとおりだとそれはそのとおりだと思思思思います。とりいます。とりいます。とりいます。とりわけわけわけわけリリリリニニニニアアアア中中中中央新央新央新央新幹線幹線幹線幹線がががが来来来来る２０年る２０年る２０年る２０年後後後後をををを目指目指目指目指して、して、して、して、またまたまたまた今今今今、、、、イイイインンンンババババウウウウンンンンドドドドの観光のの観光のの観光のの観光の需需需需要要要要がががが伸伸伸伸びておりますので、びておりますので、びておりますので、びておりますので、イイイインンンンババババウウウウンンンンドドドド観光観光観光観光需需需需要要要要を取りを取りを取りを取り込込込込むむむむ観光観光観光観光戦略戦略戦略戦略は、観光は、観光は、観光は、観光戦略戦略戦略戦略２０年ビジ２０年ビジ２０年ビジ２０年ビジョョョョンがンがンがンが必要必要必要必要かとかとかとかと思思思思っております。全っております。全っております。全っております。全体体体体としての取りとしての取りとしての取りとしての取り組み組み組み組みはははは必要必要必要必要かとかとかとかと思思思思います。います。います。います。一一一一方方方方、奈良、奈良、奈良、奈良市市市市にににに偏偏偏偏在在在在しているということにつきましては、奈良県の観光しているということにつきましては、奈良県の観光しているということにつきましては、奈良県の観光しているということにつきましては、奈良県の観光需需需需要要要要の入り口をの入り口をの入り口をの入り口を見見見見ますと、ますと、ますと、ますと、ややややはりはりはりはり新新新新幹線幹線幹線幹線でででで北北北北からからからから来来来来られる、入り口、られる、入り口、られる、入り口、られる、入り口、ゲゲゲゲーーーートトトトウウウウェェェェイイイイという呼びという呼びという呼びという呼び方方方方がありまがありまがありまがありますが、奈良すが、奈良すが、奈良すが、奈良市市市市にににに来来来来て、て、て、て、大大大大仏仏仏仏殿殿殿殿に行って、に行って、に行って、に行って、大大大大仏仏仏仏殿殿殿殿をををを見見見見るだるだるだるだけけけけでででで帰帰帰帰ってしまってしまってしまってしまわわわわれる、そのようれる、そのようれる、そのようれる、そのような観光地として成りな観光地として成りな観光地として成りな観光地として成り立立立立ってきたたってきたたってきたたってきたためめめめ、これはあまりよくない、これはあまりよくない、これはあまりよくない、これはあまりよくないわけわけわけわけででででござござござございます。います。います。います。ゲゲゲゲーーーートトトトウウウウェェェェイイイイはどこかではどこかではどこかではどこかで必ず要必ず要必ず要必ず要るるるるわけわけわけわけですが、ですが、ですが、ですが、ささささらに奈良県で２らに奈良県で２らに奈良県で２らに奈良県で２泊泊泊泊してもらう、南和だしてもらう、南和だしてもらう、南和だしてもらう、南和だけけけけにににに泊泊泊泊まらまらまらまられる観光れる観光れる観光れる観光客客客客は、は、は、は、宿泊施設宿泊施設宿泊施設宿泊施設がないこともあって、なかなかおられないがないこともあって、なかなかおられないがないこともあって、なかなかおられないがないこともあって、なかなかおられないわけわけわけわけででででござござござございます。南います。南います。南います。南和和和和自身自身自身自身もももも魅魅魅魅力力力力を造成してもらを造成してもらを造成してもらを造成してもらわわわわななななけけけけれれれればばばばいいいいけけけけない。これはない。これはない。これはない。これは偏偏偏偏在在在在とととと言言言言うのではなしに、うのではなしに、うのではなしに、うのではなしに、自然自然自然自然とそうなってしまったといったとそうなってしまったといったとそうなってしまったといったとそうなってしまったといった類類類類いの観光いの観光いの観光いの観光需需需需要要要要ではないかとではないかとではないかとではないかと思思思思います。これはいます。これはいます。これはいます。これは努力努力努力努力しなしなしなしなけけけけれれれればばばばいいいいけけけけない。ない。ない。ない。奈良奈良奈良奈良市市市市にににに来来来来るのは、るのは、るのは、るのは、ゲゲゲゲーーーートトトトウウウウェェェェイイイイということと、ということと、ということと、ということと、大大大大きな文化資きな文化資きな文化資きな文化資源源源源、観光資、観光資、観光資、観光資源源源源があるといがあるといがあるといがあるという、う、う、う、アアアアクセクセクセクセススススと観光資と観光資と観光資と観光資源源源源で、で、で、で、大大大大きくきくきくきくリリリリーーーードドドドさささされていることはれていることはれていることはれていることは間違間違間違間違いないといないといないといないと思思思思います。全います。全います。全います。全体体体体として奈良として奈良として奈良として奈良市市市市の観光だの観光だの観光だの観光だけけけけでででで満満満満足しないで、県全足しないで、県全足しないで、県全足しないで、県全体体体体というのはそのようにというのはそのようにというのはそのようにというのはそのように思思思思いますが、奈良いますが、奈良いますが、奈良いますが、奈良市市市市偏偏偏偏在在在在というのは、というのは、というのは、というのは、言葉言葉言葉言葉のののの使使使使いいいい方方方方でありますでありますでありますでありますけけけけれども、れども、れども、れども、結結結結果的果的果的果的に奈良に奈良に奈良に奈良市市市市だだだだけけけけがががが大大大大きな観光きな観光きな観光きな観光地として奈良県地として奈良県地として奈良県地として奈良県内内内内では育ってしまっているとでは育ってしまっているとでは育ってしまっているとでは育ってしまっていると見見見見る。それはどうしてかというと、る。それはどうしてかというと、る。それはどうしてかというと、る。それはどうしてかというと、ゲゲゲゲーーーートトトトウウウウェェェェイイイイであったり、観光であったり、観光であったり、観光であったり、観光素素素素材が材が材が材が多多多多かったりするので、ほかの地域は、もっとかったりするので、ほかの地域は、もっとかったりするので、ほかの地域は、もっとかったりするので、ほかの地域は、もっと頑頑頑頑張張張張らならならならなけけけけれれれればばばばということであります。ということであります。ということであります。ということであります。頑頑頑頑張張張張りりりり方方方方は、は、は、は、アアアアクセクセクセクセススススもありますもありますもありますもありますけけけけれども、とりれども、とりれども、とりれども、とりわけわけわけわけ宿泊施設宿泊施設宿泊施設宿泊施設、、、、食食食食のののの充充充充実実実実、奈良、奈良、奈良、奈良市市市市にににに負負負負けけけけない観光ない観光ない観光ない観光魅魅魅魅力力力力のののの実現実現実現実現にににに尽尽尽尽きるのではないかきるのではないかきるのではないかきるのではないか思思思思っております。県全っております。県全っております。県全っております。県全体体体体としてはとしてはとしてはとしてはイイイインンンンババババウウウウンンンンドドドドの観光の観光の観光の観光需需需需要要要要を取りを取りを取りを取り込込込込むむむむ、これからの、これからの、これからの、これからの戦略戦略戦略戦略をををを立立立立てるてるてるてるべべべべきだときだときだときだと思思思思ってってってっております。おります。おります。おります。
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おおおおおおおおむねむねむねむねそれはそれはそれはそれは賛賛賛賛成するものです。成するものです。成するものです。成するものです。新新新新しく観光しく観光しく観光しく観光戦略戦略戦略戦略２０年ビジ２０年ビジ２０年ビジ２０年ビジョョョョンというンというンというンという話話話話○和田委員○和田委員○和田委員○和田委員を、を、を、を、今今今今、、、、初初初初めめめめてててて聞聞聞聞くのですくのですくのですくのですけけけけれども、れども、れども、れども、先先先先日も決算審査特別委員会において観光局に日も決算審査特別委員会において観光局に日も決算審査特別委員会において観光局に日も決算審査特別委員会において観光局に対対対対して、して、して、して、観光観光観光観光戦略戦略戦略戦略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言言言言っていた中で、きょうっていた中で、きょうっていた中で、きょうっていた中で、きょう飛飛飛飛び出てきたものですから、び出てきたものですから、び出てきたものですから、び出てきたものですから、非常非常非常非常ににににびっくりするとともに、すびっくりするとともに、すびっくりするとともに、すびっくりするとともに、すばばばばらしいことだとらしいことだとらしいことだとらしいことだと思思思思っております。っております。っております。っております。観光観光観光観光戦略戦略戦略戦略ビジビジビジビジョョョョンは、ンは、ンは、ンは、今今今今、、、、必要必要必要必要だとおっしだとおっしだとおっしだとおっしゃゃゃゃったとはったとはったとはったとは思思思思ううううけけけけれども、もうれども、もうれども、もうれども、もう少少少少ししししイイイイメメメメーーーージジジジはははは膨膨膨膨らましておらましておらましておらましてお持持持持ちでしょうか。ちでしょうか。ちでしょうか。ちでしょうか。２０年２０年２０年２０年後後後後、、、、リリリリニニニニアアアア中中中中央新央新央新央新幹線幹線幹線幹線の奈良の奈良の奈良の奈良市市市市附附附附近駅近駅近駅近駅がががが完完完完成すると、成すると、成すると、成すると、イイイインンンンババババウウウウンンンンドドドドがががが○荒井知事○荒井知事○荒井知事○荒井知事これだこれだこれだこれだけけけけふふふふええええていると、ていると、ていると、ていると、イイイインンンンババババウウウウンンンンドドドドの取りの取りの取りの取り込込込込みみみみ競争競争競争競争がありますので、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、それに負負負負けけけけないたないたないたないためめめめののののイイイインンンンババババウウウウンンンンドドドド観光観光観光観光需需需需要要要要を取りを取りを取りを取り込込込込むむむむ戦略戦略戦略戦略がいると。それと、がいると。それと、がいると。それと、がいると。それと、リリリリニニニニアアアア中中中中央新央新央新央新幹線幹線幹線幹線がががが来来来来る２る２る２る２０年０年０年０年後後後後もももも視視視視野に入れて観光野に入れて観光野に入れて観光野に入れて観光戦略戦略戦略戦略をををを立立立立てるてるてるてる必要必要必要必要があるということをがあるということをがあるということをがあるということを内内内内々思々思々思々思っておりまして、っておりまして、っておりまして、っておりまして、事務事務事務事務的的的的なななな検討検討検討検討はしているのがはしているのがはしているのがはしているのが実情実情実情実情ででででござござござございます。どのような観光います。どのような観光います。どのような観光います。どのような観光戦略戦略戦略戦略ビジビジビジビジョョョョンとしてンとしてンとしてンとして打打打打ちちちち出出出出せせせせるかどうか、まだもうるかどうか、まだもうるかどうか、まだもうるかどうか、まだもう少少少少し手し手し手し手間間間間がかかりますがかかりますがかかりますがかかりますけけけけれども、それども、それども、それども、そんんんんなになになになに時間時間時間時間をかをかをかをかけけけけないで、ないで、ないで、ないで、奈良県全奈良県全奈良県全奈良県全体体体体にとってにとってにとってにとって大変重要大変重要大変重要大変重要なななな課題課題課題課題であろうかとであろうかとであろうかとであろうかと思思思思います。います。います。います。戦略戦略戦略戦略ビジビジビジビジョョョョンの中のンの中のンの中のンの中の要要要要諦諦諦諦は、一つは、は、一つは、は、一つは、は、一つは、リリリリニニニニアアアア中中中中央新央新央新央新幹線幹線幹線幹線が２０年が２０年が２０年が２０年後後後後に奈良に奈良に奈良に奈良市市市市附附附附近近近近にににに来来来来るるるることを一つことを一つことを一つことを一つ大大大大きな中きな中きな中きな中心的心的心的心的なななな軸軸軸軸において、において、において、において、ややややはり不足している観光はり不足している観光はり不足している観光はり不足している観光施設施設施設施設の、の、の、の、高級ホ高級ホ高級ホ高級ホテテテテルルルルがががが極極極極めめめめてててて少少少少ないのです。ないのです。ないのです。ないのです。高級高級高級高級なななな方方方方ははははみんみんみんみんな奈良をな奈良をな奈良をな奈良を素素素素通通通通りなのです。それは、日本にりなのです。それは、日本にりなのです。それは、日本にりなのです。それは、日本に高級ホ高級ホ高級ホ高級ホテテテテルルルルはないはないはないはないわけわけわけわけではないのですではないのですではないのですではないのですけけけけれど、すれど、すれど、すれど、すごごごごいレいレいレいレベベベベルルルルのののの消消消消費というか、観光産業のもとになる費というか、観光産業のもとになる費というか、観光産業のもとになる費というか、観光産業のもとになる人人人人は、奈良に行く、は、奈良に行く、は、奈良に行く、は、奈良に行く、泊泊泊泊まるところがないというのがまるところがないというのがまるところがないというのがまるところがないというのが今今今今のののの実情実情実情実情ででででござござござございます。います。います。います。イイイインンンンババババウウウウンンンンドドドドの観光の観光の観光の観光需需需需要要要要を取りを取りを取りを取り組む組む組む組むという観という観という観という観点点点点では、では、では、では、ババババララララエエエエテテテティィィィのあるのあるのあるのある宿泊施設宿泊施設宿泊施設宿泊施設の取りの取りの取りの取り組み組み組み組みは、は、は、は、大大大大きなきなきなきな課題課題課題課題かとかとかとかと思思思思います。います。います。います。それと、域それと、域それと、域それと、域内内内内交交交交通通通通です。です。です。です。リリリリニニニニアアアア中中中中央新央新央新央新幹線幹線幹線幹線についても、奈良についても、奈良についても、奈良についても、奈良公園公園公園公園からからからから法法法法隆寺隆寺隆寺隆寺に行く道がに行く道がに行く道がに行く道が極極極極めめめめてててて悪悪悪悪いと、南和いと、南和いと、南和いと、南和へへへへ行くにも行くにも行くにも行くにも京京京京奈和奈和奈和奈和自自自自動動動動車車車車道ができると道ができると道ができると道ができると随随随随分分分分違違違違ってくるとってくるとってくるとってくると思思思思いますいますいますいますけけけけれれれれども、ども、ども、ども、京京京京奈和奈和奈和奈和自自自自動動動動車車車車道と中和道と中和道と中和道と中和幹線幹線幹線幹線があれがあれがあれがあればばばば、、、、随随随随分、分、分、分、桜桜桜桜井井井井方方方方面面面面のののの談談談談山山山山神社神社神社神社にも行きにも行きにも行きにも行きややややすくなすくなすくなすくなるとるとるとると思思思思いますいますいますいますけけけけれども、域れども、域れども、域れども、域内内内内交交交交通通通通ののののババババスススス路路路路線線線線が不が不が不が不十十十十分だということは分だということは分だということは分だということは随随随随分分分分言わ言わ言わ言われておりまれておりまれておりまれております。２０年す。２０年す。２０年す。２０年後後後後をををを見見見見据据据据ええええたら、たら、たら、たら、段階的段階的段階的段階的に計に計に計に計画画画画をををを立立立立てて、てて、てて、てて、整整整整備備備備しなしなしなしなけけけけれれれればばばばいいいいけけけけないと、観光ないと、観光ないと、観光ないと、観光イイイインンンンフラフラフラフラになりますになりますになりますになりますけけけけれども、そのようなことはれども、そのようなことはれども、そのようなことはれども、そのようなことは大大大大きな計きな計きな計きな計画画画画がががが要要要要るのではないかとるのではないかとるのではないかとるのではないかと思思思思っておっておっておっております。ります。ります。ります。要要要要諦諦諦諦のののの大大大大事なことで事なことで事なことで事なことで考え考え考え考えております一ております一ております一ております一端端端端ででででござござござございますいますいますいますけけけけれど、そのようなれど、そのようなれど、そのようなれど、そのような要素要素要素要素がががが含含含含まれるまれるまれるまれるべべべべきだときだときだときだと考え考え考え考え、、、、戦略戦略戦略戦略としてどのようにとしてどのようにとしてどのようにとしてどのように立立立立てられるのかを、事務てられるのかを、事務てられるのかを、事務てられるのかを、事務的的的的な観な観な観な観点点点点からからからから今今今今練練練練っているということでっているということでっているということでっているということでござござござございます。います。います。います。わわわわかりました。かりました。かりました。かりました。ぜひぜひぜひぜひとも観光とも観光とも観光とも観光戦略戦略戦略戦略ビジビジビジビジョョョョンを、ンを、ンを、ンを、早早早早急急急急にににに打打打打ちちちち立立立立てていただきたてていただきたてていただきたてていただきた○和田委員○和田委員○和田委員○和田委員
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いといといといと思思思思います。います。います。います。そそそそんんんんな中でな中でな中でな中で重要重要重要重要なこととなこととなこととなことと私私私私はははは思思思思うのですが、奈良のうのですが、奈良のうのですが、奈良のうのですが、奈良の新新新新しいしいしいしいイイイイメメメメーーーージをつくろうと、記ジをつくろうと、記ジをつくろうと、記ジをつくろうと、記紀紀紀紀・・・・万万万万葉葉葉葉プロプロプロプロジジジジェェェェククククトについてはおっしトについてはおっしトについてはおっしトについてはおっしゃゃゃゃっていました。っていました。っていました。っていました。着眼着眼着眼着眼点点点点はははは大変大変大変大変すすすすごごごごいものだといものだといものだといものだと思思思思います。その中で、います。その中で、います。その中で、います。その中で、キャキャキャキャッチッチッチッチフフフフレレレレーーーーズズズズは、は、は、は、国国国国のののの始始始始まり、あるいは記まり、あるいは記まり、あるいは記まり、あるいは記紀紀紀紀・・・・万万万万葉葉葉葉の奈良、いつの奈良、いつの奈良、いつの奈良、いつもこういうもこういうもこういうもこういうフフフフレレレレーーーーズズズズがががが並並並並んんんんでおります。このことも、本でおります。このことも、本でおります。このことも、本でおります。このことも、本当当当当に奈良のに奈良のに奈良のに奈良のイイイイメメメメーーーージとしてはジとしてはジとしてはジとしてはぴぴぴぴっっっったりだとたりだとたりだとたりだと私私私私はははは思思思思っています。っています。っています。っています。問題問題問題問題は、そういう奈良のは、そういう奈良のは、そういう奈良のは、そういう奈良の新新新新しいしいしいしいイイイイメメメメーーーージ、奈良ジ、奈良ジ、奈良ジ、奈良ブブブブラララランンンンドドドドとととと言言言言ってもいいとってもいいとってもいいとってもいいと思思思思うのですが、うのですが、うのですが、うのですが、この奈良この奈良この奈良この奈良ブブブブラララランンンンドドドドをををを掘掘掘掘りりりり起起起起こしていく、そういうこしていく、そういうこしていく、そういうこしていく、そういう展展展展開が開が開が開が弱弱弱弱いのではないかと、奈良といいのではないかと、奈良といいのではないかと、奈良といいのではないかと、奈良といええええばばばば、、、、大大大大仏仏仏仏もももも鹿鹿鹿鹿もももも大大大大極殿極殿極殿極殿もいろいろあるもいろいろあるもいろいろあるもいろいろあるけけけけれども、とにかくれども、とにかくれども、とにかくれども、とにかく国国国国のののの始始始始まりだと。まりだと。まりだと。まりだと。国国国国のののの始始始始まりをまりをまりをまりを象象象象徴徴徴徴するのがどこそこだと、こういうことで記するのがどこそこだと、こういうことで記するのがどこそこだと、こういうことで記するのがどこそこだと、こういうことで記紀紀紀紀・・・・万万万万葉葉葉葉はあるものだとはあるものだとはあるものだとはあるものだと思思思思っています。そっています。そっています。そっています。そういうういうういうういう意味意味意味意味で、地域振興部では、で、地域振興部では、で、地域振興部では、で、地域振興部では、引引引引きききき続続続続き２０２０年がき２０２０年がき２０２０年がき２０２０年が終終終終わわわわっても、この記っても、この記っても、この記っても、この記紀紀紀紀・・・・万万万万葉葉葉葉プロプロプロプロジジジジェェェェククククトのトのトのトの展展展展開はしていきたいと、こういう開はしていきたいと、こういう開はしていきたいと、こういう開はしていきたいと、こういう答弁答弁答弁答弁をいただきました。これはこれでをいただきました。これはこれでをいただきました。これはこれでをいただきました。これはこれで大大大大切切切切だだだだけけけけれども、本れども、本れども、本れども、本当当当当にそういうにそういうにそういうにそういうキャキャキャキャッチッチッチッチフフフフレレレレーーーーズズズズがもっともっとがもっともっとがもっともっとがもっともっと浸浸浸浸透透透透し、し、し、し、掘掘掘掘りりりり起起起起こしていく、こしていく、こしていく、こしていく、そして奈良県全そして奈良県全そして奈良県全そして奈良県全体体体体をををを包包包包みみみみ込込込込んんんんでいくようなでいくようなでいくようなでいくような展展展展開が開が開が開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。私私私私はははは最最最最初初初初に、に、に、に、国国国国民民民民がががが奈良に奈良に奈良に奈良に来来来来たいなと、たいなと、たいなと、たいなと、求求求求めめめめているものということでているものということでているものということでているものということで言言言言いましたが、いましたが、いましたが、いましたが、国国国国のののの始始始始まり奈良、このこまり奈良、このこまり奈良、このこまり奈良、このことをもっととをもっととをもっととをもっとブブブブラララランンンンドドドド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重要重要重要重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うのですが、どうでしょうか。うのですが、どうでしょうか。うのですが、どうでしょうか。うのですが、どうでしょうか。奈良の観光のお奈良の観光のお奈良の観光のお奈良の観光のお客客客客様を呼ぶた様を呼ぶた様を呼ぶた様を呼ぶためめめめののののブブブブラララランンンンドドドドの中で、地域のテの中で、地域のテの中で、地域のテの中で、地域のテーーーーマはマはマはマは大大大大事な事な事な事な要要要要○荒井知事○荒井知事○荒井知事○荒井知事素素素素であろうかとであろうかとであろうかとであろうかと思思思思い、いろいろない、いろいろない、いろいろない、いろいろな始始始始まりまりまりまりやややや記記記記紀紀紀紀・・・・万万万万葉葉葉葉というテというテというテというテーーーーマはマはマはマは大大大大事で事で事で事でござござござございますが、いますが、いますが、いますが、リピリピリピリピーターーターーターーターの観光地としての観光地としての観光地としての観光地として栄栄栄栄ええええるのは、それだるのは、それだるのは、それだるのは、それだけけけけでは不では不では不では不十十十十分で分で分で分でござござござございます。