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予 算 審 査 特 別 委 員 会 記 録予 算 審 査 特 別 委 員 会 記 録予 算 審 査 特 別 委 員 会 記 録予 算 審 査 特 別 委 員 会 記 録

＜歳入、総務部、教育委員会、警察本部＞＜歳入、総務部、教育委員会、警察本部＞＜歳入、総務部、教育委員会、警察本部＞＜歳入、総務部、教育委員会、警察本部＞

開催日時開催日時開催日時開催日時 平成２５年３月１２日（火） １０：０２～１６：２０平成２５年３月１２日（火） １０：０２～１６：２０平成２５年３月１２日（火） １０：０２～１６：２０平成２５年３月１２日（火） １０：０２～１６：２０

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 １２名１２名１２名１２名

田中 惟允 委員長田中 惟允 委員長田中 惟允 委員長田中 惟允 委員長

森川 喜之 副委員長森川 喜之 副委員長森川 喜之 副委員長森川 喜之 副委員長

畭 真夕美 委員畭 真夕美 委員畭 真夕美 委員畭 真夕美 委員

浅川 清仁 委員浅川 清仁 委員浅川 清仁 委員浅川 清仁 委員

山村 幸穂 委員山村 幸穂 委員山村 幸穂 委員山村 幸穂 委員

中野 雅史 委員中野 雅史 委員中野 雅史 委員中野 雅史 委員

神田加津代 委員神田加津代 委員神田加津代 委員神田加津代 委員

奥田 博康 委員奥田 博康 委員奥田 博康 委員奥田 博康 委員

和田 恵治 委員和田 恵治 委員和田 恵治 委員和田 恵治 委員

山本 進章 委員山本 進章 委員山本 進章 委員山本 進章 委員

小泉 米造 委員小泉 米造 委員小泉 米造 委員小泉 米造 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 奥田 副知事奥田 副知事奥田 副知事奥田 副知事

前田 総務部長前田 総務部長前田 総務部長前田 総務部長

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

冨岡 教育長冨岡 教育長冨岡 教育長冨岡 教育長

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

中村 警務部長中村 警務部長中村 警務部長中村 警務部長

福井 刑事部長福井 刑事部長福井 刑事部長福井 刑事部長

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

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

ほか、関係職員ほか、関係職員ほか、関係職員ほか、関係職員

傍聴者傍聴者傍聴者傍聴者 なしなしなしなし
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議 事議 事議 事議 事 ２月定例県議会提出議案について２月定例県議会提出議案について２月定例県議会提出議案について２月定例県議会提出議案について

〈会議の経過〉〈会議の経過〉〈会議の経過〉〈会議の経過〉

○田中委員長○田中委員長○田中委員長○田中委員長 それでは、ただいまから本日の会議を開きます。神田委員が少しおくれるそれでは、ただいまから本日の会議を開きます。神田委員が少しおくれるそれでは、ただいまから本日の会議を開きます。神田委員が少しおくれるそれでは、ただいまから本日の会議を開きます。神田委員が少しおくれる

との連絡を受けていますので、ご了承願います。との連絡を受けていますので、ご了承願います。との連絡を受けていますので、ご了承願います。との連絡を受けていますので、ご了承願います。

初めに、傍聴についてですが、当委員会は本日より３月１９日まで開催されますが、傍初めに、傍聴についてですが、当委員会は本日より３月１９日まで開催されますが、傍初めに、傍聴についてですが、当委員会は本日より３月１９日まで開催されますが、傍初めに、傍聴についてですが、当委員会は本日より３月１９日まで開催されますが、傍

聴の申し出があった場合には各審査日とも２０名を限度に許可することといたしたいと思聴の申し出があった場合には各審査日とも２０名を限度に許可することといたしたいと思聴の申し出があった場合には各審査日とも２０名を限度に許可することといたしたいと思聴の申し出があった場合には各審査日とも２０名を限度に許可することといたしたいと思

いますが、よろしいでしょうか。いますが、よろしいでしょうか。いますが、よろしいでしょうか。いますが、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、各審査日とも傍聴の申し出があった場合は、そのようにいたします。それでは、各審査日とも傍聴の申し出があった場合は、そのようにいたします。それでは、各審査日とも傍聴の申し出があった場合は、そのようにいたします。それでは、各審査日とも傍聴の申し出があった場合は、そのようにいたします。

それでは、日程に従い、歳入、総務部、教育委員会、警察本部の審査を行います。それでは、日程に従い、歳入、総務部、教育委員会、警察本部の審査を行います。それでは、日程に従い、歳入、総務部、教育委員会、警察本部の審査を行います。それでは、日程に従い、歳入、総務部、教育委員会、警察本部の審査を行います。

議案について、総務部長、県理事兼危機管理監、教育長、警察本部長の順に説明願いま議案について、総務部長、県理事兼危機管理監、教育長、警察本部長の順に説明願いま議案について、総務部長、県理事兼危機管理監、教育長、警察本部長の順に説明願いま議案について、総務部長、県理事兼危機管理監、教育長、警察本部長の順に説明願いま

す。す。す。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、議案、予算の全体像それから総務部関係の主な事業の概要なそれでは、議案、予算の全体像それから総務部関係の主な事業の概要なそれでは、議案、予算の全体像それから総務部関係の主な事業の概要なそれでは、議案、予算の全体像それから総務部関係の主な事業の概要な

どについて、ご説明をいたします。どについて、ご説明をいたします。どについて、ご説明をいたします。どについて、ご説明をいたします。

今回、予算審査特別委員会に付託されました議案は、平成２５年度議案が予算１５件ほ今回、予算審査特別委員会に付託されました議案は、平成２５年度議案が予算１５件ほ今回、予算審査特別委員会に付託されました議案は、平成２５年度議案が予算１５件ほ今回、予算審査特別委員会に付託されました議案は、平成２５年度議案が予算１５件ほ

か合計３７件、平成２４年度議案が当初予算５件ほか合計２３件、合わせまして合計６０か合計３７件、平成２４年度議案が当初予算５件ほか合計２３件、合わせまして合計６０か合計３７件、平成２４年度議案が当初予算５件ほか合計２３件、合わせまして合計６０か合計３７件、平成２４年度議案が当初予算５件ほか合計２３件、合わせまして合計６０

件でございます。件でございます。件でございます。件でございます。

それではそれではそれではそれでは、、、、「平成２５年度一般会計特別会計予算案の概要、平成２４年度一般会計特別「平成２５年度一般会計特別会計予算案の概要、平成２４年度一般会計特別「平成２５年度一般会計特別会計予算案の概要、平成２４年度一般会計特別「平成２５年度一般会計特別会計予算案の概要、平成２４年度一般会計特別

会計２月補正予算案の概要」に基づきまして平成２５年度当初予算案、平成２４年度２月会計２月補正予算案の概要」に基づきまして平成２５年度当初予算案、平成２４年度２月会計２月補正予算案の概要」に基づきまして平成２５年度当初予算案、平成２４年度２月会計２月補正予算案の概要」に基づきまして平成２５年度当初予算案、平成２４年度２月

補正予算案の当初提出分等々の概要についてご説明をいたしました後、総務部所管、総務補正予算案の当初提出分等々の概要についてご説明をいたしました後、総務部所管、総務補正予算案の当初提出分等々の概要についてご説明をいたしました後、総務部所管、総務補正予算案の当初提出分等々の概要についてご説明をいたしました後、総務部所管、総務

部に係る主要事業の概要についてご説明をいたします。部に係る主要事業の概要についてご説明をいたします。部に係る主要事業の概要についてご説明をいたします。部に係る主要事業の概要についてご説明をいたします。

１ページ、予算案総括表でございます。まず、一般会計でございますけれども、平成２１ページ、予算案総括表でございます。まず、一般会計でございますけれども、平成２１ページ、予算案総括表でございます。まず、一般会計でございますけれども、平成２１ページ、予算案総括表でございます。まず、一般会計でございますけれども、平成２

５年度当初予算につきましては４，５５１億３，９００万円、平成２４年度２月補正予算５年度当初予算につきましては４，５５１億３，９００万円、平成２４年度２月補正予算５年度当初予算につきましては４，５５１億３，９００万円、平成２４年度２月補正予算５年度当初予算につきましては４，５５１億３，９００万円、平成２４年度２月補正予算

案が３２７億７，４００万円となっていまして、今般は当初予算それから２月補正予算を案が３２７億７，４００万円となっていまして、今般は当初予算それから２月補正予算を案が３２７億７，４００万円となっていまして、今般は当初予算それから２月補正予算を案が３２７億７，４００万円となっていまして、今般は当初予算それから２月補正予算を

一体のものとして編成いたしまして、合計は４，８７９億１，３００万円、前年度比でプ一体のものとして編成いたしまして、合計は４，８７９億１，３００万円、前年度比でプ一体のものとして編成いたしまして、合計は４，８７９億１，３００万円、前年度比でプ一体のものとして編成いたしまして、合計は４，８７９億１，３００万円、前年度比でプ

ラス１７２億３，２００万円、３．７％の増になっています。ラス１７２億３，２００万円、３．７％の増になっています。ラス１７２億３，２００万円、３．７％の増になっています。ラス１７２億３，２００万円、３．７％の増になっています。

特別会計は、公立大学法人奈良県立医科大学関係特別会計は、公立大学法人奈良県立医科大学関係特別会計は、公立大学法人奈良県立医科大学関係特別会計は、公立大学法人奈良県立医科大学関係経費経費経費経費がががが附属病院整附属病院整附属病院整附属病院整備備備備費費費費の増などによりの増などによりの増などによりの増などにより

まして増加をいたしております。また奈良県公まして増加をいたしております。また奈良県公まして増加をいたしております。また奈良県公まして増加をいたしております。また奈良県公債債債債管理特別会計管理特別会計管理特別会計管理特別会計元金元金元金元金がががが減減減減少しております。少しております。少しております。少しております。

また、また、また、また、企企企企業会計の奈良県業会計の奈良県業会計の奈良県業会計の奈良県水水水水道道道道用水供給用水供給用水供給用水供給事業事業事業事業費費費費はははは企企企企業業業業債債債債のののの償還金償還金償還金償還金がががが減減減減となっておりまして、となっておりまして、となっておりまして、となっておりまして、

これら２つは大きくこれら２つは大きくこれら２つは大きくこれら２つは大きく減減減減少しています。少しています。少しています。少しています。
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２ページ、一般会計予算案歳入の２ページ、一般会計予算案歳入の２ページ、一般会計予算案歳入の２ページ、一般会計予算案歳入の款款款款別の別の別の別の内訳内訳内訳内訳になっています。になっています。になっています。になっています。収収収収入の入の入の入の内訳内訳内訳内訳でございますでございますでございますでございます

けれども、１県けれども、１県けれども、１県けれども、１県税税税税につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、個個個個人所人所人所人所得得得得のののの減減減減少などによりまして少などによりまして少などによりまして少などによりまして個個個個人県人県人県人県民税民税民税民税のののの減収減収減収減収をををを

見込ん見込ん見込ん見込んでいます。また、でいます。また、でいます。また、でいます。また、市町市町市町市町村村村村へへへへのののの税源移譲税源移譲税源移譲税源移譲によりたによりたによりたによりたばばばばここここ税税税税がががが減収減収減収減収しますなど、ほとしますなど、ほとしますなど、ほとしますなど、ほとんんんんどどどど

のののの税目税目税目税目で平成２４年度をで平成２４年度をで平成２４年度をで平成２４年度を下下下下回る回る回る回る見込み見込み見込み見込みとなっていまして、合わせますと平成２４年度よりとなっていまして、合わせますと平成２４年度よりとなっていまして、合わせますと平成２４年度よりとなっていまして、合わせますと平成２４年度より

マイナマイナマイナマイナス２１億円、２％のス２１億円、２％のス２１億円、２％のス２１億円、２％の減減減減となっています。となっています。となっています。となっています。

続続続続きまして、５きまして、５きまして、５きまして、５地方地方地方地方交付交付交付交付税税税税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、臨時財政対策債臨時財政対策債臨時財政対策債臨時財政対策債をををを含含含含めましためましためましためました実質的実質的実質的実質的

なななな地方地方地方地方交付交付交付交付税税税税は平成２４年度より２９億円は平成２４年度より２９億円は平成２４年度より２９億円は平成２４年度より２９億円減減減減少する少する少する少する見見見見通しとなっています。ご承知のとお通しとなっています。ご承知のとお通しとなっています。ご承知のとお通しとなっています。ご承知のとお

り、り、り、り、国国国国のののの地方地方地方地方公務員の公務員の公務員の公務員の給与削減給与削減給与削減給与削減の要の要の要の要請請請請をををを踏踏踏踏ままままええええたたたた形形形形でででで地方地方地方地方交付交付交付交付税税税税はははは削減削減削減削減して交付されるして交付されるして交付されるして交付される見見見見

込み込み込み込みとなっています。となっています。となっています。となっています。

９９９９国庫支国庫支国庫支国庫支出出出出金金金金でございますが、これは今般、でございますが、これは今般、でございますが、これは今般、でございますが、これは今般、国国国国のののの緊急経済対策緊急経済対策緊急経済対策緊急経済対策にかかりますにかかりますにかかりますにかかります国国国国の補正予の補正予の補正予の補正予

算を算を算を算を最最最最大限活大限活大限活大限活用用用用いたしましたことから、２月補正をいたしましたことから、２月補正をいたしましたことから、２月補正をいたしましたことから、２月補正を含含含含めました総めました総めました総めました総額額額額は平成２４年度に比は平成２４年度に比は平成２４年度に比は平成２４年度に比べべべべ

まして１８６億３，７００万円増と大まして１８６億３，７００万円増と大まして１８６億３，７００万円増と大まして１８６億３，７００万円増と大幅幅幅幅な増となっています。な増となっています。な増となっています。な増となっています。

最最最最後に、１５県後に、１５県後に、１５県後に、１５県債債債債でございます。県でございます。県でございます。県でございます。県債債債債はいろいろごはいろいろごはいろいろごはいろいろご指摘指摘指摘指摘をいただいておりまして、をいただいておりまして、をいただいておりまして、をいただいておりまして、投資投資投資投資

的経費的経費的経費的経費のののの財源財源財源財源にににに充充充充てます通てます通てます通てます通常債常債常債常債につきましては今後の公につきましては今後の公につきましては今後の公につきましては今後の公債費債費債費債費のののの負担負担負担負担のののの軽減軽減軽減軽減をををを図図図図るため、でるため、でるため、でるため、で

きる限りきる限りきる限りきる限り発発発発行を行を行を行を抑制抑制抑制抑制いたしておりますがいたしておりますがいたしておりますがいたしておりますが他方他方他方他方、今回、、今回、、今回、、今回、国国国国のののの緊急経済対策緊急経済対策緊急経済対策緊急経済対策をををを最最最最大限活大限活大限活大限活用用用用するするするする

ことで、県ことで、県ことで、県ことで、県負担負担負担負担分については県分については県分については県分については県債債債債をををを発発発発行いたしておりますので、平成２４年度より４６億行いたしておりますので、平成２４年度より４６億行いたしておりますので、平成２４年度より４６億行いたしておりますので、平成２４年度より４６億

２，６００万円の増になっています。２，６００万円の増になっています。２，６００万円の増になっています。２，６００万円の増になっています。

３ページ、歳出の３ページ、歳出の３ページ、歳出の３ページ、歳出の款款款款別の別の別の別の内訳内訳内訳内訳は、ごらは、ごらは、ごらは、ごらんんんんのとおりでございます。のとおりでございます。のとおりでございます。のとおりでございます。

４ページ、５ページ、県４ページ、５ページ、県４ページ、５ページ、県４ページ、５ページ、県税税税税の概要の概要の概要の概要及び税制及び税制及び税制及び税制案の概要となっています。案の概要となっています。案の概要となっています。案の概要となっています。

６ページ、県６ページ、県６ページ、県６ページ、県税以外税以外税以外税以外のののの地方消費税地方消費税地方消費税地方消費税清算清算清算清算金金金金等の概要になっています。等の概要になっています。等の概要になっています。等の概要になっています。

７ページ、７ページ、７ページ、７ページ、使用料及び手数料使用料及び手数料使用料及び手数料使用料及び手数料のののの改改改改正案で、例正案で、例正案で、例正案で、例えばえばえばえば今度今度今度今度新新新新たにたにたにたに設設設設けます中けます中けます中けます中高高高高一一一一貫貫貫貫の県立中の県立中の県立中の県立中

学学学学校校校校の入学の入学の入学の入学考考考考査査査査料料料料を定めますほか、法を定めますほか、法を定めますほか、法を定めますほか、法令令令令のののの改改改改正により正により正により正により新新新新たにたにたにたに実施実施実施実施する一部についてする一部についてする一部についてする一部について手数料手数料手数料手数料

のののの額額額額などを定めるものでございます。などを定めるものでございます。などを定めるものでございます。などを定めるものでございます。

８ページ、県８ページ、県８ページ、県８ページ、県債債債債の概要です。今般、の概要です。今般、の概要です。今般、の概要です。今般、国国国国の補正予算を活の補正予算を活の補正予算を活の補正予算を活用用用用したことによりまして県したことによりまして県したことによりまして県したことによりまして県債債債債もももも若若若若

干多目干多目干多目干多目にににに発発発発行する行する行する行する内容内容内容内容になっていますけれども、県になっていますけれども、県になっていますけれども、県になっていますけれども、県債債債債の中でも、なるの中でも、なるの中でも、なるの中でも、なるべべべべくくくく償還償還償還償還に当たってに当たってに当たってに当たって

のののの地方地方地方地方交付交付交付交付税措置税措置税措置税措置のののの多多多多いもの、すなわいもの、すなわいもの、すなわいもの、すなわちちちち県県県県負担負担負担負担の少ない県の少ない県の少ない県の少ない県債債債債をををを発発発発行するように行するように行するように行するように心心心心がけたとがけたとがけたとがけたと

ころでございます。ころでございます。ころでございます。ころでございます。

９ページ、一般９ページ、一般９ページ、一般９ページ、一般財源財源財源財源の概要でございまして、の概要でございまして、の概要でございまして、の概要でございまして、内訳内訳内訳内訳はははは記載記載記載記載のとおりとなっています。のとおりとなっています。のとおりとなっています。のとおりとなっています。

１０ページ、１１ページ、歳出予算の１０ページ、１１ページ、歳出予算の１０ページ、１１ページ、歳出予算の１０ページ、１１ページ、歳出予算の義義義義務務務務的的的的あるいはあるいはあるいはあるいは投資的投資的投資的投資的一般一般一般一般施策施策施策施策といったといったといったといった性質性質性質性質別の別の別の別の

概要になっておりまして、概要になっておりまして、概要になっておりまして、概要になっておりまして、内訳内訳内訳内訳はははは記載記載記載記載のとおりでございます。のとおりでございます。のとおりでございます。のとおりでございます。
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１２ページ、予算１２ページ、予算１２ページ、予算１２ページ、予算規模規模規模規模のののの推移推移推移推移となっています。となっています。となっています。となっています。

１３ページ、１３ページ、１３ページ、１３ページ、組織組織組織組織あるいは定あるいは定あるいは定あるいは定数数数数でございます。でございます。でございます。でございます。組織組織組織組織のののの整整整整備備備備、、、、（１）県（１）県（１）県（１）県内内内内のののの社社社社会基会基会基会基盤盤盤盤につにつにつにつ

きましてきましてきましてきまして整整整整備、管理、事業、備、管理、事業、備、管理、事業、備、管理、事業、ソフト施策ソフト施策ソフト施策ソフト施策などなどなどなど政策展政策展政策展政策展開全体を開全体を開全体を開全体をマネマネマネマネジジジジメントメントメントメントしていくことをしていくことをしていくことをしていくことを

はっきりさせるために、はっきりさせるために、はっきりさせるために、はっきりさせるために、土土土土木部を県木部を県木部を県木部を県土マネ土マネ土マネ土マネジジジジメントメントメントメント部に名部に名部に名部に名称変更称変更称変更称変更を行っています。を行っています。を行っています。を行っています。

そのほか、そのほか、そのほか、そのほか、新新新新しいしいしいしい課課課課のののの設置設置設置設置を行っておりますが、例を行っておりますが、例を行っておりますが、例を行っておりますが、例えばえばえばえば（２）県（２）県（２）県（２）県有資産有資産有資産有資産をををを有効有効有効有効に活に活に活に活用用用用すすすす

るためにるためにるためにるためにファシリティマネファシリティマネファシリティマネファシリティマネジジジジメントメントメントメント室、室、室、室、ファシリティマネファシリティマネファシリティマネファシリティマネジジジジメント自メント自メント自メント自体は今年度から体は今年度から体は今年度から体は今年度から取取取取りりりり

組ん組ん組ん組んでおりますけれども、中でおりますけれども、中でおりますけれども、中でおりますけれども、中身身身身もももも煮詰煮詰煮詰煮詰まってきたこともまってきたこともまってきたこともまってきたことも踏踏踏踏ままままええええまして、まして、まして、まして、新新新新たに室をたに室をたに室をたに室を設置設置設置設置をををを

いたします。あるいは（３）原いたします。あるいは（３）原いたします。あるいは（３）原いたします。あるいは（３）原発発発発等々を等々を等々を等々を含含含含めまして県のめまして県のめまして県のめまして県のエネルギエネルギエネルギエネルギーーーー政策政策政策政策をををを考え考え考え考えなけれなけれなけれなければばばばいいいい

けないと、いろいろなご要けないと、いろいろなご要けないと、いろいろなご要けないと、いろいろなご要望望望望もいただいておりましたが、もいただいておりましたが、もいただいておりましたが、もいただいておりましたが、エネルギエネルギエネルギエネルギーーーー政策課政策課政策課政策課をををを設置設置設置設置したいしたいしたいしたい

とととと考え考え考え考えています。ています。ています。ています。以下以下以下以下はごらはごらはごらはごらんんんんのとおりでございます。のとおりでございます。のとおりでございます。のとおりでございます。

１４ページ、１５ページ、定１４ページ、１５ページ、定１４ページ、１５ページ、定１４ページ、１５ページ、定数数数数とととと給与費給与費給与費給与費の概要でございます。の概要でございます。の概要でございます。の概要でございます。

予算案につきましての総括予算案につきましての総括予算案につきましての総括予算案につきましての総括的的的的な説明は、な説明は、な説明は、な説明は、以上以上以上以上でででで終終終終わらせていただきます。わらせていただきます。わらせていただきます。わらせていただきます。

続続続続きまして、総務部が所管いたします主要事業につきまして、委員長からごきまして、総務部が所管いたします主要事業につきまして、委員長からごきまして、総務部が所管いたします主要事業につきまして、委員長からごきまして、総務部が所管いたします主要事業につきまして、委員長からご指摘指摘指摘指摘もござもござもござもござ

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新規新規新規新規事業を中事業を中事業を中事業を中心心心心にご説明をさせていただきたいとにご説明をさせていただきたいとにご説明をさせていただきたいとにご説明をさせていただきたいと存じ存じ存じ存じます。ます。ます。ます。

３３ページ、このページからは３３ページ、このページからは３３ページ、このページからは３３ページ、このページからは読み取読み取読み取読み取れないのですが、れないのですが、れないのですが、れないのですが、政策課題政策課題政策課題政策課題のののの観光振興観光振興観光振興観光振興でございまでございまでございまでございま

す。す。す。す。

（４）（４）（４）（４）東ア東ア東ア東アジジジジアアアアとの連との連との連との連携推携推携推携推進で、進で、進で、進で、冒頭冒頭冒頭冒頭のののの東ア東ア東ア東アジジジジア地方政府ア地方政府ア地方政府ア地方政府会合の開催でございますけれ会合の開催でございますけれ会合の開催でございますけれ会合の開催でございますけれ

ども、今年度、中ども、今年度、中ども、今年度、中ども、今年度、中国国国国、、、、韓国韓国韓国韓国をはをはをはをはじじじじめといたしましてめといたしましてめといたしましてめといたしまして東ア東ア東ア東アジジジジア諸国ア諸国ア諸国ア諸国から４７のから４７のから４７のから４７の地方政府地方政府地方政府地方政府がががが参参参参

集集集集していただき、第３回のしていただき、第３回のしていただき、第３回のしていただき、第３回の地方政府地方政府地方政府地方政府会合を開催いたしました。会合を開催いたしました。会合を開催いたしました。会合を開催いたしました。来来来来年度につきましても年度につきましても年度につきましても年度につきましても引引引引きききき

続続続続き各き各き各き各地方政府地方政府地方政府地方政府がががが共共共共通する通する通する通する課題課題課題課題を議を議を議を議論論論論する場といたしまして会合を開催するする場といたしまして会合を開催するする場といたしまして会合を開催するする場といたしまして会合を開催する経費経費経費経費を計を計を計を計上上上上しししし

ています。ています。ています。ています。

それから、それから、それから、それから、新規新規新規新規事業の知事業の知事業の知事業の知的情報発信ホ的情報発信ホ的情報発信ホ的情報発信ホーーーームムムムページページページページ作作作作成事業では、今年度県成事業では、今年度県成事業では、今年度県成事業では、今年度県内内内内でもでもでもでも幾幾幾幾つかつかつかつか

シンポシンポシンポシンポジジジジウムや講演ウムや講演ウムや講演ウムや講演会等々を開催をさせていただきましたけれども、せっかくの知会等々を開催をさせていただきましたけれども、せっかくの知会等々を開催をさせていただきましたけれども、せっかくの知会等々を開催をさせていただきましたけれども、せっかくの知的的的的成成成成果果果果

につきましてにつきましてにつきましてにつきまして幅幅幅幅広く広く広く広く情報発信情報発信情報発信情報発信をしていきたいということで、例をしていきたいということで、例をしていきたいということで、例をしていきたいということで、例えばホえばホえばホえばホーーーームムムムページを開ページを開ページを開ページを開設設設設すすすす

るといったるといったるといったるといった積極的積極的積極的積極的なななな情報発信情報発信情報発信情報発信をををを展展展展開したいと思っております。開したいと思っております。開したいと思っております。開したいと思っております。

３９ページ、３９ページ、３９ページ、３９ページ、政策課題政策課題政策課題政策課題としてはとしてはとしてはとしては雇用対策推雇用対策推雇用対策推雇用対策推進の一つでございます。進の一つでございます。進の一つでございます。進の一つでございます。

１１１１多様多様多様多様なななな雇用雇用雇用雇用機会の機会の機会の機会の創創創創出、出、出、出、働働働働ききききややややすい職場づくりの中ですい職場づくりの中ですい職場づくりの中ですい職場づくりの中で新規新規新規新規事業で、県事業で、県事業で、県事業で、県高齢高齢高齢高齢者人者人者人者人材材材材活活活活用用用用

事業は事業は事業は事業は高齢高齢高齢高齢者といいましても特に定年者といいましても特に定年者といいましても特に定年者といいましても特に定年退退退退職されて、従職されて、従職されて、従職されて、従来来来来大大大大阪府阪府阪府阪府におにおにおにお勤勤勤勤めであっためであっためであっためであった方方方方が奈良が奈良が奈良が奈良

県に県に県に県に戻戻戻戻ってこられますが、そういうってこられますが、そういうってこられますが、そういうってこられますが、そういう高齢高齢高齢高齢者の者の者の者の方方方方々の々の々の々の雇用雇用雇用雇用をををを積極的積極的積極的積極的にににに推推推推進したいということ進したいということ進したいということ進したいということ

で、県にで、県にで、県にで、県に高齢高齢高齢高齢者人者人者人者人材バンク材バンク材バンク材バンクをををを設置設置設置設置するものでございます。人するものでございます。人するものでございます。人するものでございます。人材バンク材バンク材バンク材バンクをををを設置設置設置設置をいたしましをいたしましをいたしましをいたしまし
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て、て、て、て、来来来来年度につきましては、例年度につきましては、例年度につきましては、例年度につきましては、例えば農えば農えば農えば農業ですとか林業といった分野に業ですとか林業といった分野に業ですとか林業といった分野に業ですとか林業といった分野に登録登録登録登録いただいたいただいたいただいたいただいた方方方方たたたた

ちちちちを活を活を活を活用用用用するということが、この事業の中するということが、この事業の中するということが、この事業の中するということが、この事業の中身身身身でございます。でございます。でございます。でございます。

１２６ページ、１２６ページ、１２６ページ、１２６ページ、紀伊半島紀伊半島紀伊半島紀伊半島大大大大水害水害水害水害からのからのからのからの復旧・復興復旧・復興復旧・復興復旧・復興の一部でございます。の一部でございます。の一部でございます。の一部でございます。

（４）（４）（４）（４）災害災害災害災害にににに強強強強いいいい情報ネットワ情報ネットワ情報ネットワ情報ネットワーーーーククククづくりといたしまして、大和づくりといたしまして、大和づくりといたしまして、大和づくりといたしまして、大和路情報ハイウェイ路情報ハイウェイ路情報ハイウェイ路情報ハイウェイののののババババ

ックアッックアッックアッックアップ回プ回プ回プ回線線線線ですとかですとかですとかですとかインタインタインタインターーーーネットネットネットネット回回回回線線線線のののの継続運用継続運用継続運用継続運用といったものを行いまして、といったものを行いまして、といったものを行いまして、といったものを行いまして、災害災害災害災害

時時時時の通の通の通の通信手段信手段信手段信手段のののの確保確保確保確保にににに努努努努めてまいりたいとめてまいりたいとめてまいりたいとめてまいりたいと考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。

１３５ページ、中１３５ページ、中１３５ページ、中１３５ページ、中南南南南和和和和・東・東・東・東部部部部地域地域地域地域のののの振興振興振興振興の一部でございましての一部でございましての一部でございましての一部でございまして、、、、（３）生活（３）生活（３）生活（３）生活対策対策対策対策のののの推推推推進進進進

でででで携帯電話携帯電話携帯電話携帯電話等等等等エリア整エリア整エリア整エリア整備事業は中備事業は中備事業は中備事業は中南南南南和和和和・東・東・東・東部部部部地域地域地域地域においてのにおいてのにおいてのにおいての携帯電話携帯電話携帯電話携帯電話のののの不感地域不感地域不感地域不感地域のののの解消解消解消解消をををを

図図図図るためにるためにるためにるために御杖御杖御杖御杖村ほか村ほか村ほか村ほかへへへへの補の補の補の補助助助助を行うものでございます。を行うものでございます。を行うものでございます。を行うものでございます。

１５７ページ、１５７ページ、１５７ページ、１５７ページ、組織力組織力組織力組織力のののの向上向上向上向上とととと財政財政財政財政のののの健健健健全全全全化化化化で、で、で、で、専専専専ら総務部が所管する部分でございまら総務部が所管する部分でございまら総務部が所管する部分でございまら総務部が所管する部分でございま

す。す。す。す。

まず１まず１まず１まず１組織力組織力組織力組織力のののの向上向上向上向上といたしましてといたしましてといたしましてといたしまして、、、、（１）（１）（１）（１）対話対話対話対話による県による県による県による県民民民民とのとのとのとの目標・戦略目標・戦略目標・戦略目標・戦略のののの共有共有共有共有でごでごでごでご

ざいます。ざいます。ざいます。ざいます。新規新規新規新規事業事業事業事業地域フォ地域フォ地域フォ地域フォーラーラーラーラムムムム開催事業で、知事、開催事業で、知事、開催事業で、知事、開催事業で、知事、市町市町市町市町村長、村長、村長、村長、地域住民地域住民地域住民地域住民のののの皆様皆様皆様皆様などになどになどになどに

よりまして、よりまして、よりまして、よりまして、地域地域地域地域のののの課題課題課題課題についてについてについてについてパネルパネルパネルパネルデデデディィィィススススカカカカッシッシッシッショョョョンンンンを行うを行うを行うを行う地域フォ地域フォ地域フォ地域フォーラーラーラーラムムムムを開催しを開催しを開催しを開催し

ます。ます。ます。ます。

（２）（２）（２）（２）経経経経営営営営資源資源資源資源のののの効効効効率率率率的・効果的的・効果的的・効果的的・効果的活活活活用用用用ででででア戦略的ア戦略的ア戦略的ア戦略的な人な人な人な人材材材材の育成のの育成のの育成のの育成の新規新規新規新規事業の事業の事業の事業のふふふふるさと知るさと知るさと知るさと知

事事事事ネットワネットワネットワネットワーーーークククク、職員の、職員の、職員の、職員の相互派遣相互派遣相互派遣相互派遣による交による交による交による交流流流流事業でございます。主に事業でございます。主に事業でございます。主に事業でございます。主に地方地方地方地方の知事を中の知事を中の知事を中の知事を中心心心心とととと

して、奈良県もして、奈良県もして、奈良県もして、奈良県も参参参参加しております加しております加しております加しておりますふふふふるさと知事るさと知事るさと知事るさと知事ネットワネットワネットワネットワーーーーククククというというというという集集集集まりがございます。まりがございます。まりがございます。まりがございます。

そのそのそのその参参参参加県の加県の加県の加県の間間間間におきまして職員をにおきまして職員をにおきまして職員をにおきまして職員を相互相互相互相互にににに派遣派遣派遣派遣し交し交し交し交流流流流を行うことによりまして、それを行うことによりまして、それを行うことによりまして、それを行うことによりまして、それぞぞぞぞれれれれ

の知の知の知の知見見見見をををを共有共有共有共有し、活し、活し、活し、活用用用用していきたいという事業でございます。していきたいという事業でございます。していきたいという事業でございます。していきたいという事業でございます。

１５８ページ、１５８ページ、１５８ページ、１５８ページ、イ マネイ マネイ マネイ マネジジジジメント力メント力メント力メント力のののの強化強化強化強化のののの新規新規新規新規事業で事業で事業で事業で次期次期次期次期行行行行革革革革計計計計画画画画策策策策定事業は、定事業は、定事業は、定事業は、現在現在現在現在、、、、

奈良県におきまして奈良県におきまして奈良県におきまして奈良県におきまして新新新新奈良県行奈良県行奈良県行奈良県行政経政経政経政経営営営営ププププログログログログララララムムムムに基づいて行に基づいて行に基づいて行に基づいて行政改政改政改政改革革革革ををををややややっているわけでっているわけでっているわけでっているわけで

すけれども、平成２５年度にすけれども、平成２５年度にすけれども、平成２５年度にすけれども、平成２５年度に終終終終期期期期をををを迎迎迎迎ええええることによりまして、平成２６年度からのることによりまして、平成２６年度からのることによりまして、平成２６年度からのることによりまして、平成２６年度からの新新新新たなたなたなたな

計計計計画画画画について、平成２５年度中にについて、平成２５年度中にについて、平成２５年度中にについて、平成２５年度中に策策策策定をするための事業でございます。定をするための事業でございます。定をするための事業でございます。定をするための事業でございます。

ウウウウわかりわかりわかりわかりややややすい県すい県すい県すい県政情報政情報政情報政情報のののの発信発信発信発信でございますが、１５９ページ、でございますが、１５９ページ、でございますが、１５９ページ、でございますが、１５９ページ、新規新規新規新規事業の県事業の県事業の県事業の県民民民民だよりだよりだよりだより

奈良奈良奈良奈良テテテテレビ版レビ版レビ版レビ版のののの制作・制作・制作・制作・放映放映放映放映で、このような各で、このような各で、このような各で、このような各種番種番種番種番組組組組のののの制作制作制作制作放送放送放送放送によりまして県によりまして県によりまして県によりまして県政政政政のののの情報情報情報情報でででで

すとかすとかすとかすとか地域地域地域地域のののの情報情報情報情報といったといったといったといった多多多多彩彩彩彩なななな情報情報情報情報をををを幅幅幅幅広く広く広く広く発信発信発信発信したいとしたいとしたいとしたいと考え考え考え考えています。ています。ています。ています。

また、奈良県また、奈良県また、奈良県また、奈良県イイイイチ押チ押チ押チ押しししし情報情報情報情報売売売売りりりり込み作戦込み作戦込み作戦込み作戦、全、全、全、全国国国国区区区区ののののテテテテレビレビレビレビやややや雑誌雑誌雑誌雑誌でのでのでのでの発信発信発信発信につなにつなにつなにつなげげげげるたるたるたるた

めに、全めに、全めに、全めに、全国国国国ののののテテテテレビ局レビ局レビ局レビ局やややや出出出出版版版版社社社社にににに向向向向けて当県のけて当県のけて当県のけて当県のイイイイチ押チ押チ押チ押しししし情報情報情報情報の活の活の活の活用用用用をををを働働働働きかけていくものきかけていくものきかけていくものきかけていくもの

でございます。でございます。でございます。でございます。
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また、せまた、せまた、せまた、せんんんんとくとくとくとくんんんんと一と一と一と一緒緒緒緒ににににギネギネギネギネスにスにスにスに挑挑挑挑戦戦戦戦事業につきましては、事業につきましては、事業につきましては、事業につきましては、ギネギネギネギネススススブブブブックックックックのののの世界世界世界世界記録記録記録記録

に奈良からに奈良からに奈良からに奈良から挑挑挑挑戦戦戦戦するという、奈良らしいするという、奈良らしいするという、奈良らしいするという、奈良らしいイイイイベベベベントントントントにつきまして奈良県のにつきまして奈良県のにつきまして奈良県のにつきまして奈良県の魅魅魅魅力力力力ののののＰＲＰＲＰＲＰＲに活に活に活に活用用用用

していきたいということでございます。していきたいということでございます。していきたいということでございます。していきたいということでございます。

続続続続きまして、きまして、きまして、きまして、エ電エ電エ電エ電子子子子自自自自治体の治体の治体の治体の推推推推進の進の進の進の新規新規新規新規事業で、事業で、事業で、事業で、情報シ情報シ情報シ情報シスススステム最テム最テム最テム最適適適適化化化化事業でございます。事業でございます。事業でございます。事業でございます。

これにつきましては、公正なこれにつきましては、公正なこれにつきましては、公正なこれにつきましては、公正な情報シ情報シ情報シ情報シスススステムテムテムテムのののの調達調達調達調達あるいは大あるいは大あるいは大あるいは大規模災害へ規模災害へ規模災害へ規模災害への備の備の備の備ええええにににに向向向向けた第けた第けた第けた第

二次二次二次二次情報シ情報シ情報シ情報シスススステムテムテムテムのののの最最最最適適適適化化化化計計計計画画画画をををを策策策策定するものでございます。定するものでございます。定するものでございます。定するものでございます。

１６０ページ、２１６０ページ、２１６０ページ、２１６０ページ、２財政財政財政財政のののの健健健健全全全全化化化化（１）歳入（１）歳入（１）歳入（１）歳入対策対策対策対策でございます。でございます。でございます。でございます。新規新規新規新規事業でございますが、事業でございますが、事業でございますが、事業でございますが、

調調調調査による査による査による査による課税課税課税課税ベベベベースースースース拡拡拡拡大事業といたしまして、県大事業といたしまして、県大事業といたしまして、県大事業といたしまして、県税税税税のののの適適適適正な申正な申正な申正な申告告告告にににに向向向向けまして、県けまして、県けまして、県けまして、県内内内内にににに

事業所はありますが申事業所はありますが申事業所はありますが申事業所はありますが申告告告告をしていただいていないをしていただいていないをしていただいていないをしていただいていない未未未未申申申申告告告告法人に法人に法人に法人に対対対対するするするする調調調調査あるいは申査あるいは申査あるいは申査あるいは申告告告告のののの

指指指指導導導導などをなどをなどをなどを実施実施実施実施するものでございます。するものでございます。するものでございます。するものでございます。

また、奈良県また、奈良県また、奈良県また、奈良県税制税制税制税制調調調調査会査会査会査会運運運運営営営営事業といたしまして、事業といたしまして、事業といたしまして、事業といたしまして、税制税制税制税制のありのありのありのあり方方方方ですとか、あるいはですとか、あるいはですとか、あるいはですとか、あるいは地地地地

方税制方税制方税制方税制度を度を度を度を検討検討検討検討するためにこのたするためにこのたするためにこのたするためにこのたびびびび奈良県に奈良県に奈良県に奈良県に税制税制税制税制調調調調査会を査会を査会を査会を設置設置設置設置し、し、し、し、検討検討検討検討を行う事業でござを行う事業でござを行う事業でござを行う事業でござ

います。います。います。います。

また、また、また、また、昨昨昨昨年の年の年の年の決決決決算審査特別委員会算審査特別委員会算審査特別委員会算審査特別委員会以来指摘以来指摘以来指摘以来指摘をされておりますをされておりますをされておりますをされております税外税外税外税外のののの未未未未収金収金収金収金につきましてにつきましてにつきましてにつきまして

は、は、は、は、適適適適正な正な正な正な債債債債権権権権管理あるいは回管理あるいは回管理あるいは回管理あるいは回収収収収をををを強化強化強化強化するためにするためにするためにするために弁護士弁護士弁護士弁護士などなどなどなど専専専専門家門家門家門家によるによるによるによる研修研修研修研修あるいはあるいはあるいはあるいは

個個個個別別別別相談相談相談相談をををを実施実施実施実施する事業を予定しています。する事業を予定しています。する事業を予定しています。する事業を予定しています。

１６１ページ１６１ページ１６１ページ１６１ページ、、、、（２）県（２）県（２）県（２）県有資産有資産有資産有資産のののの有効有効有効有効活活活活用用用用で、で、で、で、ファシリティマネファシリティマネファシリティマネファシリティマネジジジジメント推メント推メント推メント推進事業でご進事業でご進事業でご進事業でご

ざいます。ざいます。ざいます。ざいます。先先先先ほどご説明いたしましたとおり、ほどご説明いたしましたとおり、ほどご説明いたしましたとおり、ほどご説明いたしましたとおり、新新新新年度から年度から年度から年度からファシリティマネファシリティマネファシリティマネファシリティマネジジジジメントメントメントメント室と室と室と室と

いったいったいったいった組織組織組織組織も立も立も立も立ち上ち上ち上ち上げげげげまして、まして、まして、まして、経経経経営営営営的的的的なななな観観観観点点点点から県から県から県から県有資産有資産有資産有資産の活の活の活の活用用用用をををを推推推推進する事業を進する事業を進する事業を進する事業を実施実施実施実施しししし

たいとたいとたいとたいと考え考え考え考えています。ています。ています。ています。

（３）（３）（３）（３）地域・経済地域・経済地域・経済地域・経済の活の活の活の活性化性化性化性化にににに向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組み組み組み組みのののの推推推推進でございますけれども進でございますけれども進でございますけれども進でございますけれども、、、、（（（（仮仮仮仮称称称称）奈）奈）奈）奈

良県良県良県良県地域・経済地域・経済地域・経済地域・経済活活活活性化性化性化性化基基基基金積金積金積金積立立立立金金金金をををを設設設設けようと思っております。これは今般、けようと思っております。これは今般、けようと思っております。これは今般、けようと思っております。これは今般、国国国国の補正予の補正予の補正予の補正予

算において算において算において算において地域地域地域地域のののの元元元元気気気気臨時臨時臨時臨時交付交付交付交付金金金金とがとがとがとが措置措置措置措置をされています。をされています。をされています。をされています。配布配布配布配布自自自自体は平成２５年度にな体は平成２５年度にな体は平成２５年度にな体は平成２５年度にな

るとるとるとると聞聞聞聞いておりますけれども、これを原いておりますけれども、これを原いておりますけれども、これを原いておりますけれども、これを原資資資資といたしまして県といたしまして県といたしまして県といたしまして県内内内内の各の各の各の各地域及び地域及び地域及び地域及び県の県の県の県の経済経済経済経済の活の活の活の活

性化性化性化性化にににに資資資資する事業をする事業をする事業をする事業を推推推推進するための基進するための基進するための基進するための基金金金金をををを新新新新たにたにたにたに設置設置設置設置するものでございます。するものでございます。するものでございます。するものでございます。

平成２５年度当初予算案あるいは平成２４年度２月補正予算案の概要に関する説明は平成２５年度当初予算案あるいは平成２４年度２月補正予算案の概要に関する説明は平成２５年度当初予算案あるいは平成２４年度２月補正予算案の概要に関する説明は平成２５年度当初予算案あるいは平成２４年度２月補正予算案の概要に関する説明は以以以以

上上上上でございます。でございます。でございます。でございます。

続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、「平成２４年度２月補正予算案「平成２４年度２月補正予算案「平成２４年度２月補正予算案「平成２４年度２月補正予算案(追(追(追(追加提出分加提出分加提出分加提出分))))の概要」の１ページ、の概要」の１ページ、の概要」の１ページ、の概要」の１ページ、昨昨昨昨日、日、日、日、

追追追追加で提案をさせていただきました平成２４年度奈良県一般会計補正予算案（第５加で提案をさせていただきました平成２４年度奈良県一般会計補正予算案（第５加で提案をさせていただきました平成２４年度奈良県一般会計補正予算案（第５加で提案をさせていただきました平成２４年度奈良県一般会計補正予算案（第５号号号号）に）に）に）に

なります。増なります。増なります。増なります。増額額額額につきましては７０億８，６００万円につきましては７０億８，６００万円につきましては７０億８，６００万円につきましては７０億８，６００万円余余余余り、り、り、り、減額減額減額減額につきましては３６億８につきましては３６億８につきましては３６億８につきましては３６億８
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００万円００万円００万円００万円余余余余り、り、り、り、差差差差しししし引引引引きしまして３４億７，８００万円きしまして３４億７，８００万円きしまして３４億７，８００万円きしまして３４億７，８００万円余余余余りの増りの増りの増りの増額額額額をするものでございまをするものでございまをするものでございまをするものでございま

す。これは例年す。これは例年す。これは例年す。これは例年実施実施実施実施している補正でございまして、している補正でございまして、している補正でございまして、している補正でございまして、現在現在現在現在の予算においての予算においての予算においての予算において不不不不足足足足が生が生が生が生じじじじているているているている

がががが義義義義務務務務的的的的にににに支支支支払払払払うううう必必必必要があるもの等について増要があるもの等について増要があるもの等について増要があるもの等について増額額額額をいたしますとともに、年度をいたしますとともに、年度をいたしますとともに、年度をいたしますとともに、年度末末末末もももも迫迫迫迫ってってってって

まいりましたことから、事業の年度まいりましたことから、事業の年度まいりましたことから、事業の年度まいりましたことから、事業の年度内内内内のののの執執執執行を行を行を行を見見見見通した通した通した通した結結結結果果果果、、、、減額減額減額減額できるものについてできるものについてできるものについてできるものについて必必必必

要な要な要な要な措置措置措置措置をををを講じ講じ講じ講じたものでございます。たものでございます。たものでございます。たものでございます。財源財源財源財源のののの内訳内訳内訳内訳についてはについてはについてはについては記載記載記載記載のとおりでございます。のとおりでございます。のとおりでございます。のとおりでございます。

２ページ、２ページ、２ページ、２ページ、個個個個別の事業概要となっています。総務部に関するものをご説明をいたしまし別の事業概要となっています。総務部に関するものをご説明をいたしまし別の事業概要となっています。総務部に関するものをご説明をいたしまし別の事業概要となっています。総務部に関するものをご説明をいたしまし

て、そのて、そのて、そのて、その他他他他のののの項項項項目目目目は順は順は順は順次次次次、、、、担担担担当の部当の部当の部当の部局局局局長からご説明を申し長からご説明を申し長からご説明を申し長からご説明を申し上上上上げげげげます。ます。ます。ます。

まず、増まず、増まず、増まず、増額額額額補正でございます。補正でございます。補正でございます。補正でございます。ふふふふるさとるさとるさとるさと応援応援応援応援基基基基金積金積金積金積立立立立金金金金は、歳入では、歳入では、歳入では、歳入でふふふふるさとるさとるさとるさと応援応援応援応援のののの寄寄寄寄附附附附

金金金金ががががふふふふええええましたことによりまして、ましたことによりまして、ましたことによりまして、ましたことによりまして、積積積積立立立立金金金金ををををふふふふややややすための増すための増すための増すための増額額額額補正でございます。補正でございます。補正でございます。補正でございます。

また、また、また、また、地方消費税地方消費税地方消費税地方消費税清算清算清算清算金金金金、これも、これも、これも、これも地方消費税地方消費税地方消費税地方消費税の歳入がの歳入がの歳入がの歳入がふふふふええええたことにたことにたことにたことに伴伴伴伴いまして、いまして、いまして、いまして、他他他他のののの都都都都

道道道道府府府府県に県に県に県に支支支支出する清算出する清算出する清算出する清算金金金金を増を増を増を増額額額額するというするというするというするという見見見見合いの増合いの増合いの増合いの増額額額額を行っているものでございます。を行っているものでございます。を行っているものでございます。を行っているものでございます。

退退退退職職職職手手手手当でございます。これは当でございます。これは当でございます。これは当でございます。これは退退退退職者が当初の職者が当初の職者が当初の職者が当初の見込み数見込み数見込み数見込み数をををを上上上上回りましたことによりまし回りましたことによりまし回りましたことによりまし回りましたことによりまし

て、総務部が所管しております知事部て、総務部が所管しております知事部て、総務部が所管しております知事部て、総務部が所管しております知事部局局局局につきましては５億９００万円、警察本部につきにつきましては５億９００万円、警察本部につきにつきましては５億９００万円、警察本部につきにつきましては５億９００万円、警察本部につき

まして９億１，８００万円、教育委員会につきまして１９億２，９００万円、合計３３億まして９億１，８００万円、教育委員会につきまして１９億２，９００万円、合計３３億まして９億１，８００万円、教育委員会につきまして１９億２，９００万円、合計３３億まして９億１，８００万円、教育委員会につきまして１９億２，９００万円、合計３３億

５，６００万円と大きな増５，６００万円と大きな増５，６００万円と大きな増５，６００万円と大きな増額額額額になっています。になっています。になっています。になっています。

県県県県債債債債管理基管理基管理基管理基金積金積金積金積立立立立金金金金につきましては、県につきましては、県につきましては、県につきましては、県債債債債のののの利子利子利子利子、、、、利払利払利払利払いですが、いですが、いですが、いですが、想想想想定したものより定したものより定したものより定したものより低低低低

利利利利でででで借借借借りられたこと等にりられたこと等にりられたこと等にりられたこと等に伴伴伴伴ってってってって不用不用不用不用が生が生が生が生じじじじておりますため、ておりますため、ておりますため、ておりますため、積積積積立立立立金金金金を増を増を増を増額額額額するというものするというものするというものするというもの

でございます。でございます。でございます。でございます。

３ページ、こ３ページ、こ３ページ、こ３ページ、こちちちちらはらはらはらは減額減額減額減額の補正でございます。の補正でございます。の補正でございます。の補正でございます。減額減額減額減額補正に公補正に公補正に公補正に公債費債費債費債費があるかとがあるかとがあるかとがあるかと存じ存じ存じ存じますけますけますけますけ

れども、今ほどれども、今ほどれども、今ほどれども、今ほど見見見見合いで歳出を立てさせていただきましたが、県合いで歳出を立てさせていただきましたが、県合いで歳出を立てさせていただきましたが、県合いで歳出を立てさせていただきましたが、県債債債債のののの借借借借入入入入利率利率利率利率がががが低低低低下下下下したしたしたした

ことによりましてことによりましてことによりましてことによりまして利子利子利子利子のののの不用不用不用不用が生が生が生が生じじじじた入りの部分１４億円のた入りの部分１４億円のた入りの部分１４億円のた入りの部分１４億円の減額減額減額減額でございます。でございます。でございます。でございます。

３ページ、３ページ、３ページ、３ページ、繰越繰越繰越繰越明許明許明許明許費費費費の補正となっております。の補正となっております。の補正となっております。の補正となっております。新規新規新規新規３８件、３８件、３８件、３８件、変更変更変更変更２９件ございますが、２９件ございますが、２９件ございますが、２９件ございますが、

総務部については２件でございまして、まず総務部については２件でございまして、まず総務部については２件でございまして、まず総務部については２件でございまして、まず新規新規新規新規でででで自自自自治治治治研修研修研修研修所所所所改改改改修修修修事業につきましては、事業につきましては、事業につきましては、事業につきましては、

これはこれはこれはこれは工工工工法の法の法の法の検討検討検討検討にににに不不不不測測測測の日の日の日の日時時時時を要したこと、法を要したこと、法を要したこと、法を要したこと、法蓮蓮蓮蓮町町町町公公公公舎撤去舎撤去舎撤去舎撤去事業は、事業は、事業は、事業は、地元地元地元地元のののの調調調調整整整整に少しに少しに少しに少し

日日日日時時時時がかかっていることによりまして、いずれもがかかっていることによりまして、いずれもがかかっていることによりまして、いずれもがかかっていることによりまして、いずれも繰繰繰繰りりりり越越越越しをお願いするものでございます。しをお願いするものでございます。しをお願いするものでございます。しをお願いするものでございます。

８ページ、特別会計の補正予算でございます。総務部所管は３奈良県公８ページ、特別会計の補正予算でございます。総務部所管は３奈良県公８ページ、特別会計の補正予算でございます。総務部所管は３奈良県公８ページ、特別会計の補正予算でございます。総務部所管は３奈良県公債債債債管理特別会計管理特別会計管理特別会計管理特別会計

でございまして、これはでございまして、これはでございまして、これはでございまして、これは先先先先ほど一般会計のほど一般会計のほど一般会計のほど一般会計の方方方方でご説明しましたでご説明しましたでご説明しましたでご説明しました減額減額減額減額と連と連と連と連動動動動してしてしてして減額減額減額減額をいたをいたをいたをいた

しているものでございます。しているものでございます。しているものでございます。しているものでございます。

追追追追加提案いたしました補正予算の説明は加提案いたしました補正予算の説明は加提案いたしました補正予算の説明は加提案いたしました補正予算の説明は以上以上以上以上でございます。でございます。でございます。でございます。

続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、「平成２５年２月県議会提出「平成２５年２月県議会提出「平成２５年２月県議会提出「平成２５年２月県議会提出条条条条例」の例」の例」の例」の目目目目次次次次にございますように平成２５年にございますように平成２５年にございますように平成２５年にございますように平成２５年
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度のもの、平成２４年度のもの合わせて２７件、度のもの、平成２４年度のもの合わせて２７件、度のもの、平成２４年度のもの合わせて２７件、度のもの、平成２４年度のもの合わせて２７件、内訳内訳内訳内訳は、一部は、一部は、一部は、一部改改改改正するもの２１件、正するもの２１件、正するもの２１件、正するもの２１件、新新新新にににに

にににに制制制制定をいたしますもの６件となっています。う定をいたしますもの６件となっています。う定をいたしますもの６件となっています。う定をいたしますもの６件となっています。うちちちち総務部に関するものは、９件ございま総務部に関するものは、９件ございま総務部に関するものは、９件ございま総務部に関するものは、９件ございま

すので、すので、すので、すので、以下以下以下以下順順順順次次次次ご説明をいたします。ご説明をいたします。ご説明をいたします。ご説明をいたします。

１ページ、奈良県１ページ、奈良県１ページ、奈良県１ページ、奈良県統統統統計計計計調調調調査査査査条条条条例の一部を例の一部を例の一部を例の一部を改改改改正する正する正する正する条条条条例でございます。これは例でございます。これは例でございます。これは例でございます。これは統統統統計法とい計法とい計法とい計法とい

うううう国国国国の法の法の法の法律律律律にににに準準準準じじじじましてましてましてまして調調調調査査査査票票票票のののの情報情報情報情報提提提提供供供供できるできるできるできる範囲範囲範囲範囲をををを拡拡拡拡大するに大するに大するに大するに伴伴伴伴いまして、提いまして、提いまして、提いまして、提供供供供するするするする

調調調調査査査査票票票票情報情報情報情報のののの秘密秘密秘密秘密のののの保保保保護護護護に万全をに万全をに万全をに万全を期期期期すために所要のすために所要のすために所要のすために所要の改改改改正を行うものでございます。正を行うものでございます。正を行うものでございます。正を行うものでございます。

続続続続きまして、７ページきまして、７ページきまして、７ページきまして、７ページ、、、、「奈良県「奈良県「奈良県「奈良県附属附属附属附属機関に関する機関に関する機関に関する機関に関する条条条条例の一部を例の一部を例の一部を例の一部を改改改改正する正する正する正する条条条条例」で、例」で、例」で、例」で、新新新新

たに１０の知事のたに１０の知事のたに１０の知事のたに１０の知事の附属附属附属附属機関を機関を機関を機関を設置設置設置設置いたしますとともに、２つのいたしますとともに、２つのいたしますとともに、２つのいたしますとともに、２つの附属附属附属附属機関につきまして名機関につきまして名機関につきまして名機関につきまして名称称称称、、、、

担担担担当する事当する事当する事当する事項項項項をををを変更変更変更変更するものでございます。するものでございます。するものでございます。するものでございます。附属附属附属附属機関ごとにそれ機関ごとにそれ機関ごとにそれ機関ごとにそれぞぞぞぞれれれれ担担担担当の部当の部当の部当の部局局局局がございがございがございがござい

ますので、ますので、ますので、ますので、担担担担当部当部当部当部局局局局長からご説明をいたします。長からご説明をいたします。長からご説明をいたします。長からご説明をいたします。

総務部につきましては、要総務部につきましては、要総務部につきましては、要総務部につきましては、要旨旨旨旨１（１）奈良県１（１）奈良県１（１）奈良県１（１）奈良県税制税制税制税制調調調調査会を査会を査会を査会を新新新新たにたにたにたに設置設置設置設置させていただくこさせていただくこさせていただくこさせていただくこ

とになっています。これはとになっています。これはとになっています。これはとになっています。これは先先先先ほど予算のところでも少しご説明を申しほど予算のところでも少しご説明を申しほど予算のところでも少しご説明を申しほど予算のところでも少しご説明を申し上上上上げげげげました。ました。ました。ました。

続続続続きまして、１４ページ、奈良県部きまして、１４ページ、奈良県部きまして、１４ページ、奈良県部きまして、１４ページ、奈良県部設置設置設置設置条条条条例の一部を例の一部を例の一部を例の一部を改改改改正する正する正する正する条条条条例でございます。これ例でございます。これ例でございます。これ例でございます。これ

もももも先先先先ほど少しほど少しほど少しほど少し触触触触れさせていただきましたが、れさせていただきましたが、れさせていただきましたが、れさせていただきましたが、土土土土木部を県木部を県木部を県木部を県土マネ土マネ土マネ土マネジジジジメントメントメントメント部に名部に名部に名部に名称称称称をををを変更変更変更変更すすすす

るものでございます。るものでございます。るものでございます。るものでございます。

１６ページ、奈良県職員定１６ページ、奈良県職員定１６ページ、奈良県職員定１６ページ、奈良県職員定数数数数条条条条例等の一部を例等の一部を例等の一部を例等の一部を改改改改正する正する正する正する条条条条例でございます。これにつきま例でございます。これにつきま例でございます。これにつきま例でございます。これにつきま

しては、行しては、行しては、行しては、行財政改財政改財政改財政改革革革革をををを推推推推進するといった進するといった進するといった進するといった観観観観点点点点から定員の一から定員の一から定員の一から定員の一層層層層のののの適適適適正正正正化化化化をををを図図図図るため、要るため、要るため、要るため、要旨旨旨旨のののの

ところにそれところにそれところにそれところにそれぞぞぞぞれの部れの部れの部れの部局局局局のののの現現現現行定行定行定行定数数数数そして増そして増そして増そして増減減減減、、、、新新新新定定定定数数数数がががが規規規規定されていますように、知事定されていますように、知事定されていますように、知事定されていますように、知事

部部部部局局局局、教育委員会、警察職員等の定、教育委員会、警察職員等の定、教育委員会、警察職員等の定、教育委員会、警察職員等の定数数数数につきまして増員ないしにつきまして増員ないしにつきまして増員ないしにつきまして増員ないし減減減減員といった員といった員といった員といった改改改改正を行うも正を行うも正を行うも正を行うも

のでございます。のでございます。のでございます。のでございます。

続続続続きまして、２１ページ、きまして、２１ページ、きまして、２１ページ、きまして、２１ページ、給与給与給与給与でございます。一般職の職員のでございます。一般職の職員のでございます。一般職の職員のでございます。一般職の職員の給与給与給与給与に関するに関するに関するに関する条条条条例等の一例等の一例等の一例等の一

部を部を部を部を改改改改正する正する正する正する条条条条例でございまして、これは人事委員会から例でございまして、これは人事委員会から例でございまして、これは人事委員会から例でございまして、これは人事委員会から給与給与給与給与に関してに関してに関してに関して勧告勧告勧告勧告をををを昨昨昨昨年いただ年いただ年いただ年いただ

いています。それをいています。それをいています。それをいています。それを踏踏踏踏ままままええええまして所要のまして所要のまして所要のまして所要の改改改改正をするものでございまして、正をするものでございまして、正をするものでございまして、正をするものでございまして、右右右右の要の要の要の要旨旨旨旨にもごにもごにもごにもご

ざいますとおり、それざいますとおり、それざいますとおり、それざいますとおり、それぞぞぞぞれご本人で所れご本人で所れご本人で所れご本人で所有有有有するするするする住住住住宅宅宅宅についてはについてはについてはについては住住住住居居居居手手手手当が当が当が当が現現現現行では行では行では行では支給支給支給支給されされされされ

ておりますが、これをておりますが、これをておりますが、これをておりますが、これを廃止廃止廃止廃止します。あるいはその２します。あるいはその２します。あるいはその２します。あるいはその２新新新新たなたなたなたな手手手手当といたしまして、当といたしまして、当といたしまして、当といたしまして、新新新新型型型型インインインイン

フルエンフルエンフルエンフルエンザザザザ等等等等対策対策対策対策特別特別特別特別措置措置措置措置法に基づきまして法に基づきまして法に基づきまして法に基づきまして派遣派遣派遣派遣をされた職員についてをされた職員についてをされた職員についてをされた職員について緊急緊急緊急緊急事事事事態派遣態派遣態派遣態派遣手手手手当当当当

をををを支給支給支給支給するといった所要のするといった所要のするといった所要のするといった所要の改改改改正を行うものでございます。正を行うものでございます。正を行うものでございます。正を行うものでございます。

続続続続きまして、２６ページ、きまして、２６ページ、きまして、２６ページ、きまして、２６ページ、退退退退職職職職手手手手当で、奈良県職員に当で、奈良県職員に当で、奈良県職員に当で、奈良県職員に対対対対するするするする退退退退職職職職手手手手当に関する当に関する当に関する当に関する条条条条例等の例等の例等の例等の

一部を一部を一部を一部を改改改改正する正する正する正する条条条条例でございます。これは例でございます。これは例でございます。これは例でございます。これは退退退退職職職職給給給給付の付の付の付の官官官官民民民民のののの均衡均衡均衡均衡をををを図図図図ることでることでることでることで国国国国家家家家公務員公務員公務員公務員

のののの退退退退職職職職手手手手当法が当法が当法が当法が昨昨昨昨年年年年末末末末にににに改改改改正をされました。これに正をされました。これに正をされました。これに正をされました。これに準準準準じじじじまして、本県におきましてもまして、本県におきましてもまして、本県におきましてもまして、本県におきましても退退退退職職職職
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手手手手当の当の当の当の支給水支給水支給水支給水準準準準をををを引引引引きききき下下下下げげげげるために所要のるために所要のるために所要のるために所要の改改改改正をいたすものでございます。正をいたすものでございます。正をいたすものでございます。正をいたすものでございます。施施施施行行行行期期期期日につ日につ日につ日につ

いては、平成２５年４月１日からになっています。いては、平成２５年４月１日からになっています。いては、平成２５年４月１日からになっています。いては、平成２５年４月１日からになっています。

続続続続きまして、３３ページ、きまして、３３ページ、きまして、３３ページ、きまして、３３ページ、給与給与給与給与の中でも特例のの中でも特例のの中でも特例のの中でも特例の話話話話でございます。知事等でございます。知事等でございます。知事等でございます。知事等及び及び及び及び職員の職員の職員の職員の給与給与給与給与

の特例に関するの特例に関するの特例に関するの特例に関する条条条条例の一部を例の一部を例の一部を例の一部を改改改改正する正する正する正する条条条条例でございます。これは山本委員の本会議でのご例でございます。これは山本委員の本会議でのご例でございます。これは山本委員の本会議でのご例でございます。これは山本委員の本会議でのご

質質質質問問問問で知事からもで知事からもで知事からもで知事からも答弁答弁答弁答弁をいたしましたけれども、をいたしましたけれども、をいたしましたけれども、をいたしましたけれども、厳厳厳厳しいしいしいしい財政財政財政財政状況状況状況状況等にか等にか等にか等にかんんんんががががみみみみまして、まして、まして、まして、現現現現

在在在在実施実施実施実施しております知事ほか一般職の職員のしております知事ほか一般職の職員のしております知事ほか一般職の職員のしております知事ほか一般職の職員の給与給与給与給与のののの額額額額をををを減減減減ずる特例ずる特例ずる特例ずる特例措置措置措置措置につきまして、１につきまして、１につきまして、１につきまして、１

年年年年間間間間のののの延延延延長をするなどの長をするなどの長をするなどの長をするなどの改改改改正を行うものでございます。正を行うものでございます。正を行うものでございます。正を行うものでございます。

続続続続きまして、３６ページ、奈良県きまして、３６ページ、奈良県きまして、３６ページ、奈良県きまして、３６ページ、奈良県税税税税条条条条例の一部を例の一部を例の一部を例の一部を改改改改正する正する正する正する条条条条例でございまして、概要を例でございまして、概要を例でございまして、概要を例でございまして、概要を

ご説明申しご説明申しご説明申しご説明申し上上上上げげげげますと、１ますと、１ますと、１ますと、１点点点点目目目目はははは寄寄寄寄附附附附でございまして、でございまして、でございまして、でございまして、寄寄寄寄附附附附文文文文化化化化のののの醸醸醸醸成あるいは成あるいは成あるいは成あるいは民民民民間間間間におにおにおにお

けます公けます公けます公けます公益益益益活活活活動動動動のののの促促促促進を進を進を進を目的目的目的目的といたしまして、といたしまして、といたしまして、といたしまして、寄寄寄寄附金税額附金税額附金税額附金税額控除控除控除控除についてについてについてについて個個個個人県人県人県人県民税民税民税民税のののの控除控除控除控除

のののの対対対対象象象象をををを拡拡拡拡大をするというものでございます。２大をするというものでございます。２大をするというものでございます。２大をするというものでございます。２点点点点目目目目は、は、は、は、昨昨昨昨年年年年国国国国会におきまして会におきまして会におきまして会におきまして消費税消費税消費税消費税率率率率

のののの引引引引きききき上上上上げげげげの法の法の法の法律律律律が成立しました。これにつきましてはが成立しました。これにつきましてはが成立しました。これにつきましてはが成立しました。これにつきましては地方消費税地方消費税地方消費税地方消費税部分がございまして、部分がございまして、部分がございまして、部分がございまして、

奈良県奈良県奈良県奈良県税税税税条条条条例にも例にも例にも例にも地方消費税地方消費税地方消費税地方消費税のののの税税税税率率率率のののの規規規規定がございますため定がございますため定がございますため定がございますため引引引引きききき上上上上げげげげを行うものでございを行うものでございを行うものでございを行うものでござい

ます。３ます。３ます。３ます。３点点点点目目目目はははは自自自自動車動車動車動車保有保有保有保有関係、１関係、１関係、１関係、１カカカカ所です所です所です所ですべべべべてのてのてのての手続手続手続手続ができるができるができるができるワンワンワンワンスススストットットットッププププササササーーーービビビビススススシシシシ

スススステムテムテムテムというものでございますが、これのというものでございますが、これのというものでございますが、これのというものでございますが、これの導導導導入に入に入に入に伴伴伴伴いましていましていましていまして自自自自動車動車動車動車取得税取得税取得税取得税、、、、自自自自動車動車動車動車税税税税のののの規規規規

定について所要の定について所要の定について所要の定について所要の整整整整備を行うものでございます。備を行うものでございます。備を行うものでございます。備を行うものでございます。

最最最最後に、１０１ページ、奈良県後に、１０１ページ、奈良県後に、１０１ページ、奈良県後に、１０１ページ、奈良県地域・経済地域・経済地域・経済地域・経済活活活活性化性化性化性化基基基基金金金金をををを設置設置設置設置するためのするためのするためのするための条条条条例でございま例でございま例でございま例でございま

す。す。す。す。

総務部の所管事総務部の所管事総務部の所管事総務部の所管事項項項項に係りますに係りますに係りますに係ります条条条条例は例は例は例は以上以上以上以上でございます。でございます。でございます。でございます。

最最最最後に後に後に後に、、、、「「「「条条条条例その例その例その例その他他他他予算予算予算予算外外外外議案」で、議案」で、議案」で、議案」で、契約契約契約契約そのそのそのその他他他他の議案につきましては、平成２５年の議案につきましては、平成２５年の議案につきましては、平成２５年の議案につきましては、平成２５年

度、平成２４年度合わせまして４件ございまして、総務部所管の平成２５年度議案は１件度、平成２４年度合わせまして４件ございまして、総務部所管の平成２５年度議案は１件度、平成２４年度合わせまして４件ございまして、総務部所管の平成２５年度議案は１件度、平成２４年度合わせまして４件ございまして、総務部所管の平成２５年度議案は１件

でございます。でございます。でございます。でございます。

１２６ページ、１２６ページ、１２６ページ、１２６ページ、包包包包括括括括外外外外部監査部監査部監査部監査契約契約契約契約のののの締結締結締結締結でございまして、でございまして、でございまして、でございまして、契約契約契約契約のののの目的目的目的目的ですとかですとかですとかですとか始期始期始期始期あるあるあるある

いはいはいはいは金額金額金額金額、、、、相相相相手方手方手方手方はははは記載記載記載記載のとおりでございます。のとおりでございます。のとおりでございます。のとおりでございます。

総務部所管事総務部所管事総務部所管事総務部所管事項項項項に係るに係るに係るに係る契約契約契約契約そのそのそのその他他他他議案は議案は議案は議案は以上以上以上以上でございます。でございます。でございます。でございます。

「平成２４年度一般会計特別会計補正予算案その「平成２４年度一般会計特別会計補正予算案その「平成２４年度一般会計特別会計補正予算案その「平成２４年度一般会計特別会計補正予算案その他他他他（（（（追追追追加提出分加提出分加提出分加提出分））））」にも」にも」にも」にも追追追追加提案をさ加提案をさ加提案をさ加提案をさ

せていただきましたせていただきましたせていただきましたせていただきました契約契約契約契約等が、等が、等が、等が、請負請負請負請負契約契約契約契約のののの変更変更変更変更等７件ございますけれども、総務部に係る等７件ございますけれども、総務部に係る等７件ございますけれども、総務部に係る等７件ございますけれども、総務部に係る

ものはございませものはございませものはございませものはございませんんんん。また、。また、。また、。また、報報報報告告告告案件も２件ございますけれども、総務部所管はございま案件も２件ございますけれども、総務部所管はございま案件も２件ございますけれども、総務部所管はございま案件も２件ございますけれども、総務部所管はございま

せせせせんんんん。。。。

以上以上以上以上で説明をで説明をで説明をで説明を終終終終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申しわらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申しわらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申しわらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上上上上げげげげます。ます。ます。ます。
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○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 それでは、危機管理関係の予算案につきまして、それでは、危機管理関係の予算案につきまして、それでは、危機管理関係の予算案につきまして、それでは、危機管理関係の予算案につきまして、新規新規新規新規事業、事業、事業、事業、

重点重点重点重点事業の説明を申し事業の説明を申し事業の説明を申し事業の説明を申し上上上上げげげげたいと思います。たいと思います。たいと思います。たいと思います。

「平成２５年度一般会計特別会計予算案の概要、平成２４年度一般会計特別会計２月補「平成２５年度一般会計特別会計予算案の概要、平成２４年度一般会計特別会計２月補「平成２５年度一般会計特別会計予算案の概要、平成２４年度一般会計特別会計２月補「平成２５年度一般会計特別会計予算案の概要、平成２４年度一般会計特別会計２月補

正予算案の概要」６４ページ正予算案の概要」６４ページ正予算案の概要」６４ページ正予算案の概要」６４ページ、、、、（１）奈良県（１）奈良県（１）奈良県（１）奈良県救救救救急急急急医医医医療療療療管管管管制シ制シ制シ制シスススステムテムテムテム（（（（ｅ－ＭＡＴＣＨｅ－ＭＡＴＣＨｅ－ＭＡＴＣＨｅ－ＭＡＴＣＨ）事）事）事）事

業でありますが、業でありますが、業でありますが、業でありますが、救救救救急急急急搬送搬送搬送搬送ルルルルーーーールルルルを円を円を円を円滑滑滑滑にににに運用運用運用運用するため、するため、するため、するため、現在ｅ－ＭＡＴＣＨ現在ｅ－ＭＡＴＣＨ現在ｅ－ＭＡＴＣＨ現在ｅ－ＭＡＴＣＨをすをすをすをすべべべべてのてのてのての

消消消消防防防防機関に機関に機関に機関に導導導導入しておりますけれども、加入しておりますけれども、加入しておりますけれども、加入しておりますけれども、加ええええまして４月から県まして４月から県まして４月から県まして４月から県内内内内の全の全の全の全救救救救急急急急搬送搬送搬送搬送機関にこの機関にこの機関にこの機関にこの

シシシシスススステムテムテムテムをををを導導導導入し、さらなる入し、さらなる入し、さらなる入し、さらなる改改改改善善善善をををを図図図図ることとしております。ることとしております。ることとしております。ることとしております。

続続続続きまして、１０３ページ、１（１）奈良県きまして、１０３ページ、１（１）奈良県きまして、１０３ページ、１（１）奈良県きまして、１０３ページ、１（１）奈良県地域地域地域地域防防防防災災災災計計計計画画画画見見見見直直直直し事業につきましては、し事業につきましては、し事業につきましては、し事業につきましては、

今年度、今年度、今年度、今年度、来来来来年度の２年度の２年度の２年度の２カカカカ年で計年で計年で計年で計画画画画のののの見見見見直直直直しを進めているところで、しを進めているところで、しを進めているところで、しを進めているところで、先先先先月公表しました中月公表しました中月公表しました中月公表しました中間間間間報報報報

告告告告ををををベベベベースにースにースにースに引引引引きききき続続続続きききき検討検討検討検討を進めて、を進めて、を進めて、を進めて、来来来来年度中に計年度中に計年度中に計年度中に計画画画画のののの改改改改定を行うこととしております。定を行うこととしております。定を行うこととしております。定を行うこととしております。

次次次次に、に、に、に、災害災害災害災害体体体体制制制制の機の機の機の機能能能能充実充実充実充実事業でありますが、事業でありますが、事業でありますが、事業でありますが、災害発災害発災害発災害発生生生生時時時時にににに速速速速ややややかなかなかなかな支支支支援援援援を行うため、を行うため、を行うため、を行うため、

市町市町市町市町村との連絡村との連絡村との連絡村との連絡調調調調整整整整を行うを行うを行うを行う災害時緊急災害時緊急災害時緊急災害時緊急連絡員、連絡員、連絡員、連絡員、リエリエリエリエゾゾゾゾンンンンをををを常設常設常設常設するとともに、するとともに、するとともに、するとともに、防防防防災災災災ササササポポポポーーーー

トトトト事業所の事業所の事業所の事業所の登録や登録や登録や登録や衛星衛星衛星衛星携帯電話携帯電話携帯電話携帯電話のののの更新更新更新更新等により等により等により等により災害時災害時災害時災害時のののの情報収集情報収集情報収集情報収集、連絡体、連絡体、連絡体、連絡体制制制制のののの充実充実充実充実をををを図図図図っっっっ

てまいります。てまいります。てまいります。てまいります。

次次次次に、に、に、に、新規新規新規新規事業、事業、事業、事業、防防防防災災災災行行行行政政政政通通通通信ネットワ信ネットワ信ネットワ信ネットワーーーーククククデデデデジジジジタル化タル化タル化タル化事業では、事業では、事業では、事業では、デデデデジジジジタル化タル化タル化タル化にににに向向向向けけけけ最最最最

適適適適なななな整整整整備備備備方方方方法の法の法の法の検討検討検討検討を行い、基本を行い、基本を行い、基本を行い、基本構想構想構想構想のののの策策策策定を行うこととしております。定を行うこととしております。定を行うこととしております。定を行うこととしております。

次次次次に、予算に、予算に、予算に、予算措置措置措置措置としてはとしてはとしてはとしては新規新規新規新規事業になりますが、事業になりますが、事業になりますが、事業になりますが、陸陸陸陸上自上自上自上自衛隊駐屯衛隊駐屯衛隊駐屯衛隊駐屯地地地地誘致誘致誘致誘致推推推推進事業につき進事業につき進事業につき進事業につき

ましては、ましては、ましては、ましては、駐屯駐屯駐屯駐屯地地地地の県の県の県の県内内内内誘致誘致誘致誘致のののの早期早期早期早期実実実実現現現現にににに向向向向けたけたけたけた具具具具体体体体策策策策をををを検討検討検討検討するとともに、するとともに、するとともに、するとともに、国へ国へ国へ国への提案、の提案、の提案、の提案、

要要要要望望望望を行ってまいります。を行ってまいります。を行ってまいります。を行ってまいります。

次次次次に、に、に、に、ヘヘヘヘリリリリココココププププタタタターーーーテテテテレビ伝送レビ伝送レビ伝送レビ伝送シシシシスススステムテムテムテムのののの整整整整備、備、備、備、更新更新更新更新でありますが、でありますが、でありますが、でありますが、紀伊半島紀伊半島紀伊半島紀伊半島大大大大水害水害水害水害のののの

教教教教訓訓訓訓をををを踏踏踏踏ままままええええ、大、大、大、大規模災害時規模災害時規模災害時規模災害時におけるにおけるにおけるにおける現現現現地情報地情報地情報地情報の正の正の正の正確確確確、、、、迅速迅速迅速迅速なななな収集収集収集収集伝達伝達伝達伝達を行うため、を行うため、を行うため、を行うため、消消消消防防防防

防防防防災災災災ヘヘヘヘリリリリココココププププタタタターにーにーにーにテテテテレビ伝送レビ伝送レビ伝送レビ伝送シシシシスススステムテムテムテムをををを搭搭搭搭載載載載し、し、し、し、情報収集力情報収集力情報収集力情報収集力のののの強化強化強化強化をををを図図図図ってまいります。ってまいります。ってまいります。ってまいります。

次次次次に、安全に、安全に、安全に、安全・・・・安安安安心心心心ままままちちちちづくりづくりづくりづくり推推推推進事業につきましては、進事業につきましては、進事業につきましては、進事業につきましては、自自自自主主主主防犯防犯防犯防犯・・・・防防防防災災災災団団団団体の体の体の体の組織化組織化組織化組織化、、、、

活活活活性化性化性化性化をををを推推推推進するため、県進するため、県進するため、県進するため、県民民民民大会大会大会大会や地域リや地域リや地域リや地域リーーーーダダダダーのーのーのーの養養養養成、成、成、成、アアアアドドドドバイバイバイバイザザザザーのーのーのーの派遣派遣派遣派遣、さらには、さらには、さらには、さらには

南南南南和、和、和、和、東東東東和和和和地域地域地域地域でのでのでのでのワワワワーーーークシクシクシクショョョョッッッップをプをプをプを実施実施実施実施してまいります。また、してまいります。また、してまいります。また、してまいります。また、自自自自主主主主防犯防犯防犯防犯・・・・防防防防災組織災組織災組織災組織のののの

交交交交流流流流のののの促促促促進進進進や住民参や住民参や住民参や住民参加で行う加で行う加で行う加で行う避難誘導訓練避難誘導訓練避難誘導訓練避難誘導訓練、、、、避難避難避難避難所生活所生活所生活所生活訓練訓練訓練訓練等を行ってまいります。等を行ってまいります。等を行ってまいります。等を行ってまいります。

続続続続きまして、１０４ページ、きまして、１０４ページ、きまして、１０４ページ、きまして、１０４ページ、避難避難避難避難所機所機所機所機能能能能緊急強化緊急強化緊急強化緊急強化補補補補助助助助事業でありますけれども、事業でありますけれども、事業でありますけれども、事業でありますけれども、避難避難避難避難所所所所

