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総 務 警 察 委 員 会 記 録総 務 警 察 委 員 会 記 録総 務 警 察 委 員 会 記 録総 務 警 察 委 員 会 記 録

開催日時開催日時開催日時開催日時 平成２５年２月２０日（水） １３：０４～１５：３５平成２５年２月２０日（水） １３：０４～１５：３５平成２５年２月２０日（水） １３：０４～１５：３５平成２５年２月２０日（水） １３：０４～１５：３５

開催場所開催場所開催場所開催場所 第１委員会室第１委員会室第１委員会室第１委員会室

出席委員出席委員出席委員出席委員 ９名９名９名９名

出口 武男 委員長出口 武男 委員長出口 武男 委員長出口 武男 委員長

大国 正博 副委員長大国 正博 副委員長大国 正博 副委員長大国 正博 副委員長

山村 幸穂 委員山村 幸穂 委員山村 幸穂 委員山村 幸穂 委員

乾 浩之 委員乾 浩之 委員乾 浩之 委員乾 浩之 委員

上田 悟 委員上田 悟 委員上田 悟 委員上田 悟 委員

荻田 義雄 委員荻田 義雄 委員荻田 義雄 委員荻田 義雄 委員

国中 憲治 委員国中 憲治 委員国中 憲治 委員国中 憲治 委員

中村 昭 委員中村 昭 委員中村 昭 委員中村 昭 委員

藤本 昭広 委員藤本 昭広 委員藤本 昭広 委員藤本 昭広 委員

欠席委員欠席委員欠席委員欠席委員 なしなしなしなし

出席理事者出席理事者出席理事者出席理事者 林 奈良県理事兼危機管理監林 奈良県理事兼危機管理監林 奈良県理事兼危機管理監林 奈良県理事兼危機管理監

前田 総務部長前田 総務部長前田 総務部長前田 総務部長

中山 地域振興部長中山 地域振興部長中山 地域振興部長中山 地域振興部長

畑中 南部振興監畑中 南部振興監畑中 南部振興監畑中 南部振興監

久保田 観光局長久保田 観光局長久保田 観光局長久保田 観光局長

原山 警察本部長原山 警察本部長原山 警察本部長原山 警察本部長

安道 生活安全部長安道 生活安全部長安道 生活安全部長安道 生活安全部長

福井 刑事部長福井 刑事部長福井 刑事部長福井 刑事部長

平城 交通部長平城 交通部長平城 交通部長平城 交通部長

松木平 警備部長松木平 警備部長松木平 警備部長松木平 警備部長

中村 警務部長 ほか、関係職員中村 警務部長 ほか、関係職員中村 警務部長 ほか、関係職員中村 警務部長 ほか、関係職員

傍聴者傍聴者傍聴者傍聴者 なしなしなしなし

議 事議 事議 事議 事

（１）２月定例県議会提出予定議案等について（１）２月定例県議会提出予定議案等について（１）２月定例県議会提出予定議案等について（１）２月定例県議会提出予定議案等について

（２）その他（２）その他（２）その他（２）その他

〈質疑応答〉〈質疑応答〉〈質疑応答〉〈質疑応答〉
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○出口委員長○出口委員長○出口委員長○出口委員長 ご苦労さまでした。ご苦労さまでした。ご苦労さまでした。ご苦労さまでした。

ただいま説明と報告がございました。その件につきまして、またその他でも結構でござただいま説明と報告がございました。その件につきまして、またその他でも結構でござただいま説明と報告がございました。その件につきまして、またその他でも結構でござただいま説明と報告がございました。その件につきまして、またその他でも結構でござ

いますから、質疑あれば挙手を願いたいと思います。いますから、質疑あれば挙手を願いたいと思います。いますから、質疑あれば挙手を願いたいと思います。いますから、質疑あれば挙手を願いたいと思います。

○荻田委員○荻田委員○荻田委員○荻田委員 私から２～３点お聞きしたいと思います。私から２～３点お聞きしたいと思います。私から２～３点お聞きしたいと思います。私から２～３点お聞きしたいと思います。

まず、今、畑中南部振興監からお話がございましたが、実は私どもの奈良東ロータリーまず、今、畑中南部振興監からお話がございましたが、実は私どもの奈良東ロータリーまず、今、畑中南部振興監からお話がございましたが、実は私どもの奈良東ロータリーまず、今、畑中南部振興監からお話がございましたが、実は私どもの奈良東ロータリー

クラブは、福島県郡山東ロータリークラブと姉妹クラブの提携をしておりまして、先日、クラブは、福島県郡山東ロータリークラブと姉妹クラブの提携をしておりまして、先日、クラブは、福島県郡山東ロータリークラブと姉妹クラブの提携をしておりまして、先日、クラブは、福島県郡山東ロータリークラブと姉妹クラブの提携をしておりまして、先日、

福島県からお見えになりました。福島民友新聞という地方新聞でありますが、ここは除染福島県からお見えになりました。福島民友新聞という地方新聞でありますが、ここは除染福島県からお見えになりました。福島民友新聞という地方新聞でありますが、ここは除染福島県からお見えになりました。福島民友新聞という地方新聞でありますが、ここは除染

やそういったものがまだまだ進まぬところでございますけれども、移転先なども非常に難やそういったものがまだまだ進まぬところでございますけれども、移転先なども非常に難やそういったものがまだまだ進まぬところでございますけれども、移転先なども非常に難やそういったものがまだまだ進まぬところでございますけれども、移転先なども非常に難

しいという状況を随分お話いただきました。しいという状況を随分お話いただきました。しいという状況を随分お話いただきました。しいという状況を随分お話いただきました。

そんな中で、今、南部振興としていろいろな取り組みをしていただいておりますが、先そんな中で、今、南部振興としていろいろな取り組みをしていただいておりますが、先そんな中で、今、南部振興としていろいろな取り組みをしていただいておりますが、先そんな中で、今、南部振興としていろいろな取り組みをしていただいておりますが、先

般も十津川村長さんとも話をしていたのですけれども、あの地域の中で新しい集落をつく般も十津川村長さんとも話をしていたのですけれども、あの地域の中で新しい集落をつく般も十津川村長さんとも話をしていたのですけれども、あの地域の中で新しい集落をつく般も十津川村長さんとも話をしていたのですけれども、あの地域の中で新しい集落をつく

らなくてはならない。そんな中で、村内に２カ所設置をしてしっかり頑張っていこうといらなくてはならない。そんな中で、村内に２カ所設置をしてしっかり頑張っていこうといらなくてはならない。そんな中で、村内に２カ所設置をしてしっかり頑張っていこうといらなくてはならない。そんな中で、村内に２カ所設置をしてしっかり頑張っていこうとい

う気持ちに燃えていただいております。また五條市大塔町宇井、清水、さらには野迫川村、う気持ちに燃えていただいております。また五條市大塔町宇井、清水、さらには野迫川村、う気持ちに燃えていただいております。また五條市大塔町宇井、清水、さらには野迫川村、う気持ちに燃えていただいております。また五條市大塔町宇井、清水、さらには野迫川村、

そういったところにもいろいろとご対応をいただいておりますこと、本当にありがたいなそういったところにもいろいろとご対応をいただいておりますこと、本当にありがたいなそういったところにもいろいろとご対応をいただいておりますこと、本当にありがたいなそういったところにもいろいろとご対応をいただいておりますこと、本当にありがたいな

と思っています。今も南部振興の、特に復旧・復興に２７１億円余の予算を投入するといと思っています。今も南部振興の、特に復旧・復興に２７１億円余の予算を投入するといと思っています。今も南部振興の、特に復旧・復興に２７１億円余の予算を投入するといと思っています。今も南部振興の、特に復旧・復興に２７１億円余の予算を投入するとい

うことでございます。うことでございます。うことでございます。うことでございます。

そこで、特に自由民主そこで、特に自由民主そこで、特に自由民主そこで、特に自由民主党党党党がががが政権政権政権政権をををを担担担担うことになりましてから、うことになりましてから、うことになりましてから、うことになりましてから、強靱化強靱化強靱化強靱化対対対対策策策策、さらには、さらには、さらには、さらには老老老老

朽化朽化朽化朽化したそれしたそれしたそれしたそれぞぞぞぞれのれのれのれの施施施施設、設、設、設、トンネルトンネルトンネルトンネルであれであれであれであれ橋梁橋梁橋梁橋梁であれ、そしてまた、であれ、そしてまた、であれ、そしてまた、であれ、そしてまた、維維維維持管理の道持管理の道持管理の道持管理の道路路路路、こ、こ、こ、こ

ういったことに非常な投ういったことに非常な投ういったことに非常な投ういったことに非常な投資資資資をしていかなくてはならないことををしていかなくてはならないことををしていかなくてはならないことををしていかなくてはならないことを考考考考えるときに、奈良えるときに、奈良えるときに、奈良えるときに、奈良土土土土木事木事木事木事

務所にお聞きしてみますと、非常に務所にお聞きしてみますと、非常に務所にお聞きしてみますと、非常に務所にお聞きしてみますと、非常に土土土土木の木の木の木の技術者技術者技術者技術者がががが少少少少ない。今、県からも南部にない。今、県からも南部にない。今、県からも南部にない。今、県からも南部に派遣派遣派遣派遣をしをしをしをし

たりという状況のもとで、たりという状況のもとで、たりという状況のもとで、たりという状況のもとで、果果果果たしてこれだけのたしてこれだけのたしてこれだけのたしてこれだけの消化消化消化消化をしていけるのだろうかと、いろいろをしていけるのだろうかと、いろいろをしていけるのだろうかと、いろいろをしていけるのだろうかと、いろいろ

なななな土土土土木事務所と話をしておりましても、なかなか前を木事務所と話をしておりましても、なかなか前を木事務所と話をしておりましても、なかなか前を木事務所と話をしておりましても、なかなか前を向向向向いていていていて消化消化消化消化しししし切切切切れていない部分があれていない部分があれていない部分があれていない部分があ

るるるるよよよように思います。このうに思います。このうに思います。このうに思います。この辺辺辺辺について、今について、今について、今について、今申申申申し上し上し上し上げげげげたたたた強靱化強靱化強靱化強靱化対対対対策策策策のののの土土土土木予算、道木予算、道木予算、道木予算、道路路路路、、、、河河河河川、川、川、川、

あるいはあるいはあるいはあるいは急傾斜急傾斜急傾斜急傾斜地等に、奈良県の地等に、奈良県の地等に、奈良県の地等に、奈良県の各土各土各土各土木事務所、そして本木事務所、そして本木事務所、そして本木事務所、そして本課課課課のののの土土土土木木木木技術者技術者技術者技術者が本当に十分なが本当に十分なが本当に十分なが本当に十分な

対応をし対応をし対応をし対応をし切切切切れているのか。さらに、れているのか。さらに、れているのか。さらに、れているのか。さらに、土土土土木の木の木の木の技術者技術者技術者技術者がどれだけ新がどれだけ新がどれだけ新がどれだけ新規採用規採用規採用規採用されるのか。あるいされるのか。あるいされるのか。あるいされるのか。あるい

はまた、今から１０年余り前に、はまた、今から１０年余り前に、はまた、今から１０年余り前に、はまた、今から１０年余り前に、高卒高卒高卒高卒のののの工業系工業系工業系工業系の、特にの、特にの、特にの、特に土土土土木木木木系系系系職員の職員の職員の職員の採用採用採用採用をしていたをしていたをしていたをしていた時期時期時期時期

もあるやに聞いていますけれども、こういったことももあるやに聞いていますけれども、こういったことももあるやに聞いていますけれども、こういったことももあるやに聞いていますけれども、こういったことも考考考考えられるのか、まずお聞かえられるのか、まずお聞かえられるのか、まずお聞かえられるのか、まずお聞かせせせせいたいたいたいた

だきたいと思います。だきたいと思います。だきたいと思います。だきたいと思います。

○中総務部次長人事課長事務取扱○中総務部次長人事課長事務取扱○中総務部次長人事課長事務取扱○中総務部次長人事課長事務取扱 荻田委員から、本県の荻田委員から、本県の荻田委員から、本県の荻田委員から、本県の災害災害災害災害復旧等に係って、復旧等に係って、復旧等に係って、復旧等に係って、土土土土木木木木技術技術技術技術

職員が非常に職員が非常に職員が非常に職員が非常に多忙多忙多忙多忙でなかなか事でなかなか事でなかなか事でなかなか事業業業業が進まないのではないか、今のが進まないのではないか、今のが進まないのではないか、今のが進まないのではないか、今の現現現現状はどうかというご質状はどうかというご質状はどうかというご質状はどうかというご質
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問問問問でございました。本県におけるでございました。本県におけるでございました。本県におけるでございました。本県における土土土土木木木木技術技術技術技術職員は、職員は、職員は、職員は、近近近近年の年の年の年の公共公共公共公共事事事事業業業業の事の事の事の事業量業量業量業量がががが減少減少減少減少したこしたこしたこしたこ

とにとにとにとによよよよりまして、それにりまして、それにりまして、それにりまして、それに比比比比例して例して例して例して減少減少減少減少してきております。委員おしてきております。委員おしてきております。委員おしてきております。委員お述べ述べ述べ述べの、平成２３年のの、平成２３年のの、平成２３年のの、平成２３年の台台台台

風風風風１２１２１２１２号号号号のののの災害災害災害災害復旧事復旧事復旧事復旧事業業業業に関しましては、すに関しましては、すに関しましては、すに関しましては、すぐぐぐぐにににに技術技術技術技術職員を職員を職員を職員を採用採用採用採用することはできますることはできますることはできますることはできませせせせん。ん。ん。ん。

そのたそのたそのたそのためめめめにににに近畿近畿近畿近畿のののの各各各各県からも応県からも応県からも応県からも応援援援援をををを求め求め求め求めながらながらながらながら速速速速やかな復旧やかな復旧やかな復旧やかな復旧体制体制体制体制をとって対応してきていをとって対応してきていをとって対応してきていをとって対応してきてい

るところでございます。こうした状況をるところでございます。こうした状況をるところでございます。こうした状況をるところでございます。こうした状況を踏踏踏踏まえまして、荻田委員がおっしまえまして、荻田委員がおっしまえまして、荻田委員がおっしまえまして、荻田委員がおっしゃゃゃゃられておりまられておりまられておりまられておりま

すすすすよよよように、職員うに、職員うに、職員うに、職員採用採用採用採用についてもについてもについてもについても募募募募集集集集枠枠枠枠ををををふふふふやしてやしてやしてやして有為有為有為有為なななな人材確人材確人材確人材確保を保を保を保を目指目指目指目指して取り組んできして取り組んできして取り組んできして取り組んでき

たところでございます。また、たところでございます。また、たところでございます。また、たところでございます。また、土土土土木部におきましても大木部におきましても大木部におきましても大木部におきましても大学学学学等等等等へへへへのリクのリクのリクのリクルルルルーーーートトトト活活活活動動動動もももも積極的積極的積極的積極的

にににに行行行行っていただくなどして、本県っていただくなどして、本県っていただくなどして、本県っていただくなどして、本県へへへへのののの受験者受験者受験者受験者のののの増加増加増加増加をををを誘発誘発誘発誘発するするするするよよよようにうにうにうに努め努め努め努めたところでござたところでござたところでござたところでござ

いました。しかしながら、いました。しかしながら、いました。しかしながら、いました。しかしながら、期待期待期待期待にににに反反反反しましてしましてしましてしまして受験者数受験者数受験者数受験者数もなかなかもなかなかもなかなかもなかなか伸び悩伸び悩伸び悩伸び悩んでおりまして、んでおりまして、んでおりまして、んでおりまして、

結結結結果果果果として十分なとして十分なとして十分なとして十分な土土土土木木木木技術技術技術技術職員を職員を職員を職員を獲得獲得獲得獲得できていないのができていないのができていないのができていないのが現現現現状でございます。その他、状でございます。その他、状でございます。その他、状でございます。その他、土土土土木木木木

部とも十分部とも十分部とも十分部とも十分協協協協議をしながら議をしながら議をしながら議をしながら測量測量測量測量とか設とか設とか設とか設計計計計等で等で等で等で外外外外部に委部に委部に委部に委託託託託できるものについてはできるものについてはできるものについてはできるものについては積極的積極的積極的積極的に委に委に委に委

託託託託を進を進を進を進めめめめて対応しているところでございます。今、ごて対応しているところでございます。今、ごて対応しているところでございます。今、ごて対応しているところでございます。今、ご心配心配心配心配いただいております、事いただいております、事いただいております、事いただいております、事業費業費業費業費がががが

これだけこれだけこれだけこれだけふふふふえて対応がえて対応がえて対応がえて対応が可能可能可能可能かということにつきましては、平成２かということにつきましては、平成２かということにつきましては、平成２かということにつきましては、平成２６６６６年年年年度度度度にににに向向向向けた職員けた職員けた職員けた職員採用採用採用採用

試験試験試験試験のののの募募募募集につきましても集につきましても集につきましても集につきましても採用枠拡採用枠拡採用枠拡採用枠拡大を大を大を大を引引引引きききき続続続続きききき行行行行うなど、また、県職員がうなど、また、県職員がうなど、また、県職員がうなど、また、県職員が行行行行ううううべべべべきききき業業業業務務務務

と委と委と委と委託託託託でででで行行行行うううう業業業業務をしっかり務をしっかり務をしっかり務をしっかり区区区区分しながら、分しながら、分しながら、分しながら、効率的効率的効率的効率的なななな執行体制執行体制執行体制執行体制のののの確立確立確立確立をををを目指目指目指目指し事し事し事し事業業業業の進の進の進の進捗捗捗捗

を進を進を進を進めめめめてまいりたいと思っております。てまいりたいと思っております。てまいりたいと思っております。てまいりたいと思っております。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○荻田委員○荻田委員○荻田委員○荻田委員 そういう話はそういう話はそういう話はそういう話は紙紙紙紙の上の話だと思います。実の上の話だと思います。実の上の話だと思います。実の上の話だと思います。実際際際際に、例えばに、例えばに、例えばに、例えば土土土土木事務所に私たち木事務所に私たち木事務所に私たち木事務所に私たち

が地域のが地域のが地域のが地域の要望要望要望要望やそういったことをお話しますと、係長あるいはやそういったことをお話しますと、係長あるいはやそういったことをお話しますと、係長あるいはやそういったことをお話しますと、係長あるいは担担担担当職員がお当職員がお当職員がお当職員がお越越越越しをいただしをいただしをいただしをいただ

く。そんな中で、く。そんな中で、く。そんな中で、く。そんな中で、一一一一つつつつ二二二二つつつつ時間時間時間時間がとられていく。結がとられていく。結がとられていく。結がとられていく。結果的果的果的果的には、なかなか事には、なかなか事には、なかなか事には、なかなか事業業業業そのものが進そのものが進そのものが進そのものが進

んでいかない。今おっしんでいかない。今おっしんでいかない。今おっしんでいかない。今おっしゃゃゃゃるるるるよよよように、うに、うに、うに、外外外外部委部委部委部委託託託託でいろいろなことをしている。しかし、でいろいろなことをしている。しかし、でいろいろなことをしている。しかし、でいろいろなことをしている。しかし、決決決決

めめめめられること、られること、られること、られること、決め決め決め決められないこと、そしてまた職員でなかったらできないこと、できるこられないこと、そしてまた職員でなかったらできないこと、できるこられないこと、そしてまた職員でなかったらできないこと、できるこられないこと、そしてまた職員でなかったらできないこと、できるこ

と、これがありますので、おっしと、これがありますので、おっしと、これがありますので、おっしと、これがありますので、おっしゃゃゃゃるるるるよよよようなうなうなうな紙紙紙紙の上での上での上での上で言葉言葉言葉言葉だけだけだけだけ発発発発しているというのでは、しているというのでは、しているというのでは、しているというのでは、

現場現場現場現場のののの土土土土木事務所、これ奈良県には随分ありますけれども、大木事務所、これ奈良県には随分ありますけれども、大木事務所、これ奈良県には随分ありますけれども、大木事務所、これ奈良県には随分ありますけれども、大変変変変な状況です。それから、な状況です。それから、な状況です。それから、な状況です。それから、

奈良県奈良県奈良県奈良県庁庁庁庁のののの土土土土木部本木部本木部本木部本課課課課にはにはにはには技術技術技術技術職もたくさんおいでになると思う。やはり職もたくさんおいでになると思う。やはり職もたくさんおいでになると思う。やはり職もたくさんおいでになると思う。やはり現場現場現場現場主義という主義という主義という主義という

中で、中で、中で、中で、土土土土木の木の木の木の技術者技術者技術者技術者はできるだけはできるだけはできるだけはできるだけ土土土土木事務所木事務所木事務所木事務所へへへへ出すという対応をしなかったら、今の事出すという対応をしなかったら、今の事出すという対応をしなかったら、今の事出すという対応をしなかったら、今の事態態態態

はははは乗乗乗乗りりりり切切切切ることができないと思うのです。ることができないと思うのです。ることができないと思うのです。ることができないと思うのです。土土土土木部本木部本木部本木部本課課課課のののの課課課課長は、長は、長は、長は、何何何何も事務職であってもも事務職であってもも事務職であってもも事務職であっても悪悪悪悪

くないと思います。本くないと思います。本くないと思います。本くないと思います。本省省省省とのとのとのとの協協協協議や、議や、議や、議や、専門的専門的専門的専門的なことはなことはなことはなことは下下下下にににに課課課課長長長長補佐補佐補佐補佐もおいでになるもおいでになるもおいでになるもおいでになるわわわわけでけでけでけで