います。います。います。来来来来たときのたときのたときのたときのササササーーーービビビビススススがあまりにもがあまりにもがあまりにもがあまりにも違違違違うと、うと、うと、うと、居居居居心心心心地のよ地のよ地のよ地のよささささがないことが、奈良のがないことが、奈良のがないことが、奈良のがないことが、奈良の負負負負ののののイイイイメメメメーーーージとして定ジとして定ジとして定ジとして定着着着着しております。おいしいものがない、しております。おいしいものがない、しております。おいしいものがない、しております。おいしいものがない、泊泊泊泊まるところがない、まるところがない、まるところがない、まるところがない、移動移動移動移動しにくいという観光地としにくいという観光地としにくいという観光地としにくいという観光地としてしてしてして負負負負ののののイイイイメメメメーーーージがあります。ジがあります。ジがあります。ジがあります。今今今今、テ、テ、テ、テーーーーマだマだマだマだけけけけののののイイイイメメメメーーーージだと、テジだと、テジだと、テジだと、テーーーーマでマでマでマでＮＨＫＮＨＫＮＨＫＮＨＫの「の「の「の「歴歴歴歴史史史史秘秘秘秘話話話話ヒヒヒヒスススストトトトリアリアリアリア」とかいろいろテレビで」とかいろいろテレビで」とかいろいろテレビで」とかいろいろテレビで見せ見せ見せ見せますので、テレビでますので、テレビでますので、テレビでますので、テレビで見見見見たほうがよくたほうがよくたほうがよくたほうがよくわわわわかるとかるとかるとかるといって、いって、いって、いって、アアアアーーーームチムチムチムチェアェアェアェアトトトトララララベベベベラーラーラーラーズズズズとととと言言言言いますが、いますが、いますが、いますが、椅椅椅椅子子子子にににに座座座座ってってってって大大大大画面画面画面画面のテレビをのテレビをのテレビをのテレビを見見見見ていていていていると、奈良がよくると、奈良がよくると、奈良がよくると、奈良がよくわわわわかった、こういう観光地だと。かった、こういう観光地だと。かった、こういう観光地だと。かった、こういう観光地だと。来来来来てくれないとてくれないとてくれないとてくれないとわわわわからない、からない、からない、からない、来来来来ててててみみみみるるるるともっとともっとともっとともっと楽楽楽楽しいというのが観光政策のしいというのが観光政策のしいというのが観光政策のしいというのが観光政策の戦略戦略戦略戦略の一の一の一の一番番番番大大大大きなきなきなきな要素要素要素要素だとだとだとだと思思思思います。います。います。います。来来来来ててててみみみみて、こて、こて、こて、ここのこのこのこの飛鳥飛鳥飛鳥飛鳥の地でおいしいものをの地でおいしいものをの地でおいしいものをの地でおいしいものを食食食食べべべべたらどうですか、たらどうですか、たらどうですか、たらどうですか、泊泊泊泊まったらどうですか、この平まったらどうですか、この平まったらどうですか、この平まったらどうですか、この平城城城城京京京京のののの見え見え見え見える場所でたたる場所でたたる場所でたたる場所でたたずんずんずんずんだらどうですかというだらどうですかというだらどうですかというだらどうですかという歴歴歴歴史を史を史を史を体感体感体感体感というのがというのがというのがというのが提提提提供す供す供す供すべべべべきききき大大大大きなきなきなきな要要要要素素素素だとだとだとだと思思思思います。そのたいます。そのたいます。そのたいます。そのためめめめには、には、には、には、宿泊宿泊宿泊宿泊、、、、飲食飲食飲食飲食、いろいろな、いろいろな、いろいろな、いろいろなアアアアメメメメニニニニテテテティーィーィーィーがががが要要要要る、それが決る、それが決る、それが決る、それが決定定定定的的的的にににに欠欠欠欠けけけけていたのが奈良県の観光地だと。そのていたのが奈良県の観光地だと。そのていたのが奈良県の観光地だと。そのていたのが奈良県の観光地だと。その負負負負ののののブブブブラララランンンンドドドドをなくすというのが、をなくすというのが、をなくすというのが、をなくすというのが、今今今今、、、、
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一一一一番番番番大大大大きなきなきなきな課題課題課題課題になっているとになっているとになっているとになっていると思思思思います。テいます。テいます。テいます。テーーーーマでマでマでマで引引引引っっっっ張張張張るだるだるだるだけけけけでは、テでは、テでは、テでは、テーーーーママママ自身自身自身自身はははは大変大変大変大変古古古古くなりますので、テくなりますので、テくなりますので、テくなりますので、テーーーーマは手をかマは手をかマは手をかマは手をかええええ、、、、品品品品をかをかをかをかええええて、いろいろなことをしているのが観光て、いろいろなことをしているのが観光て、いろいろなことをしているのが観光て、いろいろなことをしているのが観光地地地地競争競争競争競争ででででござござござございます。記います。記います。記います。記紀紀紀紀・・・・万万万万葉葉葉葉のののの始始始始まりはまりはまりはまりは誇誇誇誇るるるるべべべべきテきテきテきテーーーーマでマでマでマでござござござございますいますいますいますけけけけれども、奈良れども、奈良れども、奈良れども、奈良はいつまでもかと、もう行ったとならないように、いつはいつまでもかと、もう行ったとならないように、いつはいつまでもかと、もう行ったとならないように、いつはいつまでもかと、もう行ったとならないように、いつ来来来来てもてもてもても新新新新しいテしいテしいテしいテーーーーマ、マ、マ、マ、新新新新しいしいしいしい印印印印象象象象がありますということを手をかがありますということを手をかがありますということを手をかがありますということを手をかええええ、、、、品品品品をかをかをかをかええええ提提提提供することで、一供することで、一供することで、一供することで、一生生生生に一度に一度に一度に一度来来来来たらいいといたらいいといたらいいといたらいいという観光地としてう観光地としてう観光地としてう観光地として売売売売り出してきたり出してきたり出してきたり出してきた実実実実績績績績がありますので、それをがありますので、それをがありますので、それをがありますので、それを脱却脱却脱却脱却しなしなしなしなけけけけれれれればばばばいいいいけけけけないといないといないといないというのがうのがうのがうのが大大大大きなテきなテきなテきなテーーーーマでマでマでマでござござござございます。そのたいます。そのたいます。そのたいます。そのためめめめには、には、には、には、他他他他の観光地にあって、奈良にない観光の観光地にあって、奈良にない観光の観光地にあって、奈良にない観光の観光地にあって、奈良にない観光要素要素要素要素をををを充充充充実させ実させ実させ実させるしかないとるしかないとるしかないとるしかないと思思思思っております。その中でテっております。その中でテっております。その中でテっております。その中でテーーーーマはマはマはマは大大大大事で事で事で事でござござござございますが、いますが、いますが、いますが、歴歴歴歴史文化、文化史文化、文化史文化、文化史文化、文化財財財財というのはというのはというのはというのは他他他他に比に比に比に比類類類類がないというがないというがないというがないという点点点点でででで大大大大きなきなきなきな要素要素要素要素ででででござござござございます。それをどいます。それをどいます。それをどいます。それをどのようにのようにのようにのように感じ感じ感じ感じてもらてもらてもらてもらええええるのかというテるのかというテるのかというテるのかというテクニッククニッククニッククニックやややや、環境の、環境の、環境の、環境の整整整整備備備備が決定が決定が決定が決定的的的的におくれてきたのにおくれてきたのにおくれてきたのにおくれてきたのは、観光地のは、観光地のは、観光地のは、観光地の評評評評論論論論家家家家としてのとしてのとしてのとしての見方見方見方見方ででででござござござございますが、まだいますが、まだいますが、まだいますが、まだ遅遅遅遅くはくはくはくはござござござございまいまいまいませんせんせんせんので、これかので、これかので、これかので、これからららら整整整整備備備備をすをすをすをすべべべべきテきテきテきテーーーーマかとマかとマかとマかと思思思思っております。っております。っております。っております。全くそのとおりだと全くそのとおりだと全くそのとおりだと全くそのとおりだと思思思思います。います。います。います。他他他他に比に比に比に比類類類類のない奈良のよのない奈良のよのない奈良のよのない奈良のよささささ、観光、観光、観光、観光要素要素要素要素、これ、これ、これ、これ○和田委員○和田委員○和田委員○和田委員をしっかりとをしっかりとをしっかりとをしっかりと磨磨磨磨きききき上げ上げ上げ上げていく、これはていく、これはていく、これはていく、これは重要重要重要重要なこと。なこと。なこと。なこと。そのたそのたそのたそのためめめめにどうするかということですが、にどうするかということですが、にどうするかということですが、にどうするかということですが、先先先先ほどほどほどほど言言言言いました観光地づくり、おいました観光地づくり、おいました観光地づくり、おいました観光地づくり、お互互互互いのいのいのいの共共共共通通通通認認認認識識識識です。です。です。です。問題問題問題問題は、その観光地づくりをしたときに、おもてなしができるような観光は、その観光地づくりをしたときに、おもてなしができるような観光は、その観光地づくりをしたときに、おもてなしができるような観光は、その観光地づくりをしたときに、おもてなしができるような観光ココココースースースースをつくっていく、あるいは観光をつくっていく、あるいは観光をつくっていく、あるいは観光をつくっていく、あるいは観光ツアツアツアツアーーーーパックパックパックパックをつくっていくのもをつくっていくのもをつくっていくのもをつくっていくのも大大大大切切切切かとかとかとかと思思思思ううううわけわけわけわけででででござござござございます。います。います。います。そういうそういうそういうそういう意味意味意味意味で、テで、テで、テで、テーーーーマというのは、その地域のマというのは、その地域のマというのは、その地域のマというのは、その地域の魅魅魅魅力力力力をををを発発発発信信信信することになりますが、することになりますが、することになりますが、することになりますが、来来来来たいな、たいな、たいな、たいな、来来来来てよかったとてよかったとてよかったとてよかったと思思思思うのは、観光地のうのは、観光地のうのは、観光地のうのは、観光地の品品品品質質質質、、、、サーサーサーサービビビビススススによりますから、しっかりによりますから、しっかりによりますから、しっかりによりますから、しっかり磨磨磨磨きききき上げ上げ上げ上げていただくこと、これはおていただくこと、これはおていただくこと、これはおていただくこと、これはお願願願願いをしたいといをしたいといをしたいといをしたいと思思思思います。います。います。います。もう一つもう一つもう一つもう一つ重要重要重要重要なことは、テなことは、テなことは、テなことは、テーーーーマが、マが、マが、マが、例えば例えば例えば例えば奈良の場奈良の場奈良の場奈良の場合合合合だったら、観光資だったら、観光資だったら、観光資だったら、観光資源源源源がががが点在点在点在点在していしていしていしています。だからこそ、テます。だからこそ、テます。だからこそ、テます。だからこそ、テーーーーマにこだマにこだマにこだマにこだわわわわって、この観光地づくりをって、この観光地づくりをって、この観光地づくりをって、この観光地づくりをややややりながら、奈良のりながら、奈良のりながら、奈良のりながら、奈良のイイイイメメメメーーーージをつくり、そして、観光地ジをつくり、そして、観光地ジをつくり、そして、観光地ジをつくり、そして、観光地めぐめぐめぐめぐりのりのりのりの選択選択選択選択メメメメニニニニュュュューーーーをたくをたくをたくをたくさんさんさんさんつくっていくことがつくっていくことがつくっていくことがつくっていくことが必要必要必要必要でででではないかと。はないかと。はないかと。はないかと。私私私私は、観光地のは、観光地のは、観光地のは、観光地のめぐめぐめぐめぐるるるるココココースースースース、、、、パックパックパックパックをどをどをどをどんんんんどどどどんんんんつくっていくことがつくっていくことがつくっていくことがつくっていくことが必要必要必要必要でででではないかとはないかとはないかとはないかと考え考え考え考えますますますますけけけけれども、どうでしょうか。れども、どうでしょうか。れども、どうでしょうか。れども、どうでしょうか。大大大大事な事な事な事な視点視点視点視点だとだとだとだと思思思思います。そのときに、います。そのときに、います。そのときに、います。そのときに、歴歴歴歴史文化をテ史文化をテ史文化をテ史文化をテーーーーマにしたマにしたマにしたマにした周遊周遊周遊周遊をををを考え考え考え考え○荒井知事○荒井知事○荒井知事○荒井知事ますと、よくますと、よくますと、よくますと、よく言わ言わ言わ言われることでれることでれることでれることでござござござございますが、いますが、いますが、いますが、歴歴歴歴史文化はとてもよく知った史文化はとてもよく知った史文化はとてもよく知った史文化はとてもよく知った人人人人と、余り知らと、余り知らと、余り知らと、余り知らないないないない人人人人がいる。そのがいる。そのがいる。そのがいる。その人人人人をまをまをまをまぜぜぜぜここここぜぜぜぜにすると、よく知ったにすると、よく知ったにすると、よく知ったにすると、よく知った人人人人に不に不に不に不満満満満がある。よく知ったがある。よく知ったがある。よく知ったがある。よく知った人人人人にににには、は、は、は、ささささらによくらによくらによくらによくわわわわかるかるかるかる説説説説明明明明をする、をする、をする、をする、説説説説明明明明力力力力もとてももとてももとてももとても大大大大きいきいきいきいわけわけわけわけででででござござござございます。います。います。います。歴歴歴歴史文化に史文化に史文化に史文化に
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ついてはついてはついてはついては見見見見れれれればばばば、、、、わわわわかるというかるというかるというかるというわけわけわけわけでもでもでもでもござござござございまいまいまいませんせんせんせん。。。。話話話話しをして知ってもらってしをして知ってもらってしをして知ってもらってしをして知ってもらってわわわわかる。かる。かる。かる。特に、外特に、外特に、外特に、外国国国国からからからから来来来来られたられたられたられた方方方方は、は、は、は、仏仏仏仏像像像像をたくをたくをたくをたくさん見さん見さん見さん見て、奈良にもて、奈良にもて、奈良にもて、奈良にも来来来来られるられるられるられるわけわけわけわけででででござござござございますいますいますいますが、奈良のが、奈良のが、奈良のが、奈良の仏仏仏仏像像像像はどのようにはどのようにはどのようにはどのように違違違違うのかという本うのかという本うのかという本うのかという本質的質的質的質的なななな説説説説明明明明力力力力が、これも不足しているが、これも不足しているが、これも不足しているが、これも不足している負負負負ののののブブブブラララランンンンドドドドででででござござござございますいますいますいますけけけけれども、これをレれども、これをレれども、これをレれども、これをレベベベベルルルルにににに合わせ合わせ合わせ合わせてててて説説説説明明明明するするするする能力能力能力能力は、地域として不は、地域として不は、地域として不は、地域として不足しているということを足しているということを足しているということを足しているということを改善改善改善改善するするするする必要必要必要必要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。そのようないます。そのようないます。そのようないます。そのような周遊周遊周遊周遊一つとって一つとって一つとって一つとっても、も、も、も、周遊周遊周遊周遊がしがしがしがしややややすい、すい、すい、すい、時間時間時間時間でもそでもそでもそでもそんんんんなななな変わ変わ変わ変わらないというらないというらないというらないという客客客客観観観観的的的的なななな周遊周遊周遊周遊ルルルルーーーートのトのトのトのククククオオオオリリリリテテテティィィィーーーーをををを上げ上げ上げ上げるということと、るということと、るということと、るということと、内容内容内容内容をををを来来来来られるられるられるられる方方方方のレのレのレのレベベベベルルルルにににに応応応応じじじじてててて上げ上げ上げ上げる、る、る、る、来来来来られるられるられるられる方方方方が、が、が、が、ババババックパッックパッックパッックパッカーカーカーカーのようにほっつきのようにほっつきのようにほっつきのようにほっつき歩歩歩歩くくくくタイタイタイタイププププの観光の観光の観光の観光客客客客もおられますし、もおられますし、もおられますし、もおられますし、高級高級高級高級なななな方方方方もももも実実実実はははは多多多多くくくくなっております。なっております。なっております。なっております。高級高級高級高級ななななホホホホテテテテルルルルにににに泊泊泊泊まって、まって、まって、まって、ヘリヘリヘリヘリコプコプコプコプターターターターで吉野ので吉野ので吉野ので吉野の桜桜桜桜をををを見見見見るというるというるというるという方方方方も出も出も出も出てきているてきているてきているてきているわけわけわけわけで、では、そういうで、では、そういうで、では、そういうで、では、そういう方方方方は奈良ではは奈良ではは奈良ではは奈良では要要要要らないとらないとらないとらないと排斥排斥排斥排斥しないで、そういうしないで、そういうしないで、そういうしないで、そういう方方方方もももも大大大大事なお事なお事なお事なお客客客客さんさんさんさんだということで、観光地としては、あらだということで、観光地としては、あらだということで、観光地としては、あらだということで、観光地としては、あらゆゆゆゆるおるおるおるお客客客客様に様に様に様にババババララララエエエエテテテティィィィのあるおのあるおのあるおのあるおもてなしをするもてなしをするもてなしをするもてなしをする能力能力能力能力があるかどうかががあるかどうかががあるかどうかががあるかどうかが問わ問わ問わ問われているれているれているれている時代時代時代時代ででででござござござございますので、いますので、いますので、いますので、ババババララララエエエエテテテティィィィののののあるおもてなしのあるおもてなしのあるおもてなしのあるおもてなしの質質質質のののの向上向上向上向上をををを心心心心ががががけけけけるのもるのもるのもるのも大大大大きなきなきなきな要素要素要素要素だとだとだとだと思思思思っております。っております。っております。っております。知事に、観光知事に、観光知事に、観光知事に、観光周遊周遊周遊周遊ココココースースースース、、、、パックパックパックパックツアツアツアツアーーーーのののの商品商品商品商品化、そういうものが化、そういうものが化、そういうものが化、そういうものが必要必要必要必要ではではではでは○和田委員○和田委員○和田委員○和田委員ないかということをないかということをないかということをないかということを尋尋尋尋ねねねねた。それにた。それにた。それにた。それに対対対対するするするする答弁答弁答弁答弁で、それらしいことをで、それらしいことをで、それらしいことをで、それらしいことを触触触触れてもらいましたれてもらいましたれてもらいましたれてもらいましたが、が、が、が、方法方法方法方法として、そのようなとして、そのようなとして、そのようなとして、そのような展展展展開はどうでしょう。奈良県ビジ開はどうでしょう。奈良県ビジ開はどうでしょう。奈良県ビジ開はどうでしょう。奈良県ビジターターターターズズズズビビビビュュュューーーーロロロローーーーをををを持持持持ってってってっておられますから、特におられますから、特におられますから、特におられますから、特に私私私私はそのことに関はそのことに関はそのことに関はそのことに関心心心心をををを深深深深めめめめております。ております。ております。ております。当然当然当然当然、、、、大大大大仏仏仏仏だだだだけけけけをををを見見見見てててて帰帰帰帰れということは、れということは、れということは、れということは、大変大変大変大変レレレレベベベベルルルルのののの低低低低い観光地になりまい観光地になりまい観光地になりまい観光地になりま○荒井知事○荒井知事○荒井知事○荒井知事すので、いいところをたくすので、いいところをたくすので、いいところをたくすので、いいところをたくさん見さん見さん見さん見てててて帰帰帰帰ってくだってくだってくだってくだささささいということにいということにいということにいということに合合合合ったったったった周遊周遊周遊周遊が一つが一つが一つが一つ大大大大きなきなきなきなことになります。ことになります。ことになります。ことになります。周遊周遊周遊周遊はははは大大大大事だということを前事だということを前事だということを前事だということを前提提提提に、に、に、に、周遊周遊周遊周遊のおのおのおのお客客客客様のおもてなしを、その様のおもてなしを、その様のおもてなしを、その様のおもてなしを、その扱扱扱扱いいいい方方方方について付について付について付について付言言言言ををををさせさせさせさせていただいたということでていただいたということでていただいたということでていただいたということでござござござございます。奈良県ビジいます。奈良県ビジいます。奈良県ビジいます。奈良県ビジターターターターズズズズビビビビュュュューーーーロロロローーーーで、で、で、で、大大大大和しか和しか和しか和しかババババススススツアツアツアツアーーーーというというというという周遊周遊周遊周遊ルルルルーーーートをつくったのですが、トをつくったのですが、トをつくったのですが、トをつくったのですが、最最最最初初初初の出だしは余の出だしは余の出だしは余の出だしは余りはりはりはりはややややらなかったということでらなかったということでらなかったということでらなかったということでござござござございますいますいますいますけけけけれど、れど、れど、れど、失敗失敗失敗失敗をしたら、をしたら、をしたら、をしたら、次次次次のののの工夫工夫工夫工夫をしてをしてをしてをしてややややってってってってくれそうでくれそうでくれそうでくれそうでござござござございますので、はいますので、はいますので、はいますので、はややややるるるるルルルルーーーートづくりが一つトづくりが一つトづくりが一つトづくりが一つ大大大大きなきなきなきな要素要素要素要素だとだとだとだと思思思思っております。っております。っております。っております。テテテテーーーーマとして、奈良マとして、奈良マとして、奈良マとして、奈良ブブブブラララランンンンドドドドと、奈良のと、奈良のと、奈良のと、奈良のイイイイメメメメーーーージをジをジをジを言言言言いました。そして、観いました。そして、観いました。そして、観いました。そして、観○和田委員○和田委員○和田委員○和田委員光地づくりが光地づくりが光地づくりが光地づくりが大大大大切切切切だ、これも申しだ、これも申しだ、これも申しだ、これも申し上げ上げ上げ上げました。そして、観光のました。そして、観光のました。そして、観光のました。そして、観光の商品商品商品商品づくりとして、観光づくりとして、観光づくりとして、観光づくりとして、観光パパパパックックックックツアツアツアツアーーーーというか、というか、というか、というか、周遊周遊周遊周遊ココココースースースースもつくるのがもつくるのがもつくるのがもつくるのが必要必要必要必要だということではほとだということではほとだということではほとだということではほとんんんんど知事と一ど知事と一ど知事と一ど知事と一致致致致しているものと理しているものと理しているものと理しているものと理解解解解をしております。をしております。をしております。をしております。あと一つおあと一つおあと一つおあと一つお尋尋尋尋ねねねねしたいことは、奈良の場したいことは、奈良の場したいことは、奈良の場したいことは、奈良の場合合合合は、文化がは、文化がは、文化がは、文化が非常非常非常非常にににに重要重要重要重要なななな言葉言葉言葉言葉ででででござござござございます。います。います。います。この文化について、いろいろなこの文化について、いろいろなこの文化について、いろいろなこの文化について、いろいろな活活活活用の用の用の用の展展展展開開開開方法方法方法方法があるのですが、この文化は、奈良県の場があるのですが、この文化は、奈良県の場があるのですが、この文化は、奈良県の場があるのですが、この文化は、奈良県の場