の安全の安全の安全の安全性向上性向上性向上性向上等機等機等機等機能能能能強化強化強化強化をををを図図図図るため、るため、るため、るため、市町市町市町市町村が行う村が行う村が行う村が行うポポポポーーーータタタタブブブブルルルル非非非非常用電源常用電源常用電源常用電源のののの整整整整備などにつ備などにつ備などにつ備などにつ

きまして、きまして、きまして、きまして、引引引引きききき続続続続きききき支支支支援援援援を行ってまいります。を行ってまいります。を行ってまいります。を行ってまいります。

続続続続きまして、１０７ページ、きまして、１０７ページ、きまして、１０７ページ、きまして、１０７ページ、ウ消ウ消ウ消ウ消防防防防力力力力のののの強化強化強化強化等のう等のう等のう等のうち新規ち新規ち新規ち新規事業の広事業の広事業の広事業の広域消域消域消域消防防防防通通通通信シ信シ信シ信シスススステムテムテムテム
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補補補補助助助助事業でありますが、事業でありますが、事業でありますが、事業でありますが、消消消消防防防防広広広広域化域化域化域化を行う３７のを行う３７のを行う３７のを行う３７の市町市町市町市町村によります村によります村によります村によります消消消消防救防救防救防救急急急急無無無無線及び消線及び消線及び消線及び消防防防防

指令指令指令指令セセセセンタンタンタンターのーのーのーの整整整整備に係る備に係る備に係る備に係る費用費用費用費用のうのうのうのうち市町ち市町ち市町ち市町村の村の村の村の実負担額実負担額実負担額実負担額にににに対対対対して県が２分の１の補して県が２分の１の補して県が２分の１の補して県が２分の１の補助助助助を行を行を行を行

い、い、い、い、支支支支援援援援を行うものでございます。を行うものでございます。を行うものでございます。を行うものでございます。

続続続続きまして１０９ページ、きまして１０９ページ、きまして１０９ページ、きまして１０９ページ、新規新規新規新規事業で事業で事業で事業で地域地域地域地域防犯防犯防犯防犯力力力力のののの向上・強化向上・強化向上・強化向上・強化事業でありますが、事業でありますが、事業でありますが、事業でありますが、地域地域地域地域

のののの自自自自主主主主的的的的なななな防犯防犯防犯防犯活活活活動動動動を行う事業所をを行う事業所をを行う事業所をを行う事業所をササササポポポポーーーートトトト事業所として事業所として事業所として事業所として登録登録登録登録していただくとともに、していただくとともに、していただくとともに、していただくとともに、地地地地

域域域域防犯重点モデ防犯重点モデ防犯重点モデ防犯重点モデル地ル地ル地ル地区区区区事業として事業として事業として事業として地域地域地域地域と連と連と連と連携携携携してしてしてして自自自自主主主主的的的的なななな防犯防犯防犯防犯対策対策対策対策をををを実施実施実施実施するするするする市町市町市町市町村に補村に補村に補村に補

助助助助を行ってまいります。を行ってまいります。を行ってまいります。を行ってまいります。

続続続続きまして、１３２ページ、きまして、１３２ページ、きまして、１３２ページ、きまして、１３２ページ、紀伊半島紀伊半島紀伊半島紀伊半島大大大大水害水害水害水害からのからのからのからの復旧・復興復旧・復興復旧・復興復旧・復興、安全、安全、安全、安全・・・・安安安安心へ心へ心へ心への備の備の備の備ええええのののの

ううううちちちち、、、、新規新規新規新規事業の２事業の２事業の２事業の２災害災害災害災害教教教教訓訓訓訓・・・・伝伝伝伝承の承の承の承の次世次世次世次世代代代代へへへへのののの継継継継承事業でありますが、承事業でありますが、承事業でありますが、承事業でありますが、過去過去過去過去の大の大の大の大規模災規模災規模災規模災

害害害害につきましてにつきましてにつきましてにつきまして被被被被害害害害のののの記録や記録や記録や記録や言言言言いいいい伝伝伝伝ええええなどをなどをなどをなどを調調調調査、査、査、査、取取取取りまとめまして、りまとめまして、りまとめまして、りまとめまして、防防防防災災災災意識啓意識啓意識啓意識啓発発発発のたのたのたのた

めめめめ冊子冊子冊子冊子、、、、ホホホホーーーームムムムページで広く県ページで広く県ページで広く県ページで広く県民民民民にににに周周周周知するということにいたしております。知するということにいたしております。知するということにいたしております。知するということにいたしております。

予算につきましては予算につきましては予算につきましては予算につきましては以上以上以上以上でございます。でございます。でございます。でございます。続続続続いて「平成２５年２月県議会提出いて「平成２５年２月県議会提出いて「平成２５年２月県議会提出いて「平成２５年２月県議会提出条条条条例」の９例」の９例」の９例」の９

９ページ、奈良県９ページ、奈良県９ページ、奈良県９ページ、奈良県新新新新型型型型インフルエンインフルエンインフルエンインフルエンザザザザ等等等等対策対策対策対策本部本部本部本部条条条条例について説明を申し例について説明を申し例について説明を申し例について説明を申し上上上上げげげげます。ます。ます。ます。

先先先先般の般の般の般の新新新新型型型型インフルエンインフルエンインフルエンインフルエンザザザザ等等等等対策対策対策対策特別特別特別特別措置措置措置措置法の公法の公法の公法の公布布布布により、各により、各により、各により、各都都都都道道道道府府府府県においても県においても県においても県においても対策対策対策対策

本部の本部の本部の本部の設置設置設置設置がががが義義義義務づけられたところです。これを受けまして、本県としても奈良県務づけられたところです。これを受けまして、本県としても奈良県務づけられたところです。これを受けまして、本県としても奈良県務づけられたところです。これを受けまして、本県としても奈良県対策対策対策対策本本本本

部の部の部の部の組織組織組織組織に関するに関するに関するに関する必必必必要事要事要事要事項項項項などをなどをなどをなどを条条条条例で定めさせていただきたいと例で定めさせていただきたいと例で定めさせていただきたいと例で定めさせていただきたいと考え考え考え考えております。このております。このております。このております。この

条条条条例によりまして、県の例によりまして、県の例によりまして、県の例によりまして、県の対策対策対策対策本部のもと医本部のもと医本部のもと医本部のもと医療療療療政策政策政策政策部をは部をは部をは部をはじじじじめ関係部め関係部め関係部め関係部局局局局、機関と、機関と、機関と、機関と十十十十分な連分な連分な連分な連携携携携

をとってをとってをとってをとって新新新新型型型型インフルエンインフルエンインフルエンインフルエンザザザザ等等等等へへへへのののの対策強化対策強化対策強化対策強化をををを図図図図り、県り、県り、県り、県民民民民の安全の安全の安全の安全確保確保確保確保にににに最最最最善善善善をををを尽尽尽尽くしてまくしてまくしてまくしてま

いりたいといりたいといりたいといりたい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。

以上以上以上以上でございます。よろしくお願い申しでございます。よろしくお願い申しでございます。よろしくお願い申しでございます。よろしくお願い申し上上上上げげげげます。ます。ます。ます。

○冨岡教育長○冨岡教育長○冨岡教育長○冨岡教育長 教育委員会から２月定例県議会に提出しております教育委員会関係の「平教育委員会から２月定例県議会に提出しております教育委員会関係の「平教育委員会から２月定例県議会に提出しております教育委員会関係の「平教育委員会から２月定例県議会に提出しております教育委員会関係の「平

成２５年度一般会計特別会計予算案の概要、平成２４年度一般会計特別会計２月補正予算成２５年度一般会計特別会計予算案の概要、平成２４年度一般会計特別会計２月補正予算成２５年度一般会計特別会計予算案の概要、平成２４年度一般会計特別会計２月補正予算成２５年度一般会計特別会計予算案の概要、平成２４年度一般会計特別会計２月補正予算

案の概要」について、ご説明いたします。案の概要」について、ご説明いたします。案の概要」について、ご説明いたします。案の概要」について、ご説明いたします。

４１ページ、４１ページ、４１ページ、４１ページ、経済経済経済経済活活活活性化性化性化性化、、、、雇用対策雇用対策雇用対策雇用対策のののの推推推推進でございます。３進でございます。３進でございます。３進でございます。３若若若若者者者者へへへへのののの就労就労就労就労支支支支援援援援やややや就就就就業業業業意意意意

識識識識のののの醸醸醸醸成成成成、、、、（２）（２）（２）（２）相談相談相談相談支支支支援援援援とスとスとスとスキキキキルアッルアッルアッルアッププププ支支支支援援援援のののの強化強化強化強化、職業、職業、職業、職業意識意識意識意識のののの醸醸醸醸成としまして、６成としまして、６成としまして、６成としまして、６新新新新

規規規規事業の事業の事業の事業の高高高高等学等学等学等学校校校校職業教育中職業教育中職業教育中職業教育中核拠点核拠点核拠点核拠点事業です。これは事業です。これは事業です。これは事業です。これは磯磯磯磯城野城野城野城野高校高校高校高校におきまして、よりにおきまして、よりにおきまして、よりにおきまして、より就労就労就労就労

にににに結結結結びびびびつく職業教育をつく職業教育をつく職業教育をつく職業教育を実実実実践践践践するためするためするためするため社社社社会人会人会人会人講講講講師師師師によるによるによるによる専専専専門門門門的的的的なななな授授授授業の業の業の業の実施や実施や実施や実施や就就就就業体業体業体業体験験験験をををを充充充充

実実実実するとともに、するとともに、するとともに、するとともに、実実実実習習習習備備備備品品品品をををを整整整整備する事業です。備する事業です。備する事業です。備する事業です。

次次次次に、に、に、に、新規新規新規新規事業の事業の事業の事業の工工工工業業業業高校高校高校高校等備等備等備等備品品品品整整整整備事業です。これは生備事業です。これは生備事業です。これは生備事業です。これは生徒徒徒徒のののの就労就労就労就労をををを支支支支援援援援するため、職するため、職するため、職するため、職

業教育を主とする業教育を主とする業教育を主とする業教育を主とする専専専専門門門門学科を学科を学科を学科を有有有有するするするする御御御御所所所所実実実実業業業業高高高高等学等学等学等学校及び校及び校及び校及び王寺工王寺工王寺工王寺工業業業業高高高高等学等学等学等学校校校校のののの実実実実習習習習備備備備品品品品をををを
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整整整整備する事業です。備する事業です。備する事業です。備する事業です。

次次次次に、に、に、に、新規新規新規新規事業の事業の事業の事業の南南南南部部部部地域復旧・復興地域復旧・復興地域復旧・復興地域復旧・復興関連関連関連関連就労就労就労就労支支支支援援援援事業です。これは事業です。これは事業です。これは事業です。これは十十十十津川津川津川津川高校高校高校高校でのでのでのでの工工工工

芸コ芸コ芸コ芸コースースースース設置設置設置設置にににに伴伴伴伴い機い機い機い機械械械械・・・・工具工具工具工具をををを整整整整備するとともに、備するとともに、備するとともに、備するとともに、吉吉吉吉野野野野高校高校高校高校でででで実実実実習習習習にににに使用使用使用使用するするするする測量測量測量測量機機機機器器器器

等を等を等を等を整整整整備する事業です。備する事業です。備する事業です。備する事業です。

次次次次に、８８ページ、くらしのに、８８ページ、くらしのに、８８ページ、くらしのに、８８ページ、くらしの向上向上向上向上、学、学、学、学びびびびのののの支支支支援援援援です。このです。このです。このです。この政策課題政策課題政策課題政策課題が教育委員会としてが教育委員会としてが教育委員会としてが教育委員会として

最最最最も大きなも大きなも大きなも大きな柱柱柱柱とされるとされるとされるとされる政策課題政策課題政策課題政策課題です。です。です。です。

１１１１家庭家庭家庭家庭・地域・・地域・・地域・・地域・学学学学校校校校のののの協協協協働働働働による教育のによる教育のによる教育のによる教育の充実充実充実充実、、、、（２）（２）（２）（２）地域地域地域地域の教育の教育の教育の教育力力力力のののの充実充実充実充実としまして、としまして、としまして、としまして、

１つ１つ１つ１つ目目目目、奈良県、奈良県、奈良県、奈良県地域地域地域地域教育教育教育教育力力力力サミサミサミサミットットットット開催事業です。これは知事を議長とし、行開催事業です。これは知事を議長とし、行開催事業です。これは知事を議長とし、行開催事業です。これは知事を議長とし、行政政政政、、、、経済経済経済経済界界界界、、、、

教育関係者が教育関係者が教育関係者が教育関係者が意意意意見見見見交交交交換換換換を行うを行うを行うを行うサミサミサミサミットットットットを開催し、を開催し、を開催し、を開催し、地域地域地域地域の教育の教育の教育の教育力力力力のののの向上や向上や向上や向上や生生生生涯涯涯涯にわたってのにわたってのにわたってのにわたっての

教育理教育理教育理教育理念念念念をををを検討検討検討検討していきます。また、平成２４年度に４つの部会をしていきます。また、平成２４年度に４つの部会をしていきます。また、平成２４年度に４つの部会をしていきます。また、平成２４年度に４つの部会を設設設設けたところであり、けたところであり、けたところであり、けたところであり、

よりよりよりより深深深深く議く議く議く議論論論論を進める事業です。を進める事業です。を進める事業です。を進める事業です。

次次次次に、に、に、に、新規新規新規新規事業の学事業の学事業の学事業の学校・地域パ校・地域パ校・地域パ校・地域パーーーートナトナトナトナーーーーシッシッシッシップ事業です。これは、プ事業です。これは、プ事業です。これは、プ事業です。これは、先先先先ほど説明しましたほど説明しましたほど説明しましたほど説明しました

とおり、とおり、とおり、とおり、地域地域地域地域でででで子子子子どもを育てるどもを育てるどもを育てるどもを育てる仕仕仕仕組み組み組み組みとしてとしてとしてとして保保保保護護護護者、者、者、者、地域住民地域住民地域住民地域住民と学と学と学と学校校校校コミュニコミュニコミュニコミュニティティティティ協協協協議会議会議会議会

をををを組織組織組織組織し、し、し、し、課題解課題解課題解課題解決決決決にににに向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組み組み組み組みをををを推推推推進する進する進する進する市町市町市町市町村に村に村に村に対対対対し補し補し補し補助助助助する事業でございます。する事業でございます。する事業でございます。する事業でございます。

次次次次に、３つのに、３つのに、３つのに、３つのフェフェフェフェススススタタタタ、わくわくまな、わくわくまな、わくわくまな、わくわくまなびフェびフェびフェびフェススススタタタタ、、、、チャレチャレチャレチャレンンンンジジジジ運運運運動動動動フェフェフェフェススススタタタタ、、、、ふふふふれあいれあいれあいれあい

フェフェフェフェススススタタタタをををを昨昨昨昨年度に年度に年度に年度に引引引引きききき続続続続き開催し、き開催し、き開催し、き開催し、子子子子どもの学どもの学どもの学どもの学習意識習意識習意識習意識、体、体、体、体力力力力、、、、規規規規範意識範意識範意識範意識のののの向上向上向上向上をををを図図図図るもるもるもるも

のです。のです。のです。のです。

８９ページ、８９ページ、８９ページ、８９ページ、新規新規新規新規事業の特別事業の特別事業の特別事業の特別支支支支援援援援学学学学校校校校ののののセセセセンタンタンタンターーーー的的的的機機機機能能能能等等等等充実充実充実充実事業です。これは事業です。これは事業です。これは事業です。これは地域地域地域地域にににに

おける特別おける特別おける特別おける特別支支支支援援援援教育の教育の教育の教育のセセセセンタンタンタンターとしての機ーとしての機ーとしての機ーとしての機能能能能をををを充実充実充実充実するため、するため、するため、するため、聾聾聾聾学学学学校校校校に補聴に補聴に補聴に補聴器検器検器検器検査機査機査機査機器器器器をををを

整整整整備する事業です。備する事業です。備する事業です。備する事業です。

（３）学（３）学（３）学（３）学習意欲習意欲習意欲習意欲のののの向上向上向上向上としまして、としまして、としまして、としまして、新規新規新規新規事業の中事業の中事業の中事業の中高高高高一一一一貫貫貫貫教育（理教育（理教育（理教育（理数数数数科）中科）中科）中科）中核拠点核拠点核拠点核拠点事業事業事業事業及及及及

び新び新び新び新併併併併設設設設型型型型中中中中高高高高一一一一貫貫貫貫教育教育教育教育校設置校設置校設置校設置です。一連の事業ですので、一括して説明します。これは、です。一連の事業ですので、一括して説明します。これは、です。一連の事業ですので、一括して説明します。これは、です。一連の事業ですので、一括して説明します。これは、

青翔青翔青翔青翔高校高校高校高校に平成２６年４月から県立中学に平成２６年４月から県立中学に平成２６年４月から県立中学に平成２６年４月から県立中学校校校校をををを併併併併設設設設し、中し、中し、中し、中高高高高一一一一貫貫貫貫教育を行うため、教育教育を行うため、教育教育を行うため、教育教育を行うため、教育課課課課程程程程

のののの研究研究研究研究やややや備備備備品品品品等の等の等の等の整整整整備をする事業でございます。備をする事業でございます。備をする事業でございます。備をする事業でございます。

９０ページ９０ページ９０ページ９０ページ、、、、（４）（４）（４）（４）規規規規範意識範意識範意識範意識、、、、社社社社会会会会性性性性のののの向上向上向上向上としまして、１つとしまして、１つとしまして、１つとしまして、１つ目目目目、、、、新規新規新規新規事業の事業の事業の事業の緊急緊急緊急緊急いいいいじじじじ

めめめめ対対対対応応応応等学等学等学等学校支校支校支校支援援援援事業です。これは、い事業です。これは、い事業です。これは、い事業です。これは、いじじじじめのめのめのめの困難困難困難困難事事事事象象象象等の等の等の等の解解解解決決決決にににに向向向向けてけてけてけて外外外外部部部部専専専専門家門家門家門家を活を活を活を活

用用用用し、いし、いし、いし、いじじじじめのない学めのない学めのない学めのない学校校校校づくりをづくりをづくりをづくりを推推推推進する事業です。進する事業です。進する事業です。進する事業です。

次次次次に、に、に、に、新規新規新規新規事業の事業の事業の事業の児童児童児童児童生生生生徒徒徒徒のののの規規規規範意識範意識範意識範意識向上推向上推向上推向上推進事業です。これは、進事業です。これは、進事業です。これは、進事業です。これは、児童児童児童児童生生生生徒徒徒徒のののの規規規規範意識範意識範意識範意識

向上向上向上向上のため、いのため、いのため、いのため、いじじじじめ、め、め、め、暴暴暴暴力力力力行行行行為為為為等の等の等の等の背景背景背景背景を分を分を分を分析析析析する事業です。する事業です。する事業です。する事業です。

次次次次に、に、に、に、新規新規新規新規事業の中事業の中事業の中事業の中高高高高生生生生元元元元気気気気発信発信発信発信ププププロロロロジジジジェクトェクトェクトェクト事業です。これは、事業です。これは、事業です。これは、事業です。これは、規規規規範意識範意識範意識範意識や社や社や社や社会会会会性性性性をををを
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醸醸醸醸成するため、中成するため、中成するため、中成するため、中高高高高生が主体生が主体生が主体生が主体的的的的に活に活に活に活動動動動する機会をする機会をする機会をする機会をふふふふややややすすすす取取取取りりりり組み組み組み組みとして生として生として生として生徒徒徒徒会会会会サミサミサミサミットットットットのののの

開催開催開催開催やややや中学生の中学生の中学生の中学生の災害災害災害災害ボボボボラララランティアンティアンティアンティア活活活活動動動動をををを実施実施実施実施する事業です。する事業です。する事業です。する事業です。

次次次次に、に、に、に、児童児童児童児童生生生生徒徒徒徒健健健健全育成全育成全育成全育成推推推推進事業です。この事業の中で、い進事業です。この事業の中で、い進事業です。この事業の中で、い進事業です。この事業の中で、いじじじじめ等のめ等のめ等のめ等の早期早期早期早期対対対対応応応応にににに資資資資するするするする

個個個個人別生活人別生活人別生活人別生活カカカカーーーードドドドをををを新新新新たにたにたにたに作作作作成いたします。成いたします。成いたします。成いたします。

９１ページ９１ページ９１ページ９１ページ、、、、（５）体（５）体（５）体（５）体力力力力のののの向上向上向上向上といたしまして、１つといたしまして、１つといたしまして、１つといたしまして、１つ目目目目、、、、新規新規新規新規事業の事業の事業の事業の子子子子どもをどもをどもをどもを夢夢夢夢中にさ中にさ中にさ中にさ

せるせるせるせる運運運運動動動動遊遊遊遊び推び推び推び推進事業です。これは、進事業です。これは、進事業です。これは、進事業です。これは、児童児童児童児童のののの運運運運動能動能動能動能力力力力をををを高高高高めるためのめるためのめるためのめるためのモデモデモデモデルルルル研究研究研究研究をををを実施実施実施実施すすすす

るとともに、るとともに、るとともに、るとともに、運運運運動動動動遊遊遊遊び取び取び取び取りりりり組み組み組み組み事例事例事例事例集集集集をををを作作作作成する事業です。成する事業です。成する事業です。成する事業です。

次次次次に、に、に、に、新規新規新規新規事業の小学事業の小学事業の小学事業の小学校校校校（中学年）（中学年）（中学年）（中学年）児童児童児童児童体体体体力向上推力向上推力向上推力向上推進事業です。これは、中学年の進事業です。これは、中学年の進事業です。これは、中学年の進事業です。これは、中学年の走走走走、、、、

跳跳跳跳のののの能能能能力力力力をををを高高高高めるためのめるためのめるためのめるための運運運運動動動動例をまとめた例をまとめた例をまとめた例をまとめた冊子冊子冊子冊子のののの作作作作成等を行う事業です。成等を行う事業です。成等を行う事業です。成等を行う事業です。

次次次次に、に、に、に、新規新規新規新規事業の中学生体事業の中学生体事業の中学生体事業の中学生体力向上支力向上支力向上支力向上支援援援援事業です。これは、中学生の体事業です。これは、中学生の体事業です。これは、中学生の体事業です。これは、中学生の体力向上力向上力向上力向上をををを目的目的目的目的としとしとしとし

たたたた効果的効果的効果的効果的なななな運運運運動動動動のののの研究研究研究研究開開開開発発発発を行うとともに、事例を行うとともに、事例を行うとともに、事例を行うとともに、事例集集集集のののの作作作作成、成、成、成、配布配布配布配布を行う事業です。を行う事業です。を行う事業です。を行う事業です。

新規新規新規新規事業の全事業の全事業の全事業の全国高校国高校国高校国高校総体開催総体開催総体開催総体開催準準準準備事業です。これは備事業です。これは備事業です。これは備事業です。これは近畿近畿近畿近畿２２２２府府府府４県で４県で４県で４県でブロブロブロブロックックックック開催されま開催されま開催されま開催されま

す平成２７年度全す平成２７年度全す平成２７年度全す平成２７年度全国高国高国高国高等学等学等学等学校校校校総合体育大会の開催総合体育大会の開催総合体育大会の開催総合体育大会の開催準準準準備に備に備に備に着着着着手手手手する事業です。する事業です。する事業です。する事業です。

次次次次に、９３ページに、９３ページに、９３ページに、９３ページ、、、、（７）県立学（７）県立学（７）県立学（７）県立学校校校校のののの耐震耐震耐震耐震化化化化としまして、まずとしまして、まずとしまして、まずとしまして、まず高高高高等学等学等学等学校校校校耐震耐震耐震耐震化化化化事業です事業です事業です事業です。。。。

これは平成２５年度から平成２９年度をこれは平成２５年度から平成２９年度をこれは平成２５年度から平成２９年度をこれは平成２５年度から平成２９年度を耐震耐震耐震耐震化集化集化集化集中中中中期間期間期間期間として、県立として、県立として、県立として、県立高校高校高校高校のののの耐震耐震耐震耐震化化化化をををを強力強力強力強力

にににに推推推推進する事業です。平成２５年度は進する事業です。平成２５年度は進する事業です。平成２５年度は進する事業です。平成２５年度は耐震耐震耐震耐震化集化集化集化集中中中中期間期間期間期間の初年度として、予算はの初年度として、予算はの初年度として、予算はの初年度として、予算は昨昨昨昨年度より年度より年度より年度より

倍倍倍倍増しております。増しております。増しております。増しております。

次次次次に、に、に、に、高高高高等学等学等学等学校校校校大大大大規模改規模改規模改規模改造事業です。これは造事業です。これは造事業です。これは造事業です。これは屋屋屋屋上上上上防防防防水水水水、、、、外外外外壁壁壁壁等の等の等の等の老朽老朽老朽老朽改改改改修修修修を行う事業でを行う事業でを行う事業でを行う事業で

す。す。す。す。耐震耐震耐震耐震化化化化とあわせてとあわせてとあわせてとあわせて実施実施実施実施しており、平成２５年度からしており、平成２５年度からしており、平成２５年度からしており、平成２５年度から始始始始まるまるまるまる耐震耐震耐震耐震化集化集化集化集中中中中期間期間期間期間との関係で、との関係で、との関係で、との関係で、

予算は予算は予算は予算は昨昨昨昨年より７年より７年より７年より７割割割割余余余余り増加しております。り増加しております。り増加しております。り増加しております。

新規新規新規新規事業の県立学事業の県立学事業の県立学事業の県立学校校校校非構非構非構非構造部造部造部造部材材材材耐震耐震耐震耐震化対策化対策化対策化対策事業です。これは県立学事業です。これは県立学事業です。これは県立学事業です。これは県立学校校校校屋屋屋屋内運内運内運内運動動動動場等の場等の場等の場等の照照照照

明機明機明機明機器器器器等の等の等の等の非構非構非構非構造部造部造部造部材材材材のののの点検点検点検点検を行う事業です。を行う事業です。を行う事業です。を行う事業です。

次次次次にににに、、、、（８）学（８）学（８）学（８）学校校校校教育教育教育教育環境環境環境環境のののの充実充実充実充実としまして、としまして、としまして、としまして、新規新規新規新規事業の特別事業の特別事業の特別事業の特別支支支支援援援援学学学学校校校校過密過密過密過密解消施設解消施設解消施設解消施設等等等等

整整整整備事業です。これは生備事業です。これは生備事業です。これは生備事業です。これは生徒徒徒徒数数数数増による増による増による増による過密過密過密過密化解消化解消化解消化解消にににに対対対対応応応応するため、するため、するため、するため、養護養護養護養護学学学学校校校校のののの施設整施設整施設整施設整備、備、備、備、

備備備備品品品品整整整整備備備備及び及び及び及びススススククククーーーールバルバルバルバスのスのスのスの整整整整備を行う事業です。なお、備を行う事業です。なお、備を行う事業です。なお、備を行う事業です。なお、養護養護養護養護学学学学校校校校のののの施設整施設整施設整施設整備分の予算は、備分の予算は、備分の予算は、備分の予算は、

予備予備予備予備費費費費を活を活を活を活用用用用したしたしたした国国国国補正に呼補正に呼補正に呼補正に呼応応応応して、して、して、して、財源的財源的財源的財源的にににに有有有有利利利利であることから、平成２４年度２月補であることから、平成２４年度２月補であることから、平成２４年度２月補であることから、平成２４年度２月補

正予算に前正予算に前正予算に前正予算に前倒倒倒倒ししております。ししております。ししております。ししております。

次次次次に、９８ページ、くらしのに、９８ページ、くらしのに、９８ページ、くらしのに、９８ページ、くらしの向上向上向上向上、、、、文文文文化化化化のののの振興振興振興振興です。３です。３です。３です。３文文文文化化化化遺遺遺遺産産産産のののの保存保存保存保存と活と活と活と活用用用用、、、、（１）（１）（１）（１）

国国国国、県、県、県、県指指指指定に係る定に係る定に係る定に係る文文文文化財化財化財化財のののの保存保存保存保存、、、、修修修修理、理、理、理、買買買買収収収収等に関する補等に関する補等に関する補等に関する補助助助助としまして、としまして、としまして、としまして、記載記載記載記載のとおり事のとおり事のとおり事のとおり事

業主体に業主体に業主体に業主体に対対対対し、し、し、し、引引引引きききき続続続続きききき支支支支援援援援してまいります。してまいります。してまいります。してまいります。
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次次次次に、９９ページに、９９ページに、９９ページに、９９ページ、、、、（２）の（２）の（２）の（２）の文文文文化化化化遺遺遺遺産産産産のののの保存保存保存保存と活と活と活と活用用用用としまして、としまして、としまして、としまして、新規新規新規新規事業の史事業の史事業の史事業の史跡茶臼跡茶臼跡茶臼跡茶臼山山山山

古墳古墳古墳古墳保存整保存整保存整保存整備事業です。これは備事業です。これは備事業です。これは備事業です。これは国国国国史史史史跡跡跡跡、、、、茶臼茶臼茶臼茶臼山山山山古墳古墳古墳古墳のののの保存及び整保存及び整保存及び整保存及び整備に備に備に備に向向向向けた公けた公けた公けた公有化有化有化有化を行うを行うを行うを行う

事業であります。事業であります。事業であります。事業であります。

（３）（３）（３）（３）橿橿橿橿原原原原考考考考古古古古学学学学研究研究研究研究所所所所及び附属及び附属及び附属及び附属博博博博物館物館物館物館諸諸諸諸事業としまして、事業としまして、事業としまして、事業としまして、新規新規新規新規事業の事業の事業の事業の橿橿橿橿原原原原考考考考古古古古学学学学研究研究研究研究

所所所所埋蔵埋蔵埋蔵埋蔵文文文文化財収化財収化財収化財収蔵蔵蔵蔵セセセセンタンタンタンターのーのーのーの設置設置設置設置です。これはです。これはです。これはです。これは現在現在現在現在、分、分、分、分散散散散保保保保管しております出管しております出管しております出管しております出土土土土遺物遺物遺物遺物をををを旧旧旧旧

県立室生県立室生県立室生県立室生高校高校高校高校にににに集集集集約約約約管理を行う事業です。管理を行う事業です。管理を行う事業です。管理を行う事業です。

次次次次に、１０４ページ、くらしのに、１０４ページ、くらしのに、１０４ページ、くらしのに、１０４ページ、くらしの向上・向上・向上・向上・安全安安全安安全安安全安心心心心のののの確保確保確保確保、１、１、１、１災害災害災害災害にににに強強強強いいいい地域地域地域地域づくり（１）づくり（１）づくり（１）づくり（１）

地域地域地域地域のののの防防防防災力災力災力災力のののの向上向上向上向上です。です。です。です。新規新規新規新規事業の事業の事業の事業の紀伊半島紀伊半島紀伊半島紀伊半島大大大大水害水害水害水害のののの記録記録記録記録、学、学、学、学校向校向校向校向け教け教け教け教材資料作材資料作材資料作材資料作成事業成事業成事業成事業

です。これはです。これはです。これはです。これは紀伊半島紀伊半島紀伊半島紀伊半島大大大大水害水害水害水害のののの記録記録記録記録をををを児童児童児童児童生生生生徒徒徒徒向向向向けに編けに編けに編けに編集集集集した教した教した教した教材資料材資料材資料材資料をををを作作作作成、成、成、成、配布配布配布配布するするするする

事業です。事業です。事業です。事業です。

次次次次に、１０９ページに、１０９ページに、１０９ページに、１０９ページ、、、、（２）交通事（２）交通事（２）交通事（２）交通事故故故故抑抑抑抑止止止止対策対策対策対策のののの推推推推進としまして、進としまして、進としまして、進としまして、新規新規新規新規事業の通学事業の通学事業の通学事業の通学路路路路安安安安

全全全全推推推推進事業です。これは通学進事業です。これは通学進事業です。これは通学進事業です。これは通学路路路路安全安全安全安全対策ア対策ア対策ア対策アドドドドバイバイバイバイザザザザーのーのーのーの市町市町市町市町村村村村へへへへのののの派遣派遣派遣派遣等を行うとともに、等を行うとともに、等を行うとともに、等を行うとともに、

通学通学通学通学路路路路の合の合の合の合同同同同点検点検点検点検、安全、安全、安全、安全対策対策対策対策をををを検討検討検討検討する事業です。する事業です。する事業です。する事業です。

１１１ページ、くらしの１１１ページ、くらしの１１１ページ、くらしの１１１ページ、くらしの向上向上向上向上、、、、景景景景観・観・観・観・環境環境環境環境のののの保保保保全、１美しく全、１美しく全、１美しく全、１美しく風格風格風格風格のあるまのあるまのあるまのあるまちちちちななななみみみみ景景景景観観観観のののの

保保保保全全全全・創・創・創・創造（１）奈良の造（１）奈良の造（１）奈良の造（１）奈良の彩彩彩彩りづくりのりづくりのりづくりのりづくりの推推推推進としまして、進としまして、進としまして、進としまして、新規新規新規新規事業の奈良の事業の奈良の事業の奈良の事業の奈良の彩彩彩彩りづくり事業、りづくり事業、りづくり事業、りづくり事業、

奈良奈良奈良奈良阪エリア阪エリア阪エリア阪エリア植栽植栽植栽植栽・・・・景景景景観向上観向上観向上観向上事業です。これは事業です。これは事業です。これは事業です。これは国国国国史史史史跡跡跡跡、、、、北北北北山山山山十十十十八八八八間間間間戸戸戸戸のののの環境環境環境環境整整整整備として備として備として備として樹樹樹樹

木の木の木の木の伐採伐採伐採伐採、、、、ベベベベンンンンチチチチのののの設置設置設置設置等を行うとともに、県等を行うとともに、県等を行うとともに、県等を行うとともに、県天然天然天然天然記記記記念念念念物物物物ククククススススノノノノキキキキのののの巨樹巨樹巨樹巨樹のののの周周周周辺景辺景辺景辺景観整観整観整観整備備備備

等等等等へへへへの補の補の補の補助助助助を行う事業です。を行う事業です。を行う事業です。を行う事業です。

次次次次に１１９ページ、くらしのに１１９ページ、くらしのに１１９ページ、くらしのに１１９ページ、くらしの向上向上向上向上、くらし、くらし、くらし、くらしややややすいますいますいますいまちちちちづくり２人づくり２人づくり２人づくり２人権権権権をををを尊尊尊尊重重重重したしたしたした社社社社会づく会づく会づく会づく

りとしまして、人りとしまして、人りとしまして、人りとしまして、人権権権権教育教育教育教育促促促促進事業です。この事業の中で人進事業です。この事業の中で人進事業です。この事業の中で人進事業です。この事業の中で人権権権権教育を総合教育を総合教育を総合教育を総合的的的的にににに推推推推進する人進する人進する人進する人材材材材

を育成するため、人を育成するため、人を育成するため、人を育成するため、人権権権権教育教育教育教育推推推推進総合進総合進総合進総合講講講講座座座座をををを新新新新たに開催いたします。たに開催いたします。たに開催いたします。たに開催いたします。

次次次次に、１３１ページ、に、１３１ページ、に、１３１ページ、に、１３１ページ、紀伊半島紀伊半島紀伊半島紀伊半島大大大大水害水害水害水害からのからのからのからの復旧・復興復旧・復興復旧・復興復旧・復興で、４くらしづくり（１）で、４くらしづくり（１）で、４くらしづくり（１）で、４くらしづくり（１）へへへへきききき

地地地地教育の教育の教育の教育の充実及び南充実及び南充実及び南充実及び南部部部部地域地域地域地域での教育活での教育活での教育活での教育活動動動動のののの充実充実充実充実といたしまして、といたしまして、といたしまして、といたしまして、新規新規新規新規事業の事業の事業の事業の南南南南部部部部地域地域地域地域におにおにおにお

けるけるけるけるへへへへきききき地地地地教育教育教育教育振興振興振興振興事業です。これは事業です。これは事業です。これは事業です。これは複式複式複式複式学学学学級級級級におけるにおけるにおけるにおける指指指指導導導導方方方方法等の法等の法等の法等の研究研究研究研究を行うとともに、を行うとともに、を行うとともに、を行うとともに、

へへへへきききき地地地地のののの拠点拠点拠点拠点校校校校にににに常勤常勤常勤常勤のののの実実実実技系技系技系技系教科教員を教科教員を教科教員を教科教員を配配配配置置置置し、し、し、し、近隣近隣近隣近隣校校校校をををを巡巡巡巡回して回して回して回して授授授授業を行う事業です。業を行う事業です。業を行う事業です。業を行う事業です。

最最最最後に、平成２４年度２月補正予算案の後に、平成２４年度２月補正予算案の後に、平成２４年度２月補正予算案の後に、平成２４年度２月補正予算案の繰越繰越繰越繰越明許明許明許明許費費費費でございますが、でございますが、でございますが、でございますが、金額金額金額金額欄欄欄欄記載記載記載記載の２月の２月の２月の２月

補正分につきましては、補正分につきましては、補正分につきましては、補正分につきましては、国国国国補正予算等に補正予算等に補正予算等に補正予算等に対対対対応応応応するため全するため全するため全するため全額額額額平成２５年度に平成２５年度に平成２５年度に平成２５年度に繰繰繰繰りりりり越越越越しいたししいたししいたししいたし

ます。ます。ます。ます。

以上以上以上以上が教育委員会所管の平成２５年度当初予算案が教育委員会所管の平成２５年度当初予算案が教育委員会所管の平成２５年度当初予算案が教育委員会所管の平成２５年度当初予算案及び及び及び及び２４年度２月補正予算の概要でご２４年度２月補正予算の概要でご２４年度２月補正予算の概要でご２４年度２月補正予算の概要でご

ざいます。ざいます。ざいます。ざいます。
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続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、「平成２４年度２月補正予算案「平成２４年度２月補正予算案「平成２４年度２月補正予算案「平成２４年度２月補正予算案追追追追加提出分の概要」の２ページ、増加提出分の概要」の２ページ、増加提出分の概要」の２ページ、増加提出分の概要」の２ページ、増額額額額補正補正補正補正

の、の、の、の、退退退退職職職職手手手手当でございます。教育委員会分の当でございます。教育委員会分の当でございます。教育委員会分の当でございます。教育委員会分の退退退退職職職職手手手手当としまして、当としまして、当としまして、当としまして、退退退退職者職者職者職者見込み見込み見込み見込みの増によの増によの増によの増によ

りまして１９億２，９００万円の増りまして１９億２，９００万円の増りまして１９億２，９００万円の増りまして１９億２，９００万円の増額額額額でございます。でございます。でございます。でございます。内訳内訳内訳内訳は、小学は、小学は、小学は、小学校校校校１１億９，７００万１１億９，７００万１１億９，７００万１１億９，７００万

円、中学円、中学円、中学円、中学校校校校８，１００万円、８，１００万円、８，１００万円、８，１００万円、高校高校高校高校５億６００万円、特別５億６００万円、特別５億６００万円、特別５億６００万円、特別支支支支援援援援学学学学校校校校１億４，５００万円でご１億４，５００万円でご１億４，５００万円でご１億４，５００万円でご

ざいます。ざいます。ざいます。ざいます。

次次次次に３ページ、に３ページ、に３ページ、に３ページ、減額減額減額減額補正の職員補正の職員補正の職員補正の職員給与費給与費給与費給与費でございます。教育委員会分の職員でございます。教育委員会分の職員でございます。教育委員会分の職員でございます。教育委員会分の職員給与費給与費給与費給与費、合計、合計、合計、合計

で１２億９，０００万円ので１２億９，０００万円ので１２億９，０００万円ので１２億９，０００万円の減額減額減額減額でございます。これは教職員のでございます。これは教職員のでございます。これは教職員のでございます。これは教職員の新新新新陳陳陳陳代代代代謝謝謝謝によるものでござによるものでござによるものでござによるものでござ

いまして、いまして、いまして、いまして、内訳内訳内訳内訳は小学は小学は小学は小学校校校校６億６，０００万円、中学６億６，０００万円、中学６億６，０００万円、中学６億６，０００万円、中学校校校校２億７，０００万円、２億７，０００万円、２億７，０００万円、２億７，０００万円、高校高校高校高校も２億７，も２億７，も２億７，も２億７，

０００万円、特別０００万円、特別０００万円、特別０００万円、特別支支支支援援援援学学学学校校校校９，０００万円でございます。９，０００万円でございます。９，０００万円でございます。９，０００万円でございます。

次次次次に５ページ、に５ページ、に５ページ、に５ページ、繰越繰越繰越繰越明許明許明許明許費費費費補正の補正の補正の補正の新規新規新規新規でございます。でございます。でございます。でございます。文文文文化財保存化財保存化財保存化財保存事業補事業補事業補事業補助助助助でででで繰越繰越繰越繰越明許明許明許明許費費費費

は８７０万円でございます。これはは８７０万円でございます。これはは８７０万円でございます。これはは８７０万円でございます。これは文文文文化財化財化財化財のののの保存保存保存保存修修修修理に係る県の補理に係る県の補理に係る県の補理に係る県の補助金助金助金助金に係るものでござに係るものでござに係るものでござに係るものでござ

いますが、２つの事業がございます。いずれも事業主体のおくれによるものでございます。いますが、２つの事業がございます。いずれも事業主体のおくれによるものでございます。いますが、２つの事業がございます。いずれも事業主体のおくれによるものでございます。いますが、２つの事業がございます。いずれも事業主体のおくれによるものでございます。

まず１つまず１つまず１つまず１つ目目目目は、は、は、は、當麻當麻當麻當麻寺寺寺寺奥奥奥奥院院院院本本本本堂堂堂堂方方方方丈建丈建丈建丈建造造造造物物物物のののの保存保存保存保存修修修修理事業でございます。本事業は、理事業でございます。本事業は、理事業でございます。本事業は、理事業でございます。本事業は、葛葛葛葛

城城城城市市市市當麻當麻當麻當麻に所に所に所に所在在在在しますしますしますします重重重重要要要要文文文文化財化財化財化財、、、、當麻當麻當麻當麻奥奥奥奥院院院院本本本本堂堂堂堂等において、等において、等において、等において、解解解解体体体体修修修修理による理による理による理による保存措置保存措置保存措置保存措置をををを

実施実施実施実施するものですが、するものですが、するものですが、するものですが、現状現状現状現状変更変更変更変更のののの文文文文化化化化庁庁庁庁許可が許可が許可が許可が必必必必要でございます。さらに、許可要でございます。さらに、許可要でございます。さらに、許可要でございます。さらに、許可手続手続手続手続にはにはにはには

文文文文化化化化庁庁庁庁のののの文文文文化化化化審議会の審議会の審議会の審議会の答答答答申を事前に申を事前に申を事前に申を事前に得得得得るるるる必必必必要があります。１月に許可を要があります。１月に許可を要があります。１月に許可を要があります。１月に許可を得得得得る予定だった当る予定だった当る予定だった当る予定だった当

審議会の開催日程がおくれておりまして、事業主体の審議会の開催日程がおくれておりまして、事業主体の審議会の開催日程がおくれておりまして、事業主体の審議会の開催日程がおくれておりまして、事業主体の宗宗宗宗教法人が事業教法人が事業教法人が事業教法人が事業費費費費の一部をの一部をの一部をの一部を翌翌翌翌年度年度年度年度へへへへ

繰繰繰繰りりりり越越越越しを行い、県補しを行い、県補しを行い、県補しを行い、県補助金助金助金助金についてもあわせてについてもあわせてについてもあわせてについてもあわせて翌翌翌翌年度年度年度年度へへへへ繰繰繰繰りりりり越越越越しするものでございます。しするものでございます。しするものでございます。しするものでございます。

２つ２つ２つ２つ目目目目は、は、は、は、称称称称念寺念寺念寺念寺本本本本堂建堂建堂建堂建造造造造物物物物のののの保存保存保存保存修修修修理事業でございます。これは理事業でございます。これは理事業でございます。これは理事業でございます。これは橿橿橿橿原原原原市市市市今井今井今井今井町町町町に所に所に所に所在在在在

するするするする重重重重要要要要文文文文化財称化財称化財称化財称念寺念寺念寺念寺本本本本堂堂堂堂において、において、において、において、解解解解体体体体修修修修理による理による理による理による保存措置保存措置保存措置保存措置をををを実施実施実施実施するものです。するものです。するものです。するものです。解解解解体体体体

修修修修理のう理のう理のう理のうちちちち素屋根建素屋根建素屋根建素屋根建設設設設工工工工事において事において事において事において必必必必要とする要とする要とする要とする鉄鉄鉄鉄工工工工材材材材のののの準準準準備に備に備に備に不不不不測測測測の日の日の日の日数数数数を要し、を要し、を要し、を要し、素屋根素屋根素屋根素屋根

建建建建設設設設工工工工事が３月事が３月事が３月事が３月末末末末にににに間間間間に合わないことから事業主体のに合わないことから事業主体のに合わないことから事業主体のに合わないことから事業主体の宗宗宗宗教法人が事業教法人が事業教法人が事業教法人が事業費費費費の一部をの一部をの一部をの一部を翌翌翌翌年度年度年度年度へへへへ

繰繰繰繰りりりり越越越越しを行い、県補しを行い、県補しを行い、県補しを行い、県補助金助金助金助金についてもあわせてについてもあわせてについてもあわせてについてもあわせて翌翌翌翌年度年度年度年度へへへへ繰繰繰繰りりりり越越越越しするものです。しするものです。しするものです。しするものです。

次次次次に、に、に、に、重重重重要要要要文文文文化財化財化財化財等等等等修修修修理受託事業で、理受託事業で、理受託事業で、理受託事業で、繰越繰越繰越繰越明許明許明許明許費費費費は１億８，０００万円でございます。は１億８，０００万円でございます。は１億８，０００万円でございます。は１億８，０００万円でございます。

先先先先ほど説明いたしましたほど説明いたしましたほど説明いたしましたほど説明いたしました當麻當麻當麻當麻寺寺寺寺奥奥奥奥院院院院本本本本堂堂堂堂方方方方丈建丈建丈建丈建造造造造物物物物保存保存保存保存修修修修理事業理事業理事業理事業及び称及び称及び称及び称念寺念寺念寺念寺本本本本堂建堂建堂建堂建造造造造物物物物保保保保

存存存存修修修修理事業を事業主体から県が受託しておりますが、所要の受託事業理事業を事業主体から県が受託しておりますが、所要の受託事業理事業を事業主体から県が受託しておりますが、所要の受託事業理事業を事業主体から県が受託しておりますが、所要の受託事業費費費費をををを翌翌翌翌年度に年度に年度に年度に繰繰繰繰りりりり越越越越

しするものでございます。しするものでございます。しするものでございます。しするものでございます。

以上以上以上以上が教育委員会所管の平成２４年度２月補正予算案が教育委員会所管の平成２４年度２月補正予算案が教育委員会所管の平成２４年度２月補正予算案が教育委員会所管の平成２４年度２月補正予算案追追追追加提出分の加提出分の加提出分の加提出分の内容内容内容内容でございます。でございます。でございます。でございます。

続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、「平成２５年度２月県議会提出「平成２５年度２月県議会提出「平成２５年度２月県議会提出「平成２５年度２月県議会提出条条条条例」１６ページ、奈良県職員定例」１６ページ、奈良県職員定例」１６ページ、奈良県職員定例」１６ページ、奈良県職員定数数数数条条条条例等例等例等例等

の一部をの一部をの一部をの一部を改改改改正する正する正する正する条条条条例でございます。このう例でございます。このう例でございます。このう例でございます。このうちちちち教育委員会の関係では、県教育委員会の関係では、県教育委員会の関係では、県教育委員会の関係では、県費負担費負担費負担費負担教職員教職員教職員教職員及及及及
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び高校び高校び高校び高校等の教職員の定等の教職員の定等の教職員の定等の教職員の定数数数数につきまして、定員のより一につきまして、定員のより一につきまして、定員のより一につきまして、定員のより一層層層層のののの適適適適正正正正化化化化をををを図図図図るため教職員の定るため教職員の定るため教職員の定るため教職員の定数数数数

をををを見見見見直直直直し、要し、要し、要し、要旨旨旨旨のののの欄欄欄欄にににに記載記載記載記載のとおりのとおりのとおりのとおり改改改改定するものでございます。この定するものでございます。この定するものでございます。この定するものでございます。この条条条条例の例の例の例の施施施施行日は、平行日は、平行日は、平行日は、平

成２５年４月１日でございます。成２５年４月１日でございます。成２５年４月１日でございます。成２５年４月１日でございます。

次次次次に、９６ページ、奈良県立に、９６ページ、奈良県立に、９６ページ、奈良県立に、９６ページ、奈良県立高高高高等学等学等学等学校校校校等等等等設置設置設置設置条条条条例の一部を例の一部を例の一部を例の一部を改改改改正する正する正する正する条条条条例でございます。例でございます。例でございます。例でございます。

これはこれはこれはこれは併併併併設設設設型型型型の中の中の中の中高高高高一一一一貫貫貫貫教育教育教育教育校校校校として、奈良県立として、奈良県立として、奈良県立として、奈良県立青翔青翔青翔青翔中学中学中学中学校校校校を奈良県立を奈良県立を奈良県立を奈良県立青翔青翔青翔青翔高高高高等学等学等学等学校校校校にににに併併併併

設設設設し、平成２６年４月１日に開し、平成２６年４月１日に開し、平成２６年４月１日に開し、平成２６年４月１日に開校校校校するため、所要のするため、所要のするため、所要のするため、所要の改改改改正を行うものです。また、中学正を行うものです。また、中学正を行うものです。また、中学正を行うものです。また、中学校校校校のののの

入学入学入学入学考考考考査査査査料料料料を２，２００円とするため、を２，２００円とするため、を２，２００円とするため、を２，２００円とするため、附附附附則則則則において、奈良県立学において、奈良県立学において、奈良県立学において、奈良県立学校校校校におけるにおけるにおけるにおける授授授授業業業業料料料料等に等に等に等に

関する関する関する関する条条条条例の一部の例の一部の例の一部の例の一部の改改改改正を行います。この正を行います。この正を行います。この正を行います。この条条条条例の例の例の例の施施施施行日は、平成２６年４月１日でござい行日は、平成２６年４月１日でござい行日は、平成２６年４月１日でござい行日は、平成２６年４月１日でござい

ます。ただし、奈良県立学ます。ただし、奈良県立学ます。ただし、奈良県立学ます。ただし、奈良県立学校校校校におけるにおけるにおけるにおける授授授授業業業業料料料料等に関する等に関する等に関する等に関する条条条条例につきましては、平成２５年例につきましては、平成２５年例につきましては、平成２５年例につきましては、平成２５年

１２月１日から１２月１日から１２月１日から１２月１日から施施施施行いたします。行いたします。行いたします。行いたします。

以上以上以上以上が教育委員会に係るが教育委員会に係るが教育委員会に係るが教育委員会に係る条条条条例例例例改改改改正の概要でございます。正の概要でございます。正の概要でございます。正の概要でございます。以上以上以上以上でございます。よろしくおでございます。よろしくおでございます。よろしくおでございます。よろしくお

願いいたします。願いいたします。願いいたします。願いいたします。

○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 県警本部所管の提出議案について、ご説明をさせていただきます。県警本部所管の提出議案について、ご説明をさせていただきます。県警本部所管の提出議案について、ご説明をさせていただきます。県警本部所管の提出議案について、ご説明をさせていただきます。

「平成２５年度一般会計特別会計予算案の概要、平成２４年度一般会計特別会計２月補「平成２５年度一般会計特別会計予算案の概要、平成２４年度一般会計特別会計２月補「平成２５年度一般会計特別会計予算案の概要、平成２４年度一般会計特別会計２月補「平成２５年度一般会計特別会計予算案の概要、平成２４年度一般会計特別会計２月補

正予算案の概要」の１０５ページ、正予算案の概要」の１０５ページ、正予算案の概要」の１０５ページ、正予算案の概要」の１０５ページ、災害災害災害災害にににに強強強強いいいい地域地域地域地域づくりのづくりのづくりのづくりの推推推推進の進の進の進の地地地地震震震震のののの項項項項目目目目になります。になります。になります。になります。

警察警察警察警察施設地施設地施設地施設地震震震震防防防防災対策推災対策推災対策推災対策推進事業でございます。２月補正予算案に係る事業で、進事業でございます。２月補正予算案に係る事業で、進事業でございます。２月補正予算案に係る事業で、進事業でございます。２月補正予算案に係る事業で、来来来来春春春春、、、、吉吉吉吉野野野野

警察警察警察警察署署署署等を等を等を等を統統統統合する中合する中合する中合する中吉吉吉吉野警察野警察野警察野警察署署署署のののの耐震耐震耐震耐震改改改改修工修工修工修工事に要する事に要する事に要する事に要する費用費用費用費用でございます。でございます。でございます。でございます。

次次次次に、１０７ページ、に、１０７ページ、に、１０７ページ、に、１０７ページ、ウ消ウ消ウ消ウ消防防防防力力力力のののの強化強化強化強化等の等の等の等の新規新規新規新規事業で、事業で、事業で、事業で、災害発災害発災害発災害発生生生生時時時時における初における初における初における初動動動動警察活警察活警察活警察活

動動動動をををを強化強化強化強化するため、するため、するため、するため、必必必必要な要な要な要な資資資資機機機機材整材整材整材整備を備を備を備を図図図図るためのるためのるためのるための費用費用費用費用を計を計を計を計上上上上させていただいております。させていただいております。させていただいております。させていただいております。

次次次次に１０８ページ、に１０８ページ、に１０８ページ、に１０８ページ、犯犯犯犯罪罪罪罪抑抑抑抑止止止止等の関係でございます。等の関係でございます。等の関係でございます。等の関係でございます。最最最最初に初に初に初に記載記載記載記載させていただいておりさせていただいておりさせていただいておりさせていただいており

ます警察職員ます警察職員ます警察職員ます警察職員給与費給与費給与費給与費でございますが、警察でございますが、警察でございますが、警察でございますが、警察官官官官２６名を増員しようとするものでございます。２６名を増員しようとするものでございます。２６名を増員しようとするものでございます。２６名を増員しようとするものでございます。

内訳内訳内訳内訳につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、国国国国によるによるによるによる暴暴暴暴力力力力団団団団対策対策対策対策の体の体の体の体制強化制強化制強化制強化といたしまして３人の増員、それとといたしまして３人の増員、それとといたしまして３人の増員、それとといたしまして３人の増員、それと

現在現在現在現在県警察に県警察に県警察に県警察に在在在在籍籍籍籍しております交通しております交通しております交通しております交通巡視巡視巡視巡視員から警察員から警察員から警察員から警察官官官官へへへへのののの任命任命任命任命ががががええええ、いわ、いわ、いわ、いわゆゆゆゆるるるる身身身身分分分分切切切切りかりかりかりか

ええええとして２３人の増員になります。なお、この増員によりまして警察として２３人の増員になります。なお、この増員によりまして警察として２３人の増員になります。なお、この増員によりまして警察として２３人の増員になります。なお、この増員によりまして警察官官官官の定の定の定の定数数数数は２，４４は２，４４は２，４４は２，４４

９人となります。９人となります。９人となります。９人となります。他方他方他方他方、警察、警察、警察、警察官官官官以外以外以外以外の職員の定の職員の定の職員の定の職員の定数数数数につきましては３２０人となります。につきましては３２０人となります。につきましては３２０人となります。につきましては３２０人となります。

次次次次にスにスにスにスククククーーーールルルルササササポポポポーーーータタタターのーのーのーの配配配配置置置置でございます。学でございます。学でございます。学でございます。学校校校校と警察との連と警察との連と警察との連と警察との連携携携携をををを図図図図り、少年のり、少年のり、少年のり、少年の非非非非行行行行

防止防止防止防止やややや立立立立ちちちち直直直直りをりをりをりを支支支支援援援援するため、するため、するため、するため、昨昨昨昨年度に比年度に比年度に比年度に比べべべべ９名増員していただきまして１２名のス９名増員していただきまして１２名のス９名増員していただきまして１２名のス９名増員していただきまして１２名のスクククク

ーーーールルルルササササポポポポーーーータタタターを警察ーを警察ーを警察ーを警察署署署署にににに配配配配置置置置しようとするものでございます。しようとするものでございます。しようとするものでございます。しようとするものでございます。

次次次次にににに新規新規新規新規事業の事業の事業の事業の保保保保護護護護対策対策対策対策のののの強化強化強化強化でございます。これはでございます。これはでございます。これはでございます。これは暴暴暴暴力力力力団団団団からのからのからのからの保保保保護護護護対対対対象象象象者者者者やややや暴暴暴暴力力力力団団団団

による事件のによる事件のによる事件のによる事件の被被被被害害害害者等の安全者等の安全者等の安全者等の安全確保確保確保確保をををを図図図図るためのるためのるためのるための資資資資機機機機材材材材をををを整整整整備する備する備する備する費用費用費用費用を計を計を計を計上上上上させていたださせていたださせていたださせていただ
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いております。いております。いております。いております。

次次次次にににに新規新規新規新規事業の学生事業の学生事業の学生事業の学生防犯防犯防犯防犯ボボボボラララランティアンティアンティアンティア育成事業でございます。平成２４年度の県育成事業でございます。平成２４年度の県育成事業でございます。平成２４年度の県育成事業でございます。平成２４年度の県政策推政策推政策推政策推

進進進進課課課課のののの若手若手若手若手職員職員職員職員政策政策政策政策提案提案提案提案支支支支援援援援事業として事業として事業として事業として採採採採用用用用されました、このされました、このされました、このされました、この重層重層重層重層的的的的なななな防犯防犯防犯防犯ネットワネットワネットワネットワーーーークククク

構構構構築築築築のため、学生のため、学生のため、学生のため、学生防犯防犯防犯防犯ボボボボラララランティアンティアンティアンティアをををを養養養養成するために奈良教育大学で成するために奈良教育大学で成するために奈良教育大学で成するために奈良教育大学で約約約約６０人の６０人の６０人の６０人の募募募募集集集集ですですですです

が、県が、県が、県が、県内内内内大学において大学において大学において大学において防犯防犯防犯防犯ボボボボラララランティア講ンティア講ンティア講ンティア講座座座座を開を開を開を開設設設設するするするする費用費用費用費用を計を計を計を計上上上上させていただいておりさせていただいておりさせていただいておりさせていただいており

ます。ます。ます。ます。

次次次次に、１０９ページ、交通事に、１０９ページ、交通事に、１０９ページ、交通事に、１０９ページ、交通事故故故故抑抑抑抑止止止止対策対策対策対策でございます。交通安全でございます。交通安全でございます。交通安全でございます。交通安全施設施設施設施設等等等等整整整整備事業のう備事業のう備事業のう備事業のうちちちち

災害発災害発災害発災害発生生生生時時時時などのなどのなどのなどの停停停停電時電時電時電時における安全な交通における安全な交通における安全な交通における安全な交通流流流流確保確保確保確保のためののためののためののための信信信信号号号号機の機の機の機の改改改改良等、それと良等、それと良等、それと良等、それと老朽老朽老朽老朽

信信信信号柱号柱号柱号柱の立てかの立てかの立てかの立てかええええ等の交通安全等の交通安全等の交通安全等の交通安全施設施設施設施設のののの整整整整備を備を備を備を図図図図るものでございます。なお、２月補正分にるものでございます。なお、２月補正分にるものでございます。なお、２月補正分にるものでございます。なお、２月補正分に

つきましては、つきましては、つきましては、つきましては、国国国国の補正予算にの補正予算にの補正予算にの補正予算に対対対対応応応応するため、全するため、全するため、全するため、全額額額額平成２５年度に平成２５年度に平成２５年度に平成２５年度に繰繰繰繰りりりり越越越越しをいたします。しをいたします。しをいたします。しをいたします。

続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、「平成２４年度２月補正予算案（「平成２４年度２月補正予算案（「平成２４年度２月補正予算案（「平成２４年度２月補正予算案（追追追追加提出分）の概要」について説明をさ加提出分）の概要」について説明をさ加提出分）の概要」について説明をさ加提出分）の概要」について説明をさ

せていただきます。せていただきます。せていただきます。せていただきます。

「平成２４年度２月補正予算案（「平成２４年度２月補正予算案（「平成２４年度２月補正予算案（「平成２４年度２月補正予算案（追追追追加提出分）の概要」の２ページ、増加提出分）の概要」の２ページ、増加提出分）の概要」の２ページ、増加提出分）の概要」の２ページ、増額額額額補正の中補正の中補正の中補正の中退退退退職職職職

手手手手当でございます。警察本部分といたしましても当でございます。警察本部分といたしましても当でございます。警察本部分といたしましても当でございます。警察本部分といたしましても退退退退職者の職者の職者の職者の見込み数見込み数見込み数見込み数の増によりの増によりの増によりの増により記載記載記載記載のとおのとおのとおのとお

り９億１，８００万円を増り９億１，８００万円を増り９億１，８００万円を増り９億１，８００万円を増額額額額補正しようとするものでございます。補正しようとするものでございます。補正しようとするものでございます。補正しようとするものでございます。

次次次次に、３ページ、に、３ページ、に、３ページ、に、３ページ、減額減額減額減額補正の職員補正の職員補正の職員補正の職員給与費給与費給与費給与費でございますが、県警本部分といたしまして職でございますが、県警本部分といたしまして職でございますが、県警本部分といたしまして職でございますが、県警本部分といたしまして職

員の員の員の員の新新新新陳陳陳陳代代代代謝謝謝謝によりますによりますによりますによります給料給料給料給料などをなどをなどをなどを記載記載記載記載のとおり４億５，４００万円をのとおり４億５，４００万円をのとおり４億５，４００万円をのとおり４億５，４００万円を減額減額減額減額補正しようと補正しようと補正しようと補正しようと

するものでございます。するものでございます。するものでございます。するものでございます。

続続続続きまして、きまして、きまして、きまして、条条条条例案についてご説明をさせていただきます例案についてご説明をさせていただきます例案についてご説明をさせていただきます例案についてご説明をさせていただきます。。。。「平成２５年２月県議会提「平成２５年２月県議会提「平成２５年２月県議会提「平成２５年２月県議会提

出出出出条条条条例」４２ページ、奈良県例」４２ページ、奈良県例」４２ページ、奈良県例」４２ページ、奈良県保健保健保健保健環境環境環境環境研究セ研究セ研究セ研究センタンタンタンターーーー手数料手数料手数料手数料条条条条例等の一部を例等の一部を例等の一部を例等の一部を改改改改正する正する正する正する条条条条例の例の例の例の

ううううちちちち警察本部所管につきましては、４３ページ警察本部所管につきましては、４３ページ警察本部所管につきましては、４３ページ警察本部所管につきましては、４３ページ、、、、（７）奈良県（７）奈良県（７）奈良県（７）奈良県風俗風俗風俗風俗営営営営業等の業等の業等の業等の規規規規則則則則及び及び及び及び業務業務業務業務

のののの適適適適正正正正化化化化等に関する等に関する等に関する等に関する条条条条例の一部例の一部例の一部例の一部改改改改正関係でございます。これは法正関係でございます。これは法正関係でございます。これは法正関係でございます。これは法律律律律のののの施施施施行行行行令令令令のののの規規規規定による定による定による定による

標標標標準準準準のののの手数料手数料手数料手数料がががが改改改改定されることに定されることに定されることに定されることに伴伴伴伴いまして、所要のいまして、所要のいまして、所要のいまして、所要の改改改改正をしようとするものでございま正をしようとするものでございま正をしようとするものでございま正をしようとするものでございま

す。す。す。す。施施施施行日は、本年４月１日を予定させていただいております。行日は、本年４月１日を予定させていただいております。行日は、本年４月１日を予定させていただいております。行日は、本年４月１日を予定させていただいております。

続続続続きまして、きまして、きまして、きまして、｢｢｢｢平成２４年度一般会計特別会計補正予算案その平成２４年度一般会計特別会計補正予算案その平成２４年度一般会計特別会計補正予算案その平成２４年度一般会計特別会計補正予算案その他他他他（（（（追追追追加提出分加提出分加提出分加提出分））））」の２７」の２７」の２７」の２７

ページ、ページ、ページ、ページ、報報報報第３２第３２第３２第３２号号号号地方自地方自地方自地方自治法第１８０治法第１８０治法第１８０治法第１８０条条条条第１第１第１第１項項項項のののの規規規規定による定による定による定による専専専専決決決決処処処処分の分の分の分の報報報報告告告告についてでについてでについてでについてで

ございます。ございます。ございます。ございます。

２８ページ、警察２８ページ、警察２８ページ、警察２８ページ、警察署署署署の名の名の名の名称称称称、、、、位位位位置及び置及び置及び置及び管管管管轄轄轄轄区区区区域域域域に関するに関するに関するに関する条条条条例の一部を例の一部を例の一部を例の一部を改改改改正する正する正する正する条条条条例でご例でご例でご例でご

ざいます。奈良ざいます。奈良ざいます。奈良ざいます。奈良市市市市のののの区区区区域内域内域内域内のののの町町町町のののの区区区区域及び域及び域及び域及びその名その名その名その名称称称称をををを変更変更変更変更することにすることにすることにすることに伴伴伴伴い、警察い、警察い、警察い、警察署署署署の管の管の管の管轄轄轄轄

区区区区域域域域について所要のについて所要のについて所要のについて所要の改改改改正を行い、平成２４年１２月２８日に公正を行い、平成２４年１２月２８日に公正を行い、平成２４年１２月２８日に公正を行い、平成２４年１２月２８日に公布布布布させていただき、平成２させていただき、平成２させていただき、平成２させていただき、平成２
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５年１月１５日から５年１月１５日から５年１月１５日から５年１月１５日から施施施施行させていただいております。行させていただいております。行させていただいております。行させていただいております。

県警本部所管の提出議案の概要は県警本部所管の提出議案の概要は県警本部所管の提出議案の概要は県警本部所管の提出議案の概要は以上以上以上以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたでございます。ご審議のほどよろしくお願いいたでございます。ご審議のほどよろしくお願いいたでございます。ご審議のほどよろしくお願いいた

します。します。します。します。

○田中委員長○田中委員長○田中委員長○田中委員長 ただいまの説明またはそのただいまの説明またはそのただいまの説明またはそのただいまの説明またはその他他他他の事の事の事の事項項項項もももも含含含含めてめてめてめて質質質質疑疑疑疑等があれ等があれ等があれ等があればばばば、ご、ご、ご、ご発発発発言言言言願い願い願い願い

ます。ます。ます。ます。

なお、理事者のなお、理事者のなお、理事者のなお、理事者の皆皆皆皆ささささんんんんには、委員のには、委員のには、委員のには、委員の質質質質疑疑疑疑等に等に等に等に対対対対しまして明しまして明しまして明しまして明確確確確かつかつかつかつ簡潔簡潔簡潔簡潔にごにごにごにご答弁答弁答弁答弁をお願いをお願いをお願いをお願い

いたします。いたします。いたします。いたします。

○和田委員○和田委員○和田委員○和田委員 何何何何点点点点かにわたりまして、総務部かにわたりまして、総務部かにわたりまして、総務部かにわたりまして、総務部並並並並びびびびに県教育委員会の提案につきましてごに県教育委員会の提案につきましてごに県教育委員会の提案につきましてごに県教育委員会の提案につきましてご質質質質

問問問問をさせていただきたいと思います。をさせていただきたいと思います。をさせていただきたいと思います。をさせていただきたいと思います。

「平成２５年度一般会計特別会計予算案の概要、平成２４年度一般会計特別会計２月補「平成２５年度一般会計特別会計予算案の概要、平成２４年度一般会計特別会計２月補「平成２５年度一般会計特別会計予算案の概要、平成２４年度一般会計特別会計２月補「平成２５年度一般会計特別会計予算案の概要、平成２４年度一般会計特別会計２月補

正予算案の概要」４ページ、県正予算案の概要」４ページ、県正予算案の概要」４ページ、県正予算案の概要」４ページ、県民税民税民税民税がこのがこのがこのがこの財政収財政収財政収財政収入の基入の基入の基入の基礎礎礎礎中の基中の基中の基中の基礎礎礎礎ということで大ということで大ということで大ということで大変変変変重重重重要要要要

なななな構構構構成成成成項項項項目目目目です。その中で法人県です。その中で法人県です。その中で法人県です。その中で法人県民税民税民税民税が特に６．０％もが特に６．０％もが特に６．０％もが特に６．０％も減減減減少しているということ。いろ少しているということ。いろ少しているということ。いろ少しているということ。いろんんんん

なななな折折折折にににに財政財政財政財政をををを尋ね尋ね尋ね尋ねたときに、知事は大たときに、知事は大たときに、知事は大たときに、知事は大変変変変厳厳厳厳しいしいしいしい状況状況状況状況ですということで、しですということで、しですということで、しですということで、しゃゃゃゃべべべべる機会もある機会もある機会もある機会もあ

んんんんまりないとは思うのですが、ほまりないとは思うのですが、ほまりないとは思うのですが、ほまりないとは思うのですが、ほんんんんのわずかのわずかのわずかのわずか触触触触れるだけでとどまっております。一体このれるだけでとどまっております。一体このれるだけでとどまっております。一体このれるだけでとどまっております。一体この

県県県県民税民税民税民税がががが落落落落ち込んち込んち込んち込んできているのは、どこのできているのは、どこのできているのは、どこのできているのは、どこの地方自地方自地方自地方自治体でも治体でも治体でも治体でも減減減減ってきていると思うのですけってきていると思うのですけってきていると思うのですけってきていると思うのですけ

れども、しかし、だからといってれども、しかし、だからといってれども、しかし、だからといってれども、しかし、だからといって同同同同じじじじようにようにようにように落落落落ち込ち込ち込ち込むむむむ必必必必要はないわけです。奈良県要はないわけです。奈良県要はないわけです。奈良県要はないわけです。奈良県自身自身自身自身がががが

しっかりとしっかりとしっかりとしっかりと頑張頑張頑張頑張って県って県って県って県民税民税民税民税をををを上上上上げげげげることも大ることも大ることも大ることも大切切切切だろうと。だろうと。だろうと。だろうと。

あわせてあわせてあわせてあわせて考え考え考え考えるならるならるならるならばばばば、、、、市町市町市町市町村の村の村の村の経常収支経常収支経常収支経常収支ががががワワワワースースースーストトトト１１１１位位位位、、、、二二二二、、、、三三三三年前です年前です年前です年前ですねねねね。そこか。そこか。そこか。そこか

ららららワワワワースースースーストトトト５５５５位位位位にまでにまでにまでにまで改改改改善善善善したということでございます。県がしっかりしたということでございます。県がしっかりしたということでございます。県がしっかりしたということでございます。県がしっかり頑張頑張頑張頑張ることは、あることは、あることは、あることは、あ

わせて県わせて県わせて県わせて県内市町内市町内市町内市町村の村の村の村の経常収支経常収支経常収支経常収支にもにもにもにも何何何何らかのらかのらかのらかの影響影響影響影響をををを与え与え与え与えることはることはることはることは間間間間違違違違いないと思います。いないと思います。いないと思います。いないと思います。

この法人県この法人県この法人県この法人県民税民税民税民税あるいはあるいはあるいはあるいは個個個個人県人県人県人県民税民税民税民税の県の県の県の県税税税税の中の中の中の中核核核核となるものが、となるものが、となるものが、となるものが、落落落落ち込んち込んち込んち込んでいる原でいる原でいる原でいる原因因因因、、、、

そしてどのようなそしてどのようなそしてどのようなそしてどのような対策対策対策対策をををを講じ講じ講じ講じることで、これをることで、これをることで、これをることで、これを上向上向上向上向きさせようときさせようときさせようときさせようと考え考え考え考えられるのか、おられるのか、おられるのか、おられるのか、お尋ね尋ね尋ね尋ね

したいと思います。したいと思います。したいと思います。したいと思います。

２つ２つ２つ２つ目目目目は、３９ページの人は、３９ページの人は、３９ページの人は、３９ページの人材バンク材バンク材バンク材バンクの関係です。この人の関係です。この人の関係です。この人の関係です。この人材バンク材バンク材バンク材バンク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市町市町市町市町村村村村

もももも早早早早くからくからくからくから高齢高齢高齢高齢者の人者の人者の人者の人材バンク材バンク材バンク材バンクをををを取取取取りりりり上上上上げげげげておりまして、ておりまして、ておりまして、ておりまして、組織組織組織組織をもうつくっており、事業をもうつくっており、事業をもうつくっており、事業をもうつくっており、事業

をどをどをどをどんんんんどどどどん展ん展ん展ん展開をしております。開をしております。開をしております。開をしております。民民民民間間間間から受から受から受から受注注注注をし、そしてをし、そしてをし、そしてをし、そして雇用雇用雇用雇用の場をつくっていこうとの場をつくっていこうとの場をつくっていこうとの場をつくっていこうと

いうことでございます。しかし、いうことでございます。しかし、いうことでございます。しかし、いうことでございます。しかし、雇用雇用雇用雇用といっても、もうといっても、もうといっても、もうといっても、もうリタイアリタイアリタイアリタイアされたされたされたされた方方方方が大が大が大が大半半半半でございでございでございでござい

ますから、そますから、そますから、そますから、そんんんんなになになになに賃賃賃賃金金金金をををを渡渡渡渡すことはございませすことはございませすことはございませすことはございませんんんん。そういう中で、それでも。そういう中で、それでも。そういう中で、それでも。そういう中で、それでも自自自自分の分の分の分の健健健健康康康康

のためにということものためにということものためにということものためにということも含含含含めまして人めまして人めまして人めまして人材登録材登録材登録材登録をし、そしてをし、そしてをし、そしてをし、そして雇用雇用雇用雇用をされていくという事業活をされていくという事業活をされていくという事業活をされていくという事業活動動動動

がががが市町市町市町市町村で行われております。村で行われております。村で行われております。村で行われております。
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県として、人県として、人県として、人県として、人材バンク材バンク材バンク材バンクをををを推推推推進していくことを今回進していくことを今回進していくことを今回進していくことを今回取取取取りりりり組組組組まれるわけですが、まれるわけですが、まれるわけですが、まれるわけですが、市町市町市町市町村との村との村との村との

賃賃賃賃金金金金のののの整整整整合合合合性性性性とか、業とか、業とか、業とか、業種種種種、職、職、職、職種種種種とか、いろいろとか、いろいろとか、いろいろとか、いろいろ調調調調整整整整しなけれしなけれしなけれしなければばばば、、、、市町市町市町市町村がせっかく村がせっかく村がせっかく村がせっかく積み上積み上積み上積み上

げげげげてきたことにてきたことにてきたことにてきたことに悪悪悪悪いいいい影響影響影響影響をををを与え与え与え与え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心心心心配配配配をいたします。そのをいたします。そのをいたします。そのをいたします。その点点点点をどのようにをどのようにをどのようにをどのように

調調調調整整整整をとっていくのか、大をとっていくのか、大をとっていくのか、大をとっていくのか、大切切切切なことだと思いますのでおなことだと思いますのでおなことだと思いますのでおなことだと思いますのでお尋ね尋ね尋ね尋ねをしたいと思います。をしたいと思います。をしたいと思います。をしたいと思います。

それから、３それから、３それから、３それから、３点点点点目目目目は、１０３ページ（１）奈良県は、１０３ページ（１）奈良県は、１０３ページ（１）奈良県は、１０３ページ（１）奈良県地域地域地域地域防防防防災災災災計計計計画画画画見見見見直直直直し事業についてです。し事業についてです。し事業についてです。し事業についてです。

ここではここではここではここでは紀伊半島紀伊半島紀伊半島紀伊半島大大大大水害水害水害水害を教を教を教を教訓訓訓訓としてとあるわけでございますが、あのような大としてとあるわけでございますが、あのような大としてとあるわけでございますが、あのような大としてとあるわけでございますが、あのような大災害災害災害災害をもをもをもをも

たらすたらすたらすたらす集集集集中中中中豪雨豪雨豪雨豪雨でなくても、でなくても、でなくても、でなくても、絶絶絶絶ええええず小ず小ず小ず小型型型型ではありますが、ではありますが、ではありますが、ではありますが、最最最最近近近近気気気気候候候候変変変変動動動動がががが激激激激しくてしくてしくてしくて集集集集中中中中豪豪豪豪

雨雨雨雨がいっときにがいっときにがいっときにがいっときに来来来来ます。そうしますと、平たます。そうしますと、平たます。そうしますと、平たます。そうしますと、平たんんんん部、あるいは部、あるいは部、あるいは部、あるいは市市市市街街街街化化化化区区区区域域域域等においては開等においては開等においては開等においては開発発発発

がどがどがどがどんんんんどどどどんんんん進進進進んんんんでおりますから、でおりますから、でおりますから、でおりますから、集集集集中中中中豪雨豪雨豪雨豪雨によってによってによってによって町自町自町自町自体が体が体が体が冠冠冠冠水水水水をしてしまうをしてしまうをしてしまうをしてしまう状況状況状況状況があがあがあがあちちちち

ここここちちちちにににに見見見見られております。られております。られております。られております。

桜桜桜桜井井井井土土土土木事務所木事務所木事務所木事務所へへへへ行った行った行った行った折折折折に、これはうろに、これはうろに、これはうろに、これはうろ覚覚覚覚ええええでございますから、正していただきたいでございますから、正していただきたいでございますから、正していただきたいでございますから、正していただきたい

ということをということをということをということを希希希希望望望望しながら申ししながら申ししながら申ししながら申し上上上上げげげげるのですが、るのですが、るのですが、るのですが、過去過去過去過去４年４年４年４年間間間間に１回か、あるいは４回か、に１回か、あるいは４回か、に１回か、あるいは４回か、に１回か、あるいは４回か、

同同同同じじじじ場所が場所が場所が場所が冠冠冠冠水水水水すれすれすれすればばばば、それが県の場合だったら、それが県の場合だったら、それが県の場合だったら、それが県の場合だったら何何何何とかとかとかとか対対対対応応応応しますというしますというしますというしますという話話話話だったと。県だったと。県だったと。県だったと。県

としてのとしてのとしてのとしての責任責任責任責任範囲範囲範囲範囲の事業の原の事業の原の事業の原の事業の原則則則則があるようです。それがあるようです。それがあるようです。それがあるようです。それ以外以外以外以外のところは３回も５回ものところは３回も５回ものところは３回も５回ものところは３回も５回も冠冠冠冠水水水水がががが

起起起起きても、きても、きても、きても、市町市町市町市町村に受け村に受け村に受け村に受け持持持持ってもらわないとってもらわないとってもらわないとってもらわないと際際際際限がないのですということをおっし限がないのですということをおっし限がないのですということをおっし限がないのですということをおっしゃゃゃゃられられられられ

ました。ました。ました。ました。

確確確確かにかにかにかに区区区区分けをするということ、奈良県分けをするということ、奈良県分けをするということ、奈良県分けをするということ、奈良県内内内内のののの市町市町市町市町村を、いかに村を、いかに村を、いかに村を、いかに守守守守るかということで県はるかということで県はるかということで県はるかということで県は

どこまでどこまでどこまでどこまで責任責任責任責任をををを持持持持つのか、つのか、つのか、つのか、市町市町市町市町村はどこまで村はどこまで村はどこまで村はどこまで責任責任責任責任をををを持持持持つのか。これはあいまいになってしつのか。これはあいまいになってしつのか。これはあいまいになってしつのか。これはあいまいになってし

まうとまうとまうとまうと財源財源財源財源も行きも行きも行きも行き詰詰詰詰まってしまうおそれがありますからまってしまうおそれがありますからまってしまうおそれがありますからまってしまうおそれがありますから区区区区分けは分けは分けは分けは必必必必要。だけれども、要。だけれども、要。だけれども、要。だけれども、市町市町市町市町

村の村の村の村の財政力財政力財政力財政力のないところがのないところがのないところがのないところが何何何何回も回も回も回も何何何何回も回も回も回も冠冠冠冠水水水水をするをするをするをする地域地域地域地域にににに対対対対して、して、して、して、抜抜抜抜本本本本的的的的な事業をするとな事業をするとな事業をするとな事業をすると

するならするならするならするならばばばば、これをそのまま、これをそのまま、これをそのまま、これをそのまま仕仕仕仕方方方方がありませがありませがありませがありませんんんんといってといってといってといって放放放放置置置置することはできないだろうとすることはできないだろうとすることはできないだろうとすることはできないだろうと