すから、そういった対応もすから、そういった対応もすから、そういった対応もすから、そういった対応もひひひひとつとしてあるのではないか、とつとしてあるのではないか、とつとしてあるのではないか、とつとしてあるのではないか、人人人人事では今の事では今の事では今の事では今の土土土土木部、特に木部、特に木部、特に木部、特に土土土土

木木木木技術者技術者技術者技術者がもう本当に大がもう本当に大がもう本当に大がもう本当に大変変変変な状況になっているというな状況になっているというな状況になっているというな状況になっているという認識認識認識認識はあるのかないのか。はあるのかないのか。はあるのかないのか。はあるのかないのか。現場現場現場現場はどはどはどはど

んな思いをしておいでになるのか。もうんな思いをしておいでになるのか。もうんな思いをしておいでになるのか。もうんな思いをしておいでになるのか。もう多多多多くはくはくはくは言言言言いまいまいまいませせせせんから、これはしっかり取り組んんから、これはしっかり取り組んんから、これはしっかり取り組んんから、これはしっかり取り組ん
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でください。そうでなかったら、これは復旧・復興に対するこの２７１億円のでください。そうでなかったら、これは復旧・復興に対するこの２７１億円のでください。そうでなかったら、これは復旧・復興に対するこの２７１億円のでください。そうでなかったら、これは復旧・復興に対するこの２７１億円の消化消化消化消化でも私でも私でも私でも私

は大は大は大は大変変変変なことになると思います。なことになると思います。なことになると思います。なことになると思います。

それと、それと、それと、それと、高卒採用高卒採用高卒採用高卒採用というのはというのはというのはというのは現現現現実実実実的的的的にににに土土土土木木木木技術技術技術技術職としてはあるのかないのか。特に大職としてはあるのかないのか。特に大職としてはあるのかないのか。特に大職としてはあるのかないのか。特に大卒卒卒卒

で奈良県の職員で奈良県の職員で奈良県の職員で奈良県の職員採用採用採用採用に応に応に応に応募募募募されるという方が非常にされるという方が非常にされるという方が非常にされるという方が非常に少少少少ないないないないよよよようです。これはうです。これはうです。これはうです。これは何何何何なのか。本なのか。本なのか。本なのか。本

来来来来、今の、今の、今の、今の時代時代時代時代だからだからだからだから公公公公務員務員務員務員志望志望志望志望はははは多多多多いはずなのでしいはずなのでしいはずなのでしいはずなのでしょょょょうけれども、このうけれども、このうけれども、このうけれども、この土土土土木木木木技術技術技術技術職員は応職員は応職員は応職員は応

募募募募がががが少少少少ない。原ない。原ない。原ない。原因因因因はははは何何何何か。このか。このか。このか。この辺辺辺辺ももももひひひひとつとつとつとつ教教教教えていただいたらありがたいと思います。えていただいたらありがたいと思います。えていただいたらありがたいと思います。えていただいたらありがたいと思います。

それから、それから、それから、それから、一一一一般質般質般質般質問問問問もさもさもさもさせせせせていただきますが、いろいろとていただきますが、いろいろとていただきますが、いろいろとていただきますが、いろいろと知知知知事は観光振興にかか事は観光振興にかか事は観光振興にかか事は観光振興にかかわわわわってってってって

頑張っていただいておりますし、観光頑張っていただいておりますし、観光頑張っていただいておりますし、観光頑張っていただいておりますし、観光誘発誘発誘発誘発活活活活動動動動をををを初め初め初め初めそれそれそれそれぞぞぞぞれのきれのきれのきれのきめ細め細め細め細かなかなかなかな行政行政行政行政手手手手腕腕腕腕を持を持を持を持

って対応していただいていると思います。その中でも、東って対応していただいていると思います。その中でも、東って対応していただいていると思います。その中でも、東って対応していただいていると思います。その中でも、東アジアアジアアジアアジアとのとのとのとの連連連連携、あるいはまた携、あるいはまた携、あるいはまた携、あるいはまた

派遣派遣派遣派遣、こういったことも、こういったことも、こういったことも、こういったことも含め含め含め含めて２億円余りを投入していこうという予算だと思います、て２億円余りを投入していこうという予算だと思います、て２億円余りを投入していこうという予算だと思います、て２億円余りを投入していこうという予算だと思います、ぱぱぱぱ

っと見たっと見たっと見たっと見た感じね感じね感じね感じね。今、中国。今、中国。今、中国。今、中国人人人人の観光の観光の観光の観光客客客客は、前年は、前年は、前年は、前年度度度度にににに比べ比べ比べ比べてててて去去去去年はどの年はどの年はどの年はどのぐぐぐぐらいらいらいらい減少減少減少減少しているしているしているしている

のか。それから、東のか。それから、東のか。それから、東のか。それから、東アジアアジアアジアアジア地方地方地方地方政府政府政府政府会会会会合合合合でもでもでもでも昨昨昨昨年ああいう日本年ああいう日本年ああいう日本年ああいう日本バッシングバッシングバッシングバッシングがあって、中国があって、中国があって、中国があって、中国

からおからおからおからお越越越越しいただけなかったこともあって、特に民しいただけなかったこともあって、特に民しいただけなかったこともあって、特に民しいただけなかったこともあって、特に民間外間外間外間外交、あるいはこういう姉妹交、あるいはこういう姉妹交、あるいはこういう姉妹交、あるいはこういう姉妹都都都都市の市の市の市の

関係から見て、ことしはうまくいくのだろうかと関係から見て、ことしはうまくいくのだろうかと関係から見て、ことしはうまくいくのだろうかと関係から見て、ことしはうまくいくのだろうかと懸念懸念懸念懸念しています。そのしています。そのしています。そのしています。その辺ひ辺ひ辺ひ辺ひとつおとつおとつおとつお答答答答えくえくえくえく

ださい。ださい。ださい。ださい。

それからもう１点、今、中国ではそれからもう１点、今、中国ではそれからもう１点、今、中国ではそれからもう１点、今、中国では微小粒子微小粒子微小粒子微小粒子、、、、ＰＭＰＭＰＭＰＭ２２２２．．．．５がいろいろな５がいろいろな５がいろいろな５がいろいろな形形形形で、中国全で、中国全で、中国全で、中国全土土土土にににに

わわわわたってたってたってたってスモッグ化スモッグ化スモッグ化スモッグ化しています。この状況を本県でもいろいろとしています。この状況を本県でもいろいろとしています。この状況を本県でもいろいろとしています。この状況を本県でもいろいろと測測測測定定定定器値器値器値器値を設置していたを設置していたを設置していたを設置していた

だいていると思いますが、だいていると思いますが、だいていると思いますが、だいていると思いますが、現在現在現在現在どういうどういうどういうどういう段階段階段階段階なのか。それから、なのか。それから、なのか。それから、なのか。それから、滋賀滋賀滋賀滋賀県ではこの県ではこの県ではこの県ではこの測測測測定定定定場場場場所所所所

がががが８８８８カ所カ所カ所カ所ぐぐぐぐらいあるのです。奈良県では１カ所と聞いていますが、そのらいあるのです。奈良県では１カ所と聞いていますが、そのらいあるのです。奈良県では１カ所と聞いていますが、そのらいあるのです。奈良県では１カ所と聞いていますが、その辺辺辺辺どうなのかおどうなのかおどうなのかおどうなのかお答答答答

えください。えください。えください。えください。

○中総務部次長人事課長事務取扱○中総務部次長人事課長事務取扱○中総務部次長人事課長事務取扱○中総務部次長人事課長事務取扱 土土土土木木木木技術技術技術技術職員の職員の職員の職員の高卒者高卒者高卒者高卒者のののの採用採用採用採用の状況はどうかというごの状況はどうかというごの状況はどうかというごの状況はどうかというご

質質質質問問問問をいただいています。をいただいています。をいただいています。をいただいています。現在現在現在現在ではではではでは技術技術技術技術職員につきましては大職員につきましては大職員につきましては大職員につきましては大学卒業程度学卒業程度学卒業程度学卒業程度のののの一種一種一種一種のののの採用試採用試採用試採用試

験験験験のみでのみでのみでのみで採用採用採用採用しております。平成１０年のしております。平成１０年のしております。平成１０年のしております。平成１０年の初め初め初め初めごろでごろでごろでごろで一一一一応応応応高校卒業高校卒業高校卒業高校卒業のののの採用採用採用採用はとはとはとはとめめめめている状ている状ている状ている状

況でございます。況でございます。況でございます。況でございます。

それと、大それと、大それと、大それと、大学卒業学卒業学卒業学卒業の方の応の方の応の方の応の方の応募募募募の状況につきましては、奈良県との状況につきましては、奈良県との状況につきましては、奈良県との状況につきましては、奈良県と近畿近畿近畿近畿の他の他の他の他府府府府県の状況でい県の状況でい県の状況でい県の状況でい

ろいろろいろろいろろいろ意意意意見交見交見交見交換換換換する機会がありましたが、やはりする機会がありましたが、やはりする機会がありましたが、やはりする機会がありましたが、やはり公公公公務員務員務員務員採用試験採用試験採用試験採用試験に応に応に応に応募募募募をされる方がをされる方がをされる方がをされる方が近畿近畿近畿近畿

の中でもの中でもの中でもの中でも同じよ同じよ同じよ同じようにうにうにうに少少少少ない状況にあることは、今のない状況にあることは、今のない状況にあることは、今のない状況にあることは、今の傾向傾向傾向傾向であると聞いております。であると聞いております。であると聞いております。であると聞いております。以以以以上で上で上で上で

ございます。ございます。ございます。ございます。

○中村国際観光課長○中村国際観光課長○中村国際観光課長○中村国際観光課長 荻田委員から中国荻田委員から中国荻田委員から中国荻田委員から中国人人人人観光観光観光観光客客客客のののの減少減少減少減少状況、それから、姉妹状況、それから、姉妹状況、それから、姉妹状況、それから、姉妹都都都都市に市に市に市に絡絡絡絡みみみみ

まして、今まして、今まして、今まして、今後後後後どういうどういうどういうどういう展開展開展開展開をしていくかというご質をしていくかというご質をしていくかというご質をしていくかというご質問問問問でございます。中国でございます。中国でございます。中国でございます。中国人人人人観光観光観光観光客減少客減少客減少客減少にににに
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つきましては、ご案内のとおりつきましては、ご案内のとおりつきましては、ご案内のとおりつきましては、ご案内のとおり昨昨昨昨今の今の今の今の尖閣諸尖閣諸尖閣諸尖閣諸島の島の島の島の問題問題問題問題が大きなが大きなが大きなが大きな要因要因要因要因でございまして、日中でございまして、日中でございまして、日中でございまして、日中

関係が関係が関係が関係がぎぎぎぎくしくしくしくしゃゃゃゃくした状況の中、全国くした状況の中、全国くした状況の中、全国くした状況の中、全国的的的的なななな数値数値数値数値で見ますと、対前年４で見ますと、対前年４で見ますと、対前年４で見ますと、対前年４割割割割ないしは５ないしは５ないしは５ないしは５割程度割程度割程度割程度

でございます。奈良県のでございます。奈良県のでございます。奈良県のでございます。奈良県の各各各各観光事観光事観光事観光事業者業者業者業者にににに問問問問いいいい合わせ合わせ合わせ合わせていろいろな事ていろいろな事ていろいろな事ていろいろな事情情情情を聞きますと、例えを聞きますと、例えを聞きますと、例えを聞きますと、例え

ばばばば宿泊宿泊宿泊宿泊事事事事業者業者業者業者であればであればであればであればキャンセルキャンセルキャンセルキャンセルがががが相次相次相次相次いでいるという状況も聞きますので、全国いでいるという状況も聞きますので、全国いでいるという状況も聞きますので、全国いでいるという状況も聞きますので、全国的的的的なななな趨趨趨趨

勢勢勢勢とととと比比比比例しまして、奈良県も観光例しまして、奈良県も観光例しまして、奈良県も観光例しまして、奈良県も観光客客客客がががが減少減少減少減少していることはしていることはしていることはしていることは否め否め否め否めないないないない現現現現状であります。状であります。状であります。状であります。

それから、姉妹それから、姉妹それから、姉妹それから、姉妹都都都都市の関係でございます。奈良県では中国市の関係でございます。奈良県では中国市の関係でございます。奈良県では中国市の関係でございます。奈良県では中国陜西省陜西省陜西省陜西省と平成２３年９月に友と平成２３年９月に友と平成２３年９月に友と平成２３年９月に友

好好好好提携を提携を提携を提携を締締締締結して結して結して結して以来以来以来以来、、、、協協協協定定定定書書書書にににに基づ基づ基づ基づきましてさまざまな交きましてさまざまな交きましてさまざまな交きましてさまざまな交流流流流を進を進を進を進めめめめておりました。また、ておりました。また、ておりました。また、ておりました。また、

平成２４年７月には平成２４年７月には平成２４年７月には平成２４年７月には陜西省陜西省陜西省陜西省のののの省省省省長も奈良県にお見えになりまして、長も奈良県にお見えになりまして、長も奈良県にお見えになりまして、長も奈良県にお見えになりまして、知知知知事あるいは県議会の事あるいは県議会の事あるいは県議会の事あるいは県議会の

関係の関係の関係の関係の皆様皆様皆様皆様と会と会と会と会談談談談いただいたいただいたいただいたいただいたわわわわけでございますけれども、けでございますけれども、けでございますけれども、けでございますけれども、昨昨昨昨年年年年来来来来からの日中関係のからの日中関係のからの日中関係のからの日中関係の悪化悪化悪化悪化をををを

受受受受けまして、平成２４年けまして、平成２４年けまして、平成２４年けまして、平成２４年度度度度中に予定されておりました中に予定されておりました中に予定されておりました中に予定されておりました陜西省陜西省陜西省陜西省との友との友との友との友好的好的好的好的ななななイベイベイベイベントントントントや、いや、いや、いや、い

ろいろな事ろいろな事ろいろな事ろいろな事業業業業を中を中を中を中止止止止しているのがしているのがしているのがしているのが現現現現状でございます。状でございます。状でございます。状でございます。最最最最近近近近におきましては、中国のにおきましては、中国のにおきましては、中国のにおきましては、中国の船舶船舶船舶船舶ああああ

るいはるいはるいはるいは航空航空航空航空機が機が機が機が我我我我が国のが国のが国のが国の尖閣諸尖閣諸尖閣諸尖閣諸島島島島周周周周辺辺辺辺のののの領海領海領海領海あるいはあるいはあるいはあるいは領空領空領空領空へへへへのののの侵侵侵侵入を入を入を入を繰繰繰繰りりりり返返返返し、日中関係し、日中関係し、日中関係し、日中関係

がががが依然依然依然依然好好好好転する気転する気転する気転する気配配配配を見を見を見を見せせせせていない状況にありまして、平成２５年ていない状況にありまして、平成２５年ていない状況にありまして、平成２５年ていない状況にありまして、平成２５年度度度度の事の事の事の事業業業業実実実実施施施施にににに影響影響影響影響をををを

及ぼ及ぼ及ぼ及ぼすすすす可能可能可能可能性性性性もあると聞いております。日中もあると聞いております。日中もあると聞いております。日中もあると聞いております。日中両両両両国国国国政府政府政府政府の対応など、いろいろなの対応など、いろいろなの対応など、いろいろなの対応など、いろいろな情勢情勢情勢情勢にににに引引引引きききき

続続続続きききき注注注注目目目目しているところでございますが、今しているところでございますが、今しているところでございますが、今しているところでございますが、今後後後後もももも情情情情報報報報収収収収集に集に集に集に努め努め努め努めて、て、て、て、陜西省陜西省陜西省陜西省側側側側とのとのとのとの連絡連絡連絡連絡をををを

密密密密にしてまいりたいとにしてまいりたいとにしてまいりたいとにしてまいりたいと考考考考えております。えております。えております。えております。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○奈良知事公室次長東アジア連携課長事務取扱○奈良知事公室次長東アジア連携課長事務取扱○奈良知事公室次長東アジア連携課長事務取扱○奈良知事公室次長東アジア連携課長事務取扱 東東東東アジアアジアアジアアジア地方地方地方地方政府政府政府政府会会会会合合合合の平成２５年の平成２５年の平成２５年の平成２５年度以度以度以度以

降降降降の見通しにつきましてご説明をさの見通しにつきましてご説明をさの見通しにつきましてご説明をさの見通しにつきましてご説明をさせせせせていただきます。東ていただきます。東ていただきます。東ていただきます。東アジアアジアアジアアジア地方地方地方地方政府政府政府政府会会会会合合合合でございまでございまでございまでございま

すけれども、ごすけれども、ごすけれども、ごすけれども、ご承承承承知知知知のとおり、これは日中２国のとおり、これは日中２国のとおり、これは日中２国のとおり、これは日中２国間間間間の会議ではございまの会議ではございまの会議ではございまの会議ではございませせせせんで、んで、んで、んで、ＡＳＥＡＮＡＳＥＡＮＡＳＥＡＮＡＳＥＡＮ

諸諸諸諸国も国も国も国も含め含め含め含めました７カ国のました７カ国のました７カ国のました７カ国のママママルルルルチチチチの地方の地方の地方の地方政府政府政府政府にににによよよよります会ります会ります会ります会合合合合でございます。ごでございます。ごでございます。ごでございます。ご指指指指摘摘摘摘のとおのとおのとおのとお

り、平成２４年１１月の全り、平成２４年１１月の全り、平成２４年１１月の全り、平成２４年１１月の全体体体体会会会会合合合合におきましては中国からのにおきましては中国からのにおきましては中国からのにおきましては中国からの参参参参加加加加はございまはございまはございまはございませせせせんでしたけんでしたけんでしたけんでしたけ

れども、５カ国３れども、５カ国３れども、５カ国３れども、５カ国３８８８８地方地方地方地方政府政府政府政府がががが参参参参加加加加をいただきまして、をいただきまして、をいただきまして、をいただきまして、少子高少子高少子高少子高齢齢齢齢化化化化社社社社会会会会へへへへの対応等、東の対応等、東の対応等、東の対応等、東アアアア

ジアジアジアジア地方地方地方地方政府政府政府政府にににに共共共共通する通する通する通する課題課題課題課題について活について活について活について活発発発発なななな意意意意見交見交見交見交換換換換をををを行行行行ったところでございます。ったところでございます。ったところでございます。ったところでございます。

今今今今後後後後の見通しでございますけれども、平成２５年の見通しでございますけれども、平成２５年の見通しでございますけれども、平成２５年の見通しでございますけれども、平成２５年度度度度の第４の第４の第４の第４回回回回の地方の地方の地方の地方政府政府政府政府会会会会合合合合につきましにつきましにつきましにつきまし

ては、中国ては、中国ては、中国ては、中国陜西省陜西省陜西省陜西省でででで開開開開催催催催するという前提で今、事務するという前提で今、事務するという前提で今、事務するという前提で今、事務レベレベレベレベルルルルでででで調整調整調整調整をををを行行行行っているところでごっているところでごっているところでごっているところでご

ざいます。もともとのざいます。もともとのざいます。もともとのざいます。もともとの経緯経緯経緯経緯といたしましては、平成２４年７月に中国といたしましては、平成２４年７月に中国といたしましては、平成２４年７月に中国といたしましては、平成２４年７月に中国陜西省陜西省陜西省陜西省のののの趙趙趙趙正正正正永永永永省省省省長長長長

が奈良県をが奈良県をが奈良県をが奈良県を訪訪訪訪れたれたれたれた際際際際にににに荒荒荒荒井井井井知知知知事と会事と会事と会事と会談談談談をいたしまして、そのをいたしまして、そのをいたしまして、そのをいたしまして、その際際際際に先方から第４に先方から第４に先方から第４に先方から第４回回回回地方地方地方地方政府政府政府政府

会会会会合合合合につきましてにつきましてにつきましてにつきまして西西西西安で安で安で安で開開開開催催催催したいというご提案あったところでございます。したいというご提案あったところでございます。したいというご提案あったところでございます。したいというご提案あったところでございます。現在現在現在現在の状況の状況の状況の状況

でございますけれども、でございますけれども、でございますけれども、でございますけれども、引引引引きききき続続続続き事務き事務き事務き事務的的的的にににに協協協協議を議を議を議を続続続続けているところでございまして、平成けているところでございまして、平成けているところでございまして、平成けているところでございまして、平成

２５年１月中２５年１月中２５年１月中２５年１月中旬旬旬旬にも県職員をにも県職員をにも県職員をにも県職員を陜西省陜西省陜西省陜西省にににに派遣派遣派遣派遣するなどしまして、実務するなどしまして、実務するなどしまして、実務するなどしまして、実務的的的的なななな協協協協議を議を議を議を行行行行っているっているっているっている
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ところでございます。ところでございます。ところでございます。ところでございます。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○出口委員長○出口委員長○出口委員長○出口委員長 環境環境環境環境は。は。は。は。

○野村知事公室次長○野村知事公室次長○野村知事公室次長○野村知事公室次長 今の荻田委員からの今の荻田委員からの今の荻田委員からの今の荻田委員からのＰＭＰＭＰＭＰＭ２２２２．．．．５の５の５の５の測測測測定局の話でございますが、定局の話でございますが、定局の話でございますが、定局の話でございますが、測測測測定定定定

器器器器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景景景景観・観・観・観・環境環境環境環境局で設置しておりまして、私どもの方で局で設置しておりまして、私どもの方で局で設置しておりまして、私どもの方で局で設置しておりまして、私どもの方で現在現在現在現在のののの数値数値数値数値ははははわわわわかっかっかっかっ