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合合合合はどのように定はどのように定はどのように定はどのように定義さ義さ義さ義されているのでしょう。これは、れているのでしょう。これは、れているのでしょう。これは、れているのでしょう。これは、非常非常非常非常にににに基基基基本本本本的的的的なことでなことでなことでなことでござござござございますが、いますが、いますが、いますが、重要重要重要重要なこととして、なこととして、なこととして、なこととして、確確確確認をしておきたいと認をしておきたいと認をしておきたいと認をしておきたいと思思思思います。います。います。います。奈良県は教育振興奈良県は教育振興奈良県は教育振興奈良県は教育振興大大大大綱綱綱綱と別に、文化振興と別に、文化振興と別に、文化振興と別に、文化振興大大大大綱綱綱綱をつくりました。そこで、文化をつくりました。そこで、文化をつくりました。そこで、文化をつくりました。そこで、文化○荒井知事○荒井知事○荒井知事○荒井知事の定の定の定の定義義義義ををををさささされております。３つに分かれておりますが、１つは、れております。３つに分かれておりますが、１つは、れております。３つに分かれておりますが、１つは、れております。３つに分かれておりますが、１つは、芸術芸術芸術芸術文化という文化という文化という文化というカカカカテテテテゴリゴリゴリゴリーーーーででででござござござございます。います。います。います。音楽音楽音楽音楽、、、、美術美術美術美術、写真、、写真、、写真、、写真、演芸演芸演芸演芸、、、、演劇演劇演劇演劇、その、その、その、その他他他他のののの芸芸芸芸能能能能などのいなどのいなどのいなどのいわゆわゆわゆわゆるるるる芸術芸術芸術芸術文化。文化。文化。文化。もう一つはメもう一つはメもう一つはメもう一つはメデデデディィィィア芸術ア芸術ア芸術ア芸術とととと言わ言わ言わ言われる分野をれる分野をれる分野をれる分野を想想想想定しております。定しております。定しております。定しております。映映映映画画画画、、、、漫漫漫漫画画画画、、、、アアアアニニニニメメメメーーーーシシシショョョョンなどでンなどでンなどでンなどでござござござございます、います、います、います、ババババーーーーチチチチャャャャルルルルなななな芸術芸術芸術芸術ということ。もう一つは、ということ。もう一つは、ということ。もう一つは、ということ。もう一つは、伝伝伝伝統芸術統芸術統芸術統芸術という分野をという分野をという分野をという分野を想想想想定しております。雅定しております。雅定しております。雅定しております。雅楽楽楽楽、、、、能能能能楽楽楽楽、文、文、文、文学学学学、文、文、文、文楽楽楽楽、、、、歌舞伎歌舞伎歌舞伎歌舞伎、、、、民民民民俗芸俗芸俗芸俗芸能能能能など、あるいはなど、あるいはなど、あるいはなど、あるいは茶茶茶茶道、道、道、道、華華華華道、道、道、道、書書書書道などで道などで道などで道などでござござござございます。います。います。います。今今今今、、、、国国国国民民民民文化文化文化文化祭祭祭祭を奈良県でを奈良県でを奈良県でを奈良県でさせさせさせさせていただいておりますが、ていただいておりますが、ていただいておりますが、ていただいておりますが、伝伝伝伝統芸術統芸術統芸術統芸術の分野のの分野のの分野のの分野の活動活動活動活動がががが非常非常非常非常にににに盛盛盛盛んんんんででででござござござございます。文化います。文化います。文化います。文化芸術芸術芸術芸術ででででござござござございますので、どの分野がいますので、どの分野がいますので、どの分野がいますので、どの分野がいいとかということではなしに、全てを文化資いいとかということではなしに、全てを文化資いいとかということではなしに、全てを文化資いいとかということではなしに、全てを文化資源源源源のののの表表表表現現現現のののの仕方仕方仕方仕方とととと捉捉捉捉ええええて、あらて、あらて、あらて、あらゆゆゆゆる文化のる文化のる文化のる文化の要素要素要素要素をををを発現発現発現発現したいとしたいとしたいとしたいと思思思思っております。っております。っております。っております。研究研究研究研究あるいはあるいはあるいはあるいは学術研究学術研究学術研究学術研究といった分野のいといった分野のいといった分野のいといった分野のいわゆわゆわゆわゆるるるる言論言論言論言論による、による、による、による、社社社社会会会会生生生生活活活活をををを論じ論じ論じ論じ○和田委員○和田委員○和田委員○和田委員るというようなことは、文化のるというようなことは、文化のるというようなことは、文化のるというようなことは、文化の領領領領域に入りますか、どうでしょうか。域に入りますか、どうでしょうか。域に入りますか、どうでしょうか。域に入りますか、どうでしょうか。社社社社会会会会生生生生活活活活のののの見方見方見方見方は、は、は、は、当然当然当然当然文化という文化という文化という文化という要素要素要素要素はははは色色色色濃濃濃濃く入ってくるとく入ってくるとく入ってくるとく入ってくると思思思思っておりまっておりまっておりまっておりま○荒井知事○荒井知事○荒井知事○荒井知事す。す。す。す。 既既既既に文化資に文化資に文化資に文化資源源源源活活活活用用用用課課課課、文化振興、文化振興、文化振興、文化振興課課課課があるということで、文化というがあるということで、文化というがあるということで、文化というがあるということで、文化という活活活活用の用の用の用の方方方方○和田委員○和田委員○和田委員○和田委員向向向向性が、ど性が、ど性が、ど性が、どんんんんどどどどんんんん出ております。これは出ております。これは出ております。これは出ております。これは非常非常非常非常にににに重要重要重要重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。います。います。います。人間生人間生人間生人間生活活活活をををを営営営営むむむむ上上上上で、で、で、で、我々我々我々我々がつくる一がつくる一がつくる一がつくる一切切切切のものは文化というようにのものは文化というようにのものは文化というようにのものは文化というように広広広広義義義義のののの意味意味意味意味でででで捉捉捉捉ええええていかなていかなていかなていかなけけけけれれれればばばばいいいいけけけけないというないというないというないという感じ感じ感じ感じをををを持持持持ちます。観光振興という分野において、文化はどちます。観光振興という分野において、文化はどちます。観光振興という分野において、文化はどちます。観光振興という分野において、文化はどんんんんどどどどんんんん取り入れてい取り入れてい取り入れてい取り入れていくことはこれからもくことはこれからもくことはこれからもくことはこれからも必要必要必要必要だとだとだとだと思思思思います。います。います。います。最最最最後後後後に、記に、記に、記に、記紀紀紀紀・・・・万万万万葉葉葉葉プロプロプロプロジジジジェェェェククククト以ト以ト以ト以降降降降の観光振興については、知事として、の観光振興については、知事として、の観光振興については、知事として、の観光振興については、知事として、何何何何かおかおかおかお考え考え考え考えがありますか。がありますか。がありますか。がありますか。平平平平城宮跡城宮跡城宮跡城宮跡も１３００年も１３００年も１３００年も１３００年目目目目におにおにおにお祝祝祝祝いしたいしたいしたいしたわけわけわけわけででででござござござございますいますいますいますけけけけれど、平れど、平れど、平れど、平城宮跡城宮跡城宮跡城宮跡のののの○荒井知事○荒井知事○荒井知事○荒井知事整整整整備備備備、、、、国営国営国営国営公園公園公園公園化による化による化による化による整整整整備備備備はははは終終終終わわわわったったったったわけわけわけわけではではではではござござござございまいまいまいませんせんせんせんし、記し、記し、記し、記紀紀紀紀・・・・万万万万葉葉葉葉の日本の日本の日本の日本書書書書紀紀紀紀が２０２０年で１３００年をが２０２０年で１３００年をが２０２０年で１３００年をが２０２０年で１３００年を迎迎迎迎ええええますので、ますので、ますので、ますので、切切切切りとしては１３００年をりとしては１３００年をりとしては１３００年をりとしては１３００年を迎迎迎迎ええええ、、、、阿倍仲麻呂阿倍仲麻呂阿倍仲麻呂阿倍仲麻呂のののの検検検検証証証証もことしにもことしにもことしにもことしにややややっていますので、２０２０年以っていますので、２０２０年以っていますので、２０２０年以っていますので、２０２０年以降降降降について、奈良県にとっては、について、奈良県にとっては、について、奈良県にとっては、について、奈良県にとっては、過去過去過去過去のののの歴歴歴歴史が、まだたく史が、まだたく史が、まだたく史が、まだたくさんござさんござさんござさんございますので、興福いますので、興福いますので、興福いますので、興福寺寺寺寺の中金の中金の中金の中金堂堂堂堂のののの再再再再建建建建ででででござござござございますとか、いますとか、いますとか、いますとか、聖聖聖聖徳徳徳徳太太太太子子子子がががが亡亡亡亡くなられて１４００年とか、くなられて１４００年とか、くなられて１４００年とか、くなられて１４００年とか、当当当当面面面面いろいろな行事はいろいろな行事はいろいろな行事はいろいろな行事は続続続続くくくくわけわけわけわけででででござござござございます。そのいます。そのいます。そのいます。その次次次次のののの大大大大きなテきなテきなテきなテーーーーマを、１３００年のマを、１３００年のマを、１３００年のマを、１３００年の次次次次は１４００年、そのは１４００年、そのは１４００年、そのは１４００年、その周周周周年年年年的的的的なななな大大大大行事からテ行事からテ行事からテ行事からテーーーーマをマをマをマを選選選選
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ぶこともありますし、いろいろな奈良らしいテぶこともありますし、いろいろな奈良らしいテぶこともありますし、いろいろな奈良らしいテぶこともありますし、いろいろな奈良らしいテーーーーマはマはマはマは考え考え考え考えられるとられるとられるとられると思思思思います。います。います。います。記記記記紀紀紀紀・・・・万万万万葉葉葉葉プロプロプロプロジジジジェェェェククククトのトのトのトの後後後後、どのようなテ、どのようなテ、どのようなテ、どのようなテーーーーマにしようかというところまでマにしようかというところまでマにしようかというところまでマにしようかというところまで具具具具体的体的体的体的なななな考え考え考え考えがまとまっているがまとまっているがまとまっているがまとまっているわけわけわけわけではではではではござござござございまいまいまいませんせんせんせんが、和田委員がおが、和田委員がおが、和田委員がおが、和田委員がお述述述述べべべべのように、奈良県全のように、奈良県全のように、奈良県全のように、奈良県全体体体体として、奈良として、奈良として、奈良として、奈良盆盆盆盆地、奥地、奥地、奥地、奥大大大大和は南部も和は南部も和は南部も和は南部も含含含含めめめめて、て、て、て、大大大大きなきなきなきな歴歴歴歴史の史の史の史の宝庫宝庫宝庫宝庫ででででござござござございますので、全いますので、全いますので、全いますので、全体体体体ととととしてしてしてして歴歴歴歴史博史博史博史博物物物物館館館館といったといったといったといった風風風風情情情情ががががござござござございます。います。います。います。周周周周年では年では年では年ではござござござございまいまいまいませんせんせんせんが、が、が、が、大大大大きなきなきなきな古古古古代代代代のののの歴歴歴歴史史史史のののの検検検検証証証証ととととユユユユーラーラーラーラシシシシアアアアの影の影の影の影響響響響をををを随随随随分分分分受受受受けけけけておりますので、ておりますので、ておりますので、ておりますので、ユユユユーラーラーラーラシシシシアアアアとの関係、との関係、との関係、との関係、古古古古代代代代だだだだけけけけでででではなしに、はなしに、はなしに、はなしに、近世近世近世近世まで、まで、まで、まで、応仁応仁応仁応仁のののの乱乱乱乱でも奈良県がでも奈良県がでも奈良県がでも奈良県が大大大大きくきくきくきく登登登登場しております。場しております。場しております。場しております。近世近世近世近世でもいろいろでもいろいろでもいろいろでもいろいろなななな歴歴歴歴史の資史の資史の資史の資源源源源ががががござござござございますので、いますので、いますので、いますので、近近近近代代代代化資産は余りない化資産は余りない化資産は余りない化資産は余りないわけわけわけわけででででござござござございますいますいますいますけけけけれども、いろれども、いろれども、いろれども、いろいろないろないろないろな歴歴歴歴史を史を史を史を最近最近最近最近までまでまでまでささささかのかのかのかのぼぼぼぼってってってって素素素素材を材を材を材を発見発見発見発見するのは、奈良県ではそうするのは、奈良県ではそうするのは、奈良県ではそうするのは、奈良県ではそう難難難難しいことではしいことではしいことではしいことではござござござございまいまいまいませんせんせんせん。。。。ポポポポススススト記ト記ト記ト記紀紀紀紀・・・・万万万万葉葉葉葉はははは多少思多少思多少思多少思いをはいをはいをはいをはせせせせながら、ながら、ながら、ながら、次次次次のテのテのテのテーーーーマをマをマをマを考え考え考え考えていきたいていきたいていきたいていきたいとととと思思思思っております。っております。っております。っております。知事から、知事から、知事から、知事から、端端端端的的的的ににににイイイイメメメメーーーージできるジできるジできるジできる歴歴歴歴史博史博史博史博物物物物館館館館をををを例え例え例え例えておっしておっしておっしておっしゃゃゃゃったとはったとはったとはったとは思思思思いいいい○和田委員○和田委員○和田委員○和田委員ますが、奈良ますが、奈良ますが、奈良ますが、奈良盆盆盆盆地のいろいろな地のいろいろな地のいろいろな地のいろいろな施設施設施設施設は、本は、本は、本は、本当当当当にそういうにそういうにそういうにそういうイイイイメメメメーーーージでジでジでジで持持持持てるのかなとてるのかなとてるのかなとてるのかなと思思思思いまいまいまいます。す。す。す。ああああわせわせわせわせて、て、て、て、重要重要重要重要なことは、なことは、なことは、なことは、国国国国のののの始始始始まりであるということは、奈良でしかまりであるということは、奈良でしかまりであるということは、奈良でしかまりであるということは、奈良でしか発発発発信信信信できない、できない、できない、できない、全全全全国国国国どこにもできないものでどこにもできないものでどこにもできないものでどこにもできないものでござござござございます。います。います。います。何何何何度も度も度も度も私私私私はははは強調強調強調強調しております。しております。しております。しております。国国国国のののの始始始始まり奈良まり奈良まり奈良まり奈良というものが一というものが一というものが一というものが一番番番番価値価値価値価値をををを持持持持つものだと、このようにつものだと、このようにつものだと、このようにつものだと、このように確確確確信信信信をしてをしてをしてをしてややややまないまないまないまないわけわけわけわけででででござござござございますいますいますいますが、いが、いが、いが、いずずずずれにしても、奈良のれにしても、奈良のれにしても、奈良のれにしても、奈良の持持持持つ日本つ日本つ日本つ日本最高最高最高最高、、、、世界世界世界世界にににに誇誇誇誇れるれるれるれる価値価値価値価値をををを集合集合集合集合するするするする概概概概念念念念、あるいは、あるいは、あるいは、あるいはフフフフレレレレーーーームムムムのののの構築構築構築構築をすることで、これからの奈良のをすることで、これからの奈良のをすることで、これからの奈良のをすることで、これからの奈良の持持持持つつつつ価値価値価値価値をををを十十十十分に分に分に分に発発発発揮揮揮揮する観光する観光する観光する観光施施施施策をと策をと策をと策をとるるるる必要必要必要必要があるのではないかというがあるのではないかというがあるのではないかというがあるのではないかという思思思思いをいをいをいを提提提提起起起起いたしまして、いたしまして、いたしまして、いたしまして、私私私私のののの質問質問質問質問をををを終終終終わわわわります。ります。ります。ります。あとあとあとあと質問質問質問質問者１者１者１者１人人人人おりますが、ここで１０分おりますが、ここで１０分おりますが、ここで１０分おりますが、ここで１０分休休休休憩憩憩憩をいたしまして、をいたしまして、をいたしまして、をいたしまして、最最最最後後後後のののの質質質質○中村委員長○中村委員長○中村委員長○中村委員長問問問問者の者の者の者の質疑質疑質疑質疑に入りたいとに入りたいとに入りたいとに入りたいと思思思思います。３います。３います。３います。３時時時時５分から５分から５分から５分から再再再再開をしますので、よろしくお開をしますので、よろしくお開をしますので、よろしくお開をしますので、よろしくお願願願願いしまいしまいしまいします。す。す。す。 １４：５３分１４：５３分１４：５３分１４：５３分 休休休休憩憩憩憩１５：０７分１５：０７分１５：０７分１５：０７分 再再再再開開開開休休休休憩憩憩憩にににに引引引引きききき続続続続き、本日き、本日き、本日き、本日最最最最後後後後のののの質問質問質問質問者です。者です。者です。者です。○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点点点点が、が、が、が、ふふふふるるるるささささとととと納納納納税税税税につきまして、につきまして、につきまして、につきまして、見解見解見解見解をおをおをおをお聞聞聞聞かかかかせせせせいただきたいのでいただきたいのでいただきたいのでいただきたいので○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員すが、平成２８年度、すが、平成２８年度、すが、平成２８年度、すが、平成２８年度、他他他他県に県に県に県に寄寄寄寄附附附附ををををさささされたれたれたれた控除額控除額控除額控除額が８が８が８が８億億億億４４４４，，，，５００５００５００５００万万万万円ぐ円ぐ円ぐ円ぐらいであったと、らいであったと、らいであったと、らいであったと、逆逆逆逆にににに寄寄寄寄附附附附をををを受受受受けけけけたたたた額額額額が１が１が１が１億億億億８８８８，，，，７００７００７００７００万万万万円ぐ円ぐ円ぐ円ぐらいであったと、らいであったと、らいであったと、らいであったと、差差差差しししし引引引引きききき約約約約６６６６億億億億５５５５，，，，８００８００８００８００万万万万円ぐ円ぐ円ぐ円ぐらいが、こういうらいが、こういうらいが、こういうらいが、こういう制制制制度がな度がな度がな度がなけけけけれれれればばばば奈良県に奈良県に奈良県に奈良県に納納納納税税税税さささされていた。これは全れていた。これは全れていた。これは全れていた。これは全国国国国４７４７４７４７都都都都道道道道府府府府