思うのです。ですから、危機管理監では、そういう思うのです。ですから、危機管理監では、そういう思うのです。ですから、危機管理監では、そういう思うのです。ですから、危機管理監では、そういう防防防防災災災災に一体どういうに一体どういうに一体どういうに一体どういう形形形形でででで市町市町市町市町村の村の村の村の応援応援応援応援

ができるのか。そのができるのか。そのができるのか。そのができるのか。その辺辺辺辺のところを、もうのところを、もうのところを、もうのところを、もう既既既既ににににママママニュニュニュニュアルアルアルアルは出ているのをは出ているのをは出ているのをは出ているのを確確確確かめたかめたかめたかめた上上上上で、こで、こで、こで、こ

れはれはれはれは改改改改善善善善を要するを要するを要するを要する内容内容内容内容かと申しかと申しかと申しかと申し上上上上げげげげるわけでございます。そのるわけでございます。そのるわけでございます。そのるわけでございます。その点点点点にににに考え考え考え考えがあれがあれがあれがあればばばばおおおお示示示示しいしいしいしい

ただきたい。ただきたい。ただきたい。ただきたい。

１６１ページの県１６１ページの県１６１ページの県１６１ページの県有資産有資産有資産有資産のののの問問問問題題題題ですが、ここは県ですが、ここは県ですが、ここは県ですが、ここは県有資産有資産有資産有資産の活の活の活の活用用用用事業と事業と事業と事業と抱抱抱抱き合わせだと思き合わせだと思き合わせだと思き合わせだと思

います。県がいます。県がいます。県がいます。県が使使使使わない分についてはきっわない分についてはきっわない分についてはきっわない分についてはきっちちちちりりりり評価評価評価評価をして、をして、をして、をして、整整整整理をしていく。これは大理をしていく。これは大理をしていく。これは大理をしていく。これは大変変変変いいいい

いことだと思います。いことだと思います。いことだと思います。いことだと思います。尋ね尋ね尋ね尋ねたいことは、その県たいことは、その県たいことは、その県たいことは、その県有資産有資産有資産有資産がががが市町市町市町市町村にまず村にまず村にまず村にまず相談相談相談相談をかけ、そして、をかけ、そして、をかけ、そして、をかけ、そして、

だめならだめならだめならだめならば民ば民ば民ば民間間間間へへへへというというというという形形形形にならざるをにならざるをにならざるをにならざるを得得得得ないのではないか。そのときのないのではないか。そのときのないのではないか。そのときのないのではないか。そのときの市町市町市町市町村が、村が、村が、村が、何何何何度度度度

も申しも申しも申しも申し上上上上げげげげますが、ますが、ますが、ますが、ワワワワースースースーストばトばトばトばかりの大かりの大かりの大かりの大変変変変悪悪悪悪いいいい財政財政財政財政状況状況状況状況です。そです。そです。そです。そんんんんなときに、なときに、なときに、なときに、適適適適正と正と正と正と判断判断判断判断
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できるようなできるようなできるようなできるような評価評価評価評価が出た場合、が出た場合、が出た場合、が出た場合、購購購購入なのか入なのか入なのか入なのか賃貸賃貸賃貸賃貸なのかわかりませなのかわかりませなのかわかりませなのかわかりませんんんんが、が、が、が、評価評価評価評価額額額額のままのままのままのまま市町市町市町市町

村に村に村に村に相談相談相談相談をかける。そして、をかける。そして、をかける。そして、をかける。そして、市町市町市町市町村が村が村が村が欲欲欲欲しいのだけれどもしいのだけれどもしいのだけれどもしいのだけれども金金金金がない。それならがない。それならがない。それならがない。それなら民民民民間間間間へへへへ流流流流しししし

ますとますとますとますと同同同同じじじじ評価評価評価評価額額額額でででで渡渡渡渡す。す。す。す。民民民民間間間間がそれをがそれをがそれをがそれを買買買買ってしまう、ってしまう、ってしまう、ってしまう、使使使使ってしまうということになれってしまうということになれってしまうということになれってしまうということになればばばば、、、、

公公公公共共共共の場といったの場といったの場といったの場といった役割役割役割役割をををを果果果果たすたすたすたす地方自地方自地方自地方自治体の治体の治体の治体の役割超役割超役割超役割超過過過過をををを考え考え考え考えた場合、た場合、た場合、た場合、市町市町市町市町村の活村の活村の活村の活性化性化性化性化といといといとい

うううう意意意意味味味味でででで応援応援応援応援にはならないのではないか。そのにはならないのではないか。そのにはならないのではないか。そのにはならないのではないか。その点点点点、今後の、今後の、今後の、今後の市町市町市町市町村村村村へへへへのののの相談相談相談相談というかというかというかというか協協協協議と議と議と議と

いうか、それはいうか、それはいうか、それはいうか、それは民民民民間間間間とはとはとはとは区区区区別しますという別しますという別しますという別しますという何何何何かがあるのかどうかをおかがあるのかどうかをおかがあるのかどうかをおかがあるのかどうかをお聞聞聞聞かせいただきたいかせいただきたいかせいただきたいかせいただきたい

と思います。と思います。と思います。と思います。

次次次次に、教育の関係でございます。教育の関係については、いに、教育の関係でございます。教育の関係については、いに、教育の関係でございます。教育の関係については、いに、教育の関係でございます。教育の関係については、いじじじじめのめのめのめの問問問問題や題や題や題や体体体体罰罰罰罰のののの問問問問題題題題、、、、

そのそのそのその他他他他いろいろないろいろないろいろないろいろな社社社社会会会会問問問問題題題題が一が一が一が一挙挙挙挙にににに吹吹吹吹き出て、大き出て、大き出て、大き出て、大変変変変ししししんんんんどい思いの中で一生どい思いの中で一生どい思いの中で一生どい思いの中で一生懸命懸命懸命懸命にににに頑張頑張頑張頑張っっっっ

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評価評価評価評価をさせていただいております。そしてをさせていただいております。そしてをさせていただいております。そしてをさせていただいております。そして取取取取りりりり組み組み組み組みの中の中の中の中身身身身もももも徹底徹底徹底徹底的的的的にににに

洗洗洗洗い出すという、い出すという、い出すという、い出すという、他府他府他府他府県とは県とは県とは県とは違違違違うううう動動動動きのきのきのきの調調調調査活査活査活査活動動動動もされているのに、もされているのに、もされているのに、もされているのに、敬敬敬敬意意意意を表したいと思を表したいと思を表したいと思を表したいと思

います。います。います。います。

その中で、これからのその中で、これからのその中で、これからのその中で、これからの未未未未来来来来をををを担担担担うううう子子子子どもの人どもの人どもの人どもの人材材材材育成が大育成が大育成が大育成が大変変変変大大大大切切切切です。８９ページに中です。８９ページに中です。８９ページに中です。８９ページに中高高高高

一一一一貫貫貫貫教育教育教育教育校校校校のののの問問問問題題題題が出ております。その中が出ております。その中が出ております。その中が出ております。その中高高高高一一一一貫貫貫貫教育教育教育教育校校校校は、は、は、は、何何何何人かが人かが人かが人かが指摘指摘指摘指摘されたし、一般されたし、一般されたし、一般されたし、一般

質質質質問問問問、代表、代表、代表、代表質質質質問問問問でさわられました。でさわられました。でさわられました。でさわられました。私私私私も今議会でも今議会でも今議会でも今議会で触触触触れたのですが、れたのですが、れたのですが、れたのですが、改改改改めて、その中めて、その中めて、その中めて、その中高高高高一一一一貫貫貫貫

教育は教育は教育は教育はゆゆゆゆとり教育であるということ、そしてとり教育であるということ、そしてとり教育であるということ、そしてとり教育であるということ、そして個性個性個性個性をををを伸伸伸伸ばばばばすということがこの中すということがこの中すということがこの中すということがこの中高高高高一一一一貫貫貫貫教育教育教育教育

のののの最最最最大のす大のす大のす大のすばばばばらしいらしいらしいらしい点点点点だと思います。しかし、ここでだと思います。しかし、ここでだと思います。しかし、ここでだと思います。しかし、ここで何何何何度も度も度も度も強強強強調調調調し、し、し、し、何何何何度も度も度も度も問問問問いかけますいかけますいかけますいかけます

が、教育の機会が、教育の機会が、教育の機会が、教育の機会均均均均等を提等を提等を提等を提供供供供していくことがしていくことがしていくことがしていくことがややややはりはりはりはり重重重重要なこと。要なこと。要なこと。要なこと。青翔青翔青翔青翔高校高校高校高校に中に中に中に中高高高高一一一一貫貫貫貫教育を教育を教育を教育を

設設設設けるわけですから、理けるわけですから、理けるわけですから、理けるわけですから、理数数数数系系系系に関に関に関に関心心心心のある者がのある者がのある者がのある者が来来来来るとなったら受けるとなったら受けるとなったら受けるとなったら受け皿皿皿皿は全県１は全県１は全県１は全県１区区区区でたったでたったでたったでたった

１１１１校校校校ならならならならばばばば、、、、遠遠遠遠方方方方のののの子子子子どもたどもたどもたどもたちちちちの通学が大の通学が大の通学が大の通学が大変変変変。例。例。例。例えばえばえばえばそれがそれがそれがそれが南南南南部部部部地域地域地域地域にあるとするならにあるとするならにあるとするならにあるとするならばばばば、、、、

今度は今度は今度は今度は北北北北部部部部地域地域地域地域につくる。中につくる。中につくる。中につくる。中央央央央教育審議会から出された中教育審議会から出された中教育審議会から出された中教育審議会から出された中高高高高一一一一貫校貫校貫校貫校の全の全の全の全国国国国のののの目標目標目標目標はおよそはおよそはおよそはおよそ

５００５００５００５００校校校校だとだとだとだと聞聞聞聞いております。そうしましたら１００分の１として奈良県いております。そうしましたら１００分の１として奈良県いております。そうしましたら１００分の１として奈良県いております。そうしましたら１００分の１として奈良県内内内内に５に５に５に５校校校校のののの目標目標目標目標

を立ててもいいにではないか。を立ててもいいにではないか。を立ててもいいにではないか。を立ててもいいにではないか。何何何何もこれは中もこれは中もこれは中もこれは中央央央央教育審議会の教育審議会の教育審議会の教育審議会の答答答答申にまで従う申にまで従う申にまで従う申にまで従う必必必必要もないの要もないの要もないの要もないの

です。しかし、５です。しかし、５です。しかし、５です。しかし、５校校校校でもでもでもでも確保確保確保確保するするするする目標目標目標目標を立ててもおかしくはない。場合によっては、奈良を立ててもおかしくはない。場合によっては、奈良を立ててもおかしくはない。場合によっては、奈良を立ててもおかしくはない。場合によっては、奈良

県県県県独独独独自自自自で８で８で８で８校校校校で行きましょうということもで行きましょうということもで行きましょうということもで行きましょうということも考え考え考え考えなきなきなきなきゃゃゃゃいけないと思います。いけないと思います。いけないと思います。いけないと思います。

そこで、教育長あるいはそこで、教育長あるいはそこで、教育長あるいはそこで、教育長あるいは次次次次長も、長も、長も、長も、ニニニニーーーーズズズズをつかをつかをつかをつかみみみみたいとおっしたいとおっしたいとおっしたいとおっしゃゃゃゃっています。まず第１っています。まず第１っています。まず第１っています。まず第１

回回回回目目目目はこのはこのはこのはこの青翔青翔青翔青翔高校高校高校高校の理の理の理の理数数数数系系系系を活を活を活を活用用用用しての中しての中しての中しての中高高高高一一一一貫校貫校貫校貫校。今後。今後。今後。今後ニニニニーーーーズズズズをつかをつかをつかをつかみみみみながら、計ながら、計ながら、計ながら、計画画画画

が立てられるかどうか。が立てられるかどうか。が立てられるかどうか。が立てられるかどうか。ニニニニーーーーズズズズのののの把握把握把握把握ををををややややるつもりはあるのかないのか。そして、そのこるつもりはあるのかないのか。そして、そのこるつもりはあるのかないのか。そして、そのこるつもりはあるのかないのか。そして、そのこ

とによって教育の機会とによって教育の機会とによって教育の機会とによって教育の機会均均均均等を等を等を等を図図図図ることができるのかどうか。そのることができるのかどうか。そのることができるのかどうか。そのることができるのかどうか。その辺辺辺辺を教育の機会を教育の機会を教育の機会を教育の機会均均均均等の等の等の等の観観観観

点点点点からどうからどうからどうからどう対対対対処処処処されるのか、おされるのか、おされるのか、おされるのか、お聞聞聞聞かせいただきたい。かせいただきたい。かせいただきたい。かせいただきたい。改改改改めて、この場でめて、この場でめて、この場でめて、この場で具具具具体体体体的的的的にににに聞聞聞聞かせてかせてかせてかせて
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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。

それから、それから、それから、それから、放放放放射射射射線線線線に関する教育に関する教育に関する教育に関する教育指指指指導導導導のののの話話話話でございます。これは教育でございます。これは教育でございます。これは教育でございます。これは教育研究研究研究研究所にかかわるこ所にかかわるこ所にかかわるこ所にかかわるこ

とになります。とになります。とになります。とになります。最最最最近近近近、原、原、原、原子子子子力発電力発電力発電力発電所あるいは所あるいは所あるいは所あるいは放放放放射射射射線線線線そのものの安全基そのものの安全基そのものの安全基そのものの安全基準準準準が、小出しですがが、小出しですがが、小出しですがが、小出しですが

どどどどんんんんどどどどんんんん出てきております。今日出てきております。今日出てきております。今日出てきております。今日的的的的にににに新新新新しいしいしいしい状況状況状況状況の中で、より科学の中で、より科学の中で、より科学の中で、より科学的的的的、、、、精精精精密密密密化化化化されたされたされたされた内容内容内容内容

がががが情報情報情報情報としてとしてとしてとして届届届届けられております。もう１年も前のあのけられております。もう１年も前のあのけられております。もう１年も前のあのけられております。もう１年も前のあの古臭古臭古臭古臭いいいい放放放放射射射射線線線線副副副副読読読読本は、あ本は、あ本は、あ本は、あちちちちここここちちちち

からからからから批判批判批判批判が出ているし、が出ているし、が出ているし、が出ているし、現現現現に今の小出しのに今の小出しのに今の小出しのに今の小出しの情報情報情報情報からすれからすれからすれからすればばばば修修修修正をしなき正をしなき正をしなき正をしなきゃゃゃゃならない部分がならない部分がならない部分がならない部分が

ああああちちちちここここちちちちにににに見見見見られています。したがって、今日られています。したがって、今日られています。したがって、今日られています。したがって、今日的的的的にこの安全基にこの安全基にこの安全基にこの安全基準準準準などなどなどなど取取取取りりりり込ん込ん込ん込んだだだだ内容内容内容内容の教の教の教の教

育育育育研修研修研修研修をどのように進めていくのか、おをどのように進めていくのか、おをどのように進めていくのか、おをどのように進めていくのか、お示示示示しいただきたい。しいただきたい。しいただきたい。しいただきたい。

なお、なお、なお、なお、参考参考参考参考のために申しのために申しのために申しのために申し上上上上げげげげておきますが、ておきますが、ておきますが、ておきますが、現現現現場の教員の場の教員の場の教員の場の教員の皆皆皆皆ささささん方ん方ん方ん方にににに必必必必要な要な要な要な研修研修研修研修で特にで特にで特にで特に

高高高高い要い要い要い要望望望望になっているのは、になっているのは、になっているのは、になっているのは、放放放放射射射射線線線線の人体の人体の人体の人体へへへへのののの影響影響影響影響がどういうものなのか、一体がどういうものなのか、一体がどういうものなのか、一体がどういうものなのか、一体何何何何ミミミミリシリシリシリシ

ーーーーベベベベルトルトルトルトで体がで体がで体がで体が破壊破壊破壊破壊されるのか。安全なされるのか。安全なされるのか。安全なされるのか。安全な被被被被曝曝曝曝ということがこの副ということがこの副ということがこの副ということがこの副読読読読本には本には本には本には使使使使われておりまわれておりまわれておりまわれておりま

すが、安全なすが、安全なすが、安全なすが、安全な被被被被曝曝曝曝はないということははっきりしております。はないということははっきりしております。はないということははっきりしております。はないということははっきりしております。被被被被曝曝曝曝した限りはした限りはした限りはした限りは細胞細胞細胞細胞がががが皆皆皆皆傷傷傷傷

つけられますから、そういうつけられますから、そういうつけられますから、そういうつけられますから、そういう意意意意味味味味でででで放放放放射射射射線線線線の人体の人体の人体の人体へへへへのののの影響影響影響影響、このことについて、このことについて、このことについて、このことについてぜひぜひぜひぜひとも正とも正とも正とも正

確確確確な知な知な知な知識識識識を入れたいというを入れたいというを入れたいというを入れたいという話話話話がががが現現現現場から場から場から場から来来来来ているようでございます。ているようでございます。ているようでございます。ているようでございます。

そういうそういうそういうそういう意意意意味味味味合いで教育合いで教育合いで教育合いで教育研修研修研修研修のありのありのありのあり方方方方についておについておについておについてお尋ね尋ね尋ね尋ねをしたいと思います。をしたいと思います。をしたいと思います。をしたいと思います。

９１ページには総合の９１ページには総合の９１ページには総合の９１ページには総合の食食食食育育育育推推推推進事業ということで、予算進事業ということで、予算進事業ということで、予算進事業ということで、予算金額金額金額金額は１１２万６，０００円とは１１２万６，０００円とは１１２万６，０００円とは１１２万６，０００円と

いうわずかないうわずかないうわずかないうわずかな金額金額金額金額ではありますが、このような事業をではありますが、このような事業をではありますが、このような事業をではありますが、このような事業を推推推推進されることはとても進されることはとても進されることはとても進されることはとても賛賛賛賛成だし、成だし、成だし、成だし、

大いに大いに大いに大いに頑張頑張頑張頑張っていただきたいのですが、っていただきたいのですが、っていただきたいのですが、っていただきたいのですが、食食食食によって体がによって体がによって体がによって体が壊壊壊壊れたりれたりれたりれたり精精精精神神神神的的的的にににに脳脳脳脳にもにもにもにも幾幾幾幾分かの分かの分かの分かの

悪悪悪悪いいいい影響影響影響影響をををを与え与え与え与えます。そのようなことをます。そのようなことをます。そのようなことをます。そのようなことを考え考え考え考えますと、ますと、ますと、ますと、食食食食育という分野は、育という分野は、育という分野は、育という分野は、子子子子どもたどもたどもたどもたちちちちのいのいのいのい

ろいろなろいろなろいろなろいろな障障障障害害害害を生を生を生を生みみみみ出す大きな原出す大きな原出す大きな原出す大きな原因因因因の一つになっているということがようの一つになっているということがようの一つになっているということがようの一つになっているということがようややややく今、医学でく今、医学でく今、医学でく今、医学で

指摘指摘指摘指摘されてきておりますから、このされてきておりますから、このされてきておりますから、このされてきておりますから、この食食食食育の教育の育の教育の育の教育の育の教育の推推推推進について、これからどのように進について、これからどのように進について、これからどのように進について、これからどのように力力力力をををを

入れていかれようとしているのか、お入れていかれようとしているのか、お入れていかれようとしているのか、お入れていかれようとしているのか、お尋ね尋ね尋ね尋ねしたい。したい。したい。したい。以上以上以上以上でございます。でございます。でございます。でございます。

○枡井税務課長○枡井税務課長○枡井税務課長○枡井税務課長 県県県県民税民税民税民税のののの減収減収減収減収の原の原の原の原因因因因ですけれども、ですけれども、ですけれども、ですけれども、個個個個人県人県人県人県民税民税民税民税につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、先先先先ほどほどほどほど

総務部長もご説明申し総務部長もご説明申し総務部長もご説明申し総務部長もご説明申し上上上上げげげげましたが、ましたが、ましたが、ましたが、個個個個人所人所人所人所得得得得のののの伸伸伸伸びびびびがががが見込見込見込見込めないということです。めないということです。めないということです。めないということです。毎毎毎毎月月月月

勤勤勤勤労統労統労統労統計と一定の計と一定の計と一定の計と一定の統統統統計で計で計で計で見見見見ておりますけれども、増ておりますけれども、増ておりますけれども、増ておりますけれども、増収収収収がががが見込見込見込見込めないということでございまめないということでございまめないということでございまめないということでございま

す。す。す。す。

それから、法人県それから、法人県それから、法人県それから、法人県民税民税民税民税ですけれども、平成２３年度にですけれども、平成２３年度にですけれども、平成２３年度にですけれども、平成２３年度に税制改税制改税制改税制改正がありまして、法人の正がありまして、法人の正がありまして、法人の正がありまして、法人の実実実実

効税効税効税効税率率率率がががが引引引引きききき下下下下げげげげられました。ご承知のようにられました。ご承知のようにられました。ご承知のようにられました。ご承知のように実効税実効税実効税実効税率率率率とはとはとはとは国国国国とととと地方地方地方地方のののの税税税税率率率率を合わせた、を合わせた、を合わせた、を合わせた、

法人の所法人の所法人の所法人の所得得得得にににに対対対対する合わせたする合わせたする合わせたする合わせた税税税税率率率率ですけれども、それが５％ほどですけれども、それが５％ほどですけれども、それが５％ほどですけれども、それが５％ほど引引引引きききき下下下下げげげげられ、それによられ、それによられ、それによられ、それによ

るるるる減収減収減収減収でございます。でございます。でございます。でございます。
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対策対策対策対策でありますけれども、特にでありますけれども、特にでありますけれども、特にでありますけれども、特に個個個個人県人県人県人県民税民税民税民税ですけれども、今年度に本ですけれども、今年度に本ですけれども、今年度に本ですけれども、今年度に本庁庁庁庁にににに地方税地方税地方税地方税滞納滞納滞納滞納整整整整

理本部を理本部を理本部を理本部を設置設置設置設置いたしております。それから、奈良県いたしております。それから、奈良県いたしております。それから、奈良県いたしております。それから、奈良県税税税税事務所、事務所、事務所、事務所、高高高高田県田県田県田県税税税税事務所に事務所に事務所に事務所に地方税地方税地方税地方税滞滞滞滞

納納納納整整整整理理理理課課課課をををを置置置置きました。それがきました。それがきました。それがきました。それが核核核核となりまして県ととなりまして県ととなりまして県ととなりまして県と市町市町市町市町村の村の村の村の協協協協働働働働によるによるによるによる滞納滞納滞納滞納整整整整理の理の理の理の強化強化強化強化をををを

図図図図っているところです。っているところです。っているところです。っているところです。具具具具体体体体的的的的には、県職員のには、県職員のには、県職員のには、県職員の市市市市部部部部へへへへのののの常常常常駐派遣駐派遣駐派遣駐派遣、ことしは奈良、ことしは奈良、ことしは奈良、ことしは奈良市市市市と生と生と生と生駒駒駒駒

市市市市に職員２名ずつに職員２名ずつに職員２名ずつに職員２名ずつ派遣派遣派遣派遣しております。それから県しております。それから県しております。それから県しております。それから県内内内内１３１３１３１３市町市町市町市町村村村村へへへへのののの随随随随時時時時派遣派遣派遣派遣、合、合、合、合同同同同によるによるによるによる

研修研修研修研修、、、、不不不不動動動動産産産産のののの市町市町市町市町村との合村との合村との合村との合同同同同公公公公売売売売、それからいわ、それからいわ、それからいわ、それからいわゆゆゆゆるるるる天天天天引引引引きですけれども、特別きですけれども、特別きですけれども、特別きですけれども、特別徴徴徴徴収収収収のののの

推推推推進という進という進という進という取取取取りりりり組み組み組み組みを今年度を今年度を今年度を今年度ややややりました。りました。りました。りました。来来来来年度も年度も年度も年度も同同同同様様様様にこのにこのにこのにこの取取取取りりりり組み組み組み組みをををを推推推推進したいと思進したいと思進したいと思進したいと思

っておりますけれども、っておりますけれども、っておりますけれども、っておりますけれども、同同同同様様様様にににに市市市市部部部部へへへへ職員を職員を職員を職員を常常常常駐駐駐駐でででで派遣派遣派遣派遣してしてしてして取取取取りりりり組ん組ん組ん組んでいきたいと思ってでいきたいと思ってでいきたいと思ってでいきたいと思って

おります。おります。おります。おります。

○西川財政課長○西川財政課長○西川財政課長○西川財政課長 和田委員から和田委員から和田委員から和田委員から税税税税の増の増の増の増収収収収のののの対策対策対策対策について、について、について、について、税税税税務務務務課課課課長から長から長から長から答弁答弁答弁答弁申し申し申し申し上上上上げげげげましましましまし

たものたものたものたもの以外以外以外以外につきまして補につきまして補につきまして補につきまして補足足足足的的的的に説明させていただきます。に説明させていただきます。に説明させていただきます。に説明させていただきます。

先先先先ほども和田委員がおほども和田委員がおほども和田委員がおほども和田委員がお触触触触れになりましたように、法人れになりましたように、法人れになりましたように、法人れになりましたように、法人税税税税あるいはあるいはあるいはあるいは地方消費税地方消費税地方消費税地方消費税といったいといったいといったいといったい

わわわわゆゆゆゆるるるる経済経済経済経済活活活活動動動動にににに実実実実勢勢勢勢するするするする税収税収税収税収については、今のところ本県はについては、今のところ本県はについては、今のところ本県はについては、今のところ本県は非非非非常常常常にににに弱弱弱弱いことはご承知のいことはご承知のいことはご承知のいことはご承知の

とおりだと思うのですけれども、これらをよくしていくために本県では開会日、知事が提とおりだと思うのですけれども、これらをよくしていくために本県では開会日、知事が提とおりだと思うのですけれども、これらをよくしていくために本県では開会日、知事が提とおりだと思うのですけれども、これらをよくしていくために本県では開会日、知事が提

案理案理案理案理由由由由説明でも申し説明でも申し説明でも申し説明でも申し上上上上げげげげましたように、県ましたように、県ましたように、県ましたように、県内内内内のののの投資投資投資投資あるいはあるいはあるいはあるいは雇用雇用雇用雇用、、、、消費消費消費消費を活を活を活を活性化性化性化性化させてさせてさせてさせて経経経経

済済済済のののの自自自自立立立立的政策的政策的政策的政策をををを強強強強めていくことで、とりわけ今回の予算等におきましてはめていくことで、とりわけ今回の予算等におきましてはめていくことで、とりわけ今回の予算等におきましてはめていくことで、とりわけ今回の予算等におきましては経済経済経済経済活活活活性化性化性化性化にににに

向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組み組み組み組みをををを積極的積極的積極的積極的にににに推推推推進することで、進することで、進することで、進することで、地域産地域産地域産地域産業の業の業の業の支支支支援援援援でありますとかでありますとかでありますとかでありますとか企企企企業の立業の立業の立業の立地地地地ああああ

るいはるいはるいはるいは新産新産新産新産業の業の業の業の創創創創出のための出のための出のための出のための研究研究研究研究開開開開発発発発、それから本県が、、それから本県が、、それから本県が、、それから本県が、観光地観光地観光地観光地としてのとしてのとしてのとしての魅魅魅魅力力力力をさらにをさらにをさらにをさらに高高高高

めることよって交めることよって交めることよって交めることよって交流流流流人人人人口口口口ををををふふふふややややしてしてしてして消費消費消費消費をををを拡拡拡拡大するといった大するといった大するといった大するといった取取取取りりりり組み組み組み組み、それから本県の、それから本県の、それから本県の、それから本県の現現現現

在在在在ではではではでは最最最最大の所大の所大の所大の所得発得発得発得発生分野となっております生分野となっております生分野となっております生分野となっております介介介介護護護護、福、福、福、福祉祉祉祉の分野のの分野のの分野のの分野の充実充実充実充実によってによってによってによって新新新新たなたなたなたな雇用雇用雇用雇用

をををを創創創創出するといった出するといった出するといった出するといった経済経済経済経済の活の活の活の活性化性化性化性化につながるにつながるにつながるにつながる施策施策施策施策をををを積極的積極的積極的積極的にににに推推推推進することによりまして、進することによりまして、進することによりまして、進することによりまして、

将将将将来来来来のののの税源税源税源税源涵涵涵涵養養養養、、、、税収税収税収税収基基基基盤盤盤盤のののの強化強化強化強化にににに向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組み組み組み組みをををを粘粘粘粘りりりり強強強強くくくくややややっていくことにっていくことにっていくことにっていくことに取取取取りりりり組ん組ん組ん組ん

でいるところでございます。でいるところでございます。でいるところでございます。でいるところでございます。以上以上以上以上でございます。でございます。でございます。でございます。

○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 「平成２５年度一般会計特別会計予算案の概要、平成「平成２５年度一般会計特別会計予算案の概要、平成「平成２５年度一般会計特別会計予算案の概要、平成「平成２５年度一般会計特別会計予算案の概要、平成

２４年度一般会計特別会計２月補正予算案の概要」の３９ページの２４年度一般会計特別会計２月補正予算案の概要」の３９ページの２４年度一般会計特別会計２月補正予算案の概要」の３９ページの２４年度一般会計特別会計２月補正予算案の概要」の３９ページの高齢高齢高齢高齢者人者人者人者人材材材材活活活活用用用用事業に事業に事業に事業に

ついてのごついてのごついてのごついてのご質質質質問問問問をいただいております。この事業につきましては、をいただいております。この事業につきましては、をいただいております。この事業につきましては、をいただいております。この事業につきましては、高齢化社高齢化社高齢化社高齢化社会が進行して会が進行して会が進行して会が進行して

いく中にありまして、いく中にありまして、いく中にありまして、いく中にありまして、シルバシルバシルバシルバーーーー世世世世代の代の代の代の方方方方々を々を々を々を有効有効有効有効に活に活に活に活用用用用していこうというのがしていこうというのがしていこうというのがしていこうというのが急急急急務の務の務の務の課題課題課題課題

であるとであるとであるとであると認認認認識識識識いたしております。その中で県いたしております。その中で県いたしております。その中で県いたしております。その中で県内内内内のののの高齢高齢高齢高齢者の者の者の者の技技技技能能能能といったものをといったものをといったものをといったものを有効有効有効有効に活に活に活に活用用用用

をををを図図図図っていこうと、県においてっていこうと、県においてっていこうと、県においてっていこうと、県において高齢高齢高齢高齢者人者人者人者人材バンク材バンク材バンク材バンクをををを設置設置設置設置いたしまして、いたしまして、いたしまして、いたしまして、高齢高齢高齢高齢者者者者雇用雇用雇用雇用をををを積極積極積極積極

的的的的にににに取取取取りりりり組組組組もうというもうというもうというもうという趣趣趣趣旨旨旨旨でございます。でございます。でございます。でございます。
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これにつきましては、これにつきましては、これにつきましては、これにつきましては、具具具具体体体体的的的的なななな方方方方法として県の法として県の法として県の法として県のホホホホーーーームムムムページでページでページでページで高齢高齢高齢高齢者の者の者の者の方方方方々を々を々を々を募募募募集集集集いたいたいたいた

しまして、そのしまして、そのしまして、そのしまして、その登録登録登録登録の中には例の中には例の中には例の中には例えば経えば経えば経えば経験験験験、、、、資資資資格格格格、どういう分野で、どういう分野で、どういう分野で、どういう分野で自自自自分が分が分が分が働働働働いていていていてみみみみたいかとたいかとたいかとたいかと

いったものを事前にいったものを事前にいったものを事前にいったものを事前に登録登録登録登録をしていただきます。その中に和田委員がおっしをしていただきます。その中に和田委員がおっしをしていただきます。その中に和田委員がおっしをしていただきます。その中に和田委員がおっしゃゃゃゃっておられる、っておられる、っておられる、っておられる、

市町市町市町市町村でも人村でも人村でも人村でも人材バンク材バンク材バンク材バンクにににに登録登録登録登録されていらっしされていらっしされていらっしされていらっしゃゃゃゃるということであれるということであれるということであれるということであればばばば、そういったところ、そういったところ、そういったところ、そういったところ

もももも記記記記入していただいて入していただいて入していただいて入していただいて重重重重複複複複等を等を等を等を避避避避けるとか、そけるとか、そけるとか、そけるとか、そちちちちらのらのらのらの方方方方に行かれるかどうかともに行かれるかどうかともに行かれるかどうかともに行かれるかどうかとも確確確確認認認認しなしなしなしな

がら、そごをがら、そごをがら、そごをがら、そごを来来来来さないように進めていきたいと思っております。さないように進めていきたいと思っております。さないように進めていきたいと思っております。さないように進めていきたいと思っております。

具具具具体体体体的的的的には、には、には、には、報報報報酬酬酬酬といったといったといったといった点点点点についてのについてのについてのについての市町市町市町市町村村村村へへへへのののの影響影響影響影響はというはというはというはという点点点点もおっしもおっしもおっしもおっしゃゃゃゃっておらっておらっておらっておら

れますが、県としてはれますが、県としてはれますが、県としてはれますが、県としては嘱嘱嘱嘱託とか日々託とか日々託とか日々託とか日々雇用雇用雇用雇用職員という職員という職員という職員という形形形形、、、、採採採採用形用形用形用形態態態態については大きなについては大きなについては大きなについては大きな金額金額金額金額はははは

お出しすることはできませお出しすることはできませお出しすることはできませお出しすることはできませんんんんので、通ので、通ので、通ので、通常常常常年年年年金金金金をもらっていただいている中で、それとのをもらっていただいている中で、それとのをもらっていただいている中で、それとのをもらっていただいている中で、それとの整整整整

合合合合性性性性をとりながら生活できるをとりながら生活できるをとりながら生活できるをとりながら生活できる賃賃賃賃金金金金体体体体系系系系をををを考え考え考え考えています。ています。ています。ています。

そういったそういったそういったそういった意意意意味味味味では、平成２５年度からスでは、平成２５年度からスでは、平成２５年度からスでは、平成２５年度からスタタタターーーートトトトいたしまして、まずはいたしまして、まずはいたしまして、まずはいたしまして、まずは登録登録登録登録をしていたをしていたをしていたをしていた

だいて、平成２５年度につきましては、総務部長も予算の説明をさせていただいたように、だいて、平成２５年度につきましては、総務部長も予算の説明をさせていただいたように、だいて、平成２５年度につきましては、総務部長も予算の説明をさせていただいたように、だいて、平成２５年度につきましては、総務部長も予算の説明をさせていただいたように、

農農農農業とかいった分野からまずはス業とかいった分野からまずはス業とかいった分野からまずはス業とかいった分野からまずはスタタタターーーートトトトさせていただきたい。中にはさせていただきたい。中にはさせていただきたい。中にはさせていただきたい。中には資資資資格格格格とか、とか、とか、とか、経経経経験験験験によによによによ

ってはってはってはっては他他他他の分野で活の分野で活の分野で活の分野で活躍躍躍躍していただけるしていただけるしていただけるしていただけ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と思います。そういったるかと思います。そういったるかと思います。そういったるかと思います。そういった方方方方々に々に々に々に

ついては、ついては、ついては、ついては、新新新新たな分野とかにもたな分野とかにもたな分野とかにもたな分野とかにも就就就就任任任任をしていただいて今後、県のをしていただいて今後、県のをしていただいて今後、県のをしていただいて今後、県の施策施策施策施策のののの発展発展発展発展のののの援援援援助助助助をしてをしてをしてをして

いただけるようにいただけるようにいただけるようにいただけるように持持持持っていかせていただきたい。和田委員おっしっていかせていただきたい。和田委員おっしっていかせていただきたい。和田委員おっしっていかせていただきたい。和田委員おっしゃゃゃゃるように、るように、るように、るように、高齢高齢高齢高齢者の生者の生者の生者の生

きがいづくりというきがいづくりというきがいづくりというきがいづくりという面面面面では大きなでは大きなでは大きなでは大きな役割役割役割役割をををを担担担担っていくものであるとっていくものであるとっていくものであるとっていくものであると認認認認識識識識しておりますので、しておりますので、しておりますので、しておりますので、

この事業をこの事業をこの事業をこの事業を実実実実りあるものにつくりりあるものにつくりりあるものにつくりりあるものにつくり上上上上げげげげていきたいと思っております。ていきたいと思っております。ていきたいと思っております。ていきたいと思っております。以上以上以上以上でございます。でございます。でございます。でございます。

○木村管財課長○木村管財課長○木村管財課長○木村管財課長 県県県県有資産有資産有資産有資産のののの有効有効有効有効活活活活用用用用で、県でで、県でで、県でで、県で使使使使わなくなったわなくなったわなくなったわなくなった資産資産資産資産をををを市町市町市町市町村が村が村が村が使使使使う場合に、う場合に、う場合に、う場合に、

民民民民間間間間へへへへ売売売売却却却却するするするする価格価格価格価格とととと同同同同様様様様のののの価格価格価格価格でしかでしかでしかでしか考え考え考え考えられないのかというごられないのかというごられないのかというごられないのかというご質質質質問問問問でございます。でございます。でございます。でございます。

県県県県有資産有資産有資産有資産につきましては、県で活につきましては、県で活につきましては、県で活につきましては、県で活用用用用がががが見込見込見込見込めるかどうか、まためるかどうか、まためるかどうか、まためるかどうか、また見込見込見込見込めない場合についてめない場合についてめない場合についてめない場合について

はははは市町市町市町市町村で活村で活村で活村で活用用用用していただけるかどうか、それでしていただけるかどうか、それでしていただけるかどうか、それでしていただけるかどうか、それで市町市町市町市町村も村も村も村も使使使使わない場合につきましてはわない場合につきましてはわない場合につきましてはわない場合につきましては民民民民

間間間間へへへへ売売売売却却却却すると。そのすると。そのすると。そのすると。その売売売売却却却却する部分につきましてはする部分につきましてはする部分につきましてはする部分につきましては適適適適正な正な正な正な価格価格価格価格というというというという形形形形でででで不不不不動動動動産産産産鑑鑑鑑鑑定によ定によ定によ定によ

ってってってって売売売売却価格却価格却価格却価格をををを設設設設定し、一般定し、一般定し、一般定し、一般競争競争競争競争入入入入札札札札によってによってによってによって実施実施実施実施しているところでございます。しているところでございます。しているところでございます。しているところでございます。

なお、なお、なお、なお、市町市町市町市町村で活村で活村で活村で活用用用用される場合につきましては、いろいろとされる場合につきましては、いろいろとされる場合につきましては、いろいろとされる場合につきましては、いろいろと個個個個別に事業計別に事業計別に事業計別に事業計画画画画なりなりなりなり調調調調整整整整ささささ

せていただいたせていただいたせていただいたせていただいた上上上上で、で、で、で、価格価格価格価格についてもごについてもごについてもごについてもご相談相談相談相談をさせていただいてをさせていただいてをさせていただいてをさせていただいて対対対対応応応応してまいりたいとしてまいりたいとしてまいりたいとしてまいりたいと考考考考

ええええ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。以上以上以上以上でございます。でございます。でございます。でございます。

○中澤防災統括室長○中澤防災統括室長○中澤防災統括室長○中澤防災統括室長 防防防防災災災災計計計計画画画画のごのごのごのご質質質質問問問問にににに対対対対しておしておしておしてお答答答答ええええをいたします。をいたします。をいたします。をいたします。

浸浸浸浸水対策水対策水対策水対策についてのについてのについてのについての河河河河川なり道川なり道川なり道川なり道路路路路なりのなりのなりのなりのハハハハーーーードドドド整整整整備の備の備の備の面面面面かと思います。かと思います。かと思います。かと思います。浸浸浸浸水水水水回回回回数数数数がががが多多多多いいいい

ところにところにところにところに抜抜抜抜本本本本的的的的なななな対策対策対策対策をということでをということでをということでをということでハハハハーーーードドドド整整整整備の部分は所管しておりませ備の部分は所管しておりませ備の部分は所管しておりませ備の部分は所管しておりませんんんんので、危機ので、危機ので、危機ので、危機
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管理監所管の管理監所管の管理監所管の管理監所管のソフトソフトソフトソフトのののの面面面面でのでのでのでの市町市町市町市町村村村村へへへへのののの支支支支援援援援というというというという視視視視点点点点でおでおでおでお答答答答ええええをさせていただきたいとをさせていただきたいとをさせていただきたいとをさせていただきたいと

思います。思います。思います。思います。

防防防防災災災災計計計計画画画画でございますけれど、委員おっしでございますけれど、委員おっしでございますけれど、委員おっしでございますけれど、委員おっしゃゃゃゃっていただいたとおりっていただいたとおりっていただいたとおりっていただいたとおり紀伊半島紀伊半島紀伊半島紀伊半島大大大大水害水害水害水害の教の教の教の教

訓訓訓訓をををを踏踏踏踏ままままええええておりますが、それだけではなく、例ておりますが、それだけではなく、例ておりますが、それだけではなく、例ておりますが、それだけではなく、例えばえばえばえば北北北北部の平野部の部の平野部の部の平野部の部の平野部の市町市町市町市町村とも一村とも一村とも一村とも一緒緒緒緒に、に、に、に、

例例例例えばえばえばえば王寺王寺王寺王寺町町町町とは大とは大とは大とは大雨雨雨雨がががが降降降降ったときのったときのったときのったときの雨雨雨雨量量量量なりなりなりなり河河河河川の川の川の川の水水水水位位位位をををを使使使使ったったったった避難勧告避難勧告避難勧告避難勧告基基基基準準準準のののの作作作作成を成を成を成を

一一一一緒緒緒緒にににに考え考え考え考えさせていただくなどさせていただくなどさせていただくなどさせていただくなど取取取取りりりり組み組み組み組みを進めております。そのほかにもを進めております。そのほかにもを進めております。そのほかにもを進めております。そのほかにも避難避難避難避難所の機所の機所の機所の機能能能能強強強強

化化化化ですとか、あるいはですとか、あるいはですとか、あるいはですとか、あるいは住民住民住民住民と連と連と連と連携携携携したしたしたした避難訓練避難訓練避難訓練避難訓練のののの実施実施実施実施といったといったといったといったソフトソフトソフトソフト面面面面でのでのでのでの市町市町市町市町村村村村支支支支援援援援をををを

実施実施実施実施しているところでございます。しているところでございます。しているところでございます。しているところでございます。

今は今は今は今は防防防防災災災災計計計計画画画画をををを作作作作成するに当たりまして成するに当たりまして成するに当たりまして成するに当たりましてモデモデモデモデル的ル的ル的ル的にににに市町市町市町市町村を村を村を村を幾幾幾幾つかつかつかつか選選選選んんんんででででモデモデモデモデル市町ル市町ル市町ル市町村村村村

とのとのとのとのみ話み話み話み話をしているところですが、をしているところですが、をしているところですが、をしているところですが、来来来来年度につきましてはす年度につきましてはす年度につきましてはす年度につきましてはすべべべべてのてのてのての市町市町市町市町村に村に村に村に取取取取りりりり組み組み組み組みを広を広を広を広

げげげげていこうと、ていこうと、ていこうと、ていこうと、先先先先日も日も日も日も市町市町市町市町村長村長村長村長サミサミサミサミットットットットでででで報報報報告告告告をさせていただいたところでございます。をさせていただいたところでございます。をさせていただいたところでございます。をさせていただいたところでございます。

引引引引きききき続続続続いていていていて市町市町市町市町村とも連村とも連村とも連村とも連携携携携をとりながら、ごをとりながら、ごをとりながら、ごをとりながら、ご支支支支援援援援をしながらをしながらをしながらをしながら防防防防災対策災対策災対策災対策を進めていきたいとを進めていきたいとを進めていきたいとを進めていきたいと

思っております。思っております。思っております。思っております。以上以上以上以上でございます。でございます。でございます。でございます。

○吉田教育次長○吉田教育次長○吉田教育次長○吉田教育次長 和田委員には教育の機会和田委員には教育の機会和田委員には教育の機会和田委員には教育の機会均均均均等の等の等の等の観観観観点点点点から、から、から、から、ゆゆゆゆとりととりととりととりと個性個性個性個性をををを伸伸伸伸ばばばばす県立中す県立中す県立中す県立中

学学学学校校校校をををを複複複複数設置数設置数設置数設置していってはどうかというしていってはどうかというしていってはどうかというしていってはどうかという質質質質問問問問をいただいております。をいただいております。をいただいております。をいただいております。

まず、全まず、全まず、全まず、全国国国国の公立のの公立のの公立のの公立の併併併併設設設設型型型型中中中中高高高高一一一一貫貫貫貫教育教育教育教育校校校校のののの設置設置設置設置状況状況状況状況でございますけれども、平成２４でございますけれども、平成２４でございますけれども、平成２４でございますけれども、平成２４

年度で３６年度で３６年度で３６年度で３６都都都都道道道道府府府府県７４県７４県７４県７４校校校校にににに設置設置設置設置をされております。そのうをされております。そのうをされております。そのうをされております。そのうちちちち１１１１校校校校ののののみみみみをををを設置設置設置設置しているしているしているしている府府府府

県は１７県は１７県は１７県は１７府府府府県となっております。県となっております。県となっております。県となっております。

まず本県ではまず本県ではまず本県ではまず本県では青翔青翔青翔青翔中学中学中学中学校校校校のののの設置設置設置設置をををを認認認認めていただけましたら、まずは４月にめていただけましたら、まずは４月にめていただけましたら、まずは４月にめていただけましたら、まずは４月に早速早速早速早速、県立中、県立中、県立中、県立中

学学学学校校校校開開開開校校校校準準準準備委員会を県教育委員会備委員会を県教育委員会備委員会を県教育委員会備委員会を県教育委員会内内内内に立に立に立に立ち上ち上ち上ち上げげげげたいとたいとたいとたいと考え考え考え考えております。その後、ております。その後、ております。その後、ております。その後、保保保保護護護護者者者者

説明会を説明会を説明会を説明会を地地地地区区区区別に開催をしながら、別に開催をしながら、別に開催をしながら、別に開催をしながら、保保保保護護護護者それから者それから者それから者それから子子子子どものどものどものどものニニニニーーーーズズズズ等を等を等を等を把握把握把握把握してまいりたしてまいりたしてまいりたしてまいりた

いといといといと考え考え考え考えております。さらに平成２６年度からております。さらに平成２６年度からております。さらに平成２６年度からております。さらに平成２６年度から青翔青翔青翔青翔の学の学の学の学校運校運校運校運営営営営をしていく中で生をしていく中で生をしていく中で生をしていく中で生じじじじるるるる諸課諸課諸課諸課

題題題題をををを整整整整理いたしまして、また理いたしまして、また理いたしまして、また理いたしまして、また検検検検証証証証もしながら、まずはもしながら、まずはもしながら、まずはもしながら、まずは青翔青翔青翔青翔高校高校高校高校でのでのでのでの併併併併設設設設型型型型中中中中高高高高一一一一貫貫貫貫教育の教育の教育の教育の

成成成成功功功功にににに向向向向けて全けて全けて全けて全力力力力をををを傾傾傾傾けてまいりたいとけてまいりたいとけてまいりたいとけてまいりたい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。

複複複複数数数数のののの設置設置設置設置につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、ややややはりはりはりはり児童児童児童児童生生生生徒徒徒徒数数数数がががが減減減減少少少少傾傾傾傾向向向向になっております。またになっております。またになっております。またになっております。また地元地元地元地元

小小小小・・・・中学中学中学中学校校校校の教員あるいはの教員あるいはの教員あるいはの教員あるいは私私私私立中学立中学立中学立中学へへへへのののの配配配配慮慮慮慮も、今後も、今後も、今後も、今後研究研究研究研究をををを深深深深めてまいりたいとめてまいりたいとめてまいりたいとめてまいりたいと考え考え考え考えておておておてお

ります。ります。ります。ります。以上以上以上以上でございます。でございます。でございます。でございます。

○松尾教育研究所副所長○松尾教育研究所副所長○松尾教育研究所副所長○松尾教育研究所副所長 放放放放射射射射線線線線のののの指指指指導導導導に係ります教員に係ります教員に係ります教員に係ります教員研修研修研修研修についてごについてごについてごについてご質質質質問問問問いただきましいただきましいただきましいただきまし

た。た。た。た。

教員が学教員が学教員が学教員が学校校校校でででで子子子子どもたどもたどもたどもたちちちちにににに指指指指導導導導を行うに当たりましては、を行うに当たりましては、を行うに当たりましては、を行うに当たりましては、放放放放射射射射線線線線に限らずに限らずに限らずに限らず指指指指導導導導するするするする内容内容内容内容
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について、教員が正について、教員が正について、教員が正について、教員が正確確確確な知な知な知な知識識識識をををを持持持持つことはつことはつことはつことは肝肝肝肝要であり、そのために教員に要であり、そのために教員に要であり、そのために教員に要であり、そのために教員に対対対対しましてしましてしましてしまして研修研修研修研修

の機会をの機会をの機会をの機会を設設設設けることも大けることも大けることも大けることも大変変変変大大大大切切切切なこととなこととなこととなこと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。

そこで県教育委員会ではそこで県教育委員会ではそこで県教育委員会ではそこで県教育委員会では昨昨昨昨年１２月に、年１２月に、年１２月に、年１２月に、市町市町市町市町村教育委員会を通村教育委員会を通村教育委員会を通村教育委員会を通じじじじまして学まして学まして学まして学校校校校ににににアンアンアンアンケケケケーーーー

トトトト調調調調査で査で査で査で放放放放射射射射線線線線に関するに関するに関するに関する指指指指導導導導をするをするをするをする際際際際にどのようなにどのようなにどのようなにどのような研修研修研修研修がががが必必必必要かにつきまして要かにつきまして要かにつきまして要かにつきまして調調調調査をしま査をしま査をしま査をしま

したところ、したところ、したところ、したところ、先先先先ほど委員からもごほど委員からもごほど委員からもごほど委員からもご紹介紹介紹介紹介いただきましたように、いただきましたように、いただきましたように、いただきましたように、放放放放射射射射線線線線の人体の人体の人体の人体へへへへのののの影響影響影響影響に関に関に関に関

するするするする研修研修研修研修がががが必必必必要であると回要であると回要であると回要であると回答答答答した学した学した学した学校校校校がががが約約約約９０％と９０％と９０％と９０％と最最最最もももも多多多多くなっております。くなっております。くなっております。くなっております。次次次次いでいでいでいで放放放放射射射射

線線線線のののの防護防護防護防護、管理、、管理、、管理、、管理、放放放放射射射射線線線線のののの性質性質性質性質という順になっています。という順になっています。という順になっています。という順になっています。

既既既既にににに昨昨昨昨年１月には、県教育委員会主催の年１月には、県教育委員会主催の年１月には、県教育委員会主催の年１月には、県教育委員会主催の栄栄栄栄養養養養教教教教諭諭諭諭、学、学、学、学校校校校栄栄栄栄養養養養職員等職員等職員等職員等講講講講習習習習会におきまして、会におきまして、会におきまして、会におきまして、

放放放放射射射射線線線線のののの食食食食品品品品へへへへのののの影響影響影響影響につきまして奈良教育大学の長につきまして奈良教育大学の長につきまして奈良教育大学の長につきまして奈良教育大学の長友恒友恒友恒友恒人学長に人学長に人学長に人学長に講演講演講演講演をしていただきまをしていただきまをしていただきまをしていただきま

した。また、この３月４日に開催いたしました奈良県学した。また、この３月４日に開催いたしました奈良県学した。また、この３月４日に開催いたしました奈良県学した。また、この３月４日に開催いたしました奈良県学校校校校安全安全安全安全研修研修研修研修会におきましても、会におきましても、会におきましても、会におきましても、放放放放

射射射射線線線線のののの影響影響影響影響につきまして長につきまして長につきまして長につきまして長友友友友学長にご学長にご学長にご学長にご講演講演講演講演をいただいたところでございます。をいただいたところでございます。をいただいたところでございます。をいただいたところでございます。

先先先先ほど申しほど申しほど申しほど申し上上上上げげげげましたましたましたました調調調調査査査査結結結結果果果果から教育から教育から教育から教育研究研究研究研究所では所では所では所では来来来来年度、奈良県立医科大学の森年度、奈良県立医科大学の森年度、奈良県立医科大学の森年度、奈良県立医科大学の森俊雄俊雄俊雄俊雄

教教教教授授授授をををを講講講講師師師師といたしまして、といたしまして、といたしまして、といたしまして、放放放放射射射射線線線線が人体にが人体にが人体にが人体に与え与え与え与えるるるる影響影響影響影響それからそれからそれからそれから放放放放射射射射線線線線のののの防護防護防護防護、管理、、管理、、管理、、管理、放放放放

射射射射線線線線のののの性質性質性質性質といったといったといったといった内容内容内容内容でででで研修研修研修研修講講講講座座座座を開催する予定としております。を開催する予定としております。を開催する予定としております。を開催する予定としております。

なお、今後も教員のなお、今後も教員のなお、今後も教員のなお、今後も教員の研修研修研修研修希希希希望望望望がががが強強強強けれけれけれければばばば、、、、必必必必要に要に要に要に応応応応じじじじましてましてましてまして弾弾弾弾力的力的力的力的にににに研修研修研修研修の機会をの機会をの機会をの機会を改改改改めめめめ

てててて持持持持ってまいりたいとってまいりたいとってまいりたいとってまいりたい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。

○柴田保健体育課長○柴田保健体育課長○柴田保健体育課長○柴田保健体育課長 食食食食育に関する育に関する育に関する育に関する取取取取りりりり組み組み組み組みについてのおについてのおについてのおについてのお尋ね尋ね尋ね尋ねでございますが、県ではでございますが、県ではでございますが、県ではでございますが、県では昨昨昨昨

年度年度年度年度末末末末に第２に第２に第２に第２期期期期のののの食食食食育育育育推推推推進計進計進計進計画画画画をををを策策策策定されたところでございます。定されたところでございます。定されたところでございます。定されたところでございます。

第２第２第２第２期期期期計計計計画画画画におきましては、におきましては、におきましては、におきましては、家庭家庭家庭家庭の場をの場をの場をの場を重重重重視視視視したしたしたした取取取取りりりり組み組み組み組み、また、また、また、また子子子子どもどもどもどもへへへへのののの働働働働きかけのきかけのきかけのきかけの

徹底徹底徹底徹底、ラ、ラ、ラ、ライフイフイフイフスススステテテテージにージにージにージに応応応応じじじじたたたた健健健健康康康康食食食食生活の提案という３つの基本生活の提案という３つの基本生活の提案という３つの基本生活の提案という３つの基本的的的的なななな考え考え考え考えに立に立に立に立ちちちち、わか、わか、わか、わか

りりりりややややすいすいすいすい目標目標目標目標をををを設設設設定されております。少年定されております。少年定されております。少年定されております。少年期期期期、小学生では、小学生では、小学生では、小学生では食食食食生活の基生活の基生活の基生活の基礎礎礎礎のののの確確確確立、中立、中立、中立、中高校高校高校高校生生生生

ではではではでは自自自自立した立した立した立した食食食食生活を生活を生活を生活を実実実実践践践践できるできるできるできる力力力力のののの習習習習得得得得とのとのとのとの具具具具体の体の体の体の目標目標目標目標がががが設設設設定されております。定されております。定されております。定されております。

県教育委員会としましては、これら少年県教育委員会としましては、これら少年県教育委員会としましては、これら少年県教育委員会としましては、これら少年期期期期におけるにおけるにおけるにおける目標目標目標目標のののの達達達達成に成に成に成に向向向向けまして、第２けまして、第２けまして、第２けまして、第２期期期期食食食食

育育育育推推推推進計進計進計進計画画画画のののの内容内容内容内容についてについてについてについて充実充実充実充実がががが図図図図られるようにられるようにられるようにられるように市町市町市町市町村教育委員会あるいは学村教育委員会あるいは学村教育委員会あるいは学村教育委員会あるいは学校へ校へ校へ校へのののの啓啓啓啓発発発発

にににに努努努努めているところでございます。また、学めているところでございます。また、学めているところでございます。また、学めているところでございます。また、学校校校校におけるにおけるにおけるにおける食食食食育育育育推推推推進の中進の中進の中進の中核核核核となりますとなりますとなりますとなります栄栄栄栄養養養養教教教教

諭諭諭諭、学、学、学、学校校校校栄栄栄栄養養養養職員の職員の職員の職員の指指指指導導導導力力力力のののの向上向上向上向上にににに向向向向けたけたけたけた研修研修研修研修会、会、会、会、講講講講習習習習会等を会等を会等を会等を充実充実充実充実させていきたいとさせていきたいとさせていきたいとさせていきたい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。

このことから、今年度はこのことから、今年度はこのことから、今年度はこのことから、今年度はフフフフーーーードドドドパパパパーーーートナトナトナトナーーーーシッシッシッシップの提プの提プの提プの提唱唱唱唱者であられます奈良教育大学の者であられます奈良教育大学の者であられます奈良教育大学の者であられます奈良教育大学の

鈴鈴鈴鈴木教木教木教木教授授授授をををを講講講講師師師師にににに招招招招いたいたいたいた研修研修研修研修会を８月２０日に開催させていただいたところでございます。会を８月２０日に開催させていただいたところでございます。会を８月２０日に開催させていただいたところでございます。会を８月２０日に開催させていただいたところでございます。

また、さらにまた、さらにまた、さらにまた、さらに指標指標指標指標の一つとしての一つとしての一つとしての一つとして上上上上げげげげられております清られております清られております清られております清涼飲涼飲涼飲涼飲料水料水料水料水にににに含含含含まれますまれますまれますまれます糖糖糖糖分の分の分の分の量量量量につにつにつにつ
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いていていていて児童児童児童児童生生生生徒徒徒徒が正しく理が正しく理が正しく理が正しく理解解解解できるように、できるように、できるように、できるように、リリリリーーーーフフフフレレレレットットットット、、、、ポポポポススススタタタターのーのーのーの啓啓啓啓発資料発資料発資料発資料をををを作作作作成し成し成し成し配配配配

布布布布したところでございます。したところでございます。したところでございます。したところでございます。

今後とも、少年今後とも、少年今後とも、少年今後とも、少年期期期期におけるにおけるにおけるにおける食食食食育の育の育の育の目標目標目標目標のののの達達達達成に成に成に成に向向向向けまして関係けまして関係けまして関係けまして関係課課課課はもはもはもはもちちちちろろろろんんんんのことのことのことのこと市町市町市町市町

村教育委員会村教育委員会村教育委員会村教育委員会やややや学学学学校校校校と連と連と連と連携携携携し、し、し、し、取取取取りりりり組み組み組み組みを進めてまいりたいとを進めてまいりたいとを進めてまいりたいとを進めてまいりたい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。以上以上以上以上でごでごでごでご

ざいます。ざいます。ざいます。ざいます。

○和田委員○和田委員○和田委員○和田委員 それそれそれそれぞぞぞぞれかられかられかられから答弁答弁答弁答弁いただきました。いただきました。いただきました。いただきました。感じ感じ感じ感じましたことを申しましたことを申しましたことを申しましたことを申し上上上上げげげげたいと思いまたいと思いまたいと思いまたいと思いま

す。要す。要す。要す。要望望望望なりなりなりなり質質質質問問問問というというというという形形形形をとります。をとります。をとります。をとります。

まず、まず、まず、まず、税源税源税源税源の関係につきましては、そのようなの関係につきましては、そのようなの関係につきましては、そのようなの関係につきましては、そのような方方方方法で、法で、法で、法で、単単単単に歳入をに歳入をに歳入をに歳入をふふふふややややすためのすためのすためのすための滞納滞納滞納滞納者者者者

対策対策対策対策にににに終終終終わらず、わらず、わらず、わらず、政策政策政策政策動動動動員でしっかりと員でしっかりと員でしっかりと員でしっかりと皆皆皆皆ささささんんんんの所の所の所の所得得得得がどがどがどがどんんんんどどどどん上ん上ん上ん上がっていくようにがっていくようにがっていくようにがっていくように頑張頑張頑張頑張

ってください。今のはってください。今のはってください。今のはってください。今のはややややりのりのりのりの言言言言葉葉葉葉、成長、成長、成長、成長戦力戦力戦力戦力を県としてを県としてを県としてを県として組み組み組み組み立てていってもらうことを立てていってもらうことを立てていってもらうことを立てていってもらうことを期期期期

待待待待したいと。成長したいと。成長したいと。成長したいと。成長戦略戦略戦略戦略の中で初めての中で初めての中で初めての中で初めて個個個個人所人所人所人所得得得得がどうなるのか、がどうなるのか、がどうなるのか、がどうなるのか、企企企企業所業所業所業所得得得得がどうなるのか、がどうなるのか、がどうなるのか、がどうなるのか、

いろいろないろいろないろいろないろいろな問問問問題題題題が出てくるだろうと思います。そが出てくるだろうと思います。そが出てくるだろうと思います。そが出てくるだろうと思います。そんんんんなことで、成長なことで、成長なことで、成長なことで、成長戦略的戦略的戦略的戦略的なものができれなものができれなものができれなものができれ

ばばばばいいということだけいいということだけいいということだけいいということだけ意意意意見見見見として申しとして申しとして申しとして申し上上上上げげげげ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。

人人人人材シルバ材シルバ材シルバ材シルバーーーーセセセセンタンタンタンターの関係でございますが、このーの関係でございますが、このーの関係でございますが、このーの関係でございますが、この点点点点だけはだけはだけはだけは気気気気をつけてごをつけてごをつけてごをつけてご配配配配慮慮慮慮いただきいただきいただきいただき

たい。これはたい。これはたい。これはたい。これは雇用雇用雇用雇用のののの創創創創出であるし、それからまた生きがいづくりでもあるわけです。体が出であるし、それからまた生きがいづくりでもあるわけです。体が出であるし、それからまた生きがいづくりでもあるわけです。体が出であるし、それからまた生きがいづくりでもあるわけです。体が

弱弱弱弱い、い、い、い、働働働働くところがない、くところがない、くところがない、くところがない、高齢高齢高齢高齢者であれ者であれ者であれ者であればばばばどこでもどこでもどこでもどこでも働働働働くことはできませくことはできませくことはできませくことはできませんんんん。そうすると生。そうすると生。そうすると生。そうすると生

活活活活保保保保護護護護へへへへおおおお世世世世話話話話になるしか道はないのです。そのような人たになるしか道はないのです。そのような人たになるしか道はないのです。そのような人たになるしか道はないのです。そのような人たちちちちがががが元元元元気気気気になっていただくよになっていただくよになっていただくよになっていただくよ

うに、少しでもうに、少しでもうに、少しでもうに、少しでも収収収収入が入っていくような入が入っていくような入が入っていくような入が入っていくような仕仕仕仕事をしっかりと事をしっかりと事をしっかりと事をしっかりと見見見見つけていきながら、その人たつけていきながら、その人たつけていきながら、その人たつけていきながら、その人た

ちちちちのののの能能能能力力力力の事の事の事の事実実実実のののの問問問問題題題題もございますから、そこはもございますから、そこはもございますから、そこはもございますから、そこはちちちちゃゃゃゃんんんんとととと見見見見きわめて、そしてきわめて、そしてきわめて、そしてきわめて、そして丁寧丁寧丁寧丁寧なななな対対対対応応応応

によるによるによるによる仕仕仕仕事の事の事の事の請負請負請負請負をしていただくようなをしていただくようなをしていただくようなをしていただくような方方方方法を法を法を法を示示示示してもらいたい。してもらいたい。してもらいたい。してもらいたい。

市町市町市町市町村では、そ村では、そ村では、そ村では、そんんんんなきめなきめなきめなきめ細細細細かなことまでできるほどのかなことまでできるほどのかなことまでできるほどのかなことまでできるほどの仕仕仕仕事をいただくものはあまりない事をいただくものはあまりない事をいただくものはあまりない事をいただくものはあまりない

のです。のです。のです。のです。仕仕仕仕事をとってきたら事をとってきたら事をとってきたら事をとってきたら元元元元気気気気な人にな人にな人にな人に働働働働いてもらう、これが基本いてもらう、これが基本いてもらう、これが基本いてもらう、これが基本的的的的ににににシルバシルバシルバシルバー人ー人ー人ー人材材材材セセセセンンンン

タタタターのーのーのーの仕仕仕仕事の事の事の事の渡渡渡渡しししし方方方方になっているのです。ですから、県はそういうようなところにも、になっているのです。ですから、県はそういうようなところにも、になっているのです。ですから、県はそういうようなところにも、になっているのです。ですから、県はそういうようなところにも、パパパパ

イイイイは大きいということをは大きいということをは大きいということをは大きいということを期期期期待待待待しながらごしながらごしながらごしながらご配配配配慮慮慮慮をいただきたいと思います。これは要をいただきたいと思います。これは要をいただきたいと思います。これは要をいただきたいと思います。これは要望望望望にしにしにしにし

ておきます。ておきます。ておきます。ておきます。

次次次次に、県に、県に、県に、県有資産有資産有資産有資産の関係につきましては、の関係につきましては、の関係につきましては、の関係につきましては、民民民民間ベ間ベ間ベ間ベースでのースでのースでのースでの売売売売買買買買取引取引取引取引とかそとかそとかそとかそんんんんなことではななことではななことではななことではな

くて、くて、くて、くて、市町市町市町市町村とは別の村とは別の村とは別の村とは別の物物物物差差差差しをしをしをしを持持持持ちちちちながらながらながらながら対対対対応応応応されるとされるとされるとされると聞聞聞聞きました。そのきました。そのきました。そのきました。その方方方方法でつ法でつ法でつ法でつ頑張頑張頑張頑張っっっっ

てください。てください。てください。てください。市町市町市町市町村の村の村の村の財産財産財産財産となるのは、となるのは、となるのは、となるのは、みんみんみんみんなそのなそのなそのなその市民市民市民市民のののの財産財産財産財産になるわけですから、またになるわけですから、またになるわけですから、またになるわけですから、また

それは県のそれは県のそれは県のそれは県の財産財産財産財産でもあり、でもあり、でもあり、でもあり、市町市町市町市町村の活村の活村の活村の活性化性化性化性化につながれにつながれにつながれにつながればばばば大きく大きく大きく大きく貢献貢献貢献貢献したことになります。したことになります。したことになります。したことになります。

もともと県が要らないともともと県が要らないともともと県が要らないともともと県が要らないと言言言言っていたものを、っていたものを、っていたものを、っていたものを、市町市町市町市町村に村に村に村に払払払払いいいい下下下下げげげげ、いくらで、いくらで、いくらで、いくらで買買買買うかとうかとうかとうかと言言言言ってってってって



---- 22227777 ----

持持持持ち込ち込ち込ち込むむむむ話話話話だから、そのところはよろしくごだから、そのところはよろしくごだから、そのところはよろしくごだから、そのところはよろしくご配配配配慮慮慮慮願います。これも要願います。これも要願います。これも要願います。これも要望望望望としておきます。としておきます。としておきます。としておきます。

次次次次に、教育委員会の関係ですが、中に、教育委員会の関係ですが、中に、教育委員会の関係ですが、中に、教育委員会の関係ですが、中高高高高一一一一貫貫貫貫教育教育教育教育校校校校のののの複複複複数数数数配配配配置置置置については、どうについては、どうについては、どうについては、どう考え考え考え考えるかるかるかるか

というときの要というときの要というときの要というときの要素素素素としてとしてとしてとして児童児童児童児童生生生生徒徒徒徒のののの減減減減少があるというのが出てきているので、どういう少があるというのが出てきているので、どういう少があるというのが出てきているので、どういう少があるというのが出てきているので、どういう状状状状

況況況況で一で一で一で一貫貫貫貫教育教育教育教育校校校校の入学生の入学生の入学生の入学生徒徒徒徒にどうにどうにどうにどう反反反反映映映映されてくるのか、されてくるのか、されてくるのか、されてくるのか、調調調調べべべべないというないというないというないという話話話話をされました。をされました。をされました。をされました。

これは基本これは基本これは基本これは基本的的的的には関係がないと思うのです。学には関係がないと思うのです。学には関係がないと思うのです。学には関係がないと思うのです。学校校校校教育教育教育教育制制制制度そのものが中度そのものが中度そのものが中度そのものが中高高高高一一一一貫貫貫貫教育教育教育教育校校校校がいがいがいがい

いとするならいとするならいとするならいとするならばばばば、例、例、例、例えばえばえばえば今度は今度は今度は今度は御御御御所所所所市市市市のののの青翔青翔青翔青翔高校高校高校高校に中学に中学に中学に中学校校校校をつくる。このをつくる。このをつくる。このをつくる。この青翔青翔青翔青翔高校高校高校高校の中学の中学の中学の中学

校校校校で理で理で理で理数数数数系系系系に入った者は生き生きとしてに入った者は生き生きとしてに入った者は生き生きとしてに入った者は生き生きとして頑張頑張頑張頑張る。そうするとる。そうするとる。そうするとる。そうすると地元地元地元地元の中学の中学の中学の中学校校校校との学との学との学との学校校校校の特の特の特の特色色色色

というというというという意意意意味味味味ではではではでは青翔青翔青翔青翔高校高校高校高校が立が立が立が立派派派派になってきたということでになってきたということでになってきたということでになってきたということで混乱混乱混乱混乱がががが起起起起きるとなると、どうすきるとなると、どうすきるとなると、どうすきるとなると、どうす

るのかといううれしいるのかといううれしいるのかといううれしいるのかといううれしい意意意意味味味味でのでのでのでの課題課題課題課題が出てくるのではないかなと思うのです。そが出てくるのではないかなと思うのです。そが出てくるのではないかなと思うのです。そが出てくるのではないかなと思うのです。そんんんんなときなときなときなとき

にににに児童児童児童児童のののの減減減減少はあ少はあ少はあ少はあんんんんまり関係ないだろうと。いいまり関係ないだろうと。いいまり関係ないだろうと。いいまり関係ないだろうと。いい方向方向方向方向にににに向向向向いてのいてのいてのいての話話話話としてとしてとしてとして考え考え考え考えるならるならるならるならばばばば児児児児

童童童童減減減減少は少は少は少は問問問問題題題題ない、ない、ない、ない、むむむむしろ、それよりしろ、それよりしろ、それよりしろ、それより子子子子どもたどもたどもたどもたちちちちののののニニニニーーーーズズズズ、、、、保保保保護護護護者の者の者の者のニニニニーーーーズズズズをををを把握把握把握把握するこするこするこするこ

とが大とが大とが大とが大変変変変重重重重要ではないかと思います。そういう要ではないかと思います。そういう要ではないかと思います。そういう要ではないかと思います。そういう点点点点で、で、で、で、児童児童児童児童生生生生徒徒徒徒のののの減減減減少は、少は、少は、少は、項項項項目目目目をををを省省省省いたいたいたいた方方方方

がいいのではないかと思いますので、がいいのではないかと思いますので、がいいのではないかと思いますので、がいいのではないかと思いますので、意意意意見見見見として受けとめてください。として受けとめてください。として受けとめてください。として受けとめてください。

それから、それから、それから、それから、放放放放射射射射線線線線の件ですが、の件ですが、の件ですが、の件ですが、研修研修研修研修を開いていただいていること、これは大を開いていただいていること、これは大を開いていただいていること、これは大を開いていただいていること、これは大変変変変結構結構結構結構でごでごでごでご

ざいます。しっかりとざいます。しっかりとざいます。しっかりとざいます。しっかりと現現現現場の場の場の場の皆皆皆皆ささささん方ん方ん方ん方、、、、間間間間違違違違いを教いを教いを教いを教ええええないように教ないように教ないように教ないように教師師師師のののの質質質質をををを向上向上向上向上するようするようするようするよう

にお願いいたします。しかし、そのにお願いいたします。しかし、そのにお願いいたします。しかし、そのにお願いいたします。しかし、その研修研修研修研修がががが講講講講師師師師側側側側のののの言言言言いっいっいっいっ放放放放し、受けとめし、受けとめし、受けとめし、受けとめ方方方方のののの聞聞聞聞きっきっきっきっ放放放放しししし

では、もったいないと思うのです。この場をでは、もったいないと思うのです。この場をでは、もったいないと思うのです。この場をでは、もったいないと思うのです。この場を設設設設定した教育定した教育定した教育定した教育研究研究研究研究所としては、所としては、所としては、所としては、講講講講師師師師のののの話話話話をををを整整整整

理をする。そしてまた、教理をする。そしてまた、教理をする。そしてまた、教理をする。そしてまた、教師師師師のののの間間間間でででで疑疑疑疑問問問問が出てきたならが出てきたならが出てきたならが出てきたならばばばば、一、一、一、一問問問問一一一一答答答答というというというという形形形形でででで整整整整理をし理をし理をし理をし

ていくというかかわりていくというかかわりていくというかかわりていくというかかわり方方方方をををを検討検討検討検討してもらしてもらしてもらしてもらええええないだろうかと、これはないだろうかと、これはないだろうかと、これはないだろうかと、これは質質質質問問問問として、どうでしとして、どうでしとして、どうでしとして、どうでし

ょうかとょうかとょうかとょうかと投投投投げげげげかけさせていただきますので、おかけさせていただきますので、おかけさせていただきますので、おかけさせていただきますので、お考え考え考え考えをををを聞聞聞聞かせてください。かせてください。かせてください。かせてください。

それから、それから、それから、それから、食食食食育の関係でございますが、育の関係でございますが、育の関係でございますが、育の関係でございますが、先先先先ほど一ほど一ほど一ほど一番番番番いい例でいい例でいい例でいい例で飲飲飲飲料水料水料水料水のののの話話話話が出ました。清が出ました。清が出ました。清が出ました。清

涼飲涼飲涼飲涼飲料水料水料水料水の中にはの中にはの中にはの中には糖糖糖糖分がたくさ分がたくさ分がたくさ分がたくさんんんんありますから、ありますから、ありますから、ありますから、夏夏夏夏はははは子子子子どもたどもたどもたどもたちちちちもがぶがぶもがぶがぶもがぶがぶもがぶがぶ飲飲飲飲んんんんで、で、で、で、太太太太りりりり

ぎぎぎぎみみみみになって、になって、になって、になって、栄栄栄栄養養養養ババババラララランンンンスがスがスがスが非非非非常常常常にににに崩崩崩崩れると。れると。れると。れると。糖尿糖尿糖尿糖尿のののの病病病病気気気気の要の要の要の要因因因因になるわけですが、いになるわけですが、いになるわけですが、いになるわけですが、い

ずれにいたしましても、それだけでずれにいたしましても、それだけでずれにいたしましても、それだけでずれにいたしましても、それだけで終終終終わるものではない。それよりももっとわるものではない。それよりももっとわるものではない。それよりももっとわるものではない。それよりももっと重重重重要なことは、要なことは、要なことは、要なことは、

給給給給食食食食の中でしっかりとの中でしっかりとの中でしっかりとの中でしっかりと食食食食育を教育を教育を教育を教ええええてもらわなけれてもらわなけれてもらわなけれてもらわなければばばばいけないが、いけないが、いけないが、いけないが、給給給給食食食食のののの地産地消地産地消地産地消地産地消、安全な、安全な、安全な、安全な

食食食食材材材材のののの確保確保確保確保が大が大が大が大変変変変重重重重要だと思うのです。だから要だと思うのです。だから要だと思うのです。だから要だと思うのです。だから食食食食材材材材をををを確保確保確保確保してしてしてして地産地消地産地消地産地消地産地消を行うというできを行うというできを行うというできを行うというでき

るところはしっかりとるところはしっかりとるところはしっかりとるところはしっかりとややややっていただきたい。っていただきたい。っていただきたい。っていただきたい。

それから、さらにそれから、さらにそれから、さらにそれから、さらに最最最最近近近近のののの問問問問題題題題としては、としては、としては、としては、逆逆逆逆さまにとられることはさまにとられることはさまにとられることはさまにとられることは困困困困るのですが、るのですが、るのですが、るのですが、ややややはりはりはりはり

依然依然依然依然として福として福として福として福島島島島県あたりの野県あたりの野県あたりの野県あたりの野菜菜菜菜の中には、福の中には、福の中には、福の中には、福島島島島原原原原子子子子力発電力発電力発電力発電所の所の所の所の近近近近くではくではくではくでは時時時時たまそれが出回たまそれが出回たまそれが出回たまそれが出回

って、って、って、って、放放放放射射射射能測能測能測能測定を今、こ定を今、こ定を今、こ定を今、こちちちちらのらのらのらの市民市民市民市民のののの間間間間ででででややややっているようです。っているようです。っているようです。っているようです。シイタシイタシイタシイタケケケケななななんんんんか特にか特にか特にか特に放放放放
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射射射射能能能能をたくさをたくさをたくさをたくさん含んん含んん含んん含んでおり、とてもでおり、とてもでおり、とてもでおり、とても食食食食べべべべられるものではないというられるものではないというられるものではないというられるものではないという指摘指摘指摘指摘がされたりしておがされたりしておがされたりしておがされたりしてお

ります。これは事ります。これは事ります。これは事ります。これは事実実実実としてのとしてのとしてのとしての紹介紹介紹介紹介でございます。そうすれでございます。そうすれでございます。そうすれでございます。そうすればばばば、、、、地産地消地産地消地産地消地産地消、安、安、安、安心心心心のののの食食食食材材材材を提を提を提を提

供供供供する。する。する。する。何何何何もそのもそのもそのもその問問問問題題題題をををを持持持持ちちちち出さなくても、こ出さなくても、こ出さなくても、こ出さなくても、こちちちちらのらのらのらの方方方方でででで食食食食材材材材を提を提を提を提供供供供することが大することが大することが大することが大変変変変重重重重要要要要

だと思います。だと思います。だと思います。だと思います。

なお、福なお、福なお、福なお、福島島島島県県県県へへへへのののの応援応援応援応援のののの仕仕仕仕方方方方でででで皆皆皆皆ささささんんんん今、今、今、今、フフフフーーーードドドドフェアフェアフェアフェアとかいろいろとかいろいろとかいろいろとかいろいろややややりますが、りますが、りますが、りますが、むむむむしししし

ろ福ろ福ろ福ろ福島島島島県の人た県の人た県の人た県の人たちちちちがこがこがこがこちちちちららららへへへへ避難避難避難避難されたときに、されたときに、されたときに、されたときに、衣衣衣衣食食食食住住住住をきをきをきをきちんちんちんちんと提と提と提と提供供供供して、ああ本当にして、ああ本当にして、ああ本当にして、ああ本当に

奈良県に奈良県に奈良県に奈良県に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言言言言っていただけるような、っていただけるような、っていただけるような、っていただけるような、応援応援応援応援のののの仕仕仕仕方方方方をすることに一生をすることに一生をすることに一生をすることに一生懸命懸命懸命懸命にににに力力力力

を入れていただきたいなと思うわけでございます。を入れていただきたいなと思うわけでございます。を入れていただきたいなと思うわけでございます。を入れていただきたいなと思うわけでございます。

そういうそういうそういうそういう意意意意味味味味で、で、で、で、地産地消地産地消地産地消地産地消をををを推推推推進していただきたいと思うわけですが、そのような進していただきたいと思うわけですが、そのような進していただきたいと思うわけですが、そのような進していただきたいと思うわけですが、そのような取取取取りりりり

組み組み組み組みのののの現状現状現状現状はあるのか、どのようなはあるのか、どのようなはあるのか、どのようなはあるのか、どのような状況状況状況状況なのかごなのかごなのかごなのかご答弁答弁答弁答弁いただきたい。いただきたい。いただきたい。いただきたい。以上以上以上以上です。です。です。です。

○松尾教育研究所副所長○松尾教育研究所副所長○松尾教育研究所副所長○松尾教育研究所副所長 研修研修研修研修のののの結結結結果果果果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、研修研修研修研修につきましては、全受につきましては、全受につきましては、全受につきましては、全受

講講講講者に者に者に者にアンアンアンアンケケケケーーーートトトト調調調調査をしております。その査をしております。その査をしております。その査をしております。その講講講講座座座座がががが自自自自分にとってどうであったか、または分にとってどうであったか、または分にとってどうであったか、または分にとってどうであったか、または

こういうところをもっと知りたい、こういうところはわからなかったというこういうところをもっと知りたい、こういうところはわからなかったというこういうところをもっと知りたい、こういうところはわからなかったというこういうところをもっと知りたい、こういうところはわからなかったという調調調調査をしてい査をしてい査をしてい査をしてい