ていないのですが、ていないのですが、ていないのですが、ていないのですが、確確確確かに委員がかに委員がかに委員がかに委員が言わ言わ言わ言われましたれましたれましたれましたよよよように、私もうに、私もうに、私もうに、私も一度一度一度一度自分で見たことございま自分で見たことございま自分で見たことございま自分で見たことございま

して、奈良はたしか１カ所だったと思います。して、奈良はたしか１カ所だったと思います。して、奈良はたしか１カ所だったと思います。して、奈良はたしか１カ所だったと思います。

先般、国の会議でも、荻田委員がもう先般、国の会議でも、荻田委員がもう先般、国の会議でも、荻田委員がもう先般、国の会議でも、荻田委員がもう少少少少し、し、し、し、測測測測定定定定数数数数ををををふふふふやしてほしいという話を会議でやしてほしいという話を会議でやしてほしいという話を会議でやしてほしいという話を会議で

されたというのはされたというのはされたというのはされたというのは承承承承知知知知しております。しております。しております。しております。

○荻田委員○荻田委員○荻田委員○荻田委員 申申申申ししししわわわわけない。けない。けない。けない。救救救救急急急急救命救命救命救命やややや人体人体人体人体にににに影響影響影響影響するものだからどういうするものだからどういうするものだからどういうするものだからどういう感じ感じ感じ感じかなと思かなと思かなと思かなと思

ったったったったわわわわけでございます。昭けでございます。昭けでございます。昭けでございます。昭和和和和４０年４０年４０年４０年代代代代、、、、高度発展高度発展高度発展高度発展したときにしたときにしたときにしたときに公害問題公害問題公害問題公害問題がががが勃勃勃勃発発発発いたしまして、いたしまして、いたしまして、いたしまして、

ちちちちょょょょうど今、中国がそういったうど今、中国がそういったうど今、中国がそういったうど今、中国がそういった様相様相様相様相ではないかと危ではないかと危ではないかと危ではないかと危惧惧惧惧しています。中国と日本はしています。中国と日本はしています。中国と日本はしています。中国と日本は歴史歴史歴史歴史のあのあのあのあ

るるるる外外外外交でございますし、また国交としては交でございますし、また国交としては交でございますし、また国交としては交でございますし、また国交としては尖閣諸尖閣諸尖閣諸尖閣諸島島島島問題問題問題問題、、、、韓韓韓韓国では国では国では国では竹竹竹竹島島島島問題問題問題問題が非常にが非常にが非常にが非常に厳厳厳厳しししし

い状況でございますけれども、民い状況でございますけれども、民い状況でございますけれども、民い状況でございますけれども、民間外間外間外間外交であったり交であったり交であったり交であったり都都都都道道道道府府府府県といったすそ野での地域県といったすそ野での地域県といったすそ野での地域県といったすそ野での地域間間間間でででで

の交の交の交の交流流流流というものが大というものが大というものが大というものが大切切切切ではないかと思っています。今ではないかと思っています。今ではないかと思っています。今ではないかと思っています。今後後後後いろいろないろいろないろいろないろいろな形形形形で、難しいときがで、難しいときがで、難しいときがで、難しいときが

あれば中国などは日本の方からあれば中国などは日本の方からあれば中国などは日本の方からあれば中国などは日本の方から声声声声かけをしていくということが、地方かけをしていくということが、地方かけをしていくということが、地方かけをしていくということが、地方レベレベレベレベルルルルの提携ではの提携ではの提携ではの提携ではスススス

ムムムムーーーーズズズズにいくのではないかと思います。もちろん私どもの奈良市は中国ではにいくのではないかと思います。もちろん私どもの奈良市は中国ではにいくのではないかと思います。もちろん私どもの奈良市は中国ではにいくのではないかと思います。もちろん私どもの奈良市は中国では西西西西安市と随分安市と随分安市と随分安市と随分

交交交交流流流流がございますし、いろいろな取り組みをし、私も実がございますし、いろいろな取り組みをし、私も実がございますし、いろいろな取り組みをし、私も実がございますし、いろいろな取り組みをし、私も実際際際際にににに西西西西安市にお安市にお安市にお安市にお邪魔邪魔邪魔邪魔をさをさをさをさせせせせていたていたていたていた

だきました。非常に内だきました。非常に内だきました。非常に内だきました。非常に内容容容容のののの濃濃濃濃い姉妹い姉妹い姉妹い姉妹都都都都市の提携になっています。それは奈良市からどんど市の提携になっています。それは奈良市からどんど市の提携になっています。それは奈良市からどんど市の提携になっています。それは奈良市からどんど

んんんん発発発発信信信信をしたおかをしたおかをしたおかをしたおかげげげげで中国ので中国ので中国ので中国の西西西西安市が安市が安市が安市が受受受受け入れをしてきた、こういうかけけ入れをしてきた、こういうかけけ入れをしてきた、こういうかけけ入れをしてきた、こういうかけ合合合合いが大いが大いが大いが大切切切切ではではではでは

ないかと思っています。これからもそこまでないかと思っています。これからもそこまでないかと思っています。これからもそこまでないかと思っています。これからもそこまで陜西省陜西省陜西省陜西省との思いをとの思いをとの思いをとの思いを発発発発するするするするよよよような、うな、うな、うな、知知知知事は事は事は事はじめじめじめじめ

いろいろないろいろないろいろないろいろな意意意意味味味味で観光で観光で観光で観光客客客客のののの誘客誘客誘客誘客などをなどをなどをなどを掲掲掲掲げげげげて頑張っていこうという思いがあれば、そういて頑張っていこうという思いがあれば、そういて頑張っていこうという思いがあれば、そういて頑張っていこうという思いがあれば、そうい

ったことが大ったことが大ったことが大ったことが大切切切切ではないかと思っているところでございますので、今ではないかと思っているところでございますので、今ではないかと思っているところでございますので、今ではないかと思っているところでございますので、今申申申申し上し上し上し上げげげげましたことましたことましたことましたこと

はははは別別別別として、として、として、として、一一一一般質般質般質般質問問問問でそれでそれでそれでそれぞぞぞぞれの所管にもお聞きしたいこともございますので、これにれの所管にもお聞きしたいこともございますので、これにれの所管にもお聞きしたいこともございますので、これにれの所管にもお聞きしたいこともございますので、これに

てててて終終終終わわわわらさらさらさらさせせせせていただきます。ていただきます。ていただきます。ていただきます。以以以以上です。上です。上です。上です。

○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 それではそれではそれではそれでは幾幾幾幾つか質つか質つか質つか質問問問問したいと思いますが、したいと思いますが、したいと思いますが、したいと思いますが、最最最最初初初初に職員のに職員のに職員のに職員の給与給与給与給与のののの問題問題問題問題と定と定と定と定数数数数にににに

ついてついてついてついて伺伺伺伺います。職員います。職員います。職員います。職員給与給与給与給与につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、政府政府政府政府では地方では地方では地方では地方公公公公務員の務員の務員の務員の給与給与給与給与引引引引きききき下げ下げ下げ下げをををを押押押押しつしつしつしつ

けけけけよよよようとされておりまして、地方交うとされておりまして、地方交うとされておりまして、地方交うとされておりまして、地方交付税付税付税付税のののの減減減減額額額額もももも措措措措置されていると聞いています。奈良県置されていると聞いています。奈良県置されていると聞いています。奈良県置されていると聞いています。奈良県

ではではではでは給与給与給与給与がこれまでずっとがこれまでずっとがこれまでずっとがこれまでずっと引引引引きききき下げ続下げ続下げ続下げ続けてきたけてきたけてきたけてきた経緯経緯経緯経緯がありますけれども、県はこの点につがありますけれども、県はこの点につがありますけれども、県はこの点につがありますけれども、県はこの点につ

いてどのいてどのいてどのいてどのよよよようにうにうにうに考考考考えているのかおえているのかおえているのかおえているのかお伺伺伺伺いしたいと思います。いしたいと思います。いしたいと思います。いしたいと思います。

もうもうもうもう一一一一つは、職員の定つは、職員の定つは、職員の定つは、職員の定数数数数ですけれども、これもですけれども、これもですけれども、これもですけれども、これも引引引引きききき続続続続いて今年いて今年いて今年いて今年度度度度もももも削削削削減減減減になっておりまになっておりまになっておりまになっておりま
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す。先ほど荻田委員からもありましたけれども、す。先ほど荻田委員からもありましたけれども、す。先ほど荻田委員からもありましたけれども、す。先ほど荻田委員からもありましたけれども、現場現場現場現場ではではではでは仕仕仕仕事が事が事が事が回回回回らないほどらないほどらないほどらないほど過剰過剰過剰過剰なななな勤勤勤勤務、務、務、務、

そういう労そういう労そういう労そういう労働働働働状状状状態態態態になっていることも聞いております。大になっていることも聞いております。大になっていることも聞いております。大になっていることも聞いております。大変変変変苦労されているにもかか苦労されているにもかか苦労されているにもかか苦労されているにもかかわわわわらららら

ず、ず、ず、ず、給与給与給与給与はははは引引引引きききき下げ下げ下げ下げになると。さらに職員がになると。さらに職員がになると。さらに職員がになると。さらに職員が減減減減らされることになったららされることになったららされることになったららされることになったら一体一体一体一体どうなるのかどうなるのかどうなるのかどうなるのか

と思います。と思います。と思います。と思います。補補補補正予算では正予算では正予算では正予算では相相相相当の当の当の当の仕仕仕仕事事事事量量量量ががががふふふふえることが見えることが見えることが見えることが見込込込込まれておりますし、このまれておりますし、このまれておりますし、このまれておりますし、この問題問題問題問題

について見について見について見について見直直直直さなくてはならないとさなくてはならないとさなくてはならないとさなくてはならないと考考考考えているのですけれども、県のえているのですけれども、県のえているのですけれども、県のえているのですけれども、県の考考考考え方をお聞きしたえ方をお聞きしたえ方をお聞きしたえ方をお聞きした

いと思います。いと思います。いと思います。いと思います。

○中総務部次長人事課長事務取扱○中総務部次長人事課長事務取扱○中総務部次長人事課長事務取扱○中総務部次長人事課長事務取扱 山村委員から職員山村委員から職員山村委員から職員山村委員から職員給与給与給与給与のののの問題問題問題問題、定、定、定、定数数数数削削削削減減減減のののの問題問題問題問題についについについについ

てご質てご質てご質てご質問問問問をいただきました。まず１点をいただきました。まず１点をいただきました。まず１点をいただきました。まず１点目目目目の職員のの職員のの職員のの職員の給与給与給与給与についてでございますが、委員おについてでございますが、委員おについてでございますが、委員おについてでございますが、委員お述述述述

べべべべののののよよよように、県職員のうに、県職員のうに、県職員のうに、県職員の給与給与給与給与のののの減減減減額額額額につきましては平成１５年につきましては平成１５年につきましては平成１５年につきましては平成１５年度度度度から本県から本県から本県から本県独独独独自の自の自の自の措措措措置として置として置として置として

実実実実施施施施をしてまいっておりますし、今年をしてまいっておりますし、今年をしてまいっておりますし、今年をしてまいっておりますし、今年度度度度、、、、条条条条例を提案さ例を提案さ例を提案さ例を提案させせせせていただいていますが、平成２ていただいていますが、平成２ていただいていますが、平成２ていただいていますが、平成２

５年５年５年５年度度度度４月からも４月からも４月からも４月からも引引引引きききき続続続続きききき減減減減額額額額するするするする条条条条例案を出さ例案を出さ例案を出さ例案を出させせせせていただいております。委員おていただいております。委員おていただいております。委員おていただいております。委員お述べ述べ述べ述べのののの

今般国から国今般国から国今般国から国今般国から国家家家家公公公公務員の務員の務員の務員の給与給与給与給与減減減減額措額措額措額措置に置に置に置に準準準準じじじじて平成２５年７月て平成２５年７月て平成２５年７月て平成２５年７月以以以以降降降降、平、平、平、平均均均均で７で７で７で７．８．８．８．８％％％％のののの給給給給

与与与与減減減減額額額額のののの要要要要請請請請をををを受受受受けております。これは地方におけるけております。これは地方におけるけております。これは地方におけるけております。これは地方における行行行行財財財財政政政政改革改革改革改革にににに一一一一定の理定の理定の理定の理解解解解をををを示示示示した上した上した上した上

で日本ので日本ので日本ので日本の再再再再生に生に生に生に向向向向けて国と地方がけて国と地方がけて国と地方がけて国と地方が一一一一丸丸丸丸となってあらとなってあらとなってあらとなってあらゆゆゆゆるるるる努努努努力力力力を結集するを結集するを結集するを結集する必必必必要要要要がある中で、がある中で、がある中で、がある中で、

当当当当面面面面の対応の対応の対応の対応策策策策としてとしてとしてとして要要要要請請請請をされているものであるとをされているものであるとをされているものであるとをされているものであると認識認識認識認識をしております。地方をしております。地方をしております。地方をしております。地方公公公公務員の務員の務員の務員の給給給給

与与与与は、地方が自主は、地方が自主は、地方が自主は、地方が自主的的的的にににに決決決決定するものであります。国からの定するものであります。国からの定するものであります。国からの定するものであります。国からの要要要要請請請請のののの趣旨趣旨趣旨趣旨にかんがみて県といにかんがみて県といにかんがみて県といにかんがみて県とい

たしましても自主たしましても自主たしましても自主たしましても自主的的的的にににに判断判断判断判断をし、職員をし、職員をし、職員をし、職員給与給与給与給与をををを減減減減額額額額する方する方する方する方向向向向でででで考考考考えてまいりたいと思っておえてまいりたいと思っておえてまいりたいと思っておえてまいりたいと思ってお

ります。今ります。今ります。今ります。今後後後後のののの財財財財政政政政状況等を中状況等を中状況等を中状況等を中期的期的期的期的に分に分に分に分析析析析をををを行行行行った上で、どのった上で、どのった上で、どのった上で、どの程度減程度減程度減程度減額額額額がががが必必必必要要要要かを見きかを見きかを見きかを見きわわわわ

めめめめていくていくていくていく必必必必要要要要もございますし、他もございますし、他もございますし、他もございますし、他府府府府県の状況等も県の状況等も県の状況等も県の状況等も踏踏踏踏まえてまえてまえてまえて具具具具体的体的体的体的なななな減減減減額額額額内内内内容容容容をををを検討検討検討検討してましてましてましてま

いりたいと思っております。職員組いりたいと思っております。職員組いりたいと思っております。職員組いりたいと思っております。職員組合合合合とも十分とも十分とも十分とも十分協協協協議をしてまいる所議をしてまいる所議をしてまいる所議をしてまいる所存存存存でございますが、でございますが、でございますが、でございますが、具具具具

体的体的体的体的にはもう職員組にはもう職員組にはもう職員組にはもう職員組合合合合にもにもにもにも既既既既にににに減減減減額額額額の方の方の方の方向向向向で提案をで提案をで提案をで提案を申申申申し上し上し上し上げげげげてててて協協協協議を議を議を議を始始始始めめめめささささせせせせていただいていただいていただいていただい

ているところでございます。ているところでございます。ているところでございます。ているところでございます。

それから、２点それから、２点それから、２点それから、２点目目目目の職員定の職員定の職員定の職員定数数数数のののの削削削削減減減減についてのご質についてのご質についてのご質についてのご質問問問問でございます。本県のでございます。本県のでございます。本県のでございます。本県の財財財財政政政政状況は状況は状況は状況は

まことにまことにまことにまことに厳厳厳厳しいことはごしいことはごしいことはごしいことはご承承承承知知知知いただいておりますし、県の予算のいただいておりますし、県の予算のいただいておりますし、県の予算のいただいておりますし、県の予算の一一一一般会般会般会般会計計計計のののの歳歳歳歳出に出に出に出に占占占占めめめめるるるる

人人人人件件件件費費費費のののの割合割合割合割合は非常には非常には非常には非常に高高高高いのはもうご理いのはもうご理いのはもうご理いのはもうご理解解解解いただいてることだと思います。それらをいただいてることだと思います。それらをいただいてることだと思います。それらをいただいてることだと思います。それらを踏踏踏踏まままま

えまして、これまで定員えまして、これまで定員えまして、これまで定員えまして、これまで定員適適適適正正正正化化化化にににに向向向向けたけたけたけた計計計計画画画画をををを何期何期何期何期かに分けてかに分けてかに分けてかに分けて策策策策定して、全定して、全定して、全定して、全庁庁庁庁を挙を挙を挙を挙げげげげて事て事て事て事

務事務事務事務事業業業業とかとかとかとか執行体制執行体制執行体制執行体制を見を見を見を見直直直直してしてしてして業業業業務の務の務の務の効率化効率化効率化効率化を通を通を通を通じじじじたたたた適適適適正な定員管理に今正な定員管理に今正な定員管理に今正な定員管理に今努め努め努め努めてきているてきているてきているてきている

ところでございます。今ところでございます。今ところでございます。今ところでございます。今回回回回、、、、条条条条例定例定例定例定数減数減数減数減も提案をさも提案をさも提案をさも提案をさせせせせていただいています。そのていただいています。そのていただいています。そのていただいています。その場合場合場合場合につにつにつにつ

きましても、きましても、きましても、きましても、児童児童児童児童生生生生徒徒徒徒数数数数のののの減減減減にににによよよよるるるる教教教教職員の職員の職員の職員の数数数数とか、また、とか、また、とか、また、とか、また、医療医療医療医療体制体制体制体制をををを充充充充実することで、実することで、実することで、実することで、

医師医師医師医師、、、、看護師看護師看護師看護師はははは逆逆逆逆ににににふふふふやしています。また、やしています。また、やしています。また、やしています。また、執行体制執行体制執行体制執行体制の見の見の見の見直直直直しでしでしでしで一一一一般事務部局で職員般事務部局で職員般事務部局で職員般事務部局で職員数数数数をををを



---- 8888 ----

減減減減らしているところで、全らしているところで、全らしているところで、全らしているところで、全体体体体として１００名余りの定として１００名余りの定として１００名余りの定として１００名余りの定数減数減数減数減を提案さを提案さを提案さを提案させせせせていただいているとていただいているとていただいているとていただいていると

ころでございます。本県の職員定ころでございます。本県の職員定ころでございます。本県の職員定ころでございます。本県の職員定数数数数につきましては、平成１０年につきましては、平成１０年につきましては、平成１０年につきましては、平成１０年度よ度よ度よ度より定員り定員り定員り定員削削削削減計減計減計減計画画画画をををを策策策策

定して定員の定して定員の定して定員の定して定員の削削削削減減減減に取り組んできたところでございます。に取り組んできたところでございます。に取り組んできたところでございます。に取り組んできたところでございます。現在現在現在現在は平成２３年７月からの３は平成２３年７月からの３は平成２３年７月からの３は平成２３年７月からの３

カ年で５０名をカ年で５０名をカ年で５０名をカ年で５０名を削削削削減目減目減目減目標標標標とする定員とする定員とする定員とする定員適適適適正正正正化計化計化計化計画画画画をををを策策策策定してそれを実定してそれを実定してそれを実定してそれを実施施施施しているところでごしているところでごしているところでごしているところでご

ざいます。職員のざいます。職員のざいます。職員のざいます。職員の負負負負担担担担が非常にが非常にが非常にが非常にふふふふえるのではないかにつきましては、えるのではないかにつきましては、えるのではないかにつきましては、えるのではないかにつきましては、臨臨臨臨時的時的時的時的にににに業業業業務が務が務が務が増加増加増加増加

するするするする場合場合場合場合とか、とか、とか、とか、期間期間期間期間限限限限定で定で定で定で行行行行ううううよよよようなうなうなうな場合場合場合場合につきましては、非常につきましては、非常につきましては、非常につきましては、非常勤勤勤勤の職員をの職員をの職員をの職員を導導導導入いたしま入いたしま入いたしま入いたしま

して、職員のして、職員のして、職員のして、職員の負負負負担担担担もももも考考考考えながらえながらえながらえながら業業業業務に務に務に務に支障支障支障支障をををを来来来来さないさないさないさないよよよように進うに進うに進うに進めめめめているところでございまているところでございまているところでございまているところでございま

す。これは定員す。これは定員す。これは定員す。これは定員削削削削減減減減について、について、について、について、適適適適正正正正化計化計化計化計画画画画をつくっているのも、定をつくっているのも、定をつくっているのも、定をつくっているのも、定数数数数のののの削削削削減減減減だけがだけがだけがだけが目的目的目的目的でででで

はなくて、常にはなくて、常にはなくて、常にはなくて、常に施策施策施策施策の総の総の総の総合的合的合的合的、機、機、機、機動的動的動的動的なななな執行体制執行体制執行体制執行体制をををを確立確立確立確立していこうということにしていこうということにしていこうということにしていこうということに配配配配慮慮慮慮しなしなしなしな

がら取り組んでいるところでございます。がら取り組んでいるところでございます。がら取り組んでいるところでございます。がら取り組んでいるところでございます。具具具具体的体的体的体的には、例えばには、例えばには、例えばには、例えば児童虐児童虐児童虐児童虐待待待待がががが起起起起こって、それこって、それこって、それこって、それ

に対するに対するに対するに対する場合場合場合場合はははは増加増加増加増加をさをさをさをさせせせせたり保たり保たり保たり保健師健師健師健師、、、、心心心心理理理理判判判判定員を定員を定員を定員を積極的積極的積極的積極的にににに採用採用採用採用したりというしたりというしたりというしたりという時時時時宜宜宜宜に応に応に応に応