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県、県、県、県、同じ同じ同じ同じ条条条条件件件件のもとで取りのもとで取りのもとで取りのもとで取り組組組組まれているまれているまれているまれているわけわけわけわけです。まです。まです。まです。まずずずず１１１１点目点目点目点目、このことから、知事の、このことから、知事の、このことから、知事の、このことから、知事のごごごご見解見解見解見解をおをおをおをお聞聞聞聞かかかかせせせせ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。ふふふふるるるるささささとととと納納納納税税税税のののの流流流流入、入、入、入、流流流流出出出出状況状況状況状況、川田委員のおっし、川田委員のおっし、川田委員のおっし、川田委員のおっしゃゃゃゃるとおりです。るとおりです。るとおりです。るとおりです。流流流流出の出の出の出の○荒井知事○荒井知事○荒井知事○荒井知事ほうがほうがほうがほうが多多多多いのは、いのは、いのは、いのは、内内内内々残々残々残々残念念念念なことでなことでなことでなことでござござござございます。います。います。います。ふふふふるるるるささささとととと納納納納税税税税のののの流流流流入をしていただくのに、入をしていただくのに、入をしていただくのに、入をしていただくのに、奈良県の奈良県の奈良県の奈良県の方方方方で外に行ってで外に行ってで外に行ってで外に行って納納納納税税税税さささされるのを、れるのを、れるのを、れるのを、ふふふふるるるるささささとととと志志志志向向向向、、、、郷郷郷郷土土土土愛愛愛愛にもにもにもにも基基基基づくづくづくづくわけわけわけわけででででござござござございいいいますが、そのようなますが、そのようなますが、そのようなますが、そのような額額額額はははは大変少大変少大変少大変少ないないないない状況状況状況状況ででででござござござございます。います。います。います。ふふふふるるるるささささとととと納納納納税競争税競争税競争税競争というのがあるというのがあるというのがあるというのがあるようにようにようにように喧喧喧喧伝伝伝伝さささされて、れて、れて、れて、大大大大層層層層なななな返返返返礼品礼品礼品礼品をつをつをつをつけけけけて、て、て、て、納納納納税税税税をををを促促促促すのは、すのは、すのは、すのは、基基基基本本本本的的的的なななな考え方考え方考え方考え方として、として、として、として、自自自自発的発的発的発的なななな納納納納税税税税地を決地を決地を決地を決めめめめることはできるというることはできるというることはできるというることはできるというふふふふるるるるささささとととと納納納納税税税税のののの趣趣趣趣旨旨旨旨からして、そこまでからして、そこまでからして、そこまでからして、そこまでややややるるるるべべべべきものではないときものではないときものではないときものではないと思思思思ってはおりました。それでも、ってはおりました。それでも、ってはおりました。それでも、ってはおりました。それでも、ふふふふるるるるささささととととへ寄へ寄へ寄へ寄附附附附していただくしていただくしていただくしていただく方方方方があるがあるがあるがあるのはありがたいとのはありがたいとのはありがたいとのはありがたいと思思思思っております。っております。っております。っております。一一一一方方方方、奈良県、奈良県、奈良県、奈良県在在在在住住住住のののの方方方方、いろいろなところから、いろいろなところから、いろいろなところから、いろいろなところから来来来来られているられているられているられている方方方方がががが社社社社会会会会増増増増というのは、こというのは、こというのは、こというのは、ここ４０年こ４０年こ４０年こ４０年ぐぐぐぐらい進らい進らい進らい進んんんんでおりますので、それでおりますので、それでおりますので、それでおりますので、それぞぞぞぞれのれのれのれの生生生生まれ育ったまれ育ったまれ育ったまれ育ったふふふふるるるるささささとがあるとがあるとがあるとがあるわけわけわけわけででででござござござございますので、いますので、いますので、いますので、人人人人口の口の口の口の社社社社会会会会増増増増ががががふふふふええええたたたた結結結結果果果果でもあるかもしれまでもあるかもしれまでもあるかもしれまでもあるかもしれませんせんせんせん。。。。自自自自分の分の分の分のふふふふるるるるささささと、と、と、と、父母父母父母父母ののののふふふふるるるるささささとにとにとにとに寄寄寄寄附附附附をしておこうという、奈良にをしておこうという、奈良にをしておこうという、奈良にをしておこうという、奈良に来来来来られるられるられるられる方方方方、、、、ささささらに日本の田らに日本の田らに日本の田らに日本の田舎舎舎舎からからからから来来来来られられられられているているているている方方方方も、も、も、も、大大大大阪に阪に阪に阪に来来来来て、奈良にて、奈良にて、奈良にて、奈良に住住住住んんんんだというだというだというだという方方方方もももも多多多多いいいいわけわけわけわけででででござござござございます。います。います。います。大大大大都都都都会から会から会から会から直直直直接接接接奈良に奈良に奈良に奈良に住住住住んんんんだというだというだというだという方方方方よりも、田よりも、田よりも、田よりも、田舎舎舎舎からからからから大大大大阪に阪に阪に阪に来来来来て、奈良にて、奈良にて、奈良にて、奈良に住住住住んんんんだ、あるいは田だ、あるいは田だ、あるいは田だ、あるいは田舎舎舎舎からからからから奈良に奈良に奈良に奈良に住住住住んんんんだというだというだというだという方方方方がががが多多多多いいいいわけわけわけわけででででござござござございますので、そのようないますので、そのようないますので、そのようないますので、そのような傾向傾向傾向傾向があることはがあることはがあることはがあることは自然自然自然自然ににににあるのかなと推察します。あるのかなと推察します。あるのかなと推察します。あるのかなと推察します。損損損損得ではなしに、得ではなしに、得ではなしに、得ではなしに、流流流流入、入、入、入、流流流流出の出の出の出の税収税収税収税収のののの差差差差からすれからすれからすれからすればばばば、そのよう、そのよう、そのよう、そのようになるのは認になるのは認になるのは認になるのは認識識識識をしております。これはをしております。これはをしております。これはをしております。これは制制制制度の性度の性度の性度の性格格格格で、で、で、で、自発的自発的自発的自発的にににに納納納納税税税税地を決地を決地を決地を決めめめめることはでることはでることはでることはできるということですので、余りきるということですので、余りきるということですので、余りきるということですので、余り差差差差があると、があると、があると、があると、少少少少しししし困困困困ったったったった制制制制度だと度だと度だと度だと思わざ思わざ思わざ思わざるを得ないのでするを得ないのでするを得ないのでするを得ないのですけけけけれども、川田委員のれども、川田委員のれども、川田委員のれども、川田委員のご指摘ご指摘ご指摘ご指摘のののの数数数数字字字字のとおりですので、政策のとおりですので、政策のとおりですので、政策のとおりですので、政策的的的的なななな感感感感想想想想ということまではまということまではまということまではまということまではまだだだだ至至至至っておりまっておりまっておりまっておりませんせんせんせん。。。。議議議議論論論論は１０月１２日の部局別決算審査の中でもは１０月１２日の部局別決算審査の中でもは１０月１２日の部局別決算審査の中でもは１０月１２日の部局別決算審査の中でもややややららららせせせせていただいたのですが、ていただいたのですが、ていただいたのですが、ていただいたのですが、○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員６６６６億億億億５５５５，，，，８００８００８００８００万万万万円円円円は、かなりは、かなりは、かなりは、かなり大大大大きなきなきなきな額額額額です。これもです。これもです。これもです。これも話話話話しをしをしをしをさせさせさせさせていただいたのですが、ていただいたのですが、ていただいたのですが、ていただいたのですが、法人法人法人法人へへへへのののの超過課超過課超過課超過課税税税税の入がの入がの入がの入が約約約約３３３３億円少億円少億円少億円少しです。しです。しです。しです。去去去去年も３年も３年も３年も３億円強億円強億円強億円強でマでマでマでマイイイイナナナナスススス側側側側に振れていたに振れていたに振れていたに振れていたわわわわけけけけです。です。です。です。先先先先ほどもほどもほどもほども言言言言いましたいましたいましたいましたけけけけれど、４７れど、４７れど、４７れど、４７都都都都道道道道府府府府県が県が県が県が同じ同じ同じ同じ条条条条件件件件ででででややややっております。知事かっております。知事かっております。知事かっております。知事からもらもらもらもご指摘ご指摘ご指摘ご指摘ありましたが、ありましたが、ありましたが、ありましたが、過当過当過当過当なななな返返返返礼品礼品礼品礼品のののの競争競争競争競争がかなりがかなりがかなりがかなり多多多多くくくく見見見見られたと。総務られたと。総務られたと。総務られたと。総務大大大大臣臣臣臣からも、からも、からも、からも、過過過過剰なものは剰なものは剰なものは剰なものはやめやめやめやめるようにるようにるようにるように指摘指摘指摘指摘ももももさささされているれているれているれているわけわけわけわけですですですですけけけけれども。奈良県として、れども。奈良県として、れども。奈良県として、れども。奈良県として、去去去去年３年３年３年３億億億億円円円円、ことしは６、ことしは６、ことしは６、ことしは６億億億億５５５５，，，，００００００００００００万万万万円円円円ということですので、ということですので、ということですので、ということですので、何何何何らかのらかのらかのらかの対対対対応応応応をとることはできなをとることはできなをとることはできなをとることはできなかったのかと。かったのかと。かったのかと。かったのかと。せせせせっかく、っかく、っかく、っかく、法人法人法人法人にににに対対対対してしてしてして超過課超過課超過課超過課税税税税を取って、を取って、を取って、を取って、額額額額的的的的にはそれが全部にはそれが全部にはそれが全部にはそれが全部帳帳帳帳消消消消しにしにしにしに
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なってしまっているなってしまっているなってしまっているなってしまっているわけわけわけわけです。平成２８年度の決算をです。平成２８年度の決算をです。平成２８年度の決算をです。平成２８年度の決算を見見見見るるるる限限限限りは、りは、りは、りは、反省反省反省反省点点点点としてとしてとしてとして持持持持つつつつべべべべきききき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ううううわけわけわけわけです。平成２９年度もです。平成２９年度もです。平成２９年度もです。平成２９年度も始始始始まっておりますのでこれにまっておりますのでこれにまっておりますのでこれにまっておりますのでこれに対対対対して、して、して、して、受受受受け身け身け身け身のののの対対対対策ですので、策ですので、策ですので、策ですので、難難難難しいとはしいとはしいとはしいとは思思思思うのですうのですうのですうのですけけけけれども、そのれども、そのれども、そのれども、その辺辺辺辺のののの意識意識意識意識はははは今後今後今後今後どのようにどのようにどのようにどのように持持持持ってってってっていかれようといかれようといかれようといかれようとさささされているのか、れているのか、れているのか、れているのか、ご見解ご見解ご見解ご見解をおをおをおをお聞聞聞聞かかかかせせせせ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。ふふふふるるるるささささとととと納納納納税税税税のののの流流流流出出出出過多過多過多過多と、と、と、と、法人法人法人法人税税税税のののの超過課超過課超過課超過課税税税税は、は、は、は、思思思思想想想想的的的的にも、にも、にも、にも、ババババラララランンンンススススをををを○荒井知事○荒井知事○荒井知事○荒井知事とって行とって行とって行とって行わわわわれているものではれているものではれているものではれているものではござござござございまいまいまいませんせんせんせん。。。。見見見見かかかかけ上け上け上け上、、、、ふふふふるるるるささささとととと納納納納税税税税でででで流流流流出している分を出している分を出している分を出している分を法人法人法人法人税税税税超過課超過課超過課超過課税税税税でででで埋埋埋埋めめめめているようにているようにているようにているように見え見え見え見えるるるるけけけけれども、れども、れども、れども、制制制制度度度度的的的的にはにはにはには違違違違うものでうものでうものでうものでござござござございます。います。います。います。ふふふふるるるるささささとととと納納納納税税税税のののの流流流流出は、出は、出は、出は、交交交交付付付付税税税税措置措置措置措置の中での中での中での中で若干戻若干戻若干戻若干戻しがあるのではないかとしがあるのではないかとしがあるのではないかとしがあるのではないかと思思思思いますが、そいますが、そいますが、そいますが、それはれはれはれは制制制制度をそのように度をそのように度をそのように度をそのように独独独独立立立立してつくられているしてつくられているしてつくられているしてつくられているわけわけわけわけです。です。です。です。法人法人法人法人税税税税超過課超過課超過課超過課税税税税は、それは、それは、それは、それ自身自身自身自身のののの目的目的目的目的のたのたのたのためめめめに、に、に、に、使途使途使途使途、、、、多少多少多少多少包包包包括括括括的的的的ででででござござござございますが、決いますが、決いますが、決いますが、決めめめめててててややややっておりますので、っておりますので、っておりますので、っておりますので、ふふふふるるるるささささとととと納納納納税税税税がががが減減減減れれれればばばば、、、、超過課超過課超過課超過課税税税税をもっとしないといをもっとしないといをもっとしないといをもっとしないといけけけけないのか、あるいはないのか、あるいはないのか、あるいはないのか、あるいは流流流流入があれ入があれ入があれ入があればばばば、、、、超過課超過課超過課超過課税税税税はははは要要要要らないのかと、川田委員のおらないのかと、川田委員のおらないのかと、川田委員のおらないのかと、川田委員のお考え考え考え考えは全は全は全は全然違然違然違然違うとうとうとうと思思思思います。そのようなことでなくて、います。そのようなことでなくて、います。そのようなことでなくて、います。そのようなことでなくて、奈良県の場奈良県の場奈良県の場奈良県の場合合合合も、も、も、も、法人法人法人法人税税税税のののの超過課超過課超過課超過課税税税税ととととふふふふるるるるささささとととと納納納納税税税税というのは、というのは、というのは、というのは、考え方考え方考え方考え方としてもとしてもとしてもとしてもリリリリンンンンククククををををさせさせさせさせておりまておりまておりまておりませんせんせんせん。。。。制制制制度度度度的的的的にはにはにはには違違違違うのはうのはうのはうのは当然わ当然わ当然わ当然わかるのですかるのですかるのですかるのですけけけけれども、れども、れども、れども、超過課超過課超過課超過課税税税税は、もともとこれは、もともとこれは、もともとこれは、もともとこれ○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員はすはすはすはすべべべべきではないというきではないというきではないというきではないという考え方考え方考え方考え方なのですが、するなのですが、するなのですが、するなのですが、するべべべべきだというきだというきだというきだという方方方方がががが多多多多いので、いので、いので、いので、超過課超過課超過課超過課税税税税さささされていますれていますれていますれていますけけけけれども、れども、れども、れども、結結結結果果果果として、として、として、として、先先先先ほどもほどもほどもほども言言言言いましたいましたいましたいましたけけけけれど、４７れど、４７れど、４７れど、４７都都都都道道道道府府府府県が、県が、県が、県が、ふふふふるるるるささささとととと納納納納税税税税はははは同じ同じ同じ同じ条条条条件件件件のもとでのもとでのもとでのもとでややややっているっているっているっているわけわけわけわけで、で、で、で、何何何何らかのらかのらかのらかの対対対対策はとれたのではないかとも策はとれたのではないかとも策はとれたのではないかとも策はとれたのではないかとも思思思思うのです。うのです。うのです。うのです。超過課超過課超過課超過課税税税税は、は、は、は、思思思思想想想想的的的的に別のものなので、外しますに別のものなので、外しますに別のものなので、外しますに別のものなので、外しますけけけけれども、これだれども、これだれども、これだれども、これだけけけけのマのマのマのマイイイイナナナナススススが出ているということは、奈良県にとってはかなりが出ているということは、奈良県にとってはかなりが出ているということは、奈良県にとってはかなりが出ているということは、奈良県にとってはかなり大大大大きなきなきなきな財財財財源源源源で、総務で、総務で、総務で、総務大大大大臣臣臣臣からのからのからのからの注注注注意意意意もありましたから、もありましたから、もありましたから、もありましたから、若干若干若干若干はははは何何何何かかかか動動動動きがあるかもしれないのですが、それもきがあるかもしれないのですが、それもきがあるかもしれないのですが、それもきがあるかもしれないのですが、それも含含含含めめめめて、て、て、て、見見見見るるるる必必必必要要要要もあります。もあります。もあります。もあります。何何何何らかのらかのらかのらかの対対対対策として、ただ策として、ただ策として、ただ策として、ただ受受受受け身け身け身け身だから、だから、だから、だから、何何何何もしなくて、ただこのままもしなくて、ただこのままもしなくて、ただこのままもしなくて、ただこのまま見見見見ているというのか、よそもているというのか、よそもているというのか、よそもているというのか、よそも過当過当過当過当になりになりになりになり過ぎ過ぎ過ぎ過ぎたというたというたというたという問題問題問題問題はありますはありますはありますはありますけけけけれども、そのれども、そのれども、そのれども、その辺辺辺辺ももももももももうううう少少少少しししし見見見見直直直直すすすすべべべべき余地があるのではないかというき余地があるのではないかというき余地があるのではないかというき余地があるのではないかという見方見方見方見方をしています。そのをしています。そのをしています。そのをしています。その点点点点について、知について、知について、知について、知事の事の事の事のご見解ご見解ご見解ご見解をおをおをおをお聞聞聞聞かかかかせせせせ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。流流流流出するのは、出するのは、出するのは、出するのは、先先先先ほどほどほどほど残残残残念念念念だと申しだと申しだと申しだと申し上げ上げ上げ上げましたが、その分、ましたが、その分、ましたが、その分、ましたが、その分、減減減減税税税税があると、があると、があると、があると、○荒井知事○荒井知事○荒井知事○荒井知事４分の１が４分の１が４分の１が４分の１が交交交交付付付付税税税税措置措置措置措置のののの対対対対象象象象になることになっています。４分の１ですので、入ったほうになることになっています。４分の１ですので、入ったほうになることになっています。４分の１ですので、入ったほうになることになっています。４分の１ですので、入ったほうがありがたいことはがありがたいことはがありがたいことはがありがたいことは間違間違間違間違いいいいござござござございまいまいまいませんせんせんせん。。。。そのそのそのその対対対対策を策を策を策を講講講講じじじじたほうがいいのではないかというおたほうがいいのではないかというおたほうがいいのではないかというおたほうがいいのではないかというお勧め勧め勧め勧めだとだとだとだと思思思思います。います。います。います。超過課超過課超過課超過課税税税税とととと均衡均衡均衡均衡ということでなしに、ということでなしに、ということでなしに、ということでなしに、ふふふふるるるるささささとととと納納納納税税税税を推を推を推を推奨奨奨奨するか、するか、するか、するか、流流流流出を出を出を出をやめやめやめやめてもらうようにおてもらうようにおてもらうようにおてもらうようにお勧め勧め勧め勧めするするするする
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かという２つしかないかという２つしかないかという２つしかないかという２つしかないわけわけわけわけででででござござござございますが、いますが、いますが、いますが、過過過過度の度の度の度の返返返返礼品競争礼品競争礼品競争礼品競争になるのは、になるのは、になるのは、になるのは、税税税税制上多少見制上多少見制上多少見制上多少見苦苦苦苦しいように、あるしいように、あるしいように、あるしいように、ある意味思意味思意味思意味思っていました。これも、お計らいもしなっていました。これも、お計らいもしなっていました。これも、お計らいもしなっていました。これも、お計らいもしなけけけけれれれればばばばいいいいけけけけないとないとないとないと思思思思いいいいますますますますけけけけれども、れども、れども、れども、税収税収税収税収ががががふふふふええええても、ても、ても、ても、交交交交付付付付税税税税措置措置措置措置がががが減減減減ららららさささされるというれるというれるというれるという面面面面ももももござござござございます。全部でいます。全部でいます。全部でいます。全部ではありまはありまはありまはありませんけせんけせんけせんけれども。よくれども。よくれども。よくれども。よくババババラララランンンンススススがとれたがとれたがとれたがとれた上上上上で、で、で、で、ふふふふるるるるささささとととと納納納納税税税税ででででふふふふるるるるささささととととへ納へ納へ納へ納税税税税さささされれれれるるるる人人人人もおられるので、もおられるので、もおられるので、もおられるので、今今今今、、、、差差差差が６が６が６が６億億億億５５５５，，，，００００００００００００万万万万円ぐ円ぐ円ぐ円ぐらいでらいでらいでらいでござござござございますが、奈良県のいますが、奈良県のいますが、奈良県のいますが、奈良県の方方方方のののの納納納納税税税税力力力力が、が、が、が、税源税源税源税源力力力力ががががふふふふええええれれれればばばばふふふふええええたたたた上上上上で、で、で、で、ささささらにらにらにらにふふふふるるるるささささととととへ納へ納へ納へ納税税税税さささされることは、それはそれることは、それはそれることは、それはそれることは、それはそれでれでれでれで自自自自由由由由なことかとなことかとなことかとなことかと個人的個人的個人的個人的にはにはにはには思思思思うううう次次次次第で第で第で第でござござござございます。います。います。います。ふふふふるるるるささささとととと納納納納税税税税自身自身自身自身について、について、について、について、流流流流出出出出自身自身自身自身についてすについてすについてすについてすぐぐぐぐにににに気持気持気持気持ちがちがちがちが動動動動くくくくわけわけわけわけでもでもでもでもござござござございまいまいまいませんせんせんせんが、県が、県が、県が、県内内内内のののの経済経済経済経済活活活活性化による性化による性化による性化による税収税収税収税収ををををふふふふややややしたいといつもしたいといつもしたいといつもしたいといつも思思思思っておりますので、このっておりますので、このっておりますので、このっておりますので、このふふふふるるるるささささとととと納納納納税税税税流流流流出出出出額額額額をををを上回上回上回上回るようなるようなるようなるような増増増増収収収収ができたらうれしいと、そちらのほうに一ができたらうれしいと、そちらのほうに一ができたらうれしいと、そちらのほうに一ができたらうれしいと、そちらのほうに一生生生生懸懸懸懸命命命命したいと、したいと、したいと、したいと、超過課超過課超過課超過課税税税税というというというという形形形形ではなしに、ではなしに、ではなしに、ではなしに、自然自然自然自然とととと経済経済経済経済活活活活性化による性化による性化による性化による税収税収税収税収増増増増がががが図図図図られると、それが本られると、それが本られると、それが本られると、それが本来来来来のののの方向方向方向方向ではないかとではないかとではないかとではないかと包包包包括括括括的的的的といといといといいますか、いますか、いますか、いますか、基基基基本本本本的的的的なことだなことだなことだなことだけけけけででででござござござございますが、そのようにいますが、そのようにいますが、そのようにいますが、そのように思思思思っております。っております。っております。っております。知事がおっし知事がおっし知事がおっし知事がおっしゃゃゃゃったとおりだとったとおりだとったとおりだとったとおりだと思思思思うのですが、うのですが、うのですが、うのですが、超過課超過課超過課超過課税税税税などなどなどなどせずせずせずせずに、全に、全に、全に、全体的体的体的体的○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員にににに税収税収税収税収がががが獲獲獲獲得できれ得できれ得できれ得できればばばば、それが一、それが一、それが一、それが一番番番番理理理理想想想想であるとであるとであるとであると我々我々我々我々もももも思思思思っております。っております。っております。っております。そこで、そこで、そこで、そこで、今回今回今回今回平成２８年度決算を審査平成２８年度決算を審査平成２８年度決算を審査平成２８年度決算を審査させさせさせさせていただきまして、ていただきまして、ていただきまして、ていただきまして、税収税収税収税収は、前年よりもは、前年よりもは、前年よりもは、前年よりもダダダダウウウウン、一ン、一ン、一ン、一番番番番、、、、今回強調させ今回強調させ今回強調させ今回強調させていただきましたのが、ていただきましたのが、ていただきましたのが、ていただきましたのが、臨臨臨臨時時時時財財財財政政政政対対対対策策策策債頼債頼債頼債頼みみみみといいますか、こうといいますか、こうといいますか、こうといいますか、こういったいったいったいった財財財財源源源源によっている。によっている。によっている。によっている。