ますので、今回のますので、今回のますので、今回のますので、今回の研修研修研修研修につきましても、そのにつきましても、そのにつきましても、そのにつきましても、そのアンアンアンアンケケケケーーーートトトトを全部を全部を全部を全部集集集集約約約約をいたしまして、またをいたしまして、またをいたしまして、またをいたしまして、また

要要要要望望望望がががが強強強強いところがございましたら、またいところがございましたら、またいところがございましたら、またいところがございましたら、また必必必必要に要に要に要に応応応応じじじじてててて弾弾弾弾力的力的力的力的にににに研修研修研修研修会を開催していくこ会を開催していくこ会を開催していくこ会を開催していくこ

とをとをとをとを考え考え考え考え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。以上以上以上以上です。です。です。です。

（（（（「「「「それからそれからそれからそれから研修研修研修研修ののののリポリポリポリポーーーートトトトのことは。のことは。のことは。のことは。研修研修研修研修をををを言言言言いっいっいっいっ放放放放しはもったいないでしょうしはもったいないでしょうしはもったいないでしょうしはもったいないでしょう。。。。」と」と」と」と

呼ぶ者あり）呼ぶ者あり）呼ぶ者あり）呼ぶ者あり）

そのそのそのその点点点点もももも先先先先ほど申しましたように、ほど申しましたように、ほど申しましたように、ほど申しましたように、アンアンアンアンケケケケーーーートトトトでででで質質質質問問問問とかもわからなかったところもごとかもわからなかったところもごとかもわからなかったところもごとかもわからなかったところもご

ざいますのでまとめて、もざいますのでまとめて、もざいますのでまとめて、もざいますのでまとめて、もちちちちろろろろんんんんそのそのそのその研修研修研修研修講講講講座座座座のののの内容内容内容内容、、、、講講講講師師師師のののの先先先先生とご生とご生とご生とご相談相談相談相談にもよりますにもよりますにもよりますにもよります

けれども、教員のけれども、教員のけれども、教員のけれども、教員のアンアンアンアンケケケケーーーートトトト結結結結果果果果をををを見見見見てその要てその要てその要てその要望望望望がががが高高高高けれけれけれければばばば、、、、整整整整理をして例理をして例理をして例理をして例えばホえばホえばホえばホーーーームムムムペペペペ

ージでージでージでージで掲掲掲掲載載載載していくこともしていくこともしていくこともしていくことも考え考え考え考えていきたいと思っています。ていきたいと思っています。ていきたいと思っています。ていきたいと思っています。

○柴田保健体育課長○柴田保健体育課長○柴田保健体育課長○柴田保健体育課長 学学学学校給校給校給校給食食食食を通を通を通を通じじじじたたたた地産地消地産地消地産地消地産地消のおのおのおのお尋ね尋ね尋ね尋ねかと思います。かと思います。かと思います。かと思います。先先先先ほどおほどおほどおほどお答答答答ええええしししし

た中で、学た中で、学た中で、学た中で、学校校校校においてにおいてにおいてにおいて食食食食育育育育推推推推進の中進の中進の中進の中核核核核となっておりますのがとなっておりますのがとなっておりますのがとなっておりますのが栄栄栄栄養養養養教教教教諭諭諭諭、学、学、学、学校校校校栄栄栄栄養養養養職員でご職員でご職員でご職員でご

ざいまして、それざいまして、それざいまして、それざいまして、それぞぞぞぞれがれがれがれが地域地域地域地域と連と連と連と連携携携携する中でする中でする中でする中で児童児童児童児童生生生生徒徒徒徒にににに対対対対するするするする食食食食育に育に育に育に取取取取りりりり組ん組ん組ん組んでいただいでいただいでいただいでいただい

ております。そております。そております。そております。そんんんんな中で、例な中で、例な中で、例な中で、例えば地域えば地域えば地域えば地域の生の生の生の生産産産産者の者の者の者の方方方方々を々を々を々をゲゲゲゲスススストティトティトティトティーーーーチャチャチャチャーとしておーとしておーとしておーとしてお招招招招きききき

しながら、しながら、しながら、しながら、地域地域地域地域のののの食食食食材材材材をををを使使使使った学った学った学った学校給校給校給校給食食食食の提の提の提の提供供供供、、、、調調調調理といった理といった理といった理といった形形形形のののの研修研修研修研修会も、会も、会も、会も、食食食食育の育の育の育の取取取取りりりり

組み組み組み組みで進められております。もで進められております。もで進められております。もで進められております。もちちちちろろろろん地産地消ん地産地消ん地産地消ん地産地消ということもそのということもそのということもそのということもその取取取取りりりり組み組み組み組みの中に入ったの中に入ったの中に入ったの中に入った形形形形

でのことととらでのことととらでのことととらでのことととらええええ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。以上以上以上以上です。です。です。です。

○和田委員○和田委員○和田委員○和田委員 教育教育教育教育研究研究研究研究所で、所で、所で、所で、講講講講師師師師がががが講演講演講演講演をなさるでしょう。それををなさるでしょう。それををなさるでしょう。それををなさるでしょう。それをちちちちゃゃゃゃんんんんと要と要と要と要点点点点だけをうだけをうだけをうだけをう
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まくまとめて、もう一度まくまとめて、もう一度まくまとめて、もう一度まくまとめて、もう一度来来来来た人にそれをた人にそれをた人にそれをた人にそれを返返返返してあしてあしてあしてあげげげげるとか、そういうるとか、そういうるとか、そういうるとか、そういう丁寧丁寧丁寧丁寧なななな作作作作業を業を業を業を期期期期待待待待すすすす

るのです。るのです。るのです。るのです。私私私私らかて、本会議で、委員会で議らかて、本会議で、委員会で議らかて、本会議で、委員会で議らかて、本会議で、委員会で議論論論論するでしょう。するでしょう。するでしょう。するでしょう。言言言言いっいっいっいっ放放放放しでしでしでしで終終終終わりませわりませわりませわりませんんんん。。。。

ももももちちちちろろろろんんんん議長議長議長議長へへへへ提出しなけれ提出しなけれ提出しなけれ提出しなければばばばいけないし、知事いけないし、知事いけないし、知事いけないし、知事へへへへもももも必必必必要であれ要であれ要であれ要であればばばば提出をするということ提出をするということ提出をするということ提出をするということ

ををををややややっているのです。っているのです。っているのです。っているのです。参参参参加者がお加者がお加者がお加者がお互互互互いに生いに生いに生いに生みみみみ出した出した出した出した考え方考え方考え方考え方を、を、を、を、発信発信発信発信していくことになりましていくことになりましていくことになりましていくことになりま

すから、すから、すから、すから、新新新新しい分野でのしい分野でのしい分野でのしい分野での勉勉勉勉強強強強で、これはで、これはで、これはで、これは力力力力を入れなけれを入れなけれを入れなけれを入れなければばばばということならということならということならということならばばばば、その、その、その、その話話話話のののの内内内内

容容容容ののののエエエエキキキキスをとって、スをとって、スをとって、スをとって、皆皆皆皆ささささんんんんににににレレレレポポポポーーーートトトトというというというという形形形形できできできできちんちんちんちんとまとめてとまとめてとまとめてとまとめて紹介紹介紹介紹介をしてあをしてあをしてあをしてあげげげげるのるのるのるの

がががが研究研究研究研究所の所の所の所の役割役割役割役割ではないかと思うのです。そのではないかと思うのです。そのではないかと思うのです。そのではないかと思うのです。その点点点点をよくをよくをよくをよく検討検討検討検討してください。してください。してください。してください。私私私私のののの質質質質問問問問をををを終終終終

わります。わります。わります。わります。

○田中委員長○田中委員長○田中委員長○田中委員長 和田委員の和田委員の和田委員の和田委員の質質質質問問問問がががが終終終終わったところで、一たわったところで、一たわったところで、一たわったところで、一たんんんん休憩休憩休憩休憩とさせていただきます。とさせていただきます。とさせていただきます。とさせていただきます。

再再再再開は１開は１開は１開は１時時時時といたしますので、ごといたしますので、ごといたしますので、ごといたしますので、ご集集集集合ください。合ください。合ください。合ください。

１２：０２分１２：０２分１２：０２分１２：０２分 休憩休憩休憩休憩

１３：０２分１３：０２分１３：０２分１３：０２分 再再再再開開開開

○田中委員長○田中委員長○田中委員長○田中委員長 それでは、それでは、それでは、それでは、午午午午前に前に前に前に引引引引きききき続続続続き会議をき会議をき会議をき会議を再再再再開いたします。開いたします。開いたします。開いたします。

このこのこのこの際際際際、お願い申し、お願い申し、お願い申し、お願い申し上上上上げげげげます。ます。ます。ます。

先先先先ほどは理事者のほどは理事者のほどは理事者のほどは理事者の方方方方にににに簡潔簡潔簡潔簡潔明明明明瞭瞭瞭瞭にごにごにごにご答弁答弁答弁答弁をとお願い申しをとお願い申しをとお願い申しをとお願い申し上上上上げげげげたのですが、委員各たのですが、委員各たのですが、委員各たのですが、委員各位位位位におにおにおにお

かれましても、どうかれましても、どうかれましても、どうかれましても、どうぞぞぞぞ簡潔簡潔簡潔簡潔明明明明瞭瞭瞭瞭にごにごにごにご質質質質問問問問願いますようお願い申し願いますようお願い申し願いますようお願い申し願いますようお願い申し上上上上げげげげます。ます。ます。ます。

○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、幾幾幾幾つかつかつかつか質質質質問問問問をさせていただきます。をさせていただきます。をさせていただきます。をさせていただきます。最最最最初に総務部にお初に総務部にお初に総務部にお初に総務部にお聞聞聞聞きします。きします。きします。きします。

では、まず職員では、まず職員では、まず職員では、まず職員給与給与給与給与のののの減額減額減額減額についてについてについてについて伺伺伺伺います。います。います。います。政府政府政府政府はははは地方地方地方地方公務員に公務員に公務員に公務員に国国国国家家家家公務員に公務員に公務員に公務員に準準準準じじじじたたたた

賃賃賃賃金削減金削減金削減金削減を要を要を要を要請請請請するということで、するということで、するということで、するということで、賃賃賃賃金削減金削減金削減金削減を前提としたを前提としたを前提としたを前提とした地方地方地方地方交付交付交付交付税税税税をををを減額減額減額減額して予算をつして予算をつして予算をつして予算をつ

くりました。くりました。くりました。くりました。国国国国でも人事でも人事でも人事でも人事院院院院勧告勧告勧告勧告に基づいてに基づいてに基づいてに基づいて決決決決定す定す定す定すべべべべきききき国国国国家家家家公務員の公務員の公務員の公務員の給与給与給与給与を、を、を、を、国国国国家家家家公務員法公務員法公務員法公務員法

をををを無無無無視視視視して議員立法でして議員立法でして議員立法でして議員立法で決決決決めたことでめたことでめたことでめたことで問問問問題題題題でありますけれども、さらにでありますけれども、さらにでありますけれども、さらにでありますけれども、さらに地方地方地方地方公務員法に基づ公務員法に基づ公務員法に基づ公務員法に基づ

かず、かず、かず、かず、国国国国が一が一が一が一方的方的方的方的にににに賃賃賃賃下下下下げげげげのののの決決決決定をすると。定をすると。定をすると。定をすると。賃賃賃賃下下下下げげげげ幅幅幅幅をををを決決決決めてめてめてめて実施実施実施実施をををを強制強制強制強制しようとするしようとするしようとするしようとするやややや

りりりり方方方方は、は、は、は、地方自地方自地方自地方自治法の原治法の原治法の原治法の原則則則則をををを踏み踏み踏み踏みににににじじじじっている行っている行っている行っている行為為為為であると思います。こういう許しがたであると思います。こういう許しがたであると思います。こういう許しがたであると思います。こういう許しがた

いことにいことにいことにいことに対対対対してきしてきしてきしてきちんちんちんちんとととと抗抗抗抗議す議す議す議すべべべべきであると思いますけれども、そのきであると思いますけれども、そのきであると思いますけれども、そのきであると思いますけれども、その点点点点はいかがかと。はいかがかと。はいかがかと。はいかがかと。

もう１もう１もう１もう１点点点点は、７．８％ものは、７．８％ものは、７．８％ものは、７．８％もの削減削減削減削減ということになりますと、全ということになりますと、全ということになりますと、全ということになりますと、全国的国的国的国的にににに見見見見ましても６２５万ましても６２５万ましても６２５万ましても６２５万

人の人の人の人の労労労労働働働働者に者に者に者に影響影響影響影響するということで、するということで、するということで、するということで、ＧＤＧＤＧＤＧＤＰＰＰＰを２．４を２．４を２．４を２．４兆兆兆兆円円円円減減減減少することになるわけです。少することになるわけです。少することになるわけです。少することになるわけです。

奈良県で奈良県で奈良県で奈良県で見見見見ましても６０億円からのましても６０億円からのましても６０億円からのましても６０億円からの影響影響影響影響額額額額となりまして、となりまして、となりまして、となりまして、地域経済地域経済地域経済地域経済活活活活性化性化性化性化をををを掲掲掲掲げげげげている今ている今ている今ている今

年度の予算にも年度の予算にも年度の予算にも年度の予算にも反反反反するものであるとするものであるとするものであるとするものであると考え考え考え考えますけれども、そのますけれども、そのますけれども、そのますけれども、その点点点点どうなのかおどうなのかおどうなのかおどうなのかお伺伺伺伺いしたいといしたいといしたいといしたいと

思います。思います。思います。思います。

次次次次に、に、に、に、消消消消防防防防広広広広域化域化域化域化のののの問問問問題題題題についてについてについてについて伺伺伺伺います。今、県います。今、県います。今、県います。今、県下下下下では奈良では奈良では奈良では奈良市市市市、生、生、生、生駒駒駒駒市市市市をををを除除除除くくくく消消消消防防防防本本本本
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部の部の部の部の統統統統合を合を合を合を目指目指目指目指しておられるということですが、しておられるということですが、しておられるということですが、しておられるということですが、既既既既にににに何何何何度も度も度も度も見解見解見解見解はははは述述述述べべべべさせていただいてさせていただいてさせていただいてさせていただいて

まいりましたが、まいりましたが、まいりましたが、まいりましたが、地域地域地域地域にににに密密密密着着着着するするするする身身身身近近近近なななな消消消消防防防防が大が大が大が大切切切切であるということでであるということでであるということでであるということで現在現在現在現在、大きく、大きく、大きく、大きく不不不不足足足足

しておりますしておりますしておりますしております消消消消防防防防職員、職員、職員、職員、消消消消防防防防力整力整力整力整備備備備指指指指針針針針にににに照照照照らしてもらしてもらしてもらしても充充充充足率足率足率足率が平が平が平が平均均均均でも６３％というでも６３％というでも６３％というでも６３％という状況状況状況状況

をまずをまずをまずをまず改改改改善善善善していくことがしていくことがしていくことがしていくことが先決先決先決先決であるとであるとであるとであると考え考え考え考えております。ております。ております。ております。

現在現在現在現在、県では、県では、県では、県では統統統統合に合に合に合に向向向向けてけてけてけて話話話話し合いを進められているということで、各し合いを進められているということで、各し合いを進められているということで、各し合いを進められているということで、各消消消消防防防防本部も一生本部も一生本部も一生本部も一生

懸命懸命懸命懸命検討検討検討検討なさっていると思います。こういう大事ななさっていると思います。こういう大事ななさっていると思います。こういう大事ななさっていると思います。こういう大事な問問問問題題題題をををを決決決決めていくことはめていくことはめていくことはめていくことは地域地域地域地域にににに住ん住ん住ん住んでででで

おられるおられるおられるおられる住民住民住民住民のののの皆皆皆皆ささささんんんん、あるいはそれ、あるいはそれ、あるいはそれ、あるいはそれぞぞぞぞれの議会できれの議会できれの議会できれの議会できちんちんちんちんとととと話話話話し合いがされて合し合いがされて合し合いがされて合し合いがされて合意意意意がなさがなさがなさがなさ

れなくてはならないと思います。れなくてはならないと思います。れなくてはならないと思います。れなくてはならないと思います。

各各各各市町市町市町市町村から、いろいろな村から、いろいろな村から、いろいろな村から、いろいろな意意意意見見見見をををを聞聞聞聞かされております。人かされております。人かされております。人かされております。人口口口口が増加しているが増加しているが増加しているが増加している市や町市や町市や町市や町では、では、では、では、

今後の今後の今後の今後の財政負担財政負担財政負担財政負担が増加するのではないかというが増加するのではないかというが増加するのではないかというが増加するのではないかという心心心心配配配配やややや、また、また、また、また消消消消防防防防職員職員職員職員自身自身自身自身も、も、も、も、自自自自分がよく分がよく分がよく分がよく

知っている知っている知っている知っている地元地元地元地元からからからから遠遠遠遠くくくく離離離離れたれたれたれた地域へ地域へ地域へ地域へ配配配配属属属属をされることになりますと、をされることになりますと、をされることになりますと、をされることになりますと、地地地地理がわからない理がわからない理がわからない理がわからない

というというというという点点点点だけではなくて、それだけではなくて、それだけではなくて、それだけではなくて、それ以上以上以上以上に、に、に、に、給水給水給水給水をどういうをどういうをどういうをどういう形形形形でどこからすれでどこからすれでどこからすれでどこからすればばばばいいのか、１いいのか、１いいのか、１いいのか、１

分１分１分１分１秒秒秒秒をををを争争争争うときにうときにうときにうときに非非非非常常常常にににに不不不不安があるという安があるという安があるという安があるという声声声声もされているとか。もされているとか。もされているとか。もされているとか。自自自自賄賄賄賄いいいい方方方方式式式式でされるとでされるとでされるとでされると

いうことですが、一いうことですが、一いうことですが、一いうことですが、一応応応応計計計計画画画画では平成３２年まででは平成３２年まででは平成３２年まででは平成３２年まで続続続続くことになっているそうですが、そういくことになっているそうですが、そういくことになっているそうですが、そういくことになっているそうですが、そうい

うことをうことをうことをうことを見見見見る限り、る限り、る限り、る限り、統統統統合の合の合の合の緊急性緊急性緊急性緊急性がないというがないというがないというがないという意意意意見見見見ですとか、ですとか、ですとか、ですとか、現在現在現在現在でも各でも各でも各でも各消消消消防防防防本部、広本部、広本部、広本部、広域域域域

でででで運運運運営営営営されていることでされていることでされていることでされていることで協協協協力力力力体体体体制制制制も大も大も大も大変変変変うまくいっていると、これうまくいっていると、これうまくいっていると、これうまくいっていると、これ以上多以上多以上多以上多くするくするくするくする必必必必要があ要があ要があ要があ

るのか理るのか理るのか理るのか理解解解解ができないというができないというができないというができないという声声声声ですとか、また、山ですとか、また、山ですとか、また、山ですとか、また、山間間間間のののの地域地域地域地域で大で大で大で大変変変変おくれたところとか、おくれたところとか、おくれたところとか、おくれたところとか、

財政力財政力財政力財政力がががが弱弱弱弱くくくく消消消消防防防防体体体体制制制制が大が大が大が大変変変変だというだというだというだという地域地域地域地域があることはがあることはがあることはがあることは皆皆皆皆ささささんんんんよく承知なさっていますかよく承知なさっていますかよく承知なさっていますかよく承知なさっていますか

ら、そういうところにら、そういうところにら、そういうところにら、そういうところに対対対対して、して、して、して、ややややはり県として特別のはり県として特別のはり県として特別のはり県として特別の手手手手当てをとる当てをとる当てをとる当てをとる方方方方法がいいのではない法がいいのではない法がいいのではない法がいいのではない

かというごかというごかというごかというご意意意意見見見見ですとか、ですとか、ですとか、ですとか、実実実実際際際際にににに統統統統合して通合して通合して通合して通信信信信部部部部門門門門を一体を一体を一体を一体化化化化した場合に、人員がした場合に、人員がした場合に、人員がした場合に、人員が減減減減らせるらせるらせるらせる

ことになっておりますけれども、ことになっておりますけれども、ことになっておりますけれども、ことになっておりますけれども、果果果果たして本当にそうなるのかたして本当にそうなるのかたして本当にそうなるのかたして本当にそうなるのか不不不不安があることなど、本当安があることなど、本当安があることなど、本当安があることなど、本当

に思いはたくさに思いはたくさに思いはたくさに思いはたくさんんんんあるということであります。そういうことに関してきあるということであります。そういうことに関してきあるということであります。そういうことに関してきあるということであります。そういうことに関してきちんちんちんちんと理と理と理と理解解解解したりしたりしたりしたり

合合合合意意意意できたりする議できたりする議できたりする議できたりする議論論論論がががが必必必必要であると思いますが、その要であると思いますが、その要であると思いますが、その要であると思いますが、その点点点点について県としてはどのようにについて県としてはどのようにについて県としてはどのようにについて県としてはどのように

臨臨臨臨まれるのかおまれるのかおまれるのかおまれるのかお伺伺伺伺いしておきたいと思います。いしておきたいと思います。いしておきたいと思います。いしておきたいと思います。

○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 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減額減額減額減額についてのごについてのごについてのごについてのご質質質質問問問問をいをいをいをい

ただきました。ただきました。ただきました。ただきました。

地方地方地方地方公務員の公務員の公務員の公務員の給与給与給与給与と申しますのは、議会、と申しますのは、議会、と申しますのは、議会、と申しますのは、議会、住民住民住民住民のののの意意意意思思思思決決決決定に基づいて、定に基づいて、定に基づいて、定に基づいて、地方地方地方地方がががが自自自自主主主主的的的的にににに

決決決決定す定す定す定すべべべべきものであることは山村委員もおっしきものであることは山村委員もおっしきものであることは山村委員もおっしきものであることは山村委員もおっしゃゃゃゃったとおりでございます。しかしながら、ったとおりでございます。しかしながら、ったとおりでございます。しかしながら、ったとおりでございます。しかしながら、

昨昨昨昨日の浅川委員の一般日の浅川委員の一般日の浅川委員の一般日の浅川委員の一般質質質質問問問問で知事がで知事がで知事がで知事が答弁答弁答弁答弁をいたしましたとおり、今回のをいたしましたとおり、今回のをいたしましたとおり、今回のをいたしましたとおり、今回の国国国国からの職員のからの職員のからの職員のからの職員の給給給給

与減額与減額与減額与減額の要の要の要の要請請請請につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、現現現現下下下下のののの最最最最大の大の大の大の使使使使命命命命である日本のである日本のである日本のである日本の再再再再生に生に生に生に向向向向けてけてけてけて国国国国とととと地方地方地方地方が一が一が一が一
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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力努力努力努力をををを結結結結集集集集するするするする必必必必要がある中、当要がある中、当要がある中、当要がある中、当面面面面のののの対対対対応応応応策策策策として平成２５年度に限として平成２５年度に限として平成２５年度に限として平成２５年度に限

ってってってって緊急緊急緊急緊急にお願いするものとにお願いするものとにお願いするものとにお願いするものと国国国国からの要からの要からの要からの要請請請請も出ております。その要も出ております。その要も出ております。その要も出ております。その要請請請請のののの趣趣趣趣旨旨旨旨は一定理は一定理は一定理は一定理解解解解でででで

きるところでもありますし、また、平成２４年度のラスきるところでもありますし、また、平成２４年度のラスきるところでもありますし、また、平成２４年度のラスきるところでもありますし、また、平成２４年度のラスパイパイパイパイレレレレスススス指数指数指数指数からからからから見見見見て、奈良県のて、奈良県のて、奈良県のて、奈良県の

職員の職員の職員の職員の給与水給与水給与水給与水準準準準が、が、が、が、近畿近畿近畿近畿２２２２府府府府４県の中で４県の中で４県の中で４県の中で最最最最もももも高高高高くなっているという事くなっているという事くなっているという事くなっているという事情情情情もももも踏踏踏踏ままままええええまして、まして、まして、まして、

あくまでも県のあくまでも県のあくまでも県のあくまでも県の自自自自主主主主的的的的なななな判断判断判断判断としてとしてとしてとして減額減額減額減額するするするする方向方向方向方向でででで検討検討検討検討しているものでございます。しているものでございます。しているものでございます。しているものでございます。

地域経済地域経済地域経済地域経済にににに影響影響影響影響があるのではないかというごがあるのではないかというごがあるのではないかというごがあるのではないかというご質質質質問問問問でございますが、これもでございますが、これもでございますが、これもでございますが、これも昨昨昨昨日の浅川委日の浅川委日の浅川委日の浅川委

員の一般員の一般員の一般員の一般質質質質問問問問のときに知事もおのときに知事もおのときに知事もおのときに知事もお答答答答ええええをしたとおりでございますが、本県ではをしたとおりでございますが、本県ではをしたとおりでございますが、本県ではをしたとおりでございますが、本県では来来来来年の予算編年の予算編年の予算編年の予算編

成に当たって、成に当たって、成に当たって、成に当たって、経済経済経済経済活活活活性化性化性化性化というというというという国国国国とととと同同同同じ方向じ方向じ方向じ方向で、で、で、で、国国国国のののの経済対策経済対策経済対策経済対策をををを最最最最大限活大限活大限活大限活用用用用したしたしたした積極積極積極積極型型型型

予算を編成して予算を編成して予算を編成して予算を編成して対対対対応応応応しているところでございます。そういったしているところでございます。そういったしているところでございます。そういったしているところでございます。そういった意意意意味味味味では、そでは、そでは、そでは、そちちちちらでらでらでらで対対対対応応応応もももも

させていただいています。させていただいています。させていただいています。させていただいています。以上以上以上以上でございます。でございます。でございます。でございます。

○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 消消消消防防防防の広の広の広の広域化域化域化域化の今後のの今後のの今後のの今後の見見見見通し、県の通し、県の通し、県の通し、県の対対対対応応応応につにつにつにつ

いてどうかというおいてどうかというおいてどうかというおいてどうかというお尋ね尋ね尋ね尋ねでございます。でございます。でございます。でございます。

本県の本県の本県の本県の消消消消防防防防広広広広域化域化域化域化は、は、は、は、現現現現場場場場消消消消防防防防力力力力のののの強化強化強化強化、これと、、これと、、これと、、これと、組織組織組織組織全体の合理全体の合理全体の合理全体の合理化化化化をををを図図図図ることをることをることをることを目的目的目的目的

としてとしてとしてとして協協協協議が進められてきました。奈良議が進められてきました。奈良議が進められてきました。奈良議が進められてきました。奈良市市市市、生、生、生、生駒駒駒駒市市市市離脱離脱離脱離脱後、ほ後、ほ後、ほ後、ほぼぼぼぼ１年にわたって１年にわたって１年にわたって１年にわたって協協協協議が進議が進議が進議が進

んんんんできました。できました。できました。できました。昨昨昨昨年の１２月に、３７年の１２月に、３７年の１２月に、３７年の１２月に、３７市町市町市町市町村長出村長出村長出村長出席席席席のもとのもとのもとのもと消消消消防防防防広広広広域化域化域化域化協協協協議会総会が開かれ議会総会が開かれ議会総会が開かれ議会総会が開かれ

まして、広まして、広まして、広まして、広域消域消域消域消防防防防運運運運営営営営計計計計画画画画が合が合が合が合意意意意されたところでございます。また、されたところでございます。また、されたところでございます。また、されたところでございます。また、多多多多くのくのくのくの市町市町市町市町村では１村では１村では１村では１

２月の議会でこの計２月の議会でこの計２月の議会でこの計２月の議会でこの計画画画画について説明がなされまして、一定の理について説明がなされまして、一定の理について説明がなされまして、一定の理について説明がなされまして、一定の理解解解解がががが得得得得られたとられたとられたとられたと聞聞聞聞いておりいておりいておりいており

ます。これを受けて、２月１日に広ます。これを受けて、２月１日に広ます。これを受けて、２月１日に広ます。これを受けて、２月１日に広域化域化域化域化協協協協議会の中に議会の中に議会の中に議会の中に新組新組新組新組合の合の合の合の設設設設立立立立準準準準備室を立備室を立備室を立備室を立ち上ち上ち上ち上げげげげましましましまし

て、て、て、て、現在現在現在現在、、、、組組組組合合合合規規規規約約約約のののの作作作作成など、成など、成など、成など、具具具具体の体の体の体の準準準準備を進めているところでございます。備を進めているところでございます。備を進めているところでございます。備を進めているところでございます。

今後のス今後のス今後のス今後のスケケケケジジジジュュュューーーールルルルといたしましては、６月のといたしましては、６月のといたしましては、６月のといたしましては、６月の市町市町市町市町村議会で村議会で村議会で村議会で組組組組合合合合規規規規約約約約の議の議の議の議決決決決、７月の、７月の、７月の、７月の協協協協

議会総会で議会総会で議会総会で議会総会で調調調調印印印印をををを経経経経て、９月にて、９月にて、９月にて、９月に設設設設立総会、それから、１０月に立総会、それから、１０月に立総会、それから、１０月に立総会、それから、１０月に新組新組新組新組合の業務を開合の業務を開合の業務を開合の業務を開始始始始する予する予する予する予

定で進めております。す定で進めております。す定で進めております。す定で進めております。すべべべべてのてのてのての市町市町市町市町村におきまして、村におきまして、村におきまして、村におきまして、消消消消防防防防広広広広域化域化域化域化のののの意意意意義義義義、、、、効果効果効果効果、それから、それから、それから、それから

取組取組取組取組状況状況状況状況等については、等については、等については、等については、十十十十分に理分に理分に理分に理解や住民解や住民解や住民解や住民にににに対対対対して説明されまして、ご理して説明されまして、ご理して説明されまして、ご理して説明されまして、ご理解解解解をいただいたをいただいたをいただいたをいただいた

上上上上で予定どおり本県ので予定どおり本県ので予定どおり本県ので予定どおり本県の消消消消防防防防広広広広域化域化域化域化が進められるように、が進められるように、が進められるように、が進められるように、引引引引きききき続続続続き県もき県もき県もき県も市町市町市町市町村と一体となっ村と一体となっ村と一体となっ村と一体となっ

てててて取取取取りりりり組ん組ん組ん組んでまいりたいとでまいりたいとでまいりたいとでまいりたいと考え考え考え考えております。ご理ております。ご理ております。ご理ております。ご理解解解解、ご、ご、ご、ご協協協協力力力力賜賜賜賜りますよう、よろしくお願りますよう、よろしくお願りますよう、よろしくお願りますよう、よろしくお願

いをいたします。いをいたします。いをいたします。いをいたします。以上以上以上以上でございます。でございます。でございます。でございます。

○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 国国国国が進めている日本が進めている日本が進めている日本が進めている日本再再再再生に生に生に生に協協協協力力力力したいというしたいというしたいというしたいという趣趣趣趣旨旨旨旨のおのおのおのお答答答答ええええでありました。でありました。でありました。でありました。国国国国

がががが言言言言っている日本っている日本っている日本っている日本再再再再生が、生が、生が、生が、問問問問題題題題だと思うのですけれども、今度のだと思うのですけれども、今度のだと思うのですけれども、今度のだと思うのですけれども、今度の給与削減給与削減給与削減給与削減で、で、で、で、地方地方地方地方公務員公務員公務員公務員

のののの給料給料給料給料がががが高高高高いとか、いとか、いとか、いとか、国国国国のののの財政財政財政財政がががが厳厳厳厳しいという理しいという理しいという理しいという理由由由由ではなく、ではなく、ではなく、ではなく、国国国国がががが言言言言っている理っている理っている理っている理由由由由は、今後は、今後は、今後は、今後

負担負担負担負担をお願いすることとなるをお願いすることとなるをお願いすることとなるをお願いすることとなる消費税消費税消費税消費税増増増増税税税税について、について、について、について、国民国民国民国民の理の理の理の理解解解解をををを得得得得ていくために職員のていくために職員のていくために職員のていくために職員の給給給給
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与与与与をををを下下下下げげげげないといけないというお願いがないといけないというお願いがないといけないというお願いがないといけないというお願いが来来来来ていると思うのですけれども、ていると思うのですけれども、ていると思うのですけれども、ていると思うのですけれども、消費税消費税消費税消費税増増増増税税税税、あ、あ、あ、あ

るいはるいはるいはるいは社社社社会会会会保保保保障障障障一体一体一体一体改改改改革革革革のためにのためにのためにのために賃賃賃賃金金金金をををを引引引引きききき下下下下げげげげるというるというるというるという言言言言いいいい方方方方だと思います。こういうだと思います。こういうだと思います。こういうだと思います。こういう

ややややりりりり方方方方はははは到到到到底底底底承承承承服服服服できないと、思うのですけれども。第一、できないと、思うのですけれども。第一、できないと、思うのですけれども。第一、できないと、思うのですけれども。第一、政府政府政府政府ももももデデデデフフフフレレレレ不不不不況況況況打打打打開という開という開という開という

ことでことでことでことで内内内内閣閣閣閣一一一一丸丸丸丸となってとなってとなってとなって取取取取りりりり組ん組ん組ん組んでいくということですでいくということですでいくということですでいくということですねねねね。この。この。この。このデデデデフフフフレレレレ不不不不況況況況が一体どうしが一体どうしが一体どうしが一体どうし

てててて起起起起こったのか、こったのか、こったのか、こったのか、厚厚厚厚生生生生労労労労働働働働省省省省のののの労労労労働経済働経済働経済働経済白書白書白書白書にににに述述述述べべべべておられますけれども、１９９７年をておられますけれども、１９９７年をておられますけれども、１９９７年をておられますけれども、１９９７年を

ピピピピーーーーククククにににに労労労労働働働働者の者の者の者の賃賃賃賃金金金金が、が、が、が、現在現在現在現在では７０万円もでは７０万円もでは７０万円もでは７０万円も減減減減少していると。そして、少していると。そして、少していると。そして、少していると。そして、雇用雇用雇用雇用ががががふふふふえ続え続え続え続けけけけ

ていると。ていると。ていると。ていると。物物物物がががが売売売売れない、そのためにれない、そのためにれない、そのためにれない、そのために悪悪悪悪循循循循環環環環ででででデデデデフフフフレレレレがががが起起起起こって、こって、こって、こって、働働働働く人の所く人の所く人の所く人の所得得得得ががががふふふふええええてててて

こそこそこそこそ民民民民間間間間のののの消費消費消費消費、、、、国内国内国内国内のののの需需需需要が活要が活要が活要が活性化性化性化性化してしてしてしてデデデデフフフフレレレレ不不不不況況況況のののの打打打打開になる開になる開になる開になるんんんんだと、だと、だと、だと、国自身国自身国自身国自身もそのもそのもそのもその

ようにようにようにように述述述述べべべべており、また安ており、また安ており、また安ており、また安倍倍倍倍首首首首相相相相も、も、も、も、経済経済経済経済界界界界にににに対対対対してしてしてして賃賃賃賃金引金引金引金引きききき上上上上げげげげを要を要を要を要請請請請されるというこされるというこされるというこされるというこ

ともされているわけです。そういう中で、大きくともされているわけです。そういう中で、大きくともされているわけです。そういう中で、大きくともされているわけです。そういう中で、大きく賃賃賃賃金金金金をををを引引引引きききき下下下下げげげげで、で、で、で、民民民民間間間間とのとのとのとの格格格格差差差差がほとがほとがほとがほと

んんんんどないどないどないどない状態状態状態状態の中で、公務員のの中で、公務員のの中で、公務員のの中で、公務員の給与給与給与給与をををを引引引引きききき下下下下げげげげることになれることになれることになれることになればばばば、当、当、当、当然然然然民民民民間間間間へへへへのののの引引引引きききき下下下下げげげげのののの

圧圧圧圧力力力力になっていくということもあるわけで、全く今のになっていくということもあるわけで、全く今のになっていくということもあるわけで、全く今のになっていくということもあるわけで、全く今のデデデデフフフフレレレレ対策対策対策対策とととと逆逆逆逆行する行する行する行するややややりりりり方方方方になる、になる、になる、になる、

国国国国のののの応援応援応援応援どころかどころかどころかどころか足足足足をををを引引引引っっっっ張張張張ることになっていくと思いますが、そのることになっていくと思いますが、そのることになっていくと思いますが、そのることになっていくと思いますが、その辺辺辺辺どのようにおどのようにおどのようにおどのようにお考え考え考え考え

になるのか。特に奈良県でも、になるのか。特に奈良県でも、になるのか。特に奈良県でも、になるのか。特に奈良県でも、先先先先ほどのほどのほどのほどの答弁答弁答弁答弁でもありましたけれども、でもありましたけれども、でもありましたけれども、でもありましたけれども、経済経済経済経済活活活活性化性化性化性化をををを目指目指目指目指

してしてしてして積極積極積極積極予算ということで予算ということで予算ということで予算ということで努力努力努力努力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言言言言っているときに、それを本当にっているときに、それを本当にっているときに、それを本当にっているときに、それを本当に阻阻阻阻害害害害するするするする

要要要要因因因因になっていくになっていくになっていくになっていくややややりりりり方方方方でいいのかがでいいのかがでいいのかがでいいのかが問問問問われると思うのですけれども、そのわれると思うのですけれども、そのわれると思うのですけれども、そのわれると思うのですけれども、その点点点点おおおお聞聞聞聞きしてきしてきしてきして

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

それから、それから、それから、それから、消消消消防防防防広広広広域化域化域化域化のことにつきましては、各のことにつきましては、各のことにつきましては、各のことにつきましては、各市町市町市町市町村の議会でも議村の議会でも議村の議会でも議村の議会でも議論論論論をして議をして議をして議をして議決決決決をさをさをさをさ

れるということでありますが、れるということでありますが、れるということでありますが、れるということでありますが、将将将将来来来来のののの姿姿姿姿がどうなっていくのかについて、がどうなっていくのかについて、がどうなっていくのかについて、がどうなっていくのかについて、メリットメリットメリットメリットがががが強強強強調調調調

されておりますが、されておりますが、されておりますが、されておりますが、デデデデメリットメリットメリットメリットも当も当も当も当然然然然あるわけです。そういう全体像を本当におあるわけです。そういう全体像を本当におあるわけです。そういう全体像を本当におあるわけです。そういう全体像を本当にお伝伝伝伝ええええをしをしをしをし

て議て議て議て議論論論論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望ん望ん望ん望んでおきたいと思います。でおきたいと思います。でおきたいと思います。でおきたいと思います。現状現状現状現状で、あの大で、あの大で、あの大で、あの大震震震震災災災災のときにも、のときにも、のときにも、のときにも、消消消消防防防防

職員の職員の職員の職員の方方方方がががが命命命命がけで、がけで、がけで、がけで、命命命命をををを落落落落とされながらとされながらとされながらとされながら住民住民住民住民をををを守守守守るというるというるというるという働働働働きをなされたことで、きをなされたことで、きをなされたことで、きをなされたことで、使使使使命命命命

感感感感をををを持持持持って、って、って、って、現現現現場の場の場の場の消消消消防防防防職員の職員の職員の職員の方方方方は本当に、は本当に、は本当に、は本当に、頑張頑張頑張頑張っていただいていると思うのですけれどっていただいていると思うのですけれどっていただいていると思うのですけれどっていただいていると思うのですけれど

も、も、も、も、住民住民住民住民の安全安の安全安の安全安の安全安心心心心にこたにこたにこたにこたええええることができることになるのかどうかは、真ることができることになるのかどうかは、真ることができることになるのかどうかは、真ることができることになるのかどうかは、真剣剣剣剣な議な議な議な議論論論論で進めで進めで進めで進め

ていくことがていくことがていくことがていくことが求求求求められていると思いますので、そのめられていると思いますので、そのめられていると思いますので、そのめられていると思いますので、その点点点点お願いをしておきたいと思います。お願いをしておきたいと思います。お願いをしておきたいと思います。お願いをしておきたいと思います。

○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 デデデデフフフフレレレレ対策対策対策対策としてとしてとしてとして賃賃賃賃金金金金がががが上上上上がるがるがるがるべべべべききききじじじじゃゃゃゃないかというないかというないかというないかという

再再再再度のご度のご度のご度のご質質質質問問問問でございますが、でございますが、でございますが、でございますが、現現現現実的実的実的実的なななな話話話話、、、、国国国国からも平成２５年度に限ってというおからも平成２５年度に限ってというおからも平成２５年度に限ってというおからも平成２５年度に限ってというお話話話話もももも

ございます。それと、ラスございます。それと、ラスございます。それと、ラスございます。それと、ラスパイパイパイパイレレレレスススス指数指数指数指数は、いわは、いわは、いわは、いわゆゆゆゆるるるる国国国国家家家家公務員との公務員との公務員との公務員との給与給与給与給与のののの水水水水準準準準の比の比の比の比較較較較とととと

いうところもございます。そういったいうところもございます。そういったいうところもございます。そういったいうところもございます。そういった意意意意味味味味では、今後人事委員会では、今後人事委員会では、今後人事委員会では、今後人事委員会勧告勧告勧告勧告等を等を等を等を十十十十分分分分踏踏踏踏ままままええええながながながなが

ら、例ら、例ら、例ら、例えばえばえばえば、、、、情情情情勢勢勢勢のののの適適適適当の原当の原当の原当の原則則則則というのが公務員のというのが公務員のというのが公務員のというのが公務員の給与給与給与給与にございますので、そういったもにございますので、そういったもにございますので、そういったもにございますので、そういったも
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のものものものも見見見見ながらながらながらながら次次次次年度年度年度年度以以以以降降降降のののの給与給与給与給与等を等を等を等を考え考え考え考え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。以上以上以上以上でございまでございまでございまでございま

す。す。す。す。

○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 ラスラスラスラスパイパイパイパイレレレレスススス指数指数指数指数のことを申されましたけれども、のことを申されましたけれども、のことを申されましたけれども、のことを申されましたけれども、国国国国とととと地方地方地方地方のののの給与給与給与給与のののの差差差差をををを示示示示

すすすす指数指数指数指数になっているのかというところがになっているのかというところがになっているのかというところがになっているのかというところが問問問問われると思います。その中われると思います。その中われると思います。その中われると思います。その中身身身身には、比には、比には、比には、比較較較較のののの仕仕仕仕方方方方

にはいろいろにはいろいろにはいろいろにはいろいろ問問問問題題題題があると思っております。があると思っております。があると思っております。があると思っております。

自自自自治体として、奈良県もそうなのですけれども、今年度だけの治体として、奈良県もそうなのですけれども、今年度だけの治体として、奈良県もそうなのですけれども、今年度だけの治体として、奈良県もそうなのですけれども、今年度だけの措置措置措置措置だとだとだとだと言言言言われましたけわれましたけわれましたけわれましたけ

れども、れども、れども、れども、既既既既に長年定に長年定に長年定に長年定数削減数削減数削減数削減もももも続続続続けており、けており、けており、けており、給与給与給与給与のののの独独独独自自自自カカカカットットットットも２００３年から８年も２００３年から８年も２００３年から８年も２００３年から８年間間間間もももも続続続続

けてこられたけてこられたけてこられたけてこられた経経経経緯緯緯緯もあります。もあります。もあります。もあります。現在現在現在現在でも、今回もでも、今回もでも、今回もでも、今回も条条条条例が出ておりますけれども、管理職は例が出ておりますけれども、管理職は例が出ておりますけれども、管理職は例が出ておりますけれども、管理職は

カカカカットットットットをををを継続継続継続継続しておりますし、一部一般職もしておりますし、一部一般職もしておりますし、一部一般職もしておりますし、一部一般職も含含含含まれております。これまれております。これまれております。これまれております。これ以上以上以上以上賃賃賃賃金金金金カカカカットットットットをさをさをさをさ

れることは、れることは、れることは、れることは、退退退退職職職職金手金手金手金手当当当当削減削減削減削減もされるわけですから、職員のもされるわけですから、職員のもされるわけですから、職員のもされるわけですから、職員の皆皆皆皆ささささんんんんが本当にが本当にが本当にが本当に頑張頑張頑張頑張ってってってってややややろろろろ

うといううといううといううという意欲意欲意欲意欲をそをそをそをそぐぐぐぐことになることもあると思います。そういうことになることもあると思います。そういうことになることもあると思います。そういうことになることもあると思います。そういう点点点点で、で、で、で、反反反反対対対対であると申しであると申しであると申しであると申し

上上上上げげげげ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、教育委員会におに、教育委員会におに、教育委員会におに、教育委員会にお伺伺伺伺いをいたしたいと思いますのは、教職員のいをいたしたいと思いますのは、教職員のいをいたしたいと思いますのは、教職員のいをいたしたいと思いますのは、教職員の皆皆皆皆ささささんんんんのののの多多多多忙忙忙忙化化化化につにつにつにつ

いてであります。奈良県でも、いてであります。奈良県でも、いてであります。奈良県でも、いてであります。奈良県でも、病病病病休休休休あるいはあるいはあるいはあるいは休休休休職をされている職をされている職をされている職をされている方方方方が、平成２３年度７７人が、平成２３年度７７人が、平成２３年度７７人が、平成２３年度７７人

おられて、そのうおられて、そのうおられて、そのうおられて、そのうちちちち精精精精神神神神性性性性疾患疾患疾患疾患が４３人と、５５．８％にが４３人と、５５．８％にが４３人と、５５．８％にが４３人と、５５．８％に上上上上っているっているっているっている現状現状現状現状があることからがあることからがあることからがあることから

見見見見ても、ても、ても、ても、非非非非常常常常にスにスにスにストトトトレレレレスが大きいスが大きいスが大きいスが大きい実実実実態態態態をををを反反反反映映映映されているのではないかと思います。されているのではないかと思います。されているのではないかと思います。されているのではないかと思います。

現現現現場の奈良場の奈良場の奈良場の奈良市市市市の教職員のの教職員のの教職員のの教職員の皆皆皆皆ささささんんんんにおにおにおにお伺伺伺伺いをいたしましたところ、いをいたしましたところ、いをいたしましたところ、いをいたしましたところ、最最最最近近近近では、では、では、では、朝朝朝朝早早早早く出かく出かく出かく出か

けていってけていってけていってけていって仕仕仕仕事をされていると。事をされていると。事をされていると。事をされていると。早早早早朝朝朝朝７７７７時半時半時半時半には出には出には出には出勤勤勤勤をされて、をされて、をされて、をされて、遅遅遅遅くなるときはくなるときはくなるときはくなるときは深深深深夜夜夜夜１１１１１１１１

時時時時過過過過ぎぎぎぎまでまでまでまで働働働働いておられると。それから、いておられると。それから、いておられると。それから、いておられると。それから、休休休休みみみみはなかなかとれないこと、生はなかなかとれないこと、生はなかなかとれないこと、生はなかなかとれないこと、生徒徒徒徒指指指指導導導導あるいあるいあるいあるい

はははは家庭家庭家庭家庭へへへへのののの対対対対応応応応などでかなりなどでかなりなどでかなりなどでかなり難難難難しい事例もしい事例もしい事例もしい事例も多多多多くあることをくあることをくあることをくあることを伺伺伺伺っております。っております。っております。っております。

全日本教職員全日本教職員全日本教職員全日本教職員組組組組合が行った２０１２年度の全合が行った２０１２年度の全合が行った２０１２年度の全合が行った２０１２年度の全国国国国３９３９３９３９都都都都道道道道府府府府県の６，３９３名の県の６，３９３名の県の６，３９３名の県の６，３９３名の方方方方から回から回から回から回

答答答答をををを得得得得たたたた勤勤勤勤務務務務実実実実態調態調態調態調査によりますと、教職員の１査によりますと、教職員の１査によりますと、教職員の１査によりますと、教職員の１カカカカ月の平月の平月の平月の平均均均均時時時時間間間間外外外外のののの勤勤勤勤務務務務状況状況状況状況をををを調調調調査され査され査され査され

ておりますけれども、平日でも５４ておりますけれども、平日でも５４ておりますけれども、平日でも５４ておりますけれども、平日でも５４時時時時間間間間１２分、１２分、１２分、１２分、土土土土日になると１４日になると１４日になると１４日になると１４時時時時間間間間以上以上以上以上、、、、持持持持ちちちち帰帰帰帰りのりのりのりの

仕仕仕仕事が、平日１２事が、平日１２事が、平日１２事が、平日１２時時時時間間間間以上以上以上以上あるということで、部活あるということで、部活あるということで、部活あるということで、部活動動動動をされているをされているをされているをされている先先先先生などはさらに生などはさらに生などはさらに生などはさらに厳厳厳厳しししし

いいいい状態状態状態状態にもなっているということで、かなりのにもなっているということで、かなりのにもなっているということで、かなりのにもなっているということで、かなりの過重労過重労過重労過重労働働働働になっているになっているになっているになっている実実実実態態態態がうかががうかががうかががうかがええええます。ます。ます。ます。

しかし、しかし、しかし、しかし、同同同同じじじじ調調調調査で教職員の査で教職員の査で教職員の査で教職員の皆皆皆皆ささささんんんんのののの意識意識意識意識は、は、は、は、仕仕仕仕事に事に事に事にややややりがいをりがいをりがいをりがいを感じ感じ感じ感じている人が８２．ている人が８２．ている人が８２．ている人が８２．

８％もあると。こ８％もあると。こ８％もあると。こ８％もあると。こんんんんなになになになに苦苦苦苦しいしいしいしい状態状態状態状態であってもであってもであってもであっても非非非非常常常常ににににモチベモチベモチベモチベーーーーシシシショョョョンンンンがががが高高高高いと、いと、いと、いと、驚驚驚驚くくくくべべべべきききき

数数数数字字字字だと思うのですが、そういう思いでだと思うのですが、そういう思いでだと思うのですが、そういう思いでだと思うのですが、そういう思いで仕仕仕仕事をなさっておられると。一事をなさっておられると。一事をなさっておられると。一事をなさっておられると。一方方方方、生活に、生活に、生活に、生活にゆゆゆゆとりとりとりとり

がない、あるいはがない、あるいはがない、あるいはがない、あるいは授授授授業の業の業の業の準準準準備備備備時時時時間間間間がががが足足足足りないと７りないと７りないと７りないと７割割割割のののの方方方方がががが訴訴訴訴ええええておられますから、ておられますから、ておられますから、ておられますから、健健健健康に康に康に康に

は一は一は一は一番番番番悪悪悪悪いいいい状態状態状態状態ではないかと思うのです。ではないかと思うのです。ではないかと思うのです。ではないかと思うのです。片片片片方方方方でででで頑張頑張頑張頑張ろうというろうというろうというろうという意識意識意識意識がすごくあって、がすごくあって、がすごくあって、がすごくあって、片片片片
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方方方方で大で大で大で大変変変変だというそのだというそのだというそのだというその負担感負担感負担感負担感、、、、両両両両方方方方のののの矛盾矛盾矛盾矛盾したしたしたした状態状態状態状態の中にの中にの中にの中に置置置置かれていることで、本当にかれていることで、本当にかれていることで、本当にかれていることで、本当に心心心心

のののの病病病病にににに陥陥陥陥りかりかりかりかねねねねないないないない状況状況状況状況がががが現現現現実実実実にあるというにあるというにあるというにあるという実実実実態態態態をををを反反反反映映映映されていると思います。こういうされていると思います。こういうされていると思います。こういうされていると思います。こういう

状態状態状態状態を本当にを本当にを本当にを本当に改改改改善善善善をして、をして、をして、をして、仕仕仕仕事の事の事の事の過重過重過重過重の部分を少しでもの部分を少しでもの部分を少しでもの部分を少しでも軽減軽減軽減軽減していくしていくしていくしていく方策方策方策方策をとらなくてはをとらなくてはをとらなくてはをとらなくては

ならないと思うのですが、県としてはならないと思うのですが、県としてはならないと思うのですが、県としてはならないと思うのですが、県としては状況状況状況状況についてどのようにについてどのようにについてどのようにについてどのように把握把握把握把握をなさっておられるのをなさっておられるのをなさっておられるのをなさっておられるの

か、またどういうか、またどういうか、またどういうか、またどういう対対対対応応応応をなさっているのかを、まず１をなさっているのかを、まず１をなさっているのかを、まず１をなさっているのかを、まず１点点点点伺伺伺伺いたいと思います。いたいと思います。いたいと思います。いたいと思います。

もう１もう１もう１もう１点点点点は、このは、このは、このは、この問問問問題題題題をををを解解解解決決決決するためには、するためには、するためには、するためには、ややややはり教職員のはり教職員のはり教職員のはり教職員の労労労労働働働働条条条条件をよくしていく、件をよくしていく、件をよくしていく、件をよくしていく、

職員の職員の職員の職員の数数数数ををををふふふふややややしていくことがしていくことがしていくことがしていくことが必必必必要だと思います。特に奈良県では、３５人要だと思います。特に奈良県では、３５人要だと思います。特に奈良県では、３５人要だと思います。特に奈良県では、３５人以下以下以下以下学学学学級級級級を進を進を進を進

めておられます。それから、県めておられます。それから、県めておられます。それから、県めておられます。それから、県下下下下各各各各市町市町市町市町村では３０人村では３０人村では３０人村では３０人以下以下以下以下学学学学級級級級でででで踏み踏み踏み踏み出しておられるとこ出しておられるとこ出しておられるとこ出しておられるとこ

ろもたくさろもたくさろもたくさろもたくさんんんんあるあるあるある状況状況状況状況であります。こういう行きであります。こういう行きであります。こういう行きであります。こういう行き届届届届いた教育をしていくために、県としていた教育をしていくために、県としていた教育をしていくために、県としていた教育をしていくために、県として

今後３５人学今後３５人学今後３５人学今後３５人学級級級級、あるいは３０人学、あるいは３０人学、あるいは３０人学、あるいは３０人学級級級級にににに向向向向けてどういうけてどういうけてどういうけてどういう取取取取りりりり組み組み組み組みをなさっているのかとあをなさっているのかとあをなさっているのかとあをなさっているのかとあ

わせて、小学わせて、小学わせて、小学わせて、小学校校校校で３５人学で３５人学で３５人学で３５人学級級級級、３０人学、３０人学、３０人学、３０人学級級級級をををを実実実実現現現現するためにはあとするためにはあとするためにはあとするためにはあと何何何何人の職員が人の職員が人の職員が人の職員が必必必必要なの要なの要なの要なの

か、そのか、そのか、そのか、その点点点点をおをおをおを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。

○石井教職員課長○石井教職員課長○石井教職員課長○石井教職員課長 教職員の教職員の教職員の教職員の多多多多忙忙忙忙化化化化とととと数数数数のののの問問問問題題題題についておについておについておについてお答答答答ええええをさせていただきたいと思をさせていただきたいと思をさせていただきたいと思をさせていただきたいと思

います。います。います。います。

多多多多忙忙忙忙化化化化につきましては、県教育委員会といたしましても、教職員がにつきましては、県教育委員会といたしましても、教職員がにつきましては、県教育委員会といたしましても、教職員がにつきましては、県教育委員会といたしましても、教職員が子子子子どもたどもたどもたどもたちちちちとととと向向向向き合き合き合き合

ええええるるるる時時時時間間間間を少しでもを少しでもを少しでもを少しでも多多多多くくくく確保確保確保確保できるようにすることができるようにすることができるようにすることができるようにすることが極極極極めてめてめてめて重重重重要と要と要と要と認認認認識識識識しているところでしているところでしているところでしているところで

ございます。そのために県教育委員会では、教職員の業務ございます。そのために県教育委員会では、教職員の業務ございます。そのために県教育委員会では、教職員の業務ございます。そのために県教育委員会では、教職員の業務負担軽減負担軽減負担軽減負担軽減のののの観観観観点点点点から、成から、成から、成から、成果果果果をををを上上上上

げげげげている県ている県ている県ている県内外内外内外内外の事例をまとめました、学の事例をまとめました、学の事例をまとめました、学の事例をまとめました、学校校校校の業務の業務の業務の業務改改改改善善善善にににに向向向向けたけたけたけた実実実実践践践践事例事例事例事例集集集集を、を、を、を、昨昨昨昨年３月年３月年３月年３月

２６日の県教育委員会の２６日の県教育委員会の２６日の県教育委員会の２６日の県教育委員会のホホホホーーーームムムムページにページにページにページに掲掲掲掲載載載載をさせていただきますとともに、また、教職をさせていただきますとともに、また、教職をさせていただきますとともに、また、教職をさせていただきますとともに、また、教職

員の日々の教育活員の日々の教育活員の日々の教育活員の日々の教育活動動動動にににに役役役役立つ立つ立つ立つ情報情報情報情報をををを集集集集めてめてめてめて共有共有共有共有するためのするためのするためのするためのササササイトイトイトイトとして、奈良県として、奈良県として、奈良県として、奈良県先先先先生生生生応援応援応援応援

ササササイトイトイトイトもももも昨昨昨昨年開年開年開年開設設設設をさせていただいたところでございました。なお、をさせていただいたところでございました。なお、をさせていただいたところでございました。なお、をさせていただいたところでございました。なお、実実実実践践践践事例事例事例事例集集集集につきまにつきまにつきまにつきま

しても、しても、しても、しても、応援サ応援サ応援サ応援サイトイトイトイトからもからもからもからもアクアクアクアクセセセセスできるようにし、スできるようにし、スできるようにし、スできるようにし、先先先先生生生生方方方方がががが見や見や見や見やすく活すく活すく活すく活用用用用できるできるできるできる工工工工夫夫夫夫もももも

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

またさらに、またさらに、またさらに、またさらに、具具具具体の体の体の体の取取取取りりりり組み組み組み組みといたしましては、といたしましては、といたしましては、といたしましては、校校校校長会などのさまざまな機会を通長会などのさまざまな機会を通長会などのさまざまな機会を通長会などのさまざまな機会を通じじじじまままま

して、して、して、して、仕仕仕仕事の進め事の進め事の進め事の進め方方方方をををを見見見見直直直直すなどのすなどのすなどのすなどの取取取取りりりり組み組み組み組みをお願いをしているところでございます。今をお願いをしているところでございます。今をお願いをしているところでございます。今をお願いをしているところでございます。今

後も後も後も後も引引引引きききき続続続続き教職員のき教職員のき教職員のき教職員の子子子子どもたどもたどもたどもたちちちちとととと向向向向き合うき合うき合うき合う時時時時間間間間のののの確保確保確保確保にににに努努努努めてまいりたいとめてまいりたいとめてまいりたいとめてまいりたいと考え考え考え考えていまていまていまていま

す。す。す。す。

もう１もう１もう１もう１点点点点は、教員は、教員は、教員は、教員数数数数の関係、３５人学の関係、３５人学の関係、３５人学の関係、３５人学級級級級のののの推推推推進の関係と思います。平成２４年度の県進の関係と思います。平成２４年度の県進の関係と思います。平成２４年度の県進の関係と思います。平成２４年度の県内内内内

の小学の小学の小学の小学校校校校におけます３５人におけます３５人におけます３５人におけます３５人以下以下以下以下学学学学級級級級のののの割割割割合につきましては、９５．７％となっております。合につきましては、９５．７％となっております。合につきましては、９５．７％となっております。合につきましては、９５．７％となっております。

また、３０人また、３０人また、３０人また、３０人以下以下以下以下学学学学級級級級のののの割割割割合は７５．２％という合は７５．２％という合は７５．２％という合は７５．２％という状況状況状況状況でございます。平成２４年５月１日でございます。平成２４年５月１日でございます。平成２４年５月１日でございます。平成２４年５月１日
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現在現在現在現在のののの児童児童児童児童数数数数に基づきまして、に基づきまして、に基づきまして、に基づきまして、仮仮仮仮に県に県に県に県内内内内の小学の小学の小学の小学校校校校すすすすべべべべての学ての学ての学ての学級級級級を３５人を３５人を３５人を３５人以下以下以下以下学学学学級級級級にするとにするとにするとにすると

してしてしてして試試試試算した場合、５２人の教員の増が算した場合、５２人の教員の増が算した場合、５２人の教員の増が算した場合、５２人の教員の増が必必必必要となる計算となります。また、３０人要となる計算となります。また、３０人要となる計算となります。また、３０人要となる計算となります。また、３０人以下以下以下以下学学学学

級級級級にににに仮仮仮仮にするとした場合には、２７６人の教員の増がにするとした場合には、２７６人の教員の増がにするとした場合には、２７６人の教員の増がにするとした場合には、２７６人の教員の増が必必必必要となる計算要となる計算要となる計算要となる計算結結結結果果果果となっておりまとなっておりまとなっておりまとなっておりま

す。す。す。す。

本県では、本県では、本県では、本県では、国国国国の法の法の法の法改改改改正正正正やややや加加加加配配配配措置措置措置措置を活を活を活を活用用用用いたしまして３５人いたしまして３５人いたしまして３５人いたしまして３５人以下以下以下以下学学学学級級級級をををを推推推推進してきてお進してきてお進してきてお進してきてお

ります。ります。ります。ります。来来来来年度も小学年度も小学年度も小学年度も小学校校校校２年生までの３５人２年生までの３５人２年生までの３５人２年生までの３５人以下以下以下以下学学学学級級級級のののの維維維維持持持持にににに努努努努めてまいりたいとめてまいりたいとめてまいりたいとめてまいりたいと考え考え考え考えてててて

おります。おります。おります。おります。以上以上以上以上でございます。でございます。でございます。でございます。

○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 多多多多忙忙忙忙化化化化を一を一を一を一刻刻刻刻もももも早早早早くくくく解消解消解消解消するということでするということでするということでするということで取取取取りりりり組み組み組み組みを進めていただきたいとを進めていただきたいとを進めていただきたいとを進めていただきたいと

思うのですけれども、思うのですけれども、思うのですけれども、思うのですけれども、ホホホホーーーームムムムページで提案をされることをなさっているのですけれども、ページで提案をされることをなさっているのですけれども、ページで提案をされることをなさっているのですけれども、ページで提案をされることをなさっているのですけれども、

減減減減らすらすらすらすべべべべきききき仕仕仕仕事として、例事として、例事として、例事として、例えば資料やえば資料やえば資料やえば資料や統統統統計の計の計の計の作作作作成とか成とか成とか成とか報報報報告告告告書書書書の提出であるとか、あるいはの提出であるとか、あるいはの提出であるとか、あるいはの提出であるとか、あるいは

会議の会議の会議の会議の持持持持ち方ち方ち方ち方、また、、また、、また、、また、研修研修研修研修時時時時間間間間のののの調調調調整整整整ですとか、ですとか、ですとか、ですとか、実実実実際際際際にできることもたくさにできることもたくさにできることもたくさにできることもたくさんんんんあると思うあると思うあると思うあると思う

のですけれども、そういうのですけれども、そういうのですけれども、そういうのですけれども、そういう具具具具体体体体的的的的なななな点点点点で県教育委員会としてで県教育委員会としてで県教育委員会としてで県教育委員会として何何何何かかかか手手手手をををを打打打打っていただくことっていただくことっていただくことっていただくこと

はないのかと。はないのかと。はないのかと。はないのかと。先先先先生は生は生は生は子子子子どもたどもたどもたどもたちちちちにににに向向向向き合うと、それき合うと、それき合うと、それき合うと、それ以外以外以外以外のいろいろなのいろいろなのいろいろなのいろいろな報報報報告告告告のののの仕仕仕仕事は事は事は事は先先先先生生生生

以外以外以外以外の人ができるの人ができるの人ができるの人ができる状態状態状態状態をつくるとか、そういうをつくるとか、そういうをつくるとか、そういうをつくるとか、そういう方方方方法もあろうかと思うのですけれども、そ法もあろうかと思うのですけれども、そ法もあろうかと思うのですけれども、そ法もあろうかと思うのですけれども、そ

のののの辺辺辺辺のののの取取取取りりりり組み組み組み組みはどうなのかと。それと、もう１はどうなのかと。それと、もう１はどうなのかと。それと、もう１はどうなのかと。それと、もう１点点点点は、３５人学は、３５人学は、３５人学は、３５人学級級級級ではあと５２人で、３ではあと５２人で、３ではあと５２人で、３ではあと５２人で、３

０人０人０人０人以下以下以下以下学学学学級級級級でも２７６人ということは、奈良県だけではなかなか大でも２７６人ということは、奈良県だけではなかなか大でも２７６人ということは、奈良県だけではなかなか大でも２７６人ということは、奈良県だけではなかなか大変変変変なことで、なことで、なことで、なことで、実実実実際際際際は、は、は、は、

政府政府政府政府が教職員の定が教職員の定が教職員の定が教職員の定数数数数をしっかりとをしっかりとをしっかりとをしっかりと見見見見直直直直すことがなくてはならないすことがなくてはならないすことがなくてはならないすことがなくてはならない課題課題課題課題だとだとだとだと私私私私も思います。も思います。も思います。も思います。

しかし、しかし、しかし、しかし、現状現状現状現状では、奈良では、奈良では、奈良では、奈良市市市市などではなどではなどではなどでは独独独独自自自自に小学に小学に小学に小学校校校校６年生まで３０人学６年生まで３０人学６年生まで３０人学６年生まで３０人学級級級級をををを実施実施実施実施をされをされをされをされ努力努力努力努力

もされています。しかし、もされています。しかし、もされています。しかし、もされています。しかし、問問問問題題題題は、は、は、は、市市市市単独単独単独単独でででで上上上上乗乗乗乗せをしている分につきましては、すせをしている分につきましては、すせをしている分につきましては、すせをしている分につきましては、すべべべべてててて

非非非非常勤講常勤講常勤講常勤講師師師師でででで賄賄賄賄うことになっていることで、うことになっていることで、うことになっていることで、うことになっていることで、講講講講師師師師のののの負担負担負担負担がががが非非非非常常常常に大きい。に大きい。に大きい。に大きい。労労労労働働働働条条条条件が件が件が件が悪悪悪悪くくくく

大大大大変変変変だというだというだというだという状況状況状況状況があることもがあることもがあることもがあることも改改改改善善善善をしていかないといけないをしていかないといけないをしていかないといけないをしていかないといけない課題課題課題課題だと思います。計だと思います。計だと思います。計だと思います。計画画画画的的的的

に、県として、今３５人学に、県として、今３５人学に、県として、今３５人学に、県として、今３５人学級級級級ということでありますが、進ということでありますが、進ということでありますが、進ということでありますが、進んんんんでいるでいるでいるでいる市町市町市町市町村の３０人学村の３０人学村の３０人学村の３０人学級級級級をををを

応援応援応援応援するという立場でするという立場でするという立場でするという立場でややややっていただきたいと申しっていただきたいと申しっていただきたいと申しっていただきたいと申し上上上上げげげげます。ます。ます。ます。

そのそのそのその点点点点につきましては、計につきましては、計につきましては、計につきましては、計画画画画的的的的にそのことを県にそのことを県にそのことを県にそのことを県独独独独自自自自でも進めていくでも進めていくでも進めていくでも進めていく考え考え考え考えがあるのかどうがあるのかどうがあるのかどうがあるのかどう

か。か。か。か。国国国国の定の定の定の定数数数数をををを待待待待ってからしかできないのかどうかもってからしかできないのかどうかもってからしかできないのかどうかもってからしかできないのかどうかも含含含含めて、おめて、おめて、おめて、お答答答答ええええいただきたいと思いいただきたいと思いいただきたいと思いいただきたいと思い

ます。ます。ます。ます。

○石井教職員課長○石井教職員課長○石井教職員課長○石井教職員課長 改改改改めておめておめておめてお答答答答ええええをさせていただきたいと思います。をさせていただきたいと思います。をさせていただきたいと思います。をさせていただきたいと思います。

具具具具体体体体的的的的なななな資料資料資料資料のののの減減減減少なり、また会議の少なり、また会議の少なり、また会議の少なり、また会議のややややりりりり方方方方のののの見見見見直直直直し等々についてのし等々についてのし等々についてのし等々についての取取取取りりりり組み組み組み組みというというというという形形形形

かと思いますけれども、そのかと思いますけれども、そのかと思いますけれども、そのかと思いますけれども、その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、先先先先ほどごほどごほどごほどご紹介紹介紹介紹介させていただきました学させていただきました学させていただきました学させていただきました学校校校校

業務業務業務業務改改改改善善善善のののの実実実実践践践践事例事例事例事例集集集集でででで多数取多数取多数取多数取りりりり上上上上げげげげているところでございます。なお、これをさらにているところでございます。なお、これをさらにているところでございます。なお、これをさらにているところでございます。なお、これをさらに普普普普
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及及及及するために、この中でこれはといった事例につきましてはするために、この中でこれはといった事例につきましてはするために、この中でこれはといった事例につきましてはするために、この中でこれはといった事例につきましては幅幅幅幅広にもう一度広にもう一度広にもう一度広にもう一度普普普普及及及及し、よりし、よりし、よりし、より

現現現現場で場で場で場で実実実実践践践践につながっていくにつながっていくにつながっていくにつながっていく形形形形になるようにになるようにになるようにになるように努努努努めてまいりたいと思うところでございます。めてまいりたいと思うところでございます。めてまいりたいと思うところでございます。めてまいりたいと思うところでございます。

もう１もう１もう１もう１点点点点の、３５人の、３５人の、３５人の、３５人以下以下以下以下学学学学級級級級等、等、等、等、市町市町市町市町村なり村なり村なり村なり独独独独自自自自でででで取取取取りりりり組ん組ん組ん組んでいるものなりをでいるものなりをでいるものなりをでいるものなりを踏踏踏踏ままままええええて、て、て、て、

県としてどうしていくのかという県としてどうしていくのかという県としてどうしていくのかという県としてどうしていくのかという点点点点かと思いますけれども、奈良県といたしましては、かと思いますけれども、奈良県といたしましては、かと思いますけれども、奈良県といたしましては、かと思いますけれども、奈良県といたしましては、先先先先

ほどのほどのほどのほどの答弁答弁答弁答弁でもでもでもでも触触触触れさせていただきましたけれど、れさせていただきましたけれど、れさせていただきましたけれど、れさせていただきましたけれど、ややややはりはりはりはり国国国国の法の法の法の法改改改改正なり、正なり、正なり、正なり、国国国国のののの措置措置措置措置なりなりなりなり

にににに追追追追随随随随しながら３５人しながら３５人しながら３５人しながら３５人以下以下以下以下学学学学級級級級、、、、国国国国とととと同同同同一一一一歩歩歩歩調調調調で進めてまいりたいとで進めてまいりたいとで進めてまいりたいとで進めてまいりたいと考え考え考え考えているところでているところでているところでているところで

ございます。ございます。ございます。ございます。以上以上以上以上でございます。でございます。でございます。でございます。

○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 わかりました。そのわかりました。そのわかりました。そのわかりました。その点点点点につきましては、県としてもにつきましては、県としてもにつきましては、県としてもにつきましては、県としても独独独独自自自自のののの対策対策対策対策をとってほしをとってほしをとってほしをとってほし

いと要いと要いと要いと要望望望望しておきたいと思います。しておきたいと思います。しておきたいと思います。しておきたいと思います。

最最最最後にもう１後にもう１後にもう１後にもう１点点点点、平城、平城、平城、平城宮宮宮宮跡跡跡跡のののの国国国国営営営営公公公公園園園園のののの世界世界世界世界遺遺遺遺産産産産についておについておについておについてお伺伺伺伺いしたいと思います。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。

今、今、今、今、世界世界世界世界遺遺遺遺産産産産である平城である平城である平城である平城宮宮宮宮跡跡跡跡をををを国国国国営営営営公公公公園園園園というというというという都都都都市市市市公公公公園園園園にしていくにしていくにしていくにしていく方向方向方向方向でででで整整整整備が進めら備が進めら備が進めら備が進めら

れております。このれております。このれております。このれております。この国国国国営営営営公公公公園園園園化化化化事業を事業を事業を事業を決決決決められたときに、大められたときに、大められたときに、大められたときに、大切切切切なななな地下地下地下地下埋蔵物埋蔵物埋蔵物埋蔵物のののの保保保保護護護護や発や発や発や発掘掘掘掘

調調調調査、査、査、査、研究研究研究研究について、について、について、について、観光対策観光対策観光対策観光対策としてのとしてのとしてのとしての面面面面から公から公から公から公園園園園化化化化されることで、大きなされることで、大きなされることで、大きなされることで、大きな変変変変貌貌貌貌をををを遂遂遂遂げげげげるるるる

ことになって、ことになって、ことになって、ことになって、果果果果たして本当にたして本当にたして本当にたして本当に世界世界世界世界遺遺遺遺産産産産のののの保保保保全ができるのかどうか全ができるのかどうか全ができるのかどうか全ができるのかどうか懸懸懸懸念念念念を表明をいたしてを表明をいたしてを表明をいたしてを表明をいたして

まいりました。まいりました。まいりました。まいりました。

現在現在現在現在行われております平城行われております平城行われております平城行われております平城宮宮宮宮跡跡跡跡内内内内のののの朝朝朝朝堂堂堂堂院院院院跡跡跡跡、４万５，０００平、４万５，０００平、４万５，０００平、４万５，０００平方メ方メ方メ方メーーーートルトルトルトルのののの埋埋埋埋め立てめ立てめ立てめ立て

舗装舗装舗装舗装工工工工事に事に事に事に対対対対しましては、しましては、しましては、しましては、市民市民市民市民、県、県、県、県民民民民、それ、それ、それ、それ以外以外以外以外に全に全に全に全国国国国、あるいは全、あるいは全、あるいは全、あるいは全世界世界世界世界からからからから多多多多くのくのくのくの反反反反対対対対

のののの意意意意見見見見が表明されまして、今、が表明されまして、今、が表明されまして、今、が表明されまして、今、署署署署名は３万４，０００名は３万４，０００名は３万４，０００名は３万４，０００筆筆筆筆をををを超超超超ええええるるるる状況状況状況状況になっているのですになっているのですになっているのですになっているのです

が、そこで、が、そこで、が、そこで、が、そこで、皆皆皆皆ささささんんんんがごがごがごがご心心心心配配配配なさっているのは、なさっているのは、なさっているのは、なさっているのは、舗装舗装舗装舗装によるによるによるによる地下水へ地下水へ地下水へ地下水へのののの影響影響影響影響はないのかとはないのかとはないのかとはないのかと

いういういういう点点点点であります。であります。であります。であります。文文文文化化化化庁庁庁庁や国土や国土や国土や国土交通交通交通交通省省省省へへへへ、、、、何何何何度も度も度も度も問問問問い合わせをしておりますけれども、い合わせをしておりますけれども、い合わせをしておりますけれども、い合わせをしておりますけれども、

そのことに関するきそのことに関するきそのことに関するきそのことに関するきちんちんちんちんとした安全であるというとした安全であるというとした安全であるというとした安全であるという資料資料資料資料はははは示示示示されていないされていないされていないされていない状況状況状況状況であります。であります。であります。であります。

現在現在現在現在、、、、工工工工事はさらに広がっておりまして、事はさらに広がっておりまして、事はさらに広がっておりまして、事はさらに広がっておりまして、舗装舗装舗装舗装にににに伴伴伴伴うううう調調調調整整整整池池池池のののの設置設置設置設置が進められております。が進められております。が進められております。が進められております。

調調調調整整整整池池池池のののの設置設置設置設置について、もともとについて、もともとについて、もともとについて、もともと文文文文化化化化庁庁庁庁がこのがこのがこのがこの工工工工事を許可するに当たっては、県の事を許可するに当たっては、県の事を許可するに当たっては、県の事を許可するに当たっては、県の指指指指導導導導でででで

発発発発掘掘掘掘調調調調査を行った査を行った査を行った査を行った上上上上でというでというでというでという条条条条件がついておりましたが、件がついておりましたが、件がついておりましたが、件がついておりましたが、工工工工法が法が法が法が変更変更変更変更をされまして、そのをされまして、そのをされまして、そのをされまして、その

調調調調査も行われずに、今進められている査も行われずに、今進められている査も行われずに、今進められている査も行われずに、今進められている状況状況状況状況になっております。になっております。になっております。になっております。

そのそのそのその工工工工事の事の事の事の現現現現場、この場、この場、この場、この間間間間見見見見に行ってまいりましたけれども、に行ってまいりましたけれども、に行ってまいりましたけれども、に行ってまいりましたけれども、調調調調整整整整池池池池がつくられる場所はがつくられる場所はがつくられる場所はがつくられる場所は

湿湿湿湿地帯地帯地帯地帯になっていて、になっていて、になっていて、になっていて、ヨヨヨヨシシシシとかとかとかとかアシアシアシアシとかとかとかとか水水水水生生生生植物植物植物植物がががが茂茂茂茂っております。関っております。関っております。関っております。関西西西西でもでもでもでも有数有数有数有数の２万の２万の２万の２万

羽羽羽羽ののののツツツツバメバメバメバメがががが集集集集まるまるまるまるツツツツバメバメバメバメののののねねねねぐぐぐぐらになっている場所だということです。らになっている場所だということです。らになっている場所だということです。らになっている場所だということです。多数多数多数多数のののの貴貴貴貴重重重重な野な野な野な野

鳥鳥鳥鳥もももも訪訪訪訪れている、れている、れている、れている、絶絶絶絶滅滅滅滅危危危危惧惧惧惧種種種種であるであるであるであるカカカカヤヤヤヤネネネネズズズズミミミミも生も生も生も生息息息息している場所で、している場所で、している場所で、している場所で、現現現現場を場を場を場を見見見見ましたら、ましたら、ましたら、ましたら、

森がありましたのに、その森がありましたのに、その森がありましたのに、その森がありましたのに、その樹樹樹樹木が木が木が木が刈刈刈刈りりりり取取取取られてしまって、とても野られてしまって、とても野られてしまって、とても野られてしまって、とても野鳥鳥鳥鳥ががががややややってこれないってこれないってこれないってこれない状状状状
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況況況況になっているとか、になっているとか、になっているとか、になっているとか、ツツツツバメバメバメバメは本当には本当には本当には本当に来来来来るのだろうか、そのるのだろうか、そのるのだろうか、そのるのだろうか、そのヨヨヨヨシシシシの原ももうの原ももうの原ももうの原ももう刈刈刈刈りりりり取取取取られてられてられてられて

いるいるいるいる状況状況状況状況になっていることで、になっていることで、になっていることで、になっていることで、環境環境環境環境というというというという点点点点からからからから見見見見てててて破壊破壊破壊破壊が進が進が進が進んんんんでいるでいるでいるでいる状況状況状況状況でありました。でありました。でありました。でありました。

さらに、さらに、さらに、さらに、国土国土国土国土交通交通交通交通省省省省の計の計の計の計画画画画をおをおをおをお伺伺伺伺いしている中で、もういしている中で、もういしている中で、もういしている中で、もう既既既既にににに設設設設計の計の計の計の発発発発注注注注をされているそをされているそをされているそをされているそ

うですが、うですが、うですが、うですが、朝朝朝朝堂堂堂堂院院院院跡跡跡跡のののの埋埋埋埋め立てたあたりにあずまめ立てたあたりにあずまめ立てたあたりにあずまめ立てたあたりにあずまややややとかとかとかとか恒恒恒恒久久久久的的的的ななななトイトイトイトイレレレレをををを設置設置設置設置することもすることもすることもすることも

あるそうです。あるそうです。あるそうです。あるそうです。

平城平城平城平城宮宮宮宮跡跡跡跡はははは世界世界世界世界遺遺遺遺産産産産にににに認認認認定をされました。そのときに、定をされました。そのときに、定をされました。そのときに、定をされました。そのときに、現現現現代代代代的的的的なななな建物建物建物建物をををを新新新新たにそのたにそのたにそのたにそのココココアアアア

の部分にの部分にの部分にの部分に建建建建てることはてることはてることはてることは認認認認められないことになっているはずなのに、なめられないことになっているはずなのに、なめられないことになっているはずなのに、なめられないことになっているはずなのに、なぜぜぜぜ中中中中心的心的心的心的な部分にそな部分にそな部分にそな部分にそ

うしたものがうしたものがうしたものがうしたものが建建建建てられるのか大てられるのか大てられるのか大てられるのか大変変変変疑疑疑疑問問問問ですしですしですしですし驚驚驚驚いております。こういう事いております。こういう事いております。こういう事いております。こういう事態態態態がががが次次次次々と々と々と々と起起起起ここここ

ってくるってくるってくるってくる背景背景背景背景にはにはにはには何何何何があるのかがあるのかがあるのかがあるのか問問問問われると思うのですけれども、われると思うのですけれども、われると思うのですけれども、われると思うのですけれども、自自自自然然然然やややや歴歴歴歴史、史、史、史、環境環境環境環境をををを含含含含めめめめ