じじじじて対応もいたしております。そういったて対応もいたしております。そういったて対応もいたしております。そういったて対応もいたしております。そういった意意意意味味味味ではではではではめめめめり張りのある組り張りのある組り張りのある組り張りのある組織織織織体制体制体制体制とととと運運運運用用用用で対応で対応で対応で対応

もしてきているところでございます。もしてきているところでございます。もしてきているところでございます。もしてきているところでございます。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 最最最最初初初初の職員の職員の職員の職員給与給与給与給与のののの問題問題問題問題ですけれども、実質ですけれども、実質ですけれども、実質ですけれども、実質的的的的なななな給与削給与削給与削給与削減減減減も今も今も今も今回回回回も提案されても提案されても提案されても提案されて

おります。それおります。それおります。それおります。それ以外以外以外以外にも、民にも、民にも、民にも、民間間間間とのとのとのとの格差格差格差格差をををを是是是是正する正する正する正する形形形形でででで給与削給与削給与削給与削減減減減をずっとをずっとをずっとをずっと続続続続けられてまいけられてまいけられてまいけられてまい

りました。りました。りました。りました。現在現在現在現在では民では民では民では民間間間間とのとのとのとの格差格差格差格差はもうほとんどなくなっていると思います。はもうほとんどなくなっていると思います。はもうほとんどなくなっていると思います。はもうほとんどなくなっていると思います。

そういう中で、もちろん県でそういう中で、もちろん県でそういう中で、もちろん県でそういう中で、もちろん県で独独独独自に自に自に自に決め決め決め決められるということでありますけれども、国がられるということでありますけれども、国がられるということでありますけれども、国がられるということでありますけれども、国が言言言言

うほどのうほどのうほどのうほどの減減減減額額額額をされるとなりましたら、そのをされるとなりましたら、そのをされるとなりましたら、そのをされるとなりましたら、その影響額影響額影響額影響額はははは６６６６０億円にもなると聞いております。０億円にもなると聞いております。０億円にもなると聞いております。０億円にもなると聞いております。

今、地域今、地域今、地域今、地域経済経済経済経済は大は大は大は大変変変変な状況になっているときに、これだけのな状況になっているときに、これだけのな状況になっているときに、これだけのな状況になっているときに、これだけの減減減減額額額額がががが行わ行わ行わ行われることになりまれることになりまれることになりまれることになりま

したら、したら、したら、したら、経済経済経済経済へへへへのののの打撃打撃打撃打撃は非常に大きなものになりますし、まして民は非常に大きなものになりますし、まして民は非常に大きなものになりますし、まして民は非常に大きなものになりますし、まして民間間間間企企企企業業業業に対してもに対してもに対してもに対しても引引引引きききき

下げ下げ下げ下げのののの圧力圧力圧力圧力にもなると思います。にもなると思います。にもなると思います。にもなると思います。政府政府政府政府は今、は今、は今、は今、デフレデフレデフレデフレ対対対対策策策策でででで物価物価物価物価引引引引き上き上き上き上げげげげ２２２２％％％％目目目目標標標標を進を進を進を進めめめめらららら

れております。れております。れております。れております。物価物価物価物価が上がってが上がってが上がってが上がって給料給料給料給料がががが下下下下がったら、がったら、がったら、がったら、景景景景気が気が気が気がよよよよくなるどころかくなるどころかくなるどころかくなるどころか悪悪悪悪くなるのはくなるのはくなるのはくなるのは

だれがだれがだれがだれが考考考考えてもえてもえてもえてもわわわわかることだと思うのです。国会でもこうした議かることだと思うのです。国会でもこうした議かることだと思うのです。国会でもこうした議かることだと思うのです。国会でもこうした議論論論論がされておりますが、がされておりますが、がされておりますが、がされておりますが、

まず第まず第まず第まず第一一一一にににに給与給与給与給与引引引引き上き上き上き上げげげげがががが必必必必要要要要だということは大方のだということは大方のだということは大方のだということは大方の経済経済経済経済学者学者学者学者もももも含め含め含め含めてててて皆皆皆皆さんのさんのさんのさんの意意意意見だと見だと見だと見だと

思います。そういうときに、奈良県の思います。そういうときに、奈良県の思います。そういうときに、奈良県の思います。そういうときに、奈良県の経済経済経済経済という点からという点からという点からという点から考考考考えてもえてもえてもえても給与給与給与給与引引引引きききき下げ下げ下げ下げはははは間間間間違違違違ってってってって

いると思いますので、その点はいると思いますので、その点はいると思いますので、その点はいると思いますので、その点は考考考考ええええ直直直直すすすすべべべべきではないかと思いますが、そのきではないかと思いますが、そのきではないかと思いますが、そのきではないかと思いますが、その辺辺辺辺いかがかといかがかといかがかといかがかと

いうことをもういうことをもういうことをもういうことをもう一度一度一度一度お聞きしたいと思います。お聞きしたいと思います。お聞きしたいと思います。お聞きしたいと思います。

それから、もう１点の職員の定それから、もう１点の職員の定それから、もう１点の職員の定それから、もう１点の職員の定数数数数ですけれども、これはですけれども、これはですけれども、これはですけれども、これは適適適適正正正正化計化計化計化計画画画画にににに基づ基づ基づ基づいていていていて計計計計画画画画的的的的にににに

なさってこられたというおなさってこられたというおなさってこられたというおなさってこられたというお答答答答えでございました。私たちはえでございました。私たちはえでございました。私たちはえでございました。私たちは適適適適正正正正化計化計化計化計画画画画そのものについて、そのものについて、そのものについて、そのものについて、

かかかかねねねねてから見てから見てから見てから見直直直直すすすすべべべべきではないかときではないかときではないかときではないかと申申申申し上し上し上し上げげげげてきたのですが、今、正てきたのですが、今、正てきたのですが、今、正てきたのですが、今、正規規規規職員がどんどん職員がどんどん職員がどんどん職員がどんどん減減減減
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る中で、非正る中で、非正る中で、非正る中で、非正規規規規のののの有期有期有期有期雇雇雇雇用用用用であるとか日であるとか日であるとか日であるとか日々雇々雇々雇々雇用用用用であるとか、そういうであるとか、そういうであるとか、そういうであるとか、そういう形形形形での職員がどんどでの職員がどんどでの職員がどんどでの職員がどんど

んんんんふふふふえてきている中で、労えてきている中で、労えてきている中で、労えてきている中で、労働条働条働条働条件の件の件の件の悪化悪化悪化悪化がががが問題問題問題問題になってきています。また、になってきています。また、になってきています。また、になってきています。また、仕仕仕仕事の質とい事の質とい事の質とい事の質とい

う点でさまざまな分野でう点でさまざまな分野でう点でさまざまな分野でう点でさまざまな分野で困困困困難を難を難を難を来来来来していることもしていることもしていることもしていることも現場現場現場現場の方からもお聞きしているの方からもお聞きしているの方からもお聞きしているの方からもお聞きしている面面面面もござもござもござもござ

います。県のいます。県のいます。県のいます。県の財財財財政政政政が大が大が大が大変変変変だから職員がだから職員がだから職員がだから職員が少少少少なくていいということではないと思います。先ほなくていいということではないと思います。先ほなくていいということではないと思います。先ほなくていいということではないと思います。先ほ

どどどど答答答答弁弁弁弁の中でも、の中でも、の中でも、の中でも、必必必必要要要要なところではなところではなところではなところではふふふふやすやり方もやってきたとやすやり方もやってきたとやすやり方もやってきたとやすやり方もやってきたと言わ言わ言わ言われましたれましたれましたれましたよよよように、うに、うに、うに、必必必必

要要要要な部な部な部な部署署署署は今おっしは今おっしは今おっしは今おっしゃゃゃゃられた部分だけではなくてさまざまな分野であると思っていますのられた部分だけではなくてさまざまな分野であると思っていますのられた部分だけではなくてさまざまな分野であると思っていますのられた部分だけではなくてさまざまな分野であると思っていますの

で、そういう観点から、こので、そういう観点から、こので、そういう観点から、こので、そういう観点から、この際際際際このこのこのこの適適適適正正正正化計化計化計化計画画画画そのものも見そのものも見そのものも見そのものも見直直直直すすすすべべべべきではないかと思いまきではないかと思いまきではないかと思いまきではないかと思いま

す。そういう見す。そういう見す。そういう見す。そういう見直直直直しをされるしをされるしをされるしをされる考考考考えは今えは今えは今えは今後後後後はないのかどうか、それもはないのかどうか、それもはないのかどうか、それもはないのかどうか、それも伺伺伺伺っておきたいと思いっておきたいと思いっておきたいと思いっておきたいと思い

ます。ます。ます。ます。

○中総務部次長人事課長事務取扱○中総務部次長人事課長事務取扱○中総務部次長人事課長事務取扱○中総務部次長人事課長事務取扱 まず、１点まず、１点まず、１点まず、１点目目目目の職員のの職員のの職員のの職員の給与給与給与給与につきましては、これは県につきましては、これは県につきましては、これは県につきましては、これは県

財財財財政政政政とかとかとかとか多多多多角角角角的的的的にににに情勢情勢情勢情勢をををを踏踏踏踏まえてまえてまえてまえて判断判断判断判断をしていくということです。その中にあっては、をしていくということです。その中にあっては、をしていくということです。その中にあっては、をしていくということです。その中にあっては、基基基基

本本本本的的的的にこれも職員にこれも職員にこれも職員にこれも職員団団団団体体体体にもにもにもにも我々我々我々我々から提案さから提案さから提案さから提案させせせせていただいて、どれだけのていただいて、どれだけのていただいて、どれだけのていただいて、どれだけの削削削削減減減減幅幅幅幅にするといにするといにするといにするとい

ったことは十分ったことは十分ったことは十分ったことは十分精査精査精査精査した上で今の状況はどうかをご理した上で今の状況はどうかをご理した上で今の状況はどうかをご理した上で今の状況はどうかをご理解解解解いただくいただくいただくいただくよよよように交うに交うに交うに交渉渉渉渉もももも続続続続けさけさけさけさせせせせてててて

いただいているところでございます。いただいているところでございます。いただいているところでございます。いただいているところでございます。

それから、２点それから、２点それから、２点それから、２点目目目目の定の定の定の定数数数数削削削削減減減減につきましては、平成２３年４月から第５につきましては、平成２３年４月から第５につきましては、平成２３年４月から第５につきましては、平成２３年４月から第５期期期期定員定員定員定員適適適適正正正正化計化計化計化計

画画画画をつくって、３カ年で５０をつくって、３カ年で５０をつくって、３カ年で５０をつくって、３カ年で５０人減人減人減人減というというというという目目目目標標標標、これは当、これは当、これは当、これは当然然然然県としての県としての県としての県としての目目目目標標標標としてとしてとしてとして掲掲掲掲げげげげていていていてい

ます。それがます。それがます。それがます。それが終了終了終了終了したしたしたした時時時時点で、では点で、では点で、では点で、では次次次次のときはどうするのか、これはまたそののときはどうするのか、これはまたそののときはどうするのか、これはまたそののときはどうするのか、これはまたその段階段階段階段階で議で議で議で議論論論論

をしていくをしていくをしていくをしていくべべべべきだと思っておりますので、当きだと思っておりますので、当きだと思っておりますので、当きだと思っておりますので、当面面面面のののの間間間間は、第５は、第５は、第５は、第５期期期期の定員の定員の定員の定員適適適適正正正正化計化計化計化計画画画画の実の実の実の実施施施施にににに

向向向向けてけてけてけて努努努努力力力力していきたいと思っております。していきたいと思っております。していきたいと思っております。していきたいと思っております。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 県のお県のお県のお県のお考考考考えはえはえはえはわわわわかりましたが、県かりましたが、県かりましたが、県かりましたが、県経済経済経済経済を活を活を活を活性性性性化化化化ささささせせせせていくことからていくことからていくことからていくことから考考考考えても、えても、えても、えても、

地域の地域の地域の地域の消費消費消費消費ををををふふふふやすとか、あるいはやすとか、あるいはやすとか、あるいはやすとか、あるいは産産産産業業業業・・・・企企企企業へ業へ業へ業へのこれまでのこれまでのこれまでのこれまで以以以以上の上の上の上の支支支支援援援援がががが必必必必要要要要ですし、地ですし、地ですし、地ですし、地

域域域域密着密着密着密着でのでのでのでの仕仕仕仕事という点では県職員が頑張るという、事という点では県職員が頑張るという、事という点では県職員が頑張るという、事という点では県職員が頑張るという、補補補補正でも組まれておりますけれども、正でも組まれておりますけれども、正でも組まれておりますけれども、正でも組まれておりますけれども、

そういうそういうそういうそういう仕仕仕仕事の事の事の事の密密密密度度度度がががが高高高高くなるし、さらにやる気を出してやっていただかないといけないくなるし、さらにやる気を出してやっていただかないといけないくなるし、さらにやる気を出してやっていただかないといけないくなるし、さらにやる気を出してやっていただかないといけない

ところがたくさんあると思いますので、そういうことをところがたくさんあると思いますので、そういうことをところがたくさんあると思いますので、そういうことをところがたくさんあると思いますので、そういうことを評価評価評価評価していただいて、さらに県のしていただいて、さらに県のしていただいて、さらに県のしていただいて、さらに県の

全全全全体体体体のののの底底底底上上上上げげげげをををを図図図図る点で県職員がる点で県職員がる点で県職員がる点で県職員が果果果果たしていくたしていくたしていくたしていく役役役役割割割割は非常に大きいので、は非常に大きいので、は非常に大きいので、は非常に大きいので、給与給与給与給与のののの引引引引きききき下げ下げ下げ下げ

はやはやはやはやめめめめるし、職員のるし、職員のるし、職員のるし、職員の数数数数も十分も十分も十分も十分ふふふふやしていただくことがやしていただくことがやしていただくことがやしていただくことが必必必必要要要要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意意意意見を見を見を見を申申申申し上し上し上し上

げげげげておきたいと思います。今、ておきたいと思います。今、ておきたいと思います。今、ておきたいと思います。今、政府政府政府政府ではではではでは高高高高齢齢齢齢者者者者とととと若若若若者者者者、市民の中では生活保、市民の中では生活保、市民の中では生活保、市民の中では生活保護護護護受受受受給給給給者者者者と市と市と市と市

民、それから、民民、それから、民民、それから、民民、それから、民間間間間労労労労働働働働者者者者とととと公公公公務員を対務員を対務員を対務員を対立立立立ささささせせせせるという分るという分るという分るという分断断断断を持ちを持ちを持ちを持ち込む込む込む込むやり方がやり方がやり方がやり方が行わ行わ行わ行われてれてれてれて

おりますけれども、県のおりますけれども、県のおりますけれども、県のおりますけれども、県の財財財財政政政政が大が大が大が大変変変変というときに、というときに、というときに、というときに、公公公公務員と市民を分務員と市民を分務員と市民を分務員と市民を分断断断断ささささせせせせるやり方ではるやり方ではるやり方ではるやり方では

なくて、おなくて、おなくて、おなくて、お互互互互いに県内のいに県内のいに県内のいに県内の仕仕仕仕事がうまく事がうまく事がうまく事がうまく回回回回るるるるよよよようにうにうにうに公公公公務員が務員が務員が務員が果果果果たすたすたすたすべべべべきききき役役役役割割割割は今は今は今は今以以以以上に大上に大上に大上に大切切切切
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になってくると思います。それがになってくると思います。それがになってくると思います。それがになってくると思います。それが将将将将来来来来の県にの県にの県にの県に必必必必ず生きてくると思っておりますので、そのず生きてくると思っておりますので、そのず生きてくると思っておりますので、そのず生きてくると思っておりますので、その

点だけ点だけ点だけ点だけ述べ述べ述べ述べておきたいと思います。ておきたいと思います。ておきたいと思います。ておきたいと思います。

次次次次に２に２に２に２番番番番目目目目の質の質の質の質問問問問ですけれども、ですけれども、ですけれども、ですけれども、高高高高齢齢齢齢者施者施者施者施設の設の設の設の防火防火防火防火対対対対策策策策についてです。先日、長についてです。先日、長についてです。先日、長についてです。先日、長崎崎崎崎市で市で市で市で

発発発発生いたしました生いたしました生いたしました生いたしました認知認知認知認知症症症症高高高高齢齢齢齢者者者者ののののグルグルグルグルーーーープホプホプホプホーーーームムムムのののの火火火火災災災災事事事事故故故故で、こので、こので、こので、この施施施施設におきましては設におきましては設におきましては設におきましては

建築建築建築建築基基基基準法準法準法準法のののの問題問題問題問題点が点が点が点が指指指指摘摘摘摘されておりました。されておりました。されておりました。されておりました。ススススププププリリリリンンンンクラーの設置がされていなかったクラーの設置がされていなかったクラーの設置がされていなかったクラーの設置がされていなかった

ととと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。法法法法的的的的には設置義務はないには設置義務はないには設置義務はないには設置義務はない施施施施設でありますが、市は設置を設でありますが、市は設置を設でありますが、市は設置を設でありますが、市は設置を求め求め求め求めていたていたていたていた

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。政府政府政府政府も事件にも事件にも事件にも事件に倣倣倣倣って、って、って、って、補補補補助金助金助金助金のののの支支支支援援援援も活も活も活も活用用用用してしてしてして未未未未設置のところをなく設置のところをなく設置のところをなく設置のところをなく

していこうとしていこうとしていこうとしていこうと言わ言わ言わ言われておりますけれども、奈良県内でれておりますけれども、奈良県内でれておりますけれども、奈良県内でれておりますけれども、奈良県内で同様同様同様同様ののののグルグルグルグルーーーープホプホプホプホーーーームムムム等の実等の実等の実等の実態態態態はどはどはどはど

ののののよよよようになっているのか、うになっているのか、うになっているのか、うになっているのか、調査調査調査調査もなさっていると思うのですけれども、その実もなさっていると思うのですけれども、その実もなさっていると思うのですけれども、その実もなさっていると思うのですけれども、その実態態態態、その状、その状、その状、その状

況についてお聞か況についてお聞か況についてお聞か況についてお聞かせせせせいただきたいと思います。いただきたいと思います。いただきたいと思います。いただきたいと思います。

○松丸知事公室次長消防救急課長事務取扱○松丸知事公室次長消防救急課長事務取扱○松丸知事公室次長消防救急課長事務取扱○松丸知事公室次長消防救急課長事務取扱 先般の２月先般の２月先般の２月先般の２月８８８８日に日に日に日に起起起起きました長きました長きました長きました長崎崎崎崎市の市の市の市の認知認知認知認知症症症症

高高高高齢齢齢齢者グル者グル者グル者グルーーーープホプホプホプホーーーームムムムのののの火火火火災災災災で４名の方がおで４名の方がおで４名の方がおで４名の方がお亡亡亡亡くなりになり、くなりになり、くなりになり、くなりになり、８８８８名の方が名の方が名の方が名の方が負傷負傷負傷負傷されました。されました。されました。されました。

すすすすぐぐぐぐに２月１２日にに２月１２日にに２月１２日にに２月１２日に消消消消防防防防庁庁庁庁から通から通から通から通知知知知がございまして、がございまして、がございまして、がございまして、消消消消防法違防法違防法違防法違反反反反についてはについてはについてはについては厳厳厳厳正に対正に対正に対正に対処処処処しししし

よよよようと。それから、うと。それから、うと。それから、うと。それから、夜夜夜夜間間間間をををを想想想想定した定した定した定した避避避避難難難難訓練訓練訓練訓練の実の実の実の実施施施施、、、、避避避避難難難難経経経経路路路路等の管理の等の管理の等の管理の等の管理の徹底徹底徹底徹底などのなどのなどのなどの指指指指導導導導

通通通通知知知知がございました。県としてはすがございました。県としてはすがございました。県としてはすがございました。県としてはすぐぐぐぐにににに同同同同日日日日付付付付で市町村で市町村で市町村で市町村及及及及び消び消び消び消防防防防本部に特本部に特本部に特本部に特別査別査別査別査察の実察の実察の実察の実施施施施とととと

防火防火防火防火対対対対策策策策をををを徹底徹底徹底徹底するするするするよよよようにとうにとうにとうにと要要要要請請請請をををを行行行行いました。いました。いました。いました。消消消消防防防防本部では本部では本部では本部では速速速速やかに対やかに対やかに対やかに対処処処処していただき、していただき、していただき、していただき、

２月１２日から特２月１２日から特２月１２日から特２月１２日から特別査別査別査別査察が察が察が察が行わ行わ行わ行われておりまして、３月のれておりまして、３月のれておりまして、３月のれておりまして、３月の初初初初旬旬旬旬ぐぐぐぐらいまでには全部らいまでには全部らいまでには全部らいまでには全部完了完了完了完了するするするする

としております。としております。としております。としております。

グルグルグルグルーーーープホプホプホプホーーーームムムムの状況は長の状況は長の状況は長の状況は長寿社寿社寿社寿社会会会会課課課課が所管しておりまして、そこでいろいろが所管しておりまして、そこでいろいろが所管しておりまして、そこでいろいろが所管しておりまして、そこでいろいろ情情情情報を報を報を報を得得得得まままま

したところ、したところ、したところ、したところ、グルグルグルグルーーーープホプホプホプホーーーームムムムが県内に１１２カ所あります。そのうちが県内に１１２カ所あります。そのうちが県内に１１２カ所あります。そのうちが県内に１１２カ所あります。そのうちススススププププリリリリンンンンクラー設置クラー設置クラー設置クラー設置

されているのが１０３カ所、されているのが１０３カ所、されているのが１０３カ所、されているのが１０３カ所、未未未未設置が９カ所でございます。なお、設置が９カ所でございます。なお、設置が９カ所でございます。なお、設置が９カ所でございます。なお、補補補補助金助金助金助金等を活等を活等を活等を活用用用用して設して設して設して設