臨臨臨臨時時時時財財財財政政政政対対対対策策策策債債債債でででで起起起起債債債債をををを立立立立てててててててて財財財財源獲源獲源獲源獲得はしているのです得はしているのです得はしているのです得はしているのですけけけけれれれれど、ど、ど、ど、交交交交付付付付税税税税措置措置措置措置ををををさささされているれているれているれている額額額額の水の水の水の水準準準準と、と、と、と、国国国国でででで組組組組まれている地まれている地まれている地まれている地方方方方財財財財政計政計政計政計画画画画がががが拡拡拡拡大大大大しないしないしないしない限限限限りは、りは、りは、りは、結結結結局、全局、全局、全局、全体的体的体的体的にににに見見見見てててて交交交交付付付付税税税税措置措置措置措置ががががさささされるといっても、れるといっても、れるといっても、れるといっても、交交交交付付付付税税税税ががががふふふふええええるるるるわけわけわけわけではありではありではありではありまままませんせんせんせん。。。。結結結結局、局、局、局、自自自自分のところで分のところで分のところで分のところで賄賄賄賄いして、いして、いして、いして、払払払払っていることとっていることとっていることとっていることと同じ状況同じ状況同じ状況同じ状況になっていくのではになっていくのではになっていくのではになっていくのではないかというないかというないかというないかという指摘指摘指摘指摘ももももさせさせさせさせていただいたのです。ていただいたのです。ていただいたのです。ていただいたのです。当然当然当然当然、、、、経済経済経済経済がよくならないと、がよくならないと、がよくならないと、がよくならないと、税収税収税収税収はよくなりまはよくなりまはよくなりまはよくなりませんせんせんせんから、知事がから、知事がから、知事がから、知事が今今今今進進進進めめめめておられますておられますておられますておられます雇用の雇用の雇用の雇用の対対対対策策策策やややや、、、、企企企企業の業の業の業の誘致誘致誘致誘致は、は、は、は、我々我々我々我々もももも大大大大賛賛賛賛成で、ど成で、ど成で、ど成で、どんんんんどどどどんんんん、、、、イイイインンンンフラフラフラフラ整整整整備備備備もももも含含含含めめめめて、て、て、て、ややややっっっっていくていくていくて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るのですが、ただ地っているのですが、ただ地っているのですが、ただ地っているのですが、ただ地方方方方のののの今今今今のこののこののこののこの財財財財源源源源をををを考え考え考え考えた場た場た場た場合合合合、、、、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にあるのではないかと。ましてにあるのではないかと。ましてにあるのではないかと。ましてにあるのではないかと。まして人人人人口口口口減減減減少少少少がががが今後今後今後今後一一一一気気気気に進に進に進に進んんんんでくるでくるでくるでくる段階段階段階段階にきていにきていにきていにきていますので。ますので。ますので。ますので。そのことをもって、そのことをもって、そのことをもって、そのことをもって、次次次次のののの質問質問質問質問に行きたいのですが、行政として、行政に行きたいのですが、行政として、行政に行きたいのですが、行政として、行政に行きたいのですが、行政として、行政ココココスススストのトのトのトの意識意識意識意識ははははささささらにらにらにらに強め強め強め強めていかなていかなていかなていかなけけけけれれれればばばばならない。ならない。ならない。ならない。今今今今まで、定員管理まで、定員管理まで、定員管理まで、定員管理やややや計計計計画画画画を進行を進行を進行を進行さささされてまいりまして、れてまいりまして、れてまいりまして、れてまいりまして、かなり行政も、かなり行政も、かなり行政も、かなり行政も、ススススリリリリムムムムになってきているとになってきているとになってきているとになってきていると思思思思うのですが、一つのうのですが、一つのうのですが、一つのうのですが、一つの仕仕仕仕事を事を事を事をややややるるるる時間時間時間時間が、長くが、長くが、長くが、長くかかるものもあれかかるものもあれかかるものもあれかかるものもあればばばば、、、、短短短短期期期期でできるものもある。そういったでできるものもある。そういったでできるものもある。そういったでできるものもある。そういった意識意識意識意識をもっとをもっとをもっとをもっと強強強強くくくく持持持持つつつつべべべべきできできできで
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はないか、このようにはないか、このようにはないか、このようにはないか、このように指摘指摘指摘指摘ををををさせさせさせさせていただきました。ていただきました。ていただきました。ていただきました。去去去去年、県土マネジメント部の年、県土マネジメント部の年、県土マネジメント部の年、県土マネジメント部の調調調調査も査も査も査もいろいろいろいろいろいろいろいろさせさせさせさせていただきまして、１つのていただきまして、１つのていただきまして、１つのていただきまして、１つの返答返答返答返答に、２、３に、２、３に、２、３に、２、３カカカカ月は平月は平月は平月は平気気気気でかかってしまう。どでかかってしまう。どでかかってしまう。どでかかってしまう。どうしてうしてうしてうして意思意思意思意思決定をするのに、これだ決定をするのに、これだ決定をするのに、これだ決定をするのに、これだけけけけのののの多多多多くのくのくのくの人間人間人間人間がががが動動動動いて、そして、これだいて、そして、これだいて、そして、これだいて、そして、これだけけけけのののの時間時間時間時間ががががかかってしまうのか。かかってしまうのか。かかってしまうのか。かかってしまうのか。今今今今度、県土マネジメント部長がか度、県土マネジメント部長がか度、県土マネジメント部長がか度、県土マネジメント部長がかわわわわられましたられましたられましたられましたけけけけれど、れど、れど、れど、同じ同じ同じ同じようなようなようなような内容内容内容内容で、で、で、で、非常非常非常非常にににに早早早早いいいい回答回答回答回答もしていただいているということで、もしていただいているということで、もしていただいているということで、もしていただいているということで、ややややはりはりはりはりココココスススストトトト面面面面でででで考え考え考え考えましましましましたら、一つのことに、たら、一つのことに、たら、一つのことに、たら、一つのことに、時間時間時間時間を長くかを長くかを長くかを長くかけけけけててててややややっていくことは、それだっていくことは、それだっていくことは、それだっていくことは、それだけけけけの行政の行政の行政の行政ココココスススストがかかトがかかトがかかトがかかってしまうのではないかとってしまうのではないかとってしまうのではないかとってしまうのではないかと思思思思います。そのいます。そのいます。そのいます。その点点点点につきまして、平成２８年度決算審査でにつきまして、平成２８年度決算審査でにつきまして、平成２８年度決算審査でにつきまして、平成２８年度決算審査でござござござございますから、この平成２８年度において、知事が、行政いますから、この平成２８年度において、知事が、行政いますから、この平成２８年度において、知事が、行政いますから、この平成２８年度において、知事が、行政ココココスススストをトをトをトを意識意識意識意識した行政した行政した行政した行政経経経経営営営営は、どは、どは、どは、どのののの辺辺辺辺に、に、に、に、主主主主にににに留留留留意さ意さ意さ意されて取りれて取りれて取りれて取り組み組み組み組みになったのかをおになったのかをおになったのかをおになったのかをお聞聞聞聞かかかかせせせせ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。行政行政行政行政ココココススススト、行政のト、行政のト、行政のト、行政の高高高高付付付付加加加加価値価値価値価値化、化、化、化、効効効効率化というのは川田委員のおっし率化というのは川田委員のおっし率化というのは川田委員のおっし率化というのは川田委員のおっしゃゃゃゃるるるる○荒井知事○荒井知事○荒井知事○荒井知事とおりだととおりだととおりだととおりだと思思思思います。います。います。います。人人人人口口口口減減減減少少少少しているにもかかしているにもかかしているにもかかしているにもかかわわわわららららずずずず、行政、行政、行政、行政需需需需要要要要がががが幅広幅広幅広幅広くなっている、くなっている、くなっている、くなっている、県の行政がとり県の行政がとり県の行政がとり県の行政がとりわけわけわけわけ幅広幅広幅広幅広くなっている。くなっている。くなっている。くなっている。同じ同じ同じ同じ量量量量ががががふふふふええええるのではなしにるのではなしにるのではなしにるのではなしに幅広幅広幅広幅広く、知恵が余計く、知恵が余計く、知恵が余計く、知恵が余計要要要要ると、知恵を出すると、知恵を出すると、知恵を出すると、知恵を出す過過過過程でいろいろ程でいろいろ程でいろいろ程でいろいろココココススススト、知恵出しのト、知恵出しのト、知恵出しのト、知恵出しの時間時間時間時間、、、、ココココスススストもかかるトもかかるトもかかるトもかかる面面面面もあろうもあろうもあろうもあろうとととと思思思思います。これはいます。これはいます。これはいます。これは標標標標準準準準化してくると化してくると化してくると化してくると時間時間時間時間がががが短短短短縮さ縮さ縮さ縮され、いろいろな事れ、いろいろな事れ、いろいろな事れ、いろいろな事象象象象がががが発生発生発生発生する中でする中でする中でする中で経経経経験験験験ををををさせさせさせさせていただいて、だていただいて、だていただいて、だていただいて、だんんんんだだだだん時間ん時間ん時間ん時間がががが短短短短縮さ縮さ縮さ縮されれれれ効効効効果的果的果的果的になっていることは、になっていることは、になっていることは、になっていることは、私私私私のののの目目目目からからからから見見見見てもそのようにてもそのようにてもそのようにてもそのように感じ感じ感じ感じます。ます。ます。ます。新新新新しいしいしいしい需需需需要要要要にどうにどうにどうにどう対対対対応応応応するかは、するかは、するかは、するかは、割割割割とととと難難難難しいしいしいしい面面面面が県が県が県が県庁庁庁庁の中での中での中での中ではあったのか、はあったのか、はあったのか、はあったのか、新新新新しいしいしいしい需需需需要要要要をどのように察知して、前をどのように察知して、前をどのように察知して、前をどのように察知して、前向向向向きにきにきにきにややややるかということは、行政るかということは、行政るかということは、行政るかということは、行政ココココススススト、ト、ト、ト、仕仕仕仕事が事が事が事が削削削削減減減減しないでしないでしないでしないでふふふふええええるるるる面面面面が、が、が、が、チチチチャャャャレンジするとレンジするとレンジするとレンジするとふふふふええええるるるる面面面面があることはがあることはがあることはがあることは確確確確かでかでかでかでごごごござざざざいますいますいますいますけけけけれども、れども、れども、れども、世世世世の中はそのようなの中はそのようなの中はそのようなの中はそのような期期期期待待待待がががが随随随随分分分分膨膨膨膨ららららんんんんできているとできているとできているとできていると感じ感じ感じ感じるるるる面面面面ががががござござござございいいいます。ます。ます。ます。そこでどのようにするか、そこでどのようにするか、そこでどのようにするか、そこでどのようにするか、要要要要請請請請、、、、需需需需要要要要ががががふふふふええええたり、たり、たり、たり、変変変変化する中で行政の化する中で行政の化する中で行政の化する中で行政のココココスススストをトをトをトを削削削削減減減減ししししないといないといないといないといけけけけない。どのようにない。どのようにない。どのようにない。どのように対対対対応応応応するかをおするかをおするかをおするかをお尋尋尋尋ねねねねの一の一の一の一番番番番のののの基基基基本だと、その知恵が出たのか本だと、その知恵が出たのか本だと、その知恵が出たのか本だと、その知恵が出たのかというのは、この決算審査特別委員会らしいというのは、この決算審査特別委員会らしいというのは、この決算審査特別委員会らしいというのは、この決算審査特別委員会らしい基基基基本本本本的的的的なななな質問質問質問質問であろうかとであろうかとであろうかとであろうかと思思思思います。います。います。います。チチチチャャャャレンジする、知恵を出すのに余りはレンジする、知恵を出すのに余りはレンジする、知恵を出すのに余りはレンジする、知恵を出すのに余りはばばばばかったらいかったらいかったらいかったらいけけけけないないないないけけけけれども、れども、れども、れども、下下下下手な手な手な手な考え休む考え休む考え休む考え休むにににに似似似似たりでもいたりでもいたりでもいたりでもいけけけけないから、議ないから、議ないから、議ないから、議論論論論をして、一をして、一をして、一をして、一緒緒緒緒にににに考え考え考え考える文る文る文る文殊殊殊殊の知恵の出しの知恵の出しの知恵の出しの知恵の出し方方方方を、を、を、を、上上上上からからからから言言言言って、それが知恵だと、知恵であるって、それが知恵だと、知恵であるって、それが知恵だと、知恵であるって、それが知恵だと、知恵であるわけわけわけわけがない、その中で、文がない、その中で、文がない、その中で、文がない、その中で、文殊殊殊殊の知恵の文の知恵の文の知恵の文の知恵の文殊殊殊殊の一員の一員の一員の一員ぐぐぐぐららららいにいにいにいにさせさせさせさせてもらったらとてもらったらとてもらったらとてもらったらと思思思思って、って、って、って、新新新新しい行政しい行政しい行政しい行政需需需需要要要要にににに対対対対応応応応するしか。するしか。するしか。するしか。もう一つは、定もう一つは、定もう一つは、定もう一つは、定型型型型的的的的なものはできるだなものはできるだなものはできるだなものはできるだけけけけココココスススストをトをトをトを下下下下げげげげるるるる対対対対象象象象にしようと、それは手にしようと、それは手にしようと、それは手にしようと、それは手法法法法ととととしてしてしてしてアアアアウウウウトトトトソソソソースースースースをするということがあります。定をするということがあります。定をするということがあります。定をするということがあります。定型型型型的的的的なことを県なことを県なことを県なことを県庁庁庁庁の職員がの職員がの職員がの職員がずずずずっとっとっとっと同じ同じ同じ同じことをするのではなしに、創造ことをするのではなしに、創造ことをするのではなしに、創造ことをするのではなしに、創造的的的的、、、、権限権限権限権限的的的的なななな仕仕仕仕事は職員事は職員事は職員事は職員みずみずみずみずからしなからしなからしなからしなけけけけれれれればばばばいいいいけけけけないないないないわけわけわけわけ
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ですですですですけけけけれども、れども、れども、れども、人人人人材材材材養養養養成成成成やややや、、、、技技技技能能能能向上向上向上向上、、、、能力能力能力能力向上向上向上向上に資するものは率に資するものは率に資するものは率に資するものは率先先先先してしてしてして予予予予算をつ算をつ算をつ算をつけけけけておておておておりますので、それをりますので、それをりますので、それをりますので、それを習熟習熟習熟習熟して、して、して、して、次次次次にににに伝伝伝伝ええええるというるというるというるという役役役役目目目目がありますし、がありますし、がありますし、がありますし、市市市市町町町町村の職員と村の職員と村の職員と村の職員と切切切切磋磋磋磋琢琢琢琢磨磨磨磨をして、県をして、県をして、県をして、県庁庁庁庁のののの仕仕仕仕事ぶりを事ぶりを事ぶりを事ぶりを多少多少多少多少伝伝伝伝ええええることも、ることも、ることも、ることも、現代現代現代現代にににに至至至至るまでるまでるまでるまで割割割割と行と行と行と行わわわわれていることれていることれていることれていることででででござござござございます。そのようないます。そのようないます。そのようないます。そのような過過過過程で程で程で程でココココスススストトトト縮縮縮縮減減減減がががが図図図図られたらというのがられたらというのがられたらというのがられたらというのが基基基基本本本本的的的的なことでなことでなことでなことでござござござございます。できるだいます。できるだいます。できるだいます。できるだけ必要け必要け必要け必要なななな需需需需要要要要は、は、は、は、チチチチャャャャレンジしながら、レンジしながら、レンジしながら、レンジしながら、ややややりりりり方方方方をををを変え変え変え変えてててて効効効効率化を率化を率化を率化を図図図図る、る、る、る、少少少少しししし抽抽抽抽象象象象的的的的ででででござござござございます。そのようなことをいます。そのようなことをいます。そのようなことをいます。そのようなことを現現現現場場場場現現現現場で進場で進場で進場で進めめめめようとようとようとようと言言言言っております。っております。っております。っております。もちろもちろもちろもちろんんんん、、、、財財財財政政政政的的的的なななな面面面面ではではではでは無無無無駄駄駄駄なななな予予予予算を算を算を算を削削削削減減減減するというのは、決算審査特別委員会のするというのは、決算審査特別委員会のするというのは、決算審査特別委員会のするというのは、決算審査特別委員会の当当当当然然然然のののの評評評評価価価価、、、、吟吟吟吟味項目味項目味項目味項目ででででござござござございますので、できるだいますので、できるだいますので、できるだいますので、できるだけけけけ、、、、ばばばばらまきにならないように、らまきにならないように、らまきにならないように、らまきにならないように、今今今今、お、お、お、お金を金を金を金をばばばばらまくと、皆がらまくと、皆がらまくと、皆がらまくと、皆が喜喜喜喜ばばばばれるれるれるれるわけわけわけわけででででござござござございますいますいますいますけけけけれども、れども、れども、れども、将将将将来来来来にににに向向向向かってお金がかってお金がかってお金がかってお金が使使使使ええええるるるるようにしていきたいといったこと、いろようにしていきたいといったこと、いろようにしていきたいといったこと、いろようにしていきたいといったこと、いろんんんんなななな要素要素要素要素をかをかをかをかみ合わせみ合わせみ合わせみ合わせてでてでてでてでござござござございますが、いますが、いますが、いますが、人人人人口口口口減減減減少少少少化の中の行政化の中の行政化の中の行政化の中の行政需需需需要要要要、、、、質質質質、、、、量量量量のののの増増増増大大大大にににに対対対対応応応応するテするテするテするテクニッククニッククニッククニックを、を、を、を、例えば例えば例えば例えばアアアアウウウウトトトトソソソソースースースース、ある、ある、ある、あるいはいはいはいは市市市市町町町町村、もう一つは村、もう一つは村、もう一つは村、もう一つは市市市市町町町町村との村との村との村との共共共共同同同同化、化、化、化、市市市市町町町町村村村村同同同同士士士士のののの共共共共同同同同化ということで、化ということで、化ということで、化ということで、必死必死必死必死にににに努努努努力力力力をしているということでをしているということでをしているということでをしているということでござござござございます。います。います。います。行政ができる行政ができる行政ができる行政ができる仕仕仕仕事と、行政がしなくてよい事と、行政がしなくてよい事と、行政がしなくてよい事と、行政がしなくてよい仕仕仕仕事の事の事の事の内内内内訳訳訳訳は、これはは、これはは、これはは、これは非常非常非常非常にににに重要重要重要重要○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員なことだとなことだとなことだとなことだと我々我々我々我々もももも思思思思っております。っております。っております。っております。今後今後今後今後、、、、小さ小さ小さ小さなななな枠枠枠枠でででで物物物物事を事を事を事を考え考え考え考えるのではなくて、るのではなくて、るのではなくて、るのではなくて、人人人人口口口口減減減減少少少少が、日本全が、日本全が、日本全が、日本全体体体体でもでもでもでも最最最最大大大大のののの問題問題問題問題でででであるとあるとあるとあると思思思思っております。っております。っております。っております。今今今今、金、金、金、金融緩融緩融緩融緩和和和和等等等等をどをどをどをどんんんんどどどどんやんやんやんやっていく中で、それでもっていく中で、それでもっていく中で、それでもっていく中で、それでもイイイインンンンフフフフレにレにレにレになかなかならない。これは部局別の決算審査でもなかなかならない。これは部局別の決算審査でもなかなかならない。これは部局別の決算審査でもなかなかならない。これは部局別の決算審査でも指摘指摘指摘指摘ははははさせさせさせさせていただいたのですが、ていただいたのですが、ていただいたのですが、ていただいたのですが、自然自然自然自然利子利子利子利子率の率の率の率の低低低低下下下下がががが最最最最大大大大のののの問題問題問題問題源源源源であって、であって、であって、であって、後追後追後追後追いして金いして金いして金いして金融融融融政策が政策が政策が政策が続続続続いていると、どいていると、どいていると、どいていると、どんんんんどどどどんんんん量量量量的的的的緩緩緩緩和を和を和を和を続続続続いていかないていかないていかないていかなけけけけれれれればばばばならないといったならないといったならないといったならないといった構構構構造の中に造の中に造の中に造の中に今今今今あるのかとあるのかとあるのかとあるの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。目先目先目先目先だだだだけけけけではなくて、ではなくて、ではなくて、ではなくて、今今今今、、、、最最最最大大大大限限限限集集集集中しな中しな中しな中しなけけけけれれれればばばばならないのが、これは日本全ならないのが、これは日本全ならないのが、これは日本全ならないのが、これは日本全体体体体にににに言え言え言え言えることだとることだとることだとることだと思思思思うのですうのですうのですうのですけけけけれど、れど、れど、れど、人人人人口口口口減減減減少少少少をどのようにをどのようにをどのようにをどのように克克克克服服服服していくかと。していくかと。していくかと。していくかと。自然自然自然自然利子利子利子利子率が率が率が率が上上上上がれがれがれがればばばば、、、、自然自然自然自然ににににイイイインンンンフフフフレ率も、レ率も、レ率も、レ率も、期期期期待待待待イイイインンンンフフフフレ率もレ率もレ率もレ率も上上上上がっていくがっていくがっていくがっていくわけわけわけわけですから、それにはですから、それにはですから、それにはですから、それにはややややはりはりはりはり生生生生産産産産労働労働労働労働性と性と性と性と人人人人口、口、口、口、仕仕仕仕事の事の事の事の効効効効率化が率化が率化が率化が最最最最大大大大ののののポポポポイイイイントになってくるとントになってくるとントになってくるとントになってくると思思思思っております。っております。っております。っております。それにそれにそれにそれに向け向け向け向けて、て、て、て、当然少当然少当然少当然少子子子子化化化化対対対対策策策策等等等等をををを国国国国でもでもでもでも今今今今、、、、ややややっていますが、っていますが、っていますが、っていますが、国国国国がこういったものをがこういったものをがこういったものをがこういったものをややややっているからっているからっているからっているから何何何何かとりあかとりあかとりあかとりあえずやえずやえずやえずやったらいいのではないかではなくて、どうすれったらいいのではないかではなくて、どうすれったらいいのではないかではなくて、どうすれったらいいのではないかではなくて、どうすればばばば、、、、人人人人口が口が口が口がふふふふええええて、て、て、て、今後今後今後今後、、、、子子子子育て支育て支育て支育て支援援援援など、そういったものももっとなど、そういったものももっとなど、そういったものももっとなど、そういったものももっと大大大大胆胆胆胆にににに踏踏踏踏みみみみ込込込込んんんんでいくでいくでいくでいくべべべべきではきではきではき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るっているっているっているわけわけわけわけです。そのです。そのです。そのです。その点点点点について、知事のについて、知事のについて、知事のについて、知事のご見解ご見解ご見解ご見解をおをおをおをお聞聞聞聞かかかかせせせせ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。 大大大大きな総きな総きな総きな総論的論的論的論的なななな話話話話で、で、で、で、人人人人口口口口減減減減少少少少をををを克克克克服服服服する、これこそする、これこそする、これこそする、これこそ国国国国難難難難とととと言言言言ってもいいよってもいいよってもいいよってもいいよ○荒井知事○荒井知事○荒井知事○荒井知事