て、平城て、平城て、平城て、平城宮宮宮宮跡跡跡跡のののの保保保保護護護護すすすすべべべべきききき価価価価値値値値を明を明を明を明確確確確にしたにしたにしたにした上上上上で、で、で、で、現状現状現状現状のののの変更変更変更変更ののののルルルルーーーールルルルをきをきをきをきちんちんちんちんと定めてと定めてと定めてと定めて

保保保保護護護護管理計管理計管理計管理計画画画画をつくることがどうしてもをつくることがどうしてもをつくることがどうしてもをつくることがどうしても必必必必要であると思いますが、今、それがき要であると思いますが、今、それがき要であると思いますが、今、それがき要であると思いますが、今、それがきちんちんちんちんとしとしとしとし

ていないていないていないていない点点点点にににに問問問問題題題題があると思います。があると思います。があると思います。があると思います。文文文文化化化化庁庁庁庁は、奈良県にそういう計は、奈良県にそういう計は、奈良県にそういう計は、奈良県にそういう計画画画画をををを策策策策定するように定するように定するように定するように

求求求求めていると思うのですけれども、県はこのめていると思うのですけれども、県はこのめていると思うのですけれども、県はこのめていると思うのですけれども、県はこの点点点点どうどうどうどう考え考え考え考えていらっしていらっしていらっしていらっしゃゃゃゃるのか。奈良県と奈るのか。奈良県と奈るのか。奈良県と奈るのか。奈良県と奈

良良良良市市市市は、は、は、は、世界世界世界世界遺遺遺遺産産産産をををを守守守守るるるる責任責任責任責任があると思うのですけれども、そのがあると思うのですけれども、そのがあると思うのですけれども、そのがあると思うのですけれども、その点点点点はどのようにおはどのようにおはどのようにおはどのようにお考え考え考え考えにににに

なっているのかおなっているのかおなっているのかおなっ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。

○小槻文化財保存課長○小槻文化財保存課長○小槻文化財保存課長○小槻文化財保存課長 山村委員から、平城山村委員から、平城山村委員から、平城山村委員から、平城宮宮宮宮跡跡跡跡のののの整整整整備についてのお備についてのお備についてのお備についてのお尋ね尋ね尋ね尋ねでありますが、でありますが、でありますが、でありますが、

まず、この平城まず、この平城まず、この平城まず、この平城宮宮宮宮跡跡跡跡歴歴歴歴史公史公史公史公園園園園のののの整整整整備につきましては、まず備につきましては、まず備につきましては、まず備につきましては、まず整整整整理をいたしますと、理をいたしますと、理をいたしますと、理をいたしますと、国土国土国土国土交通交通交通交通

省省省省がががが整整整整備を行うものであること。そして、備を行うものであること。そして、備を行うものであること。そして、備を行うものであること。そして、整整整整備に当たって、備に当たって、備に当たって、備に当たって、文文文文化財保化財保化財保化財保護護護護のののの観観観観点点点点からからからから必必必必要な要な要な要な

事事事事項項項項につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、国土国土国土国土交通交通交通交通省省省省がががが文文文文化化化化庁庁庁庁のののの同同同同意意意意をををを得得得得ることになっております。そのることになっております。そのることになっております。そのることになっております。その上上上上で、で、で、で、

ごごごご指摘指摘指摘指摘のことに関してでありますが、あずまのことに関してでありますが、あずまのことに関してでありますが、あずまのことに関してでありますが、あずまやややや等の等の等の等の整整整整備につきましては、平成２５年度に備につきましては、平成２５年度に備につきましては、平成２５年度に備につきましては、平成２５年度に

国土国土国土国土交通交通交通交通省省省省がががが設置設置設置設置を計を計を計を計画画画画しているとしているとしているとしていると聞聞聞聞いているものの、いているものの、いているものの、いているものの、詳詳詳詳細細細細につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、現現現現時時時時点点点点ではではではでは

承知をしておりませ承知をしておりませ承知をしておりませ承知をしておりませんんんん。今後、。今後、。今後、。今後、設設設設計計計計内容内容内容内容が明らかになったが明らかになったが明らかになったが明らかになった段段段段階階階階で、で、で、で、現状現状現状現状変更変更変更変更に係るに係るに係るに係る協協協協議等議等議等議等

のののの手続手続手続手続がががが文文文文化化化化庁庁庁庁及び及び及び及び県になされるという県になされるという県になされるという県になされるという手手手手順であると順であると順であると順である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。以上以上以上以上です。です。です。です。

○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 今のお今のお今のお今のお答答答答ええええですと、ですと、ですと、ですと、国土国土国土国土交通交通交通交通省省省省がががが整整整整備をして、備をして、備をして、備をして、文文文文化化化化庁庁庁庁が許可をするというこが許可をするというこが許可をするというこが許可をするというこ

となので、となので、となので、となので、保保保保全管理全管理全管理全管理責任責任責任責任はははは文文文文化化化化庁庁庁庁にあるということなのでしょうか。奈良県とにあるということなのでしょうか。奈良県とにあるということなのでしょうか。奈良県とにあるということなのでしょうか。奈良県と文文文文化化化化庁庁庁庁、、、、国国国国

土土土土交通交通交通交通省省省省、奈良、奈良、奈良、奈良市市市市、それから、それから、それから、それから文文文文化財化財化財化財研究研究研究研究所の５者と所の５者と所の５者と所の５者と有有有有識識識識者の関係者の会議が者の関係者の会議が者の関係者の会議が者の関係者の会議が持持持持たれて、管たれて、管たれて、管たれて、管

理理理理運運運運営営営営についてごについてごについてごについてご相談相談相談相談なされていると思うのですけれども、そういう中で、奈良県がなされていると思うのですけれども、そういう中で、奈良県がなされていると思うのですけれども、そういう中で、奈良県がなされていると思うのですけれども、そういう中で、奈良県が保保保保全全全全

管理計管理計管理計管理計画画画画をををを持持持持つつつつべべべべきではないかということになっていると、理きではないかということになっていると、理きではないかということになっていると、理きではないかということになっていると、理解解解解しているのですけれども、しているのですけれども、しているのですけれども、しているのですけれども、

そのそのそのその点点点点についてどうなのでしょうか。についてどうなのでしょうか。についてどうなのでしょうか。についてどうなのでしょうか。

○小槻文化財保存課長○小槻文化財保存課長○小槻文化財保存課長○小槻文化財保存課長 平城平城平城平城宮宮宮宮跡跡跡跡につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、既既既既に大部分がに大部分がに大部分がに大部分が国有地国有地国有地国有地となっております。となっております。となっております。となっております。
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平成２０年度に平成２０年度に平成２０年度に平成２０年度に文文文文化化化化庁庁庁庁及び国土及び国土及び国土及び国土交通交通交通交通省省省省によりましてによりましてによりましてによりまして適適適適正に正に正に正に作作作作成された成された成された成された整整整整備計備計備計備計画画画画に基づいてに基づいてに基づいてに基づいて

整整整整備備備備工工工工事が事が事が事が国国国国により進められているところです。その進により進められているところです。その進により進められているところです。その進により進められているところです。その進捗捗捗捗等につきましては、等につきましては、等につきましては、等につきましては、先先先先ほど委員ほど委員ほど委員ほど委員

がおっしがおっしがおっしがおっしゃゃゃゃいましたように、県の関係各部いましたように、県の関係各部いましたように、県の関係各部いましたように、県の関係各部局局局局、奈良、奈良、奈良、奈良市市市市、、、、文文文文化化化化庁庁庁庁、、、、国土国土国土国土交通交通交通交通省省省省、奈良、奈良、奈良、奈良文文文文化財化財化財化財

研究研究研究研究所から成る平城所から成る平城所から成る平城所から成る平城宮宮宮宮跡跡跡跡保存保存保存保存活活活活用用用用連絡連絡連絡連絡協協協協議会において連絡議会において連絡議会において連絡議会において連絡調調調調整整整整をををを図図図図っているところでありっているところでありっているところでありっているところであり

ます。ます。ます。ます。

保存保存保存保存管理計管理計管理計管理計画画画画の基本の基本の基本の基本的的的的なななな骨骨骨骨子子子子につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、既既既既に平成２０年のに平成２０年のに平成２０年のに平成２０年の整整整整備計備計備計備計画画画画にあわせてにあわせてにあわせてにあわせて示示示示

されており、されており、されており、されており、具具具具体体体体的的的的なななな課題課題課題課題がががが発発発発生した場合には、生した場合には、生した場合には、生した場合には、先先先先ほどの５者でほどの５者でほどの５者でほどの５者で構構構構成される連絡成される連絡成される連絡成される連絡協協協協議会の議会の議会の議会の

場でも場でも場でも場でも協協協協議することになっておりまして、議することになっておりまして、議することになっておりまして、議することになっておりまして、実質実質実質実質としてとしてとしてとして適適適適正な正な正な正な保存保存保存保存管理を行っていけるもの管理を行っていけるもの管理を行っていけるもの管理を行っていけるもの

ととと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。以上以上以上以上です。です。です。です。

○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 実質実質実質実質としてとしてとしてとして適適適適正な正な正な正な保存保存保存保存管理が行われていると管理が行われていると管理が行われていると管理が行われていると認認認認識識識識をなさっているということをなさっているということをなさっているということをなさっているということ

ですが、今ですが、今ですが、今ですが、今起起起起こっている事こっている事こっている事こっている事態態態態は、は、は、は、適適適適正な正な正な正な保存保存保存保存がなされているがなされているがなされているがなされている状況状況状況状況ではないと思います。ではないと思います。ではないと思います。ではないと思います。住住住住

民民民民のののの多多多多くもそのようなくもそのようなくもそのようなくもそのような疑疑疑疑問問問問をををを持持持持っているのがっているのがっているのがっているのが実実実実態態態態だと思うのです。だと思うのです。だと思うのです。だと思うのです。

そういうことからそういうことからそういうことからそういうことから見見見見て、今のて、今のて、今のて、今の状態状態状態状態、管理、今の、管理、今の、管理、今の、管理、今の状況状況状況状況について、その５者でについて、その５者でについて、その５者でについて、その５者で改改改改めてめてめてめて話話話話し合し合し合し合

いをされるとか、あるいは、そのいをされるとか、あるいは、そのいをされるとか、あるいは、そのいをされるとか、あるいは、その保存保存保存保存管理計管理計管理計管理計画画画画に基づいてどういうに基づいてどういうに基づいてどういうに基づいてどういう点点点点がががが問問問問題題題題なのかをきなのかをきなのかをきなのかをきちちちち

んんんんとととと検検検検証証証証されるとかがされるとかがされるとかがされるとかが必必必必要であると思うのですけれども、それはいかがなのでしょうか。要であると思うのですけれども、それはいかがなのでしょうか。要であると思うのですけれども、それはいかがなのでしょうか。要であると思うのですけれども、それはいかがなのでしょうか。

○小槻文化財保存課長○小槻文化財保存課長○小槻文化財保存課長○小槻文化財保存課長 先先先先ほどほどほどほど言言言言いましたように、管理計いましたように、管理計いましたように、管理計いましたように、管理計画画画画というものは、基本史というものは、基本史というものは、基本史というものは、基本史跡跡跡跡等の等の等の等の

ううううち民有地ち民有地ち民有地ち民有地がががが多多多多くくくく含含含含まれているものにまれているものにまれているものにまれているものに作作作作成をするとことでありまして、大部分が成をするとことでありまして、大部分が成をするとことでありまして、大部分が成をするとことでありまして、大部分が国有地国有地国有地国有地でででで

あります。しかも、特別史あります。しかも、特別史あります。しかも、特別史あります。しかも、特別史跡跡跡跡としてとしてとしてとして国国国国がががが実質的実質的実質的実質的に管理をしているということであります。に管理をしているということであります。に管理をしているということであります。に管理をしているということであります。

計計計計画画画画があったとしても、があったとしても、があったとしても、があったとしても、仮仮仮仮に、どうに、どうに、どうに、どう適適適適用用用用していくかが大していくかが大していくかが大していくかが大切切切切でありますので、でありますので、でありますので、でありますので、先先先先ほどの会議、ほどの会議、ほどの会議、ほどの会議、

あるいはあるいはあるいはあるいは文文文文化財保化財保化財保化財保護護護護のののの担担担担当としましては、当としましては、当としましては、当としましては、現状現状現状現状変更変更変更変更等の等の等の等の手続手続手続手続の中で関の中で関の中で関の中で関与与与与していくものとしていくものとしていくものとしていくものと考考考考

ええええております。ております。ております。ております。以上以上以上以上です。です。です。です。

○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 本当に本当に本当に本当に保保保保全がき全がき全がき全がきちんちんちんちんとできるのかどうかとできるのかどうかとできるのかどうかとできるのかどうか問問問問題題題題がががが起起起起こったときに、奈良県がどこったときに、奈良県がどこったときに、奈良県がどこったときに、奈良県がど

ういうういうういうういう役割役割役割役割をををを果果果果たしてくれるのかが一たしてくれるのかが一たしてくれるのかが一たしてくれるのかが一番問番問番問番問いたいところであるのですけれども、今のおいたいところであるのですけれども、今のおいたいところであるのですけれども、今のおいたいところであるのですけれども、今のお答答答答

ええええはははは納納納納得得得得しかしかしかしかねねねねるところもあるのですけれども、このるところもあるのですけれども、このるところもあるのですけれども、このるところもあるのですけれども、この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改改改改めてまた知事にめてまた知事にめてまた知事にめてまた知事に

もおもおもおもお聞聞聞聞きしたいと思います。きしたいと思います。きしたいと思います。きしたいと思います。

○田中委員長○田中委員長○田中委員長○田中委員長 先先先先ほどのほどのほどのほどの答弁答弁答弁答弁の中で、浅川委員の関係のの中で、浅川委員の関係のの中で、浅川委員の関係のの中で、浅川委員の関係の文言文言文言文言がありましたので、このがありましたので、このがありましたので、このがありましたので、この際際際際、、、、

浅川委員に浅川委員に浅川委員に浅川委員に発発発発言言言言を許します。を許します。を許します。を許します。

○浅川委員○浅川委員○浅川委員○浅川委員 委員長のお委員長のお委員長のお委員長のお取取取取り計らいで、り計らいで、り計らいで、り計らいで、質質質質問問問問させていただきます。させていただきます。させていただきます。させていただきます。

きのう一般きのう一般きのう一般きのう一般質質質質問問問問で、職員で、職員で、職員で、職員給与削減給与削減給与削減給与削減について知事にただしたところでありますが、いささについて知事にただしたところでありますが、いささについて知事にただしたところでありますが、いささについて知事にただしたところでありますが、いささ

かかかか不不不不完完完完全全全全燃焼燃焼燃焼燃焼もありまして、この場でまたもありまして、この場でまたもありまして、この場でまたもありまして、この場でまた再再再再度度度度質質質質問問問問をさせていただきたいと思います。をさせていただきたいと思います。をさせていただきたいと思います。をさせていただきたいと思います。
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公務員が公務員が公務員が公務員が潤潤潤潤ってってってってぜぜぜぜいたくしているのに、いたくしているのに、いたくしているのに、いたくしているのに、庶庶庶庶民民民民が生活にが生活にが生活にが生活に苦苦苦苦ししししんんんんでいる、こでいる、こでいる、こでいる、こんんんんなななな国国国国はもってはもってはもってはもって

のほかだと思うのです。このほかだと思うのです。このほかだと思うのです。このほかだと思うのです。こんんんんなななな国国国国はははは必必必必ずずずず破破破破綻綻綻綻するだろうし、するだろうし、するだろうし、するだろうし、ギリシギリシギリシギリシャャャャの例をの例をの例をの例を見見見見ても明らかても明らかても明らかても明らか

で、本当にそうなってはいけないと思っております。で、本当にそうなってはいけないと思っております。で、本当にそうなってはいけないと思っております。で、本当にそうなってはいけないと思っております。

民民民民間間間間とのとのとのとの格格格格差差差差、これもいろいろ、これもいろいろ、これもいろいろ、これもいろいろ言言言言われておりますが、われておりますが、われておりますが、われておりますが、調調調調べべべべたところでは、たところでは、たところでは、たところでは、ちちちちょっと前のょっと前のょっと前のょっと前の

デデデデーーーータタタタですけれど、奈良県ですけれど、奈良県ですけれど、奈良県ですけれど、奈良県庁庁庁庁の職員の平の職員の平の職員の平の職員の平均均均均報報報報酬酬酬酬というのは７８０万円というのは７８０万円というのは７８０万円というのは７８０万円ぐぐぐぐらいであったと思らいであったと思らいであったと思らいであったと思

うのです。今、うのです。今、うのです。今、うのです。今、国民国民国民国民の一般の一般の一般の一般給与給与給与給与はどれはどれはどれはどれぐぐぐぐらいなのか、らいなのか、らいなのか、らいなのか、報報報報酬酬酬酬はどれはどれはどれはどれぐぐぐぐらいなのか、これも定らいなのか、これも定らいなのか、これも定らいなのか、これも定

かなかなかなかなデデデデーーーータタタタはなさそうに思いますが、はなさそうに思いますが、はなさそうに思いますが、はなさそうに思いますが、恐恐恐恐らく４５０万円をらく４５０万円をらく４５０万円をらく４５０万円を切切切切っていると思うのです。４０っていると思うのです。４０っていると思うのです。４０っていると思うのです。４０

０万円前後だという、小さい奈良県の場合はするのです。それほど０万円前後だという、小さい奈良県の場合はするのです。それほど０万円前後だという、小さい奈良県の場合はするのです。それほど０万円前後だという、小さい奈良県の場合はするのです。それほど格格格格差差差差があるということがあるということがあるということがあるということ

なのです。なのです。なのです。なのです。

ですから、山村委員がですから、山村委員がですから、山村委員がですから、山村委員が言言言言われたわれたわれたわれた意意意意見見見見と、と、と、と、意意意意見見見見はまるっきり正はまるっきり正はまるっきり正はまるっきり正反反反反対対対対で、日本で、日本で、日本で、日本共産共産共産共産党党党党ととととみんみんみんみん

なのなのなのなの党党党党のののの違違違違いあるかわかりませいあるかわかりませいあるかわかりませいあるかわかりませんんんん。こういう。こういう。こういう。こういう意意意意見見見見がある中、知事はどうかがある中、知事はどうかがある中、知事はどうかがある中、知事はどうかじ取じ取じ取じ取りをされてりをされてりをされてりをされて

いくのだろうと思うのですが。知事が提出議案説明のときにいくのだろうと思うのですが。知事が提出議案説明のときにいくのだろうと思うのですが。知事が提出議案説明のときにいくのだろうと思うのですが。知事が提出議案説明のときに言言言言われたことは、職員のわれたことは、職員のわれたことは、職員のわれたことは、職員の給与給与給与給与

削減削減削減削減の要の要の要の要請請請請とともにとともにとともにとともに地方地方地方地方交付交付交付交付税税税税のののの削減削減削減削減が行われたことから、が行われたことから、が行われたことから、が行われたことから、財政財政財政財政調調調調整整整整基基基基金金金金を６２億円を６２億円を６２億円を６２億円取取取取りりりり

崩崩崩崩すことといたしましたと。すことといたしましたと。すことといたしましたと。すことといたしましたと。取取取取りりりり崩崩崩崩すのだとすのだとすのだとすのだと言言言言われて、われて、われて、われて、実実実実ははははびびびびっくりしたのです。というっくりしたのです。というっくりしたのです。というっくりしたのです。という

のも、もともとのも、もともとのも、もともとのも、もともと閣閣閣閣議議議議決決決決定で、定で、定で、定で、麻麻麻麻生生生生財財財財務大務大務大務大臣臣臣臣も、とにかく７．８％、も、とにかく７．８％、も、とにかく７．８％、も、とにかく７．８％、地方地方地方地方公務員も公務員も公務員も公務員も下下下下げげげげてくてくてくてく

れとれとれとれと言言言言われてたわけわれてたわけわれてたわけわれてたわけじじじじゃゃゃゃないですか。それで事は進ないですか。それで事は進ないですか。それで事は進ないですか。それで事は進んんんんで、で、で、で、実実実実際際際際に全に全に全に全国国国国知事会とか、そうい知事会とか、そうい知事会とか、そうい知事会とか、そうい

う場でもいろいろなう場でもいろいろなう場でもいろいろなう場でもいろいろな話話話話がある中、４月からということで、もともと６，０００億円をもくがある中、４月からということで、もともと６，０００億円をもくがある中、４月からということで、もともと６，０００億円をもくがある中、４月からということで、もともと６，０００億円をもく

ろろろろんんんんでいたところ、７月からでいいでいたところ、７月からでいいでいたところ、７月からでいいでいたところ、７月からでいいじじじじゃゃゃゃないかと、それで４，０００億円にないかと、それで４，０００億円にないかと、それで４，０００億円にないかと、それで４，０００億円に下下下下がったといがったといがったといがったとい

うううう折折折折り合いがついたというり合いがついたというり合いがついたというり合いがついたという話話話話ももももメメメメデデデディアィアィアィアでででで報報報報道されていましたし、そ道されていましたし、そ道されていましたし、そ道されていましたし、そんんんんなことが１月のなことが１月のなことが１月のなことが１月の半半半半

ばばばばにににに既既既既にににに決決決決まっていたと思うのです。まっていたと思うのです。まっていたと思うのです。まっていたと思うのです。共共共共同同同同通通通通信社信社信社信社ののののアンアンアンアンケケケケーーーートトトトが２月のが２月のが２月のが２月の半ば半ば半ば半ばにあったとにあったとにあったとにあったと聞聞聞聞

いていますが、そこで知事は、職員のいていますが、そこで知事は、職員のいていますが、そこで知事は、職員のいていますが、そこで知事は、職員の給与給与給与給与ををををカカカカットットットットすることを明することを明することを明することを明言言言言されたということなのされたということなのされたということなのされたということなの

です。それで、です。それで、です。それで、です。それで、非非非非常常常常に知事はに知事はに知事はに知事は英英英英断断断断されたと思っていたのが、開会日のされたと思っていたのが、開会日のされたと思っていたのが、開会日のされたと思っていたのが、開会日の趣趣趣趣旨旨旨旨説明の中でこの説明の中でこの説明の中でこの説明の中でこの

ようなことがあったので、一体どうなのだろうと、一般ようなことがあったので、一体どうなのだろうと、一般ようなことがあったので、一体どうなのだろうと、一般ようなことがあったので、一体どうなのだろうと、一般質質質質問問問問をさせてもらった。をさせてもらった。をさせてもらった。をさせてもらった。

要するに基要するに基要するに基要するに基金金金金６２億円の６２億円の６２億円の６２億円の根根根根拠拠拠拠です。です。です。です。実実実実際際際際、県の職員の、県の職員の、県の職員の、県の職員の給与給与給与給与を７．８％を７．８％を７．８％を７．８％下下下下げげげげることになるることになるることになるることになる

と、それが６２億円にと、それが６２億円にと、それが６２億円にと、それが６２億円に相相相相当するということなのでしょうか。そのことを説明いただきたい当するということなのでしょうか。そのことを説明いただきたい当するということなのでしょうか。そのことを説明いただきたい当するということなのでしょうか。そのことを説明いただきたい

と思うのですが、どうでしょうか。と思うのですが、どうでしょうか。と思うのですが、どうでしょうか。と思うのですが、どうでしょうか。

○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 国国国国とととと同同同同様様様様のののの措置措置措置措置をををを講じ講じ講じ講じていけていけていけていけばばばば６２億円の６２億円の６２億円の６２億円の相相相相当分がい当分がい当分がい当分がい

わわわわゆゆゆゆるるるるカカカカットットットットになってくるということになります。になってくるということになります。になってくるということになります。になってくるということになります。

○浅川委員○浅川委員○浅川委員○浅川委員 実実実実際際際際、きのう、知事は、きのう、知事は、きのう、知事は、きのう、知事はカカカカットットットットされるとされるとされるとされると言言言言われました。ただ、どれわれました。ただ、どれわれました。ただ、どれわれました。ただ、どれぐぐぐぐらいらいらいらいカカカカッッッッ

トトトトされるかは明されるかは明されるかは明されるかは明言言言言されなかったのですされなかったのですされなかったのですされなかったのですねねねね。。。。実実実実際際際際７．８％を７．８％を７．８％を７．８％を削減削減削減削減するということになると、するということになると、するということになると、するということになると、
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じじじじゃゃゃゃあ、この基あ、この基あ、この基あ、この基金金金金の６２億円はの６２億円はの６２億円はの６２億円は取取取取りりりり崩崩崩崩さなくてもいいということなのでしょうか。そのさなくてもいいということなのでしょうか。そのさなくてもいいということなのでしょうか。そのさなくてもいいということなのでしょうか。その辺辺辺辺

がよくわからない。説明いただけませがよくわからない。説明いただけませがよくわからない。説明いただけませがよくわからない。説明いただけませんんんんか。か。か。か。

○西川財政課長○西川財政課長○西川財政課長○西川財政課長 給与給与給与給与のののの減額減額減額減額のことでございますが、今後どの程度のことでございますが、今後どの程度のことでございますが、今後どの程度のことでございますが、今後どの程度減額減額減額減額するかをするかをするかをするかを組組組組合等と合等と合等と合等と

も交も交も交も交渉渉渉渉されて、されて、されて、されて、最終的最終的最終的最終的にににに決決決決定した定した定した定した上上上上で、当で、当で、当で、当然然然然減額減額減額減額をすることになれをすることになれをすることになれをすることになればばばば条条条条例等も例等も例等も例等も必必必必要になろ要になろ要になろ要になろ

うかと思います。それについてはうかと思います。それについてはうかと思います。それについてはうかと思います。それについては改改改改めて議会でおめて議会でおめて議会でおめて議会でお諮諮諮諮りすることになると思いますが、そのりすることになると思いますが、そのりすることになると思いますが、そのりすることになると思いますが、その

際際際際にはそれににはそれににはそれににはそれに相相相相当します補正予算もまた提案させていただくことになろうかと思いますが、当します補正予算もまた提案させていただくことになろうかと思いますが、当します補正予算もまた提案させていただくことになろうかと思いますが、当します補正予算もまた提案させていただくことになろうかと思いますが、

その場合、そのその場合、そのその場合、そのその場合、その額額額額にににに見見見見合った分については補正予算で合った分については補正予算で合った分については補正予算で合った分については補正予算で改改改改めて基めて基めて基めて基金金金金のののの調調調調整整整整等の等の等の等の対対対対応応応応もするこもするこもするこもするこ

とになろうかと思います。とになろうかと思います。とになろうかと思います。とになろうかと思います。以上以上以上以上でございます。でございます。でございます。でございます。

○浅川委員○浅川委員○浅川委員○浅川委員 では、この基では、この基では、この基では、この基金金金金は、職員のは、職員のは、職員のは、職員の皆皆皆皆ささささんんんんのののの給与給与給与給与のののの削減削減削減削減する分を、する分を、する分を、する分を、国国国国では７．８％とでは７．８％とでは７．８％とでは７．８％と

言言言言っているけれども、職員のっているけれども、職員のっているけれども、職員のっているけれども、職員の皆皆皆皆ささささんんんんのことをのことをのことをのことを考え考え考え考えて、その分に基て、その分に基て、その分に基て、その分に基金金金金をををを使使使使おうということにおうということにおうということにおうということに

なりますよなりますよなりますよなりますよねねねね。。。。

○西川財政課長○西川財政課長○西川財政課長○西川財政課長 平成２５年度の当初予算の編成の平成２５年度の当初予算の編成の平成２５年度の当初予算の編成の平成２５年度の当初予算の編成の段段段段階階階階におきましては、まずにおきましては、まずにおきましては、まずにおきましては、まず国国国国から交付から交付から交付から交付

されますされますされますされます地方地方地方地方交付交付交付交付税税税税、こ、こ、こ、こちちちちらにつきましては、らにつきましては、らにつきましては、らにつきましては、国国国国から要から要から要から要請請請請されておりますされておりますされておりますされております給与給与給与給与のののの減額減額減額減額といといといとい

うううう措置措置措置措置をををを地方地方地方地方がががが講じ講じ講じ講じたことを前提としてたことを前提としてたことを前提としてたことを前提として地方地方地方地方交付交付交付交付税税税税が算定されておりますので、その分のが算定されておりますので、その分のが算定されておりますので、その分のが算定されておりますので、その分の

地方地方地方地方交付交付交付交付税税税税は当は当は当は当然然然然減減減減ったったったった状態状態状態状態になっております。一になっております。一になっております。一になっております。一方方方方で、県の予算につきましては、で、県の予算につきましては、で、県の予算につきましては、で、県の予算につきましては、先先先先ほほほほ

どどどど来来来来申し申し申し申し上上上上げげげげていますように、ていますように、ていますように、ていますように、現現現現時時時時点点点点ではではではでは減額減額減額減額しないしないしないしない状態状態状態状態のののの給与費給与費給与費給与費を予算を予算を予算を予算上上上上計計計計上上上上しておりしておりしておりしており

ますので、その分につきまして基ますので、その分につきまして基ますので、その分につきまして基ますので、その分につきまして基金金金金のののの取取取取りりりり崩崩崩崩しでしでしでしで対対対対応応応応させていただいたということでござさせていただいたということでござさせていただいたということでござさせていただいたということでござ

います。います。います。います。以上以上以上以上でございます。でございます。でございます。でございます。

○浅川委員○浅川委員○浅川委員○浅川委員 申し申し申し申し上上上上げげげげたいことは、県たいことは、県たいことは、県たいことは、県民民民民ササササーーーービビビビスをスをスをスを損損損損なってはならない。一なってはならない。一なってはならない。一なってはならない。一番番番番県が県が県が県が考え考え考え考えるるるる

べべべべきことは、県きことは、県きことは、県きことは、県民民民民にににに対対対対するするするするササササーーーービビビビスです。これが大事なスです。これが大事なスです。これが大事なスです。これが大事な点点点点。しかも、ラス。しかも、ラス。しかも、ラス。しかも、ラスパイパイパイパイレレレレス１０８．ス１０８．ス１０８．ス１０８．

８です。８です。８です。８です。高高高高いことははっきりしているわけであって、いことははっきりしているわけであって、いことははっきりしているわけであって、いことははっきりしているわけであって、実実実実際際際際８．８８．８８．８８．８高高高高かったら８．８かったら８．８かったら８．８かったら８．８下下下下げげげげろろろろ

というというというという話話話話になるわけ。そういうこともになるわけ。そういうこともになるわけ。そういうこともになるわけ。そういうことも考え考え考え考え合わせて、せっかく予算もついたわけですから、合わせて、せっかく予算もついたわけですから、合わせて、せっかく予算もついたわけですから、合わせて、せっかく予算もついたわけですから、

それが県それが県それが県それが県民民民民ササササーーーービビビビスをスをスをスを削削削削るようなことであってはならない。職員のるようなことであってはならない。職員のるようなことであってはならない。職員のるようなことであってはならない。職員の給与給与給与給与をををを守守守守るために県るために県るために県るために県民民民民

ササササーーーービビビビスがスがスがスが減減減減ることはあってはならないと思うのです。そういうことにはならないのですることはあってはならないと思うのです。そういうことにはならないのですることはあってはならないと思うのです。そういうことにはならないのですることはあってはならないと思うのです。そういうことにはならないのです

ねねねね。そこがよくわからない。。そこがよくわからない。。そこがよくわからない。。そこがよくわからない。

○西川財政課長○西川財政課長○西川財政課長○西川財政課長 浅川委員のご浅川委員のご浅川委員のご浅川委員のご質質質質問問問問のののの趣趣趣趣旨旨旨旨からしますと、今回、職員のからしますと、今回、職員のからしますと、今回、職員のからしますと、今回、職員の給与給与給与給与をををを減額減額減額減額しない、しない、しない、しない、

そのためにそのためにそのためにそのために他他他他ののののササササーーーービビビビスをスをスをスを削削削削ったということはないかということでございますが、そのよったということはないかということでございますが、そのよったということはないかということでございますが、そのよったということはないかということでございますが、そのよ

うなことはうなことはうなことはうなことはややややっておりませっておりませっておりませっておりませんんんん。。。。以上以上以上以上でございます。でございます。でございます。でございます。

○浅川委員○浅川委員○浅川委員○浅川委員 いずれにしても、職員のいずれにしても、職員のいずれにしても、職員のいずれにしても、職員の給与給与給与給与をどのようにをどのようにをどのようにをどのように考え考え考え考えられているのか、これは知事られているのか、これは知事られているのか、これは知事られているのか、これは知事

のののの答答答答ええええが出てからのが出てからのが出てからのが出てからの話話話話だと思いますし、もだと思いますし、もだと思いますし、もだと思いますし、もちちちちろろろろんんんん決決決決算が算が算が算が終終終終わってからということになるかわってからということになるかわってからということになるかわってからということになるか
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もわかりませもわかりませもわかりませもわかりませんんんんけれど、けれど、けれど、けれど、財政財政財政財政はそはそはそはそんんんんなになになになに詳詳詳詳しくないけれども、県しくないけれども、県しくないけれども、県しくないけれども、県民民民民のののの皆皆皆皆ささささんんんんがそうがそうがそうがそう感じ感じ感じ感じるるるる

と思うのです。と思うのです。と思うのです。と思うのです。自自自自分た分た分た分たちちちちののののササササーーーービビビビスがスがスがスが減減減減らされて、職員のらされて、職員のらされて、職員のらされて、職員の給料給料給料給料をををを守守守守ろうとしているのではろうとしているのではろうとしているのではろうとしているのでは

ないか、今回のこのないか、今回のこのないか、今回のこのないか、今回のこの文言文言文言文言をををを見見見見ても、そうとらても、そうとらても、そうとらても、そうとらええええる人が、たくさる人が、たくさる人が、たくさる人が、たくさんんんんいると思います。ですかいると思います。ですかいると思います。ですかいると思います。ですか

ら、そのら、そのら、そのら、その辺辺辺辺の説明は今後きの説明は今後きの説明は今後きの説明は今後きちちちちっとしていただく、そういうことではないとっとしていただく、そういうことではないとっとしていただく、そういうことではないとっとしていただく、そういうことではないとちちちちゃゃゃゃんんんんと説明しと説明しと説明しと説明し

ていただくことが大事なことだと思いますので、よろしくお願いいたします。ていただくことが大事なことだと思いますので、よろしくお願いいたします。ていただくことが大事なことだと思いますので、よろしくお願いいたします。ていただくことが大事なことだと思いますので、よろしくお願いいたします。

引引引引きききき続続続続いて、もう１いて、もう１いて、もう１いて、もう１点点点点お願いします。教育委員会についても、きのうお願いします。教育委員会についても、きのうお願いします。教育委員会についても、きのうお願いします。教育委員会についても、きのう質質質質問問問問させていたださせていたださせていたださせていただ

いたのですが、教育委員長は初めてのいたのですが、教育委員長は初めてのいたのですが、教育委員長は初めてのいたのですが、教育委員長は初めての答弁答弁答弁答弁であったと思いますが、よくであったと思いますが、よくであったと思いますが、よくであったと思いますが、よくやややや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

と思ういます。そこでおと思ういます。そこでおと思ういます。そこでおと思ういます。そこでお聞聞聞聞きしたいのは、きしたいのは、きしたいのは、きしたいのは、協協協協議会という議会という議会という議会という話話話話が出たのです。そのが出たのです。そのが出たのです。そのが出たのです。その協協協協議会って議会って議会って議会って

一体一体一体一体何何何何なのと、どれなのと、どれなのと、どれなのと、どれぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの頻頻頻頻度でされているのでしょうか、その度でされているのでしょうか、その度でされているのでしょうか、その度でされているのでしょうか、その辺辺辺辺のののの内容内容内容内容についておについておについておについてお聞聞聞聞

かせいただけませかせいただけませかせいただけませかせいただけませんんんんでしょうか。でしょうか。でしょうか。でしょうか。

○冨岡教育長○冨岡教育長○冨岡教育長○冨岡教育長 協協協協議会は、教育委員会に関する議会は、教育委員会に関する議会は、教育委員会に関する議会は、教育委員会に関する自自自自治の治の治の治の問問問問題題題題をををを勉勉勉勉強強強強会という会という会という会という形形形形ででででややややっていまっていまっていまっていま

す。大体１す。大体１す。大体１す。大体１時時時時間間間間半半半半ぐぐぐぐらいでらいでらいでらいでややややっています。年っています。年っています。年っています。年間間間間、、、、去去去去年で１０回年で１０回年で１０回年で１０回ぐぐぐぐらいらいらいらいややややりました。中りました。中りました。中りました。中身身身身は、は、は、は、

ももももちちちちろろろろんんんん教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会制制制制度の度の度の度の歴歴歴歴史とか、どういう編史とか、どういう編史とか、どういう編史とか、どういう編制制制制をしてきた。これは、をしてきた。これは、をしてきた。これは、をしてきた。これは、ちちちちょうどスょうどスょうどスょうどスタタタターーーー

トトトトのときにのときにのときにのときに話題話題話題話題になっていました、大になっていました、大になっていました、大になっていました、大阪府阪府阪府阪府の教育行の教育行の教育行の教育行政政政政条条条条例がございましたので、それを職例がございましたので、それを職例がございましたので、それを職例がございましたので、それを職

員が知っている限り員が知っている限り員が知っている限り員が知っている限り解解解解説をする、説をする、説をする、説をする、私私私私もそのもそのもそのもその勉勉勉勉強強強強をいたしました。そして、いろいろなをいたしました。そして、いろいろなをいたしました。そして、いろいろなをいたしました。そして、いろいろな意意意意見見見見

を交わして、とにかくを交わして、とにかくを交わして、とにかくを交わして、とにかく勉勉勉勉強強強強をすることを中をすることを中をすることを中をすることを中心心心心ににににややややっています。っています。っています。っています。

○浅川委員○浅川委員○浅川委員○浅川委員 もともと、教育委員会での委員の会合がもともと、教育委員会での委員の会合がもともと、教育委員会での委員の会合がもともと、教育委員会での委員の会合が非非非非常常常常に少ないのではないかと思ってに少ないのではないかと思ってに少ないのではないかと思ってに少ないのではないかと思って

いるのです。会いるのです。会いるのです。会いるのです。会社社社社でも、でも、でも、でも、非非非非常勤常勤常勤常勤のののの役役役役員が、員が、員が、員が、非非非非常勤常勤常勤常勤の代表の代表の代表の代表取取取取締締締締役役役役と一と一と一と一緒緒緒緒にその会にその会にその会にその会社社社社をををを経経経経営営営営すすすす

ることに当たって、月に１、２回程度で本当にることに当たって、月に１、２回程度で本当にることに当たって、月に１、２回程度で本当にることに当たって、月に１、２回程度で本当に経経経経営営営営できるのだろうかと。できるのだろうかと。できるのだろうかと。できるのだろうかと。民民民民間間間間でもそういでもそういでもそういでもそうい

うことになるのだろうと思いながら、うことになるのだろうと思いながら、うことになるのだろうと思いながら、うことになるのだろうと思いながら、果果果果たしてそれで機たしてそれで機たしてそれで機たしてそれで機能能能能しているのだろうかと、しているのだろうかと、しているのだろうかと、しているのだろうかと、根根根根本本本本的的的的

にはそう思うところがあるのです。にはそう思うところがあるのです。にはそう思うところがあるのです。にはそう思うところがあるのです。

きょうも、この委員会に教育委員は出きょうも、この委員会に教育委員は出きょうも、この委員会に教育委員は出きょうも、この委員会に教育委員は出席席席席されていませされていませされていませされていませんんんん。こういうときにも出。こういうときにも出。こういうときにも出。こういうときにも出席席席席されるされるされるされる

べべべべきではないのかと。これについては、もきではないのかと。これについては、もきではないのかと。これについては、もきではないのかと。これについては、もちちちちろろろろんんんん議会議会議会議会側側側側から要から要から要から要請請請請するということでしょうするということでしょうするということでしょうするということでしょう

から、議会から、議会から、議会から、議会改改改改革革革革推推推推進会議のときに、このことも進会議のときに、このことも進会議のときに、このことも進会議のときに、このことも言言言言わないといけないと思っていますが、教わないといけないと思っていますが、教わないといけないと思っていますが、教わないといけないと思っていますが、教

育委員会の育委員会の育委員会の育委員会のトットットットップは教育委員長なのです。きのうも初めて教育委員長の生のプは教育委員長なのです。きのうも初めて教育委員長の生のプは教育委員長なのです。きのうも初めて教育委員長の生のプは教育委員長なのです。きのうも初めて教育委員長の生の声声声声で委員長がで委員長がで委員長がで委員長が

考え考え考え考えられている教育のられている教育のられている教育のられている教育の姿姿姿姿を、初めてを、初めてを、初めてを、初めて聞聞聞聞いたようないたようないたようないたような気気気気がするのですけれど、がするのですけれど、がするのですけれど、がするのですけれど、恐恐恐恐らくほかのらくほかのらくほかのらくほかの皆皆皆皆

ささささんんんんもそうではないかと思うのですけれども、そういう機会もどもそうではないかと思うのですけれども、そういう機会もどもそうではないかと思うのですけれども、そういう機会もどもそうではないかと思うのですけれども、そういう機会もどんんんんどどどどんんんんふふふふややややしていただきしていただきしていただきしていただき

たいと。行たいと。行たいと。行たいと。行政政政政委員を委員を委員を委員を任命任命任命任命するときには、議会の承するときには、議会の承するときには、議会の承するときには、議会の承認認認認も要るわけですし、これもよくも要るわけですし、これもよくも要るわけですし、これもよくも要るわけですし、これもよく言言言言われわれわれわれ

ていることですけれど、ほかの行ていることですけれど、ほかの行ていることですけれど、ほかの行ていることですけれど、ほかの行政政政政委員とは委員とは委員とは委員とは違違違違うのは、教育委員は教育のうのは、教育委員は教育のうのは、教育委員は教育のうのは、教育委員は教育のポリシポリシポリシポリシーといいーといいーといいーといい

ますか理ますか理ますか理ますか理念念念念がありきだと思うので、がありきだと思うので、がありきだと思うので、がありきだと思うので、単単単単なる教育委員会のなる教育委員会のなる教育委員会のなる教育委員会のチチチチェックェックェックェックだけではないわけですかだけではないわけですかだけではないわけですかだけではないわけですか
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ら、そのら、そのら、そのら、その辺辺辺辺の理の理の理の理念念念念をををを聞聞聞聞くということはくということはくということはくということは必必必必要だと思うのです。人事要だと思うのです。人事要だと思うのです。人事要だと思うのです。人事課課課課のののの話話話話になるかもわかりになるかもわかりになるかもわかりになるかもわかり

ませませませませんんんんけれども、こういう機会をけれども、こういう機会をけれども、こういう機会をけれども、こういう機会をふふふふややややしていただくというか、こういう機会をしていただくというか、こういう機会をしていただくというか、こういう機会をしていただくというか、こういう機会を持持持持っていたっていたっていたっていた

だきたいと、議会だきたいと、議会だきたいと、議会だきたいと、議会側側側側から要から要から要から要求求求求してこなかったと議会してこなかったと議会してこなかったと議会してこなかったと議会側側側側のののの責任責任責任責任ともともともとも言言言言ええええるのかもわかりませるのかもわかりませるのかもわかりませるのかもわかりませ

んんんんけれど、そういうけれど、そういうけれど、そういうけれど、そういう方向方向方向方向でででで考え考え考え考え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。以上以上以上以上です。です。です。です。

○藤本委員○藤本委員○藤本委員○藤本委員 歳入の件で総務部に歳入の件で総務部に歳入の件で総務部に歳入の件で総務部に聞聞聞聞きたいのですけれども、きたいのですけれども、きたいのですけれども、きたいのですけれども、むむむむだな県だな県だな県だな県有地や施設有地や施設有地や施設有地や施設のののの処処処処分、分、分、分、

つまりつまりつまりつまり競競競競売売売売して県のして県のして県のして県の収収収収入に入に入に入に充充充充てる計てる計てる計てる計画画画画は立てられると思うのですけれども、ことしの計は立てられると思うのですけれども、ことしの計は立てられると思うのですけれども、ことしの計は立てられると思うのですけれども、ことしの計画画画画

とか今後のとか今後のとか今後のとか今後の方向性方向性方向性方向性について、あるいは歳入について、あるいは歳入について、あるいは歳入について、あるいは歳入額額額額のののの見見見見通しがあれ通しがあれ通しがあれ通しがあればばばば明らかにしてください。明らかにしてください。明らかにしてください。明らかにしてください。

２２２２点点点点目目目目は、は、は、は、東ア東ア東ア東アジジジジアアアア連連連連携携携携事業の事業の事業の事業の効果効果効果効果について。について。について。について。東ア東ア東ア東アジジジジアアアアとの連との連との連との連携推携推携推携推進にかかる事業進にかかる事業進にかかる事業進にかかる事業費費費費が、が、が、が、

平成２５年度までに総平成２５年度までに総平成２５年度までに総平成２５年度までに総額額額額で１３億６，０００万円、平成２５年度が２億８，０００万円とで１３億６，０００万円、平成２５年度が２億８，０００万円とで１３億６，０００万円、平成２５年度が２億８，０００万円とで１３億６，０００万円、平成２５年度が２億８，０００万円と

いうわけですけれど、いうわけですけれど、いうわけですけれど、いうわけですけれど、実実実実際際際際これは県これは県これは県これは県民民民民生活にどう生かせているのかと。生活にどう生かせているのかと。生活にどう生かせているのかと。生活にどう生かせているのかと。民民民民主主主主党党党党でででで反反反反対対対対したしたしたした

わけですけれども、明らかにしてください。わけですけれども、明らかにしてください。わけですけれども、明らかにしてください。わけですけれども、明らかにしてください。

３つ３つ３つ３つ目目目目は、教育委員会で、県は、教育委員会で、県は、教育委員会で、県は、教育委員会で、県下下下下で少で少で少で少子子子子化化化化が進が進が進が進むむむむ中、一中、一中、一中、一方方方方で、で、で、で、発発発発達達達達障障障障害害害害などのなどのなどのなどの障障障障害害害害のあるのあるのあるのある

児童児童児童児童生生生生徒徒徒徒ががががふふふふええええています。特別ています。特別ています。特別ています。特別支支支支援援援援学学学学級級級級やややや学学学学校校校校のののの児童児童児童児童生生生生徒徒徒徒の増大にの増大にの増大にの増大に伴伴伴伴うううう施設施設施設施設ははははややややっているっているっているっている

と思うのですけれど、特に教員の行きと思うのですけれど、特に教員の行きと思うのですけれど、特に教員の行きと思うのですけれど、特に教員の行き届届届届いたいたいたいた配配配配置置置置をされているのかどうか、をされているのかどうか、をされているのかどうか、をされているのかどうか、天天天天理理理理市市市市もももも含含含含めめめめ

てててて聞聞聞聞かせていただきたい。かせていただきたい。かせていただきたい。かせていただきたい。

いつも教育長と議いつも教育長と議いつも教育長と議いつも教育長と議論論論論するのですけれども、なするのですけれども、なするのですけれども、なするのですけれども、なぜぜぜぜそのようなそのようなそのようなそのような児童児童児童児童生生生生徒徒徒徒が増大しているのかが増大しているのかが増大しているのかが増大しているのか

と、と、と、と、子子子子どもはどもはどもはどもは減減減減っているのに、０．４とか６とか、っているのに、０．４とか６とか、っているのに、０．４とか６とか、っているのに、０．４とか６とか、子子子子どもがどもがどもがどもが発発発発達達達達障障障障害害害害でででで養護養護養護養護学学学学校校校校がががが満満満満員と員と員と員と

なってきているのですけれど、原なってきているのですけれど、原なってきているのですけれど、原なってきているのですけれど、原因因因因をどう分をどう分をどう分をどう分析析析析されているのかと。まだまだされているのかと。まだまだされているのかと。まだまだされているのかと。まだまだ課題課題課題課題はありまはありまはありまはありま

すけれども、県のすけれども、県のすけれども、県のすけれども、県の見解見解見解見解をををを聞聞聞聞きたい。きたい。きたい。きたい。

次次次次に、いつも畭委員にに、いつも畭委員にに、いつも畭委員にに、いつも畭委員に取取取取りりりり上上上上げげげげていただく、ていただく、ていただく、ていただく、子子子子宮頸宮頸宮頸宮頸ががががんんんんの予の予の予の予防防防防ワクワクワクワクチチチチンンンンのののの接接接接種種種種ですけれですけれですけれですけれ

ど、ど、ど、ど、希希希希望望望望する中学する中学する中学する中学校校校校からからからから高校高校高校高校１年生までの１年生までの１年生までの１年生までの女女女女子子子子をををを対対対対象象象象に６に６に６に６カカカカ月月月月間間間間に３回に３回に３回に３回接接接接種種種種されているわされているわされているわされているわ

けですけれど、けですけれど、けですけれど、けですけれど、来来来来年度から小学年度から小学年度から小学年度から小学校校校校６年生から６年生から６年生から６年生から高校高校高校高校１年生を１年生を１年生を１年生を対対対対象象象象に定に定に定に定期期期期接接接接種種種種されるされるされるされる方向方向方向方向でででで検検検検

討討討討が進められている。このが進められている。このが進められている。このが進められている。この子子子子宮頸宮頸宮頸宮頸ががががんんんん予予予予防防防防ワクワクワクワクチチチチンンンンは、は、は、は、確確確確かに予かに予かに予かに予防防防防できるというできるというできるというできるというメリットメリットメリットメリット

はたくさはたくさはたくさはたくさんんんんあるのですけれど、あるのですけれど、あるのですけれど、あるのですけれど、デデデデメリットメリットメリットメリットで、で、で、で、局局局局所のはれ所のはれ所のはれ所のはれやシやシやシやショョョョックックックック症症症症状状状状など、副など、副など、副など、副作用作用作用作用もももも

報報報報告告告告されていると。されていると。されていると。されていると。昨昨昨昨年の８月で、全年の８月で、全年の８月で、全年の８月で、全国国国国でででで接接接接種種種種した６６３万５，０００人のうした６６３万５，０００人のうした６６３万５，０００人のうした６６３万５，０００人のうちちちち９５６名９５６名９５６名９５６名

に副に副に副に副作用作用作用作用が出ているというが出ているというが出ているというが出ているという現状現状現状現状がががが新新新新聞聞聞聞等で大きく等で大きく等で大きく等で大きく取取取取りりりり上上上上げげげげられております。られております。られております。られております。

そこで、そこで、そこで、そこで、ワクワクワクワクチチチチンンンン接接接接種種種種のののの実地実地実地実地主体は主体は主体は主体は市町市町市町市町村であるけれども、村であるけれども、村であるけれども、村であるけれども、児童児童児童児童生生生生徒徒徒徒のののの子子子子宮頸宮頸宮頸宮頸ががががんんんん予予予予防防防防

接接接接種種種種についてのについてのについてのについての啓啓啓啓発発発発、県教育委員会として関係、県教育委員会として関係、県教育委員会として関係、県教育委員会として関係課課課課等との連等との連等との連等との連携携携携をしながらどのように進めてをしながらどのように進めてをしながらどのように進めてをしながらどのように進めて

いたのかと。いたのかと。いたのかと。いたのかと。保保保保護護護護者者者者やややや児童児童児童児童生生生生徒徒徒徒へへへへのののの対対対対応応応応をどうされているのかををどうされているのかををどうされているのかををどうされているのかを聞聞聞聞きたいわけです。きたいわけです。きたいわけです。きたいわけです。

最最最最後に、平城交通部長に、１後に、平城交通部長に、１後に、平城交通部長に、１後に、平城交通部長に、１点点点点だけお願いがあるのですけれど、代表だけお願いがあるのですけれど、代表だけお願いがあるのですけれど、代表だけお願いがあるのですけれど、代表質質質質問問問問でででで言言言言ったのでったのでったのでったので
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すけれど、すけれど、すけれど、すけれど、飲飲飲飲酒酒酒酒運運運運転転転転の中に、の中に、の中に、の中に、飲飲飲飲酒酒酒酒をををを断断断断ちちちち切切切切ることができないることができないることができないることができないアルアルアルアルココココーーーールルルル依依依依存存存存症症症症のののの疑疑疑疑いのあいのあいのあいのあ

るるるる運運運運転転転転者も者も者も者も含含含含まれているわけですが、警察では、まれているわけですが、警察では、まれているわけですが、警察では、まれているわけですが、警察では、飲飲飲飲酒酒酒酒運運運運転転転転による交通事による交通事による交通事による交通事故故故故のののの被被被被害害害害者をなく者をなく者をなく者をなく

すため、すため、すため、すため、飲飲飲飲酒酒酒酒運運運運転転転転によるによるによるによる運運運運転免転免転免転免許を許を許を許を取取取取りりりり消消消消された者にされた者にされた者にされた者に対対対対するするするする新新新新たなたなたなたな飲飲飲飲酒酒酒酒取取取取りりりり消消消消しししし講講講講習習習習を４を４を４を４

月から月から月から月から実施実施実施実施されるなど、されるなど、されるなど、されるなど、飲飲飲飲酒酒酒酒のののの運運運運転転転転をなくしていくをなくしていくをなくしていくをなくしていく取取取取りりりり組み組み組み組みもももも強化強化強化強化されているところですされているところですされているところですされているところです

が、が、が、が、アルアルアルアルココココーーーールルルル依依依依存存存存症症症症のののの疑疑疑疑いのあるいのあるいのあるいのある運運運運転転転転者には、者には、者には、者には、アルアルアルアルココココーーーールルルル依依依依存存存存症症症症にににに対対対対して正しいして正しいして正しいして正しい認認認認識識識識をををを

持持持持って一生って一生って一生って一生懸命断懸命断懸命断懸命断酒酒酒酒等とか等とか等とか等とかややややっているのです。奈良県のっているのです。奈良県のっているのです。奈良県のっているのです。奈良県の断断断断酒酒酒酒会をは会をは会をは会をはじじじじめとする関係機関、めとする関係機関、めとする関係機関、めとする関係機関、

団団団団体と連体と連体と連体と連携携携携をををを図図図図っていただいて、っていただいて、っていただいて、っていただいて、講講講講習習習習会会会会やリやリやリやリーーーーフフフフレレレレットやットやットやットや配布配布配布配布して、連して、連して、連して、連携携携携してしてしてしてややややってほしってほしってほしってほし

いといといといと強強強強く要く要く要く要望望望望しておきます。しておきます。しておきます。しておきます。以上以上以上以上です。です。です。です。

○木村管財課長○木村管財課長○木村管財課長○木村管財課長 藤本委員から藤本委員から藤本委員から藤本委員から不不不不要な県要な県要な県要な県有資産有資産有資産有資産のののの処処処処分について平成２５年度の計分について平成２５年度の計分について平成２５年度の計分について平成２５年度の計画画画画と、と、と、と、

それの歳入をどのそれの歳入をどのそれの歳入をどのそれの歳入をどのぐぐぐぐらいらいらいらい見込ん見込ん見込ん見込んでいるのかというおでいるのかというおでいるのかというおでいるのかというお尋ね尋ね尋ね尋ねでございます。でございます。でございます。でございます。

県県県県有資産有資産有資産有資産のうのうのうのうちちちち、、、、売売売売却却却却、、、、貸貸貸貸し付けをすることとしているし付けをすることとしているし付けをすることとしているし付けをすることとしている整整整整理理理理資産資産資産資産がございまして、それがございまして、それがございまして、それがございまして、それ

が今が今が今が今現在現在現在現在３２の３２の３２の３２の資産資産資産資産がございます。これらのがございます。これらのがございます。これらのがございます。これらの資産資産資産資産について、について、について、について、土地土地土地土地のののの境境境境界界界界確確確確定、定、定、定、測量測量測量測量等を進等を進等を進等を進

めているところで、これらのめているところで、これらのめているところで、これらのめているところで、これらの作作作作業が業が業が業が完完完完了したものについて一般了したものについて一般了したものについて一般了したものについて一般競争競争競争競争入入入入札札札札によりによりによりにより売売売売却却却却を行っを行っを行っを行っ

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。

平成２４年度の平成２４年度の平成２４年度の平成２４年度の実実実実績績績績でございますけれども、職員でございますけれども、職員でございますけれども、職員でございますけれども、職員住住住住宅宅宅宅をををを廃止廃止廃止廃止した部分で、した部分で、した部分で、した部分で、高高高高畑畑畑畑、、、、橿橿橿橿原、原、原、原、

御御御御所、所、所、所、矢矢矢矢田の職員田の職員田の職員田の職員住住住住宅宅宅宅の４の４の４の４物物物物件について入件について入件について入件について入札札札札を行ったところでございます。このうを行ったところでございます。このうを行ったところでございます。このうを行ったところでございます。このうちちちち、、、、高高高高

畑畑畑畑の職員の職員の職員の職員住住住住宅宅宅宅、、、、独独独独身身身身寮寮寮寮は１億８，０００万円は１億８，０００万円は１億８，０００万円は１億８，０００万円余余余余りでりでりでりで売売売売却却却却をしたところでございます。それをしたところでございます。それをしたところでございます。それをしたところでございます。それ

以外以外以外以外の３の３の３の３物物物物件につきましては、件につきましては、件につきましては、件につきましては、応応応応札札札札者がなかったということでございます。者がなかったということでございます。者がなかったということでございます。者がなかったということでございます。

平成２５年度におきましては、今年度平成２５年度におきましては、今年度平成２５年度におきましては、今年度平成２５年度におきましては、今年度不不不不調調調調にににに終終終終わりましたわりましたわりましたわりました物物物物件も件も件も件も含含含含め、め、め、め、旧旧旧旧北北北北部部部部農農農農林林林林振興振興振興振興

事務所など８事務所など８事務所など８事務所など８物物物物件を件を件を件を売売売売却却却却することとしており、することとしており、することとしており、することとしており、約約約約４億３，０００万円４億３，０００万円４億３，０００万円４億３，０００万円余余余余りの歳入を今りの歳入を今りの歳入を今りの歳入を今見込見込見込見込

んんんんでいるところでございます。なお、なかなかでいるところでございます。なお、なかなかでいるところでございます。なお、なかなかでいるところでございます。なお、なかなか売売売売れないということもございまして、れないということもございまして、れないということもございまして、れないということもございまして、売売売売却却却却

方方方方法についても一定、今年度において法についても一定、今年度において法についても一定、今年度において法についても一定、今年度において見見見見直直直直しをさせていただき、予定しをさせていただき、予定しをさせていただき、予定しをさせていただき、予定価格価格価格価格を事前に公表しを事前に公表しを事前に公表しを事前に公表し

たことたことたことたことやややや、、、、売売売売却却却却情報情報情報情報を広くを広くを広くを広く周周周周知するために知するために知するために知するために近畿近畿近畿近畿財財財財務務務務局局局局ののののホホホホーーーームムムムページにもページにもページにもページにも情報情報情報情報をををを掲掲掲掲載載載載させさせさせさせ

ていただいてていただいてていただいてていただいて取取取取りりりり組ん組ん組ん組んだところでございます。また、だところでございます。また、だところでございます。また、だところでございます。また、新新新新年度におきましても、年度におきましても、年度におきましても、年度におきましても、売売売売却却却却にににに向向向向けけけけ

て、特にて、特にて、特にて、特に土地土地土地土地のののの境境境境界界界界確確確確定等の定等の定等の定等の整整整整理理理理作作作作業に業に業に業に時時時時間間間間を要していることがございまして、それらのを要していることがございまして、それらのを要していることがございまして、それらのを要していることがございまして、それらの

作作作作業を円業を円業を円業を円滑滑滑滑に進めるためにも、に進めるためにも、に進めるためにも、に進めるためにも、専専専専門家門家門家門家でありますでありますでありますであります土地土地土地土地家家家家屋屋屋屋調調調調査査査査士士士士に業務の一部を委託するに業務の一部を委託するに業務の一部を委託するに業務の一部を委託する

なり、またなり、またなり、またなり、また売売売売却却却却方方方方法についても、法についても、法についても、法についても、ヤヤヤヤフフフフーのーのーのーのオオオオーーーークシクシクシクショョョョンンンンを活を活を活を活用用用用してしてしてして売売売売却却却却を進めたいとを進めたいとを進めたいとを進めたいと考え考え考え考え

ているところでございます。今後もているところでございます。今後もているところでございます。今後もているところでございます。今後も積極的積極的積極的積極的にににに資産資産資産資産のののの売売売売却却却却にににに向向向向けてけてけてけて取取取取りりりり組ん組ん組ん組んでいきたいとでいきたいとでいきたいとでいきたいと考考考考

ええええ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。以上以上以上以上でございます。でございます。でございます。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 東ア東ア東ア東アジジジジアアアア連連連連携携携携事業の県事業の県事業の県事業の県民民民民生活の生活の生活の生活の効果効果効果効果につにつにつにつ
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きましてのごきましてのごきましてのごきましてのご質質質質問問問問にご説明をさせていただきます。にご説明をさせていただきます。にご説明をさせていただきます。にご説明をさせていただきます。

東ア東ア東ア東アジジジジアアアア連連連連携携携携事業といたしましては、平成２５年度の予算を事業といたしましては、平成２５年度の予算を事業といたしましては、平成２５年度の予算を事業といたしましては、平成２５年度の予算を含含含含めまして、平成２１年度めまして、平成２１年度めまして、平成２１年度めまして、平成２１年度

からの５年からの５年からの５年からの５年間間間間で、委員ごで、委員ごで、委員ごで、委員ご指摘指摘指摘指摘のとおり１３億５，５９９万８，０００円を計のとおり１３億５，５９９万８，０００円を計のとおり１３億５，５９９万８，０００円を計のとおり１３億５，５９９万８，０００円を計上上上上しておりましておりましておりましておりま

す。この連す。この連す。この連す。この連携携携携事業につきましては、事業につきましては、事業につきましては、事業につきましては、東ア東ア東ア東アジジジジアアアアとの交との交との交との交流流流流のののの歴歴歴歴史史史史やややや、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは文文文文化化化化といった奈といった奈といった奈といった奈

良県の良県の良県の良県の持持持持つつつつ地域資源地域資源地域資源地域資源をををを地域地域地域地域ブブブブラララランンンンドドドドといたしまして、といたしまして、といたしまして、といたしまして、情報発信や情報発信や情報発信や情報発信や県県県県へへへへのののの集集集集客ツ客ツ客ツ客ツーーーールルルルとしてとしてとしてとして

積極的積極的積極的積極的に活に活に活に活用用用用しまして、行しまして、行しまして、行しまして、行政政政政ササササーーーービビビビスのさらなるスのさらなるスのさらなるスのさらなる向上や向上や向上や向上や県県県県政政政政のののの持持持持続的発展続的発展続的発展続的発展など、奈良のなど、奈良のなど、奈良のなど、奈良の地地地地

域振興域振興域振興域振興にににに結結結結びびびびつけることをつけることをつけることをつけることを目的目的目的目的としております。としております。としております。としております。

具具具具体体体体的的的的な県な県な県な県民民民民生活の生活の生活の生活の効果効果効果効果ということでございますけれども、３ということでございますけれども、３ということでございますけれども、３ということでございますけれども、３点点点点あるとあるとあるとあると考え考え考え考えておりましておりましておりましておりまし

て、１つて、１つて、１つて、１つ目目目目が、が、が、が、国国国国際際際際会議などの会議などの会議などの会議などの継続的継続的継続的継続的な開催を通な開催を通な開催を通な開催を通じじじじて、奈良のて、奈良のて、奈良のて、奈良の地域地域地域地域ブブブブラララランンンンドドドドをををを国内外国内外国内外国内外にににに発発発発

信信信信し、奈良というし、奈良というし、奈良というし、奈良という地域地域地域地域の知名度のの知名度のの知名度のの知名度の向上向上向上向上ですとか、県ですとか、県ですとか、県ですとか、県へへへへのののの集集集集客客客客にににに結結結結びびびびつけることでございまつけることでございまつけることでございまつけることでございま

す。２つす。２つす。２つす。２つ目目目目は、行は、行は、行は、行政実政実政実政実務務務務能能能能力力力力のののの向上向上向上向上でございます。３つでございます。３つでございます。３つでございます。３つ目目目目が、県が、県が、県が、県内内内内の大学ですとかの大学ですとかの大学ですとかの大学ですとか企企企企業、業、業、業、

経済経済経済経済団団団団体といったところと体といったところと体といったところと体といったところと諸外国諸外国諸外国諸外国とのとのとのとの直直直直接接接接の交の交の交の交流流流流機会を提機会を提機会を提機会を提供供供供することによりまして、県することによりまして、県することによりまして、県することによりまして、県内内内内

の教育ですとかの教育ですとかの教育ですとかの教育ですとか産産産産業、業、業、業、観光振興観光振興観光振興観光振興にににに直直直直接接接接的的的的にににに寄寄寄寄与与与与していくという、この３していくという、この３していくという、この３していくという、この３点点点点のののの効果効果効果効果があるとがあるとがあるとがあると

考え考え考え考えております。ております。ております。ております。

具具具具体体体体的的的的にご説明させていただきますと、１つにご説明させていただきますと、１つにご説明させていただきますと、１つにご説明させていただきますと、１つ目目目目の奈良の知名度のの奈良の知名度のの奈良の知名度のの奈良の知名度の向上向上向上向上でございますけれでございますけれでございますけれでございますけれ

ども、ども、ども、ども、地域地域地域地域ブブブブラララランンンンドドドドはなかなかはなかなかはなかなかはなかなか浸浸浸浸透透透透するのにするのにするのにするのに時時時時間間間間がかかるものでございます。がかかるものでございます。がかかるものでございます。がかかるものでございます。短短短短期期期期的的的的に定に定に定に定

量量量量的効果的効果的効果的効果があらわれるものではございませがあらわれるものではございませがあらわれるものではございませがあらわれるものではございませんんんんけれども、例けれども、例けれども、例けれども、例えばえばえばえば、、、、東ア東ア東ア東アジジジジア地方政府ア地方政府ア地方政府ア地方政府会合の会合の会合の会合の

会員会員会員会員数数数数も、立も、立も、立も、立ち上ち上ち上ち上げげげげ当初の日中当初の日中当初の日中当初の日中韓韓韓韓３各３各３各３各国国国国１９会員から、７１９会員から、７１９会員から、７１９会員から、７カカカカ国国国国６４会員となるなど、６４会員となるなど、６４会員となるなど、６４会員となるなど、着着着着実実実実

に奈良県の活に奈良県の活に奈良県の活に奈良県の活動動動動がががが評価評価評価評価されてきているとされてきているとされてきているとされてきていると感じ感じ感じ感じております。ております。ております。ております。

また、また、また、また、昨昨昨昨夏夏夏夏にににに実施実施実施実施いたしました、いたしました、いたしました、いたしました、東ア東ア東ア東アジジジジアアアアササササママママースースースースククククーーーールルルルでございますけれども、日本でございますけれども、日本でございますけれども、日本でございますけれども、日本

文文文文化化化化のののの発発発発祥祥祥祥地地地地である奈良県でのである奈良県でのである奈良県でのである奈良県での実施実施実施実施を通を通を通を通じじじじまして、まして、まして、まして、参参参参加した加した加した加した多多多多くのくのくのくの留留留留学生などから、奈良学生などから、奈良学生などから、奈良学生などから、奈良

県県県県やややや日本の日本の日本の日本の魅魅魅魅力力力力が大いにが大いにが大いにが大いに伝伝伝伝わったというわったというわったというわったという声声声声もももも寄寄寄寄せられておりまして、奈良のせられておりまして、奈良のせられておりまして、奈良のせられておりまして、奈良の魅魅魅魅力力力力をををを発信発信発信発信しししし

ていくのにていくのにていくのにていくのに効果的効果的効果的効果的ななななツツツツーーーールルルルであることをであることをであることをであることを認認認認識識識識したところでございます。したところでございます。したところでございます。したところでございます。

２つ２つ２つ２つ目目目目の行の行の行の行政実政実政実政実務務務務面面面面のののの効果効果効果効果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、昨昨昨昨年年年年秋秋秋秋にににに実施実施実施実施しました、しました、しました、しました、東ア東ア東ア東アジジジジア地ア地ア地ア地

方政府方政府方政府方政府会合におきまして、それ会合におきまして、それ会合におきまして、それ会合におきまして、それぞぞぞぞれのれのれのれのテテテテーーーーママママごとに議ごとに議ごとに議ごとに議論論論論が行われまして、例が行われまして、例が行われまして、例が行われまして、例えば税収確保えば税収確保えば税収確保えば税収確保

ののののテテテテーーーーママママでございましたら、でございましたら、でございましたら、でございましたら、租租租租税税税税教育の教育の教育の教育の必必必必要要要要性性性性でございますとか、あるいは特別でございますとか、あるいは特別でございますとか、あるいは特別でございますとか、あるいは特別徴徴徴徴収収収収につにつにつにつ

きまして、きまして、きまして、きまして、非非非非常常常常にににに参考参考参考参考になるになるになるになる指摘指摘指摘指摘がされたところでございます。がされたところでございます。がされたところでございます。がされたところでございます。

３つ３つ３つ３つ目目目目の県の県の県の県内内内内の教育、の教育、の教育、の教育、産産産産業、業、業、業、観光振興観光振興観光振興観光振興にににに資資資資するようなするようなするようなするような直直直直接接接接的的的的な交な交な交な交流流流流機会の提機会の提機会の提機会の提供供供供でございでございでございでござい

ますけれども、１１月のますけれども、１１月のますけれども、１１月のますけれども、１１月の東ア東ア東ア東アジジジジア地方政府ア地方政府ア地方政府ア地方政府会合におきまして、会合におきまして、会合におきまして、会合におきまして、ベベベベトナムトナムトナムトナムのののの地方政府地方政府地方政府地方政府から、から、から、から、

教育、教育、教育、教育、経済経済経済経済、、、、観光観光観光観光分野での分野での分野での分野での直直直直接接接接の交の交の交の交流流流流の申し入れがございまして、県の申し入れがございまして、県の申し入れがございまして、県の申し入れがございまして、県内内内内の大学の関係者での大学の関係者での大学の関係者での大学の関係者で
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すとか県すとか県すとか県すとか県内企内企内企内企業から業から業から業から高高高高い関い関い関い関心心心心がががが寄寄寄寄せられておりまして、せられておりまして、せられておりまして、せられておりまして、非非非非常常常常にににに実実実実務務務務面面面面でのでのでのでの効果効果効果効果もももも着着着着実実実実に出に出に出に出

てきているてきているてきているてきている状況状況状況状況でございます。特に教育でございます。特に教育でございます。特に教育でございます。特に教育振興振興振興振興につきましては、このたにつきましては、このたにつきましては、このたにつきましては、このたびびびびの県立大学のの県立大学のの県立大学のの県立大学の改改改改革革革革

の中でも、の中でも、の中でも、の中でも、高校高校高校高校生にとって生にとって生にとって生にとって魅魅魅魅力力力力ある大学とするためにある大学とするためにある大学とするためにある大学とするために国国国国際際際際交交交交流流流流をををを推推推推進していこうと、その進していこうと、その進していこうと、その進していこうと、その

中の中の中の中の柱柱柱柱の事業としましての事業としましての事業としましての事業としまして東ア東ア東ア東アジジジジアアアアササササママママースースースースククククーーーールルルルが中が中が中が中核核核核的的的的な事業としてな事業としてな事業としてな事業として位位位位置置置置づけられるこづけられるこづけられるこづけられるこ

とになっています。さらに、とになっています。さらに、とになっています。さらに、とになっています。さらに、アアアアジジジジアアアアココココススススモモモモポリタンポリタンポリタンポリタン賞賞賞賞のののの授授授授賞賞賞賞式式式式の奈良県でのの奈良県でのの奈良県でのの奈良県での実施実施実施実施を通を通を通を通じじじじまままま

して、して、して、して、ＡＡＡＡＳＥＳＥＳＥＳＥＡＡＡＡＮＮＮＮのスのスのスのスリンリンリンリン前事務総長に県立大学の名前事務総長に県立大学の名前事務総長に県立大学の名前事務総長に県立大学の名誉誉誉誉教教教教授授授授にごにごにごにご就就就就任任任任いただくことになりいただくことになりいただくことになりいただくことになり

ました。ました。ました。ました。

今後とも、委員ご今後とも、委員ご今後とも、委員ご今後とも、委員ご指摘指摘指摘指摘のとおり、のとおり、のとおり、のとおり、経費経費経費経費のののの縮縮縮縮減減減減をををを図図図図りつつ、本事業のりつつ、本事業のりつつ、本事業のりつつ、本事業の趣趣趣趣旨旨旨旨やややや意意意意義義義義が一が一が一が一層層層層多多多多

くの県くの県くの県くの県民民民民のののの皆様皆様皆様皆様にご理にご理にご理にご理解解解解いただけますよういただけますよういただけますよういただけますよう情報発信情報発信情報発信情報発信、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは地域振興地域振興地域振興地域振興部ですとか部ですとか部ですとか部ですとか産産産産業業業業雇雇雇雇

用振興用振興用振興用振興部の各部部の各部部の各部部の各部局局局局と連と連と連と連携携携携いたしまして、よりいたしまして、よりいたしまして、よりいたしまして、より早早早早くくくく具具具具体体体体的的的的なななな効果や効果や効果や効果や成成成成果果果果がががが上上上上がるようにがるようにがるようにがるように努努努努めめめめ

てまいりたいとてまいりたいとてまいりたいとてまいりたい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。以上以上以上以上でございます。でございます。でございます。でございます。

○石井教職員課長○石井教職員課長○石井教職員課長○石井教職員課長 特別特別特別特別支支支支援援援援教育につきまして、２教育につきまして、２教育につきまして、２教育につきまして、２点点点点ごごごご質質質質問問問問いただいております。１いただいております。１いただいております。１いただいております。１点点点点目目目目

の特別の特別の特別の特別支支支支援援援援学学学学級級級級やややや特別特別特別特別支支支支援援援援学学学学校校校校のののの児童児童児童児童生生生生徒徒徒徒数数数数の増にの増にの増にの増に伴伴伴伴う教員のう教員のう教員のう教員の配配配配置置置置についておについておについておについてお答答答答ええええをさせをさせをさせをさせ

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。

小小小小・・・・中学中学中学中学校校校校における特別における特別における特別における特別支支支支援援援援学学学学級級級級にににに在在在在籍籍籍籍するするするする児童児童児童児童生生生生徒徒徒徒数数数数は、平成１９年度の１，７１９は、平成１９年度の１，７１９は、平成１９年度の１，７１９は、平成１９年度の１，７１９

人から、平成２４年度には２，４０１人となり、３９．７％、６８２人の増となっており、人から、平成２４年度には２，４０１人となり、３９．７％、６８２人の増となっており、人から、平成２４年度には２，４０１人となり、３９．７％、６８２人の増となっており、人から、平成２４年度には２，４０１人となり、３９．７％、６８２人の増となっており、

それにそれにそれにそれに伴伴伴伴いまして、特別いまして、特別いまして、特別いまして、特別支支支支援援援援学学学学級級級級のののの数数数数も８０９学も８０９学も８０９学も８０９学級級級級から８９１学から８９１学から８９１学から８９１学級級級級と８２学と８２学と８２学と８２学級級級級の増となっの増となっの増となっの増となっ

ております。教員ております。教員ております。教員ております。教員数数数数につきましても、学につきましても、学につきましても、学につきましても、学級級級級数数数数の増加した分だけの増加した分だけの増加した分だけの増加した分だけふふふふええええているところでございているところでございているところでございているところでござい

ます。ます。ます。ます。

また、特別また、特別また、特別また、特別支支支支援援援援学学学学校校校校についても、についても、についても、についても、幼幼幼幼児児児児、、、、児童児童児童児童生生生生徒徒徒徒数数数数が、平成１９年度の１，１３７人かが、平成１９年度の１，１３７人かが、平成１９年度の１，１３７人かが、平成１９年度の１，１３７人か

ら、平成２４年度には１，５１２人となり、３３％、３７５人の増となっており、それにら、平成２４年度には１，５１２人となり、３３％、３７５人の増となっており、それにら、平成２４年度には１，５１２人となり、３３％、３７５人の増となっており、それにら、平成２４年度には１，５１２人となり、３３％、３７５人の増となっており、それに

伴伴伴伴いまして、学いまして、学いまして、学いまして、学級級級級数数数数も３５２学も３５２学も３５２学も３５２学級級級級から４３９学から４３９学から４３９学から４３９学級級級級と８７学と８７学と８７学と８７学級級級級の増となっております。それの増となっております。それの増となっております。それの増となっております。それ

にににに応応応応じじじじ、教員、教員、教員、教員数数数数も７４０人から９２４人と１８４人の増となっているところでございます。も７４０人から９２４人と１８４人の増となっているところでございます。も７４０人から９２４人と１８４人の増となっているところでございます。も７４０人から９２４人と１８４人の増となっているところでございます。

特別特別特別特別支支支支援援援援学学学学級級級級、特別、特別、特別、特別支支支支援援援援学学学学校校校校合わせまして、教員は平成１９年と比合わせまして、教員は平成１９年と比合わせまして、教員は平成１９年と比合わせまして、教員は平成１９年と比べべべべまして２６６人の増まして２６６人の増まして２６６人の増まして２６６人の増

となっております。となっております。となっております。となっております。

なお、本県では、特別なお、本県では、特別なお、本県では、特別なお、本県では、特別支支支支援援援援教育は、教育は、教育は、教育は、へへへへきききき地地地地教育、人教育、人教育、人教育、人権権権権教育とともに教育とともに教育とともに教育とともに重重重重要と要と要と要と考え考え考え考えており、ており、ており、ており、

本県の特別本県の特別本県の特別本県の特別支支支支援援援援学学学学級級級級のののの設置設置設置設置については、特別にについては、特別にについては、特別にについては、特別に支支支支援援援援がががが必必必必要とされる要とされる要とされる要とされる児童児童児童児童生生生生徒徒徒徒がががが在在在在籍籍籍籍するするするする

小小小小・・・・中学中学中学中学校校校校に、に、に、に、障障障障害害害害のののの種種種種別ごとに１学別ごとに１学別ごとに１学別ごとに１学級級級級をををを設置設置設置設置することとしております。さらに、平成１することとしております。さらに、平成１することとしております。さらに、平成１することとしております。さらに、平成１

８年度からは、特別８年度からは、特別８年度からは、特別８年度からは、特別支支支支援援援援学学学学級級級級の学の学の学の学級級級級編編編編制制制制基基基基準準準準を、を、を、を、国国国国の基の基の基の基準準準準の８名から２名の８名から２名の８名から２名の８名から２名引引引引きききき下下下下げげげげましてましてましてまして

６名としているところでございます。今後も６名としているところでございます。今後も６名としているところでございます。今後も６名としているところでございます。今後も引引引引きききき続続続続き、き、き、き、児童児童児童児童生生生生徒徒徒徒数数数数にににに応応応応じじじじた教員のた教員のた教員のた教員の配配配配置置置置にににに
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努努努努めていく所めていく所めていく所めていく所存存存存でございます。でございます。でございます。でございます。以上以上以上以上でございます。でございます。でございます。でございます。

○安井学校教育課長○安井学校教育課長○安井学校教育課長○安井学校教育課長 特別特別特別特別支支支支援援援援学学学学校及び校及び校及び校及び特別特別特別特別支支支支援援援援学学学学級級級級のののの児童児童児童児童生生生生徒徒徒徒数数数数が増加している要が増加している要が増加している要が増加している要因因因因はははは

どのようなことかというごどのようなことかというごどのようなことかというごどのようなことかというご質質質質問問問問をいただきました。をいただきました。をいただきました。をいただきました。

特別特別特別特別支支支支援援援援学学学学校校校校のののの児童児童児童児童生生生生徒徒徒徒数数数数の増につきましては、の増につきましては、の増につきましては、の増につきましては、先先先先ほど教職員ほど教職員ほど教職員ほど教職員課課課課長から説明がございま長から説明がございま長から説明がございま長から説明がございま

したけれども、そのうしたけれども、そのうしたけれども、そのうしたけれども、そのうちちちち特に特に特に特に肢肢肢肢体体体体不自不自不自不自由由由由など、知など、知など、知など、知的的的的障障障障害以外害以外害以外害以外のののの児童児童児童児童生生生生徒徒徒徒数数数数は３３０名からは３３０名からは３３０名からは３３０名から