置する置する置する置するよよよように市町村を通うに市町村を通うに市町村を通うに市町村を通じじじじてててて奨励奨励奨励奨励をしているところであると聞いております。をしているところであると聞いております。をしているところであると聞いております。をしているところであると聞いております。消消消消防法防法防法防法の関の関の関の関

係でいきますと、係でいきますと、係でいきますと、係でいきますと、床面床面床面床面積積積積２７５平方２７５平方２７５平方２７５平方メメメメーーーートル以トル以トル以トル以上の上の上の上の施施施施設に設置義務があります。その１０設に設置義務があります。その１０設に設置義務があります。その１０設に設置義務があります。その１０

３カ所設置されているうちで３カ所設置されているうちで３カ所設置されているうちで３カ所設置されているうちで８８８８４カ所に設置義務があります。そのす４カ所に設置義務があります。そのす４カ所に設置義務があります。そのす４カ所に設置義務があります。そのすべべべべてに設置されておてに設置されておてに設置されておてに設置されてお

ります。あと、設置されていないのは９カ所でございます。ります。あと、設置されていないのは９カ所でございます。ります。あと、設置されていないのは９カ所でございます。ります。あと、設置されていないのは９カ所でございます。以以以以上、上、上、上、消消消消防防防防本部では本部では本部では本部では既既既既に特に特に特に特別別別別

査査査査察察察察指指指指導導導導がががが行わ行わ行わ行われております。県もれております。県もれております。県もれております。県も消消消消防防防防本部と本部と本部と本部と連連連連携しながら携しながら携しながら携しながら防火防火防火防火対対対対策策策策のののの徹底徹底徹底徹底をををを図図図図ってまいってまいってまいってまい

りたとりたとりたとりたと考考考考えております。えております。えております。えております。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。引引引引きききき続続続続ききちんとした対応をお願いしたいと思いききちんとした対応をお願いしたいと思いききちんとした対応をお願いしたいと思いききちんとした対応をお願いしたいと思い

ます。ます。ます。ます。

それでは３つそれでは３つそれでは３つそれでは３つ目目目目の質の質の質の質問問問問ですけれども、警察ですけれども、警察ですけれども、警察ですけれども、警察官官官官のことについておのことについておのことについておのことについてお伺伺伺伺いしたいと思います。いしたいと思います。いしたいと思います。いしたいと思います。
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県警本部にお県警本部にお県警本部にお県警本部にお伺伺伺伺いいたします。今いいたします。今いいたします。今いいたします。今回回回回、警察、警察、警察、警察官官官官の定の定の定の定数数数数を見を見を見を見直直直直されることで、これは職員の振されることで、これは職員の振されることで、これは職員の振されることで、これは職員の振

りかえで大りかえで大りかえで大りかえで大幅幅幅幅なななな増増増増ではないのですが、ではないのですが、ではないのですが、ではないのですが、増増増増員になりますので、その前にただしておきたいこ員になりますので、その前にただしておきたいこ員になりますので、その前にただしておきたいこ員になりますので、その前にただしておきたいこ

とがございます。とがございます。とがございます。とがございます。

警察では国民の生警察では国民の生警察では国民の生警察では国民の生命命命命・・・・身身身身体体体体、、、、財産財産財産財産の安全、あるいはの安全、あるいはの安全、あるいはの安全、あるいは犯罪犯罪犯罪犯罪のののの捜査捜査捜査捜査、、、、基基基基本本本本的人権的人権的人権的人権の保の保の保の保障障障障といといといとい

う大う大う大う大変変変変重重重重要要要要なななな仕仕仕仕事を日事を日事を日事を日 々々々々なさっていただいております。そういう中で、なさっていただいております。そういう中で、なさっていただいております。そういう中で、なさっていただいております。そういう中で、不祥不祥不祥不祥事が事が事が事が増加増加増加増加してしてしてして

いるいるいるいる問題問題問題問題があると思います。県内での事件の中があると思います。県内での事件の中があると思います。県内での事件の中があると思います。県内での事件の中身身身身というのはさまざまございますけれども、というのはさまざまございますけれども、というのはさまざまございますけれども、というのはさまざまございますけれども、

奈良県警では奈良県警では奈良県警では奈良県警では以以以以前に前に前に前に起起起起きましたきましたきましたきました佐佐佐佐川川川川急急急急便便便便事件などの事件などの事件などの事件などの衝撃衝撃衝撃衝撃的的的的なななな不祥不祥不祥不祥事事件から事事件から事事件から事事件から反省反省反省反省をされまをされまをされまをされま

して、して、して、して、体体体体質質質質改善改善改善改善あるいはあるいはあるいはあるいは改革改革改革改革に取り組んでこられたに取り組んでこられたに取り組んでこられたに取り組んでこられた経過経過経過経過があるとがあるとがあるとがあると伺伺伺伺っております。にもかっております。にもかっております。にもかっております。にもか

かかかかわわわわらず、今日のらず、今日のらず、今日のらず、今日のよよよような、うな、うな、うな、不祥不祥不祥不祥事が事が事が事が絶絶絶絶えない、あるいはえない、あるいはえない、あるいはえない、あるいは増加増加増加増加している状況についてかんがしている状況についてかんがしている状況についてかんがしている状況についてかんが

みますと、本当に実みますと、本当に実みますと、本当に実みますと、本当に実効効効効ある取り組みであったのかどうか、その点がある取り組みであったのかどうか、その点がある取り組みであったのかどうか、その点がある取り組みであったのかどうか、その点が問題問題問題問題ではないかと思いではないかと思いではないかと思いではないかと思い

ます。ます。ます。ます。

今、県民の中では全国今、県民の中では全国今、県民の中では全国今、県民の中では全国的的的的に警察のに警察のに警察のに警察の不祥不祥不祥不祥事が非常に事が非常に事が非常に事が非常に多多多多いことで、警察についての報道にいことで、警察についての報道にいことで、警察についての報道にいことで、警察についての報道に敏敏敏敏

感感感感になっておられますし、になっておられますし、になっておられますし、になっておられますし、不信不信不信不信感感感感もいろいろ広がっているとお聞きしております。奈良県もいろいろ広がっているとお聞きしております。奈良県もいろいろ広がっているとお聞きしております。奈良県もいろいろ広がっているとお聞きしております。奈良県

警では本当にその警では本当にその警では本当にその警では本当にその改革改革改革改革が進んでいるのか、が進んでいるのか、が進んでいるのか、が進んでいるのか、現現現現状の実状の実状の実状の実態態態態にはどのにはどのにはどのにはどのよよよようなうなうなうな問題問題問題問題があるのか、そがあるのか、そがあるのか、そがあるのか、そ

のののの問題問題問題問題をどうをどうをどうをどう考考考考えていらっしえていらっしえていらっしえていらっしゃゃゃゃるのか、まずおるのか、まずおるのか、まずおるのか、まずお伺伺伺伺いしたいと思います。いしたいと思います。いしたいと思います。いしたいと思います。

○中村警務部長○中村警務部長○中村警務部長○中村警務部長 平成２４年の平成２４年の平成２４年の平成２４年の懲戒処懲戒処懲戒処懲戒処分の分の分の分の数数数数でありますが、１２名でありまして、でありますが、１２名でありまして、でありますが、１２名でありまして、でありますが、１２名でありまして、多多多多くのくのくのくの

処処処処分分分分者者者者を出したことにつきまして、まことにを出したことにつきまして、まことにを出したことにつきまして、まことにを出したことにつきまして、まことに遺憾遺憾遺憾遺憾であり、県民のであり、県民のであり、県民のであり、県民の皆様皆様皆様皆様にににに深深深深くおくおくおくおわび申わび申わび申わび申し上し上し上し上

げげげげるところであります。県警察におきましては、平るところであります。県警察におきましては、平るところであります。県警察におきましては、平るところであります。県警察におきましては、平素素素素から職員のから職員のから職員のから職員の身身身身上上上上把握把握把握把握、職員に対する、職員に対する、職員に対する、職員に対する

職務職務職務職務倫倫倫倫理理理理教教教教養養養養、、、、業業業業務管理の務管理の務管理の務管理の徹底徹底徹底徹底など、非など、非など、非など、非違違違違事案事案事案事案防止防止防止防止対対対対策策策策に取り組んでいるところでありまに取り組んでいるところでありまに取り組んでいるところでありまに取り組んでいるところでありま

すが、事案すが、事案すが、事案すが、事案発発発発生の生の生の生の背景背景背景背景には職務に対するには職務に対するには職務に対するには職務に対する倫倫倫倫理観の理観の理観の理観の欠如欠如欠如欠如やややや規規規規範範範範意識意識意識意識のののの低低低低下下下下、さらには、さらには、さらには、さらには基基基基本原本原本原本原

則則則則のののの不徹底不徹底不徹底不徹底があったとがあったとがあったとがあったと考考考考えております。えております。えております。えております。

○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 奈良県で奈良県で奈良県で奈良県で起起起起こっている事案は、これまでのこっている事案は、これまでのこっている事案は、これまでのこっている事案は、これまでのよよよようなうなうなうな重重重重大な事案ではないのかも大な事案ではないのかも大な事案ではないのかも大な事案ではないのかも

しれないのですが、ましれないのですが、ましれないのですが、ましれないのですが、まじめじめじめじめに頑張っている警察に頑張っている警察に頑張っている警察に頑張っている警察官官官官もたくさんいらっしもたくさんいらっしもたくさんいらっしもたくさんいらっしゃゃゃゃる中でそういうこる中でそういうこる中でそういうこる中でそういうこ

とがとがとがとが起起起起こると、こると、こると、こると、多多多多くの県民のくの県民のくの県民のくの県民の皆皆皆皆さんからさんからさんからさんから不信不信不信不信のののの目目目目で見られることになるので、で見られることになるので、で見られることになるので、で見られることになるので、改改改改めめめめていかていかていかていか

ないといけない点だと思っています。なないといけない点だと思っています。なないといけない点だと思っています。なないといけない点だと思っています。なぜぜぜぜこのこのこのこのよよよようにうにうにうに続続続続いていくのか、いていくのか、いていくのか、いていくのか、個々個々個々個々のののの人人人人 々々々々のののの規規規規範範範範

意識意識意識意識がががが薄薄薄薄いとか、いとか、いとか、いとか、倫倫倫倫理観が理観が理観が理観が欠如欠如欠如欠如していたというしていたというしていたというしていたという個個個個人人人人のののの問題問題問題問題ではないではないではないではない問題問題問題問題があるのではないがあるのではないがあるのではないがあるのではない

かと思います。これまでからかと思います。これまでからかと思います。これまでからかと思います。これまでから指指指指摘摘摘摘されているされているされているされているよよよように、うに、うに、うに、秘秘秘秘密密密密主義を主義を主義を主義を改改改改めめめめてててて情情情情報の報の報の報の公開公開公開公開をされをされをされをされ

る、あるいは警察職員がる、あるいは警察職員がる、あるいは警察職員がる、あるいは警察職員が意意意意欲欲欲欲を持ってを持ってを持ってを持って働働働働けるけるけるけるよよよような民主主義うな民主主義うな民主主義うな民主主義的的的的な職な職な職な職場場場場環境環境環境環境づづづづくりが大事でくりが大事でくりが大事でくりが大事で

はないかと思います。特にはないかと思います。特にはないかと思います。特にはないかと思います。特に官官官官僚僚僚僚主義ですとか主義ですとか主義ですとか主義ですとかキャキャキャキャリリリリアアアアのののの問題問題問題問題、こういう点も、こういう点も、こういう点も、こういう点も改改改改めめめめられなくられなくられなくられなく

てはならないと思います。てはならないと思います。てはならないと思います。てはならないと思います。
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特に、この特に、この特に、この特に、この間間間間報道されております報道されております報道されております報道されております退退退退職した警職した警職した警職した警官官官官やややや現現現現職の警察職の警察職の警察職の警察官官官官が告が告が告が告発発発発したしたしたした裏裏裏裏金金金金問題問題問題問題、こ、こ、こ、こ

ういうういうういうういう深深深深刻刻刻刻なななな問題問題問題問題について、いまだについて、いまだについて、いまだについて、いまだ真真真真相相相相究究究究明には明には明には明には至至至至っていないっていないっていないっていない現現現現状がある。国状がある。国状がある。国状がある。国家家家家公公公公安委員安委員安委員安委員

会ですら会ですら会ですら会ですら解解解解明できない、そういう状明できない、そういう状明できない、そういう状明できない、そういう状態態態態があることは、があることは、があることは、があることは、身身身身内を内を内を内を守守守守ろうというろうというろうというろうという体体体体質が質が質が質が問題問題問題問題ではではではでは

ないかと思います。私自ないかと思います。私自ないかと思います。私自ないかと思います。私自身身身身は、今は、今は、今は、今回回回回のこうしたのこうしたのこうしたのこうした不祥不祥不祥不祥事事案という事事案という事事案という事事案という問題問題問題問題をただしていく上でをただしていく上でをただしていく上でをただしていく上で

も大事なことは、警察からも大事なことは、警察からも大事なことは、警察からも大事なことは、警察から独独独独立立立立をした第をした第をした第をした第三三三三者者者者機関に機関に機関に機関によよよよるるるるチチチチェェェェッッッックククク体制体制体制体制がががが必必必必要要要要だと思います。だと思います。だと思います。だと思います。

今、奈良県にも今、奈良県にも今、奈良県にも今、奈良県にも公公公公安委員会がありますが、安委員会がありますが、安委員会がありますが、安委員会がありますが、公公公公安委員会の事務局は警察安委員会の事務局は警察安委員会の事務局は警察安委員会の事務局は警察官官官官、警察がされて、警察がされて、警察がされて、警察がされて

いることで、警察からいることで、警察からいることで、警察からいることで、警察から独独独独立立立立したしたしたした体制体制体制体制になっていない。そこがになっていない。そこがになっていない。そこがになっていない。そこが問題問題問題問題だと思うのですが、だと思うのですが、だと思うのですが、だと思うのですが、独独独独立立立立

した事務局を設けるなどのした事務局を設けるなどのした事務局を設けるなどのした事務局を設けるなどの改善改善改善改善をををを図図図図って、警察の内部で監察をするとか、警察って、警察の内部で監察をするとか、警察って、警察の内部で監察をするとか、警察って、警察の内部で監察をするとか、警察官官官官同同同同士士士士の内の内の内の内

部監察でその部監察でその部監察でその部監察でその問題問題問題問題をををを処処処処理していくところを本当に理していくところを本当に理していくところを本当に理していくところを本当に改改改改めめめめていくことがていくことがていくことがていくことが必必必必要要要要だと思うのです。だと思うのです。だと思うのです。だと思うのです。

その点についてどのその点についてどのその点についてどのその点についてどのよよよようにおうにおうにおうにお考考考考えになっているのかおえになっているのかおえになっているのかおえになっているのかお伺伺伺伺いしたいです。いしたいです。いしたいです。いしたいです。

○中村警務部長○中村警務部長○中村警務部長○中村警務部長 警察警察警察警察官官官官のののの不祥不祥不祥不祥事の事の事の事の問題問題問題問題につきまして第につきまして第につきまして第につきまして第三三三三者者者者機関に機関に機関に機関によよよよるるるるチチチチェェェェッッッックがクがクがクが必必必必要要要要でででで

はないかというおはないかというおはないかというおはないかというお尋尋尋尋ねねねねでありました。県警察は県でありました。県警察は県でありました。県警察は県でありました。県警察は県公公公公安委員会の管理を安委員会の管理を安委員会の管理を安委員会の管理を受受受受けております。事けております。事けております。事けております。事

務局が警察であることについてですが、警察のことはやはり警察が務局が警察であることについてですが、警察のことはやはり警察が務局が警察であることについてですが、警察のことはやはり警察が務局が警察であることについてですが、警察のことはやはり警察が一一一一番番番番よよよよくくくくわわわわかるというかるというかるというかるという

ことでありまして、警察のことでありまして、警察のことでありまして、警察のことでありまして、警察の側側側側からからからから公公公公安委員会に対して安委員会に対して安委員会に対して安委員会に対して適適適適時時時時適適適適切切切切にににに業業業業務について報告をする務について報告をする務について報告をする務について報告をする

ことがまず第ことがまず第ことがまず第ことがまず第一一一一であるとであるとであるとであると考考考考えております。平えております。平えております。平えております。平素素素素からそのからそのからそのからそのよよよような取り組みをうな取り組みをうな取り組みをうな取り組みを行行行行っておりますっておりますっておりますっております

し、またし、またし、またし、また公公公公安委員会の安委員会の安委員会の安委員会の場場場場にもおきまして、その報告した内にもおきまして、その報告した内にもおきまして、その報告した内にもおきまして、その報告した内容容容容について質について質について質について質問問問問、また、また、また、また意意意意見など見など見など見など

をををを述べ述べ述べ述べていただいていることで、ていただいていることで、ていただいていることで、ていただいていることで、公公公公安委員会に安委員会に安委員会に安委員会によよよよる管理がる管理がる管理がる管理が我々我々我々我々はまず大事であるとはまず大事であるとはまず大事であるとはまず大事であると考考考考えてえてえてえて

おりますし、また、十分に機おりますし、また、十分に機おりますし、また、十分に機おりますし、また、十分に機能能能能をしているとをしているとをしているとをしていると考考考考えております。えております。えております。えております。

○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 今、お今、お今、お今、お答答答答えがありましたが、えがありましたが、えがありましたが、えがありましたが、公公公公安委員会の事務局は警察で安委員会の事務局は警察で安委員会の事務局は警察で安委員会の事務局は警察で行行行行っておられて、っておられて、っておられて、っておられて、

警察から警察から警察から警察から問題問題問題問題提提提提起起起起して、警察から警察、それについてして、警察から警察、それについてして、警察から警察、それについてして、警察から警察、それについて意意意意見をいただく見をいただく見をいただく見をいただく仕仕仕仕組みになっている組みになっている組みになっている組みになっている

こと自こと自こと自こと自体体体体、、、、独独独独立立立立した機関とはいえない。そのした機関とはいえない。そのした機関とはいえない。そのした機関とはいえない。その身身身身内に内に内に内に甘甘甘甘いいいい体体体体質であるとか、警察が報告する質であるとか、警察が報告する質であるとか、警察が報告する質であるとか、警察が報告する

ことですから、その中ことですから、その中ことですから、その中ことですから、その中身身身身がどうなのかもがどうなのかもがどうなのかもがどうなのかも含め含め含め含めてててて公公公公平な平な平な平な立場立場立場立場にはならない。そこがにはならない。そこがにはならない。そこがにはならない。そこが問題問題問題問題だとだとだとだと

思います。今、監察思います。今、監察思います。今、監察思います。今、監察制度制度制度制度もありますが、それももありますが、それももありますが、それももありますが、それも身身身身内に内に内に内によよよよるもので、やはりこのるもので、やはりこのるもので、やはりこのるもので、やはりこの際際際際そういうそういうそういうそういう

問題問題問題問題点を警察点を警察点を警察点を警察外外外外部に部に部に部にゆゆゆゆだだだだねねねねることでることでることでることで公公公公平に平に平に平に社社社社会から会から会から会から透透透透明明明明感感感感を持って見られるを持って見られるを持って見られるを持って見られる仕仕仕仕組みをつく組みをつく組みをつく組みをつく

ることが今ることが今ることが今ることが今一一一一番必番必番必番必要要要要なななな改革改革改革改革ではないかと思います。この点はではないかと思います。この点はではないかと思います。この点はではないかと思います。この点は意意意意見が見が見が見が違違違違いますので、またいますので、またいますので、またいますので、また同同同同

じ答じ答じ答じ答えがえがえがえが返返返返ってくると思ったりするのですが、そこのところをお聞きしたいと思います。ってくると思ったりするのですが、そこのところをお聞きしたいと思います。ってくると思ったりするのですが、そこのところをお聞きしたいと思います。ってくると思ったりするのですが、そこのところをお聞きしたいと思います。

それから、もう１点は、警察内部でそれから、もう１点は、警察内部でそれから、もう１点は、警察内部でそれから、もう１点は、警察内部で現現現現職の方が職の方が職の方が職の方が不不不不正を告正を告正を告正を告発発発発をする、あるいは内部におらをする、あるいは内部におらをする、あるいは内部におらをする、あるいは内部におら

れる方が告れる方が告れる方が告れる方が告発発発発をする。そのことが本当にちをする。そのことが本当にちをする。そのことが本当にちをする。そのことが本当にちゃゃゃゃんとんとんとんと受受受受けとけとけとけとめめめめられて、告られて、告られて、告られて、告発発発発をした方がをした方がをした方がをした方が不不不不利益利益利益利益

をををを受受受受けることがなく、それをもとにけることがなく、それをもとにけることがなく、それをもとにけることがなく、それをもとに刷刷刷刷新がされる新がされる新がされる新がされる仕仕仕仕組みになっているのかどうか。例えば組みになっているのかどうか。例えば組みになっているのかどうか。例えば組みになっているのかどうか。例えば

この奈良県この奈良県この奈良県この奈良県庁庁庁庁でありましたら内部告でありましたら内部告でありましたら内部告でありましたら内部告発発発発をちをちをちをちゃゃゃゃんとできるんとできるんとできるんとできる仕仕仕仕組みがあって、告組みがあって、告組みがあって、告組みがあって、告発発発発したしたしたした人人人人をををを守守守守
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るるるる仕仕仕仕組みがきちんとつくられております。私どものところにも警察組みがきちんとつくられております。私どものところにも警察組みがきちんとつくられております。私どものところにも警察組みがきちんとつくられております。私どものところにも警察官官官官のののの現現現現職の方ですとか職の方ですとか職の方ですとか職の方ですとか