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うな事うな事うな事うな事象象象象だとだとだとだと思思思思います。地います。地います。地います。地方方方方政政政政府府府府はははは現現現現場の場の場の場のサーサーサーサービビビビスススス給付の給付の給付の給付の主主主主体体体体ででででござござござございますので、いますので、いますので、いますので、国国国国をををを挙挙挙挙げげげげてててて達達達達成しないとい成しないとい成しないとい成しないといけけけけない。その中で、ない。その中で、ない。その中で、ない。その中で、生生生生産性、産性、産性、産性、効効効効率化、率化、率化、率化、働働働働きききき方改方改方改方改革革革革につながるものでにつながるものでにつながるものでにつながるものでごごごござざざざいますので、日本が、いますので、日本が、いますので、日本が、いますので、日本が、急急急急激激激激なななな人人人人口口口口減減減減少少少少の中で知恵を出して、これだの中で知恵を出して、これだの中で知恵を出して、これだの中で知恵を出して、これだけけけけのののの社社社社会保障をしな会保障をしな会保障をしな会保障をしながら、がら、がら、がら、持続持続持続持続性が性が性が性が達達達達成成成成さささされれれれれれれればばばば、、、、大大大大きなきなきなきな先先先先進進進進国国国国ののののモデルモデルモデルモデルになるとになるとになるとになると思思思思います。奈良県が、いいいます。奈良県が、いいいます。奈良県が、いいいます。奈良県が、いい地域地域地域地域モデルモデルモデルモデルになるというになるというになるというになるという気持気持気持気持ちでちでちでちでチチチチャャャャレンジをすレンジをすレンジをすレンジをすべべべべきききき課題課題課題課題かとかとかとかと思思思思っております。っております。っております。っております。その中で、その中で、その中で、その中で、人人人人口口口口減減減減少対少対少対少対応応応応というのは、というのは、というのは、というのは、人人人人口口口口減減減減少少少少を所を所を所を所与与与与のものとするのではなくて、のものとするのではなくて、のものとするのではなくて、のものとするのではなくて、人人人人口口口口増増増増をををを図図図図るのは、これもるのは、これもるのは、これもるのは、これも国国国国をををを挙挙挙挙げげげげてのてのてのての大大大大きなこと。きなこと。きなこと。きなこと。人人人人口口口口増増増増が、が、が、が、人人人人口口口口増増増増までまでまでまで至至至至らないとらないとらないとらないと思思思思う、う、う、う、人人人人口口口口減減減減をををを抑抑抑抑制制制制するというするというするというするという感じ感じ感じ感じで、出で、出で、出で、出生生生生率の率の率の率の向上向上向上向上、そのた、そのた、そのた、そのためめめめのののの子子子子育て環境の育て環境の育て環境の育て環境の整整整整備備備備、、、、未未未未婚婚婚婚・・・・晩晩晩晩婚婚婚婚・・・・晩晩晩晩産の産の産の産の予予予予防防防防は、いろいろ取りは、いろいろ取りは、いろいろ取りは、いろいろ取り組むべ組むべ組むべ組むべきききき課題課題課題課題だとだとだとだと思思思思います。そのときにいます。そのときにいます。そのときにいます。そのときに何何何何をしたら出をしたら出をしたら出をしたら出生生生生率が率が率が率が上上上上がるのかでがるのかでがるのかでがるのかでござござござございますが、平成２８年度の奈良県の出いますが、平成２８年度の奈良県の出いますが、平成２８年度の奈良県の出いますが、平成２８年度の奈良県の出生生生生率は率は率は率は大変大変大変大変低低低低いですが、いですが、いですが、いですが、上上上上昇昇昇昇率は、全率は、全率は、全率は、全国国国国のののの上上上上昇昇昇昇率の率の率の率の倍倍倍倍ぐぐぐぐらいらいらいらい上上上上がって、福西こども・女性局長にどうしてがって、福西こども・女性局長にどうしてがって、福西こども・女性局長にどうしてがって、福西こども・女性局長にどうして上上上上がったのだがったのだがったのだがったのだろうかと、すろうかと、すろうかと、すろうかと、すぐぐぐぐにはにはにはにはわわわわからないのですからないのですからないのですからないのですけけけけれど、れど、れど、れど、何何何何かいろいろあれかいろいろあれかいろいろあれかいろいろあれややややこれこれこれこれやややや努力努力努力努力してしてしてして上上上上がっがっがっがったと。これはまた、たと。これはまた、たと。これはまた、たと。これはまた、継続継続継続継続的的的的にににに上上上上がるかどうかがるかどうかがるかどうかがるかどうか注注注注目目目目しております。こども・女性局長がかしております。こども・女性局長がかしております。こども・女性局長がかしております。こども・女性局長がかわわわわれれれればばばば、また、また、また、また下下下下がったりすることがあるかもしれないとがったりすることがあるかもしれないとがったりすることがあるかもしれないとがったりすることがあるかもしれないと心心心心配しております配しております配しております配しておりますけけけけれど、奈良県のれど、奈良県のれど、奈良県のれど、奈良県の現現現現場でもそのようなことが場でもそのようなことが場でもそのようなことが場でもそのようなことが起起起起きているきているきているきているわけわけわけわけで、そのときにどのようにで、そのときにどのようにで、そのときにどのようにで、そのときにどのように対対対対処するか、処するか、処するか、処するか、先先先先ほどほどほどほど最最最最初初初初におっしにおっしにおっしにおっしゃゃゃゃいましたように、いましたように、いましたように、いましたように、交交交交付付付付税税税税全全全全体体体体がががが限限限限られている、られている、られている、られている、税源税源税源税源がががが少少少少ない奈良県でない奈良県でない奈良県でない奈良県でござござござございますので、できるだいますので、できるだいますので、できるだいますので、できるだけけけけ予予予予算を算を算を算を使使使使わわわわないでないでないでないで効効効効果果果果が出るような知恵が出るのかどうかが、が出るような知恵が出るのかどうかが、が出るような知恵が出るのかどうかが、が出るような知恵が出るのかどうかが、基基基基本本本本的的的的なななな課題課題課題課題だとだとだとだと思思思思っております。っております。っております。っております。非常非常非常非常にににに難難難難しいしいしいしい問題問題問題問題だとはだとはだとはだとは思思思思うのですが、一つのうのですが、一つのうのですが、一つのうのですが、一つの例例例例ですですですですけけけけれども、れども、れども、れども、私私私私はははは今今今今、、、、香香香香○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員芝芝芝芝市市市市旭旭旭旭ケケケケ丘丘丘丘にににに住住住住んんんんでおります。以前、県にもおでおります。以前、県にもおでおります。以前、県にもおでおります。以前、県にもお世世世世話話話話になりまして、になりまして、になりまして、になりまして、区区区区画整画整画整画整理の理の理の理の破綻破綻破綻破綻というというというということで、ことで、ことで、ことで、大問題大問題大問題大問題になった地域ですが、たまたまですになった地域ですが、たまたまですになった地域ですが、たまたまですになった地域ですが、たまたまですけけけけれど、土地のれど、土地のれど、土地のれど、土地の価格価格価格価格はははは下下下下がり、がり、がり、がり、住住住住宅宅宅宅のののの区区区区画画画画もももも小さ小さ小さ小さくしないとくしないとくしないとくしないと売売売売れないれないれないれない状況状況状況状況の中で、の中で、の中で、の中で、何何何何が供給できたかといが供給できたかといが供給できたかといが供給できたかといえばえばえばえば、、、、非常非常非常非常に安いに安いに安いに安い住住住住宅宅宅宅がががが若若若若いいいい方方方方に、に、に、に、約約約約２２２２，，，，００００００００００００戸戸戸戸ぐぐぐぐらい供給ができた。このとき、どういったらい供給ができた。このとき、どういったらい供給ができた。このとき、どういったらい供給ができた。このとき、どういった現現現現象象象象がががが起起起起きたかきたかきたかきたかといいますと、といいますと、といいますと、といいますと、若若若若いいいい方方方方がががが新築新築新築新築のののの家家家家を、を、を、を、自自自自分の所得分の所得分の所得分の所得範囲内範囲内範囲内範囲内で安くで安くで安くで安く買買買買わわわわれた。一れた。一れた。一れた。一軒軒軒軒家家家家をををを持持持持つこつこつこつことによって、とによって、とによって、とによって、子子子子どもが３どもが３どもが３どもが３人人人人、４、４、４、４人人人人、５、５、５、５人人人人とか、とか、とか、とか、今今今今のののの時代時代時代時代でででで少少少少しししし考え考え考え考えられないられないられないられないぐぐぐぐらい、らい、らい、らい、子子子子どどどどもがたくもがたくもがたくもがたくさんさんさんさん誕誕誕誕生さ生さ生さ生されました。そして、れました。そして、れました。そして、れました。そして、ニニニニュュュュータウータウータウータウンのンのンのンの人人人人口も口も口も口も児童児童児童児童率が率が率が率が最最最最大大大大４０４０４０４０％％％％ぐぐぐぐらいらいらいらいまで、一まで、一まで、一まで、一時時時時なりまして、なりまして、なりまして、なりまして、旭旭旭旭ケケケケ丘丘丘丘小小小小学学学学校校校校は、奈良県で一は、奈良県で一は、奈良県で一は、奈良県で一番番番番過大過大過大過大校校校校ということで、ということで、ということで、ということで、私私私私は、は、は、は、ＰＴＰＴＰＴＰＴＡＡＡＡも３年も３年も３年も３年ぐぐぐぐらいらいらいらいややややららららせせせせてもらったのですが、てもらったのですが、てもらったのですが、てもらったのですが、歩歩歩歩道が、道が、道が、道が、子子子子どもたちのどもたちのどもたちのどもたちの帽帽帽帽子子子子で真っで真っで真っで真っ黄黄黄黄色色色色の行の行の行の行列列列列ががががずずずずっとできているときがあり、っとできているときがあり、っとできているときがあり、っとできているときがあり、数数数数年前まで年前まで年前まで年前まで続続続続いてます。いてます。いてます。いてます。今今今今でもまだでもまだでもまだでもまだ多多多多いですが。いですが。いですが。いですが。若若若若いいいい方方方方のののの子子子子どもを産どもを産どもを産どもを産むむむむ環境というのは、環境というのは、環境というのは、環境というのは、社社社社会会会会的的的的にいろいろなにいろいろなにいろいろなにいろいろな研究研究研究研究ははははさささされているのですが、れているのですが、れているのですが、れているのですが、実際実際実際実際にににに



---- 33334444 ----

あったあったあったあった大大大大きなきなきなきな参参参参考考考考事事事事例例例例になると。奈良県においても、になると。奈良県においても、になると。奈良県においても、になると。奈良県においても、住住住住宅宅宅宅ババババブブブブルルルルになったらいになったらいになったらいになったらいけけけけまままませんけせんけせんけせんけれど、れど、れど、れど、ややややはり安いはり安いはり安いはり安い住住住住宅宅宅宅供給が供給が供給が供給が最最最最大大大大のののの人人人人口口口口増増増増ののののポポポポイイイイントではないかと、これは、ントではないかと、これは、ントではないかと、これは、ントではないかと、これは、我々我々我々我々がががが研究研究研究研究してきた分野ですしてきた分野ですしてきた分野ですしてきた分野ですけけけけれども。れども。れども。れども。そのあたり県でそのあたり県でそのあたり県でそのあたり県でややややるかどうかは、るかどうかは、るかどうかは、るかどうかは、課題課題課題課題もももも多多多多いので、すいので、すいので、すいので、すぐぐぐぐにはにはにはにはわわわわからないですが、からないですが、からないですが、からないですが、今後今後今後今後のののの参参参参考考考考の一つとしていただの一つとしていただの一つとしていただの一つとしていただけけけけれれれればばばばとととと思思思思います。そのいます。そのいます。そのいます。その辺辺辺辺の知事のの知事のの知事のの知事の見解見解見解見解をおをおをおをお聞聞聞聞かかかかせせせせいただきたいいただきたいいただきたいいただきたいとととと思思思思います。います。います。います。平成２２年から平成２７年の平成２２年から平成２７年の平成２２年から平成２７年の平成２２年から平成２７年の国国国国勢勢勢勢調調調調査の年査の年査の年査の年齢齢齢齢階階階階層層層層別の別の別の別の人人人人口口口口増減増減増減増減をををを調べ調べ調べ調べられたられたられたられた○荒井知事○荒井知事○荒井知事○荒井知事日本総日本総日本総日本総合合合合研究研究研究研究所の所の所の所の藻藻藻藻谷谷谷谷浩浩浩浩介介介介氏氏氏氏のののの話話話話で、で、で、で、香香香香芝芝芝芝市市市市ももももふふふふええええているのは、６５歳以ているのは、６５歳以ているのは、６５歳以ているのは、６５歳以上上上上ががががふふふふええええているているているているのです。１５歳から６５歳のです。１５歳から６５歳のです。１５歳から６５歳のです。１５歳から６５歳未未未未満満満満のののの人人人人ははははむむむむしろしろしろしろ減減減減っていて、それよりも６５歳以っていて、それよりも６５歳以っていて、それよりも６５歳以っていて、それよりも６５歳以上上上上ががががふふふふええええてててているのでいるのでいるのでいるので人人人人口口口口増増増増がががが達達達達成できていると。成できていると。成できていると。成できていると。両両両両方方方方ふふふふええええている、１５歳から６５歳ている、１５歳から６５歳ている、１５歳から６５歳ている、１５歳から６５歳未未未未満満満満ががががふふふふええええていていていているのは、るのは、るのは、るのは、ごごごごくくくく数数数数少少少少ない県、ない県、ない県、ない県、市市市市ででででござござござございますから、いますから、いますから、いますから、多多多多分、分、分、分、旭旭旭旭ケケケケ丘丘丘丘ももうももうももうももう少少少少し前の平成２２年し前の平成２２年し前の平成２２年し前の平成２２年国国国国勢勢勢勢調調調調査以前の査以前の査以前の査以前の若若若若いいいい人人人人のののの流流流流入かと、その資料を入かと、その資料を入かと、その資料を入かと、その資料を引引引引きききき合わせ合わせ合わせ合わせて推察しますが、て推察しますが、て推察しますが、て推察しますが、高高高高齢齢齢齢者が者が者が者がふふふふええええている中でのている中でのている中でのている中での若若若若いいいい人人人人をどのようにつなをどのようにつなをどのようにつなをどのようにつなぎぎぎぎととととめめめめるかということで、るかということで、るかということで、るかということで、住住住住宅宅宅宅というのはというのはというのはというのは大大大大きなきなきなきなポポポポイイイイントであろうかとントであろうかとントであろうかとントであろうかと思思思思います。います。います。います。それともう一つは、雇用、それともう一つは、雇用、それともう一つは、雇用、それともう一つは、雇用、賃賃賃賃金で金で金で金でござござござございます。雇用の安定は、います。雇用の安定は、います。雇用の安定は、います。雇用の安定は、若若若若いいいい人人人人をつなをつなをつなをつなぎぎぎぎととととめめめめる、る、る、る、身身身身近近近近な雇用のな雇用のな雇用のな雇用の発生発生発生発生はははは極極極極めめめめてててて重要重要重要重要かとかとかと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。有有有有効求効求効求効求人人人人倍倍倍倍率が率が率が率がずずずずっとっとっとっと上上上上がってきて、がってきて、がってきて、がってきて、就就就就業地別の業地別の業地別の業地別の有有有有効求効求効求効求人人人人倍倍倍倍率は、奈良県は、率は、奈良県は、率は、奈良県は、率は、奈良県は、近近近近畿畿畿畿のののの帯帯帯帯の中で、いつもの中で、いつもの中で、いつもの中で、いつも下下下下位位位位のほうだったのですのほうだったのですのほうだったのですのほうだったのですけけけけれど、れど、れど、れど、滋滋滋滋賀県に賀県に賀県に賀県に次ぐ次ぐ次ぐ次ぐレレレレベベベベルルルルまでまでまでまで上上上上がってきていると。これはがってきていると。これはがってきていると。これはがってきていると。これは逆逆逆逆に、これだに、これだに、これだに、これだけ上け上け上け上がると、がると、がると、がると、歴歴歴歴史史史史上上上上初初初初めめめめて１て１て１て１．．．．５５５５倍倍倍倍をををを超え超え超え超えた、た、た、た、就就就就業地別の業地別の業地別の業地別の人人人人口、口、口、口、有有有有効求効求効求効求人人人人倍倍倍倍率、そうなると率、そうなると率、そうなると率、そうなるとセクセクセクセクターターターター別別別別のののの人人人人手不足ということになりますが、これだ手不足ということになりますが、これだ手不足ということになりますが、これだ手不足ということになりますが、これだけ人け人け人け人手不足になると、手不足になると、手不足になると、手不足になると、賃賃賃賃金が金が金が金が上上上上がって、がって、がって、がって、若若若若いいいい人人人人の雇用が安定の雇用が安定の雇用が安定の雇用が安定感感感感をををを増増増増して、して、して、して、消消消消費に費に費に費に向向向向かかかかえばえばえばえばいいのですいいのですいいのですいいのですけけけけれど、雇用の安定れど、雇用の安定れど、雇用の安定れど、雇用の安定感感感感がががが発生発生発生発生しなしなしなしないのが、いのが、いのが、いのが、今今今今一一一一番番番番大大大大きなきなきなきな課題課題課題課題かとかとかとかと思思思思います。雇用の安定は、います。雇用の安定は、います。雇用の安定は、います。雇用の安定は、同じ同じ同じ同じ会会会会社社社社でででで終終終終身身身身雇用ができない雇用ができない雇用ができない雇用ができないので、その地域で、会ので、その地域で、会ので、その地域で、会ので、その地域で、会社社社社やややや、、、、勤め先勤め先勤め先勤め先がががが変わ変わ変わ変わっても安定した雇用っても安定した雇用っても安定した雇用っても安定した雇用継続継続継続継続ができる地域にしたいができる地域にしたいができる地域にしたいができる地域にしたいというのがというのがというのがというのが願願願願いでいでいでいでござござござございます。雇用マいます。雇用マいます。雇用マいます。雇用マーケーケーケーケッッッットをどのようにトをどのようにトをどのようにトをどのように構築構築構築構築するかという、これがするかという、これがするかという、これがするかという、これが国国国国でもなかなかできない。県がもしでもなかなかできない。県がもしでもなかなかできない。県がもしでもなかなかできない。県がもし何何何何か産業政策か産業政策か産業政策か産業政策課課課課にににに働働働働きかきかきかきかけけけけてできるならてできるならてできるならてできるならばばばば、、、、若若若若者の出者の出者の出者の出生生生生率にも率にも率にも率にも直接直接直接直接影影影影響響響響する一する一する一する一番番番番大大大大事なことかなと事なことかなと事なことかなと事なことかなと思思思思って、って、って、って、若若若若者の雇用安定を者の雇用安定を者の雇用安定を者の雇用安定を願願願願っているものでっているものでっているものでっているものでごごごござざざざいます。います。います。います。 何何何何か資料をか資料をか資料をか資料を見間違え見間違え見間違え見間違えたかもしれないのですが、たかもしれないのですが、たかもしれないのですが、たかもしれないのですが、香香香香芝芝芝芝市市市市は、奈良県で一は、奈良県で一は、奈良県で一は、奈良県で一番若番若番若番若者者者者○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員ががががふふふふええええてきたてきたてきたてきた市市市市でででで勘勘勘勘違違違違いないないないなさささされているかとれているかとれているかとれているかと思思思思いました。いました。いました。いました。それはそれはそれはそれは間違間違間違間違いでもいいのですいでもいいのですいでもいいのですいでもいいのですけけけけれど、れど、れど、れど、実際実際実際実際にすにすにすにすごごごごくくくくふふふふええええてきたということがありまして、てきたということがありまして、てきたということがありまして、てきたということがありまして、