３７２名、これは平成１９年度から平成２４年度でございますが、３７２名、これは平成１９年度から平成２４年度でございますが、３７２名、これは平成１９年度から平成２４年度でございますが、３７２名、これは平成１９年度から平成２４年度でございますが、微微微微増となっています。増となっています。増となっています。増となっています。

それにそれにそれにそれに対対対対しまして、知しまして、知しまして、知しまして、知的的的的障障障障害害害害の特別の特別の特別の特別支支支支援援援援学学学学校校校校は８０７名から１，１４０名と、１．４は８０７名から１，１４０名と、１．４は８０７名から１，１４０名と、１．４は８０７名から１，１４０名と、１．４倍倍倍倍のののの

増になっています。また、小増になっています。また、小増になっています。また、小増になっています。また、小・・・・中学中学中学中学校校校校の知の知の知の知的的的的障障障障害及び自害及び自害及び自害及び自閉閉閉閉・情・情・情・情緒緒緒緒特別特別特別特別支支支支援援援援学学学学級級級級のののの児童児童児童児童生生生生徒徒徒徒

数数数数も、も、も、も、同同同同年比年比年比年比較較較較で１，３７５名から２，０９１名とで１，３７５名から２，０９１名とで１，３７５名から２，０９１名とで１，３７５名から２，０９１名と約約約約１．５１．５１．５１．５倍倍倍倍に増加しているに増加しているに増加しているに増加している状況状況状況状況でござでござでござでござ

います。います。います。います。

その増加要その増加要その増加要その増加要因因因因についてでございますが、についてでございますが、についてでございますが、についてでございますが、諸諸諸諸説あると承知しているところでございますが、説あると承知しているところでございますが、説あると承知しているところでございますが、説あると承知しているところでございますが、

いずれもこのいずれもこのいずれもこのいずれもこの因因因因果果果果関係が明関係が明関係が明関係が明確確確確ではないではないではないではない状況状況状況状況でございます。でございます。でございます。でございます。文文文文部科学部科学部科学部科学省省省省も、も、も、も、保保保保護護護護者の特別者の特別者の特別者の特別支支支支

援援援援教育に関する理教育に関する理教育に関する理教育に関する理解解解解がががが深深深深まったことなどがその要まったことなどがその要まったことなどがその要まったことなどがその要因因因因の一つであるとの一つであるとの一つであるとの一つであると述述述述べべべべるにとどまっておるにとどまっておるにとどまっておるにとどまってお

ります。今後もります。今後もります。今後もります。今後も継続継続継続継続してさまざまなしてさまざまなしてさまざまなしてさまざまな視視視視点点点点から増加要から増加要から増加要から増加要因因因因の分の分の分の分析析析析はははは必必必必要であると思っておりま要であると思っておりま要であると思っておりま要であると思っておりま

すので、各すので、各すので、各すので、各種調種調種調種調査、あるいは査、あるいは査、あるいは査、あるいは専専専専門門門門的的的的なななな研究研究研究研究等の等の等の等の情報収集情報収集情報収集情報収集にににに努努努努めてまいりたいとめてまいりたいとめてまいりたいとめてまいりたいと考え考え考え考えておりておりておりており

ます。ます。ます。ます。以上以上以上以上でございます。でございます。でございます。でございます。

○柴田保健体育課長○柴田保健体育課長○柴田保健体育課長○柴田保健体育課長 子子子子宮頸宮頸宮頸宮頸ががががんんんん予予予予防防防防ワクワクワクワクチチチチンンンンのののの接接接接種種種種についてのについてのについてのについての啓啓啓啓発及び保発及び保発及び保発及び保護護護護者、者、者、者、児童児童児童児童生生生生

徒徒徒徒へへへへのののの対対対対応応応応についてのおについてのおについてのおについてのお尋ね尋ね尋ね尋ねでございます。でございます。でございます。でございます。

県教育委員会としましては、平成２２年度に県県教育委員会としましては、平成２２年度に県県教育委員会としましては、平成２２年度に県県教育委員会としましては、平成２２年度に県健健健健康づくり康づくり康づくり康づくり推推推推進進進進課課課課が、が、が、が、児童児童児童児童生生生生徒徒徒徒及び保及び保及び保及び保護護護護

者に者に者に者に子子子子宮頸宮頸宮頸宮頸ががががんんんん予予予予防防防防ワクワクワクワクチチチチンンンン接接接接種種種種についてのについてのについてのについての啓啓啓啓発発発発と正しい知と正しい知と正しい知と正しい知識識識識をををを伝伝伝伝ええええるためにるためにるためにるために啓啓啓啓発リ発リ発リ発リーーーーフフフフ

レレレレットットットットをををを作作作作成するに成するに成するに成するに際際際際しまして、そのしまして、そのしまして、そのしまして、その内容内容内容内容について、事前にについて、事前にについて、事前にについて、事前に協協協協議の場を議の場を議の場を議の場を持持持持たせていただいたせていただいたせていただいたせていただい

たたたた結結結結果果果果、副、副、副、副反反反反応応応応についてについてについてについて記載記載記載記載するようするようするようするよう求求求求めたところでございます。めたところでございます。めたところでございます。めたところでございます。

このこのこのこの啓啓啓啓発リ発リ発リ発リーーーーフフフフレレレレットットットットは、小学は、小学は、小学は、小学校校校校６年生から６年生から６年生から６年生から高校高校高校高校１年までの１年までの１年までの１年までの女女女女子子子子児童児童児童児童生生生生徒徒徒徒を通を通を通を通じじじじてててて保保保保護護護護

者に者に者に者に配布配布配布配布し、し、し、し、子子子子宮頸宮頸宮頸宮頸ががががん及びん及びん及びん及び予予予予防防防防ワクワクワクワクチチチチンンンン接接接接種種種種のののの啓啓啓啓発発発発と正しい知と正しい知と正しい知と正しい知識識識識の提の提の提の提供供供供にににに努努努努めることとめることとめることとめることと

しております。また、しております。また、しております。また、しております。また、同同同同様様様様ののののリリリリーーーーフフフフレレレレットットットットは、は、は、は、内容内容内容内容をををを充実充実充実充実させながら平成２３年度、２４させながら平成２３年度、２４させながら平成２３年度、２４させながら平成２３年度、２４

年度にも年度にも年度にも年度にも配布配布配布配布し、そのし、そのし、そのし、その取取取取りりりり組み組み組み組みを進めているところでございます。を進めているところでございます。を進めているところでございます。を進めているところでございます。

ワクワクワクワクチチチチンンンン接接接接種種種種にににに際際際際しましては、まれにしましては、まれにしましては、まれにしましては、まれにシシシショョョョックックックック等の副等の副等の副等の副反反反反応応応応があることがあることがあることがあることやややや、、、、現現現現時時時時点点点点では、では、では、では、

保保保保護護護護者の者の者の者の同同同同意意意意によりによりによりにより児童児童児童児童生生生生徒徒徒徒とととと接接接接種種種種医の医の医の医の相談相談相談相談を行う中でを行う中でを行う中でを行う中で判断判断判断判断するするするする任任任任意意意意接接接接種種種種であることから、であることから、であることから、であることから、

県教育委員会では、教職員県教育委員会では、教職員県教育委員会では、教職員県教育委員会では、教職員やややや学学学学校校校校医等が医等が医等が医等が児童児童児童児童生生生生徒徒徒徒や保や保や保や保護護護護者から者から者から者から相談相談相談相談があった場合、があった場合、があった場合、があった場合、個個個個別の別の別の別の

対対対対応応応応としまして、としまして、としまして、としまして、相談相談相談相談にににに応応応応じじじじる学る学る学る学校内校内校内校内の体の体の体の体制制制制づくりがづくりがづくりがづくりが重重重重要と要と要と要と考え考え考え考えております。そのため、ております。そのため、ております。そのため、ております。そのため、
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教職員等が教職員等が教職員等が教職員等が子子子子宮頸宮頸宮頸宮頸ががががんやんやんやんや子子子子宮頸宮頸宮頸宮頸ががががんんんん予予予予防防防防ワクワクワクワクチチチチンンンン接接接接種種種種に関する正しい知に関する正しい知に関する正しい知に関する正しい知識識識識をををを習習習習得得得得することすることすることすること

やややや、、、、適適適適切切切切にににに対対対対処処処処できる体できる体できる体できる体制制制制づくりを進めるため、平成２２年１０月には県医づくりを進めるため、平成２２年１０月には県医づくりを進めるため、平成２２年１０月には県医づくりを進めるため、平成２２年１０月には県医師師師師会と連会と連会と連会と連携携携携しししし

まして、県立医科大学の小林まして、県立医科大学の小林まして、県立医科大学の小林まして、県立医科大学の小林先先先先生を生を生を生を講講講講師師師師にににに招招招招聘聘聘聘し、し、し、し、子子子子宮頸宮頸宮頸宮頸ががががんワクんワクんワクんワクチチチチンンンンに関するに関するに関するに関する研修研修研修研修会を会を会を会を

開催しました。学開催しました。学開催しました。学開催しました。学校校校校医、教職員、教育委員会、医、教職員、教育委員会、医、教職員、教育委員会、医、教職員、教育委員会、ＰＴＡＰＴＡＰＴＡＰＴＡ等々、等々、等々、等々、約約約約３５０名の３５０名の３５０名の３５０名の参参参参加を加を加を加を見見見見たとこたとこたとこたとこ

ろでございます。ろでございます。ろでございます。ろでございます。

県教育委員会としまして、今後とも県教育委員会としまして、今後とも県教育委員会としまして、今後とも県教育委員会としまして、今後とも国国国国のののの動動動動向向向向をををを注視注視注視注視しつつ関係しつつ関係しつつ関係しつつ関係課課課課と連と連と連と連携携携携をををを図図図図りながら、りながら、りながら、りながら、

子子子子宮頸宮頸宮頸宮頸ががががんんんん予予予予防防防防ワクワクワクワクチチチチンンンンがががが児童児童児童児童生生生生徒徒徒徒及び保及び保及び保及び保護護護護者の正しい理者の正しい理者の正しい理者の正しい理解解解解のもとにのもとにのもとにのもとに接接接接種種種種されるようされるようされるようされるよう支支支支援援援援

してまいりたいとしてまいりたいとしてまいりたいとしてまいりたいと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。以上以上以上以上でございます。でございます。でございます。でございます。

○藤本委員○藤本委員○藤本委員○藤本委員 答弁答弁答弁答弁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。

総務部管総務部管総務部管総務部管財課財課財課財課長、長、長、長、粘粘粘粘りりりり強強強強くしっかりくしっかりくしっかりくしっかりややややってください。ってください。ってください。ってください。

それから、それから、それから、それから、東ア東ア東ア東アジジジジアアアア連連連連携携携携事業の件につきましては、本当にもう少し中事業の件につきましては、本当にもう少し中事業の件につきましては、本当にもう少し中事業の件につきましては、本当にもう少し中身身身身をををを精精精精査して査して査して査して経費経費経費経費

節節節節減減減減にににに頑張頑張頑張頑張ってほしいと思います。それでってほしいと思います。それでってほしいと思います。それでってほしいと思います。それで結構結構結構結構です。また議です。また議です。また議です。また議論論論論していきましょう。していきましょう。していきましょう。していきましょう。

それから、教育長もそれから、教育長もそれから、教育長もそれから、教育長も聞聞聞聞いてほしいのですけれども、教職員いてほしいのですけれども、教職員いてほしいのですけれども、教職員いてほしいのですけれども、教職員課課課課長がおっし長がおっし長がおっし長がおっしゃゃゃゃったように、ったように、ったように、ったように、

奈良県の奈良県の奈良県の奈良県の養護養護養護養護学学学学校校校校とか、とか、とか、とか、発発発発達達達達障障障障害害害害にににに対対対対してのしてのしてのしての先先先先生生生生方方方方のののの派遣派遣派遣派遣は、は、は、は、十十十十分分分分ややややられていると思ってられていると思ってられていると思ってられていると思って

いるのです。そういういるのです。そういういるのです。そういういるのです。そういう点点点点で、で、で、で、施設施設施設施設のののの方方方方もまたもまたもまたもまた頑張頑張頑張頑張っていただきたいのと、それから、安井っていただきたいのと、それから、安井っていただきたいのと、それから、安井っていただきたいのと、それから、安井

学学学学校校校校教育教育教育教育課課課課長に、教育長も長に、教育長も長に、教育長も長に、教育長も聞聞聞聞いていただきたいのですけれども、いていただきたいのですけれども、いていただきたいのですけれども、いていただきたいのですけれども、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり因因因因果果果果関係、関係、関係、関係、子子子子どどどど

もがもがもがもが減減減減っているのにっているのにっているのにっているのに養護養護養護養護学学学学校校校校がががが足足足足りない。りない。りない。りない。発発発発達達達達障障障障害害害害は日本全体にかかわるは日本全体にかかわるは日本全体にかかわるは日本全体にかかわる話話話話ですから。もですから。もですから。もですから。も

う少し分う少し分う少し分う少し分析析析析して、して、して、して、次次次次のときのときのときのときぐぐぐぐらいにある程度こうだということをらいにある程度こうだということをらいにある程度こうだということをらいにある程度こうだということを答答答答ええええられるように。前にられるように。前にられるように。前にられるように。前に

教育長と議教育長と議教育長と議教育長と議論論論論したことがあるのですけれど、はっきりしたことがあるのですけれど、はっきりしたことがあるのですけれど、はっきりしたことがあるのですけれど、はっきり言言言言ええええませませませませんんんんけれどけれどけれどけれどねねねね。少。少。少。少子子子子化化化化のののの問問問問題題題題、、、、

環境環境環境環境のののの問問問問題題題題、、、、子子子子どものどものどものどもの食食食食生活の生活の生活の生活の問問問問題題題題とかとかとかとか核家核家核家核家族族族族、いろいろな、いろいろな、いろいろな、いろいろな問問問問題題題題があると思うのですけれがあると思うのですけれがあると思うのですけれがあると思うのですけれ

ども、そういうども、そういうども、そういうども、そういう点点点点で分で分で分で分析析析析もももも研究研究研究研究もしてください。もしてください。もしてください。もしてください。答弁答弁答弁答弁はははは結構結構結構結構です。です。です。です。

それから、それから、それから、それから、子子子子宮頸宮頸宮頸宮頸ががががんワクんワクんワクんワクチチチチンンンンについてですが、についてですが、についてですが、についてですが、保健保健保健保健体育体育体育体育課課課課長、長、長、長、朝朝朝朝日日日日新新新新聞聞聞聞ののののデデデデジジジジタルタルタルタルで、で、で、で、

女女女女子子子子中学生が中学生が中学生が中学生が歩歩歩歩行行行行障障障障害害害害とか、あるいはとか、あるいはとか、あるいはとか、あるいは接接接接種種種種の後にの後にの後にの後に左腕左腕左腕左腕がしがしがしがしびびびびれてはれてれてはれてれてはれてれてはれて痛痛痛痛むむむむとか、９５６とか、９５６とか、９５６とか、９５６

人のう人のう人のう人のうちちちちにににに運運運運動低動低動低動低下下下下、、、、歩歩歩歩行行行行不不不不能能能能までことがあるわけですから。までことがあるわけですから。までことがあるわけですから。までことがあるわけですから。十十十十分分分分啓啓啓啓発発発発をしながら、をしながら、をしながら、をしながら、子子子子どどどど

もらのもらのもらのもらの性性性性行行行行為為為為のののの低低低低年年年年齢化齢化齢化齢化があるのですけれど、があるのですけれど、があるのですけれど、があるのですけれど、親親親親とのとのとのとの性性性性道道道道徳徳徳徳のののの意識意識意識意識の中で、の中で、の中で、の中で、保保保保護護護護者者者者へ強へ強へ強へ強くくくく

要要要要望望望望し、し、し、し、親親親親のののの意識意識意識意識もももも変え変え変え変えて、そういう大人にて、そういう大人にて、そういう大人にて、そういう大人に……………………難難難難しいですけれどしいですけれどしいですけれどしいですけれどねねねね。中学生、。中学生、。中学生、。中学生、高校高校高校高校生生生生ぐぐぐぐ

らいのらいのらいのらいの子子子子どもがどもがどもがどもが子子子子宮頸宮頸宮頸宮頸ががががんんんんになりになりになりになりややややすいというすいというすいというすいというデデデデーーーータタタタが出ていますから、教育が出ていますから、教育が出ていますから、教育が出ていますから、教育的的的的にもにもにもにも頑張頑張頑張頑張

ってほしいと思います。ってほしいと思います。ってほしいと思います。ってほしいと思います。

質質質質問問問問はこれではこれではこれではこれで終終終終わります。わります。わります。わります。以上以上以上以上です。です。です。です。

○畭委員○畭委員○畭委員○畭委員 何何何何点点点点かかかか質質質質問問問問させていただきます。思うことですけれど、させていただきます。思うことですけれど、させていただきます。思うことですけれど、させていただきます。思うことですけれど、決決決決算審査特別委員会の算審査特別委員会の算審査特別委員会の算審査特別委員会の
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委員の委員の委員の委員の意意意意見見見見、それがまとまります。それを、それがまとまります。それを、それがまとまります。それを、それがまとまります。それを次次次次の予算編成にの予算編成にの予算編成にの予算編成に反反反反映映映映させてもらいたいというこさせてもらいたいというこさせてもらいたいというこさせてもらいたいというこ

とでとでとでとで決決決決算審査特別委員会、予算審査特別委員会が行われているかと思います。も算審査特別委員会、予算審査特別委員会が行われているかと思います。も算審査特別委員会、予算審査特別委員会が行われているかと思います。も算審査特別委員会、予算審査特別委員会が行われているかと思います。もちちちちろろろろんんんん１１１１

年おくれの予算編成になるかと思うのですけれども、こういったことが年おくれの予算編成になるかと思うのですけれども、こういったことが年おくれの予算編成になるかと思うのですけれども、こういったことが年おくれの予算編成になるかと思うのですけれども、こういったことが実実実実際際際際どのようなどのようなどのようなどのような仕仕仕仕

組み組み組み組みで、県としてはで、県としてはで、県としてはで、県としては決決決決算審査特別委員会の算審査特別委員会の算審査特別委員会の算審査特別委員会の声声声声を受けて予算編成にを受けて予算編成にを受けて予算編成にを受けて予算編成に反反反反映映映映されているのか。されているのか。されているのか。されているのか。仕仕仕仕

組み組み組み組みというか、というか、というか、というか、休休休休止止止止事業とか事業とか事業とか事業とか廃止廃止廃止廃止事業とか、事業とか、事業とか、事業とか、見見見見せていただいておりますが、せていただいておりますが、せていただいておりますが、せていただいておりますが、廃止廃止廃止廃止されて中されて中されて中されて中

止止止止されて、されて、されて、されて、新新新新たなたなたなたな時時時時代の代の代の代の流流流流れもございますし、れもございますし、れもございますし、れもございますし、時時時時代の要代の要代の要代の要請請請請を受けてを受けてを受けてを受けて新新新新事業が生まれている事業が生まれている事業が生まれている事業が生まれている

ことは理ことは理ことは理ことは理解解解解しているのですけれども、どしているのですけれども、どしているのですけれども、どしているのですけれども、どんんんんななななふふふふうにうにうにうに決決決決算審査特別委員会の算審査特別委員会の算審査特別委員会の算審査特別委員会の声声声声がががが反反反反映映映映されてされてされてされて

いるのか、どいるのか、どいるのか、どいるのか、どんんんんななななふふふふうに受けとめられてどうに受けとめられてどうに受けとめられてどうに受けとめられてどんんんんななななふふふふうにされているのかを１うにされているのかを１うにされているのかを１うにされているのかを１点点点点おおおお伺伺伺伺いしたいいしたいいしたいいしたい

と思います。と思います。と思います。と思います。

それと、２それと、２それと、２それと、２点点点点目目目目に、藤本委員のに、藤本委員のに、藤本委員のに、藤本委員の東ア東ア東ア東アジジジジアアアア連連連連携携携携事業の関係でございますが、これは事業の関係でございますが、これは事業の関係でございますが、これは事業の関係でございますが、これは意意意意義義義義ああああ

る事業だと思っております。する事業だと思っております。する事業だと思っております。する事業だと思っております。すべべべべて県て県て県て県単独単独単独単独の予算でこれをの予算でこれをの予算でこれをの予算でこれをややややられているのです。県としてられているのです。県としてられているのです。県としてられているのです。県として

も、も、も、も、東ア東ア東ア東アジジジジアアアア連連連連携携携携事業に事業に事業に事業に対対対対して、して、して、して、国国国国にににに毎毎毎毎年要年要年要年要望望望望されているのですけれども、されているのですけれども、されているのですけれども、されているのですけれども、具具具具体体体体的的的的にどのにどのにどのにどの

ようなことをようなことをようなことをようなことを国国国国に要に要に要に要望望望望されているのか、されているのか、されているのか、されているのか、国国国国がどういうがどういうがどういうがどういう反反反反応応応応をををを示示示示しているのかをおしているのかをおしているのかをおしているのかをお聞聞聞聞きしたきしたきしたきした

いと思います。いと思います。いと思います。いと思います。

それと、３それと、３それと、３それと、３点点点点目目目目には、には、には、には、防防防防災災災災計計計計画画画画のののの見見見見直直直直しを今されております。中しを今されております。中しを今されております。中しを今されております。中間間間間のまとめが行われたのまとめが行われたのまとめが行われたのまとめが行われた

と理と理と理と理解解解解しているのですけれども、今後このしているのですけれども、今後このしているのですけれども、今後このしているのですけれども、今後この防防防防災災災災計計計計画画画画は、は、は、は、来来来来年度年度年度年度取取取取りまとめがりまとめがりまとめがりまとめが完完完完成すると成すると成すると成すると聞聞聞聞

いているのですけれども、平成２５年度はどういう行程をいているのですけれども、平成２５年度はどういう行程をいているのですけれども、平成２５年度はどういう行程をいているのですけれども、平成２５年度はどういう行程を経経経経るのでしょうか、おるのでしょうか、おるのでしょうか、おるのでしょうか、お伺伺伺伺いしたいしたいしたいした

いと思います。いと思います。いと思います。いと思います。

そういった中で、そういった中で、そういった中で、そういった中で、防防防防災災災災会議に会議に会議に会議に女女女女性性性性のののの声声声声をということで、これまでから申しをということで、これまでから申しをということで、これまでから申しをということで、これまでから申し上上上上げげげげておりまておりまておりまておりま

すが、これについては、すが、これについては、すが、これについては、すが、これについては、国国国国のののの災害対策災害対策災害対策災害対策基本法が基本法が基本法が基本法が改改改改正されまして、それを受けて県としても正されまして、それを受けて県としても正されまして、それを受けて県としても正されまして、それを受けて県としても

防防防防災災災災会議に会議に会議に会議に女女女女性性性性がががが参参参参入し入し入し入しややややすくすくすくすく条条条条例が例が例が例が改改改改正されたと正されたと正されたと正されたと聞聞聞聞いております。５３名中４名がいております。５３名中４名がいております。５３名中４名がいております。５３名中４名が女女女女性性性性

でございますが、これまでのでございますが、これまでのでございますが、これまでのでございますが、これまでの震震震震災災災災を受けて、を受けて、を受けて、を受けて、女女女女性性性性のののの視視視視点点点点がこれまでがこれまでがこれまでがこれまで足足足足りなかったというこりなかったというこりなかったというこりなかったというこ

とで、まずはそのとで、まずはそのとで、まずはそのとで、まずはその防防防防災災災災会議に会議に会議に会議に女女女女性性性性を３を３を３を３割割割割入れてほしいと申し入れてほしいと申し入れてほしいと申し入れてほしいと申し上上上上げげげげているのですけれども、ているのですけれども、ているのですけれども、ているのですけれども、

このこのこのこの点点点点については、どについては、どについては、どについては、どんんんんななななふふふふうに今後進められていくのでしょうか。そして、県としてはうに今後進められていくのでしょうか。そして、県としてはうに今後進められていくのでしょうか。そして、県としてはうに今後進められていくのでしょうか。そして、県としては

どれどれどれどれぐぐぐぐらいらいらいらい女女女女性性性性にににに参参参参加していただく予定なのでしょうか、お加していただく予定なのでしょうか、お加していただく予定なのでしょうか、お加していただく予定なのでしょうか、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。

それと、それと、それと、それと、防防防防災災災災に関しては、に関しては、に関しては、に関しては、避難避難避難避難所の総所の総所の総所の総点検点検点検点検をいたしました。をいたしました。をいたしました。をいたしました。避難避難避難避難所の総所の総所の総所の総点検点検点検点検をしたをしたをしたをした際際際際に、に、に、に、

ほとほとほとほとんんんんどのどのどのどの避難避難避難避難所に所に所に所に防防防防災災災災機機機機能能能能がががが整整整整備されていない備されていない備されていない備されていない状況状況状況状況がわかりました。そういったことで、がわかりました。そういったことで、がわかりました。そういったことで、がわかりました。そういったことで、

避難避難避難避難所の所の所の所の防防防防災災災災機機機機能能能能のののの強化強化強化強化をこれまでからをこれまでからをこれまでからをこれまでから訴訴訴訴ええええてまいりましたが、てまいりましたが、てまいりましたが、てまいりましたが、昨昨昨昨年度から年度から年度から年度から避難避難避難避難所の機所の機所の機所の機能能能能

緊急強化緊急強化緊急強化緊急強化補補補補助助助助事業で、３事業で、３事業で、３事業で、３カカカカ年の年の年の年の期間期間期間期間で予算をつけていただいて、一般で予算をつけていただいて、一般で予算をつけていただいて、一般で予算をつけていただいて、一般避難避難避難避難所、福所、福所、福所、福祉祉祉祉避難避難避難避難所所所所

のののの防防防防災災災災機機機機能能能能のののの強化強化強化強化補補補補助助助助事業に事業に事業に事業に努努努努められておりますけれども、１年められておりますけれども、１年められておりますけれども、１年められておりますけれども、１年終終終終わったのですが、どうわったのですが、どうわったのですが、どうわったのですが、どう
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いったところにそういったいったところにそういったいったところにそういったいったところにそういった防防防防災災災災機機機機能能能能がががが強化強化強化強化されたのかおされたのかおされたのかおされたのかお伺伺伺伺いをしたいと思います。いをしたいと思います。いをしたいと思います。いをしたいと思います。

次次次次に、に、に、に、ｅ－ＭＡＴＣＨｅ－ＭＡＴＣＨｅ－ＭＡＴＣＨｅ－ＭＡＴＣＨ、奈良県の、奈良県の、奈良県の、奈良県の救救救救急急急急医医医医療療療療管管管管制シ制シ制シ制シスススステムテムテムテム事業についてでございます。事業についてでございます。事業についてでございます。事業についてでございます。救救救救

急急急急車車車車とととと消消消消防防防防署署署署のののの間間間間で、で、で、で、ｉｉｉｉＰＰＰＰａｄａｄａｄａｄをををを用用用用いていていていてｅ－ＭＡＴＣＨｅ－ＭＡＴＣＨｅ－ＭＡＴＣＨｅ－ＭＡＴＣＨが今行われております。が今行われております。が今行われております。が今行われております。病院病院病院病院とのとのとのとの

連連連連携携携携もももも来来来来年度は進年度は進年度は進年度は進むむむむとととと聞聞聞聞いておりますが、このいておりますが、このいておりますが、このいておりますが、この点点点点について、今後のについて、今後のについて、今後のについて、今後の取取取取りりりり組み組み組み組みをおをおをおをお伺伺伺伺いしたいしたいしたいした

いと思います。いと思います。いと思います。いと思います。

次次次次に、教育委員会でございますが、学に、教育委員会でございますが、学に、教育委員会でございますが、学に、教育委員会でございますが、学校図校図校図校図書書書書館館館館のののの魅魅魅魅力アッ力アッ力アッ力アップという、プという、プという、プという、楽楽楽楽しいしいしいしい図図図図書書書書館館館館づくづくづくづく

りをりをりをりを先先先先日代表日代表日代表日代表質質質質問問問問をさせていただきました。教育長から、県をさせていただきました。教育長から、県をさせていただきました。教育長から、県をさせていただきました。教育長から、県内内内内学学学学校図校図校図校図書書書書館館館館に木に木に木に木材材材材利利利利用用用用が、が、が、が、

小学小学小学小学校校校校で１０％、県立学で１０％、県立学で１０％、県立学で１０％、県立学校校校校で４．７％進で４．７％進で４．７％進で４．７％進んんんんでいると、でいると、でいると、でいると、家具家具家具家具とか、本とか、本とか、本とか、本棚棚棚棚とかとかとかとかカカカカウンタウンタウンタウンターにつーにつーにつーにつ

いてでございますが、おいてでございますが、おいてでございますが、おいてでございますが、お答答答答ええええがございました。木がございました。木がございました。木がございました。木製製製製化化化化のののの効果効果効果効果についても、一定の教育についても、一定の教育についても、一定の教育についても、一定の教育効果効果効果効果

があるとおがあるとおがあるとおがあるとお答答答答ええええをされておりますけれども、これらの木は県をされておりますけれども、これらの木は県をされておりますけれども、これらの木は県をされておりますけれども、これらの木は県産材産材産材産材ななななんんんんでしょうかとおでしょうかとおでしょうかとおでしょうかとお伺伺伺伺いいいい

したい。そういう木したい。そういう木したい。そういう木したい。そういう木製製製製のののの家具家具家具家具、備、備、備、備品品品品が順が順が順が順次次次次置置置置かれていくことについては、いいことだと思かれていくことについては、いいことだと思かれていくことについては、いいことだと思かれていくことについては、いいことだと思

うのですが、県うのですが、県うのですが、県うのですが、県産材産材産材産材なのか、それと、そういうなのか、それと、そういうなのか、それと、そういうなのか、それと、そういう配配配配置置置置については、どなたかについては、どなたかについては、どなたかについては、どなたかアアアアドドドドバイバイバイバイスをさスをさスをさスをさ

れているのか、そのれているのか、そのれているのか、そのれているのか、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。

最最最最後に、後に、後に、後に、発発発発達達達達障障障障害害害害児児児児の教育の教育の教育の教育支支支支援援援援として、として、として、として、デデデデイイイイジージージージー図図図図書書書書がががが有効有効有効有効ではないかとではないかとではないかとではないかと質質質質問問問問させていさせていさせていさせてい

ただきました。まだまだただきました。まだまだただきました。まだまだただきました。まだまだ利利利利用用用用するするするする方方方方が、が、が、が、去去去去年で奈良県で１８名、全年で奈良県で１８名、全年で奈良県で１８名、全年で奈良県で１８名、全国国国国でも１，０００名前でも１，０００名前でも１，０００名前でも１，０００名前

後なのですが、こういったことがな後なのですが、こういったことがな後なのですが、こういったことがな後なのですが、こういったことがなぜぜぜぜ広まらないのかという広まらないのかという広まらないのかという広まらないのかという点点点点についてごについてごについてごについてご質質質質問問問問させていたさせていたさせていたさせていた

だきました。広く、今後だきました。広く、今後だきました。広く、今後だきました。広く、今後普普普普及及及及していただくしていただくしていただくしていただく必必必必要があると思っております。要があると思っております。要があると思っております。要があると思っております。

学学学学校校校校におけるにおけるにおけるにおけるデデデデイイイイジー教科ジー教科ジー教科ジー教科書書書書だけではなく、だけではなく、だけではなく、だけではなく、家庭家庭家庭家庭やややや、またいろいろな学、またいろいろな学、またいろいろな学、またいろいろな学校以外校以外校以外校以外のところのところのところのところ

ででででデデデデイイイイジージージージー図図図図書書書書が活が活が活が活用用用用されるようされるようされるようされるよう環境環境環境環境整整整整備も進めていただきたいと思っておりますが、い備も進めていただきたいと思っておりますが、い備も進めていただきたいと思っておりますが、い備も進めていただきたいと思っておりますが、い

かがでございましょうか。かがでございましょうか。かがでございましょうか。かがでございましょうか。以上以上以上以上、お願いします。、お願いします。、お願いします。、お願いします。

○西川財政課長○西川財政課長○西川財政課長○西川財政課長 決決決決算審査特別委員会の算審査特別委員会の算審査特別委員会の算審査特別委員会の意意意意見見見見をどのように予算にをどのように予算にをどのように予算にをどのように予算に反反反反映映映映するのか、そのするのか、そのするのか、そのするのか、その仕仕仕仕組組組組

みみみみはどうなっているかについておはどうなっているかについておはどうなっているかについておはどうなっているかについてお答答答答ええええさせていただきます。させていただきます。させていただきます。させていただきます。

決決決決算審査特別委員会だけに限らず、議会の本会議、あるいは委員会の場でいろいろとご算審査特別委員会だけに限らず、議会の本会議、あるいは委員会の場でいろいろとご算審査特別委員会だけに限らず、議会の本会議、あるいは委員会の場でいろいろとご算審査特別委員会だけに限らず、議会の本会議、あるいは委員会の場でいろいろとご

議議議議論論論論いただいているいただいているいただいているいただいている内容内容内容内容につきましては、まず予算編成につきましては、各部につきましては、まず予算編成につきましては、各部につきましては、まず予算編成につきましては、各部につきましては、まず予算編成につきましては、各部局局局局からそれからそれからそれからそれ

ぞぞぞぞれ事業の要れ事業の要れ事業の要れ事業の要求求求求をごをごをごをご検討検討検討検討いただいて、いただいて、いただいて、いただいて、秋秋秋秋にににに財政課へ財政課へ財政課へ財政課へ提出していただきます。その要提出していただきます。その要提出していただきます。その要提出していただきます。その要求求求求をををを考考考考

ええええていただくていただくていただくていただく際際際際に、それに、それに、それに、それぞぞぞぞれあったさまざまなご議れあったさまざまなご議れあったさまざまなご議れあったさまざまなご議論論論論をまずはをまずはをまずはをまずは反反反反映映映映したしたしたした形形形形で要で要で要で要求求求求していたしていたしていたしていた

だくと。そのだくと。そのだくと。そのだくと。その上上上上でででで財政課財政課財政課財政課と各部と各部と各部と各部局局局局でいろいろとまた議でいろいろとまた議でいろいろとまた議でいろいろとまた議論論論論をさせていただく中で、議会等でをさせていただく中で、議会等でをさせていただく中で、議会等でをさせていただく中で、議会等で

の議の議の議の議論論論論がどのようになっていたのかをがどのようになっていたのかをがどのようになっていたのかをがどのようになっていたのかを確確確確認認認認しながら、予算編成しながら、予算編成しながら、予算編成しながら、予算編成作作作作業を進めているところで業を進めているところで業を進めているところで業を進めているところで

ございます。ございます。ございます。ございます。以上以上以上以上でございます。でございます。でございます。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 東ア東ア東ア東アジジジジアアアア連連連連携携携携事業の関係で、事業の関係で、事業の関係で、事業の関係で、国国国国にににに具具具具体体体体的的的的
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にどういった要にどういった要にどういった要にどういった要望望望望をしているのかというごをしているのかというごをしているのかというごをしているのかというご質質質質問問問問につきましてご説明をさせていただきます。につきましてご説明をさせていただきます。につきましてご説明をさせていただきます。につきましてご説明をさせていただきます。

ごごごご指摘指摘指摘指摘のとおり、のとおり、のとおり、のとおり、東ア東ア東ア東アジジジジアアアア連連連連携携携携事業は、その事業は、その事業は、その事業は、その効果効果効果効果は県は県は県は県内内内内だけにとどまらず、だけにとどまらず、だけにとどまらず、だけにとどまらず、我我我我がががが国国国国全体全体全体全体

及び東ア及び東ア及び東ア及び東アジジジジアアアアにつきましても大きな良につきましても大きな良につきましても大きな良につきましても大きな良好好好好な関係のな関係のな関係のな関係の形形形形成ですとか、いろいろな成ですとか、いろいろな成ですとか、いろいろな成ですとか、いろいろな発展発展発展発展にににに資資資資するするするする

ものだとものだとものだとものだと考え考え考え考えております。今までも、ております。今までも、ております。今までも、ております。今までも、東ア東ア東ア東アジジジジアアアア、例、例、例、例えば地方政府えば地方政府えば地方政府えば地方政府会合の立会合の立会合の立会合の立ち上ち上ち上ち上げげげげ、２００、２００、２００、２００

９年でございましたけれども、９年でございましたけれども、９年でございましたけれども、９年でございましたけれども、地方自地方自地方自地方自治体治体治体治体レベレベレベレベルルルルでこうしたでこうしたでこうしたでこうしたマルマルマルマルチチチチの大きなの大きなの大きなの大きな地方政府地方政府地方政府地方政府をををを集集集集

めた会議をつくるということで、その当めた会議をつくるということで、その当めた会議をつくるということで、その当めた会議をつくるということで、その当時時時時、、、、外外外外務務務務省省省省、総務、総務、総務、総務省省省省等から大等から大等から大等から大変変変変大きなご大きなご大きなご大きなご支支支支援援援援をいをいをいをい

ただいております。そのごただいております。そのごただいております。そのごただいております。そのご支支支支援援援援のののの具具具具体体体体的的的的な中な中な中な中身身身身と申しますのは、例と申しますのは、例と申しますのは、例と申しますのは、例えばえばえばえば、大、大、大、大使使使使館館館館を通を通を通を通じじじじまままま

してしてしてして地方政府へ地方政府へ地方政府へ地方政府へのののの声声声声をかけていただく、あるいは、このような会合のをかけていただく、あるいは、このような会合のをかけていただく、あるいは、このような会合のをかけていただく、あるいは、このような会合の趣趣趣趣旨旨旨旨にににに賛同賛同賛同賛同いただいいただいいただいいただい

て、例て、例て、例て、例えばえばえばえば、中、中、中、中央央央央政府政府政府政府のののの高高高高官官官官にごにごにごにご協協協協力力力力いただく、そうしたごいただく、そうしたごいただく、そうしたごいただく、そうしたご支支支支援援援援ををををちちちちょうだいをしているょうだいをしているょうだいをしているょうだいをしている

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。

現在現在現在現在も、例も、例も、例も、例えばえばえばえば、、、、東ア東ア東ア東アジジジジア地方政府ア地方政府ア地方政府ア地方政府会合は今後とも会員会合は今後とも会員会合は今後とも会員会合は今後とも会員数数数数ももももふふふふええええていきますでしょうし、ていきますでしょうし、ていきますでしょうし、ていきますでしょうし、

あるいは、日本とあるいは、日本とあるいは、日本とあるいは、日本と東ア東ア東ア東アジジジジアアアアのののの未未未未来来来来をををを考え考え考え考える委員会という活る委員会という活る委員会という活る委員会という活動動動動を行っておりますけれども、を行っておりますけれども、を行っておりますけれども、を行っておりますけれども、

こうしたところにも中こうしたところにも中こうしたところにも中こうしたところにも中央省庁央省庁央省庁央省庁のののの方方方方々、あるいは々、あるいは々、あるいは々、あるいは外国外国外国外国のののの地方政府地方政府地方政府地方政府、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは外国外国外国外国の大の大の大の大使使使使館館館館とととと

いったところのごいったところのごいったところのごいったところのご協協協協力力力力がががが不不不不可可可可欠欠欠欠でございまして、こうしたところの、例でございまして、こうしたところの、例でございまして、こうしたところの、例でございまして、こうしたところの、例えば参えば参えば参えば参加加加加メンバメンバメンバメンバーーーー

になっていただく等、あるいはごになっていただく等、あるいはごになっていただく等、あるいはごになっていただく等、あるいはご指指指指導導導導をををを仰ぐ仰ぐ仰ぐ仰ぐ等の等の等の等の非非非非常常常常にににに幅幅幅幅広いご広いご広いご広いご支支支支援援援援をお願いをしているをお願いをしているをお願いをしているをお願いをしている

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。以上以上以上以上でございます。でございます。でございます。でございます。

○中澤防災統括室長○中澤防災統括室長○中澤防災統括室長○中澤防災統括室長 防防防防災災災災計計計計画画画画の今後のスの今後のスの今後のスの今後のスケケケケジジジジュュュューーーールルルルということでおということでおということでおということでお答答答答ええええをさせていただをさせていただをさせていただをさせていただ

きます。きます。きます。きます。

防防防防災災災災計計計計画画画画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、東東東東日本大日本大日本大日本大震震震震災災災災ですとかですとかですとかですとか紀伊半島紀伊半島紀伊半島紀伊半島大大大大水害水害水害水害、こういった、こういった、こういった、こういった経経経経

験験験験、教、教、教、教訓訓訓訓をををを踏踏踏踏ままままええええまして、まして、まして、まして、災害災害災害災害から人から人から人から人命命命命をををを守守守守ることをることをることをることを最最最最大の大の大の大の目標目標目標目標といたしまして、今年度、といたしまして、今年度、といたしまして、今年度、といたしまして、今年度、

来来来来年度の２年度の２年度の２年度の２カカカカ年で年で年で年で見見見見直直直直しにしにしにしに取取取取りりりり組ん組ん組ん組んでいるところでございます。でいるところでございます。でいるところでございます。でいるところでございます。

見見見見直直直直しに当たりましては、まずしに当たりましては、まずしに当たりましては、まずしに当たりましては、まず住民住民住民住民避難避難避難避難等、等、等、等、重重重重要な７要な７要な７要な７項項項項目目目目をををを重点項重点項重点項重点項目目目目として全体の計として全体の計として全体の計として全体の計画画画画

にににに先先先先行して行して行して行して検討検討検討検討を行いまして、今年度でございますが、を行いまして、今年度でございますが、を行いまして、今年度でございますが、を行いまして、今年度でございますが、先先先先月８日に中月８日に中月８日に中月８日に中間間間間報報報報告告告告としてとしてとしてとして取取取取りまりまりまりま

とめて公表いたしました。またとめて公表いたしました。またとめて公表いたしました。またとめて公表いたしました。また同同同同時時時時に、に、に、に、市町市町市町市町村とも村とも村とも村とも十十十十分連分連分連分連携携携携をして、をして、をして、をして、実実実実際際際際にににに役役役役に立つに立つに立つに立つ防防防防災災災災

計計計計画画画画になるようにになるようにになるようにになるように取取取取りりりり組ん組ん組ん組んでいるところでございまして、特にでいるところでございまして、特にでいるところでございまして、特にでいるところでございまして、特に最最最最重点重点重点重点のののの住民住民住民住民避難避難避難避難につきまにつきまにつきまにつきま

しては、しては、しては、しては、災害災害災害災害のののの種種種種別ごとに別ごとに別ごとに別ごとにモデモデモデモデル市町ル市町ル市町ル市町村を村を村を村を設設設設定いたしまして、一定いたしまして、一定いたしまして、一定いたしまして、一緒緒緒緒にににに検討検討検討検討を進めてきたとを進めてきたとを進めてきたとを進めてきたと

ころでございます。ころでございます。ころでございます。ころでございます。

先先先先ほども申しましたけれど、例ほども申しましたけれど、例ほども申しましたけれど、例ほども申しましたけれど、例えばえばえばえば、、、、雨雨雨雨量量量量ですとかですとかですとかですとか水水水水位位位位とかをとかをとかをとかをリンクリンクリンクリンクさせたようなさせたようなさせたようなさせたような避難避難避難避難

勧告勧告勧告勧告のののの発令発令発令発令基基基基準準準準のののの作作作作成ですとか、成ですとか、成ですとか、成ですとか、住民住民住民住民のののの方方方方々と連々と連々と連々と連携携携携したしたしたした避難訓練避難訓練避難訓練避難訓練のののの実施実施実施実施ですとかですとかですとかですとか防防防防災マッ災マッ災マッ災マッ

プづくりといったプづくりといったプづくりといったプづくりといったモデモデモデモデル市町ル市町ル市町ル市町村での村での村での村での具具具具体体体体的的的的なななな取取取取りりりり組み組み組み組み事例を、こ事例を、こ事例を、こ事例を、こちちちちらもあわせてらもあわせてらもあわせてらもあわせて発発発発表した表した表した表した
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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。

今後ですが、今後ですが、今後ですが、今後ですが、先先先先月に県月に県月に県月に県市町市町市町市町村長村長村長村長サミサミサミサミットットットットでもでもでもでも報報報報告告告告をさせていただきましたし、をさせていただきましたし、をさせていただきましたし、をさせていただきましたし、モデモデモデモデル市ル市ル市ル市

町町町町村からもご村からもご村からもご村からもご報報報報告告告告をされたところでございますけれど、をされたところでございますけれど、をされたところでございますけれど、をされたところでございますけれど、モデモデモデモデル市町ル市町ル市町ル市町村村村村以外以外以外以外のののの市町市町市町市町村にも村にも村にも村にも来来来来

年度に年度に年度に年度に向向向向けてけてけてけて取取取取りりりり組み組み組み組みを進めていきたいと思っております。を進めていきたいと思っております。を進めていきたいと思っております。を進めていきたいと思っております。

それから、計それから、計それから、計それから、計画画画画そのものでございますけれども、中そのものでございますけれども、中そのものでございますけれども、中そのものでございますけれども、中間間間間報報報報告告告告ををををベベベベースにいたしまして、まースにいたしまして、まースにいたしまして、まースにいたしまして、ま

ずずずず素素素素案の案の案の案の作作作作成に成に成に成に取取取取りかかっているところでございます。りかかっているところでございます。りかかっているところでございます。りかかっているところでございます。次次次次年度でございますが、年度でございますが、年度でございますが、年度でございますが、有有有有識識識識者か者か者か者か

ら成る委員会からのごら成る委員会からのごら成る委員会からのごら成る委員会からのご意意意意見見見見などもなどもなどもなども踏踏踏踏ままままええええまして、まして、まして、まして、市町市町市町市町村ですとか関係する機関とともにさ村ですとか関係する機関とともにさ村ですとか関係する機関とともにさ村ですとか関係する機関とともにさ

らにらにらにらに検討検討検討検討を進めまして、を進めまして、を進めまして、を進めまして、来来来来年度中に年度中に年度中に年度中に策策策策定主体でございます定主体でございます定主体でございます定主体でございます防防防防災災災災会議において会議において会議において会議において取取取取りまとめをりまとめをりまとめをりまとめを

行いたいと行いたいと行いたいと行いたいと考え考え考え考えています。ています。ています。ています。

そのそのそのその防防防防災災災災会議会議会議会議へへへへのののの女女女女性性性性委員の委員の委員の委員の積極的積極的積極的積極的なななな参参参参画画画画、、、、選任選任選任選任をというおをというおをというおをというお問問問問い合わせでございます。い合わせでございます。い合わせでございます。い合わせでございます。

奈良県の奈良県の奈良県の奈良県の防防防防災災災災会議の委員につきましては、会議の委員につきましては、会議の委員につきましては、会議の委員につきましては、災害対策災害対策災害対策災害対策基本法で基本法で基本法で基本法で規規規規定された機関、定された機関、定された機関、定された機関、団団団団体代表者体代表者体代表者体代表者

等により等により等により等により構構構構成されておりまして、県では一成されておりまして、県では一成されておりまして、県では一成されておりまして、県では一昨昨昨昨年、これらの機関とか年、これらの機関とか年、これらの機関とか年、これらの機関とか団団団団体に体に体に体に対対対対してしてしてして女女女女性性性性委員委員委員委員

のののの推推推推薦薦薦薦をををを働働働働きかけまして、きかけまして、きかけまして、きかけまして、現在現在現在現在、ご、ご、ご、ご指摘指摘指摘指摘いただいたとおり４名になっています。また、平いただいたとおり４名になっています。また、平いただいたとおり４名になっています。また、平いただいたとおり４名になっています。また、平

成２４年度９月、これもご成２４年度９月、これもご成２４年度９月、これもご成２４年度９月、これもご指摘指摘指摘指摘いただいたとおりでございますけれど、いただいたとおりでございますけれど、いただいたとおりでございますけれど、いただいたとおりでございますけれど、災害対策災害対策災害対策災害対策基本法が基本法が基本法が基本法が

改改改改正されまして、正されまして、正されまして、正されまして、防防防防災災災災会議の委員に、学会議の委員に、学会議の委員に、学会議の委員に、学識識識識経経経経験験験験者ですとか者ですとか者ですとか者ですとか自自自自主主主主防防防防災組織災組織災組織災組織のののの構構構構成員を加成員を加成員を加成員を加ええええるるるる

規規規規定が定が定が定が設設設設けられました。このけられました。このけられました。このけられました。この改改改改正の正の正の正の趣趣趣趣旨旨旨旨でございますけれど、こうした委員をでございますけれど、こうした委員をでございますけれど、こうした委員をでございますけれど、こうした委員を防防防防災災災災会議の会議の会議の会議の

委員に加委員に加委員に加委員に加ええええることによりまして、例ることによりまして、例ることによりまして、例ることによりまして、例えばえばえばえば男女男女男女男女共共共共同同同同参参参参画画画画のののの推推推推進でございますとか、進でございますとか、進でございますとか、進でございますとか、高齢高齢高齢高齢者者者者やややや

障障障障害害害害者等の者等の者等の者等の参参参参画画画画をををを促促促促進しまして、進しまして、進しまして、進しまして、多様多様多様多様な主体のな主体のな主体のな主体の意意意意見見見見を計を計を計を計画画画画にににに反反反反映映映映することによりまして、することによりまして、することによりまして、することによりまして、

防防防防災災災災計計計計画画画画のののの充実充実充実充実をををを図図図図ることとされております。ることとされております。ることとされております。ることとされております。

このこのこのこの趣趣趣趣旨旨旨旨をををを踏踏踏踏ままままええええまして、県でも平成２４年１２月議会に提案をさせていただいてご承まして、県でも平成２４年１２月議会に提案をさせていただいてご承まして、県でも平成２４年１２月議会に提案をさせていただいてご承まして、県でも平成２４年１２月議会に提案をさせていただいてご承

認認認認いただきましたが、奈良県いただきましたが、奈良県いただきましたが、奈良県いただきましたが、奈良県防防防防災災災災会議等の会議等の会議等の会議等の組織及び運組織及び運組織及び運組織及び運営営営営に関するに関するに関するに関する条条条条例を例を例を例を改改改改正いたしまして、正いたしまして、正いたしまして、正いたしまして、

学学学学識識識識経経経経験験験験者、あるいは者、あるいは者、あるいは者、あるいは自自自自主主主主防防防防災組織災組織災組織災組織のののの構構構構成員のう成員のう成員のう成員のうちちちちから１０名から１０名から１０名から１０名以内以内以内以内の委員をの委員をの委員をの委員を選任選任選任選任できるこできるこできるこできるこ

とにさせていただいたところでございます。とにさせていただいたところでございます。とにさせていただいたところでございます。とにさせていただいたところでございます。

現在現在現在現在、、、、追追追追加する委員の加する委員の加する委員の加する委員の選選選選定をどのようにするか定をどのようにするか定をどのようにするか定をどのようにするか検討検討検討検討を行っているところでございまして、を行っているところでございまして、を行っているところでございまして、を行っているところでございまして、

具具具具体体体体的的的的にどのにどのにどのにどの団団団団体からどういった委員を体からどういった委員を体からどういった委員を体からどういった委員を選任選任選任選任するか、またあるいは、するか、またあるいは、するか、またあるいは、するか、またあるいは、女女女女性性性性のののの数数数数をををを何何何何名にす名にす名にす名にす

るかは、今後るかは、今後るかは、今後るかは、今後詳詳詳詳細細細細をををを詰詰詰詰めていくことになります。ただ、めていくことになります。ただ、めていくことになります。ただ、めていくことになります。ただ、女女女女性性性性のののの視視視視点点点点を生かして活を生かして活を生かして活を生かして活発発発発に活に活に活に活動動動動

されているされているされているされている団団団団体からの体からの体からの体からの選任選任選任選任ですとか、ですとか、ですとか、ですとか、団団団団体におきまして体におきまして体におきまして体におきまして女女女女性性性性のののの役役役役員の員の員の員の選任選任選任選任をををを検討検討検討検討するなど、するなど、するなど、するなど、

女女女女性性性性委員の増加に委員の増加に委員の増加に委員の増加に積極的積極的積極的積極的にににに取取取取りりりり組み組み組み組みまして、まして、まして、まして、防防防防災災災災会議に会議に会議に会議に女女女女性性性性の委員をできる限りの委員をできる限りの委員をできる限りの委員をできる限り反反反反映映映映できできできでき

るようにるようにるようにるように配配配配慮慮慮慮してまいりたいとしてまいりたいとしてまいりたいとしてまいりたいと考え考え考え考えております。また、ております。また、ております。また、ております。また、引引引引きききき続続続続きまして、きまして、きまして、きまして、防防防防災災災災会議の会議の会議の会議の構構構構成成成成

団団団団体、体、体、体、構構構構成機関に成機関に成機関に成機関に対対対対しましても、しましても、しましても、しましても、女女女女性性性性委員の委員の委員の委員の推推推推薦薦薦薦について要について要について要について要請請請請を行いまして、今後もを行いまして、今後もを行いまして、今後もを行いまして、今後も女女女女性性性性
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委員の比委員の比委員の比委員の比率率率率をををを高高高高めて、めて、めて、めて、女女女女性性性性のののの視視視視点点点点をををを取取取取り入れられるようにり入れられるようにり入れられるようにり入れられるように努努努努めてまいりたいとめてまいりたいとめてまいりたいとめてまいりたいと考え考え考え考えていまていまていまていま

す。す。す。す。

それから、もう１それから、もう１それから、もう１それから、もう１点点点点、、、、避難避難避難避難所の機所の機所の機所の機能能能能強化強化強化強化の補の補の補の補助金助金助金助金のののの執執執執行行行行状況状況状況状況、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは見見見見通しという通しという通しという通しという点点点点

でございます。でございます。でございます。でございます。市町市町市町市町村が村が村が村が設置設置設置設置しますしますしますします避難避難避難避難所でございますが、この安全所でございますが、この安全所でございますが、この安全所でございますが、この安全性性性性のののの向上対策向上対策向上対策向上対策についについについについ

て、特にて、特にて、特にて、特に紀伊半島紀伊半島紀伊半島紀伊半島大大大大水害水害水害水害等の等の等の等の経経経経験験験験、教、教、教、教訓訓訓訓もももも踏踏踏踏ままままええええまして、県としてもまして、県としてもまして、県としてもまして、県としても早早早早急急急急にににに対対対対処処処処すすすすべべべべきききき重重重重

要要要要課題課題課題課題とととと認認認認識識識識をしております。をしております。をしております。をしております。先先先先月公表いたしました月公表いたしました月公表いたしました月公表いたしました防防防防災災災災計計計計画画画画の中の中の中の中間間間間報報報報告告告告でも、でも、でも、でも、避難避難避難避難所の所の所の所の

機機機機能能能能強化強化強化強化をををを促促促促進するという進するという進するという進するという点点点点をををを記載記載記載記載させていただいています。このため、県では今年度かさせていただいています。このため、県では今年度かさせていただいています。このため、県では今年度かさせていただいています。このため、県では今年度か

ら、ら、ら、ら、避難避難避難避難所機所機所機所機能能能能のののの緊急強化緊急強化緊急強化緊急強化補補補補助助助助といたしまして、といたしまして、といたしまして、といたしまして、避難避難避難避難所の安全所の安全所の安全所の安全性向上性向上性向上性向上のために、例のために、例のために、例のために、例えばえばえばえば非非非非

常用電源常用電源常用電源常用電源のののの整整整整備等を行う備等を行う備等を行う備等を行う市町市町市町市町村の村の村の村の支支支支援援援援しているところでございます。今年度でございますしているところでございます。今年度でございますしているところでございます。今年度でございますしているところでございます。今年度でございます

けれど、１４のけれど、１４のけれど、１４のけれど、１４の市町市町市町市町村から合計村から合計村から合計村から合計約約約約１４０１４０１４０１４０カカカカ所の所の所の所の避難避難避難避難所につきまして、例所につきまして、例所につきまして、例所につきまして、例えばえばえばえば非非非非常用発電常用発電常用発電常用発電機機機機

のののの整整整整備、備、備、備、投光投光投光投光器器器器、、、、衛星衛星衛星衛星携帯電話携帯電話携帯電話携帯電話のののの整整整整備、あるいは備、あるいは備、あるいは備、あるいは子子子子どものどものどものどもの離乳離乳離乳離乳食食食食等でございますけれども、等でございますけれども、等でございますけれども、等でございますけれども、

約約約約１，９００万円分の補１，９００万円分の補１，９００万円分の補１，９００万円分の補助助助助申申申申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、既既既既に交付に交付に交付に交付決決決決定を行ったところでございま定を行ったところでございま定を行ったところでございま定を行ったところでございま

す。す。す。す。

来来来来年度の年度の年度の年度の見見見見通しでございますけれども、通しでございますけれども、通しでございますけれども、通しでございますけれども、既既既既にににに現在現在現在現在のところ、のところ、のところ、のところ、多多多多くのくのくのくの市町市町市町市町村からのお村からのお村からのお村からのお問問問問いいいい

合わせをいただいているところでございまして、合わせをいただいているところでございまして、合わせをいただいているところでございまして、合わせをいただいているところでございまして、数数数数はまだきっはまだきっはまだきっはまだきっちちちちりとりとりとりと把握把握把握把握できてはございできてはございできてはございできてはござい

ませませませませんんんんけれども、県といたしましても、さらにこの補けれども、県といたしましても、さらにこの補けれども、県といたしましても、さらにこの補けれども、県といたしましても、さらにこの補助助助助事業の活事業の活事業の活事業の活用用用用をををを促促促促進いただきまして、進いただきまして、進いただきまして、進いただきまして、

避難避難避難避難所の機所の機所の機所の機能能能能強化強化強化強化をををを充実充実充実充実していただくように各していただくように各していただくように各していただくように各市町市町市町市町村に村に村に村に積極的積極的積極的積極的に今後もに今後もに今後もに今後も働働働働きかけていきたきかけていきたきかけていきたきかけていきた

いといといといと考え考え考え考えています。ています。ています。ています。以上以上以上以上でございます。でございます。でございます。でございます。

○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 ＥＥＥＥ－ＭＡＴＣＨ－ＭＡＴＣＨ－ＭＡＴＣＨ－ＭＡＴＣＨのののの取組取組取組取組状況状況状況状況についてご説明をについてご説明をについてご説明をについてご説明を

申し申し申し申し上上上上げげげげます。ます。ます。ます。

ｅ－ＭＡＴＣＨｅ－ＭＡＴＣＨｅ－ＭＡＴＣＨｅ－ＭＡＴＣＨは、医は、医は、医は、医療療療療機関と機関と機関と機関と消消消消防防防防機関での機関での機関での機関での情報共有情報共有情報共有情報共有をををを図図図図るということで、るということで、るということで、るということで、的確的確的確的確かつかつかつかつ迅迅迅迅

速速速速なななな救救救救急急急急搬送搬送搬送搬送をををを実実実実現現現現するためにつくったものでございます。するためにつくったものでございます。するためにつくったものでございます。するためにつくったものでございます。具具具具体体体体的的的的にににに言言言言いますと、いますと、いますと、いますと、救救救救急急急急隊隊隊隊

がががが患患患患者の者の者の者の症症症症状状状状、いわ、いわ、いわ、いわゆゆゆゆるるるる血圧血圧血圧血圧、、、、脈拍脈拍脈拍脈拍等を等を等を等をｉｉｉｉＰＰＰＰａｄａｄａｄａｄに入に入に入に入力力力力をすると、をすると、をすると、をすると、搬送先搬送先搬送先搬送先がががが現現現現場から場から場から場から近近近近いいいい

順に順に順に順にｉｉｉｉＰＰＰＰａｄａｄａｄａｄに表に表に表に表示示示示され、され、され、され、病院病院病院病院選選選選定が定が定が定が容容容容易易易易になること。それから、になること。それから、になること。それから、になること。それから、救救救救急急急急隊隊隊隊のそののそののそののその観観観観察察察察情報情報情報情報

ががががデデデデーーーータタタタでででで病院病院病院病院にににに送送送送れると、れると、れると、れると、的確的確的確的確なななな情報情報情報情報がががが病院病院病院病院につくこと等のそのにつくこと等のそのにつくこと等のそのにつくこと等のその効果効果効果効果がががが期期期期待待待待できるものできるものできるものできるもの

でございます。でございます。でございます。でございます。

このこのこのこの導導導導入でございますが、入でございますが、入でございますが、入でございますが、昨昨昨昨年の３月に、まずは年の３月に、まずは年の３月に、まずは年の３月に、まずは消消消消防防防防機関に機関に機関に機関に導導導導入いたしまして、全入いたしまして、全入いたしまして、全入いたしまして、全救救救救急急急急

車車車車にににに搭搭搭搭載載載載しております。しております。しております。しております。現在現在現在現在のところ、１年ほどのところ、１年ほどのところ、１年ほどのところ、１年ほど運用運用運用運用したのですけれど、したのですけれど、したのですけれど、したのですけれど、照照照照会回会回会回会回数数数数はははは若干若干若干若干

減減減減少少少少傾傾傾傾向向向向にありますが、にありますが、にありますが、にありますが、時時時時間間間間はははは横横横横ばばばばいいいい状態状態状態状態で、まだで、まだで、まだで、まだ目目目目立った立った立った立った効果効果効果効果は出ていないは出ていないは出ていないは出ていない状況状況状況状況です。です。です。です。

これをこれをこれをこれを改改改改善善善善するには、するには、するには、するには、ややややはりはりはりはり病院病院病院病院で受け入れ可で受け入れ可で受け入れ可で受け入れ可否否否否情報情報情報情報ををををリアルタイムリアルタイムリアルタイムリアルタイムにににに変え変え変え変えてもらうことてもらうことてもらうことてもらうこと
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が一が一が一が一番番番番大事であると。今は大事であると。今は大事であると。今は大事であると。今は午午午午後５後５後５後５時時時時のののの時時時時点点点点のののの情報情報情報情報がずっとがずっとがずっとがずっと切切切切りかわらないでおりますので、りかわらないでおりますので、りかわらないでおりますので、りかわらないでおりますので、

リアルタイムリアルタイムリアルタイムリアルタイムにににに変え変え変え変えてもらうことがてもらうことがてもらうことがてもらうことが必必必必要で、要で、要で、要で、シシシシスススステムテムテムテムのののの改改改改修修修修を行いまして、この３月４日、を行いまして、この３月４日、を行いまして、この３月４日、を行いまして、この３月４日、

５日に５日に５日に５日に病院病院病院病院のののの担担担担当者を当者を当者を当者を集集集集めまして、めまして、めまして、めまして、操操操操作作作作説明会を開催いたしました。今後は４月１日から説明会を開催いたしました。今後は４月１日から説明会を開催いたしました。今後は４月１日から説明会を開催いたしました。今後は４月１日から

病院病院病院病院側側側側にににに導導導導入をいたしまして入をいたしまして入をいたしまして入をいたしまして運用運用運用運用開開開開始始始始。ただし、。ただし、。ただし、。ただし、リアルタイムリアルタイムリアルタイムリアルタイムにににに切切切切りかりかりかりかええええする部分は、そする部分は、そする部分は、そする部分は、そ

のののの都都都都度度度度操操操操作作作作するするするする必必必必要がありますので、要がありますので、要がありますので、要がありますので、協協協協力力力力がががが得得得得られるられるられるられる病院病院病院病院から順から順から順から順次拡次拡次拡次拡大を大を大を大を図図図図っていくと。っていくと。っていくと。っていくと。

平成２５年度平成２５年度平成２５年度平成２５年度内内内内にはにはにはには完完完完全全全全運用運用運用運用をして、をして、をして、をして、時時時時間間間間のののの短縮短縮短縮短縮をををを図図図図っていきたいとっていきたいとっていきたいとっていきたいと考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。以以以以

上上上上でございます。でございます。でございます。でございます。

○吉尾学校支援課長○吉尾学校支援課長○吉尾学校支援課長○吉尾学校支援課長 学学学学校図校図校図校図書書書書館館館館の木の木の木の木材材材材利利利利用用用用について、２について、２について、２について、２点点点点でございます。でございます。でございます。でございます。

１１１１点点点点目目目目は、教育長が本会議では、教育長が本会議では、教育長が本会議では、教育長が本会議で答弁答弁答弁答弁いたしました、小いたしました、小いたしました、小いたしました、小・・・・中学中学中学中学校校校校で１０％、県立学で１０％、県立学で１０％、県立学で１０％、県立学校校校校で４．で４．で４．で４．

７％の７％の７％の７％の率率率率でございますが、これにつきましては、あくまで木でございますが、これにつきましては、あくまで木でございますが、これにつきましては、あくまで木でございますが、これにつきましては、あくまで木材材材材利利利利用用用用についてのについてのについてのについての率率率率だけでごだけでごだけでごだけでご

ざいまして、特に県ざいまして、特に県ざいまして、特に県ざいまして、特に県産材産材産材産材までまでまでまで調調調調べべべべたものではございませたものではございませたものではございませたものではございませんんんん。。。。

もう１もう１もう１もう１点点点点、、、、家具配家具配家具配家具配置置置置ののののアアアアドドドドバイバイバイバイザザザザー等がいるのかということでございましたが、特にー等がいるのかということでございましたが、特にー等がいるのかということでございましたが、特にー等がいるのかということでございましたが、特に市市市市

町町町町村からそのようなことは村からそのようなことは村からそのようなことは村からそのようなことは聞聞聞聞いてはおりませいてはおりませいてはおりませいてはおりませんんんん。ただ、。ただ、。ただ、。ただ、文文文文部科学部科学部科学部科学省省省省で、木で、木で、木で、木材材材材利利利利用用用用の進めの進めの進めの進め方方方方

ののののポイントポイントポイントポイント、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは工工工工事事例等、いろいろ事事例等、いろいろ事事例等、いろいろ事事例等、いろいろ取組取組取組取組事例を事例を事例を事例を紹介紹介紹介紹介いたしております。その中にいたしております。その中にいたしております。その中にいたしております。その中に

は、は、は、は、家具家具家具家具のののの配配配配置置置置等につきましてもかなり等につきましてもかなり等につきましてもかなり等につきましてもかなりデザデザデザデザインやインやインやインやレレレレイアウトイアウトイアウトイアウトにににに工工工工夫夫夫夫したものがしたものがしたものがしたものが載載載載っておっておっておってお

ります。そのようなものにつきまして、従前からります。そのようなものにつきまして、従前からります。そのようなものにつきまして、従前からります。そのようなものにつきまして、従前から市町市町市町市町村等に村等に村等に村等に情報情報情報情報提提提提供供供供いたしているところいたしているところいたしているところいたしているところ

でございます。でございます。でございます。でございます。以上以上以上以上でございます。でございます。でございます。でございます。

○安井学校教育課長○安井学校教育課長○安井学校教育課長○安井学校教育課長 デデデデイイイイジージージージー図図図図書書書書の活の活の活の活用及び用及び用及び用及び普普普普及及及及についてごについてごについてごについてご質質質質問問問問いただきました。いただきました。いただきました。いただきました。

まず、まず、まず、まず、現現現現職教員につきましては、教育職教員につきましては、教育職教員につきましては、教育職教員につきましては、教育研究研究研究研究所の所の所の所の研修研修研修研修講講講講座座座座が開催されています、小学が開催されています、小学が開催されています、小学が開催されています、小学校校校校、、、、

中学中学中学中学校校校校、、、、高高高高等学等学等学等学校校校校の初の初の初の初任任任任者者者者研修研修研修研修講講講講座座座座でありましたり、あるいは１０年でありましたり、あるいは１０年でありましたり、あるいは１０年でありましたり、あるいは１０年経経経経験験験験者者者者研修研修研修研修講講講講座座座座等、等、等、等、

通通通通常常常常学学学学級級級級のののの担担担担任任任任にににに対対対対しますしますしますします研修研修研修研修講講講講座座座座、これをは、これをは、これをは、これをはじじじじめとしまして、小学めとしまして、小学めとしまして、小学めとしまして、小学校校校校、中学、中学、中学、中学校校校校の特別の特別の特別の特別支支支支

援援援援学学学学級級級級のののの新担新担新担新担任任任任のののの研修研修研修研修、また、２年から５年、また、２年から５年、また、２年から５年、また、２年から５年経経経経過過過過しました教員をしました教員をしました教員をしました教員を対対対対象象象象とするとするとするとする研修研修研修研修講講講講座座座座等で等で等で等で

さまざまなさまざまなさまざまなさまざまな個個個個々の々の々の々の障障障障害害害害特特特特性性性性にににに応応応応じじじじた教科た教科た教科た教科用用用用特定特定特定特定図図図図書書書書と、その活と、その活と、その活と、その活用用用用について、について、について、について、啓啓啓啓発及び発及び発及び発及び周周周周知知知知

を進めてまいりたいとを進めてまいりたいとを進めてまいりたいとを進めてまいりたい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。

また、奈良県また、奈良県また、奈良県また、奈良県内内内内の学の学の学の学校校校校の教員をの教員をの教員をの教員を目指目指目指目指す大学生、大学す大学生、大学す大学生、大学す大学生、大学院院院院生を生を生を生を対対対対象象象象として開催しております、として開催しております、として開催しております、として開催しております、

奈良県奈良県奈良県奈良県デデデディア・ティィア・ティィア・ティィア・ティーーーーチャチャチャチャープープープープログログログログララララムムムムののののワワワワーーーークシクシクシクショョョョッッッップにおきましても、特別プにおきましても、特別プにおきましても、特別プにおきましても、特別支支支支援援援援教育教育教育教育

に係る理に係る理に係る理に係る理解推解推解推解推進を進めておりまして、その中でも進を進めておりまして、その中でも進を進めておりまして、その中でも進を進めておりまして、その中でも積極的積極的積極的積極的にににに紹介紹介紹介紹介してまいりたいと思っておしてまいりたいと思っておしてまいりたいと思っておしてまいりたいと思ってお

ります。ります。ります。ります。

なお、奈良教育大学を会場として行っております、なお、奈良教育大学を会場として行っております、なお、奈良教育大学を会場として行っております、なお、奈良教育大学を会場として行っております、絵絵絵絵本本本本ギギギギャャャャララララリリリリー奈良では、ー奈良では、ー奈良では、ー奈良では、ユユユユニニニニババババーーーー

ササササルルルル絵絵絵絵本として本として本として本としてデデデデイイイイジージージージー図図図図書書書書のののの実演実演実演実演紹介紹介紹介紹介を行っております。を行っております。を行っております。を行っております。多多多多くのくのくのくの保保保保護護護護者が者が者が者が参参参参加しておら加しておら加しておら加しておら
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れるとれるとれるとれると聞聞聞聞いているところでございます。いているところでございます。いているところでございます。いているところでございます。以上以上以上以上でございます。でございます。でございます。でございます。

○畭委員○畭委員○畭委員○畭委員 予算予算予算予算へへへへのののの反反反反映映映映ですが、そういうですが、そういうですが、そういうですが、そういうふふふふうにうにうにうにややややっていらっしっていらっしっていらっしっていらっしゃゃゃゃることはわかりましたることはわかりましたることはわかりましたることはわかりました

が、そういったことがわかっていなかったし、これはが、そういったことがわかっていなかったし、これはが、そういったことがわかっていなかったし、これはが、そういったことがわかっていなかったし、これは個個個個人というよりも県議会として、議人というよりも県議会として、議人というよりも県議会として、議人というよりも県議会として、議

会としてこういったことが会としてこういったことが会としてこういったことが会としてこういったことが見え見え見え見えるるるる形形形形でででで何何何何か行われたか行われたか行われたか行われた方方方方がいいのではないかと思いますので、がいいのではないかと思いますので、がいいのではないかと思いますので、がいいのではないかと思いますので、

またまたまたまた考え考え考え考えていただくということで。ていただくということで。ていただくということで。ていただくということで。仕仕仕仕組み組み組み組みはわかりましたので、了はわかりましたので、了はわかりましたので、了はわかりましたので、了解解解解いたしました。いたしました。いたしました。いたしました。

２２２２番番番番目目目目の、の、の、の、東ア東ア東ア東アジジジジアアアア連連連連携携携携事業の件ですが、すごい事業の件ですが、すごい事業の件ですが、すごい事業の件ですが、すごい効果効果効果効果、成、成、成、成果果果果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、国国国国かかかか

らいろいろな、成らいろいろな、成らいろいろな、成らいろいろな、成果果果果があるといったがあるといったがあるといったがあるといった意意意意味味味味でのでのでのでの支支支支援援援援を受けていると、今、奈良知事公室を受けていると、今、奈良知事公室を受けていると、今、奈良知事公室を受けていると、今、奈良知事公室次次次次長長長長

からからからから答弁答弁答弁答弁をををを聞聞聞聞かせていただきまして理かせていただきまして理かせていただきまして理かせていただきまして理解解解解はできました。はできました。はできました。はできました。国国国国にににに対対対対して要して要して要して要望望望望されていること、されていること、されていること、されていること、

ほかにはないのでしょうか。予算の関係で、例ほかにはないのでしょうか。予算の関係で、例ほかにはないのでしょうか。予算の関係で、例ほかにはないのでしょうか。予算の関係で、例えばえばえばえば、全部県、全部県、全部県、全部県単単単単ででででややややっていらっしっていらっしっていらっしっていらっしゃゃゃゃいますいますいますいます

が、が、が、が、何何何何かかかか国国国国の補の補の補の補助助助助に絡に絡に絡に絡むむむむものがないのでしょうかと思ったりしたのですが、もしおものがないのでしょうかと思ったりしたのですが、もしおものがないのでしょうかと思ったりしたのですが、もしおものがないのでしょうかと思ったりしたのですが、もしお答答答答ええええがががが

ございましたらお願いいたします。ございましたらお願いいたします。ございましたらお願いいたします。ございましたらお願いいたします。

防防防防災災災災計計計計画画画画のののの見見見見直直直直しでございますが、今後しでございますが、今後しでございますが、今後しでございますが、今後市町市町市町市町村ともいろいろ連村ともいろいろ連村ともいろいろ連村ともいろいろ連携携携携しながらしながらしながらしながら声声声声をををを聞聞聞聞いていいていいていいてい

くということでございますし、くということでございますし、くということでございますし、くということでございますし、女女女女性性性性のののの意意意意見見見見、、、、視視視視点点点点をしっかりと今後も入れていただくためをしっかりと今後も入れていただくためをしっかりと今後も入れていただくためをしっかりと今後も入れていただくため

にも、まずはにも、まずはにも、まずはにも、まずは防防防防災災災災会議に会議に会議に会議に女女女女性性性性をををを多多多多く入れていただくことをお願いしたいと思います。く入れていただくことをお願いしたいと思います。く入れていただくことをお願いしたいと思います。く入れていただくことをお願いしたいと思います。

防防防防災災災災計計計計画検討画検討画検討画検討委員会の中では、委員会の中では、委員会の中では、委員会の中では、河河河河田教田教田教田教授授授授も入っていただいて、今後も入っていただいて、今後も入っていただいて、今後も入っていただいて、今後検討検討検討検討されるかと思うされるかと思うされるかと思うされるかと思う

のですが、たまたまのですが、たまたまのですが、たまたまのですが、たまたま読ん読ん読ん読んだだだだ新新新新聞聞聞聞でででで河河河河田教田教田教田教授授授授が、人が、人が、人が、人間間間間中中中中心心心心のののの防防防防災対策災対策災対策災対策にということで、行にということで、行にということで、行にということで、行政政政政

はははは避難避難避難避難というというというという担担担担当部当部当部当部署署署署がないと、それをがないと、それをがないと、それをがないと、それを新設新設新設新設するようにというおするようにというおするようにというおするようにというお話話話話をされております。県をされております。県をされております。県をされております。県

のののの防防防防災災災災にににに対対対対しても、しても、しても、しても、何何何何かかかかタイトルタイトルタイトルタイトルがありましたがありましたがありましたがありましたねねねね。。。。死死死死者をなくすか、す者をなくすか、す者をなくすか、す者をなくすか、すぐぐぐぐ出てこないので出てこないので出てこないので出てこないので

すけれど、そこだと思うのです。すけれど、そこだと思うのです。すけれど、そこだと思うのです。すけれど、そこだと思うのです。ややややっっっっぱぱぱぱり人り人り人り人間間間間にににに視視視視点点点点をををを置置置置いて、人いて、人いて、人いて、人間間間間をいかにをいかにをいかにをいかに避難避難避難避難させるさせるさせるさせる

か、か、か、か、避難避難避難避難するか、するか、するか、するか、救救救救い出せるかというい出せるかというい出せるかというい出せるかという担担担担当の部当の部当の部当の部署署署署が行が行が行が行政政政政にはないということをおっしにはないということをおっしにはないということをおっしにはないということをおっしゃゃゃゃっっっっ

ております。例ております。例ております。例ております。例えばえばえばえばまた、また、また、また、耐震耐震耐震耐震補補補補強強強強にしても、にしても、にしても、にしても、ひひひひとりとりとりとり暮暮暮暮らしのところで、らしのところで、らしのところで、らしのところで、常常常常にににに茶茶茶茶のののの間間間間かかかか台台台台

所にしかいらっし所にしかいらっし所にしかいらっし所にしかいらっしゃゃゃゃらないのに全体をらないのに全体をらないのに全体をらないのに全体を耐震耐震耐震耐震補補補補強強強強するするするする必必必必要はないのではないかということも要はないのではないかということも要はないのではないかということも要はないのではないかということも

おっしおっしおっしおっしゃゃゃゃっています。だから、っています。だから、っています。だから、っています。だから、ふふふふだだだだんんんんいるところをいるところをいるところをいるところを耐震耐震耐震耐震改改改改修修修修することだけでもすごいすることだけでもすごいすることだけでもすごいすることだけでもすごい効果効果効果効果

があるのではないか、そういうがあるのではないか、そういうがあるのではないか、そういうがあるのではないか、そういう視視視視点点点点がががが欠欠欠欠けているのではないかというおけているのではないかというおけているのではないかというおけているのではないかというお話話話話もされておりまもされておりまもされておりまもされておりま

すが、こういったことも、すが、こういったことも、すが、こういったことも、すが、こういったことも、防防防防災災災災計計計計画画画画のまとめの中で今後のまとめの中で今後のまとめの中で今後のまとめの中で今後反反反反映映映映されてくるかと思います。こされてくるかと思います。こされてくるかと思います。こされてくるかと思います。こ

れはれはれはれは河河河河田教田教田教田教授授授授の、おの、おの、おの、お話話話話でございますが、でございますが、でございますが、でございますが、参考参考参考参考までに申しまでに申しまでに申しまでに申し上上上上げげげげましたので、またそういったましたので、またそういったましたので、またそういったましたので、またそういった

こともこともこともことも含含含含めていただきたいと思います。めていただきたいと思います。めていただきたいと思います。めていただきたいと思います。

それと、今後、それと、今後、それと、今後、それと、今後、ｅ－ＭＡＴＣＨｅ－ＭＡＴＣＨｅ－ＭＡＴＣＨｅ－ＭＡＴＣＨについては、については、については、については、病院病院病院病院側側側側と連と連と連と連携携携携していくことになるのですが、していくことになるのですが、していくことになるのですが、していくことになるのですが、

平成１８年、１９年、２年連平成１８年、１９年、２年連平成１８年、１９年、２年連平成１８年、１９年、２年連続続続続でででで妊婦妊婦妊婦妊婦事事事事故故故故がががが起起起起きました。１６きました。１６きました。１６きました。１６病院病院病院病院をたらい回しされてとをたらい回しされてとをたらい回しされてとをたらい回しされてと

いうことがございましたが、これはいうことがございましたが、これはいうことがございましたが、これはいうことがございましたが、これは結局結局結局結局のところ、のところ、のところ、のところ、救救救救急急急急車車車車から連絡を受けたから連絡を受けたから連絡を受けたから連絡を受けた病院病院病院病院側側側側のののの電話電話電話電話
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をとった人が、をとった人が、をとった人が、をとった人が、適適適適切切切切なななな判断判断判断判断ができなかったところにあるかと思いますので、今後はができなかったところにあるかと思いますので、今後はができなかったところにあるかと思いますので、今後はができなかったところにあるかと思いますので、今後は病院病院病院病院で、で、で、で、