ＯＢＯＢＯＢＯＢの方とか、いろいろ内部のの方とか、いろいろ内部のの方とか、いろいろ内部のの方とか、いろいろ内部の問題問題問題問題の告の告の告の告発発発発のののの文文文文書書書書がががが届届届届きます。しかし、警察にきます。しかし、警察にきます。しかし、警察にきます。しかし、警察に言言言言っても全っても全っても全っても全

然然然然聞き入れてもらえないのですとか、聞き入れてもらえないのですとか、聞き入れてもらえないのですとか、聞き入れてもらえないのですとか、捜査捜査捜査捜査上でこんなやり方でいいのかと疑上でこんなやり方でいいのかと疑上でこんなやり方でいいのかと疑上でこんなやり方でいいのかと疑問問問問を持っていを持っていを持っていを持ってい

るがどうかとるがどうかとるがどうかとるがどうかと意意意意見をいただくことも見をいただくことも見をいただくことも見をいただくこともよよよよくあります。くあります。くあります。くあります。皆皆皆皆さん、それをさん、それをさん、それをさん、それを公公公公にして自分の名前をにして自分の名前をにして自分の名前をにして自分の名前を

明らかにして明らかにして明らかにして明らかにして言言言言うことができない状うことができない状うことができない状うことができない状態態態態に置かれているとに置かれているとに置かれているとに置かれていると訴訴訴訴えておられます。ですから、えておられます。ですから、えておられます。ですから、えておられます。ですから、透透透透

明な明な明な明な仕仕仕仕組みがないことが組みがないことが組みがないことが組みがないことが問題問題問題問題ではないかと思うのですが、その点は県警察はどうなっていではないかと思うのですが、その点は県警察はどうなっていではないかと思うのですが、その点は県警察はどうなっていではないかと思うのですが、その点は県警察はどうなってい

るのか、おるのか、おるのか、おるのか、お伺伺伺伺いしたいと思いますが、いかがですか。いしたいと思いますが、いかがですか。いしたいと思いますが、いかがですか。いしたいと思いますが、いかがですか。

○原山警察本部長○原山警察本部長○原山警察本部長○原山警察本部長 最最最最後後後後のごのごのごのご指指指指摘摘摘摘については、警察にも通報については、警察にも通報については、警察にも通報については、警察にも通報制度制度制度制度、内部告、内部告、内部告、内部告発発発発のののの制度制度制度制度がござがござがござがござ

います。います。います。います。現現現現に、例えば私に、例えば私に、例えば私に、例えば私書書書書箱箱箱箱にした方がにした方がにした方がにした方が工工工工夫夫夫夫できるのではないかとか、あるいはできるのではないかとか、あるいはできるのではないかとか、あるいはできるのではないかとか、あるいは電電電電話でも話でも話でも話でも

それそれそれそれ専用専用専用専用のののの電電電電話とかやっています。山村委員の当話とかやっています。山村委員の当話とかやっています。山村委員の当話とかやっています。山村委員の当初初初初ごごごご指指指指摘摘摘摘のとおり、県警として非常にのとおり、県警として非常にのとおり、県警として非常にのとおり、県警として非常に恥恥恥恥

ずかしい状況です。こういうことではいけない、原点にずかしい状況です。こういうことではいけない、原点にずかしい状況です。こういうことではいけない、原点にずかしい状況です。こういうことではいけない、原点に立立立立ってということで、ことしに入ってということで、ことしに入ってということで、ことしに入ってということで、ことしに入

ってってってって各各各各警察警察警察警察署署署署をををを回回回回ってってってって署署署署員もできるだけ集まってもらい、自分の員もできるだけ集まってもらい、自分の員もできるだけ集まってもらい、自分の員もできるだけ集まってもらい、自分の言葉言葉言葉言葉でお話もさでお話もさでお話もさでお話もさせせせせていたていたていたていた

だいていますだいていますだいていますだいています。。。。「「「「皆皆皆皆さんがお気さんがお気さんがお気さんがお気づづづづきの点については、私にきの点については、私にきの点については、私にきの点については、私に直直直直接電接電接電接電話いただいてで結構です話いただいてで結構です話いただいてで結構です話いただいてで結構です

よよよよ、、、、皆皆皆皆さん、さん、さん、さん、電電電電話話話話番番番番号わ号わ号わ号わかっているでしかっているでしかっているでしかっているでしょょょょう、そのう、そのう、そのう、その時時時時に自分がいればに自分がいればに自分がいればに自分がいれば軽視軽視軽視軽視しましましましませせせせんんんんよよよよ」」」」と、と、と、と、

そこまでそこまでそこまでそこまで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。

ですから、自ですから、自ですから、自ですから、自浄浄浄浄機機機機能能能能とかとかとかとか透透透透明明明明化化化化については、特については、特については、特については、特段段段段私も私も私も私も力力力力を入れておりますし、今を入れておりますし、今を入れておりますし、今を入れておりますし、今後後後後もしもしもしもし

っかりやらっかりやらっかりやらっかりやらせせせせていただきます。ごていただきます。ごていただきます。ごていただきます。ご指指指指摘摘摘摘の部分については本当にの部分については本当にの部分については本当にの部分については本当に重重重重くくくく受受受受けとけとけとけとめめめめながら、ただながら、ただながら、ただながら、ただ

１点、１点、１点、１点、官官官官僚僚僚僚主義主義主義主義云云云云 々々々々というというというという言葉言葉言葉言葉がございました。がございました。がございました。がございました。キャキャキャキャリリリリア制度ア制度ア制度ア制度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ているのだれているのだれているのだれているのだ

と思いますが、ちなみに私、はっきりと思いますが、ちなみに私、はっきりと思いますが、ちなみに私、はっきりと思いますが、ちなみに私、はっきり申申申申し上し上し上し上げげげげて、て、て、て、キャキャキャキャリリリリアアアアではございまではございまではございまではございませせせせん。ん。ん。ん。和和和和歌歌歌歌山県山県山県山県

警を警を警を警を拝拝拝拝命命命命してしてしてして現場現場現場現場で交で交で交で交番番番番もももも駐駐駐駐在在在在所も所も所も所も経経経経験験験験しております。その中で、たまたま警察しております。その中で、たまたま警察しております。その中で、たまたま警察しております。その中で、たまたま警察庁庁庁庁にににに行行行行っっっっ

たということでございまして、こういうことも今、全国で３たということでございまして、こういうことも今、全国で３たということでございまして、こういうことも今、全国で３たということでございまして、こういうことも今、全国で３人人人人、私の、私の、私の、私の後後後後輩輩輩輩もおりますし、もおりますし、もおりますし、もおりますし、

もっともっともっともっと多多多多いいいい時期時期時期時期もございました。ですから、もございました。ですから、もございました。ですから、もございました。ですから、変変変変えなければならない部分は警察もえなければならない部分は警察もえなければならない部分は警察もえなければならない部分は警察も積極的積極的積極的積極的にににに

変変変変えていっております。まだまだえていっております。まだまだえていっております。まだまだえていっております。まだまだ足足足足りない部分はあるかもりない部分はあるかもりない部分はあるかもりない部分はあるかもわわわわかりまかりまかりまかりませせせせんが。んが。んが。んが。

例えば、例えば、例えば、例えば、公公公公安委員会の安委員会の安委員会の安委員会の問題問題問題問題についても、についても、についても、についても、岡岡岡岡本本本本公公公公安委員長と長いときは３０～４０分議安委員長と長いときは３０～４０分議安委員長と長いときは３０～４０分議安委員長と長いときは３０～４０分議論論論論

ささささせせせせていただきました。これはもう本当に本ていただきました。これはもう本当に本ていただきました。これはもう本当に本ていただきました。これはもう本当に本音音音音でですでですでですでですねねねね、例えば、例えば、例えば、例えば不祥不祥不祥不祥事についても、１２事についても、１２事についても、１２事についても、１２

人人人人はははは戒戒戒戒告告告告以以以以上の上の上の上の懲戒処懲戒処懲戒処懲戒処分です。それ分です。それ分です。それ分です。それ以下以下以下以下に、例えば所に、例えば所に、例えば所に、例えば所属属属属長長長長注注注注意意意意からからからから始始始始まって本部長まって本部長まって本部長まって本部長注注注注意意意意、、、、

ほかのはやはりほかのはやはりほかのはやはりほかのはやはり注注注注意意意意処処処処分分分分的的的的な部分もございます。これはもちろんな部分もございます。これはもちろんな部分もございます。これはもちろんな部分もございます。これはもちろん情情情情報報報報公開公開公開公開ではきちんとではきちんとではきちんとではきちんと公公公公

開開開開はするのですが、あえてはするのですが、あえてはするのですが、あえてはするのですが、あえて発発発発表表表表はさはさはさはさせせせせていただいておりまていただいておりまていただいておりまていただいておりませせせせん。そういう部分についてもん。そういう部分についてもん。そういう部分についてもん。そういう部分についても

公公公公安委員会には全部安委員会には全部安委員会には全部安委員会には全部逐逐逐逐一一一一、主、主、主、主席席席席監察監察監察監察官官官官が、が、が、が、各各各各部長もいる部長もいる部長もいる部長もいる場場場場でででで発発発発表表表表しまししまししまししましょょょょうとうとうとうと制度制度制度制度をををを変変変変ええええ

たりとか、あるいは私の方でいろいろなたりとか、あるいは私の方でいろいろなたりとか、あるいは私の方でいろいろなたりとか、あるいは私の方でいろいろな意意意意味味味味でごでごでごでご意意意意見を実は見を実は見を実は見を実は伺伺伺伺っております、いかがでしっております、いかがでしっております、いかがでしっております、いかがでし
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ょょょょうかということで。うかということで。うかということで。うかということで。発発発発生があればいち生があればいち生があればいち生があればいち早早早早く、例えばく、例えばく、例えばく、例えば土土土土曜曜曜曜日、日日、日日、日日、日曜曜曜曜日でもこういう事案が日でもこういう事案が日でもこういう事案が日でもこういう事案が

発発発発生していますということで生していますということで生していますということで生していますということで各各各各委員の携委員の携委員の携委員の携帯電帯電帯電帯電話にも話にも話にも話にも電電電電話さ話さ話さ話させせせせていただいております。私だていただいております。私だていただいております。私だていただいております。私だ

けではなく、私がけではなく、私がけではなく、私がけではなく、私が都合都合都合都合のののの悪悪悪悪いときは警務部長がといういときは警務部長がといういときは警務部長がといういときは警務部長がというよよよような対応もとらうな対応もとらうな対応もとらうな対応もとらせせせせていただいていていただいていていただいていていただいてい

ます。ます。ます。ます。

先ほど先ほど先ほど先ほど各各各各署署署署もももも回回回回ってということをお話ししましたけれど、ただ、私ども、ってということをお話ししましたけれど、ただ、私ども、ってということをお話ししましたけれど、ただ、私ども、ってということをお話ししましたけれど、ただ、私ども、反省反省反省反省すすすすべべべべき点き点き点き点

は本当には本当には本当には本当に重重重重くくくく受受受受けとけとけとけとめめめめてててて反省反省反省反省して、新たなして、新たなして、新たなして、新たな一一一一歩歩歩歩を前にを前にを前にを前に踏踏踏踏み出さなければならない。そうしみ出さなければならない。そうしみ出さなければならない。そうしみ出さなければならない。そうし

ないと、もうしないと、もうしないと、もうしないと、もうしょげょげょげょげ返返返返っていてっていてっていてっていて下下下下だけだけだけだけ向向向向いてたら、だれがいてたら、だれがいてたら、だれがいてたら、だれが迷惑迷惑迷惑迷惑するかといったら県民です。するかといったら県民です。するかといったら県民です。するかといったら県民です。

安全安安全安安全安安全安心心心心をををを守守守守らなければならない私たちの、らなければならない私たちの、らなければならない私たちの、らなければならない私たちの、士士士士気が、気持ちが落ちていたら本当にだ気が、気持ちが落ちていたら本当にだ気が、気持ちが落ちていたら本当にだ気が、気持ちが落ちていたら本当にだめめめめだだだだ

ということで、ことしの県警のということで、ことしの県警のということで、ことしの県警のということで、ことしの県警の運運運運営営営営指指指指針針針針、日本、日本、日本、日本一一一一安全で安安全で安安全で安安全で安心心心心してしてしてして暮暮暮暮ららららせせせせる奈良の実る奈良の実る奈良の実る奈良の実現現現現といといといとい

うことで、原山がまた大うことで、原山がまた大うことで、原山がまた大うことで、原山がまた大ぶぶぶぶろしきを広ろしきを広ろしきを広ろしきを広げげげげやがってと思やがってと思やがってと思やがってと思わわわわれるかもれるかもれるかもれるかもわわわわかりまかりまかりまかりませせせせんが、んが、んが、んが、志志志志はははは高高高高

く、これをやはりく、これをやはりく、これをやはりく、これをやはり目指目指目指目指さないといけない、ではなさないといけない、ではなさないといけない、ではなさないといけない、ではなぜぜぜぜだと。大だと。大だと。大だと。大和和和和だからですだからですだからですだからですよよよよ、奈良県だか、奈良県だか、奈良県だか、奈良県だか

らですらですらですらですよよよよ。この。この。この。この歴史歴史歴史歴史文文文文化化化化のののの発発発発祥祥祥祥の地である奈良こそ、の地である奈良こそ、の地である奈良こそ、の地である奈良こそ、海海海海外外外外からもいろいろなおからもいろいろなおからもいろいろなおからもいろいろなお客客客客さんがあさんがあさんがあさんがあ

って、って、って、って、住住住住んでいる方も幸んでいる方も幸んでいる方も幸んでいる方も幸せせせせにということを、これを実にということを、これを実にということを、これを実にということを、これを実現現現現したい。その中で、いろいろしたい。その中で、いろいろしたい。その中で、いろいろしたい。その中で、いろいろ項項項項目目目目

的的的的にはにはにはには立立立立っているのですが、これは県民の方にもおっているのですが、これは県民の方にもおっているのですが、これは県民の方にもおっているのですが、これは県民の方にもお配配配配りしているりしているりしているりしているパパパパンンンンフレフレフレフレットットットットです。ですです。ですです。ですです。です

から、これは自分たちのから、これは自分たちのから、これは自分たちのから、これは自分たちの決意決意決意決意表表表表明でもあるのですが、私のあいさつの中で、正義の実明でもあるのですが、私のあいさつの中で、正義の実明でもあるのですが、私のあいさつの中で、正義の実明でもあるのですが、私のあいさつの中で、正義の実現現現現、、、、

これ警察当たり前です。けれど、その正義を実これ警察当たり前です。けれど、その正義を実これ警察当たり前です。けれど、その正義を実これ警察当たり前です。けれど、その正義を実現現現現する警察が、する警察が、する警察が、する警察が、不不不不正をただす正をただす正をただす正をただすべべべべき警察にき警察にき警察にき警察に不不不不

正があってはならないことも正があってはならないことも正があってはならないことも正があってはならないこともわわわわざざざざわわわわざ明ざ明ざ明ざ明記記記記して出さして出さして出さして出させせせせていただいております。ですから、ていただいております。ですから、ていただいております。ですから、ていただいております。ですから、

自自自自浄浄浄浄機機機機能能能能のののの強化強化強化強化だとかだとかだとかだとか透透透透明明明明性性性性ということで委員ごということで委員ごということで委員ごということで委員ご心配心配心配心配でございますが、しっかり前でございますが、しっかり前でございますが、しっかり前でございますが、しっかり前向向向向きにきにきにきに

とらえてやっていきたいと思いますので、またお気とらえてやっていきたいと思いますので、またお気とらえてやっていきたいと思いますので、またお気とらえてやっていきたいと思いますので、またお気づづづづきの点はごきの点はごきの点はごきの点はご指指指指摘摘摘摘いただければと思いいただければと思いいただければと思いいただければと思い

ます。ます。ます。ます。以以以以上です。上です。上です。上です。

○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 本部長が本部長が本部長が本部長が立派立派立派立派な方で、いろいろなな方で、いろいろなな方で、いろいろなな方で、いろいろな経経経経験験験験もももも積積積積まれて、本当にまれて、本当にまれて、本当にまれて、本当に立派立派立派立派なおなおなおなお考考考考えを持えを持えを持えを持

っておられることはっておられることはっておられることはっておられることはよよよよくくくくわわわわかりました。そういうかりました。そういうかりました。そういうかりました。そういう意識意識意識意識で取り組んでいらっしで取り組んでいらっしで取り組んでいらっしで取り組んでいらっしゃゃゃゃることは今ることは今ることは今ることは今

おおおお伺伺伺伺いして分かったいして分かったいして分かったいして分かったわわわわけですが、けですが、けですが、けですが、キャキャキャキャリリリリア制度ア制度ア制度ア制度というというというという問題問題問題問題は、そういう中でも頑張ってこは、そういう中でも頑張ってこは、そういう中でも頑張ってこは、そういう中でも頑張ってこ

られる方もいらっしられる方もいらっしられる方もいらっしられる方もいらっしゃゃゃゃることですけれども、やはりることですけれども、やはりることですけれども、やはりることですけれども、やはり基基基基本本本本的的的的に、全に、全に、全に、全体体体体としてやる気を出すととしてやる気を出すととしてやる気を出すととしてやる気を出すと

いういういういう仕仕仕仕組みに組みに組みに組みに改改改改めめめめていくことがていくことがていくことがていくことが必必必必要要要要ではないかと思っておりますし、ではないかと思っておりますし、ではないかと思っておりますし、ではないかと思っておりますし、個個個個人人人人がががが幾幾幾幾らららら立派立派立派立派で本で本で本で本

当に当に当に当に不不不不正をなくしたいという正をなくしたいという正をなくしたいという正をなくしたいという熱熱熱熱意意意意があって頑張っていただいていることはがあって頑張っていただいていることはがあって頑張っていただいていることはがあって頑張っていただいていることはよよよよくくくくわわわわかりますかりますかりますかります

が、それをが、それをが、それをが、それを担担担担保するきちんとした保するきちんとした保するきちんとした保するきちんとした仕仕仕仕組みです、民主組みです、民主組みです、民主組みです、民主的的的的なななな仕仕仕仕組みが組みが組みが組みが絶絶絶絶対に対に対に対に必必必必要要要要であると思っであると思っであると思っであると思っ

ております。警察という大ております。警察という大ております。警察という大ております。警察という大変変変変重重重重要要要要なななな仕仕仕仕事で、それは国民にとっても非常に大事な事で、それは国民にとっても非常に大事な事で、それは国民にとっても非常に大事な事で、それは国民にとっても非常に大事な仕仕仕仕事をし事をし事をし事をし

てもらっている部てもらっている部てもらっている部てもらっている部署署署署であって、であって、であって、であって、信信信信頼頼頼頼が置けないとなるとそれは大きなが置けないとなるとそれは大きなが置けないとなるとそれは大きなが置けないとなるとそれは大きな問題問題問題問題だと思います。だと思います。だと思います。だと思います。

それは本部長がおっしそれは本部長がおっしそれは本部長がおっしそれは本部長がおっしゃゃゃゃるとおりだと、私も思っておりますので、本当のるとおりだと、私も思っておりますので、本当のるとおりだと、私も思っておりますので、本当のるとおりだと、私も思っておりますので、本当の意意意意味味味味でででで改善改善改善改善してしてしてして
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いくたいくたいくたいくためめめめにはにはにはには透透透透明明明明性性性性をををを確確確確保していくとか、あるいは保していくとか、あるいは保していくとか、あるいは保していくとか、あるいは秘秘秘秘密密密密主義をなくしていくとかいう点で主義をなくしていくとかいう点で主義をなくしていくとかいう点で主義をなくしていくとかいう点で

第第第第三三三三者者者者機関がきちんと機機関がきちんと機機関がきちんと機機関がきちんと機能能能能するするするする仕仕仕仕組みが組みが組みが組みが必必必必要要要要ではないかと思っています。奈良県警だけのではないかと思っています。奈良県警だけのではないかと思っています。奈良県警だけのではないかと思っています。奈良県警だけの

問題問題問題問題ではないかもしれまではないかもしれまではないかもしれまではないかもしれませせせせんが、そういう方んが、そういう方んが、そういう方んが、そういう方向向向向で今で今で今で今後後後後改善改善改善改善がされることをがされることをがされることをがされることを強強強強く主張していく主張していく主張していく主張してい

きたいと思いますし、きたいと思いますし、きたいと思いますし、きたいと思いますし、引引引引きききき続続続続きその点をきその点をきその点をきその点を求め求め求め求めていきたいと思います。ていきたいと思います。ていきたいと思います。ていきたいと思います。以以以以上、上、上、上、意意意意見を見を見を見を申申申申しししし述述述述

べべべべてててて終終終終わわわわります。ります。ります。ります。

○藤本委員○藤本委員○藤本委員○藤本委員 大分大分大分大分時間時間時間時間がががが過過過過ぎぎぎぎていますので、１点だけ質ていますので、１点だけ質ていますので、１点だけ質ていますので、１点だけ質問問問問して、１点はして、１点はして、１点はして、１点は軽軽軽軽くくくく要望要望要望要望してしてしてして終終終終わわわわ

ります。ります。ります。ります。

代代代代表表表表質質質質問問問問があるから大きながあるから大きながあるから大きながあるから大きな問題問題問題問題はははは知知知知事に聞きますけれども、総務部長、今事に聞きますけれども、総務部長、今事に聞きますけれども、総務部長、今事に聞きますけれども、総務部長、今度度度度の予算、４の予算、４の予算、４の予算、４，，，，