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現在現在現在現在、、、、オーオーオーオールドルドルドルドタウタウタウタウンもありますので、どンもありますので、どンもありますので、どンもありますので、どんんんんどどどどんんんん高高高高齢齢齢齢者がお一者がお一者がお一者がお一人人人人になられた場になられた場になられた場になられた場合合合合、出てい、出てい、出てい、出ていかれるとか、かれるとか、かれるとか、かれるとか、老老老老人人人人ホホホホーーーームムムムに行かれるとか、そういうに行かれるとか、そういうに行かれるとか、そういうに行かれるとか、そういう方方方方もももも多多多多いのです。いのです。いのです。いのです。今今今今度、度、度、度、逆逆逆逆にそこをにそこをにそこをにそこを整整整整備さ備さ備さ備されたら、安いですかられたら、安いですかられたら、安いですかられたら、安いですから若若若若いいいい方方方方が入ってくるというが入ってくるというが入ってくるというが入ってくるという現現現現象象象象がががが起起起起きています。きています。きています。きています。オーオーオーオールドルドルドルドタウタウタウタウンというのは奈良の中にもこれからたくンというのは奈良の中にもこれからたくンというのは奈良の中にもこれからたくンというのは奈良の中にもこれからたくさん生さん生さん生さん生まれて、まだまだまれて、まだまだまれて、まだまだまれて、まだまだ発発発発展展展展してくるとしてくるとしてくるとしてくると思思思思うのでうのでうのでうのですすすすけけけけれど、そこのれど、そこのれど、そこのれど、そこの活活活活用用用用方法方法方法方法によっては、によっては、によっては、によっては、少少少少子子子子化にはかなり化にはかなり化にはかなり化にはかなり大大大大きなきなきなきな役役役役目目目目をををを果果果果たすのではないたすのではないたすのではないたすのではないかとかとかとかと思思思思います。これはいます。これはいます。これはいます。これは意見意見意見意見ででででござござござございますので、こういったものもいますので、こういったものもいますので、こういったものもいますので、こういったものも考考考考慮慮慮慮に入れていただに入れていただに入れていただに入れていただけけけけれれれればばばばとととと思思思思っております。っております。っております。っております。最最最最後後後後に、に、に、に、基基基基金についてお金についてお金についてお金についてお聞聞聞聞ききききさせさせさせさせていただきます。ていただきます。ていただきます。ていただきます。これは、部局別の決算審査の中でも、審議これは、部局別の決算審査の中でも、審議これは、部局別の決算審査の中でも、審議これは、部局別の決算審査の中でも、審議させさせさせさせていただきまして、ていただきまして、ていただきまして、ていただきまして、今今今今１１１１，，，，６５０６５０６５０６５０億円億円億円億円ほほほほどのどのどのどの基基基基金が奈良県にあると。全金が奈良県にあると。全金が奈良県にあると。全金が奈良県にあると。全国国国国分分分分析析析析させさせさせさせていただきました中で、東日本ていただきました中で、東日本ていただきました中で、東日本ていただきました中で、東日本大大大大震震震震災災災災によるによるによるによる復復復復興興興興基基基基金を金を金を金を受受受受けけけけているところをているところをているところをているところを除除除除けばけばけばけば、奈良県は東、奈良県は東、奈良県は東、奈良県は東京京京京都都都都にににに次次次次いで、いで、いで、いで、標標標標準準準準財財財財政政政政規規規規模模模模割割割割で２で２で２で２位位位位だだだだったということです。これは、ったということです。これは、ったということです。これは、ったということです。これは、納納納納税税税税者からすれ者からすれ者からすれ者からすればばばば、本、本、本、本来来来来、、、、使使使使っていただくたっていただくたっていただくたっていただくためめめめにににに納納納納税税税税してしてしてしているいるいるいるわけわけわけわけであって、であって、であって、であって、貯貯貯貯金をしてもらうた金をしてもらうた金をしてもらうた金をしてもらうためめめめにににに納納納納税税税税しているしているしているしているわけわけわけわけではない。ではない。ではない。ではない。内容内容内容内容をいろいろをいろいろをいろいろをいろいろ審議審議審議審議させさせさせさせていただきますと、ていただきますと、ていただきますと、ていただきますと、例えば例えば例えば例えば、、、、高高高高校校校校のののの建物建物建物建物が、が、が、が、非常非常非常非常にににに耐震耐震耐震耐震指指指指標標標標であるであるであるであるＩｓＩｓＩｓＩｓ値値値値がががが低低低低いいいいにもかかにもかかにもかかにもかかわわわわららららずずずず、、、、先先先先送送送送りりりりさささされて、れて、れて、れて、現状現状現状現状でもでもでもでも建建建建てかてかてかてかええええもまだもまだもまだもまださささされていない。それと、警察のれていない。それと、警察のれていない。それと、警察のれていない。それと、警察の制制制制服服服服のののの問題問題問題問題、、、、予予予予算の算の算の算の問題問題問題問題もいろいろ審議をもいろいろ審議をもいろいろ審議をもいろいろ審議をさせさせさせさせていただきまして、これはていただきまして、これはていただきまして、これはていただきまして、これはご答弁ご答弁ご答弁ご答弁いただいいただいいただいいただいているのでているのでているのでているので結構結構結構結構ですが、ですが、ですが、ですが、世世世世代間代間代間代間のののの負負負負担担担担はははは納納納納税税税税のののの基基基基本でもあると本でもあると本でもあると本でもある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、ややややはりはりはりはり基基基基金金金金をををを使使使使うよりも、うよりも、うよりも、うよりも、必要必要必要必要なものをなものをなものをなものを使使使使う。う。う。う。例えば起例えば起例えば起例えば起債債債債で、で、で、で、償還償還償還償還できるできるできるできるタイタイタイタイミミミミンンンンググググはははは当然当然当然当然あるとあるとあるとあると思思思思うのですが、これはうのですが、これはうのですが、これはうのですが、これは誰誰誰誰でもでもでもでもわわわわかるように、かるように、かるように、かるように、預預預預けけけけているているているている利利利利息息息息をもらうよりも、をもらうよりも、をもらうよりも、をもらうよりも、借借借借りているりているりているりている利利利利子子子子をををを払払払払うほうが、うほうが、うほうが、うほうが、当然当然当然当然そのそのそのそのさやさやさやさやがありますから、がありますから、がありますから、がありますから、有利有利有利有利なななな回回回回転転転転になるのではないかと。そこになるのではないかと。そこになるのではないかと。そこになるのではないかと。そこはうまくはうまくはうまくはうまく回回回回転転転転させさせさせさせていくていくていくて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いますが、知事のいますが、知事のいますが、知事のいますが、知事のご見解ご見解ご見解ご見解をおをおをおをお聞聞聞聞かかかかせせせせいただきたいいただきたいいただきたいいただきたいとととと思思思思います。います。います。います。基基基基金の金の金の金の見方見方見方見方、、、、考え方考え方考え方考え方は、は、は、は、極極極極めめめめてててて似似似似ているようにているようにているようにているように私私私私はははは思思思思います。います。います。います。同じ同じ同じ同じようなこようなこようなこようなこ○荒井知事○荒井知事○荒井知事○荒井知事とをとをとをとを財財財財政政政政課課課課に、に、に、に、ずずずずっとこのっとこのっとこのっとこの半半半半年前から年前から年前から年前から言言言言ったことがったことがったことがったことがござござござございます。それは、います。それは、います。それは、います。それは、今今今今おっしおっしおっしおっしゃゃゃゃいまいまいまいました県した県した県した県債債債債管理管理管理管理基基基基金を、これだ金を、これだ金を、これだ金を、これだけけけけ積積積積み上げみ上げみ上げみ上げるるるる必要必要必要必要があるのかを前年度の決算のがあるのかを前年度の決算のがあるのかを前年度の決算のがあるのかを前年度の決算の過過過過程で程で程で程で財財財財政政政政課課課課にににに言言言言いました。いました。いました。いました。今今今今のこのようなのこのようなのこのようなのこのようなラララランンンンククククであるということは、川田委員のおであるということは、川田委員のおであるということは、川田委員のおであるということは、川田委員のお調べ調べ調べ調べで、で、で、で、私私私私も、も、も、も、財財財財政政政政課課課課からなかなかくれない資料なので、からなかなかくれない資料なので、からなかなかくれない資料なので、からなかなかくれない資料なので、ややややはりそうかといってはりそうかといってはりそうかといってはりそうかといって見見見見たようなたようなたようなたような次次次次第で第で第で第でござござござございいいいます。県ます。県ます。県ます。県債債債債管理管理管理管理基基基基金は、金は、金は、金は、今今今今、川田委員がおっし、川田委員がおっし、川田委員がおっし、川田委員がおっしゃゃゃゃいましたように、いましたように、いましたように、いましたように、臨臨臨臨時時時時財財財財政政政政対対対対策策策策債債債債へへへへのののの償償償償還還還還のののの間間間間に１０年に１０年に１０年に１０年間間間間のたのたのたのためめめめにににに積積積積み上げみ上げみ上げみ上げると、これはると、これはると、これはると、これは歩積歩積歩積歩積みみみみ両建両建両建両建てで、てで、てで、てで、必要必要必要必要あるのかとあるのかとあるのかとあるのかと詰詰詰詰問問問問ししししたことがあります。なかなかすたことがあります。なかなかすたことがあります。なかなかすたことがあります。なかなかすぐぐぐぐにににに聞聞聞聞いてくれないてくれないてくれないてくれなささささそうで、そうで、そうで、そうで、困困困困っていたところでっていたところでっていたところでっていたところでござござござございまいまいまいま
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すが、川田委員のすが、川田委員のすが、川田委員のすが、川田委員の応応応応援援援援をいただいて、をいただいて、をいただいて、をいただいて、債債債債権権権権管理を、管理を、管理を、管理を、例えば例えば例えば例えば県県県県債債債債管理管理管理管理基基基基金、もう一つは金、もう一つは金、もう一つは金、もう一つは財財財財政政政政調調調調整整整整基基基基金、これはい金、これはい金、これはい金、これはいざざざざというときだから、ある程度はというときだから、ある程度はというときだから、ある程度はというときだから、ある程度は要要要要るとるとるとると思思思思うのですうのですうのですうのですけけけけれど、これは、れど、これは、れど、これは、れど、これは、震震震震災災災災などがなどがなどがなどが起起起起こったら、あっというこったら、あっというこったら、あっというこったら、あっという間間間間にににに吹吹吹吹っっっっ飛飛飛飛んんんんでしまうでしまうでしまうでしまうわけわけわけわけででででござござござございますが、これもいますが、これもいますが、これもいますが、これも過過過過多多多多とはなかなかとはなかなかとはなかなかとはなかなか言言言言いいいい切切切切れないところがあります。れないところがあります。れないところがあります。れないところがあります。もう一つは、もう一つは、もう一つは、もう一つは、基基基基金の中で、このような金の中で、このような金の中で、このような金の中で、このような財財財財政安定化政安定化政安定化政安定化基基基基金と、もう一つは、金と、もう一つは、金と、もう一つは、金と、もう一つは、将将将将来来来来のののの投投投投資のた資のた資のた資のためめめめのののの基基基基金というのが金というのが金というのが金というのがござござござございます。それを分います。それを分います。それを分います。それを分けけけけてててて見見見見るようにとるようにとるようにとるようにと言言言言っております。っております。っております。っております。将将将将来来来来のたのたのたのためめめめのののの基基基基金は、金は、金は、金は、私私私私はははは重要重要重要重要だとだとだとだと思思思思っています。っています。っています。っています。病病病病院院院院をつくるのも、前知事のいろいろなをつくるのも、前知事のいろいろなをつくるのも、前知事のいろいろなをつくるのも、前知事のいろいろな貯貯貯貯金、金、金、金、基基基基金があったからできたという金があったからできたという金があったからできたという金があったからできたという経緯経緯経緯経緯もあります。もあります。もあります。もあります。今今今今、いろいろなことに、、いろいろなことに、、いろいろなことに、、いろいろなことに、未来未来未来未来のののの投投投投資を資を資を資をややややりりりり始始始始めめめめており、ており、ており、ており、イイイインンンンフラフラフラフラのたのたのたのためめめめに道に道に道に道路路路路やややや、２０、２０、２０、２０年年年年後後後後ですですですですけけけけれども、れども、れども、れども、リリリリニニニニアアアア中中中中央新央新央新央新幹線幹線幹線幹線がががが来来来来たりしたときの、いろいろなたりしたときの、いろいろなたりしたときの、いろいろなたりしたときの、いろいろな投投投投資、域資、域資、域資、域内内内内交交交交通通通通のののの投投投投資などを資などを資などを資などをややややりますと、奈良県のりますと、奈良県のりますと、奈良県のりますと、奈良県の税税税税制制制制からすれからすれからすれからすればばばば、とてももたない可、とてももたない可、とてももたない可、とてももたない可能能能能性がある。そのた性がある。そのた性がある。そのた性がある。そのためめめめにににに少少少少しでもしでもしでもしでも貯貯貯貯金をするように、金をするように、金をするように、金をするように、未来未来未来未来へへへへのののの投投投投資のた資のた資のた資のためめめめのののの貯貯貯貯金で金で金で金でござござござございますので、これがいますので、これがいますので、これがいますので、これが積積積積み上み上み上み上がったら、がったら、がったら、がったら、将将将将来来来来にににに還還還還元するた元するた元するた元するためめめめのののの基基基基金ですので、金ですので、金ですので、金ですので、私私私私は、これは奈良県は、これは奈良県は、これは奈良県は、これは奈良県民民民民のののの将将将将来来来来のののの後後後後世世世世のののの方方方方にににに対対対対して、申し開きができるして、申し開きができるして、申し開きができるして、申し開きができるタイタイタイタイププププのののの基基基基金ではないかと金ではないかと金ではないかと金ではないかと思思思思っております。っております。っております。っております。財財財財政の安定政の安定政の安定政の安定のたのたのたのためめめめのののの基基基基金、それも県金、それも県金、それも県金、それも県債債債債管理のた管理のた管理のた管理のためめめめ、、、、財財財財政のい政のい政のい政のいざざざざというときのというときのというときのというときの基基基基金と、金と、金と、金と、未来未来未来未来のののの投投投投資のた資のた資のた資のためめめめのののの基基基基金が、このような金が、このような金が、このような金が、このような基基基基金の金の金の金の積積積積み上げみ上げみ上げみ上げををををやみやみやみやみくもにするのではなしに、くもにするのではなしに、くもにするのではなしに、くもにするのではなしに、目的目的目的目的をををを持持持持ってってってって基基基基金を金を金を金を積積積積み上げみ上げみ上げみ上げるということをしております。るということをしております。るということをしております。るということをしております。病病病病院院院院債債債債のののの返返返返還還還還のたのたのたのためめめめのののの基基基基金は、その金は、その金は、その金は、その都都都都度度度度返返返返ししししていっても、もちろていっても、もちろていっても、もちろていっても、もちろんんんん管理はできる管理はできる管理はできる管理はできるわけわけわけわけですですですですけけけけれど、れど、れど、れど、病病病病院院院院をををを建建建建てていますので、てていますので、てていますので、てていますので、返済返済返済返済のののの期期期期間間間間がががが必ず必ず必ず必ずあります。特定あります。特定あります。特定あります。特定項目項目項目項目の県の県の県の県債債債債管理管理管理管理基基基基金とも金とも金とも金とも同じ同じ同じ同じ性性性性格格格格ででででござござござございます。全います。全います。全います。全体体体体として管理として管理として管理として管理するのか、するのか、するのか、するのか、病病病病院院院院債債債債のののの返済返済返済返済はははは大大大大きなきなきなきなロッロッロッロットでトでトでトでござござござございますので、いますので、いますので、いますので、病病病病院院院院で管理するのかというで管理するのかというで管理するのかというで管理するのかという違違違違いだいだいだいだけけけけで、で、で、で、ささささらにらにらにらに将将将将来来来来、奈良、奈良、奈良、奈良モデルモデルモデルモデルのまちづくりのたのまちづくりのたのまちづくりのたのまちづくりのためめめめのののの投投投投資と、ある程度資と、ある程度資と、ある程度資と、ある程度想想想想定定定定さささされます。れます。れます。れます。これもこれもこれもこれも有有有有効効効効にににに生生生生きるきるきるきる基基基基金だと金だと金だと金だと思思思思っております。っております。っております。っております。基基基基金のあり金のあり金のあり金のあり方方方方ををををぜひぜひぜひぜひ議員の皆様と議員の皆様と議員の皆様と議員の皆様と吟吟吟吟味味味味をしをしをしをして、て、て、て、将将将将来来来来のののの投投投投資に、これは資に、これは資に、これは資に、これは向け向け向け向けていいなというていいなというていいなというていいなというチチチチェェェェックックックックしていただいたしていただいたしていただいたしていただいた上上上上で、で、で、で、基基基基金の金の金の金の有有有有効効効効性を判断していただくのがいいかと性を判断していただくのがいいかと性を判断していただくのがいいかと性を判断していただくのがいいかと思思思思います。います。います。います。総総総総じじじじていいますと、奈良県のていいますと、奈良県のていいますと、奈良県のていいますと、奈良県の財財財財政は、政は、政は、政は、弱弱弱弱いものでいものでいものでいものでござござござございます。います。います。います。未来未来未来未来のたのたのたのためめめめのののの基基基基金は、い金は、い金は、い金は、いざざざざというときにというときにというときにというときに投投投投資をするた資をするた資をするた資をするためめめめにににに備え備え備え備えてあって、そのてあって、そのてあって、そのてあって、その投投投投資がいろいろ資がいろいろ資がいろいろ資がいろいろごごごご議議議議論論論論あるとあるとあるとあると思思思思いまいまいまいますが、奈良県は、そのようなすが、奈良県は、そのようなすが、奈良県は、そのようなすが、奈良県は、そのような病病病病院院院院のののの投投投投資も資も資も資も含含含含めめめめて、本て、本て、本て、本当当当当にににに投投投投資をしてこなかったように資をしてこなかったように資をしてこなかったように資をしてこなかったように私私私私自身自身自身自身はははは思思思思っております。道っております。道っております。道っております。道路路路路一つ、一つ、一つ、一つ、病病病病院院院院一つについても一つについても一つについても一つについても投投投投資は資は資は資は少少少少なかった県であったとなかった県であったとなかった県であったとなかった県であったと思思思思いますので、いろいろいますので、いろいろいますので、いろいろいますので、いろいろ世世世世の中がの中がの中がの中が動動動動くときには、お金をくときには、お金をくときには、お金をくときには、お金を使使使使わせわせわせわせていただきたいというのがていただきたいというのがていただきたいというのがていただきたいというのがめめめめじじじじろろろろ押押押押しになってきております。しになってきております。しになってきております。しになってきております。国国国国でもいろいろでもいろいろでもいろいろでもいろいろプロプロプロプロジジジジェェェェククククトが出てくると、トが出てくると、トが出てくると、トが出てくると、基基基基金も金も金も金も要要要要るるるる



---- 33337777 ----

と。と。と。と。基基基基金はそういう金はそういう金はそういう金はそういうプロプロプロプロジジジジェェェェククククトがトがトがトがスタースタースタースタートするとトするとトするとトすると確実確実確実確実に取りに取りに取りに取り崩崩崩崩しになりますので、しになりますので、しになりますので、しになりますので、目的目的目的目的がはっきりしたがはっきりしたがはっきりしたがはっきりした基基基基金は、お金を金は、お金を金は、お金を金は、お金を節節節節約約約約してでもしてでもしてでもしてでも積積積積み上げみ上げみ上げみ上げていきたいと。ていきたいと。ていきたいと。ていきたいと。やみやみやみやみくもにくもにくもにくもに積積積積み上げみ上げみ上げみ上げるたるたるたるためめめめだだだだけけけけにににに積積積積み上げみ上げみ上げみ上げるのではなしに、るのではなしに、るのではなしに、るのではなしに、目的目的目的目的がはっきりしてがはっきりしてがはっきりしてがはっきりして積積積積み上げみ上げみ上げみ上げるというるというるというるという原則原則原則原則にのっにのっにのっにのっとりながら、とりながら、とりながら、とりながら、させさせさせさせ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。知事も知事も知事も知事もご指摘ご指摘ご指摘ご指摘いただいていた部分であったということで、うれしくいただいていた部分であったということで、うれしくいただいていた部分であったということで、うれしくいただいていた部分であったということで、うれしく思思思思っておっておっておってお○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員ります。ります。ります。ります。質問質問質問質問の中でも、の中でも、の中でも、の中でも、基基基基金は、金は、金は、金は、毎毎毎毎年どれ年どれ年どれ年どれぐぐぐぐらいらいらいらい積積積積み上げみ上げみ上げみ上げるのかなどの定るのかなどの定るのかなどの定るのかなどの定義的義的義的義的なものもなものもなものもなものも聞聞聞聞かかかかせせせせてててていただいたのですが、それが決まっているものもあれいただいたのですが、それが決まっているものもあれいただいたのですが、それが決まっているものもあれいただいたのですが、それが決まっているものもあればばばば、決まっていないものもあるとい、決まっていないものもあるとい、決まっていないものもあるとい、決まっていないものもあるということで、知事のうことで、知事のうことで、知事のうことで、知事の答弁答弁答弁答弁からすれからすれからすれからすればばばば、そこは、そこは、そこは、そこはややややはりきれいにはりきれいにはりきれいにはりきれいに整整整整理をしていく理をしていく理をしていく理を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。我々我々我々我々もももも勉勉勉勉強させ強させ強させ強させていただきますので、ていただきますので、ていただきますので、ていただきますので、気気気気がつくところがあれがつくところがあれがつくところがあれがつくところがあればばばば、、、、ご指摘ご指摘ご指摘ご指摘ももももさせさせさせさせていたていたていたていただきたいとだきたいとだきたいとだきたいと思思思思っております。っております。っております。っております。そして、もう１そして、もう１そして、もう１そして、もう１点点点点が、が、が、が、例えば例えば例えば例えば学学学学校校校校のののの子子子子どもたちの安全のどもたちの安全のどもたちの安全のどもたちの安全の問題問題問題問題、、、、必必必必需品需品需品需品、、、、需需需需要要要要がががが回回回回転転転転してしてしてしているものはきっちりといるものはきっちりといるものはきっちりといるものはきっちりと使使使使っていただく中でのっていただく中でのっていただく中でのっていただく中での基基基基金、金、金、金、昔昔昔昔、奈良県がここまで、奈良県がここまで、奈良県がここまで、奈良県がここまで経済的経済的経済的経済的にににに弱弱弱弱いのいのいのいのは、は、は、は、イイイインンンンフラフラフラフラ整整整整備備備備をををを怠怠怠怠ってきたことがってきたことがってきたことがってきたことが原因原因原因原因ではないかというではないかというではないかというではないかという答弁答弁答弁答弁もいただきました。