丸丸丸丸かかかかババババツツツツか、そのか、そのか、そのか、その状況状況状況状況をだれがをだれがをだれがをだれが責任責任責任責任をををを持持持持ってってってってややややるのかが一るのかが一るのかが一るのかが一番番番番大事になってくるかと思いま大事になってくるかと思いま大事になってくるかと思いま大事になってくるかと思いま

す。そういうす。そういうす。そういうす。そういうシシシシスススステムテムテムテムができたとしても、だれがができたとしても、だれがができたとしても、だれがができたとしても、だれが責任責任責任責任をををを持持持持って、ここのって、ここのって、ここのって、ここの病院病院病院病院では今受け入では今受け入では今受け入では今受け入

れられるというれられるというれられるというれられるというリアルタイムリアルタイムリアルタイムリアルタイムなななな情報情報情報情報ををををややややるのかというところ、もうそこはるのかというところ、もうそこはるのかというところ、もうそこはるのかというところ、もうそこは詰詰詰詰めていただいめていただいめていただいめていただい

ていると思いますが、そこがていると思いますが、そこがていると思いますが、そこがていると思いますが、そこが完璧完璧完璧完璧になれになれになれになればばばば、この、この、この、このシシシシスススステムテムテムテムは今は今は今は今以上以上以上以上のののの搬送搬送搬送搬送時時時時間間間間もももも短縮短縮短縮短縮できできできでき

ることをることをることをることを期期期期待待待待しております。平成１８年、１９年のしております。平成１８年、１９年のしております。平成１８年、１９年のしております。平成１８年、１９年の妊婦妊婦妊婦妊婦事事事事故故故故以来以来以来以来の、そこが一の、そこが一の、そこが一の、そこが一番番番番のののの懸懸懸懸案事案事案事案事

項項項項だったと思いますが、それがこういっただったと思いますが、それがこういっただったと思いますが、それがこういっただったと思いますが、それがこういったシシシシスススステムテムテムテムによってによってによってによって改改改改善善善善されていけされていけされていけされていけばばばば、、、、助助助助かるかるかるかる命命命命

もももも助助助助かるということで、かるということで、かるということで、かるということで、取取取取りりりり組み組み組み組みをお願いしたいと思います。をお願いしたいと思います。をお願いしたいと思います。をお願いしたいと思います。

それと、県それと、県それと、県それと、県産材産材産材産材をををを使使使使ってほしいのです。県ってほしいのです。県ってほしいのです。県ってほしいのです。県産材産材産材産材をををを使使使使おうという、奈良県おうという、奈良県おうという、奈良県おうという、奈良県挙挙挙挙げげげげてのてのてのての取取取取りりりり組組組組

みみみみだと思いますので、県だと思いますので、県だと思いますので、県だと思いますので、県産材産材産材産材は少しは少しは少しは少し割割割割高高高高になるかもしれませになるかもしれませになるかもしれませになるかもしれませんんんんが、そこはいろいろが、そこはいろいろが、そこはいろいろが、そこはいろいろ工工工工夫夫夫夫しししし

ていただいて、県ていただいて、県ていただいて、県ていただいて、県産材産材産材産材をををを使使使使うことにうことにうことにうことに意意意意義義義義があると思います。があると思います。があると思います。があると思います。

家具家具家具家具ののののデザデザデザデザインインインインとかとかとかとか配配配配置置置置とかが大事なのです、とおっしとかが大事なのです、とおっしとかが大事なのです、とおっしとかが大事なのです、とおっしゃゃゃゃっているのが平井っているのが平井っているのが平井っているのが平井先先先先生の平井生の平井生の平井生の平井

モデモデモデモデルルルルとととと言言言言われるもので、全われるもので、全われるもので、全われるもので、全国国国国に公立に公立に公立に公立図図図図書書書書館館館館とか学とか学とか学とか学校図校図校図校図書書書書館館館館を２００とか３００、を２００とか３００、を２００とか３００、を２００とか３００、手手手手がけがけがけがけ

ていらっしていらっしていらっしていらっしゃゃゃゃいますので、いろいろそういういますので、いろいろそういういますので、いろいろそういういますので、いろいろそういう方方方方がいらっしがいらっしがいらっしがいらっしゃゃゃゃるかと思いますが、その中のるかと思いますが、その中のるかと思いますが、その中のるかと思いますが、その中の

お一人ということで、お一人ということで、お一人ということで、お一人ということで、先先先先生のご生のご生のご生のご意意意意見見見見、、、、考え考え考え考えていらっしていらっしていらっしていらっしゃゃゃゃること、教育委員会でも一度ること、教育委員会でも一度ること、教育委員会でも一度ること、教育委員会でも一度聞聞聞聞いいいい

ていただく機会があれていただく機会があれていただく機会があれていただく機会があれば参考ば参考ば参考ば参考にしていただけれにしていただけれにしていただけれにしていただければばばばありがたいと思っているのです。平井ありがたいと思っているのです。平井ありがたいと思っているのです。平井ありがたいと思っているのです。平井先先先先

生は、奈良県の人ではなく長生は、奈良県の人ではなく長生は、奈良県の人ではなく長生は、奈良県の人ではなく長崎崎崎崎県の人ですけれども、奈良県の県県の人ですけれども、奈良県の県県の人ですけれども、奈良県の県県の人ですけれども、奈良県の県産材産材産材産材をををを使使使使ってってってってややややらないとらないとらないとらないと

意意意意味味味味がないのだとわざわざ県がないのだとわざわざ県がないのだとわざわざ県がないのだとわざわざ県産材産材産材産材をををを集集集集成成成成材材材材として、として、として、として、家具家具家具家具にできるのかどうかまでのにできるのかどうかまでのにできるのかどうかまでのにできるのかどうかまでの確確確確認認認認をををを

ごごごご自自自自分でされているのです。ですので、今後またいろいろ連分でされているのです。ですので、今後またいろいろ連分でされているのです。ですので、今後またいろいろ連分でされているのです。ですので、今後またいろいろ連携携携携して、県して、県して、県して、県産材産材産材産材をををを使使使使うといううといううといううという

ところで、またところで、またところで、またところで、また皆皆皆皆ささささんんんんともともともとも意意意意見見見見交交交交換換換換していきたいと思っておりますが、どうでしょうか。していきたいと思っておりますが、どうでしょうか。していきたいと思っておりますが、どうでしょうか。していきたいと思っておりますが、どうでしょうか。

おおおお答答答答ええええいただけれいただけれいただけれいただければばばばと思います。と思います。と思います。と思います。

最最最最後の、後の、後の、後の、発発発発達達達達障障障障害害害害児児児児ののののデデデデイイイイジージージージー図図図図書書書書でございますが、初でございますが、初でございますが、初でございますが、初任任任任者とか１０年とか通者とか１０年とか通者とか１０年とか通者とか１０年とか通常常常常のののの担担担担任任任任

の教の教の教の教師師師師とかにとかにとかにとかに研修研修研修研修をしていただいているということでございますが、をしていただいているということでございますが、をしていただいているということでございますが、をしていただいているということでございますが、何何何何度かしたことがあ度かしたことがあ度かしたことがあ度かしたことがあ

るのですが、だからといってるのですが、だからといってるのですが、だからといってるのですが、だからといって使え使え使え使えますかと。ますかと。ますかと。ますかと。パソパソパソパソココココンンンンをををを使使使使ったったったった発発発発達達達達障障障障害害害害ののののデデデデイイイイジー教育でジー教育でジー教育でジー教育で

使使使使ったことを、一般のったことを、一般のったことを、一般のったことを、一般の子子子子どもたどもたどもたどもたちちちちと一と一と一と一緒緒緒緒にににに担担担担任任任任のののの先先先先生が生が生が生が授授授授業をするのに業をするのに業をするのに業をするのに不不不不安はないのです安はないのです安はないのです安はないのです

かと。スかと。スかと。スかと。スムムムムーーーーズズズズにできますか。１回、２回にできますか。１回、２回にできますか。１回、２回にできますか。１回、２回研修研修研修研修会を受けたからといってできますかという会を受けたからといってできますかという会を受けたからといってできますかという会を受けたからといってできますかという

ところがところがところがところが次次次次ののののネックネックネックネックになるかと思いますので、そういったところもになるかと思いますので、そういったところもになるかと思いますので、そういったところもになるかと思いますので、そういったところも見見見見ていただきたいと思ていただきたいと思ていただきたいと思ていただきたいと思

っているのです。っているのです。っているのです。っているのです。デデデディア・ティィア・ティィア・ティィア・ティーーーーチャチャチャチャーにーにーにーに研修研修研修研修をするのはをするのはをするのはをするのは効果的効果的効果的効果的だと思います。大だと思います。大だと思います。大だと思います。大阪府阪府阪府阪府もももも

３００人３００人３００人３００人ぐぐぐぐらいの人がしているのですが、大らいの人がしているのですが、大らいの人がしているのですが、大らいの人がしているのですが、大阪阪阪阪教育大学教育大学教育大学教育大学へへへへ研修研修研修研修をしたをしたをしたをした結結結結果果果果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

われているそうですので、われているそうですので、われているそうですので、われているそうですので、若若若若いいいい方方方方にににに研修研修研修研修をするをするをするをする方方方方がががが効果的効果的効果的効果的かということでございますので、かということでございますので、かということでございますので、かということでございますので、
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しっかりとしっかりとしっかりとしっかりと力力力力を入れていただきたいと思うのですが、いかがでございますか。を入れていただきたいと思うのですが、いかがでございますか。を入れていただきたいと思うのですが、いかがでございますか。を入れていただきたいと思うのですが、いかがでございますか。

○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 国へ国へ国へ国への予算の予算の予算の予算面面面面、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは金金金金銭銭銭銭的的的的なななな支支支支援援援援とととと

いうことで、ご説明いうことで、ご説明いうことで、ご説明いうことで、ご説明不不不不足足足足で大で大で大で大変変変変失礼失礼失礼失礼をいたしました。一部事業でをいたしました。一部事業でをいたしました。一部事業でをいたしました。一部事業で現在現在現在現在も、例も、例も、例も、例えばえばえばえば総務総務総務総務省省省省のののの

外外外外郭郭郭郭団団団団体でございます体でございます体でございます体でございますＣＣＣＣＬＬＬＬＡＡＡＡＩＩＩＩＲＲＲＲ、、、、自自自自治体治体治体治体国国国国際際際際化化化化協協協協会の補会の補会の補会の補助金助金助金助金でございますとか、あるいでございますとか、あるいでございますとか、あるいでございますとか、あるい

は、は、は、は、過去過去過去過去にもにもにもにも東ア東ア東ア東アジジジジアアアアササササママママースースースースククククーーーールルルルで、で、で、で、国国国国でででで地域地域地域地域活活活活性化性化性化性化交付交付交付交付金制金制金制金制度が度が度が度が設設設設けられましたとけられましたとけられましたとけられましたと

きに、こうしたきに、こうしたきに、こうしたきに、こうした国費国費国費国費の活の活の活の活用用用用もももも図図図図っています。あと、本年度でございますけれども、っています。あと、本年度でございますけれども、っています。あと、本年度でございますけれども、っています。あと、本年度でございますけれども、アアアアジジジジアアアア

ココココススススモモモモポリタンポリタンポリタンポリタン賞賞賞賞のののの授授授授賞賞賞賞式式式式を奈良県でを奈良県でを奈良県でを奈良県で実施実施実施実施しておりますけれども、これはしておりますけれども、これはしておりますけれども、これはしておりますけれども、これは直直直直接接接接的的的的なななな国国国国のののの負負負負

担金担金担金担金、補、補、補、補助金助金助金助金というものではございませというものではございませというものではございませというものではございませんんんんけれども、けれども、けれども、けれども、経済産経済産経済産経済産業業業業省省省省のののの外外外外郭郭郭郭団団団団体でございます、体でございます、体でございます、体でございます、

東ア東ア東ア東アジジジジア・ア・ア・ア・ＡＡＡＡＳＥＳＥＳＥＳＥＡＡＡＡＮＮＮＮ研究セ研究セ研究セ研究センタンタンタンターとおーとおーとおーとお互互互互いいいい役割役割役割役割分分分分担担担担をいたしまして、出をいたしまして、出をいたしまして、出をいたしまして、出来来来来る限り県のる限り県のる限り県のる限り県の負負負負

担担担担が少なくなるようにが少なくなるようにが少なくなるようにが少なくなるように調調調調整整整整をいたしまして事業ををいたしまして事業ををいたしまして事業ををいたしまして事業を実施実施実施実施しているなど、しているなど、しているなど、しているなど、経費経費経費経費のののの縮縮縮縮減減減減にににに努努努努めてめてめてめて

いるところでございます。今後ともいるところでございます。今後ともいるところでございます。今後ともいるところでございます。今後とも国費国費国費国費のののの導導導導入をは入をは入をは入をはじじじじめとしめとしめとしめとし含含含含めまして、さらなるめまして、さらなるめまして、さらなるめまして、さらなる経費経費経費経費のののの

縮縮縮縮減減減減にににに努努努努めてまいりたいとめてまいりたいとめてまいりたいとめてまいりたいと考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。以上以上以上以上でございます。でございます。でございます。でございます。

○吉尾学校支援課長○吉尾学校支援課長○吉尾学校支援課長○吉尾学校支援課長 ただいま、畭委員からいただきましたごただいま、畭委員からいただきましたごただいま、畭委員からいただきましたごただいま、畭委員からいただきましたご意意意意見見見見につきまして、今後はにつきまして、今後はにつきまして、今後はにつきまして、今後は

魅魅魅魅力力力力あるあるあるある図図図図書書書書館館館館づくりに生かさせていただきたいとづくりに生かさせていただきたいとづくりに生かさせていただきたいとづくりに生かさせていただきたい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。以上以上以上以上でございます。でございます。でございます。でございます。

○安井学校教育課長○安井学校教育課長○安井学校教育課長○安井学校教育課長 デデデデイイイイジージージージー図図図図書書書書のののの研修研修研修研修のののの内容内容内容内容の中の中の中の中身身身身についてごについてごについてごについてご質質質質問問問問をいただきました。をいただきました。をいただきました。をいただきました。

デデデデイイイイジージージージー図図図図書書書書に関しましては、に関しましては、に関しましては、に関しましては、文文文文部科学部科学部科学部科学省省省省の委託の委託の委託の委託研究研究研究研究の中でも通の中でも通の中でも通の中でも通常常常常学学学学級級級級でででで使用使用使用使用するするするする際際際際のののの

活活活活用方用方用方用方法でありましたり、法でありましたり、法でありましたり、法でありましたり、配配配配慮慮慮慮事事事事項項項項につきましてにつきましてにつきましてにつきまして課題課題課題課題があるというがあるというがあるというがあるという指摘指摘指摘指摘もされているとこもされているとこもされているとこもされているとこ

ろでございます。そういったろでございます。そういったろでございます。そういったろでございます。そういった先先先先行行行行研究研究研究研究等を等を等を等を踏踏踏踏ままままええええまして、どのようにまして、どのようにまして、どのようにまして、どのように研修研修研修研修内容内容内容内容をををを充実充実充実充実させさせさせさせ

ていけるかにつきまして、ていけるかにつきまして、ていけるかにつきまして、ていけるかにつきまして、十十十十分分分分検討検討検討検討させていただきながらさせていただきながらさせていただきながらさせていただきながら研修研修研修研修の中の中の中の中身身身身をををを組み組み組み組み立てていきた立てていきた立てていきた立てていきた

いといといとい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。

○畭委員○畭委員○畭委員○畭委員 最最最最後の後の後の後のデデデデイイイイジージージージー図図図図書書書書の件でございますが、そういうものをの件でございますが、そういうものをの件でございますが、そういうものをの件でございますが、そういうものを使用使用使用使用することなくすることなくすることなくすることなく卒卒卒卒

業した人が、こういうものがあるということを知って、それなら業した人が、こういうものがあるということを知って、それなら業した人が、こういうものがあるということを知って、それなら業した人が、こういうものがあるということを知って、それなら私私私私もそれでもそれでもそれでもそれで勉勉勉勉強強強強したかっしたかっしたかっしたかっ

たとたとたとたと悔悔悔悔しく思っていらっししく思っていらっししく思っていらっししく思っていらっしゃゃゃゃるるるる方方方方がががが結構結構結構結構たくさたくさたくさたくさんんんんいらっしいらっしいらっしいらっしゃゃゃゃるとおるとおるとおると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。発発発発達達達達

障障障障害害害害の、特に学の、特に学の、特に学の、特に学習習習習障障障障害害害害のののの子子子子どもたどもたどもたどもたちちちちに教育に教育に教育に教育支支支支援援援援がががが届届届届いていない、できていないいていない、できていないいていない、できていないいていない、できていない状況状況状況状況だと思だと思だと思だと思

うのです。ですので、今後はうのです。ですので、今後はうのです。ですので、今後はうのです。ですので、今後は切切切切れれれれ目目目目のない教育のない教育のない教育のない教育支支支支援援援援ということでそれこそ教育ということでそれこそ教育ということでそれこそ教育ということでそれこそ教育研究研究研究研究所があ所があ所があ所があ

るわけですので、もっともっとるわけですので、もっともっとるわけですので、もっともっとるわけですので、もっともっと研究研究研究研究してもらいたいと思うのです。してもらいたいと思うのです。してもらいたいと思うのです。してもらいたいと思うのです。

ある特別ある特別ある特別ある特別支支支支援援援援学学学学校校校校に行ったときに、に行ったときに、に行ったときに、に行ったときに、デデデデイイイイジージージージー図図図図書書書書ももももちちちちゃゃゃゃんんんんとご理とご理とご理とご理解解解解されているされているされているされている先先先先生が、生が、生が、生が、

例例例例えばえばえばえば通通通通常常常常学学学学級級級級でそのでそのでそのでそのデデデデイイイイジー教科ジー教科ジー教科ジー教科書書書書をををを使使使使ってってってって担担担担任任任任のののの先先先先生が生が生が生が授授授授業をする場合に、業をする場合に、業をする場合に、業をする場合に、先先先先ほどもほどもほどもほども

申し申し申し申し上上上上げげげげましたけれど、ましたけれど、ましたけれど、ましたけれど、授授授授業業業業方方方方法が法が法が法が確確確確立されてないので、いろいろ立されてないので、いろいろ立されてないので、いろいろ立されてないので、いろいろ不不不不安がある。それは安がある。それは安がある。それは安がある。それは研研研研

究究究究段段段段階階階階とととと言言言言えばえばえばえばそれまでなのですが、そういったこともしっかり県の教育それまでなのですが、そういったこともしっかり県の教育それまでなのですが、そういったこともしっかり県の教育それまでなのですが、そういったこともしっかり県の教育研究研究研究研究所としても所としても所としても所としても
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研究研究研究研究をさらにしてもらいたいとお願いしたいと思います。をさらにしてもらいたいとお願いしたいと思います。をさらにしてもらいたいとお願いしたいと思います。をさらにしてもらいたいとお願いしたいと思います。

○神田委員○神田委員○神田委員○神田委員 何何何何点点点点かかかか質質質質問問問問させていただきます。させていただきます。させていただきます。させていただきます。

その前に、その前に、その前に、その前に、ちちちちょっと畭委員に、関連したことなのですけれど、ょっと畭委員に、関連したことなのですけれど、ょっと畭委員に、関連したことなのですけれど、ょっと畭委員に、関連したことなのですけれど、決決決決算審査特別委員会の算審査特別委員会の算審査特別委員会の算審査特別委員会の報報報報

告告告告をどのように予算に生かしているかがありました。これは、議会ではをどのように予算に生かしているかがありました。これは、議会ではをどのように予算に生かしているかがありました。これは、議会ではをどのように予算に生かしているかがありました。これは、議会では政策政策政策政策検討検討検討検討会議で今会議で今会議で今会議で今

ややややっているっているっているっている最最最最中です。それを議会中です。それを議会中です。それを議会中です。それを議会やややや県に出しまして、県に出しまして、県に出しまして、県に出しまして、答答答答ええええをいただくということですけれをいただくということですけれをいただくということですけれをいただくということですけれ

ど、ど、ど、ど、作作作作業が大業が大業が大業が大変変変変なのか、１年おくれなのか、１年おくれなのか、１年おくれなのか、１年おくれぐぐぐぐらいになってしまうのです。そのらいになってしまうのです。そのらいになってしまうのです。そのらいになってしまうのです。その辺辺辺辺もう少しもう少しもう少しもう少しリアルリアルリアルリアル

タイムタイムタイムタイムというか、というか、というか、というか、タイタイタイタイミミミミンンンンググググよくうまく出てきたらいいなと思いますので、そのよくうまく出てきたらいいなと思いますので、そのよくうまく出てきたらいいなと思いますので、そのよくうまく出てきたらいいなと思いますので、その辺辺辺辺はまたはまたはまたはまた

政策政策政策政策検討検討検討検討会議でもいろいろ会議でもいろいろ会議でもいろいろ会議でもいろいろ協協協協議して、理事者に要議して、理事者に要議して、理事者に要議して、理事者に要望望望望していきたいと思っていますので、よしていきたいと思っていますので、よしていきたいと思っていますので、よしていきたいと思っていますので、よ

ろしくお願いします。ろしくお願いします。ろしくお願いします。ろしくお願いします。

それでは、教育委員会それでは、教育委員会それでは、教育委員会それでは、教育委員会へへへへお願いしたいと思いますが、いお願いしたいと思いますが、いお願いしたいと思いますが、いお願いしたいと思いますが、いじじじじめめめめ問問問問題題題題が後をが後をが後をが後を絶絶絶絶たない中で、たない中で、たない中で、たない中で、

教育委員会ではい教育委員会ではい教育委員会ではい教育委員会ではいじじじじめめめめ早期早期早期早期発見対策マ発見対策マ発見対策マ発見対策マニュニュニュニュアルアルアルアルとかをとかをとかをとかを作作作作成して、成して、成して、成して、非非非非常常常常ににににタイタイタイタイミミミミンンンンググググよくよくよくよく対対対対

応応応応していただいていることは理していただいていることは理していただいていることは理していただいていることは理解解解解しております。ただ、学しております。ただ、学しております。ただ、学しております。ただ、学校校校校という場という場という場という場面面面面ではいではいではいではいじじじじめのめのめのめの対策対策対策対策

をををを具具具具体体体体的的的的ににににややややっていただいているとは思うのですけれど、いっていただいているとは思うのですけれど、いっていただいているとは思うのですけれど、いっていただいているとは思うのですけれど、いじじじじめめめめ問問問問題題題題のののの勉勉勉勉強強強強会をしようと会をしようと会をしようと会をしようと

ややややっているところなのですけれども、っているところなのですけれども、っているところなのですけれども、っているところなのですけれども、私私私私のののの上下上下上下上下の年代の年代の年代の年代ぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの方方方方にににに声声声声をかけると、いをかけると、いをかけると、いをかけると、いややややあ、あ、あ、あ、

もうもうもうもう子子子子育ての育ての育ての育ての時時時時代は代は代は代は終終終終わったからというわったからというわったからというわったからという意意意意見見見見がががが非非非非常常常常にににに多多多多いのです。いのです。いのです。いのです。私私私私たたたたちちちちの年代は、の年代は、の年代は、の年代は、地域地域地域地域

でいでいでいでいじじじじめめめめ問問問問題題題題とか、また、とか、また、とか、また、とか、また、子子子子どもたどもたどもたどもたちちちちのののの問問問問題題題題行行行行動動動動をしっかりとをしっかりとをしっかりとをしっかりと見見見見守守守守っていく立場にあるのっていく立場にあるのっていく立場にあるのっていく立場にあるの

ではないかと。そういう思いの中で、ではないかと。そういう思いの中で、ではないかと。そういう思いの中で、ではないかと。そういう思いの中で、地域社地域社地域社地域社会の中会の中会の中会の中へへへへはいはいはいはいじじじじめめめめ問問問問題題題題をどのようにをどのようにをどのようにをどのように浸浸浸浸透透透透させさせさせさせ

ていっているのか、おていっているのか、おていっているのか、おていっているのか、お聞聞聞聞きしたいと思います。きしたいと思います。きしたいと思います。きしたいと思います。

もう一つは、平成２４年度からでしたか、もう一つは、平成２４年度からでしたか、もう一つは、平成２４年度からでしたか、もう一つは、平成２４年度からでしたか、規規規規範意識範意識範意識範意識をををを高高高高める、あるいは体める、あるいは体める、あるいは体める、あるいは体力力力力をををを向上向上向上向上させさせさせさせ

るというところで、るというところで、るというところで、るというところで、武武武武道を体育の道を体育の道を体育の道を体育の時時時時間間間間に入れられたと思うのです。もう全部の学に入れられたと思うのです。もう全部の学に入れられたと思うのです。もう全部の学に入れられたと思うのです。もう全部の学校校校校がががが取取取取りりりり

組ん組ん組ん組んでいるのか、どういうでいるのか、どういうでいるのか、どういうでいるのか、どういう種種種種類類類類のののの武武武武道が道が道が道が多多多多いのか進いのか進いのか進いのか進捗捗捗捗状況状況状況状況をおをおをおをお聞聞聞聞きしたいと思います。きしたいと思います。きしたいと思います。きしたいと思います。

もう一つは、９１ページにありますもう一つは、９１ページにありますもう一つは、９１ページにありますもう一つは、９１ページにあります走跳走跳走跳走跳、、、、走走走走ってってってって跳跳跳跳ぶ、それにわざわざ予算をつけて事ぶ、それにわざわざ予算をつけて事ぶ、それにわざわざ予算をつけて事ぶ、それにわざわざ予算をつけて事

業業業業化化化化、これだけ、これだけ、これだけ、これだけ見見見見たらたらたらたら走走走走るのとるのとるのとるのと跳跳跳跳ぶのとしっかりせぶのとしっかりせぶのとしっかりせぶのとしっかりせええええよということをわざわざこうしてしよということをわざわざこうしてしよということをわざわざこうしてしよということをわざわざこうしてし

ないといけないほど体ないといけないほど体ないといけないほど体ないといけないほど体力力力力づくりにづくりにづくりにづくりに自信自信自信自信がないのかというところをおがないのかというところをおがないのかというところをおがないのかというところをお聞聞聞聞きしたいと思います。きしたいと思います。きしたいと思います。きしたいと思います。

根根根根拠拠拠拠はははは何何何何ですかというところをお願いしたいと思います。ですかというところをお願いしたいと思います。ですかというところをお願いしたいと思います。ですかというところをお願いしたいと思います。

次次次次には、１５９ページに、には、１５９ページに、には、１５９ページに、には、１５９ページに、イイイイチ押チ押チ押チ押しししし情報情報情報情報というのをというのをというのをというのを掲掲掲掲げげげげておられますが、ておられますが、ておられますが、ておられますが、具具具具体体体体的的的的にどのにどのにどのにどの

ようなものを奈良県としてようなものを奈良県としてようなものを奈良県としてようなものを奈良県としてイイイイチ押チ押チ押チ押しするのか、どしするのか、どしするのか、どしするのか、どんんんんなものかどなものかどなものかどなものかどんんんんな分野なのか、な分野なのか、な分野なのか、な分野なのか、何何何何かかかか具具具具体体体体

的的的的に教に教に教に教ええええてください。てください。てください。てください。

１０３ページに１０３ページに１０３ページに１０３ページに自自自自主主主主防防防防災災災災とあるのですが、特にとあるのですが、特にとあるのですが、特にとあるのですが、特に避難避難避難避難所生活所生活所生活所生活訓練訓練訓練訓練などをというところがあなどをというところがあなどをというところがあなどをというところがあ

ります。この事業は、各ります。この事業は、各ります。この事業は、各ります。この事業は、各市町市町市町市町村の小学村の小学村の小学村の小学校校校校単位単位単位単位で行われているものとは別で行われているものとは別で行われているものとは別で行われているものとは別個個個個のものなのですのものなのですのものなのですのものなのです
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か。それをか。それをか。それをか。それを具具具具体体体体的的的的にお願いしたい。にお願いしたい。にお願いしたい。にお願いしたい。

警察本部長には、警察本部長には、警察本部長には、警察本部長には、ササササポポポポーーーートトトトセセセセンタンタンタンターの活ーの活ーの活ーの活動状況動状況動状況動状況について教について教について教について教ええええてほしいと思います。これてほしいと思います。これてほしいと思います。これてほしいと思います。これ

がががが橿橿橿橿原原原原署署署署にににに設置設置設置設置されたころに、一度されたころに、一度されたころに、一度されたころに、一度質質質質問問問問をさせてもらったというをさせてもらったというをさせてもらったというをさせてもらったという記記記記憶憶憶憶があるのですけれどがあるのですけれどがあるのですけれどがあるのですけれど

も、も、も、も、橿橿橿橿原原原原市市市市のののの経済経済経済経済会会会会館館館館に事務所をに事務所をに事務所をに事務所を置置置置きながらすごくきながらすごくきながらすごくきながらすごく頑張頑張頑張頑張ってもらっているというのはってもらっているというのはってもらっているというのはってもらっているというのは聞聞聞聞いいいい

ております。今はております。今はております。今はております。今は女女女女性性性性４人でいろいろなところ４人でいろいろなところ４人でいろいろなところ４人でいろいろなところへへへへ着着着着ぐぐぐぐるるるるみみみみをををを持持持持って行って、少年って行って、少年って行って、少年って行って、少年非非非非行の行の行の行の防防防防

止止止止とかいとかいとかいとかいじじじじめのめのめのめの防止防止防止防止という活という活という活という活動動動動をしていただいている。をしていただいている。をしていただいている。をしていただいている。実実実実は、は、は、は、私私私私の所の所の所の所属属属属する奈良万する奈良万する奈良万する奈良万葉葉葉葉ゾゾゾゾンンンン

タクタクタクタクララララブブブブなのですけれど、ここはなのですけれど、ここはなのですけれど、ここはなのですけれど、ここは女女女女性性性性がしっかりがしっかりがしっかりがしっかり頑張頑張頑張頑張ってくれていたり、ってくれていたり、ってくれていたり、ってくれていたり、子子子子どもたどもたどもたどもたちちちちのののの健健健健

全育成を全育成を全育成を全育成を応援応援応援応援していくというしていくというしていくというしていくという趣趣趣趣旨旨旨旨もありますので、もありますので、もありますので、もありますので、ちちちちょっとこのょっとこのょっとこのょっとこの方方方方たたたたちちちちを一度表を一度表を一度表を一度表彰彰彰彰させてさせてさせてさせて

もらいたいという思いもありまして、このもらいたいという思いもありまして、このもらいたいという思いもありまして、このもらいたいという思いもありまして、このササササポポポポーーーートトトトセセセセンタンタンタンターのーのーのーの方方方方たたたたちちちちのののの女女女女性性性性が、どのようが、どのようが、どのようが、どのよう

なななな防止防止防止防止活活活活動動動動のののの啓啓啓啓発運発運発運発運動動動動をされているかををされているかををされているかををされているかを尋ね尋ね尋ね尋ねしたいと思います。したいと思います。したいと思います。したいと思います。以上以上以上以上です。です。です。です。

○沼田生徒指導支援室長○沼田生徒指導支援室長○沼田生徒指導支援室長○沼田生徒指導支援室長 神田委員から、い神田委員から、い神田委員から、い神田委員から、いじじじじめめめめ問問問問題題題題のののの地域へ地域へ地域へ地域へのののの浸浸浸浸透透透透についておについておについておについてお尋ね尋ね尋ね尋ねでごでごでごでご

ざいます。ざいます。ざいます。ざいます。

いいいいじじじじめ行め行め行め行為為為為は、は、は、は、被被被被害害害害を受けたを受けたを受けたを受けた子子子子どもたどもたどもたどもたちちちちの人の人の人の人権権権権をををを侵侵侵侵害害害害するとともに、するとともに、するとともに、するとともに、心身心身心身心身の成長の成長の成長の成長やややや人人人人格格格格

のののの形形形形成に成に成に成に影響影響影響影響をををを与え与え与え与えるるるる重重重重大な教育大な教育大な教育大な教育課題課題課題課題であります。であります。であります。であります。解解解解決決決決にににに向向向向けましては、学けましては、学けましては、学けましては、学校校校校教育だけで教育だけで教育だけで教育だけで

はははは困難困難困難困難であるため、であるため、であるため、であるため、保保保保護護護護者者者者や地域や地域や地域や地域のののの方方方方々、また警察、々、また警察、々、また警察、々、また警察、児童児童児童児童相談相談相談相談所等、関係機関の所等、関係機関の所等、関係機関の所等、関係機関の方方方方々と連々と連々と連々と連

携携携携しながらしながらしながらしながら取取取取りりりり組組組組まなけれまなけれまなけれまなければばばばならない大ならない大ならない大ならない大変変変変重重重重要な要な要な要な問問問問題題題題だとだとだとだ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。

現在現在現在現在、県、県、県、県民民民民のののの方方方方 々々々々へへへへのののの情報発信情報発信情報発信情報発信につきましては、県のにつきましては、県のにつきましては、県のにつきましては、県のホホホホーーーームムムムページページページページへへへへいいいいじじじじめのめのめのめの調調調調査査査査結結結結果果果果

でありますとか、でありますとか、でありますとか、でありますとか、先先先先日日日日作作作作成いたしました、い成いたしました、い成いたしました、い成いたしました、いじじじじめめめめ早期早期早期早期発見対発見対発見対発見対応応応応ママママニュニュニュニュアルアルアルアル等々を等々を等々を等々を掲掲掲掲載載載載いたいたいたいた

しております。また、しております。また、しております。また、しております。また、毎毎毎毎月県月県月県月県内内内内各ご各ご各ご各ご家庭家庭家庭家庭へへへへおおおお届届届届けいたしております「県けいたしております「県けいたしております「県けいたしております「県民民民民だより」３月だより」３月だより」３月だより」３月号号号号

にもにもにもにも、、、、「い「い「い「いじじじじめスめスめスめストットットットップ」のプ」のプ」のプ」の見見見見出しで、い出しで、い出しで、い出しで、いじじじじめからめからめからめから子子子子どもをどもをどもをどもを守守守守るために県るために県るために県るために県民民民民のののの皆皆皆皆ささささんんんんにおにおにおにお

願いしたいこと、そして、い願いしたいこと、そして、い願いしたいこと、そして、い願いしたいこと、そして、いじじじじめのめのめのめの相談相談相談相談窓窓窓窓口口口口、そういったものも、そういったものも、そういったものも、そういったものも掲掲掲掲載載載載をさせていただいたをさせていただいたをさせていただいたをさせていただいた

ところでございます。また、ところでございます。また、ところでございます。また、ところでございます。また、来来来来年度から年度から年度から年度から新規新規新規新規事業で行います、学事業で行います、学事業で行います、学事業で行います、学校地域パ校地域パ校地域パ校地域パーーーートナトナトナトナーーーーシッシッシッシッププププ

事業におきまして、学事業におきまして、学事業におきまして、学事業におきまして、学校校校校とととと地域地域地域地域が連が連が連が連携・携・携・携・協協協協働働働働するためのするためのするためのするための仕仕仕仕組み組み組み組みである学である学である学である学校校校校コミュニコミュニコミュニコミュニティティティティーーーー

を今後を今後を今後を今後展展展展開する中で、開する中で、開する中で、開する中で、児童児童児童児童生生生生徒徒徒徒のののの規規規規範意識範意識範意識範意識のののの向上向上向上向上にににに向向向向けて県けて県けて県けて県民民民民のののの方方方方々にお々にお々にお々にお力力力力をおかりしたをおかりしたをおかりしたをおかりした

いといといといと考え考え考え考えております。今後もさまざまな機会をとらております。今後もさまざまな機会をとらております。今後もさまざまな機会をとらております。今後もさまざまな機会をとらええええまして、まして、まして、まして、情報発信情報発信情報発信情報発信にににに精精精精いっいっいっいっぱぱぱぱいいいい努努努努めめめめ

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。以上以上以上以上でございます。でございます。でございます。でございます。

○柴田保健体育課長○柴田保健体育課長○柴田保健体育課長○柴田保健体育課長 中学中学中学中学校校校校におけるにおけるにおけるにおける武武武武道の道の道の道の必修必修必修必修化化化化についてのおについてのおについてのおについてのお尋ね尋ね尋ね尋ねでございますが、本でございますが、本でございますが、本でございますが、本

年度から中学年度から中学年度から中学年度から中学校校校校学学学学習習習習指指指指導導導導要要要要領領領領のののの完完完完全全全全実施実施実施実施によりまして、によりまして、によりまして、によりまして、保健保健保健保健体育で第１、２学年において体育で第１、２学年において体育で第１、２学年において体育で第１、２学年において

武武武武道が道が道が道が必修必修必修必修とととと実施実施実施実施されております。本年度５月に行いましたされております。本年度５月に行いましたされております。本年度５月に行いましたされております。本年度５月に行いました調調調調査の中で、査の中で、査の中で、査の中で、履履履履修修修修内容内容内容内容についについについについ

てのてのてのての結結結結果果果果をご説明いたしますと、をご説明いたしますと、をご説明いたしますと、をご説明いたしますと、柔柔柔柔道が５１道が５１道が５１道が５１校校校校、、、、剣剣剣剣道が４９道が４９道が４９道が４９校校校校、、、、相相相相撲撲撲撲が１１が１１が１１が１１校校校校、少林、少林、少林、少林寺寺寺寺拳拳拳拳
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法が１法が１法が１法が１校校校校、合、合、合、合気気気気道が１道が１道が１道が１校校校校で、で、で、で、複複複複数数数数のののの履履履履修修修修もももも含含含含まれております。公立中学まれております。公立中学まれております。公立中学まれております。公立中学校校校校すすすすべべべべてで、てで、てで、てで、武武武武道道道道

についてはについてはについてはについては実施実施実施実施されているされているされているされている状況状況状況状況でございます。でございます。でございます。でございます。以上以上以上以上でございます。でございます。でございます。でございます。

○松尾教育研究所副所長○松尾教育研究所副所長○松尾教育研究所副所長○松尾教育研究所副所長 小学小学小学小学校校校校中学年中学年中学年中学年児童児童児童児童体体体体力向上推力向上推力向上推力向上推進事業についてのお進事業についてのお進事業についてのお進事業についてのお尋ね尋ね尋ね尋ねでございでございでございでござい

ます。ます。ます。ます。

本県の本県の本県の本県の子子子子どもたどもたどもたどもたちちちちの体の体の体の体力力力力が大きなが大きなが大きなが大きな課題課題課題課題の一つになっておりますけれども、小学生につきの一つになっておりますけれども、小学生につきの一つになっておりますけれども、小学生につきの一つになっておりますけれども、小学生につき

ましては、５年生をましては、５年生をましては、５年生をましては、５年生を対対対対象象象象としてとしてとしてとして実施実施実施実施されております全されております全されております全されております全国国国国体体体体力・運力・運力・運力・運動能動能動能動能力力力力、、、、運運運運動習動習動習動習慣慣慣慣等等等等調調調調査査査査

ののののデデデデーーーータタタタに基づいています。これまで教育に基づいています。これまで教育に基づいています。これまで教育に基づいています。これまで教育研究研究研究研究所といたしましても、小学所といたしましても、小学所といたしましても、小学所といたしましても、小学校校校校５年生、６年５年生、６年５年生、６年５年生、６年

生のいわ生のいわ生のいわ生のいわゆゆゆゆるるるる高高高高学年を中学年を中学年を中学年を中心心心心にににに支支支支援援援援をしてまいりました。この事業でございますけれども、をしてまいりました。この事業でございますけれども、をしてまいりました。この事業でございますけれども、をしてまいりました。この事業でございますけれども、

高高高高学年につながる中学年について体学年につながる中学年について体学年につながる中学年について体学年につながる中学年について体力向上力向上力向上力向上をををを図図図図っていこうというのがっていこうというのがっていこうというのがっていこうというのが趣趣趣趣旨旨旨旨でございます。でございます。でございます。でございます。

これまでどこれまでどこれまでどこれまでどちちちちらかと申しますとらかと申しますとらかと申しますとらかと申しますと高高高高学年の学年の学年の学年の支支支支援援援援が中が中が中が中心心心心だったのですけれども、中学年にだったのですけれども、中学年にだったのですけれども、中学年にだったのですけれども、中学年に向向向向けけけけ

て今度て今度て今度て今度支支支支援援援援をしていこうと。ただ、その中学年につきましても、特にをしていこうと。ただ、その中学年につきましても、特にをしていこうと。ただ、その中学年につきましても、特にをしていこうと。ただ、その中学年につきましても、特に走走走走る、る、る、る、跳跳跳跳ぶぶぶぶ能能能能力力力力でごでごでごでご

ざいますけれども、これに特ざいますけれども、これに特ざいますけれども、これに特ざいますけれども、これに特化化化化いたしましたのは、１０年いたしましたのは、１０年いたしましたのは、１０年いたしましたのは、１０年間間間間の体の体の体の体力テ力テ力テ力テスススストトトトのののの結結結結果果果果をををを見見見見ててててみみみみ

ますと、ますと、ますと、ますと、具具具具体体体体的的的的には５０には５０には５０には５０メメメメーーーートルトルトルトル走走走走と立と立と立と立ち幅ち幅ち幅ち幅跳跳跳跳びびびびでございますけれども、５０でございますけれども、５０でございますけれども、５０でございますけれども、５０メメメメーーーートルトルトルトル走走走走

で４年生で４年生で４年生で４年生男男男男子子子子が１回だけ全が１回だけ全が１回だけ全が１回だけ全国国国国平平平平均均均均をををを上上上上回ったことがあります。それ回ったことがあります。それ回ったことがあります。それ回ったことがあります。それ以外以外以外以外は、５０は、５０は、５０は、５０メメメメーーーートルトルトルトル

走走走走、立、立、立、立ち幅ち幅ち幅ち幅跳跳跳跳びびびび、す、す、す、すべべべべて平て平て平て平均均均均をををを下下下下回っておりまして、特に回っておりまして、特に回っておりまして、特に回っておりまして、特に課題課題課題課題が大きいということで、こが大きいということで、こが大きいということで、こが大きいということで、こ

のののの走走走走る、る、る、る、跳跳跳跳ぶということに特にぶということに特にぶということに特にぶということに特に力力力力点点点点をををを置置置置いて中学年の体いて中学年の体いて中学年の体いて中学年の体力向上力向上力向上力向上をををを支支支支援援援援してきたいこの事業してきたいこの事業してきたいこの事業してきたいこの事業

をををを起起起起こしております。こしております。こしております。こしております。以上以上以上以上でございます。でございます。でございます。でございます。

○塩見広報広聴課長○塩見広報広聴課長○塩見広報広聴課長○塩見広報広聴課長 神田委員からの奈良県神田委員からの奈良県神田委員からの奈良県神田委員からの奈良県イイイイチ押チ押チ押チ押しししし情報情報情報情報売売売売りりりり込み作戦込み作戦込み作戦込み作戦というというというという新規新規新規新規事業の事業の事業の事業の

内容内容内容内容に関するごに関するごに関するごに関するご質質質質問問問問でございます。でございます。でございます。でございます。

奈良県に関する奈良県に関する奈良県に関する奈良県に関する情報情報情報情報を全を全を全を全国国国国区区区区や他地域や他地域や他地域や他地域ののののテテテテレビ番レビ番レビ番レビ番組や組や組や組や旅旅旅旅行行行行雑誌雑誌雑誌雑誌、、、、ミニコミ誌ミニコミ誌ミニコミ誌ミニコミ誌などでなどでなどでなどで取取取取りりりり

上上上上げげげげるためには、出るためには、出るためには、出るためには、出版版版版社やテ社やテ社やテ社やテレビ局レビ局レビ局レビ局にににに対対対対するするするする積極的積極的積極的積極的ななななアアアアププププロロロローーーーチチチチがががが非非非非常常常常にににに重重重重要だと要だと要だと要だと考え考え考え考えてててて

おります。そこで、本事業では、奈良県おります。そこで、本事業では、奈良県おります。そこで、本事業では、奈良県おります。そこで、本事業では、奈良県イイイイチ押チ押チ押チ押しのしのしのしの観光資源観光資源観光資源観光資源はもはもはもはもちちちちろろろろんんんんのことですが、のことですが、のことですが、のことですが、商商商商

品品品品、、、、製製製製品品品品、、、、伝統工芸伝統工芸伝統工芸伝統工芸、、、、飲食飲食飲食飲食店店店店、、、、イイイイベベベベントントントントに関するに関するに関するに関する情報情報情報情報を、を、を、を、首首首首都都都都圏圏圏圏等を等を等を等を含含含含めましてめましてめましてめましてメメメメデデデディアィアィアィア

にににに取取取取りりりり上上上上げげげげてもらうために、てもらうために、てもらうために、てもらうために、報報報報道道道道資料資料資料資料とか県とか県とか県とか県内情報内情報内情報内情報をををを情報情報情報情報提提提提供供供供しようとしようとしようとしようと売売売売りりりり込み込み込み込みをををを実施実施実施実施すすすす

るところでございます。さらに、そのるところでございます。さらに、そのるところでございます。さらに、そのるところでございます。さらに、その売売売売りりりり込み込み込み込みに関して、に関して、に関して、に関して、番番番番組組組組にににに取取取取りりりり上上上上げげげげるなどのるなどのるなどのるなどのアクシアクシアクシアクシ

ョョョョンンンンがあったところにつきましては、本県にがあったところにつきましては、本県にがあったところにつきましては、本県にがあったところにつきましては、本県に来来来来ていただくていただくていただくていただくロロロロケケケケ班班班班のそののそののそののそのアテンアテンアテンアテンドドドドにににに対対対対応応応応すすすす

るとともに、るとともに、るとともに、るとともに、来来来来県県県県費用費用費用費用についてもについてもについてもについても半半半半分程度、県でご分程度、県でご分程度、県でご分程度、県でご負担負担負担負担しようかとしようかとしようかとしようか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。

このように、このように、このように、このように、積極的積極的積極的積極的なななな売売売売りりりり込み込み込み込みをををを実施実施実施実施することで、これまですることで、これまですることで、これまですることで、これまで見見見見過過過過ごされてきましたごされてきましたごされてきましたごされてきました情報情報情報情報

をををを取取取取りりりり上上上上げげげげてもらうことにつながり、奈良県のてもらうことにつながり、奈良県のてもらうことにつながり、奈良県のてもらうことにつながり、奈良県の隠隠隠隠れたれたれたれた魅魅魅魅力力力力、またはそのよさを、またはそのよさを、またはそのよさを、またはそのよさを発信発信発信発信できるできるできるできる

とととと考え考え考え考えています。ています。ています。ています。以上以上以上以上でございます。でございます。でございます。でございます。
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○中嶋安全・安心まちづくり推進課長○中嶋安全・安心まちづくり推進課長○中嶋安全・安心まちづくり推進課長○中嶋安全・安心まちづくり推進課長 自自自自主主主主防防防防災災災災訓練訓練訓練訓練のののの支支支支援援援援事務についてお事務についてお事務についてお事務についてお尋ね尋ね尋ね尋ねでございでございでございでござい

ます。ます。ます。ます。

本県では、本県では、本県では、本県では、実実実実際際際際のののの災害対災害対災害対災害対応応応応経経経経験験験験が少ないことがございまして、大が少ないことがございまして、大が少ないことがございまして、大が少ないことがございまして、大規模規模規模規模なななな災害発災害発災害発災害発生生生生時時時時にににに迅迅迅迅

速速速速かつかつかつかつ的確的確的確的確にににに対対対対応応応応できるために、できるために、できるために、できるために、被被被被災災災災状況状況状況状況ににににややややるるるるべべべべきききき役割役割役割役割、活、活、活、活動動動動をををを具具具具体体体体的的的的ににににイメイメイメイメージしてージしてージしてージして

訓練訓練訓練訓練を行うを行うを行うを行う必必必必要がございます。事業では、要がございます。事業では、要がございます。事業では、要がございます。事業では、結結結結成された成された成された成された自自自自主主主主防防防防災組織災組織災組織災組織がががが自自自自治会等と連治会等と連治会等と連治会等と連携携携携いたいたいたいた

しまして、しまして、しまして、しまして、住民住民住民住民を安全にを安全にを安全にを安全に指指指指定定定定避難避難避難避難場所に場所に場所に場所に誘導誘導誘導誘導し、安し、安し、安し、安否否否否をををを確確確確認認認認するするするする住民住民住民住民避難誘導訓練避難誘導訓練避難誘導訓練避難誘導訓練及び及び及び及び避避避避

難難難難所において所において所において所において寝寝寝寝る場所のスペースる場所のスペースる場所のスペースる場所のスペース確保や確保や確保や確保や、、、、炊炊炊炊き出しなどを通き出しなどを通き出しなどを通き出しなどを通じじじじてててて災害時災害時災害時災害時のののの避難避難避難避難所生活所生活所生活所生活ルルルルーーーー

ルルルルを体を体を体を体験験験験的的的的に学ぶに学ぶに学ぶに学ぶ訓練訓練訓練訓練等を等を等を等を単独単独単独単独に行に行に行に行ええええるよう、るよう、るよう、るよう、市町市町市町市町村と連村と連村と連村と連携携携携して事業をして事業をして事業をして事業を実施実施実施実施しているものしているものしているものしているもの

でございます。でございます。でございます。でございます。

本年度は、本年度は、本年度は、本年度は、昨昨昨昨年でございますけれども、７月２９日に年でございますけれども、７月２９日に年でございますけれども、７月２９日に年でございますけれども、７月２９日に十十十十津川村津川村津川村津川村重重重重里里里里地地地地区区区区でこのでこのでこのでこの訓練訓練訓練訓練をををを実実実実

施施施施して、して、して、して、約約約約１００名の１００名の１００名の１００名の参参参参加で加で加で加で実施実施実施実施しております。また、しております。また、しております。また、しております。また、同同同同年の９月１日には、年の９月１日には、年の９月１日には、年の９月１日には、天天天天理理理理市市市市丹波丹波丹波丹波

市自市自市自市自治治治治区区区区、これは、これは、これは、これは丹波丹波丹波丹波市市市市小学小学小学小学校校校校でございますけれども、県の総合でございますけれども、県の総合でございますけれども、県の総合でございますけれども、県の総合防防防防災災災災訓練訓練訓練訓練とととと同同同同時時時時にににに並並並並行し行し行し行し

てててて実施実施実施実施いたしまして、いたしまして、いたしまして、いたしまして、丹波丹波丹波丹波市市市市小学小学小学小学校校校校の学の学の学の学童童童童、、、、地域地域地域地域のののの自自自自主主主主防防防防災組織災組織災組織災組織のののの方方方方々を々を々を々を含含含含めて２００名めて２００名めて２００名めて２００名

のののの参参参参加をいただいて、加をいただいて、加をいただいて、加をいただいて、避難避難避難避難所開所開所開所開設設設設訓練訓練訓練訓練をををを実施実施実施実施したところでございます。このしたところでございます。このしたところでございます。このしたところでございます。この訓練訓練訓練訓練につきまにつきまにつきまにつきま

しては、しては、しては、しては、来来来来年度はさらに回年度はさらに回年度はさらに回年度はさらに回数数数数ををををふふふふややややしまして、年４回しまして、年４回しまして、年４回しまして、年４回実施実施実施実施する予定をしております。また、する予定をしております。また、する予定をしております。また、する予定をしております。また、

訓練訓練訓練訓練のののの対対対対象象象象となるとなるとなるとなる自自自自主主主主防防防防災組織災組織災組織災組織におきましても、におきましても、におきましても、におきましても、住住住住宅宅宅宅街街街街ををををカカカカババババーしているーしているーしているーしている自自自自主主主主防防防防災組織災組織災組織災組織だだだだ

けでなく、けでなく、けでなく、けでなく、アパアパアパアパーーーートトトト、、、、マンシマンシマンシマンショョョョンンンン等、比等、比等、比等、比較較較較的的的的出入りが出入りが出入りが出入りが多多多多いいいい世世世世帯帯帯帯をををを対対対対象象象象にににに持持持持つつつつ自自自自主主主主防防防防災組織災組織災組織災組織

にににに対対対対してもしてもしてもしても訓練訓練訓練訓練をををを実施実施実施実施するなど、するなど、するなど、するなど、対対対対象象象象をいろいろかをいろいろかをいろいろかをいろいろかんんんんががががみみみみましてましてましてまして実施実施実施実施していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと考え考え考え考え

ております。ております。ております。ております。以上以上以上以上でございます。でございます。でございます。でございます。

○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 神田委員から、中神田委員から、中神田委員から、中神田委員から、中南南南南和和和和地域地域地域地域の少年の少年の少年の少年ササササポポポポーーーートトトトセセセセンタンタンタンターのごーのごーのごーのご紹介紹介紹介紹介がありがありがありがあり

ましたので、説明をさせていただきたいと思います。ましたので、説明をさせていただきたいと思います。ましたので、説明をさせていただきたいと思います。ましたので、説明をさせていただきたいと思います。

まず、少年警察補まず、少年警察補まず、少年警察補まず、少年警察補導導導導員は、少年員は、少年員は、少年員は、少年問問問問題題題題についてについてについてについて専専専専門門門門的的的的な知な知な知な知識識識識、、、、技技技技能能能能をををを有有有有している一般職員している一般職員している一般職員している一般職員

でありまして、でありまして、でありまして、でありまして、現在現在現在現在、中、中、中、中南南南南和には４名、警察本部に６名おります。計１０名の和には４名、警察本部に６名おります。計１０名の和には４名、警察本部に６名おります。計１０名の和には４名、警察本部に６名おります。計１０名の女女女女性性性性職員、職員、職員、職員、

警察本部と警察本部と警察本部と警察本部と橿橿橿橿原原原原市市市市に所に所に所に所在在在在するそれするそれするそれするそれぞぞぞぞれのれのれのれのササササポポポポーーーートトトトセセセセンタンタンタンターで活ーで活ーで活ーで活動動動動をしております。をしております。をしております。をしております。

次次次次に、そのに、そのに、そのに、その仕仕仕仕事の中事の中事の中事の中身身身身でありますけれども、主なものといたしまして４つほどあります。でありますけれども、主なものといたしまして４つほどあります。でありますけれども、主なものといたしまして４つほどあります。でありますけれども、主なものといたしまして４つほどあります。

まず、当まず、当まず、当まず、当然然然然のことながら、補のことながら、補のことながら、補のことながら、補導導導導員という名員という名員という名員という名称称称称ですので、ですので、ですので、ですので、街街街街頭頭頭頭補補補補導導導導活活活活動動動動ををををややややっております。っております。っております。っております。

これは、ご案これは、ご案これは、ご案これは、ご案内内内内のとおり、のとおり、のとおり、のとおり、駅駅駅駅周周周周辺辺辺辺とかとかとかとかゲゲゲゲーーーームムムムセセセセンタンタンタンターなどにおけますーなどにおけますーなどにおけますーなどにおけます非非非非行少年のた行少年のた行少年のた行少年のたむむむむろすろすろすろす

るような場所で補るような場所で補るような場所で補るような場所で補導導導導活活活活動動動動をすることであり、をすることであり、をすることであり、をすることであり、昨昨昨昨年は３，８００件ほど補年は３，８００件ほど補年は３，８００件ほど補年は３，８００件ほど補導導導導をしております。をしております。をしております。をしております。

そのほとそのほとそのほとそのほとんんんんどがどがどがどが喫煙喫煙喫煙喫煙、、、、深深深深夜徘夜徘夜徘夜徘回といったものであり、これは、補回といったものであり、これは、補回といったものであり、これは、補回といったものであり、これは、補導導導導員とともに警察員とともに警察員とともに警察員とともに警察官官官官も一も一も一も一

緒緒緒緒に活に活に活に活動動動動もしたりしております。もしたりしております。もしたりしております。もしたりしております。
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次次次次に、に、に、に、被被被被害害害害防止防止防止防止、また、また、また、また非非非非行行行行防止防止防止防止教室の開催であります。神田委員が教室の開催であります。神田委員が教室の開催であります。神田委員が教室の開催であります。神田委員が先先先先ほどおほどおほどおほどお述述述述べべべべのとおのとおのとおのとお

り、奈良県におきましては、平成１６年にり、奈良県におきましては、平成１６年にり、奈良県におきましては、平成１６年にり、奈良県におきましては、平成１６年に楓楓楓楓ちちちちゃゃゃゃんんんん事件がありました。このようなことか事件がありました。このようなことか事件がありました。このようなことか事件がありました。このようなことか

らも、らも、らも、らも、子子子子どもどもどもども様様様様にににに対対対対する連れする連れする連れする連れ去去去去り事案、あるいはり事案、あるいはり事案、あるいはり事案、あるいは声声声声かけ事案といったものにかけ事案といったものにかけ事案といったものにかけ事案といったものに対対対対するするするする子子子子どもどもどもども

ささささんんんんのののの対対対対応能応能応能応能力力力力のののの向上向上向上向上をををを図図図図るもの、奈良県警で提るもの、奈良県警で提るもの、奈良県警で提るもの、奈良県警で提唱唱唱唱しております「いかのおすし一人前」しております「いかのおすし一人前」しております「いかのおすし一人前」しております「いかのおすし一人前」

というというというというダダダダンンンンスを奈良県スを奈良県スを奈良県スを奈良県独独独独自自自自でででで考え考え考え考えまして、そういったものにまして、そういったものにまして、そういったものにまして、そういったものに子子子子どもさどもさどもさどもさんんんんはははは興興興興味味味味がありますがありますがありますがあります

のでのでのでので紹介紹介紹介紹介するということ。さらに、するということ。さらに、するということ。さらに、するということ。さらに、非非非非行行行行防止防止防止防止教室は、教室は、教室は、教室は、最最最最近近近近犯犯犯犯罪罪罪罪のののの低低低低年年年年齢化齢化齢化齢化がががが叫叫叫叫ばばばばれておりれておりれておりれており

ます。例ます。例ます。例ます。例えばえばえばえば、小学、小学、小学、小学校高校高校高校高学年でも万学年でも万学年でも万学年でも万引引引引きをするということがあります。万きをするということがあります。万きをするということがあります。万きをするということがあります。万引引引引きも立きも立きも立きも立派派派派なななな犯犯犯犯

罪罪罪罪であること、あるいは、であること、あるいは、であること、あるいは、であること、あるいは、最最最最近近近近インタインタインタインターーーーネットネットネットネットでいろいろなでいろいろなでいろいろなでいろいろな犯犯犯犯罪罪罪罪にににに巻巻巻巻きききき込込込込まれる可まれる可まれる可まれる可能能能能性性性性がががが

あるということのあるということのあるということのあるということの注注注注意意意意喚喚喚喚起起起起をすることもをすることもをすることもをすることもややややっております。っております。っております。っております。

ちちちちななななみみみみに、こういったに、こういったに、こういったに、こういった非非非非行行行行防止防止防止防止あるいはあるいはあるいはあるいは被被被被害害害害防止防止防止防止の教室はの教室はの教室はの教室は昨昨昨昨年２５０件ほど開催をして年２５０件ほど開催をして年２５０件ほど開催をして年２５０件ほど開催をして

います。います。います。います。先先先先ほど、ほど、ほど、ほど、着着着着ぐぐぐぐるるるるみみみみをををを着着着着てててて云云云云々とありましたけれども、そういったものを々とありましたけれども、そういったものを々とありましたけれども、そういったものを々とありましたけれども、そういったものをややややりながりながりながりなが

ららららババババーーーーチャチャチャチャルルルルににににややややっているところであります。っているところであります。っているところであります。っているところであります。

また、３つまた、３つまた、３つまた、３つ目目目目として、少年として、少年として、少年として、少年相談相談相談相談の活の活の活の活動動動動があります。これは、があります。これは、があります。これは、があります。これは、ヤヤヤヤンンンンググググいいいいじじじじめ１１０め１１０め１１０め１１０番番番番といといといとい

う名う名う名う名称称称称でででで電話電話電話電話をををを引引引引いておりますけれども、これらにいておりますけれども、これらにいておりますけれども、これらにいておりますけれども、これらに対対対対してしてしてして電話電話電話電話で受理をする、あるいは、で受理をする、あるいは、で受理をする、あるいは、で受理をする、あるいは、

直直直直接接接接県警県警県警県警やややや中中中中南南南南和の和の和の和のセセセセンタンタンタンターーーーへ来へ来へ来へ来られるられるられるられる方方方方のののの相談相談相談相談をするということであります。これもをするということであります。これもをするということであります。これもをするということであります。これも昨昨昨昨

年は年は年は年は約約約約１５０件１５０件１５０件１５０件対対対対応応応応しているところです。しているところです。しているところです。しているところです。

４つ４つ４つ４つ目目目目といたしましては、といたしましては、といたしましては、といたしましては、非非非非行少年について行少年について行少年について行少年について継続的継続的継続的継続的にににに支支支支援援援援をしよう、あるいは、一部のをしよう、あるいは、一部のをしよう、あるいは、一部のをしよう、あるいは、一部の

少年に少年に少年に少年に対対対対しては立しては立しては立しては立ちちちち直直直直りりりり支支支支援援援援ををををややややろうと、例ろうと、例ろうと、例ろうと、例えばえばえばえばススススポポポポーーーーツツツツを体を体を体を体験験験験させたり、あるいはさせたり、あるいはさせたり、あるいはさせたり、あるいは社社社社会会会会

奉奉奉奉仕仕仕仕活活活活動動動動を通を通を通を通じじじじてててて居居居居場所づくりを体場所づくりを体場所づくりを体場所づくりを体験験験験をさせようという活をさせようという活をさせようという活をさせようという活動動動動もしているところであります。もしているところであります。もしているところであります。もしているところであります。

いずれにいたしましても、いずれにいたしましても、いずれにいたしましても、いずれにいたしましても、国国国国のののの将将将将来来来来をををを担担担担う大う大う大う大切切切切なななな子子子子どもたどもたどもたどもたちちちちをををを犯犯犯犯罪罪罪罪のののの被被被被害害害害者にも加者にも加者にも加者にも加害害害害者者者者

にもさせないということは、県警にとりましてもにもさせないということは、県警にとりましてもにもさせないということは、県警にとりましてもにもさせないということは、県警にとりましても非非非非常常常常に大に大に大に大切切切切な活な活な活な活動動動動であります。その中でであります。その中でであります。その中でであります。その中で

もとりわけ少年警察補もとりわけ少年警察補もとりわけ少年警察補もとりわけ少年警察補導導導導員の活員の活員の活員の活動動動動はその中はその中はその中はその中心心心心となるものでありますので、今後、となるものでありますので、今後、となるものでありますので、今後、となるものでありますので、今後、時時時時代の要代の要代の要代の要

請請請請にににに応応応応じじじじた活た活た活た活動動動動をさらにをさらにをさらにをさらに続続続続けていきたいとけていきたいとけていきたいとけていきたい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。

神田委員お神田委員お神田委員お神田委員お述述述述べべべべの奈良万の奈良万の奈良万の奈良万葉葉葉葉ゾゾゾゾンタクンタクンタクンタクララララブブブブから、このほどプから、このほどプから、このほどプから、このほどプロロロロジジジジェクタェクタェクタェクターをごーをごーをごーをご寄寄寄寄贈贈贈贈いただいただいただいただ

く予定もあります。これはく予定もあります。これはく予定もあります。これはく予定もあります。これは子子子子どもさどもさどもさどもさんんんんの教室を通の教室を通の教室を通の教室を通じじじじて、て、て、て、視覚視覚視覚視覚あるいは聴あるいは聴あるいは聴あるいは聴覚覚覚覚にににに訴訴訴訴ええええる機る機る機る機材材材材でででで

ありますので、ありますので、ありますので、ありますので、有効有効有効有効利利利利用用用用をさせていただきまして、さらにをさせていただきまして、さらにをさせていただきまして、さらにをさせていただきまして、さらに子子子子どもたどもたどもたどもたちちちちがががが犯犯犯犯罪罪罪罪のののの被被被被害や害や害や害や犯犯犯犯罪罪罪罪

者にならない活者にならない活者にならない活者にならない活動動動動をををを強力強力強力強力に進めてまいりたいとに進めてまいりたいとに進めてまいりたいとに進めてまいりたい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。以上以上以上以上であります。であります。であります。であります。

○神田委員○神田委員○神田委員○神田委員 ありがとうございました。おありがとうございました。おありがとうございました。おありがとうございました。お答答答答ええええいただきました。いただきました。いただきました。いただきました。

いいいいじじじじめめめめ問問問問題題題題は、いろいろなは、いろいろなは、いろいろなは、いろいろな形形形形を通を通を通を通じじじじて県て県て県て県民民民民のののの皆皆皆皆ささささんんんんに知らせていただいているのはわかに知らせていただいているのはわかに知らせていただいているのはわかに知らせていただいているのはわか

ります。ります。ります。ります。私私私私達達達達の年の年の年の年齢齢齢齢は、は、は、は、ホホホホーーーームムムムページはページはページはページは非非非非常常常常にににに苦苦苦苦手手手手な分野で、なかなかな分野で、なかなかな分野で、なかなかな分野で、なかなか見見見見ないのですけれないのですけれないのですけれないのですけれ
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ど。県ど。県ど。県ど。県民民民民だよりとかに、こういうのをだよりとかに、こういうのをだよりとかに、こういうのをだよりとかに、こういうのをややややっていますとっていますとっていますとっていますと載載載載ると、ると、ると、ると、意意意意外外外外と、あ、これだけと、あ、これだけと、あ、これだけと、あ、これだけややややっっっっ

ているのだったらいいかというているのだったらいいかというているのだったらいいかというているのだったらいいかという方方方方にもにもにもにも持持持持っていってしまわれるところもあるので、これはっていってしまわれるところもあるので、これはっていってしまわれるところもあるので、これはっていってしまわれるところもあるので、これは

課題課題課題課題だと思いますけれど、もう少しだと思いますけれど、もう少しだと思いますけれど、もう少しだと思いますけれど、もう少し地域地域地域地域の人たの人たの人たの人たちちちちが、が、が、が、自自自自分た分た分た分たちちちちがががが普普普普通に通行している道通に通行している道通に通行している道通に通行している道端端端端

で、それこそで、それこそで、それこそで、それこそ昔昔昔昔からからからからややややっている一っている一っている一っている一声声声声運運運運動動動動じじじじゃゃゃゃないですけれど、そういうときにないですけれど、そういうときにないですけれど、そういうときにないですけれど、そういうときにふふふふとととと気気気気持持持持ちちちち

がいがいがいがいじじじじめめめめ防止防止防止防止とか、体とか、体とか、体とか、体罰罰罰罰もありますし、もありますし、もありますし、もありますし、虐虐虐虐待待待待もありますし、そもありますし、そもありますし、そもありますし、そんんんんなところをなところをなところをなところをちちちちょっとょっとょっとょっと気気気気にににに

してもらしてもらしてもらしてもらええええるような、るような、るような、るような、みんみんみんみんながながながなが共共共共通の通の通の通の意識意識意識意識をををを持持持持ってもらってもらってもらってもらええええるようなるようなるようなるような形形形形をとれたらいいのにをとれたらいいのにをとれたらいいのにをとれたらいいのに

なという思いでございますので、そなという思いでございますので、そなという思いでございますので、そなという思いでございますので、そんんんんなところをなところをなところをなところを気気気気にしながら、これからもにしながら、これからもにしながら、これからもにしながら、これからも取取取取りりりり組ん組ん組ん組んでいでいでいでい

っていただきたいと要っていただきたいと要っていただきたいと要っていただきたいと要望望望望しておきたいと思います。しておきたいと思います。しておきたいと思います。しておきたいと思います。

次次次次は、は、は、は、武武武武道の道の道の道の面面面面ですが、全部ですが、全部ですが、全部ですが、全部ややややっておられるということで、進っておられるということで、進っておられるということで、進っておられるということで、進捗捗捗捗状況状況状況状況は、は、は、は、完完完完全というこ全というこ全というこ全というこ

とでございますが、とでございますが、とでございますが、とでございますが、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり柔柔柔柔道が一道が一道が一道が一番番番番多多多多い。これについてい。これについてい。これについてい。これについて何何何何か学か学か学か学校校校校からとかからとかからとかからとかＰＴＡＰＴＡＰＴＡＰＴＡからからからから

不不不不満満満満ではないけれど、ではないけれど、ではないけれど、ではないけれど、何何何何か要か要か要か要望望望望のような、のような、のような、のような、意意意意見見見見のようなものは出ていないのでしょうか。のようなものは出ていないのでしょうか。のようなものは出ていないのでしょうか。のようなものは出ていないのでしょうか。

ちちちちょっとょっとょっとょっと聞聞聞聞いたところによると、いたところによると、いたところによると、いたところによると、柔柔柔柔道道道道着着着着とかは、とかは、とかは、とかは、自自自自分で分で分で分で買買買買わないといけないということもわないといけないということもわないといけないということもわないといけないということも

あって、なかなかあって、なかなかあって、なかなかあって、なかなか浸浸浸浸透透透透していかないということを、していかないということを、していかないということを、していかないということを、去去去去年の年の年の年の夏夏夏夏ごろにごろにごろにごろに聞聞聞聞いたことがあるのでいたことがあるのでいたことがあるのでいたことがあるので

すけれども、これをすけれども、これをすけれども、これをすけれども、これを見見見見たらたらたらたらみんみんみんみんななななややややってくれているのかという思いがしますが、そってくれているのかという思いがしますが、そってくれているのかという思いがしますが、そってくれているのかという思いがしますが、そんんんんなこなこなこなこ

とはとはとはとは聞聞聞聞かれたことはないでしょうか。それ１つだけお願いします。かれたことはないでしょうか。それ１つだけお願いします。かれたことはないでしょうか。それ１つだけお願いします。かれたことはないでしょうか。それ１つだけお願いします。

次次次次は、は、は、は、イイイイチ押チ押チ押チ押し、し、し、し、丁寧丁寧丁寧丁寧にににに答答答答ええええていただきましたけれど、そのていただきましたけれど、そのていただきましたけれど、そのていただきましたけれど、その辺辺辺辺はわかっているのですがはわかっているのですがはわかっているのですがはわかっているのですが

何何何何かかかか具具具具体体体体的的的的に、まずこれをに、まずこれをに、まずこれをに、まずこれをイイイイチ押チ押チ押チ押しでいくというのはしでいくというのはしでいくというのはしでいくというのは決決決決めておられないのですか。これかめておられないのですか。これかめておられないのですか。これかめておられないのですか。これか

らららら考え考え考え考えると、予算をつくるときには、２つると、予算をつくるときには、２つると、予算をつくるときには、２つると、予算をつくるときには、２つやややや３つそ３つそ３つそ３つそんんんんなのがなのがなのがなのが決決決決まっていてこ予算まっていてこ予算まっていてこ予算まっていてこ予算化化化化していしていしていしてい

くのかと、どくのかと、どくのかと、どくのかと、どんんんんな事業でもと思うのですけれど。あれな事業でもと思うのですけれど。あれな事業でもと思うのですけれど。あれな事業でもと思うのですけれど。あればばばば具具具具体体体体的的的的にににに言言言言ってほしいと、それをってほしいと、それをってほしいと、それをってほしいと、それを

聞聞聞聞きたかっただけですので、お願いします。きたかっただけですので、お願いします。きたかっただけですので、お願いします。きたかっただけですので、お願いします。

もう一つはもう一つはもう一つはもう一つは自自自自主主主主防防防防災災災災の件、の件、の件、の件、意意意意味味味味がわかりました。よく小学がわかりました。よく小学がわかりました。よく小学がわかりました。よく小学校校校校単位単位単位単位でででで自自自自主主主主防防防防災災災災訓練訓練訓練訓練されて、されて、されて、されて、

ここここんんんんなのなのなのなの言言言言うたらあれなのですけれど、うたらあれなのですけれど、うたらあれなのですけれど、うたらあれなのですけれど、ババババケケケケツツツツリリリリレレレレーとかーとかーとかーとか何何何何かおしかおしかおしかおしゃゃゃゃべべべべりしがらりしがらりしがらりしがらゆゆゆゆっくりっくりっくりっくり

しているので、しているので、しているので、しているので、効果効果効果効果はあるのかとはあるのかとはあるのかとはあるのかと疑疑疑疑問問問問に思っていたのですけれど。に思っていたのですけれど。に思っていたのですけれど。に思っていたのですけれど。実実実実はははは昨昨昨昨年、年、年、年、橿橿橿橿原原原原市市市市のあのあのあのあ

る小学る小学る小学る小学校校校校区区区区でそのでそのでそのでその訓練訓練訓練訓練をしている真っをしている真っをしている真っをしている真っ最最最最中に中に中に中に民民民民家家家家が本当の火事になったのです。そこで、が本当の火事になったのです。そこで、が本当の火事になったのです。そこで、が本当の火事になったのです。そこで、

その人たその人たその人たその人たちちちちがすがすがすがすぐぐぐぐにそのにそのにそのにそのババババケケケケツツツツリリリリレレレレーをして、ーをして、ーをして、ーをして、敏捷敏捷敏捷敏捷にその火事をにその火事をにその火事をにその火事を消消消消すのをすのをすのをすのを手手手手伝伝伝伝っていただっていただっていただっていただ

いたということがあって、いたということがあって、いたということがあって、いたということがあって、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり毎毎毎毎年こうして年こうして年こうして年こうして訓練訓練訓練訓練していただいているといざとなったしていただいているといざとなったしていただいているといざとなったしていただいているといざとなった

ら体がさっとら体がさっとら体がさっとら体がさっと動動動動くのだと思って、くのだと思って、くのだと思って、くのだと思って、感感感感動動動動したことがあったので、したことがあったので、したことがあったので、したことがあったので、報報報報告告告告しておきたいと思いましておきたいと思いましておきたいと思いましておきたいと思いま

すけれど。今すけれど。今すけれど。今すけれど。今言言言言ったように、ったように、ったように、ったように、ふふふふだだだだんんんんのそういうのそういうのそういうのそういう訓練訓練訓練訓練はいざというときに体ではいざというときに体ではいざというときに体ではいざというときに体で覚覚覚覚ええええているこているこているこているこ

とがとがとがとが役役役役に立つのかという思いで、に立つのかという思いで、に立つのかという思いで、に立つのかという思いで、質質質質問問問問させてもらったので、しっかりとさせてもらったので、しっかりとさせてもらったので、しっかりとさせてもらったので、しっかりと継続継続継続継続していっていしていっていしていっていしていってい

ただきたいと思います。ただきたいと思います。ただきたいと思います。ただきたいと思います。
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最最最最後に、警察本部長に後に、警察本部長に後に、警察本部長に後に、警察本部長に質質質質問問問問いたしましたが、おいたしましたが、おいたしましたが、おいたしましたが、お答答答答ええええをいただいたのは安をいただいたのは安をいただいたのは安をいただいたのは安東東東東生活安全部長、生活安全部長、生活安全部長、生活安全部長、

そのようにずっとそのようにずっとそのようにずっとそのようにずっと女女女女性性性性にににに頑張頑張頑張頑張っていただいています。っていただいています。っていただいています。っていただいています。若若若若いいいい女女女女性性性性だし、だし、だし、だし、ややややっっっっぱぱぱぱりそういうりそういうりそういうりそういう意意意意

味味味味では人当たりもいいのかと思ってもおりますので、では人当たりもいいのかと思ってもおりますので、では人当たりもいいのかと思ってもおりますので、では人当たりもいいのかと思ってもおりますので、困困困困ったことがあったら、ったことがあったら、ったことがあったら、ったことがあったら、地域地域地域地域の人との人との人との人と

もごもごもごもご相談相談相談相談させてもらって、いいさせてもらって、いいさせてもらって、いいさせてもらって、いい方向方向方向方向に進に進に進に進むむむむように、ように、ように、ように、非非非非行とか行とか行とか行とか問問問問題題題題行行行行動動動動、またい、またい、またい、またいじじじじめとかもめとかもめとかもめとかも

ふふふふええええていますので、ていますので、ていますので、ていますので、皆皆皆皆ささささんんんんとととと地域地域地域地域も連も連も連も連携携携携してしてしてしてややややっていきたいなと思っていますので、よろっていきたいなと思っていますので、よろっていきたいなと思っていますので、よろっていきたいなと思っていますので、よろ

しくお願いします。ありがとうございます。２しくお願いします。ありがとうございます。２しくお願いします。ありがとうございます。２しくお願いします。ありがとうございます。２点点点点だけ。だけ。だけ。だけ。

○柴田保健体育課長○柴田保健体育課長○柴田保健体育課長○柴田保健体育課長 武武武武道の道の道の道の実施実施実施実施に係るに係るに係るに係る意意意意見見見見等はどうなっているかというお等はどうなっているかというお等はどうなっているかというお等はどうなっているかというお尋ね尋ね尋ね尋ねでよろしでよろしでよろしでよろし

いでしょうか。いでしょうか。いでしょうか。いでしょうか。先先先先ほどおほどおほどおほどお答答答答ええええさせていただいた中で、させていただいた中で、させていただいた中で、させていただいた中で、引用引用引用引用させていただきましたさせていただきましたさせていただきましたさせていただきました調調調調査は、査は、査は、査は、

年度当初に行わせていただいた年度当初に行わせていただいた年度当初に行わせていただいた年度当初に行わせていただいた調調調調査でございまして、査でございまして、査でございまして、査でございまして、実実実実は今は今は今は今現在現在現在現在、、、、武武武武道の道の道の道の実施実施実施実施後の後の後の後の実実実実態態態態にににに

ついてついてついてついて調調調調査をしているところでございます。主な査をしているところでございます。主な査をしているところでございます。主な査をしているところでございます。主な調調調調査の査の査の査の項項項項目目目目としましては、としましては、としましては、としましては、授授授授業の業の業の業の時時時時間間間間数数数数

でありますとか、あるいはでありますとか、あるいはでありますとか、あるいはでありますとか、あるいは外外外外部部部部指指指指導導導導者の活者の活者の活者の活用用用用、そしてまた、そしてまた、そしてまた、そしてまた新新新新たなたなたなたな課題課題課題課題としてとしてとしてとして上上上上げげげげられるもられるもられるもられるも

の、それからの、それからの、それからの、それから用用用用具具具具等の等の等の等の購購購購入がどのような入がどのような入がどのような入がどのような状況状況状況状況になっていたかというになっていたかというになっていたかというになっていたかという点点点点について、について、について、について、現在調現在調現在調現在調査査査査

中でございまして、年度中でございまして、年度中でございまして、年度中でございまして、年度末末末末にはにはにはには集集集集約約約約できるという予定でできるという予定でできるという予定でできるという予定で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。

○塩見広報広聴課長○塩見広報広聴課長○塩見広報広聴課長○塩見広報広聴課長 奈良県の奈良県の奈良県の奈良県のイイイイチ押チ押チ押チ押しししし情報情報情報情報でででで具具具具体体体体的的的的なものはなものはなものはなものは決決決決めているのかというごめているのかというごめているのかというごめているのかというご質質質質

問問問問でございますが、でございますが、でございますが、でございますが、結結結結論論論論から申しから申しから申しから申し上上上上げげげげますと特にますと特にますと特にますと特に決決決決めているわけではございませめているわけではございませめているわけではございませめているわけではございませんんんん。日々、。日々、。日々、。日々、

観光地観光地観光地観光地のののの情報や情報や情報や情報や、それからうまいもの、それからうまいもの、それからうまいもの、それからうまいもの情報情報情報情報、、、、産産産産業業業業・雇用振興・雇用振興・雇用振興・雇用振興部からでしたら部からでしたら部からでしたら部からでしたら伝統工芸伝統工芸伝統工芸伝統工芸とか、とか、とか、とか、

県県県県庁庁庁庁の各の各の各の各課課課課からいろいろなからいろいろなからいろいろなからいろいろな情報情報情報情報が広が広が広が広報報報報広聴広聴広聴広聴課へ参課へ参課へ参課へ参りまして、それを定りまして、それを定りまして、それを定りまして、それを定期期期期的的的的に、例に、例に、例に、例えばえばえばえば郵郵郵郵送送送送

とかとかとかとかメメメメーーーールルルルででででテテテテレビ局レビ局レビ局レビ局、あるいは出、あるいは出、あるいは出、あるいは出版版版版社社社社などになどになどになどに情報情報情報情報提提提提供供供供いたしまして、いたしまして、いたしまして、いたしまして、メメメメデデデディアィアィアィアが関が関が関が関心心心心をををを