８８８８８８８８０億円あって、０億円あって、０億円あって、０億円あって、補補補補正も正も正も正も含含含含んでいるのですけれど、県んでいるのですけれど、県んでいるのですけれど、県んでいるのですけれど、県税税税税が３１が３１が３１が３１％％％％あって、１あって、１あって、１あって、１，，，，３３３３８８８８９億９億９億９億

円です円です円です円ですねねねね。地方交。地方交。地方交。地方交付税付税付税付税とかとかとかとか臨臨臨臨時時時時財財財財政政政政とかも１とかも１とかも１とかも１，，，，８６８６８６８６０億円で３００億円で３００億円で３００億円で３０％％％％をををを切切切切っている。国っている。国っている。国っている。国庫庫庫庫のののの

支支支支出出出出金金金金もももも８８８８２２２２８８８８億円です。県の億円です。県の億円です。県の億円です。県の借借借借金金金金が１が１が１が１，，，，００００８８８８０億円となって、それだけの０億円となって、それだけの０億円となって、それだけの０億円となって、それだけの借借借借金金金金をしていをしていをしていをしてい

る。それに、まださらにる。それに、まださらにる。それに、まださらにる。それに、まださらに８８８８１１億円の１１億円の１１億円の１１億円の借借借借金金金金を今を今を今を今度度度度していくしていくしていくしていくわわわわけです。ところが、けです。ところが、けです。ところが、けです。ところが、返返返返すのはすのはすのはすのは

７９２億円しか７９２億円しか７９２億円しか７９２億円しか返返返返さないさないさないさないわわわわけです。自分のけです。自分のけです。自分のけです。自分の家家家家のののの借借借借金金金金としたって、としたって、としたって、としたって、一一一一方で７９０億円は方で７９０億円は方で７９０億円は方で７９０億円は返返返返しししし

て、またすて、またすて、またすて、またすぐぐぐぐにににに８８８８１１億円１１億円１１億円１１億円借借借借りるりるりるりるわわわわけです。これのけです。これのけです。これのけです。これの差額差額差額差額をがんとしていって、大きくをがんとしていって、大きくをがんとしていって、大きくをがんとしていって、大きく借借借借金金金金

をををを返返返返していくという方していくという方していくという方していくという方向へ向へ向へ向へかかかかじじじじをををを切切切切らないといけないということがらないといけないということがらないといけないということがらないといけないということが一一一一つ。つ。つ。つ。

これはこれはこれはこれは回回回回答答答答結構です。結構です。結構です。結構です。知知知知事に聞きます。それで、もう事に聞きます。それで、もう事に聞きます。それで、もう事に聞きます。それで、もう一一一一つ、つ、つ、つ、一一一一番番番番聞きたいのは、総務部聞きたいのは、総務部聞きたいのは、総務部聞きたいのは、総務部

長、これは長、これは長、これは長、これは答答答答弁弁弁弁してください。してください。してください。してください。財財財財政政政政調整調整調整調整基基基基金金金金はずっと取りはずっと取りはずっと取りはずっと取り崩崩崩崩してばっかりいて、結局してばっかりいて、結局してばっかりいて、結局してばっかりいて、結局６６６６２２２２

億円取り億円取り億円取り億円取り崩崩崩崩してしてしてして残残残残るのは１２４億円です。これからるのは１２４億円です。これからるのは１２４億円です。これからるのは１２４億円です。これから毎毎毎毎年年年年毎毎毎毎年取り年取り年取り年取り崩崩崩崩していると気がついたしていると気がついたしていると気がついたしていると気がついた

らこのたらこのたらこのたらこのためめめめているているているている貯貯貯貯金金金金がなくなってしまうのとがなくなってしまうのとがなくなってしまうのとがなくなってしまうのと違違違違いますか。この見通しはどう思っておらいますか。この見通しはどう思っておらいますか。この見通しはどう思っておらいますか。この見通しはどう思っておら

れるの。それでれるの。それでれるの。それでれるの。それで積積積積みみみみ立立立立てはてはてはてはわわわわずか２億円しかしていない。もうこういう点で、このずか２億円しかしていない。もうこういう点で、このずか２億円しかしていない。もうこういう点で、このずか２億円しかしていない。もうこういう点で、この財財財財政政政政調調調調

整整整整基基基基金金金金を総務部長としてのを総務部長としてのを総務部長としてのを総務部長としての考考考考えだけ聞きます。えだけ聞きます。えだけ聞きます。えだけ聞きます。

そしてそしてそしてそして歳歳歳歳入を見ていましたら、なら・入を見ていましたら、なら・入を見ていましたら、なら・入を見ていましたら、なら・シルシルシルシルクロークロークロークロードドドド博博博博記記記記念念念念国国国国際際際際交交交交流流流流財団財団財団財団はははは解解解解散散散散したでししたでししたでししたでし

ょょょょ。これの。これの。これの。これの残残残残余１０余１０余１０余１０８８８８億円ある億円ある億円ある億円あるわわわわけです。いつも新けです。いつも新けです。いつも新けです。いつも新規規規規事事事事業業業業だけだけだけだけ資資資資料料料料つくってくれてるのかつくってくれてるのかつくってくれてるのかつくってくれてるのか

な。な。な。な。行行行行財財財財政政政政改革改革改革改革で、で、で、で、行政行政行政行政経経経経営営営営をやっているをやっているをやっているをやっている課課課課があります。これだけ事があります。これだけ事があります。これだけ事があります。これだけ事業業業業ややややめめめめてててて節約節約節約節約しまししまししまししまし

たというのも、あってもいいと思うけど。いつも新たというのも、あってもいいと思うけど。いつも新たというのも、あってもいいと思うけど。いつも新たというのも、あってもいいと思うけど。いつも新規規規規事事事事業業業業だけ出しているけれどだけ出しているけれどだけ出しているけれどだけ出しているけれどねねねね。だか。だか。だか。だか

ら、そういうら、そういうら、そういうら、そういう努努努努力力力力してしてしてして行行行行財財財財政政政政改革改革改革改革で事で事で事で事業業業業がこんな事がこんな事がこんな事がこんな事業業業業、こんな事、こんな事、こんな事、こんな事業業業業、全部や、全部や、全部や、全部やめめめめました、こました、こました、こました、こ

れだけれだけれだけれだけ節約節約節約節約しておりますというのが１しておりますというのが１しておりますというのが１しておりますというのが１枚枚枚枚か２か２か２か２枚枚枚枚あっていいのではないかな。あっていいのではないかな。あっていいのではないかな。あっていいのではないかな。次次次次からですからですからですからですよよよよ。。。。

新新新新規規規規事事事事業業業業はいつも新しいのをつくる。どんどんはいつも新しいのをつくる。どんどんはいつも新しいのをつくる。どんどんはいつも新しいのをつくる。どんどん金金金金使使使使えということで、新えということで、新えということで、新えということで、新規規規規事事事事業業業業の説明はかの説明はかの説明はかの説明はか

なりしてくれるなりしてくれるなりしてくれるなりしてくれるわわわわけだから。本当にこれだけ新けだから。本当にこれだけ新けだから。本当にこれだけ新けだから。本当にこれだけ新規規規規事事事事業業業業しないといけないのかという話までしないといけないのかという話までしないといけないのかという話までしないといけないのかという話まで

あるあるあるあるぐぐぐぐらいです。そういう点で、らいです。そういう点で、らいです。そういう点で、らいです。そういう点で、財財財財政政政政調整調整調整調整基基基基金金金金のことだけのことだけのことだけのことだけ答答答答えてください。あとは結構でえてください。あとは結構でえてください。あとは結構でえてください。あとは結構で
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す。す。す。す。

それから、それから、それから、それから、要望要望要望要望ですけれども、警察本部長、２ですけれども、警察本部長、２ですけれども、警察本部長、２ですけれども、警察本部長、２６６６６名、名、名、名、ふふふふえてえてえてえてよよよよかったと思うのですが、かったと思うのですが、かったと思うのですが、かったと思うのですが、

人人人人事の関係でいいますと、中総務部事の関係でいいますと、中総務部事の関係でいいますと、中総務部事の関係でいいますと、中総務部次次次次長になるのか総務部長になるのか長になるのか総務部長になるのか長になるのか総務部長になるのか長になるのか総務部長になるのかわわわわからないけれどからないけれどからないけれどからないけれど

も、県警本部からも、県警本部からも、県警本部からも、県警本部から暴暴暴暴力団力団力団力団対対対対策策策策がががが必必必必要要要要なところがあります、なところがあります、なところがあります、なところがあります、建築建築建築建築課課課課とか、それからとか、それからとか、それからとか、それから廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物対対対対

策課策課策課策課とか。市町村でも警部か警部とか。市町村でも警部か警部とか。市町村でも警部か警部とか。市町村でも警部か警部補補補補をををを派遣派遣派遣派遣してくれといしてくれといしてくれといしてくれといわわわわれてれてれてれて派遣派遣派遣派遣しているしているしているしているわわわわけです。そけです。そけです。そけです。そ

れが２０名れが２０名れが２０名れが２０名以以以以上になっている上になっている上になっている上になっているわわわわけです。そのけです。そのけです。そのけです。その人数人数人数人数分分分分返返返返してあしてあしてあしてあげげげげてほしい。とられているてほしい。とられているてほしい。とられているてほしい。とられているわわわわ

けだから。本部長にけだから。本部長にけだから。本部長にけだから。本部長に頼頼頼頼まれてしまれてしまれてしまれてしゃべゃべゃべゃべっているのではないけれども、それだけ県内っているのではないけれども、それだけ県内っているのではないけれども、それだけ県内っているのではないけれども、それだけ県内へ派遣へ派遣へ派遣へ派遣しししし

ているのだから、それだけの２０名分ているのだから、それだけの２０名分ているのだから、それだけの２０名分ているのだから、それだけの２０名分ぐぐぐぐらい。らい。らい。らい。ママママルルルル秘秘秘秘情情情情報のことで大事なところ報のことで大事なところ報のことで大事なところ報のことで大事なところへへへへはやれはやれはやれはやれ

ないかもしれないけれど、ないかもしれないけれど、ないかもしれないけれど、ないかもしれないけれど、情情情情報報報報公開公開公開公開でこの警察のでこの警察のでこの警察のでこの警察のママママルルルル秘秘秘秘事事事事項項項項は職員には職員には職員には職員に知知知知ららららせせせせないというこないというこないというこないというこ

とだけれども。警察本部が県民とだけれども。警察本部が県民とだけれども。警察本部が県民とだけれども。警察本部が県民意識意識意識意識調査調査調査調査をしたをしたをしたをしたわわわわけです。そのときにけです。そのときにけです。そのときにけです。そのときにパパパパトトトトローローローロールルルルもうちもうちもうちもうちょょょょ

っとっとっとっと回回回回ってほしいとか、治安がちってほしいとか、治安がちってほしいとか、治安がちってほしいとか、治安がちょょょょっとっとっとっと悪悪悪悪いといういといういといういという意識意識意識意識があるがあるがあるがあるわわわわけです。そういう点では、けです。そういう点では、けです。そういう点では、けです。そういう点では、

警察警察警察警察官官官官がたしかに２がたしかに２がたしかに２がたしかに２６６６６名名名名ふふふふえて、交通えて、交通えて、交通えて、交通違違違違反反反反のののの切切切切符符符符切切切切りりりりよよよよりも刑事のりも刑事のりも刑事のりも刑事の仕仕仕仕事もできる事もできる事もできる事もできるぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの

警察警察警察警察官官官官としてとしてとしてとしてふふふふえたのをえたのをえたのをえたのを喜喜喜喜んでいます。んでいます。んでいます。んでいます。次次次次の予算の予算の予算の予算審審審審査査査査特特特特別別別別委員会で質委員会で質委員会で質委員会で質問問問問をしてをしてをしてをして答答答答えていたえていたえていたえていた

だこうと思っているけれど、それだけとられているのだから、それだけの分を県のだこうと思っているけれど、それだけとられているのだから、それだけの分を県のだこうと思っているけれど、それだけとられているのだから、それだけの分を県のだこうと思っているけれど、それだけとられているのだから、それだけの分を県の負負負負担担担担で、で、で、で、

定定定定数外数外数外数外でもらでもらでもらでもらわわわわれたらどうですかという話もしてるれたらどうですかという話もしてるれたらどうですかという話もしてるれたらどうですかという話もしてるわわわわけです。そういうことも、けです。そういうことも、けです。そういうことも、けです。そういうことも、次次次次の予算の予算の予算の予算

委員会でまた話ししますけれども、それだけ警察委員会でまた話ししますけれども、それだけ警察委員会でまた話ししますけれども、それだけ警察委員会でまた話ししますけれども、それだけ警察官官官官が、が、が、が、天天天天理市でもいろいろなところ理市でもいろいろなところ理市でもいろいろなところ理市でもいろいろなところへ派へ派へ派へ派

遣遣遣遣されて、されて、されて、されて、皆皆皆皆頑張ってくれている頑張ってくれている頑張ってくれている頑張ってくれているわわわわけです、警部けです、警部けです、警部けです、警部補補補補、警部が、警部が、警部が、警部がねねねね。そういう。そういう。そういう。そういう人人人人のののの給料給料給料給料は、やは、やは、やは、や

はり市はり市はり市はり市費費費費でででで払払払払っているときもありますけれども、ほとんど県警がっているときもありますけれども、ほとんど県警がっているときもありますけれども、ほとんど県警がっているときもありますけれども、ほとんど県警が払払払払っているっているっているっているわわわわけです。そけです。そけです。そけです。そ

の分、そういうの分、そういうの分、そういうの分、そういう仕仕仕仕事の部分を、事の部分を、事の部分を、事の部分を、一度一度一度一度交交交交流流流流をををを図図図図ってってってってフフフフォォォォローすローすローすローすべべべべきとちがうかと、きとちがうかと、きとちがうかと、きとちがうかと、要望要望要望要望です。です。です。です。

次次次次のときにのときにのときにのときに返返返返事もらいます。事もらいます。事もらいます。事もらいます。

○前田総務部長○前田総務部長○前田総務部長○前田総務部長 それでは、それでは、それでは、それでは、財財財財政政政政調整調整調整調整基基基基金金金金のところについてごのところについてごのところについてごのところについてご答答答答弁弁弁弁をををを申申申申し上し上し上し上げげげげたいと思いたいと思いたいと思いたいと思い

ます。藤本委員おっします。藤本委員おっします。藤本委員おっします。藤本委員おっしゃゃゃゃるるるるよよよように、ここのところ３年うに、ここのところ３年うに、ここのところ３年うに、ここのところ３年ぐぐぐぐらいらいらいらい財財財財政政政政調整調整調整調整基基基基金金金金を取りを取りを取りを取り崩崩崩崩さずにさずにさずにさずに

予算予算予算予算編編編編成ができておりました。成ができておりました。成ができておりました。成ができておりました。昨昨昨昨年は例の年は例の年は例の年は例の災害災害災害災害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少少少少し取りし取りし取りし取り崩崩崩崩すことをしますことをしますことをしますことをしま

して、して、して、して、６６６６２億円は今２億円は今２億円は今２億円は今回回回回かなり大きな取りかなり大きな取りかなり大きな取りかなり大きな取り崩崩崩崩しであると思っております。ただ、これにつきしであると思っております。ただ、これにつきしであると思っております。ただ、これにつきしであると思っております。ただ、これにつき

ましては、たまたま、ご案内のましては、たまたま、ご案内のましては、たまたま、ご案内のましては、たまたま、ご案内のよよよように地方交うに地方交うに地方交うに地方交付税付税付税付税がががが減減減減りましたのは、これは国で地方りましたのは、これは国で地方りましたのは、これは国で地方りましたのは、これは国で地方公公公公務務務務

員の員の員の員の人人人人件件件件費費費費削削削削減減減減のののの要要要要請請請請がございまして、がございまして、がございまして、がございまして、既既既既に地方交に地方交に地方交に地方交付税付税付税付税は地方は地方は地方は地方公公公公務員の務員の務員の務員の人人人人件件件件費費費費をををを削削削削減減減減したしたしたした

前提で交前提で交前提で交前提で交付付付付をされる予定になっております。それでをされる予定になっております。それでをされる予定になっております。それでをされる予定になっております。それで約約約約６６６６０億円０億円０億円０億円ぐぐぐぐらい地方交らい地方交らい地方交らい地方交付税付税付税付税がががが減減減減るこるこるこるこ

とになっておりまして、とになっておりまして、とになっておりまして、とになっておりまして、我々我々我々我々の方での方での方での方で試試試試算をいたしまして、国が算をいたしまして、国が算をいたしまして、国が算をいたしまして、国が現在要現在要現在要現在要請請請請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人人人人

件件件件費費費費のののの削削削削減減減減、これを全く国と、これを全く国と、これを全く国と、これを全く国と同じよ同じよ同じよ同じように奈良県に当てはうに奈良県に当てはうに奈良県に当てはうに奈良県に当てはめめめめると、おると、おると、おると、およよよよそそそそ６６６６２億円２億円２億円２億円ぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの

削削削削減減減減になるだろうと思っております。そういうになるだろうと思っております。そういうになるだろうと思っております。そういうになるだろうと思っております。そういう意意意意味味味味では、先ほどでは、先ほどでは、先ほどでは、先ほど人人人人事事事事課課課課長からもご長からもご長からもご長からもご答答答答弁弁弁弁いいいい
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たしましたけれども、そのたしましたけれども、そのたしましたけれども、そのたしましたけれども、その辺辺辺辺のののの財財財財政的政的政的政的なこと等をなこと等をなこと等をなこと等を勘勘勘勘案しながら、今案しながら、今案しながら、今案しながら、今後後後後、その、その、その、その人人人人件件件件費費費費削削削削減減減減のののの

要要要要請請請請にどうこたえていくかにどうこたえていくかにどうこたえていくかにどうこたえていくか検討検討検討検討していかなければいけないと。それがどういうしていかなければいけないと。それがどういうしていかなければいけないと。それがどういうしていかなければいけないと。それがどういう形形形形になるかになるかになるかになるか

はははは別別別別として、そこの部分にとして、そこの部分にとして、そこの部分にとして、そこの部分に何何何何がしかがしかがしかがしか削削削削減減減減があればがあればがあればがあれば財財財財政政政政調整調整調整調整基基基基金金金金はこのはこのはこのはこの勢勢勢勢いで、あと２～３いで、あと２～３いで、あと２～３いで、あと２～３

年で年で年で年で枯渇枯渇枯渇枯渇することはないとすることはないとすることはないとすることはないと考考考考えています。えています。えています。えています。

あと１点、あと１点、あと１点、あと１点、廃廃廃廃止止止止事事事事業業業業でございますけれども、でございますけれども、でございますけれども、でございますけれども、確確確確かにかにかにかに資資資資料料料料がががが間間間間にににに合わ合わ合わ合わなくてなくてなくてなくて恐縮恐縮恐縮恐縮でございでございでございでござい

ます。この中に今ます。この中に今ます。この中に今ます。この中に今回回回回廃廃廃廃止止止止した事した事した事した事業業業業で１１３事で１１３事で１１３事で１１３事業業業業をををを掲掲掲掲げげげげておりますけれども、このておりますけれども、このておりますけれども、このておりますけれども、この一一一一覧覧覧覧につにつにつにつ

きまして、予算委員会の方に提出をさきまして、予算委員会の方に提出をさきまして、予算委員会の方に提出をさきまして、予算委員会の方に提出をさせせせ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考考考考えておりますので、そこでまえておりますので、そこでまえておりますので、そこでまえておりますので、そこでま

たごたごたごたご審審審審議を議を議を議を賜賜賜賜ればと思っております。ればと思っております。ればと思っております。ればと思っております。

○藤本委員○藤本委員○藤本委員○藤本委員 これでこれでこれでこれで終終終終わわわわりますが、またりますが、またりますが、またりますが、また代代代代表表表表質質質質問問問問でやりますけれども、そういう点で、県でやりますけれども、そういう点で、県でやりますけれども、そういう点で、県でやりますけれども、そういう点で、県

債債債債が１が１が１が１兆兆兆兆円を円を円を円を超超超超えることもえることもえることもえることも含め含め含め含めて、もうて、もうて、もうて、もう少少少少しししし行政行政行政行政経経経経営営営営課課課課ができているのだから、ができているのだから、ができているのだから、ができているのだから、厳厳厳厳しくしくしくしくチチチチ

ェェェェッッッックしてクしてクしてクして歳歳歳歳出を出を出を出を減減減減らしていくらしていくらしていくらしていく努努努努力力力力をしてください。をしてください。をしてください。をしてください。以以以以上です。上です。上です。上です。

○中村委員○中村委員○中村委員○中村委員 １１１１問問問問だけ。だけ。だけ。だけ。再再再再配配配配置のことであります。置のことであります。置のことであります。置のことであります。公公公公務員の務員の務員の務員の人人人人員を員を員を員を減減減減らすとからすとからすとからすとか効率的効率的効率的効率的な観な観な観な観

点からも点からも点からも点からも人人人人員の員の員の員の再再再再配配配配置等置等置等置等 々々々々、それから、それから、それから、それから遊休遊休遊休遊休土土土土地の地の地の地の再再再再利利利利用用用用とか、そういうことをとか、そういうことをとか、そういうことをとか、そういうことを考考考考えますと、えますと、えますと、えますと、

このこのこのこの推推推推し進し進し進し進めめめめられている思られている思られている思られている思想想想想は非常には非常には非常には非常によよよよしとするところであります。しとするところであります。しとするところであります。しとするところであります。