もいただきました。もいただきました。もいただきました。我々我々我々我々もそのとおりだともそのとおりだともそのとおりだともそのとおりだと思思思思っております。っております。っております。っております。子子子子どもはどもはどもはどもはふふふふやさやさやさやさななななけけけけれれれればばばばいいいいけけけけない、ない、ない、ない、住住住住みみみみよいまちにしよいまちにしよいまちにしよいまちにしななななけけけけれれれればばばばいいいいけけけけない。だない。だない。だない。だけけけけど、ど、ど、ど、イイイインンンンフラフラフラフラ整整整整備備備備はしないということになれはしないということになれはしないということになれはしないということになればばばば、県の、県の、県の、県の発発発発展展展展もないもないもないもないとととと思思思思っておりますので、そのっておりますので、そのっておりますので、そのっておりますので、その点点点点は、は、は、は、今後今後今後今後、その、その、その、その方方方方針針針針でおでおでおでお願願願願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。以以以以上上上上、、、、質問質問質問質問をををを終終終終わわわわります。ります。ります。ります。ほかにほかにほかにほかに質疑質疑質疑質疑がながながながなけけけけれれれればばばば、これをもちまして理事者に、これをもちまして理事者に、これをもちまして理事者に、これをもちまして理事者に対対対対するするするする質疑等質疑等質疑等質疑等をををを終終終終わわわわりりりり○中村委員長○中村委員長○中村委員長○中村委員長ます。ます。ます。ます。それでは、付それでは、付それでは、付それでは、付託託託託をををを受受受受けけけけたたたた各各各各議議議議案案案案について、委員のについて、委員のについて、委員のについて、委員の意見意見意見意見をををを求求求求めめめめます。ます。ます。ます。ご発言ご発言ご発言ご発言をおをおをおをお願願願願いします。いします。いします。いします。自自自自由民主党由民主党由民主党由民主党といたしましては、付といたしましては、付といたしましては、付といたしましては、付託託託託をををを受受受受けけけけております一ております一ております一ております一般般般般会計歳入歳出決算会計歳入歳出決算会計歳入歳出決算会計歳入歳出決算○池田委員○池田委員○池田委員○池田委員ほか全ての議ほか全ての議ほか全ての議ほか全ての議案案案案にににに賛賛賛賛成します。成します。成します。成します。自自自自民党民党民党民党奈良、認定、奈良、認定、奈良、認定、奈良、認定、賛賛賛賛成の成の成の成の立立立立場から場から場から場からご意見ご意見ご意見ご意見申し申し申し申し上げ上げ上げ上げたいとたいとたいとたいと思思思思います。います。います。います。○奥山委員○奥山委員○奥山委員○奥山委員平成２８年度の決算、全て平成２８年度の決算、全て平成２８年度の決算、全て平成２８年度の決算、全て了了了了としたいととしたいととしたいととしたいと思思思思います。２０２０年のいます。２０２０年のいます。２０２０年のいます。２０２０年のパパパパララララリリリリンンンンピピピピックックックック・・・・オオオオリリリリンンンンピピピピックックックック東東東東京京京京、そして、、そして、、そして、、そして、期期期期待待待待しています、しています、しています、しています、大大大大阪阪阪阪万万万万博、２０年博、２０年博、２０年博、２０年後後後後ののののリリリリニニニニアアアア中中中中央新央新央新央新幹線幹線幹線幹線と、と、と、と、非非非非常常常常に奈良県にとってに奈良県にとってに奈良県にとってに奈良県にとって希希希希望望望望がががが持持持持てることてることてることてることばばばばかりがあるとかりがあるとかりがあるとかりがあると思思思思います。います。います。います。私私私私も議員の一も議員の一も議員の一も議員の一人人人人として、として、として、として、ややややりがいがあるとりがいがあるとりがいがあるとりがいがあると思思思思っておりますっておりますっておりますっておりますけけけけれども、平れども、平れども、平れども、平均均均均寿寿寿寿命命命命が１００歳というのは、ほどが１００歳というのは、ほどが１００歳というのは、ほどが１００歳というのは、ほど聞聞聞聞いていていていていくと、いくと、いくと、いくと、少少少少子高子高子高子高齢齢齢齢化、化、化、化、考え考え考え考えていくほど、まだまだ、入るものはしっかり入るようなていくほど、まだまだ、入るものはしっかり入るようなていくほど、まだまだ、入るものはしっかり入るようなていくほど、まだまだ、入るものはしっかり入るような企企企企業業業業誘誘誘誘
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致致致致もしながら、観光もしながら、観光もしながら、観光もしながら、観光客客客客ももももふふふふややややすというすというすというすという努力努力努力努力を、そして、歳出はしっかりとを、そして、歳出はしっかりとを、そして、歳出はしっかりとを、そして、歳出はしっかりと効効効効率のいい歳出率のいい歳出率のいい歳出率のいい歳出をしていただくことがをしていただくことがをしていただくことがをしていただくことが大大大大事かと事かと事かと事か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、来来来来年度の年度の年度の年度の予予予予算に算に算に算に向け向け向け向けて、しっかりと県て、しっかりと県て、しっかりと県て、しっかりと県民民民民にににに了了了了ととととさささされるようなれるようなれるようなれるような予予予予算を出していただくことを算を出していただくことを算を出していただくことを算を出していただくことを期期期期待待待待いたしまして、この議いたしまして、この議いたしまして、この議いたしまして、この議案案案案については、については、については、については、認定、認定、認定、認定、賛賛賛賛成します。成します。成します。成します。日本日本日本日本共共共共産産産産党党党党のののの意見意見意見意見をををを述述述述べべべ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。○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員一一一一般般般般会計決算につきましては、会計決算につきましては、会計決算につきましては、会計決算につきましては、反反反反対対対対します。これは、奈良します。これは、奈良します。これは、奈良します。これは、奈良大立大立大立大立山まつりなどで山まつりなどで山まつりなどで山まつりなどで巨巨巨巨額額額額な費な費な費な費用を用を用を用を投投投投じじじじているにもかかているにもかかているにもかかているにもかかわわわわららららずずずず、、、、民民民民間イ間イ間イ間イベベベベント会ント会ント会ント会社社社社運運運運営営営営で、で、で、で、市民主市民主市民主市民主体体体体のののの祭祭祭祭りにはならりにはならりにはならりにはならずずずず、、、、また、そのまた、そのまた、そのまた、その効効効効果果果果についてもについてもについてもについても発発発発揮揮揮揮をしていない。あるいは、県をしていない。あるいは、県をしていない。あるいは、県をしていない。あるいは、県営営営営ププププーーーール跡ル跡ル跡ル跡地地地地活活活活用事業の総用事業の総用事業の総用事業の総額額額額でいでいでいでいえばえばえばえば２００２００２００２００億円億円億円億円をををを超え超え超え超えるるるる投投投投資、また、資、また、資、また、資、また、登登登登大大大大路バ路バ路バ路バスタースタースタースターミナルミナルミナルミナル、これは、これは、これは、これはババババスタースタースタースターミナルミナルミナルミナルですですですですけけけけれども、れども、れども、れども、複複複複合合合合施設施設施設施設ということで、これが、県ということで、これが、県ということで、これが、県ということで、これが、県民民民民にどのようなにどのようなにどのようなにどのような経済経済経済経済効効効効果果果果があるのか、があるのか、があるのか、があるのか、このこのこのこの点点点点についても不についても不についても不についても不明明明明です （です （です （です （仮称仮称仮称仮称）奈良県）奈良県）奈良県）奈良県国国国国際際際際芸術家芸術家芸術家芸術家村村村村構構構構想想想想についても、についても、についても、についても、投投投投資は資は資は資は大変大大変大大変大大変大。。。。きい計きい計きい計きい計画画画画であり、事業のであり、事業のであり、事業のであり、事業の見見見見通通通通し、事業のし、事業のし、事業のし、事業のリリリリススススクククク、こうした、こうした、こうした、こうした点点点点はははは語語語語られられられられずずずず、、、、大変大大変大大変大大変大きなきなきなきな投投投投資資資資にもかかにもかかにもかかにもかかわわわわららららずずずず、なかなか県、なかなか県、なかなか県、なかなか県民民民民の理の理の理の理解解解解を得られるものになっていないとを得られるものになっていないとを得られるものになっていないとを得られるものになっていないと思思思思っております。っております。っております。っております。中中中中学学学学校校校校をををを卒卒卒卒業するまで、業するまで、業するまで、業するまで、通通通通院院院院も医療費のも医療費のも医療費のも医療費の助助助助成成成成制制制制度が度が度が度が拡拡拡拡充充充充さささされたということはれたということはれたということはれたということは評評評評価価価価さささされるもれるもれるもれるものだとのだとのだとのだと思思思思っておりますが、っておりますが、っておりますが、っておりますが、今今今今のののの経済状況経済状況経済状況経済状況からからからから見見見見ますと、年金がますと、年金がますと、年金がますと、年金が目目目目減減減減りをし、また、りをし、また、りをし、また、りをし、また、労働労働労働労働者者者者のののの実質実質実質実質のののの賃賃賃賃金が金が金が金が下下下下がっている、そういうもとでのがっている、そういうもとでのがっている、そういうもとでのがっている、そういうもとでの消消消消費費費費低低低低迷迷迷迷など、など、など、など、ささささままままざざざざまなまなまなまな苦苦苦苦境の中にあ境の中にあ境の中にあ境の中にある県る県る県る県民民民民のののの暮暮暮暮らしを支らしを支らしを支らしを支ええええるというるというるというるという点点点点での県のでの県のでの県のでの県の財財財財政出政出政出政出動動動動がががが大変大変大変大変弱弱弱弱いといといといと思思思思っております。こういっております。こういっております。こういっております。こういうううう点点点点で、で、で、で、反反反反対対対対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。他他他他の決算についてはの決算についてはの決算についてはの決算については賛賛賛賛成とします。成とします。成とします。成とします。創創創創生生生生奈良といたしましては、奈良といたしましては、奈良といたしましては、奈良といたしましては、賛賛賛賛成で成で成で成でござござござございます。います。います。います。○阪口委員○阪口委員○阪口委員○阪口委員総括で申しましたように、総括で申しましたように、総括で申しましたように、総括で申しましたように、時間時間時間時間外外外外勤勤勤勤務の支給について、それを務の支給について、それを務の支給について、それを務の支給について、それを明明明明らかにしていただきたらかにしていただきたらかにしていただきたらかにしていただきたいということと、職員のいということと、職員のいということと、職員のいということと、職員の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減減減にににに向け向け向け向けて、より一て、より一て、より一て、より一層層層層取り取り取り取り組ん組ん組ん組んでいただきたいといでいただきたいといでいただきたいといでいただきたいということを、うことを、うことを、うことを、個人個人個人個人の委員としての委員としての委員としての委員として発言発言発言発言をしておきます。をしておきます。をしておきます。をしておきます。日本日本日本日本維維維維新新新新の会としては、一の会としては、一の会としては、一の会としては、一般般般般会計につきましては （会計につきましては （会計につきましては （会計につきましては （仮称仮称仮称仮称）奈良県）奈良県）奈良県）奈良県国国国国際際際際芸術芸術芸術芸術○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員 、、、、家家家家村村村村構構構構想想想想とととと予予予予算で算で算で算で反反反反対対対対しておりますので、認定につきましてしておりますので、認定につきましてしておりますので、認定につきましてしておりますので、認定につきまして反反反反対対対対します。します。します。します。ただし、この１年ただし、この１年ただし、この１年ただし、この１年間間間間におきまして、におきまして、におきまして、におきまして、経済経済経済経済効効効効果等果等果等果等のののの説説説説明明明明をををを受受受受けけけけてきました。それをもっとてきました。それをもっとてきました。それをもっとてきました。それをもっと明明明明らかにしていただらかにしていただらかにしていただらかにしていただけけけけるということでしたが、余りるということでしたが、余りるということでしたが、余りるということでしたが、余り明明明明らかにならなかったことがらかにならなかったことがらかにならなかったことがらかにならなかったことが残残残残念念念念とととと思思思思います。います。います。います。来来来来年度は、年度は、年度は、年度は、建建建建つことで決定して進つことで決定して進つことで決定して進つことで決定して進んんんんでいるでいるでいるでいるわけわけわけわけですから、ですから、ですから、ですから、ややややはりはりはりはり住民住民住民住民にきちにきちにきちにきちんんんんとととと説説説説明明明明がががが詳詳詳詳しくしくしくしくさささされますようにれますようにれますようにれますように期期期期待待待待を申しを申しを申しを申し上げ上げ上げ上げます。ます。ます。ます。民民民民進進進進党党党党会会会会派派派派としては、平成２８年度決算、としては、平成２８年度決算、としては、平成２８年度決算、としては、平成２８年度決算、賛賛賛賛成いたします。成いたします。成いたします。成いたします。○森山委員○森山委員○森山委員○森山委員
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自自自自民党民党民党民党絆絆絆絆といたしましては、平成２８年度決算にといたしましては、平成２８年度決算にといたしましては、平成２８年度決算にといたしましては、平成２８年度決算に賛賛賛賛成をいたしま成をいたしま成をいたしま成をいたしま○川口（延）副委員長○川口（延）副委員長○川口（延）副委員長○川口（延）副委員長す。す。す。す。 それでは、これより付それでは、これより付それでは、これより付それでは、これより付託託託託をををを受受受受けけけけましたましたましたました各各各各議議議議案案案案につきまして、につきまして、につきまして、につきまして、採採採採決を行いま決を行いま決を行いま決を行いま○中村委員長○中村委員長○中村委員長○中村委員長す。す。す。す。議第６７号につきましては、委員より議第６７号につきましては、委員より議第６７号につきましては、委員より議第６７号につきましては、委員より反反反反対対対対のののの意見意見意見意見がありましたので、がありましたので、がありましたので、がありましたので、起立起立起立起立によりによりによりにより採採採採決い決い決い決いたします。たします。たします。たします。議第６７号を議第６７号を議第６７号を議第６７号を原案原案原案原案どおり認定することにどおり認定することにどおり認定することにどおり認定することに賛賛賛賛成の成の成の成の方方方方のののの起立起立起立起立をををを求求求求めめめめます。ます。ます。ます。（（（（賛賛賛賛成者成者成者成者起立起立起立起立））））ごごごご着着着着席くだ席くだ席くだ席くだささささい。い。い。い。起立多起立多起立多起立多数数数数ででででござござござございます。よって、議第６７号は、います。よって、議第６７号は、います。よって、議第６７号は、います。よって、議第６７号は、原案原案原案原案どおり認定することに決しました。どおり認定することに決しました。どおり認定することに決しました。どおり認定することに決しました。次次次次に、議第６５号については、に、議第６５号については、に、議第６５号については、に、議第６５号については、簡簡簡簡易採易採易採易採決により行いたいと決により行いたいと決により行いたいと決により行いたいと思思思思いますが、いますが、いますが、いますが、ごごごご異議異議異議異議ござござござございまいまいまいませんせんせんせんか。か。か。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）「「「「それではお諮りいたします。それではお諮りいたします。それではお諮りいたします。それではお諮りいたします。議第６５号につきましては、議第６５号につきましては、議第６５号につきましては、議第６５号につきましては、原案原案原案原案どおり認定することにどおり認定することにどおり認定することにどおり認定することにごごごご異議異議異議異議ござござござございまいまいまいませんせんせんせんか。か。か。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）「「「「ごごごご異議がないものと認異議がないものと認異議がないものと認異議がないものと認めめめめます。よって、議第６５号は、ます。よって、議第６５号は、ます。よって、議第６５号は、ます。よって、議第６５号は、原案原案原案原案どおり認定することに決しどおり認定することに決しどおり認定することに決しどおり認定することに決しました。ました。ました。ました。なお、報第２９号につきましては、報告なお、報第２９号につきましては、報告なお、報第２９号につきましては、報告なお、報第２９号につきましては、報告案案案案件件件件であり、理事者よりであり、理事者よりであり、理事者よりであり、理事者より詳細詳細詳細詳細な報告をな報告をな報告をな報告を受受受受けけけけたこたこたこたこととととととととさせさせさせさせていただきますので、よろしくおていただきますので、よろしくおていただきますので、よろしくおていただきますので、よろしくお願願願願いを申しいを申しいを申しいを申し上げ上げ上げ上げます。ます。ます。ます。これをもちまして付これをもちまして付これをもちまして付これをもちまして付託託託託議議議議案案案案の審査をの審査をの審査をの審査を終終終終わわわわります。ります。ります。ります。次次次次に、委員長報告についてでに、委員長報告についてでに、委員長報告についてでに、委員長報告についてでござござござございますが、本会議でいますが、本会議でいますが、本会議でいますが、本会議で反反反反対対対対討討討討論さ論さ論さ論される場れる場れる場れる場合合合合は、委員長報は、委員長報は、委員長報は、委員長報告に告に告に告に反反反反対意見対意見対意見対意見を記を記を記を記載載載載しないこととなっております。しないこととなっております。しないこととなっております。しないこととなっております。日本日本日本日本共共共共産産産産党党党党はははは反反反反対対対対討討討討論論論論ををををさささされますか。れますか。れますか。れますか。はい。はい。はい。はい。○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 では、委員長報告にでは、委員長報告にでは、委員長報告にでは、委員長報告に反反反反対意見対意見対意見対意見を記を記を記を記載載載載しましましましませんせんせんせんので、よろしくおので、よろしくおので、よろしくおので、よろしくお願願願願いをいたいをいたいをいたいをいた○中村委員長○中村委員長○中村委員長○中村委員長します。します。します。します。日本日本日本日本維維維維新新新新の会はの会はの会はの会は反反反反対対対対討討討討論論論論はどうはどうはどうはどうさささされますか。れますか。れますか。れますか。ややややりまりまりまりませんせんせんせん。。。。○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員 では、委員長報告にでは、委員長報告にでは、委員長報告にでは、委員長報告に反反反反対意見対意見対意見対意見を記を記を記を記載載載載することといたします。することといたします。することといたします。することといたします。○中村委員長○中村委員長○中村委員長○中村委員長
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次次次次に、委員長報告についてでに、委員長報告についてでに、委員長報告についてでに、委員長報告についてでござござござございますが、正副委員長にいますが、正副委員長にいますが、正副委員長にいますが、正副委員長にごごごご一一一一任願え任願え任願え任願えますか。ますか。ますか。ますか。（ 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、そのようにそれでは、そのようにそれでは、そのようにそれでは、そのようにさせさせさせさせていただきます。ていただきます。ていただきます。ていただきます。なお、１０月２０日の議会なお、１０月２０日の議会なお、１０月２０日の議会なお、１０月２０日の議会運運運運営営営営委員会及び本会議で、委員会及び本会議で、委員会及び本会議で、委員会及び本会議で、私私私私から報告から報告から報告から報告させさせさせさせていただきますのていただきますのていただきますのていただきますので、で、で、で、ご了ご了ご了ご了承のほど、よろしくお承のほど、よろしくお承のほど、よろしくお承のほど、よろしくお願願願願いを申しいを申しいを申しいを申し上げ上げ上げ上げます。ます。ます。ます。去去去去る９月の２２日にる９月の２２日にる９月の２２日にる９月の２２日に設置設置設置設置さささされました決算審査特別委員会は、委員れました決算審査特別委員会は、委員れました決算審査特別委員会は、委員れました決算審査特別委員会は、委員各各各各位位位位ののののごごごご協力協力協力協力によりまによりまによりまによりまして、して、して、して、滞滞滞滞りなく全議りなく全議りなく全議りなく全議案案案案を議を議を議を議了了了了し、し、し、し、終終終終了了了了することができました。ここに委員長、副委員長、することができました。ここに委員長、副委員長、することができました。ここに委員長、副委員長、することができました。ここに委員長、副委員長、心心心心からからからから厚厚厚厚くくくく御礼御礼御礼御礼申し申し申し申し上げ上げ上げ上げ、、、、閉閉閉閉会の会の会の会の挨拶挨拶挨拶挨拶ととととさせさせさせさせていただきます。ていただきます。ていただきます。ていただきます。それでは、長それでは、長それでは、長それでは、長時間時間時間時間ににににわわわわたりましたが、これをもちまして決算審査特別委員会をたりましたが、これをもちまして決算審査特別委員会をたりましたが、これをもちまして決算審査特別委員会をたりましたが、これをもちまして決算審査特別委員会を終終終終了了了了いたいたいたいたします。します。します。します。