そこで、今そこで、今そこで、今そこで、今回回回回、旧、旧、旧、旧耳耳耳耳成成成成高校高校高校高校跡跡跡跡地に地に地に地に再再再再編編編編する大きなする大きなする大きなする大きなテテテテーーーーママママがありがありがありがあり着着着着実に進んでいる実に進んでいる実に進んでいる実に進んでいるわわわわけでけでけでけで

す。結構なことです。しかし、そこで１点聞きたいのは、当す。結構なことです。しかし、そこで１点聞きたいのは、当す。結構なことです。しかし、そこで１点聞きたいのは、当す。結構なことです。しかし、そこで１点聞きたいのは、当初初初初、、、、高高高高田田田田土土土土木事務所、木事務所、木事務所、木事務所、桜桜桜桜井井井井土土土土

木事務所、宇木事務所、宇木事務所、宇木事務所、宇陀陀陀陀土土土土木事務所を旧木事務所を旧木事務所を旧木事務所を旧耳耳耳耳成成成成高校高校高校高校跡跡跡跡地に地に地に地に統統統統合合合合をして集をして集をして集をして集約約約約化化化化をするとをするとをするとをすると記憶記憶記憶記憶をしているをしているをしているをしている

のですけれども、ここらのですけれども、ここらのですけれども、ここらのですけれども、ここら辺辺辺辺のことで、今のことで、今のことで、今のことで、今回回回回はははは桜桜桜桜井井井井土土土土木事務所のみが旧木事務所のみが旧木事務所のみが旧木事務所のみが旧耳耳耳耳成成成成高校高校高校高校跡跡跡跡地に地に地に地に行行行行くくくく

と。それで、宇と。それで、宇と。それで、宇と。それで、宇陀陀陀陀土土土土木事務所も宇木事務所も宇木事務所も宇木事務所も宇陀陀陀陀市内に市内に市内に市内に残残残残るということになったるということになったるということになったるということになったわわわわけですが、けですが、けですが、けですが、何何何何か理由か理由か理由か理由

があるのかないのか、これが第１点です。があるのかないのか、これが第１点です。があるのかないのか、これが第１点です。があるのかないのか、これが第１点です。

それと、２点それと、２点それと、２点それと、２点目目目目は、この宇は、この宇は、この宇は、この宇陀陀陀陀土土土土木事務所の総務部木事務所の総務部木事務所の総務部木事務所の総務部門門門門を旧を旧を旧を旧耳耳耳耳成成成成高校高校高校高校跡跡跡跡地に持ってきて、と地に持ってきて、と地に持ってきて、と地に持ってきて、と

いうことは今いうことは今いうことは今いうことは今現現現現実にやられている実にやられている実にやられている実にやられている農農農農林関係です林関係です林関係です林関係ですねねねね。中部。中部。中部。中部農農農農林振興事務所の、林振興事務所の、林振興事務所の、林振興事務所の、土土土土地地地地改改改改良良良良課課課課とととと

農農農農業業業業普普普普及及及及課課課課。これは。これは。これは。これは桜桜桜桜井市と井市と井市と井市と橿橿橿橿原市にあって、それで所長は大原市にあって、それで所長は大原市にあって、それで所長は大原市にあって、それで所長は大和和和和高高高高田市にいると、こうい田市にいると、こうい田市にいると、こうい田市にいると、こうい

う実う実う実う実態態態態です。今です。今です。今です。今回回回回のこの質のこの質のこの質のこの質問問問問の２点の２点の２点の２点目目目目は、中部は、中部は、中部は、中部農農農農林振興事務所と林振興事務所と林振興事務所と林振興事務所と農農農農業業業業普普普普及及及及課課課課とととと土土土土地地地地改改改改良良良良課課課課

をををを一一一一本本本本化化化化するということですするということですするということですするということですねねねね。。。。

そこで、１点そこで、１点そこで、１点そこで、１点目目目目は、そうすると東部は、そうすると東部は、そうすると東部は、そうすると東部農農農農林振興事務所は林振興事務所は林振興事務所は林振興事務所は高高高高原原原原農農農農業業業業振興振興振興振興センセンセンセンターにターにターにターに配配配配置し宇置し宇置し宇置し宇

陀陀陀陀市内に設置する市内に設置する市内に設置する市内に設置する土土土土木の活木の活木の活木の活動動動動拠拠拠拠点に移転をするというのがここに点に移転をするというのがここに点に移転をするというのがここに点に移転をするというのがここに書書書書いてあるいてあるいてあるいてあるわわわわけですけれけですけれけですけれけですけれ

ど、中部ど、中部ど、中部ど、中部農農農農林振興事務所の林振興事務所の林振興事務所の林振興事務所の土土土土地地地地改改改改良良良良課課課課とととと農農農農業業業業普普普普及及及及課課課課をををを一一一一緒緒緒緒にするときに、にするときに、にするときに、にするときに、消消消消防防防防とか警察のとか警察のとか警察のとか警察の

一体化一体化一体化一体化とととと一一一一緒緒緒緒で、この東部で、この東部で、この東部で、この東部農農農農林振興事務所の話は出なかったのかどうか、この当林振興事務所の話は出なかったのかどうか、この当林振興事務所の話は出なかったのかどうか、この当林振興事務所の話は出なかったのかどうか、この当初初初初のののの一体一体一体一体

化化化化のときにですのときにですのときにですのときにですねねねね。それで、この。それで、この。それで、この。それで、この高高高高原原原原農農農農業業業業振興振興振興振興センセンセンセンターを宇ターを宇ターを宇ターを宇陀陀陀陀土土土土木事務所の中に木事務所の中に木事務所の中に木事務所の中に残残残残すといすといすといすとい
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うことになっているのですが、そこらうことになっているのですが、そこらうことになっているのですが、そこらうことになっているのですが、そこら辺辺辺辺でででで整整整整合合合合性性性性がないのではないかということで、がないのではないかということで、がないのではないかということで、がないのではないかということで、土土土土木木木木

事務所に関しては、宇事務所に関しては、宇事務所に関しては、宇事務所に関しては、宇陀陀陀陀市に事務部市に事務部市に事務部市に事務部門門門門をををを残残残残して、所長と総務部して、所長と総務部して、所長と総務部して、所長と総務部門門門門は旧は旧は旧は旧耳耳耳耳成成成成高校高校高校高校跡跡跡跡地に地に地に地に来来来来るるるる

ということはということはということはということは農農農農林でやっていたことと全く林でやっていたことと全く林でやっていたことと全く林でやっていたことと全く一一一一緒緒緒緒のことをのことをのことをのことを土土土土木でまたやることになると思う木でまたやることになると思う木でまたやることになると思う木でまたやることになると思う

のですけれども、そののですけれども、そののですけれども、そののですけれども、その辺辺辺辺のことについてのことについてのことについてのことについて何何何何かおかおかおかお考考考考えがあったのかどうか。このことについえがあったのかどうか。このことについえがあったのかどうか。このことについえがあったのかどうか。このことについ

てお聞きします。てお聞きします。てお聞きします。てお聞きします。

○木村管財課長○木村管財課長○木村管財課長○木村管財課長 中村委員がお中村委員がお中村委員がお中村委員がお尋尋尋尋ねねねねの件は、の件は、の件は、の件は、高高高高田、田、田、田、桜桜桜桜井、宇井、宇井、宇井、宇陀陀陀陀のののの各土各土各土各土木事務所の木事務所の木事務所の木事務所の統統統統合合合合の話の話の話の話

を聞いたというところ、それから、東部を聞いたというところ、それから、東部を聞いたというところ、それから、東部を聞いたというところ、それから、東部農農農農林振興事務所の件でございます。もう林振興事務所の件でございます。もう林振興事務所の件でございます。もう林振興事務所の件でございます。もう一一一一つは、つは、つは、つは、

現在現在現在現在の宇の宇の宇の宇陀陀陀陀土土土土木事務所の総務部木事務所の総務部木事務所の総務部木事務所の総務部門門門門だけのだけのだけのだけの統統統統合合合合をするという３点でございますけれども、こをするという３点でございますけれども、こをするという３点でございますけれども、こをするという３点でございますけれども、こ

のののの配配配配置置置置計計計計画画画画につきましては平成２３年１１月に構につきましては平成２３年１１月に構につきましては平成２３年１１月に構につきましては平成２３年１１月に構想想想想としてとしてとしてとして発発発発表表表表ささささせせせせていただいて、そのていただいて、そのていただいて、そのていただいて、その時時時時

点で点で点で点で土土土土木事務所につきましては木事務所につきましては木事務所につきましては木事務所につきましては桜桜桜桜井井井井土土土土木事務所と宇木事務所と宇木事務所と宇木事務所と宇陀陀陀陀土土土土木事務所を集木事務所を集木事務所を集木事務所を集約約約約ししししよよよようといううといううといううという形形形形でででで

整整整整理をしたところでございます。その部分につきましては、これまでも議員方、また地理をしたところでございます。その部分につきましては、これまでも議員方、また地理をしたところでございます。その部分につきましては、これまでも議員方、また地理をしたところでございます。その部分につきましては、これまでも議員方、また地元元元元

の市町村等の市町村等の市町村等の市町村等 々々々々とととと協協協協議を進議を進議を進議を進めめめめ、また、また、また、また庁庁庁庁内でも議内でも議内でも議内でも議論論論論を進を進を進を進めめめめながら取り組んできたところでござながら取り組んできたところでござながら取り組んできたところでござながら取り組んできたところでござ

いまして、今いまして、今いまして、今いまして、今回回回回のののの計計計計画画画画としては宇としては宇としては宇としては宇陀陀陀陀土土土土木事務所の総務部木事務所の総務部木事務所の総務部木事務所の総務部門門門門をををを桜桜桜桜井井井井土土土土木事務所に集木事務所に集木事務所に集木事務所に集約約約約ささささせせせせてててて

いただいて、いただいて、いただいて、いただいて、土土土土木の活木の活木の活木の活動動動動拠拠拠拠点を宇点を宇点を宇点を宇陀陀陀陀市内に市内に市内に市内に残残残残すすすす形形形形にしたところでございます。また、東部にしたところでございます。また、東部にしたところでございます。また、東部にしたところでございます。また、東部

農農農農林振興事務所につきましても、当林振興事務所につきましても、当林振興事務所につきましても、当林振興事務所につきましても、当初初初初の構の構の構の構想想想想段階段階段階段階で中で中で中で中和和和和の分の分の分の分散散散散されているされているされているされている農農農農林振興事務所林振興事務所林振興事務所林振興事務所

については集については集については集については集約約約約をさをさをさをさせせせせていただくということです。東部ていただくということです。東部ていただくということです。東部ていただくということです。東部農農農農林振興事務所につきましては、林振興事務所につきましては、林振興事務所につきましては、林振興事務所につきましては、

先ほどもお話ありました先ほどもお話ありました先ほどもお話ありました先ほどもお話ありましたよよよようにうにうにうに高高高高原原原原農農農農業業業業振興振興振興振興センセンセンセンターにターにターにターに配配配配置し置し置し置しよよよようという構うという構うという構うという構想想想想で進で進で進で進めめめめてきてきてきてき

たところでございます。それもたところでございます。それもたところでございます。それもたところでございます。それも同様同様同様同様に市町村なりに市町村なりに市町村なりに市町村なり庁庁庁庁内で議内で議内で議内で議論論論論をして今をして今をして今をして今回回回回のののの計計計計画画画画としてまととしてまととしてまととしてまと

めめめめささささせせせせていただいたものでございます。ていただいたものでございます。ていただいたものでございます。ていただいたものでございます。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○中村委員○中村委員○中村委員○中村委員 このこのこのこの計計計計画画画画案は、平成２３年案は、平成２３年案は、平成２３年案は、平成２３年よよよより、もう２年り、もう２年り、もう２年り、もう２年以以以以上たっています。当上たっています。当上たっています。当上たっています。当初初初初のときは、のときは、のときは、のときは、

委員会でも委員会でも委員会でも委員会でも高高高高田、宇田、宇田、宇田、宇陀陀陀陀、、、、桜桜桜桜井井井井各土各土各土各土木事務所が旧木事務所が旧木事務所が旧木事務所が旧耳耳耳耳成成成成高校高校高校高校跡跡跡跡地に持っていくという構地に持っていくという構地に持っていくという構地に持っていくという構想想想想だっだっだっだっ

たのです。それがいつたのです。それがいつたのです。それがいつたのです。それがいつ消消消消えてきたのか。えてきたのか。えてきたのか。えてきたのか。高高高高田田田田土土土土木事務所が木事務所が木事務所が木事務所が消消消消え、当え、当え、当え、当初初初初から中から中から中から中間間間間までは宇までは宇までは宇までは宇陀陀陀陀

土土土土木事務所も木事務所も木事務所も木事務所も統統統統合合合合することで進んでいたはずです、委員会のすることで進んでいたはずです、委員会のすることで進んでいたはずです、委員会のすることで進んでいたはずです、委員会の答答答答弁弁弁弁でも。それがでも。それがでも。それがでも。それが残残残残すと。そすと。そすと。そすと。そ

うすると、うすると、うすると、うすると、農農農農林振興事務所の組林振興事務所の組林振興事務所の組林振興事務所の組織織織織形態形態形態形態も、今、大も、今、大も、今、大も、今、大和和和和高高高高田市に所長がいる田市に所長がいる田市に所長がいる田市に所長がいるよよよように、結局、うに、結局、うに、結局、うに、結局、農農農農

林振興事務所がやってきたことを今林振興事務所がやってきたことを今林振興事務所がやってきたことを今林振興事務所がやってきたことを今度度度度はまたはまたはまたはまた土土土土木事務所の木事務所の木事務所の木事務所の統統統統合合合合でもやるのではないかといでもやるのではないかといでもやるのではないかといでもやるのではないかとい

うことをうことをうことをうことを言言言言っているのです。っているのです。っているのです。っているのです。

だから、私の聞きたいのは、だから、私の聞きたいのは、だから、私の聞きたいのは、だから、私の聞きたいのは、高高高高田田田田土土土土木事務所が木事務所が木事務所が木事務所が途途途途中で中で中で中で何何何何でででで抜抜抜抜けたのか。いやけたのか。いやけたのか。いやけたのか。いや高高高高田田田田土土土土木事木事木事木事

務所は務所は務所は務所は初め初め初め初めからなかったというなら議事からなかったというなら議事からなかったというなら議事からなかったというなら議事録録録録調調調調べべべべますけれどますけれどますけれどますけれどねねねね。宇。宇。宇。宇陀陀陀陀土土土土木事務所について市木事務所について市木事務所について市木事務所について市

町村との町村との町村との町村との相談相談相談相談とかおっしとかおっしとかおっしとかおっしゃゃゃゃっているけれども、これはいいことだといってっているけれども、これはいいことだといってっているけれども、これはいいことだといってっているけれども、これはいいことだといって我々我々我々我々もももも何何何何もももも反反反反対対対対

ももももせせせせずに大いに進ずに大いに進ずに大いに進ずに大いに進めめめめてくださいとやってきたてくださいとやってきたてくださいとやってきたてくださいとやってきたわわわわけ、これはけ、これはけ、これはけ、これはねねねね。それが今。それが今。それが今。それが今度度度度、宇、宇、宇、宇陀陀陀陀土土土土木事務木事務木事務木事務
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所も所も所も所も急急急急にににに残残残残すと、すと、すと、すと、最最最最近近近近ですですですですよよよよ、これ、これ、これ、これねねねね。事。事。事。事情知情知情知情知っているものは、全部っているものは、全部っているものは、全部っているものは、全部知知知知っていますっていますっていますっていますよよよよ。そ。そ。そ。そ

うすると、このうすると、このうすると、このうすると、この一体化一体化一体化一体化構構構構想想想想、、、、再再再再配配配配置置置置計計計計画画画画でででで問題問題問題問題になるのは、今このになるのは、今このになるのは、今このになるのは、今このよよよように道うに道うに道うに道路路路路がががが発発発発達達達達して、して、して、して、

それで集それで集それで集それで集約約約約化化化化をしてをしてをしてをして費用費用費用費用対対対対効果効果効果効果も見ながらやはりも見ながらやはりも見ながらやはりも見ながらやはり費用費用費用費用はははは極極極極力力力力切切切切りりりり詰詰詰詰めめめめというというというというよよよようなうなうなうな時代時代時代時代に、に、に、に、

またまたまたまた農農農農林関係の東部林関係の東部林関係の東部林関係の東部農農農農林振興事務所が旧林振興事務所が旧林振興事務所が旧林振興事務所が旧態態態態依然依然依然依然のまま、のまま、のまま、のまま、一一一一部は部は部は部は統統統統合合合合するけれどもするけれどもするけれどもするけれども一一一一部はそ部はそ部はそ部はそ

のままにのままにのままにのままに残残残残すのだと。すのだと。すのだと。すのだと。桜桜桜桜井市や宇井市や宇井市や宇井市や宇陀陀陀陀市やこの市やこの市やこの市やこの近辺近辺近辺近辺を見たら、もう東部を見たら、もう東部を見たら、もう東部を見たら、もう東部農農農農林振興事務所とこ林振興事務所とこ林振興事務所とこ林振興事務所とこ

の中部の中部の中部の中部農農農農林振興事務所は、林振興事務所は、林振興事務所は、林振興事務所は、一一一一緒緒緒緒にしたって、あるいはこれだけにしたって、あるいはこれだけにしたって、あるいはこれだけにしたって、あるいはこれだけ離離離離すというのはちすというのはちすというのはちすというのはちょょょょっとっとっとっと不不不不

自自自自然然然然とととと違違違違うかと思ううかと思ううかと思ううかと思うわわわわけです。だから、そこらけです。だから、そこらけです。だから、そこらけです。だから、そこら辺辺辺辺についてどういう議についてどういう議についてどういう議についてどういう議論論論論があったのか、があったのか、があったのか、があったのか、何何何何

がががが決め決め決め決め手になって手になって手になって手になって現在現在現在現在のこういう案が出てきたのか、そこらのこういう案が出てきたのか、そこらのこういう案が出てきたのか、そこらのこういう案が出てきたのか、そこら辺辺辺辺のののの経過経過経過経過ががががわわわわかればそれでいかればそれでいかればそれでいかればそれでい

いのです。いのです。いのです。いのです。決決決決まったことについてはまったことについてはまったことについてはまったことについては我々我々我々我々はははは申申申申さないけれども、さないけれども、さないけれども、さないけれども、ププププロロロロセスセスセスセスを、あるを、あるを、あるを、ある程度程度程度程度我々我々我々我々

がこうして質がこうして質がこうして質がこうして質問問問問をしているのだから、それに対してをしているのだから、それに対してをしているのだから、それに対してをしているのだから、それに対して納納納納得得得得のいくのいくのいくのいく答答答答えがいただければそれはえがいただければそれはえがいただければそれはえがいただければそれは

それで結構なのです。もうそれで結構なのです。もうそれで結構なのです。もうそれで結構なのです。もう一度答一度答一度答一度答弁弁弁弁があればがあればがあればがあれば返返返返してください。してください。してください。してください。

○木村管財課長○木村管財課長○木村管財課長○木村管財課長 先ほども先ほども先ほども先ほども申申申申しましたしましたしましたしましたよよよように、構うに、構うに、構うに、構想想想想段階段階段階段階で、で、で、で、桜桜桜桜井井井井土土土土木事務所と宇木事務所と宇木事務所と宇木事務所と宇陀陀陀陀土土土土木事木事木事木事

務所を務所を務所を務所を統統統統合合合合ししししよよよようというところで進うというところで進うというところで進うというところで進めめめめてこられたとてこられたとてこられたとてこられたと認識認識認識認識しております。今、委員がおっししております。今、委員がおっししております。今、委員がおっししております。今、委員がおっし

ゃゃゃゃいましたことにつきましては、いましたことにつきましては、いましたことにつきましては、いましたことにつきましては、調査調査調査調査をさをさをさをさせせせせていただいて、ていただいて、ていただいて、ていただいて、改改改改めめめめてご報告をさてご報告をさてご報告をさてご報告をさせせせせていただていただていただていただ

きたいと思います。きたいと思います。きたいと思います。きたいと思います。

○中村委員○中村委員○中村委員○中村委員 はい。結構です。はい。結構です。はい。結構です。はい。結構です。

○出口委員長○出口委員長○出口委員長○出口委員長 ほかにないほかにないほかにないほかにないよよよようでございますので、質疑はこれをもちましてうでございますので、質疑はこれをもちましてうでございますので、質疑はこれをもちましてうでございますので、質疑はこれをもちまして終終終終わわわわららららせせせせていていていてい

ただきます。長ただきます。長ただきます。長ただきます。長時間時間時間時間ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。

なお、当委員会の所管事なお、当委員会の所管事なお、当委員会の所管事なお、当委員会の所管事項項項項に係る議案がに係る議案がに係る議案がに係る議案が追追追追加加加加提出された提出された提出された提出された場合場合場合場合は、当委員会は定例議会中、は、当委員会は定例議会中、は、当委員会は定例議会中、は、当委員会は定例議会中、

３月３月３月３月６６６６日を予定していますので、日を予定していますので、日を予定していますので、日を予定していますので、再再再再度開度開度開度開催催催催をさをさをさをさせせせ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、よよよよろしくお願いをろしくお願いをろしくお願いをろしくお願いを

いたします。いたします。いたします。いたします。

以以以以上でございます。ありがとうございました。上でございます。ありがとうございました。上でございます。ありがとうございました。上でございます。ありがとうございました。