持持持持ってこってこってこってこちちちちらにらにらにらにアアアアププププロロロローーーーチチチチしてきたしてきたしてきたしてきた際際際際に、そのに、そのに、そのに、そのロロロロケケケケハンハンハンハンのののの費用費用費用費用を一部こを一部こを一部こを一部こちちちちらでらでらでらで支支支支援援援援しようしようしようしよう

とか、あるいは本県にとか、あるいは本県にとか、あるいは本県にとか、あるいは本県に来来来来られるられるられるられる方方方方について、県について、県について、県について、県庁庁庁庁内内内内の各の各の各の各課課課課とととと調調調調整整整整しまして、しまして、しまして、しまして、観光地観光地観光地観光地とか特とか特とか特とか特

産産産産品品品品、、、、レレレレスススストトトトラララランンンンのあるところなどのあるところなどのあるところなどのあるところなど取材取材取材取材先先先先をををを調調調調整整整整させていただこうかとさせていただこうかとさせていただこうかとさせていただこうかと考え考え考え考えているところているところているところているところ

でございます。でございます。でございます。でございます。以上以上以上以上でございます。でございます。でございます。でございます。

○神田委員○神田委員○神田委員○神田委員 はい、もうはい、もうはい、もうはい、もう終終終終わりますが、わりますが、わりますが、わりますが、じじじじっくりっくりっくりっくり考え考え考え考えて行て行て行て行動動動動する場合もする場合もする場合もする場合も必必必必要だけれど、要だけれど、要だけれど、要だけれど、やややや

っっっっぱぱぱぱりそういういいものは、さっさとりそういういいものは、さっさとりそういういいものは、さっさとりそういういいものは、さっさと見見見見つけてさっと行つけてさっと行つけてさっと行つけてさっと行動動動動にににに移移移移すことも、すことも、すことも、すことも、競争競争競争競争相相相相手手手手がいっがいっがいっがいっ

ぱぱぱぱいあるのだからいあるのだからいあるのだからいあるのだからややややってほしいと思います。ってほしいと思います。ってほしいと思います。ってほしいと思います。以上以上以上以上です。です。です。です。

○田中委員長○田中委員長○田中委員長○田中委員長 このこのこのこの際際際際おおおお諮諮諮諮りしますが、３りしますが、３りしますが、３りしますが、３時時時時をををを過過過過ぎぎぎぎましたので、１０分ましたので、１０分ましたので、１０分ましたので、１０分間間間間だけだけだけだけ休憩休憩休憩休憩をとらをとらをとらをとら

せていただけたらありがたいですが、よろしいですか。せていただけたらありがたいですが、よろしいですか。せていただけたらありがたいですが、よろしいですか。せていただけたらありがたいですが、よろしいですか。

（（（（「「「「はい」と呼ぶ者あり）はい」と呼ぶ者あり）はい」と呼ぶ者あり）はい」と呼ぶ者あり）

それでは、１０分それでは、１０分それでは、１０分それでは、１０分間間間間のののの休憩休憩休憩休憩といたします。といたします。といたします。といたします。

１５：１５分１５：１５分１５：１５分１５：１５分 休憩休憩休憩休憩
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１４：２８分１４：２８分１４：２８分１４：２８分 再再再再開開開開

○田中委員長○田中委員長○田中委員長○田中委員長 休憩休憩休憩休憩前に前に前に前に引引引引きききき続続続続き、会議をき、会議をき、会議をき、会議を再再再再開いたします。開いたします。開いたします。開いたします。

○山本委員○山本委員○山本委員○山本委員 代表代表代表代表質質質質問問問問のののの続続続続きで、教育委員会に教育委員会きで、教育委員会に教育委員会きで、教育委員会に教育委員会きで、教育委員会に教育委員会制制制制度と教育基本度と教育基本度と教育基本度と教育基本条条条条例について例について例について例について詳詳詳詳

しく教育長にしく教育長にしく教育長にしく教育長に質質質質問問問問しようと思ったのですけれど、しようと思ったのですけれど、しようと思ったのですけれど、しようと思ったのですけれど、ややややめときます。そのことの中で、めときます。そのことの中で、めときます。そのことの中で、めときます。そのことの中で、実実実実は知は知は知は知

事の事の事の事の答弁答弁答弁答弁をををを聞聞聞聞いていましたら、今年度からいていましたら、今年度からいていましたら、今年度からいていましたら、今年度から地域振興地域振興地域振興地域振興部に教育部に教育部に教育部に教育振興課振興課振興課振興課をををを新新新新たにたにたにたに設置設置設置設置すると。すると。すると。すると。

これは、これは、これは、これは、地域振興地域振興地域振興地域振興部に部に部に部に聞聞聞聞いたいたいたいた方方方方がいいのか、今がいいのか、今がいいのか、今がいいのか、今聞聞聞聞いていいのか、それをまずいていいのか、それをまずいていいのか、それをまずいていいのか、それをまず確確確確認認認認したいとしたいとしたいとしたいと

思いますが、それはどうなのですか。思いますが、それはどうなのですか。思いますが、それはどうなのですか。思いますが、それはどうなのですか。地域振興地域振興地域振興地域振興部です部です部です部ですねねねね。はい、その。はい、その。はい、その。はい、その点点点点においては、今はにおいては、今はにおいては、今はにおいては、今は

聞聞聞聞かせていただかない。なかせていただかない。なかせていただかない。なかせていただかない。なぜぜぜぜかといいますと、知事の教育委員会かといいますと、知事の教育委員会かといいますと、知事の教育委員会かといいますと、知事の教育委員会制制制制度の所度の所度の所度の所見見見見をををを聞聞聞聞いたら、いたら、いたら、いたら、

新新新新たにつくった教育たにつくった教育たにつくった教育たにつくった教育振興課振興課振興課振興課とととと地域地域地域地域教育教育教育教育力力力力サミサミサミサミットットットットを連を連を連を連携携携携して、今後の教育についてして、今後の教育についてして、今後の教育についてして、今後の教育について幅幅幅幅広く広く広く広く

考え考え考え考えるというるというるというるという答弁答弁答弁答弁であって、そのことがあって、であって、そのことがあって、であって、そのことがあって、であって、そのことがあって、現状現状現状現状の委員会の委員会の委員会の委員会制制制制度は特度は特度は特度は特段段段段問問問問題題題題はないといはないといはないといはないとい

うううう答弁答弁答弁答弁をされたわけでございます。で、その１をされたわけでございます。で、その１をされたわけでございます。で、その１をされたわけでございます。で、その１点点点点目目目目の、の、の、の、地域振興地域振興地域振興地域振興部に教育部に教育部に教育部に教育振興課振興課振興課振興課をををを設置設置設置設置しししし

たたたた経経経経緯緯緯緯だとか、それからだとか、それからだとか、それからだとか、それから内容内容内容内容だとか、これはだとか、これはだとか、これはだとか、これは地域振興地域振興地域振興地域振興部に部に部に部に伝伝伝伝ええええておいていただきたい。まておいていただきたい。まておいていただきたい。まておいていただきたい。ま

た、た、た、た、詳詳詳詳しく説明していただきたいと思います。しく説明していただきたいと思います。しく説明していただきたいと思います。しく説明していただきたいと思います。

それで、もう１それで、もう１それで、もう１それで、もう１点点点点の教育基本の教育基本の教育基本の教育基本条条条条例は知事が例は知事が例は知事が例は知事が記記記記者会者会者会者会見見見見でででで話話話話しをされたのですけれども、そしをされたのですけれども、そしをされたのですけれども、そしをされたのですけれども、そ

のののの答答答答ええええとしてとしてとしてとして地域地域地域地域教育教育教育教育力力力力サミサミサミサミットットットットを年を年を年を年間間間間２回ほど開いておられて、これができたのは一２回ほど開いておられて、これができたのは一２回ほど開いておられて、これができたのは一２回ほど開いておられて、これができたのは一昨昨昨昨

年ということですけれども、知事が議長ということは、教育委員会年ということですけれども、知事が議長ということは、教育委員会年ということですけれども、知事が議長ということは、教育委員会年ということですけれども、知事が議長ということは、教育委員会制制制制度、教育委員会に度、教育委員会に度、教育委員会に度、教育委員会に政政政政

治、知事の治、知事の治、知事の治、知事の権権権権限を限を限を限を余余余余りりりり持持持持ち込ち込ち込ち込まない、まない、まない、まない、政政政政治治治治力力力力をををを持持持持ち込ち込ち込ち込まないという中で、奈良県はまないという中で、奈良県はまないという中で、奈良県はまないという中で、奈良県は先先先先に教に教に教に教

育委員会と知事部育委員会と知事部育委員会と知事部育委員会と知事部局局局局とが連とが連とが連とが連携携携携して教育して教育して教育して教育制制制制度について、また教育について連度について、また教育について連度について、また教育について連度について、また教育について連携携携携をしているとをしているとをしているとをしていると

いう中からできたのがいう中からできたのがいう中からできたのがいう中からできたのが地域地域地域地域教育教育教育教育力力力力サミサミサミサミットットットットのできたのできたのできたのできた経経経経緯緯緯緯ですか。これは知事主ですか。これは知事主ですか。これは知事主ですか。これは知事主導導導導でされたでされたでされたでされた

のか、教育委員会が主のか、教育委員会が主のか、教育委員会が主のか、教育委員会が主導導導導でされたのか、そのでされたのか、そのでされたのか、そのでされたのか、その点点点点をまずおをまずおをまずおをまずお聞聞聞聞きさせていただきたい。そのきさせていただきたい。そのきさせていただきたい。そのきさせていただきたい。その内内内内

容容容容はいろいろと部会だとか、はいろいろと部会だとか、はいろいろと部会だとか、はいろいろと部会だとか、課題課題課題課題だとか知事のだとか知事のだとか知事のだとか知事の答弁答弁答弁答弁にあるのですけれども、そういうものにあるのですけれども、そういうものにあるのですけれども、そういうものにあるのですけれども、そういうもの

をもう一度をもう一度をもう一度をもう一度改改改改めて教育委員会に、めて教育委員会に、めて教育委員会に、めて教育委員会に、詳詳詳詳細細細細について、このについて、このについて、このについて、このサミサミサミサミットットットットのののの内容内容内容内容をををを聞聞聞聞かせていただきかせていただきかせていただきかせていただき

たいということでございます。たいということでございます。たいということでございます。たいということでございます。

それともう１それともう１それともう１それともう１点点点点ですけれども、１６１ページのですけれども、１６１ページのですけれども、１６１ページのですけれども、１６１ページの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地地地のののの整整整整備についてなのです備についてなのです備についてなのです備についてなのです

けれども、平成２７年に開けれども、平成２７年に開けれども、平成２７年に開けれども、平成２７年に開始始始始をされるということですけれども、をされるということですけれども、をされるということですけれども、をされるということですけれども、聞聞聞聞くところによるとくところによるとくところによるとくところによると高高高高田田田田

総合総合総合総合庁庁庁庁舎舎舎舎をををを移移移移すわけですけれども、すわけですけれども、すわけですけれども、すわけですけれども、桜桜桜桜井井井井土土土土木事務所のところ木事務所のところ木事務所のところ木事務所のところへ保健へ保健へ保健へ保健所が入るという当初の所が入るという当初の所が入るという当初の所が入るという当初の

予定だったのですけれど、予定だったのですけれど、予定だったのですけれど、予定だったのですけれど、実実実実はもう入らない。はもう入らない。はもう入らない。はもう入らない。旧旧旧旧耳耳耳耳成成成成高校高校高校高校跡跡跡跡へ保健へ保健へ保健へ保健所も全部行くと所も全部行くと所も全部行くと所も全部行くと聞聞聞聞かせかせかせかせ

ていただいたのですけれども、そのていただいたのですけれども、そのていただいたのですけれども、そのていただいたのですけれども、その辺辺辺辺の事の事の事の事情情情情と、と、と、と、桜桜桜桜井井井井土土土土木事務所も木事務所も木事務所も木事務所も向向向向こう行くわけですけこう行くわけですけこう行くわけですけこう行くわけですけ

れども、れども、れども、れども、宇陀宇陀宇陀宇陀土土土土木事務所はまだ木事務所はまだ木事務所はまだ木事務所はまだ残残残残すわけですけれども、そうしたら管理でいうと、そこにすわけですけれども、そうしたら管理でいうと、そこにすわけですけれども、そうしたら管理でいうと、そこにすわけですけれども、そうしたら管理でいうと、そこに

行かないのだったら行かないのだったら行かないのだったら行かないのだったら桜桜桜桜井井井井土土土土木事務所はそのままにしておいて、木事務所はそのままにしておいて、木事務所はそのままにしておいて、木事務所はそのままにしておいて、宇陀宇陀宇陀宇陀土土土土木事務所と連木事務所と連木事務所と連木事務所と連携携携携もしもしもしもし
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たたたた方方方方がががが地域的地域的地域的地域的にいいのではないかなと。そのにいいのではないかなと。そのにいいのではないかなと。そのにいいのではないかなと。その辺辺辺辺の事の事の事の事情情情情と、平成２７年に開と、平成２７年に開と、平成２７年に開と、平成２７年に開始始始始するわけですするわけですするわけですするわけです

けれども、この平成２５年、２６年度のけれども、この平成２５年、２６年度のけれども、この平成２５年、２６年度のけれども、この平成２５年、２６年度のタイムタイムタイムタイムススススケケケケジジジジュュュューーーールルルルといいますか、どういうようといいますか、どういうようといいますか、どういうようといいますか、どういうよう

なななな流流流流れで平成２７年をれで平成２７年をれで平成２７年をれで平成２７年を迎迎迎迎ええええようとしているのか、ようとしているのか、ようとしているのか、ようとしているのか、具具具具体体体体的的的的ななななタイムタイムタイムタイムススススケケケケジジジジュュュューーーールルルルをををを聞聞聞聞かせてかせてかせてかせて

いただきたい。いただきたい。いただきたい。いただきたい。

○冨岡教育長○冨岡教育長○冨岡教育長○冨岡教育長 サミサミサミサミットットットットのことですが、まずのことですが、まずのことですが、まずのことですが、まずサミサミサミサミットットットットは教育委員会で所管しております。は教育委員会で所管しております。は教育委員会で所管しております。は教育委員会で所管しております。

ススススタタタターーーートトトトは平成２２年にさかのは平成２２年にさかのは平成２２年にさかのは平成２２年にさかのぼぼぼぼります。スります。スります。スります。スタタタターーーートトトトの第１回のの第１回のの第１回のの第１回のサミサミサミサミットットットットは平成２３年１１は平成２３年１１は平成２３年１１は平成２３年１１

月ですけれども、平成２２年から、月ですけれども、平成２２年から、月ですけれども、平成２２年から、月ですけれども、平成２２年から、実実実実は教育には大きなは教育には大きなは教育には大きなは教育には大きな課題課題課題課題がございます、がございます、がございます、がございます、規規規規範意識範意識範意識範意識とかとかとかとか

社社社社会会会会性性性性とか、あるいはとか、あるいはとか、あるいはとか、あるいは子子子子どもたどもたどもたどもたちちちちの基本の基本の基本の基本的的的的な生活な生活な生活な生活習習習習慣慣慣慣、これらのものは学、これらのものは学、これらのものは学、これらのものは学校校校校だけではだけではだけではだけでは対対対対応応応応

はははは難難難難しいだろうということがしいだろうということがしいだろうということがしいだろうということが見え見え見え見えてまいりました。てまいりました。てまいりました。てまいりました。地域地域地域地域というものをどうジというものをどうジというものをどうジというものをどうジョョョョイントイントイントイントしてしてしてして

いくのか、そういうことに行き当たりまして、こいくのか、そういうことに行き当たりまして、こいくのか、そういうことに行き当たりまして、こいくのか、そういうことに行き当たりまして、こちちちちらからお願いをして知事に、こういうらからお願いをして知事に、こういうらからお願いをして知事に、こういうらからお願いをして知事に、こういう

形形形形で、で、で、で、地域地域地域地域といといといといえば産えば産えば産えば産業業業業界界界界のののの方方方方もおられますし、大学もありますし、ももおられますし、大学もありますし、ももおられますし、大学もありますし、ももおられますし、大学もありますし、もちちちちろろろろんんんん行行行行政政政政もありもありもありもあり

ますから、その代表のますから、その代表のますから、その代表のますから、その代表の方方方方に出ていただいてに出ていただいてに出ていただいてに出ていただいてサミサミサミサミットットットットというというというという形形形形で、これあくまでも議で、これあくまでも議で、これあくまでも議で、これあくまでも議論論論論するするするする

場という場という場という場という位位位位置置置置づけでづけでづけでづけでややややっていだけませっていだけませっていだけませっていだけませんんんんかというお願いをしてできかというお願いをしてできかというお願いをしてできかというお願いをしてでき上上上上がってきたものであがってきたものであがってきたものであがってきたものであ

ります。今、一つのります。今、一つのります。今、一つのります。今、一つの結結結結実実実実としては、本議会でもとしては、本議会でもとしては、本議会でもとしては、本議会でも何何何何度も度も度も度も言言言言わせていただきましたが、学わせていただきましたが、学わせていただきましたが、学わせていただきましたが、学校校校校ココココ

ミュニミュニミュニミュニティティティティというというというという地域地域地域地域と連と連と連と連携携携携するするするする仕仕仕仕組み組み組み組みがありまして、それはおがありまして、それはおがありまして、それはおがありまして、それはおぼぼぼぼろろろろげげげげにににに見え見え見え見えていたていたていたていた段段段段階階階階

でそのおでそのおでそのおでそのお話話話話をしました。をしました。をしました。をしました。サミサミサミサミットットットットで１回、２回、３回と議で１回、２回、３回と議で１回、２回、３回と議で１回、２回、３回と議論論論論していく中で、広がりが出てしていく中で、広がりが出てしていく中で、広がりが出てしていく中で、広がりが出て

まいりました。こう知事もおっしまいりました。こう知事もおっしまいりました。こう知事もおっしまいりました。こう知事もおっしゃゃゃゃいましたけれども、広がりが出てまいりました。つまいましたけれども、広がりが出てまいりました。つまいましたけれども、広がりが出てまいりました。つまいましたけれども、広がりが出てまいりました。つま

り、教育は学り、教育は学り、教育は学り、教育は学校校校校教育だけではないだろうと。教育だけではないだろうと。教育だけではないだろうと。教育だけではないだろうと。地域地域地域地域のののの方方方方に入っていただいていろいろご議に入っていただいていろいろご議に入っていただいていろいろご議に入っていただいていろいろご議論論論論

願いますと、願いますと、願いますと、願いますと、高齢高齢高齢高齢者の教育も、あるいはその一た者の教育も、あるいはその一た者の教育も、あるいはその一た者の教育も、あるいはその一たんリタイアんリタイアんリタイアんリタイアした人の教育もあるだろうし、した人の教育もあるだろうし、した人の教育もあるだろうし、した人の教育もあるだろうし、

もっと小さいときのいわもっと小さいときのいわもっと小さいときのいわもっと小さいときのいわゆゆゆゆるるるる幼幼幼幼児児児児教育というところもあるだろう。そうなってきますとま教育というところもあるだろう。そうなってきますとま教育というところもあるだろう。そうなってきますとま教育というところもあるだろう。そうなってきますとま

たたたた話話話話がそこから広がります。ただがそこから広がります。ただがそこから広がります。ただがそこから広がります。ただ就労就労就労就労ということをということをということをということを考え考え考え考えると、どうしてもると、どうしてもると、どうしてもると、どうしても就労就労就労就労と教育はと教育はと教育はと教育は不不不不

可分の、可分の、可分の、可分の、不不不不可分といいますか、可分といいますか、可分といいますか、可分といいますか、接接接接続続続続している部分がありますので、そういうこともしている部分がありますので、そういうこともしている部分がありますので、そういうこともしている部分がありますので、そういうことも勉勉勉勉強強強強せせせせ

ないかないかないかないかんんんんだろう。あるいは、まただろう。あるいは、まただろう。あるいは、まただろう。あるいは、また障障障障害害害害者の者の者の者の雇用雇用雇用雇用も、大きなも、大きなも、大きなも、大きな課題課題課題課題としてとしてとしてとして持持持持っていないといけっていないといけっていないといけっていないといけ

ないだろう。そういうところから、４つの部会ができないだろう。そういうところから、４つの部会ができないだろう。そういうところから、４つの部会ができないだろう。そういうところから、４つの部会ができ上上上上がりました。部会名は１つがりました。部会名は１つがりました。部会名は１つがりました。部会名は１つ目目目目が、が、が、が、

先先先先ほどの一ほどの一ほどの一ほどの一番コ番コ番コ番コアアアアになりましたにがになりましたにがになりましたにがになりましたにが地域地域地域地域とどうかかわっていくかということでしたので、とどうかかわっていくかということでしたので、とどうかかわっていくかということでしたので、とどうかかわっていくかということでしたので、

地域地域地域地域のののの参参参参画画画画、、、、協協協協働働働働による教育部会、２つによる教育部会、２つによる教育部会、２つによる教育部会、２つ目目目目がががが地域地域地域地域でででで働働働働けるけるけるける就労就労就労就労教育部会、３つ教育部会、３つ教育部会、３つ教育部会、３つ目目目目がががが障障障障害害害害者者者者

のののの就労就労就労就労、、、、社社社社会会会会参参参参加教育部会、４つ加教育部会、４つ加教育部会、４つ加教育部会、４つ目目目目が学が学が学が学校・地域校・地域校・地域校・地域ススススポポポポーーーーツツツツ連連連連携携携携部会と部会と部会と部会と発展発展発展発展してきたところしてきたところしてきたところしてきたところ

でございます。そのようなでございます。そのようなでございます。そのようなでございます。そのような形形形形で、これから議で、これから議で、これから議で、これから議論論論論がさらにがさらにがさらにがさらに深深深深まっていくものと思っておりままっていくものと思っておりままっていくものと思っておりままっていくものと思っておりま

す。す。す。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 旧旧旧旧耳耳耳耳成成成成高校高校高校高校跡跡跡跡へへへへのののの新新新新庁庁庁庁舎舎舎舎のののの整整整整備についてお備についてお備についてお備についてお尋ね尋ね尋ね尋ねでございます。もともとでございます。もともとでございます。もともとでございます。もともと
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整整整整備するについて、備するについて、備するについて、備するについて、保健保健保健保健所につきましては、山本委員からお所につきましては、山本委員からお所につきましては、山本委員からお所につきましては、山本委員からお話話話話がありましたように、がありましたように、がありましたように、がありましたように、桜桜桜桜井井井井

土土土土木事務所のところに木事務所のところに木事務所のところに木事務所のところに設設設設けることでけることでけることでけることで構想構想構想構想のののの時時時時点点点点ではではではでは整整整整理をしていたところでございます。理をしていたところでございます。理をしていたところでございます。理をしていたところでございます。

その後、その後、その後、その後、旧旧旧旧耳耳耳耳成成成成高校高校高校高校のののの施設施設施設施設のののの整整整整備に備に備に備に向向向向けていろいろとけていろいろとけていろいろとけていろいろと調調調調整整整整したしたしたした結結結結果果果果、もともと、もともと、もともと、もともと郡郡郡郡山総合山総合山総合山総合庁庁庁庁

舎舎舎舎をつくったときにをつくったときにをつくったときにをつくったときに問問問問題題題題ではないのですけれども、ではないのですけれども、ではないのですけれども、ではないのですけれども、書類倉書類倉書類倉書類倉庫庫庫庫のののの位位位位置置置置等をどう等をどう等をどう等をどう工工工工夫夫夫夫するか、するか、するか、するか、

そのためにそのためにそのためにそのために執執執執務室を務室を務室を務室を有効有効有効有効に活に活に活に活用用用用するスペースをするスペースをするスペースをするスペースを設設設設けられないかをけられないかをけられないかをけられないかを詳詳詳詳細細細細にににに検討検討検討検討してきたとこしてきたとこしてきたとこしてきたとこ

ろでございます。ろでございます。ろでございます。ろでございます。書類倉書類倉書類倉書類倉庫庫庫庫については、今については、今については、今については、今現在現在現在現在自自自自転転転転車車車車置置置置き場が、大体５２０平き場が、大体５２０平き場が、大体５２０平き場が、大体５２０平方メ方メ方メ方メーーーートルトルトルトル

ほどございます。その部分をほどございます。その部分をほどございます。その部分をほどございます。その部分を書類書類書類書類保保保保管管管管庫庫庫庫としてとしてとしてとして整整整整備をすることによって、かなり備をすることによって、かなり備をすることによって、かなり備をすることによって、かなり執執執執務室の務室の務室の務室の

スペースがスペースがスペースがスペースが確保確保確保確保できることで、できることで、できることで、できることで、構想構想構想構想からからからから変更変更変更変更させていただいて、させていただいて、させていただいて、させていただいて、旧旧旧旧耳耳耳耳成成成成高校高校高校高校跡跡跡跡にににに保健保健保健保健所も所も所も所も

集集集集約約約約するというするというするというするという形形形形で、今回で、今回で、今回で、今回整整整整理をさせていただいたところです。それについては、理をさせていただいたところです。それについては、理をさせていただいたところです。それについては、理をさせていただいたところです。それについては、桜桜桜桜井井井井市市市市

にもおにもおにもおにもお話話話話をさせていただいて、をさせていただいて、をさせていただいて、をさせていただいて、桜桜桜桜井井井井市市市市でもでもでもでも地元地元地元地元で活で活で活で活用用用用する計する計する計する計画画画画をををを検討検討検討検討したいというお申ししたいというお申ししたいというお申ししたいというお申し

出がございましたので、その出がございましたので、その出がございましたので、その出がございましたので、その方向方向方向方向で計で計で計で計画画画画として今回として今回として今回として今回整整整整理をさせていただいたものでござい理をさせていただいたものでござい理をさせていただいたものでござい理をさせていただいたものでござい

ます。ます。ます。ます。

あわせまして、スあわせまして、スあわせまして、スあわせまして、スケケケケジジジジュュュューーーールルルルについてでございますけれども、についてでございますけれども、についてでございますけれども、についてでございますけれども、現在現在現在現在旧旧旧旧耳耳耳耳成成成成高校高校高校高校のののの改改改改修修修修にににに

向向向向けてけてけてけて実施設実施設実施設実施設計を計を計を計を間間間間もなくもなくもなくもなく終終終終了する予定でございます。了する予定でございます。了する予定でございます。了する予定でございます。整整整整備に備に備に備に向向向向けましては、２年けましては、２年けましては、２年けましては、２年間間間間をかをかをかをか

けてけてけてけて整整整整備をする予定でございまして、事業備をする予定でございまして、事業備をする予定でございまして、事業備をする予定でございまして、事業費費費費も１６億円も１６億円も１６億円も１６億円強強強強ということで、ということで、ということで、ということで、規模規模規模規模も大きいこも大きいこも大きいこも大きいこ

とからとからとからとから契約契約契約契約については議会の承については議会の承については議会の承については議会の承認認認認がががが必必必必要となります。その部分については、９月議会で承要となります。その部分については、９月議会で承要となります。その部分については、９月議会で承要となります。その部分については、９月議会で承

認認認認を受けたを受けたを受けたを受けた上上上上でででで秋秋秋秋からからからから工工工工事に事に事に事に着着着着手手手手し、平成２６年の１１月のし、平成２６年の１１月のし、平成２６年の１１月のし、平成２６年の１１月の完完完完成を今成を今成を今成を今現在現在現在現在予定をしている予定をしている予定をしている予定をしている

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。旧旧旧旧耳耳耳耳成成成成高校高校高校高校跡跡跡跡へ集へ集へ集へ集約約約約するするするする期間期間期間期間のののの猶猶猶猶予がございますので、１２月から予がございますので、１２月から予がございますので、１２月から予がございますので、１２月から

３月にかけて３月にかけて３月にかけて３月にかけて移移移移転転転転を進めながら、本を進めながら、本を進めながら、本を進めながら、本格格格格的的的的には全体は、平成２７年４月にすには全体は、平成２７年４月にすには全体は、平成２７年４月にすには全体は、平成２７年４月にすべべべべてててて稼稼稼稼働働働働していしていしていしてい

きたいという計きたいという計きたいという計きたいという計画画画画で今で今で今で今考え考え考え考え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。以上以上以上以上でございます。でございます。でございます。でございます。

○山本委員○山本委員○山本委員○山本委員 旧旧旧旧耳耳耳耳成成成成高校高校高校高校はよくわかりました。それで、はよくわかりました。それで、はよくわかりました。それで、はよくわかりました。それで、桜桜桜桜井井井井土土土土木事務所の後がどうなるの木事務所の後がどうなるの木事務所の後がどうなるの木事務所の後がどうなるの

かと思っていたのですけれども、かと思っていたのですけれども、かと思っていたのですけれども、かと思っていたのですけれども、桜桜桜桜井井井井市市市市とととと協協協協議をするということ、よくわかりました。議をするということ、よくわかりました。議をするということ、よくわかりました。議をするということ、よくわかりました。

それと、それと、それと、それと、サミサミサミサミットットットットですけれども、ですけれども、ですけれども、ですけれども、聞聞聞聞いていていていてみみみみますと教育長がますと教育長がますと教育長がますと教育長がややややっっっっぱぱぱぱりうまく知事をりうまく知事をりうまく知事をりうまく知事を動動動動かしかしかしかし

たというたというたというたという感じ感じ感じ感じで、まあで、まあで、まあで、まあ逆逆逆逆だったのかと思っていたのですけれども、大だったのかと思っていたのですけれども、大だったのかと思っていたのですけれども、大だったのかと思っていたのですけれども、大阪府阪府阪府阪府もそれをもそれをもそれをもそれをややややったったったった

らもっとうまいこといってたのだろうけれども。らもっとうまいこといってたのだろうけれども。らもっとうまいこといってたのだろうけれども。らもっとうまいこといってたのだろうけれども。ややややっっっっぱぱぱぱり教育長のり教育長のり教育長のり教育長の手手手手腕腕腕腕やややや思いますけれど思いますけれど思いますけれど思いますけれど

も、そういう中で知事部も、そういう中で知事部も、そういう中で知事部も、そういう中で知事部局局局局としっかりと連としっかりと連としっかりと連としっかりと連携携携携をとって、奈良県の教育は一つですので、あをとって、奈良県の教育は一つですので、あをとって、奈良県の教育は一つですので、あをとって、奈良県の教育は一つですので、あ

るるるる意意意意味味味味では、そのでは、そのでは、そのでは、その勧誘勧誘勧誘勧誘というというというという言言言言いいいい方方方方はおかしいですけれども、知事部はおかしいですけれども、知事部はおかしいですけれども、知事部はおかしいですけれども、知事部局局局局もしっかりと教育もしっかりと教育もしっかりと教育もしっかりと教育

委員会の中の委員会の中の委員会の中の委員会の中の制制制制度の度の度の度の問問問問題題題題だとか、それからだとか、それからだとか、それからだとか、それから施策施策施策施策だとかは連だとかは連だとかは連だとかは連携携携携をとっていかなくてはいけなをとっていかなくてはいけなをとっていかなくてはいけなをとっていかなくてはいけな

いと思っていますので、いと思っていますので、いと思っていますので、いと思っていますので、改改改改めてまたお願いをしておきます。めてまたお願いをしておきます。めてまたお願いをしておきます。めてまたお願いをしておきます。

そこで、そのそこで、そのそこで、そのそこで、そのサミサミサミサミットットットットののののメンバメンバメンバメンバーですけれども、県議会議員にも入っていただいておりーですけれども、県議会議員にも入っていただいておりーですけれども、県議会議員にも入っていただいておりーですけれども、県議会議員にも入っていただいており
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ますとますとますとますと答答答答ええええておられるのですけれども、そのておられるのですけれども、そのておられるのですけれども、そのておられるのですけれども、その組織組織組織組織はどうなっているのですか。はどうなっているのですか。はどうなっているのですか。はどうなっているのですか。

○冨岡教育長○冨岡教育長○冨岡教育長○冨岡教育長 まず、行まず、行まず、行まず、行政政政政はははは御御御御所所所所市市市市長が長が長が長が市市市市長代表ということです。それから、長代表ということです。それから、長代表ということです。それから、長代表ということです。それから、町町町町村代表は村代表は村代表は村代表は

田原本田原本田原本田原本町町町町長です。それから長です。それから長です。それから長です。それから工工工工業業業業界界界界の代表、大学は奈良教育大学の学長に出てもらっていまの代表、大学は奈良教育大学の学長に出てもらっていまの代表、大学は奈良教育大学の学長に出てもらっていまの代表、大学は奈良教育大学の学長に出てもらっていま

す。それから、す。それから、す。それから、す。それから、記記記記憶憶憶憶で、今で、今で、今で、今手元手元手元手元にににに資料資料資料資料がないので、がないので、がないので、がないので、私私私私学の学の学の学の……………………（（（（発発発発言言言言する者あり）する者あり）する者あり）する者あり）済み済み済み済みまままま

せせせせんんんん。教育委員も入ってもらって、教育委員長の松村。教育委員も入ってもらって、教育委員長の松村。教育委員も入ってもらって、教育委員長の松村。教育委員も入ってもらって、教育委員長の松村先先先先生にも入っていただいており、そ生にも入っていただいており、そ生にも入っていただいており、そ生にも入っていただいており、そ

れかられかられかられから私私私私学の中学の中学の中学の中高高高高の代表として、これはたまたま教育委員になっていただいた藤井の代表として、これはたまたま教育委員になっていただいた藤井の代表として、これはたまたま教育委員になっていただいた藤井の代表として、これはたまたま教育委員になっていただいた藤井先先先先生が生が生が生が

そのまま入ってもらって、それからそのまま入ってもらって、それからそのまま入ってもらって、それからそのまま入ってもらって、それからＰＴＡＰＴＡＰＴＡＰＴＡ、県、県、県、県ＰＴＡ協ＰＴＡ協ＰＴＡ協ＰＴＡ協議会の出議会の出議会の出議会の出口口口口会長、それから小中会長、それから小中会長、それから小中会長、それから小中高高高高、、、、

それそれそれそれぞぞぞぞれれれれ校校校校長会の会長、副会長が入っていただいてという、そ長会の会長、副会長が入っていただいてという、そ長会の会長、副会長が入っていただいてという、そ長会の会長、副会長が入っていただいてという、そんんんんななななメンバメンバメンバメンバーでございます。ーでございます。ーでございます。ーでございます。

（（（（「「「「県会議員」と呼ぶ者あり）県会議員」と呼ぶ者あり）県会議員」と呼ぶ者あり）県会議員」と呼ぶ者あり）

多多多多分、分、分、分、オオオオープープープープンンンンセミセミセミセミナナナナーをしたときに議員のーをしたときに議員のーをしたときに議員のーをしたときに議員の方方方方にににに来来来来ていただきましたので、表ていただきましたので、表ていただきましたので、表ていただきましたので、表現現現現がそうがそうがそうがそう

いういういういう形形形形になったのかと思いますけれども、部会のになったのかと思いますけれども、部会のになったのかと思いますけれども、部会のになったのかと思いますけれども、部会の持持持持っていきっていきっていきっていき方方方方といいますか、といいますか、といいますか、といいますか、有有有有識識識識者の者の者の者の方方方方

にその一つのにその一つのにその一つのにその一つのテテテテーーーーママママでででで話話話話をしていただく、をしていただく、をしていただく、をしていただく、講演講演講演講演をしていただく、特別委員というをしていただく、特別委員というをしていただく、特別委員というをしていただく、特別委員という形形形形ででででややややっっっっ

ていただく、そしてそれはすていただく、そしてそれはすていただく、そしてそれはすていただく、そしてそれはすべべべべててててオオオオープープープープンンンン型型型型の、の、の、の、皆皆皆皆ささささん来ん来ん来ん来てくださいということでてくださいということでてくださいということでてくださいということでややややりまりまりまりま

す。その後、それす。その後、それす。その後、それす。その後、それぞぞぞぞれの部会のれの部会のれの部会のれの部会のメンバメンバメンバメンバーがそのーがそのーがそのーがその講演講演講演講演をををを聞聞聞聞いた後にまたさらに議いた後にまたさらに議いた後にまたさらに議いた後にまたさらに議論論論論をををを深深深深めてめてめてめて

いく。その中に特別委員のいく。その中に特別委員のいく。その中に特別委員のいく。その中に特別委員の先先先先生も議生も議生も議生も議論論論論に入ってくださるに入ってくださるに入ってくださるに入ってくださるケケケケースもありますし、ースもありますし、ースもありますし、ースもありますし、ケケケケースによースによースによースによ

りましてはかりましてはかりましてはかりましてはかええええって入らないって入らないって入らないって入らない方方方方がいいだろうというおっしがいいだろうというおっしがいいだろうというおっしがいいだろうというおっしゃゃゃゃるるるる方方方方もおられますので、そうもおられますので、そうもおられますので、そうもおられますので、そう

いういういういう形形形形で進で進で進で進んんんんでおります。でおります。でおります。でおります。

○山本委員○山本委員○山本委員○山本委員 県議会議員が入っている入っていないはもう県議会議員が入っている入っていないはもう県議会議員が入っている入っていないはもう県議会議員が入っている入っていないはもうややややめておきましょう。そこで、めておきましょう。そこで、めておきましょう。そこで、めておきましょう。そこで、

もうもうもうもう最最最最後にですけれども、知事はこういう議後にですけれども、知事はこういう議後にですけれども、知事はこういう議後にですけれども、知事はこういう議論論論論をしていったをしていったをしていったをしていった上上上上で教育基本で教育基本で教育基本で教育基本条条条条例のその進例のその進例のその進例のその進捗捗捗捗

をををを見見見見てててて判断判断判断判断したいということですけれど、教育長としてのこういう、まあ大したいということですけれど、教育長としてのこういう、まあ大したいということですけれど、教育長としてのこういう、まあ大したいということですけれど、教育長としてのこういう、まあ大阪府阪府阪府阪府のようなのようなのようなのような

ということはないのですけれども、奈良県ということはないのですけれども、奈良県ということはないのですけれども、奈良県ということはないのですけれども、奈良県独独独独自自自自の教育基本の教育基本の教育基本の教育基本条条条条例をつくっていこうという機例をつくっていこうという機例をつくっていこうという機例をつくっていこうという機

運運運運というものが、というものが、というものが、というものが、見見見見守守守守っててできっててできっててできっててでき上上上上がるかどうかわかりませがるかどうかわかりませがるかどうかわかりませがるかどうかわかりませんんんんけれども、教育長はどういけれども、教育長はどういけれども、教育長はどういけれども、教育長はどうい

ううううふふふふうに思われますか。うに思われますか。うに思われますか。うに思われますか。

○冨岡教育長○冨岡教育長○冨岡教育長○冨岡教育長 知事も本会議でもおっし知事も本会議でもおっし知事も本会議でもおっし知事も本会議でもおっしゃゃゃゃいましたように、議いましたように、議いましたように、議いましたように、議論論論論がががが煮詰煮詰煮詰煮詰まってくれまってくれまってくれまってくればばばばといといといとい

うことを前提とします。といいますのは、うことを前提とします。といいますのは、うことを前提とします。といいますのは、うことを前提とします。といいますのは、先先先先ほどほどほどほど言言言言いましたように議いましたように議いましたように議いましたように議論論論論がががが非非非非常常常常に大きくに大きくに大きくに大きく展展展展

開をしてまいります。ですから、どうしても開をしてまいります。ですから、どうしても開をしてまいります。ですから、どうしても開をしてまいります。ですから、どうしても深深深深めめめめねねねねばばばばならないということで部会をならないということで部会をならないということで部会をならないということで部会を設設設設けまけまけまけま

した。部会がまたそのした。部会がまたそのした。部会がまたそのした。部会がまたそのオオオオープープープープンンンン型型型型のののの講演講演講演講演をををを経経経経てててて改改改改良をしていくということですから、ど良をしていくということですから、ど良をしていくということですから、ど良をしていくということですから、どんんんん

どどどどんんんん深深深深まりながら、また広がりもまりながら、また広がりもまりながら、また広がりもまりながら、また広がりも持持持持っていく。教育全体といいますか、学っていく。教育全体といいますか、学っていく。教育全体といいますか、学っていく。教育全体といいますか、学校校校校教育にもう全教育にもう全教育にもう全教育にもう全

然然然然とどまっていないとどまっていないとどまっていないとどまっていない非非非非常常常常に大きなところまで議に大きなところまで議に大きなところまで議に大きなところまで議論論論論が広がっていっていますので、これらがが広がっていっていますので、これらがが広がっていっていますので、これらがが広がっていっていますので、これらが

煮詰煮詰煮詰煮詰まって、まって、まって、まって、深深深深まっていけまっていけまっていけまっていけばばばばということを知事ということを知事ということを知事ということを知事自身自身自身自身がおっしがおっしがおっしがおっしゃゃゃゃったと思います。ったと思います。ったと思います。ったと思います。条条条条例とい例とい例とい例とい
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うのは、大うのは、大うのは、大うのは、大阪府阪府阪府阪府のののの条条条条例は行例は行例は行例は行政政政政ののののココココントントントントロロロローーーールルルル、、、、ココココントントントントロロロローーーールルルルとととと言言言言うとうとうとうと言言言言いいいい過過過過ぎぎぎぎかもしれなかもしれなかもしれなかもしれな

いですけれど、いですけれど、いですけれど、いですけれど、政政政政治が少し教育基本計治が少し教育基本計治が少し教育基本計治が少し教育基本計画画画画の中での中での中での中で意意意意向向向向をををを反反反反映映映映していこうではないかというしていこうではないかというしていこうではないかというしていこうではないかという考考考考

え方え方え方え方ですので、そういうですので、そういうですので、そういうですので、そういう考え方考え方考え方考え方をとられてつくられたをとられてつくられたをとられてつくられたをとられてつくられた条条条条例だと例だと例だと例だと聞聞聞聞いております。今のこのいております。今のこのいております。今のこのいております。今のこの

流流流流れからいうと、れからいうと、れからいうと、れからいうと、煮詰煮詰煮詰煮詰まってくれまってくれまってくれまってくればばばばということなので、まだということなので、まだということなので、まだということなので、まだ形形形形はよくわかりませはよくわかりませはよくわかりませはよくわかりませんんんんが、もが、もが、もが、も

う少し広い教育全般う少し広い教育全般う少し広い教育全般う少し広い教育全般みみみみたいなものになっていくのかという、たいなものになっていくのかという、たいなものになっていくのかという、たいなものになっていくのかという、私私私私だけの予だけの予だけの予だけの予想想想想ですけれど。とですけれど。とですけれど。とですけれど。と

にかくにかくにかくにかく煮詰煮詰煮詰煮詰まってくれまってくれまってくれまってくればばばば、するかしないかも、するかしないかも、するかしないかも、するかしないかも含含含含めてということを知事もおっしめてということを知事もおっしめてということを知事もおっしめてということを知事もおっしゃゃゃゃっていまっていまっていまっていま

すので、そういうすので、そういうすので、そういうすので、そういう形形形形になると思います。になると思います。になると思います。になると思います。

○山本委員○山本委員○山本委員○山本委員 最最最最後にもう１後にもう１後にもう１後にもう１点点点点だけ、教育委員会が行だけ、教育委員会が行だけ、教育委員会が行だけ、教育委員会が行政政政政をををを動動動動かしているということがよくわかしているということがよくわかしているということがよくわかしているということがよくわ

かりましたので、これからもしっかりと教育行かりましたので、これからもしっかりと教育行かりましたので、これからもしっかりと教育行かりましたので、これからもしっかりと教育行政政政政をををを取取取取りりりり組ん組ん組ん組んでいただきたいと思います。でいただきたいと思います。でいただきたいと思います。でいただきたいと思います。

以上以上以上以上です。です。です。です。

○奥山委員○奥山委員○奥山委員○奥山委員 ２月１３日にあった２月１３日にあった２月１３日にあった２月１３日にあったややややつつつつややややねねねね、教育、教育、教育、教育研究研究研究研究制制制制度の度の度の度のサミサミサミサミットットットット。。。。

（（（（「「「「あ、そうです」と呼ぶ者あり）あ、そうです」と呼ぶ者あり）あ、そうです」と呼ぶ者あり）あ、そうです」と呼ぶ者あり）

出出出出席席席席してどのようなことをしているのかしてどのようなことをしているのかしてどのようなことをしているのかしてどのようなことをしているのかチチチチェックェックェックェックしていました。していました。していました。していました。チチチチェックェックェックェックってそってそってそってそんんんんな大な大な大な大

層層層層なことではないのですよ。なことではないのですよ。なことではないのですよ。なことではないのですよ。勉勉勉勉強強強強に行きましたのですけれども、に行きましたのですけれども、に行きましたのですけれども、に行きましたのですけれども、非非非非常常常常にににに皆皆皆皆ささささんんんん熱熱熱熱心心心心で大で大で大で大勢勢勢勢。。。。

分科会は行っていませ分科会は行っていませ分科会は行っていませ分科会は行っていませんんんんけれども、というのは立場けれども、というのは立場けれども、というのは立場けれども、というのは立場上上上上、もう理、もう理、もう理、もう理解解解解もいいかなと思って、行もいいかなと思って、行もいいかなと思って、行もいいかなと思って、行

っていないだけですけれど、しっかりっていないだけですけれど、しっかりっていないだけですけれど、しっかりっていないだけですけれど、しっかり頑張頑張頑張頑張ってもらいたいと思います。ってもらいたいと思います。ってもらいたいと思います。ってもらいたいと思います。

何何何何点点点点かかかか聞聞聞聞きたいと思いますけれど、予算審査特別委員会、大概きたいと思いますけれど、予算審査特別委員会、大概きたいと思いますけれど、予算審査特別委員会、大概きたいと思いますけれど、予算審査特別委員会、大概毎毎毎毎年どういうわけか入っ年どういうわけか入っ年どういうわけか入っ年どういうわけか入っ

ているのですけれども、今回も会ているのですけれども、今回も会ているのですけれども、今回も会ているのですけれども、今回も会派派派派の代理の代理の代理の代理みみみみたいになってたいになってたいになってたいになって急急急急に入ることになりました。いに入ることになりました。いに入ることになりました。いに入ることになりました。い

つも予算審査特別委員会に入るのに、一つも予算審査特別委員会に入るのに、一つも予算審査特別委員会に入るのに、一つも予算審査特別委員会に入るのに、一番番番番議員としての議員としての議員としての議員としての私私私私がががが弱弱弱弱いのが歳入。歳入が本当にいのが歳入。歳入が本当にいのが歳入。歳入が本当にいのが歳入。歳入が本当に

弱弱弱弱いのです。歳入がいのです。歳入がいのです。歳入がいのです。歳入が弱弱弱弱いからこれは歳入の説明もいからこれは歳入の説明もいからこれは歳入の説明もいからこれは歳入の説明も含含含含めてめてめてめて聞聞聞聞かせてもらわないとかせてもらわないとかせてもらわないとかせてもらわないと次次次次のののの質質質質問問問問がががが

できないし、できないし、できないし、できないし、最終最終最終最終、これについては知事に総括で、これについては知事に総括で、これについては知事に総括で、これについては知事に総括で聞聞聞聞きたいということがあるので、教きたいということがあるので、教きたいということがあるので、教きたいということがあるので、教ええええてててて

いただきたいのですけれども、県いただきたいのですけれども、県いただきたいのですけれども、県いただきたいのですけれども、県税税税税としてとしてとしてとして消費税消費税消費税消費税の清算の清算の清算の清算金金金金が大体２００億円前後いつも計が大体２００億円前後いつも計が大体２００億円前後いつも計が大体２００億円前後いつも計

上上上上されます。で、また別にされます。で、また別にされます。で、また別にされます。で、また別に地方消費税地方消費税地方消費税地方消費税で７０億円から８０億円で７０億円から８０億円で７０億円から８０億円で７０億円から８０億円ぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの数数数数字字字字が大体計が大体計が大体計が大体計上上上上ささささ

れていると思うのです。今年度の予算の中でも、ざっとれていると思うのです。今年度の予算の中でも、ざっとれていると思うのです。今年度の予算の中でも、ざっとれていると思うのです。今年度の予算の中でも、ざっと数数数数字字字字をををを見見見見たら、清算たら、清算たら、清算たら、清算金金金金が前年度とが前年度とが前年度とが前年度と

同同同同じじじじくらいでくらいでくらいでくらいで約約約約２００億円２００億円２００億円２００億円ぐぐぐぐらい。ならい。ならい。ならい。なぜぜぜぜ歳入が歳入が歳入が歳入が弱弱弱弱いかというのは、いつのいかというのは、いつのいかというのは、いつのいかというのは、いつの期期期期限でどういう限でどういう限でどういう限でどういう

ふふふふうな清算になるのかがうな清算になるのかがうな清算になるのかがうな清算になるのかが勉勉勉勉強不強不強不強不足足足足でわからないので、でわからないので、でわからないので、でわからないので、弱弱弱弱いということです。いということです。いということです。いということです。多多多多分今の分今の分今の分今の流流流流れれれれ

でいきますと、ことしの４月から６月のでいきますと、ことしの４月から６月のでいきますと、ことしの４月から６月のでいきますと、ことしの４月から６月の四四四四半半半半期期期期がががが経済経済経済経済、、、、ＧＤＧＤＧＤＧＤＰＰＰＰもももも含含含含めてかなりめてかなりめてかなりめてかなり上上上上がりだろがりだろがりだろがりだろ

うと。そうするとうと。そうするとうと。そうするとうと。そうすると来来来来年度は当年度は当年度は当年度は当然然然然それを受けてそれを受けてそれを受けてそれを受けて消費税消費税消費税消費税をををを上上上上げげげげるかどうかというるかどうかというるかどうかというるかどうかという決決決決定がなされ定がなされ定がなされ定がなされ

ると思うから、今のると思うから、今のると思うから、今のると思うから、今の経済経済経済経済のののの状況状況状況状況、、、、株株株株価価価価もももも含含含含めてめてめてめて見見見見ていくと、ていくと、ていくと、ていくと、多多多多分３％は分３％は分３％は分３％は上上上上がるようにがるようにがるようにがるように勝勝勝勝手手手手

に予に予に予に予想想想想はしています。そうすると、このはしています。そうすると、このはしています。そうすると、このはしています。そうすると、この作作作作成された成された成された成された時時時時点点点点がががが多多多多分、分、分、分、去去去去年の１２月からだから、年の１２月からだから、年の１２月からだから、年の１２月からだから、
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多多多多分それは分それは分それは分それは反反反反映映映映されてないけれど、予算のされてないけれど、予算のされてないけれど、予算のされてないけれど、予算の反反反反映映映映でででで見見見見れれれればばばば当当当当然然然然このこのこのこの消費税消費税消費税消費税が、が、が、が、経済経済経済経済がががが上上上上がれがれがれがれ

ば消費ば消費ば消費ば消費ががががふふふふええええてということもてということもてということもてということも含含含含めての予算であるから、その中にどのようにして入っていめての予算であるから、その中にどのようにして入っていめての予算であるから、その中にどのようにして入っていめての予算であるから、その中にどのようにして入ってい

るのか。このるのか。このるのか。このるのか。この数数数数字字字字からからからから見見見見るとるとるとると余余余余りりりり変変変変わっていないように思うので、わっていないように思うので、わっていないように思うので、わっていないように思うので、認認認認識識識識にににに間間間間違違違違いもありまいもありまいもありまいもありま

すので、すので、すので、すので、消費税消費税消費税消費税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ちちちちょっとょっとょっとょっと聞聞聞聞きたい。きたい。きたい。きたい。

これはなこれはなこれはなこれはなぜぜぜぜかというと、総括では、かというと、総括では、かというと、総括では、かというと、総括では、以以以以前にもこの前にもこの前にもこの前にもこの消費税消費税消費税消費税の分の分の分の分配配配配、奈良県はすごい、奈良県はすごい、奈良県はすごい、奈良県はすごい購買購買購買購買力力力力

があるけれども、どういうわけか大があるけれども、どういうわけか大があるけれども、どういうわけか大があるけれども、どういうわけか大阪府阪府阪府阪府が５０が５０が５０が５０ぐぐぐぐらいで、奈良県が５０で、１らいで、奈良県が５０で、１らいで、奈良県が５０で、１らいで、奈良県が５０で、１兆兆兆兆円の円の円の円の購買購買購買購買

力力力力があったら５，０００億円は大があったら５，０００億円は大があったら５，０００億円は大があったら５，０００億円は大阪府阪府阪府阪府で、で、で、で、消費税消費税消費税消費税の計算はの計算はの計算はの計算は消費地消費地消費地消費地でのでのでのでのカカカカウントウントウントウントということということということということ

になるので、奈良県のようなところはこのになるので、奈良県のようなところはこのになるので、奈良県のようなところはこのになるので、奈良県のようなところはこの消費税消費税消費税消費税のののの配配配配分分分分方方方方法というのですか、法というのですか、法というのですか、法というのですか、非非非非常常常常にににに弱弱弱弱い。い。い。い。

ところが、全ところが、全ところが、全ところが、全国国国国の知事会でも奈良県との知事会でも奈良県との知事会でも奈良県との知事会でも奈良県と沖縄沖縄沖縄沖縄県県県県ぐぐぐぐらいがこのらいがこのらいがこのらいがこの見見見見直直直直しをしてくれとしをしてくれとしをしてくれとしをしてくれと言言言言うけれどうけれどうけれどうけれど

も、奈良県とも、奈良県とも、奈良県とも、奈良県と同同同同じじじじようなようなようなような地地地地理理理理的的的的条条条条件の件の件の件の埼玉埼玉埼玉埼玉県とか、県とか、県とか、県とか、都都都都市市市市部の部の部の部の近近近近いいいい府府府府県が県が県が県が意意意意外外外外とととと冷冷冷冷めているめているめているめている

ということがあるので、これをどうにいなかったらということがあるので、これをどうにいなかったらということがあるので、これをどうにいなかったらということがあるので、これをどうにいなかったら自民自民自民自民党党党党だって道だって道だって道だって道州州州州制制制制をどうのこうのをどうのこうのをどうのこうのをどうのこうの言言言言

っていても、っていても、っていても、っていても、結結結結果的果的果的果的にそのときににそのときににそのときににそのときに消費税消費税消費税消費税のののの配配配配分を今からき分を今からき分を今からき分を今からきちちちちっとしたことをしとかなけれっとしたことをしとかなけれっとしたことをしとかなけれっとしたことをしとかなけれ

ばばばばいけないというので、いけないというので、いけないというので、いけないというので、物物物物すごくこれはすごくこれはすごくこれはすごくこれは矛盾矛盾矛盾矛盾をををを感じ感じ感じ感じているのです。だから、これについてているのです。だから、これについてているのです。だから、これについてているのです。だから、これについて

総括では知事の本総括では知事の本総括では知事の本総括では知事の本音音音音をををを聞聞聞聞きたいのですけれども、きょうは、このきたいのですけれども、きょうは、このきたいのですけれども、きょうは、このきたいのですけれども、きょうは、この地方消費税地方消費税地方消費税地方消費税の清算の清算の清算の清算金金金金のののの約約約約

２００億円、そして２００億円、そして２００億円、そして２００億円、そして地方消費税地方消費税地方消費税地方消費税の７０億円から８０億円の７０億円から８０億円の７０億円から８０億円の７０億円から８０億円ぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの数数数数字字字字について、申しわけについて、申しわけについて、申しわけについて、申しわけ

ないですけれど、説明をしてもらいたいし、ないですけれど、説明をしてもらいたいし、ないですけれど、説明をしてもらいたいし、ないですけれど、説明をしてもらいたいし、経済経済経済経済が当が当が当が当然然然然上上上上がるという予がるという予がるという予がるという予想想想想であれであれであれであればばばば予算に予算に予算に予算に

反反反反映映映映されていなかったらおかしいのではないか、されていなかったらおかしいのではないか、されていなかったらおかしいのではないか、されていなかったらおかしいのではないか、去去去去年と年と年と年と同同同同じじじじような予算ではおかしいのでような予算ではおかしいのでような予算ではおかしいのでような予算ではおかしいので

はないかというはないかというはないかというはないかという単単単単純純純純なななな発発発発想想想想からからからから質質質質問問問問したいと思います。したいと思います。したいと思います。したいと思います。

続続続続きまして、きまして、きまして、きまして、私私私私立の立の立の立の高校高校高校高校の関係でおの関係でおの関係でおの関係でお尋ね尋ね尋ね尋ねしたいと、したいと、したいと、したいと、私私私私立の立の立の立の高校高校高校高校の関係はどこでしたか。の関係はどこでしたか。の関係はどこでしたか。の関係はどこでしたか。

総務でした総務でした総務でした総務でしたねねねね。。。。

（（（（「「「「地域振興地域振興地域振興地域振興部」と呼ぶ者あり）部」と呼ぶ者あり）部」と呼ぶ者あり）部」と呼ぶ者あり）

○奥山委員○奥山委員○奥山委員○奥山委員 なら、なら、なら、なら、私私私私立立立立専専専専修修修修高校高校高校高校は。は。は。は。

（（（（「「「「地域振興地域振興地域振興地域振興部」と呼ぶ者あり）部」と呼ぶ者あり）部」と呼ぶ者あり）部」と呼ぶ者あり）

○奥山委員○奥山委員○奥山委員○奥山委員 県立大学は県立大学は県立大学は県立大学は地域振興地域振興地域振興地域振興部。部。部。部。

（（（（「「「「はい」と呼ぶ者あり）はい」と呼ぶ者あり）はい」と呼ぶ者あり）はい」と呼ぶ者あり）

では、これもか。では、これもか。では、これもか。では、これもか。

そしたら、そしたら、そしたら、そしたら、自自自自衛隊駐屯衛隊駐屯衛隊駐屯衛隊駐屯地地地地。これよろしいか。。これよろしいか。。これよろしいか。。これよろしいか。

（（（（「「「「はい」と呼ぶ者あり）はい」と呼ぶ者あり）はい」と呼ぶ者あり）はい」と呼ぶ者あり）

続続続続きましてきましてきましてきまして陸陸陸陸上自上自上自上自衛隊衛隊衛隊衛隊のののの駐屯駐屯駐屯駐屯地地地地をををを推推推推進ということで８０万円進ということで８０万円進ということで８０万円進ということで８０万円ぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの簡単簡単簡単簡単な予算を立てな予算を立てな予算を立てな予算を立て

てもらってます。これは、てもらってます。これは、てもらってます。これは、てもらってます。これは、新規新規新規新規事業だと思うのです事業だと思うのです事業だと思うのです事業だと思うのですねねねね、たしかそうだと思う。これは、たしかそうだと思う。これは、たしかそうだと思う。これは、たしかそうだと思う。これは残残残残念念念念
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ながら議会でもながら議会でもながら議会でもながら議会でも自民自民自民自民党党党党もももも含含含含めて、奈良県にめて、奈良県にめて、奈良県にめて、奈良県に陸陸陸陸上自上自上自上自衛隊衛隊衛隊衛隊のののの駐屯駐屯駐屯駐屯地地地地ををををぜひぜひぜひぜひともというともというともというともという意意意意見見見見書書書書をををを

何何何何回か出して、今議会も出しているのですけれども、回か出して、今議会も出しているのですけれども、回か出して、今議会も出しているのですけれども、回か出して、今議会も出しているのですけれども、意意意意見見見見書書書書を提出するときは２つを提出するときは２つを提出するときは２つを提出するときは２つ以上以上以上以上のののの

会会会会派派派派がががが反反反反対対対対の場合はだめだというの場合はだめだというの場合はだめだというの場合はだめだというシシシシスススステムテムテムテムですので、たしか日本ですので、たしか日本ですので、たしか日本ですので、たしか日本共産共産共産共産党党党党とならとならとならとなら元元元元気気気気ククククララララブブブブ

ややややねねねね。。。。（（（（「「「「とおっています」ととおっています」ととおっています」ととおっています」と発発発発言言言言する者あり）行ってましたか。そうしたら、日本する者あり）行ってましたか。そうしたら、日本する者あり）行ってましたか。そうしたら、日本する者あり）行ってましたか。そうしたら、日本共産共産共産共産党党党党

だけだけだけだけややややねねねね。そうしたら。そうしたら。そうしたら。そうしたら陸陸陸陸上自上自上自上自衛隊駐屯衛隊駐屯衛隊駐屯衛隊駐屯地地地地のののの誘致誘致誘致誘致について、について、について、について、具具具具体体体体的的的的に、８０万円とに、８０万円とに、８０万円とに、８０万円と書書書書かれてかれてかれてかれて

いるからしれていますが、いるからしれていますが、いるからしれていますが、いるからしれていますが、国へ国へ国へ国へ行ったり、いろいろな行ったり、いろいろな行ったり、いろいろな行ったり、いろいろな資料資料資料資料を出したらいいけれども、進を出したらいいけれども、進を出したらいいけれども、進を出したらいいけれども、進みみみみ

方方方方としてはどのようなとしてはどのようなとしてはどのようなとしてはどのような見見見見当で進めているのか、お当で進めているのか、お当で進めているのか、お当で進めているのか、お尋ね尋ね尋ね尋ねしたいと思います。したいと思います。したいと思います。したいと思います。

いろいろなことでいろいろなことでいろいろなことでいろいろなことで旧旧旧旧耳耳耳耳成成成成高校高校高校高校ががががＪＪＪＪＡＡＡＡの関係もの関係もの関係もの関係も含含含含めて、県の関係もめて、県の関係もめて、県の関係もめて、県の関係も含含含含めて今ずっとめて今ずっとめて今ずっとめて今ずっと整整整整備さ備さ備さ備さ

れているのは、すれているのは、すれているのは、すれているのは、すばばばばらしいことだと思っているのですけれども、らしいことだと思っているのですけれども、らしいことだと思っているのですけれども、らしいことだと思っているのですけれども、耳耳耳耳成成成成高校高校高校高校とととと畝畝畝畝傍傍傍傍高校高校高校高校が一が一が一が一

緒緒緒緒になるときに、いろいろになるときに、いろいろになるときに、いろいろになるときに、いろいろ問問問問題題題題があった。があった。があった。があった。最終的最終的最終的最終的にはにはにはには畝畝畝畝傍傍傍傍高校高校高校高校に、でもに、でもに、でもに、でも耳耳耳耳成成成成高校高校高校高校のののの卒卒卒卒業生業生業生業生

もももも含含含含めて、めて、めて、めて、何何何何かかかか将将将将来的来的来的来的ににににモニュモニュモニュモニュメントメントメントメントなり、ここにあったという、あのなり、ここにあったという、あのなり、ここにあったという、あのなり、ここにあったという、あの校校校校舎舎舎舎をををを使使使使ってもらってもらってもらってもら

ったらと思っていたのだけれども、当ったらと思っていたのだけれども、当ったらと思っていたのだけれども、当ったらと思っていたのだけれども、当然然然然今今今今使使使使ってもらうのだけれども。２０年ってもらうのだけれども。２０年ってもらうのだけれども。２０年ってもらうのだけれども。２０年間間間間のののの卒卒卒卒業生業生業生業生

がががが記記記記念念念念として、として、として、として、自自自自分た分た分た分たちちちちのののの卒卒卒卒業した業した業した業した高校高校高校高校が今これにが今これにが今これにが今これに使使使使われているけれども、ここにというわれているけれども、ここにというわれているけれども、ここにというわれているけれども、ここにという

モニュモニュモニュモニュメントメントメントメントのようなものが計のようなものが計のようなものが計のようなものが計画画画画をされているのか、予算中でそういうのがあるのかどうをされているのか、予算中でそういうのがあるのかどうをされているのか、予算中でそういうのがあるのかどうをされているのか、予算中でそういうのがあるのかどう

か、もうか、もうか、もうか、もう既既既既にできていたらそれのおにできていたらそれのおにできていたらそれのおにできていたらそれのお答答答答ええええをいただきたいと思いますので、をいただきたいと思いますので、をいただきたいと思いますので、をいただきたいと思いますので、質質質質問問問問少くなりま少くなりま少くなりま少くなりま

したしたしたした

○枡井税務課長○枡井税務課長○枡井税務課長○枡井税務課長 消費税消費税消費税消費税のののの仕仕仕仕組み組み組み組みですけれども、小ですけれども、小ですけれども、小ですけれども、小売売売売業者を例にとらせていただきますと、業者を例にとらせていただきますと、業者を例にとらせていただきますと、業者を例にとらせていただきますと、

小小小小売売売売業者がものを業者がものを業者がものを業者がものを売売売売りますと、りますと、りますと、りますと、売売売売りりりり上上上上げげげげに係るに係るに係るに係る消費税消費税消費税消費税をををを消費消費消費消費者からもらいます。それに、者からもらいます。それに、者からもらいます。それに、者からもらいます。それに、

仕仕仕仕入れに係る入れに係る入れに係る入れに係る消費税消費税消費税消費税をををを払払払払っておりますので、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、その差差差差額額額額をををを税税税税務務務務署署署署にににに納納納納付することになってお付することになってお付することになってお付することになってお

ります。ります。ります。ります。製製製製造業者から造業者から造業者から造業者から卸卸卸卸業者とこうつながってきまして、業者とこうつながってきまして、業者とこうつながってきまして、業者とこうつながってきまして、多段多段多段多段階階階階型型型型のののの消費税消費税消費税消費税のののの仕仕仕仕組み組み組み組みとにとにとにとに

言言言言っておりますけれど、そういうっておりますけれど、そういうっておりますけれど、そういうっておりますけれど、そういう形形形形でででで税税税税務務務務署署署署に入ってきます。に入ってきます。に入ってきます。に入ってきます。税税税税務務務務署署署署も５％のも５％のも５％のも５％の税金税金税金税金をとっをとっをとっをとっ

ていますので、１％の部分を県にていますので、１％の部分を県にていますので、１％の部分を県にていますので、１％の部分を県に毎毎毎毎月月月月毎毎毎毎月月月月納納納納付してくるわけです。それが付してくるわけです。それが付してくるわけです。それが付してくるわけです。それが地方消費税地方消費税地方消費税地方消費税といといといとい

うことで予算うことで予算うことで予算うことで予算措置措置措置措置していただいておりますが、７０億円していただいておりますが、７０億円していただいておりますが、７０億円していただいておりますが、７０億円ぐぐぐぐらいを予算をらいを予算をらいを予算をらいを予算を措置措置措置措置させていたださせていたださせていたださせていただ

いております。その分から県のいております。その分から県のいております。その分から県のいております。その分から県の取取取取り分、奥山委員もおり分、奥山委員もおり分、奥山委員もおり分、奥山委員もお触触触触れなりましたけれど、清算基れなりましたけれど、清算基れなりましたけれど、清算基れなりましたけれど、清算基準準準準とととと

言言言言っておりますけれども、奈良県の清算基っておりますけれども、奈良県の清算基っておりますけれども、奈良県の清算基っておりますけれども、奈良県の清算基準準準準のののの割割割割合、合、合、合、約約約約１％ですけれど、県がとりまして、１％ですけれど、県がとりまして、１％ですけれど、県がとりまして、１％ですけれど、県がとりまして、

７０億円７０億円７０億円７０億円ぐぐぐぐらいをらいをらいをらいを同同同同じやじやじやじやりりりり方方方方でほかのでほかのでほかのでほかの府府府府県に県に県に県に納納納納付をいたします。１％ですので、７０億円付をいたします。１％ですので、７０億円付をいたします。１％ですので、７０億円付をいたします。１％ですので、７０億円

消費税消費税消費税消費税が入ってきまして、ほとが入ってきまして、ほとが入ってきまして、ほとが入ってきまして、ほとんんんんど７０億円をど７０億円をど７０億円をど７０億円を支支支支出するということになっております。そ出するということになっております。そ出するということになっております。そ出するということになっております。そ

れがれがれがれが地方消費税地方消費税地方消費税地方消費税清算清算清算清算金支金支金支金支出ということで、これまた７０億円出ということで、これまた７０億円出ということで、これまた７０億円出ということで、これまた７０億円ぐぐぐぐらいを予算らいを予算らいを予算らいを予算措置措置措置措置していただしていただしていただしていただ

いております。それで、そのいております。それで、そのいております。それで、そのいております。それで、そのややややりりりり方方方方を４７を４７を４７を４７都都都都道道道道府府府府県で県で県で県でややややりまして、りまして、りまして、りまして、最終的最終的最終的最終的に２００億円に２００億円に２００億円に２００億円ぐぐぐぐ

らいの清算らいの清算らいの清算らいの清算金収金収金収金収入ということで奈良県に入ってきます。全体の０．８５％が入ということで奈良県に入ってきます。全体の０．８５％が入ということで奈良県に入ってきます。全体の０．８５％が入ということで奈良県に入ってきます。全体の０．８５％が結局結局結局結局２００億２００億２００億２００億
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円円円円余余余余のののの額額額額になるということでございます。全体のになるということでございます。全体のになるということでございます。全体のになるということでございます。全体の消費税消費税消費税消費税のののの取取取取り分のり分のり分のり分の割割割割合が奈良県に入って合が奈良県に入って合が奈良県に入って合が奈良県に入って

くると、それが清算くると、それが清算くると、それが清算くると、それが清算金収金収金収金収入で２００億円入で２００億円入で２００億円入で２００億円ぐぐぐぐらいと。らいと。らいと。らいと。

それでそれでそれでそれで地方消費税地方消費税地方消費税地方消費税の清算の清算の清算の清算金金金金の関係ですけれどもの関係ですけれどもの関係ですけれどもの関係ですけれども、、、、「平成２５年度一般会計特別会計予算案「平成２５年度一般会計特別会計予算案「平成２５年度一般会計特別会計予算案「平成２５年度一般会計特別会計予算案

の概要、平成２４年度一般会計特別会計２月補正予算案の概要」の６ページの、の概要、平成２４年度一般会計特別会計２月補正予算案の概要」の６ページの、の概要、平成２４年度一般会計特別会計２月補正予算案の概要」の６ページの、の概要、平成２４年度一般会計特別会計２月補正予算案の概要」の６ページの、冒頭冒頭冒頭冒頭総務総務総務総務

部長も部長も部長も部長も触触触触れましたけれども、平成２４年度の予算が２１９億円と、平成２５年度が２００れましたけれども、平成２４年度の予算が２１９億円と、平成２５年度が２００れましたけれども、平成２４年度の予算が２１９億円と、平成２５年度が２００れましたけれども、平成２４年度の予算が２１９億円と、平成２５年度が２００

億円で、億円で、億円で、億円で、景景景景気気気気がががが上上上上がってがってがってがって消費税消費税消費税消費税をををを上上上上がるのにがるのにがるのにがるのに下下下下がっているではないか、これはおかしいのがっているではないか、これはおかしいのがっているではないか、これはおかしいのがっているではないか、これはおかしいの

ではないかという奥山委員のごではないかという奥山委員のごではないかという奥山委員のごではないかという奥山委員のご指摘指摘指摘指摘でしたけれども、でしたけれども、でしたけれども、でしたけれども、消費税消費税消費税消費税が県に入るのと清算が県に入るのと清算が県に入るのと清算が県に入るのと清算金金金金が清算が清算が清算が清算

されるされるされるされる時時時時期期期期ににににタイムタイムタイムタイムララララググググがございまして、清算がございまして、清算がございまして、清算がございまして、清算金金金金の清算されるの清算されるの清算されるの清算される期間期間期間期間というのが、平成２４というのが、平成２４というのが、平成２４というのが、平成２４

年１２月から平成２５年１１月までの分が平成２５年度予算として清算されることになっ年１２月から平成２５年１１月までの分が平成２５年度予算として清算されることになっ年１２月から平成２５年１１月までの分が平成２５年度予算として清算されることになっ年１２月から平成２５年１１月までの分が平成２５年度予算として清算されることになっ

ております。ております。ております。ております。

事務事務事務事務的的的的なななな話話話話になるのですけれども、になるのですけれども、になるのですけれども、になるのですけれども、カレカレカレカレンンンンダダダダーをーをーをーを見見見見ていただいたらわかるのですが、こていただいたらわかるのですが、こていただいたらわかるのですが、こていただいたらわかるのですが、こ

としの１１月のとしの１１月のとしの１１月のとしの１１月の末末末末が、たしか日が、たしか日が、たしか日が、たしか日曜曜曜曜日になっておりまして、日になっておりまして、日になっておりまして、日になっておりまして、ルルルルーーーールルルルのののの上上上上で１１月ので１１月ので１１月ので１１月の消費税消費税消費税消費税がががが

１２月に１２月に１２月に１２月に納納納納付される。そうしますとその１２月分が平成２６年度の清算付される。そうしますとその１２月分が平成２６年度の清算付される。そうしますとその１２月分が平成２６年度の清算付される。そうしますとその１２月分が平成２６年度の清算金金金金のののの対対対対象象象象になってになってになってになって

いくという、事務いくという、事務いくという、事務いくという、事務的的的的な理な理な理な理由由由由でででで下下下下がっているのでございまして、がっているのでございまして、がっているのでございまして、がっているのでございまして、実実実実際際際際はこれだけはこれだけはこれだけはこれだけ下下下下がるといがるといがるといがるとい

うわけではございませうわけではございませうわけではございませうわけではございませんんんん。。。。以上以上以上以上でございます。でございます。でございます。でございます。

○木村管財課長○木村管財課長○木村管財課長○木村管財課長 旧旧旧旧耳耳耳耳成成成成高校高校高校高校があったというあかしについては、があったというあかしについては、があったというあかしについては、があったというあかしについては、何何何何らかのらかのらかのらかの形形形形でででで対対対対応応応応するこするこするこするこ

とはとはとはとは聞聞聞聞いているので、いているので、いているので、いているので、詳詳詳詳細細細細については、については、については、については、改改改改めてご説明させていただきたいと思います。ためてご説明させていただきたいと思います。ためてご説明させていただきたいと思います。ためてご説明させていただきたいと思います。た

だ、だ、だ、だ、改改改改めてめてめてめてモニュモニュモニュモニュメントメントメントメントをつくったり、をつくったり、をつくったり、をつくったり、何何何何かするということではございませかするということではございませかするということではございませかするということではございませんんんん。また、。また、。また、。また、改改改改

めましてめましてめましてめまして報報報報告告告告させていただきます。させていただきます。させていただきます。させていただきます。済み済み済み済みませませませませんんんん。。。。

○奥山委員○奥山委員○奥山委員○奥山委員 何何何何かきょうのかきょうのかきょうのかきょうの質質質質問問問問はははは消費税消費税消費税消費税からからからから返返返返りりりり討討討討ちちちちにあって、にあって、にあって、にあって、耳耳耳耳成成成成高校高校高校高校でまたでまたでまたでまた返返返返りりりり討討討討ちちちち

にあったようなにあったようなにあったようなにあったような感じ感じ感じ感じです。です。です。です。

○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 自自自自衛隊誘致衛隊誘致衛隊誘致衛隊誘致の件でおの件でおの件でおの件でお尋ね尋ね尋ね尋ねになりましたが、になりましたが、になりましたが、になりましたが、先先先先ほどほどほどほど言言言言いましいましいましいまし

たけれど予算としてはたけれど予算としてはたけれど予算としてはたけれど予算としては新規新規新規新規事業で事業で事業で事業で上上上上げげげげさせていただきましたが、させていただきましたが、させていただきましたが、させていただきましたが、実実実実際際際際手手手手をををを挙挙挙挙げげげげておられるておられるておられるておられる

五條五條五條五條市市市市とともに県も連とともに県も連とともに県も連とともに県も連携携携携して、これまでからのして、これまでからのして、これまでからのして、これまでからの取取取取りりりり組み組み組み組みを行ってまいっております。を行ってまいっております。を行ってまいっております。を行ってまいっております。

具具具具体体体体的的的的には、例には、例には、例には、例えばえばえばえばまずまずまずまず地元地域地元地域地元地域地元地域で県で県で県で県民民民民、、、、市民市民市民市民の機の機の機の機運運運運をををを高高高高めることが大事だと思います。めることが大事だと思います。めることが大事だと思います。めることが大事だと思います。

そうしたそうしたそうしたそうした意意意意味味味味で、で、で、で、自自自自衛隊衛隊衛隊衛隊にににに五條五條五條五條方方方方面面面面へへへへ訓練訓練訓練訓練にににに来来来来ていただいたり、あるいは警察のていただいたり、あるいは警察のていただいたり、あるいは警察のていただいたり、あるいは警察のシンポシンポシンポシンポジジジジ

ウムウムウムウムををををややややったりとか、そういったったりとか、そういったったりとか、そういったったりとか、そういった取取取取りりりり組み組み組み組みにさらににさらににさらににさらに力力力力を入れていきたいと思っております。を入れていきたいと思っております。を入れていきたいと思っております。を入れていきたいと思っております。

それから一それから一それから一それから一方方方方で、で、で、で、国国国国にににに対対対対しましても、しましても、しましても、しましても、ちちちちょうどょうどょうどょうど防衛防衛防衛防衛大大大大綱綱綱綱とか、それから中とか、それから中とか、それから中とか、それから中期防衛期防衛期防衛期防衛計計計計画画画画とととと

いったものもいったものもいったものもいったものも策策策策定していかれる定していかれる定していかれる定していかれるタイタイタイタイミミミミンンンンググググにも当たっていますので、にも当たっていますので、にも当たっていますので、にも当たっていますので、引引引引きききき続続続続きききき積極的積極的積極的積極的なななな働働働働

きかけを行っていきたいと思っています。また、加きかけを行っていきたいと思っています。また、加きかけを行っていきたいと思っています。また、加きかけを行っていきたいと思っています。また、加ええええて本県の前にて本県の前にて本県の前にて本県の前に自自自自衛隊衛隊衛隊衛隊をををを誘致誘致誘致誘致されましされましされましされまし



---- 77772222 ----

たたたた徳徳徳徳島島島島県とか、そういった県とか、そういった県とか、そういった県とか、そういった他地域他地域他地域他地域の事例の事例の事例の事例研究研究研究研究なども行って、なども行って、なども行って、なども行って、何何何何分今ご案分今ご案分今ご案分今ご案内内内内のように、奈良のように、奈良のように、奈良のように、奈良

県だけが県だけが県だけが県だけが唯唯唯唯一全一全一全一全国国国国でもでもでもでも駐屯駐屯駐屯駐屯地地地地のない県ということですので、そうした事のない県ということですので、そうした事のない県ということですので、そうした事のない県ということですので、そうした事態態態態のののの解消解消解消解消にににに向向向向けてけてけてけて

少し少し少し少し時時時時間間間間はかかるはかかるはかかるはかかる話話話話だということですけれども、だということですけれども、だということですけれども、だということですけれども、粘粘粘粘りりりり強強強強く、く、く、く、実実実実現現現現にににに向向向向けてけてけてけて取取取取りりりり組ん組ん組ん組んでいきでいきでいきでいき

たいと思っています。たいと思っています。たいと思っています。たいと思っています。

○奥山委員○奥山委員○奥山委員○奥山委員 消費税消費税消費税消費税の関係ですけれど、まだの関係ですけれど、まだの関係ですけれど、まだの関係ですけれど、まだちちちちょっとわかりませょっとわかりませょっとわかりませょっとわかりませんんんん。また、それは一度。また、それは一度。また、それは一度。また、それは一度書書書書

いたものを、いたものを、いたものを、いたものを、念念念念のために委員にものために委員にものために委員にものために委員にも配配配配っていただいたらなと。なっていただいたらなと。なっていただいたらなと。なっていただいたらなと。なぜぜぜぜ、、、、質質質質問問問問したかというのは、したかというのは、したかというのは、したかというのは、

一つは一つは一つは一つは荒荒荒荒井知事も知事会でこの井知事も知事会でこの井知事も知事会でこの井知事も知事会でこの配配配配分について分について分について分について非非非非常常常常にににに国国国国でででで頑張頑張頑張頑張っているというのは、っているというのは、っているというのは、っているというのは、答弁答弁答弁答弁でででで

もももも聞聞聞聞いているから、いているから、いているから、いているから、将将将将来来来来にににに向向向向けてもこの活けてもこの活けてもこの活けてもこの活動動動動はしっかりしてもらわないとというのがあるはしっかりしてもらわないとというのがあるはしっかりしてもらわないとというのがあるはしっかりしてもらわないとというのがある

ので、今どのような奈良県としてのので、今どのような奈良県としてのので、今どのような奈良県としてのので、今どのような奈良県としての働働働働きかけをしているのかというきかけをしているのかというきかけをしているのかというきかけをしているのかという答弁答弁答弁答弁は前田総務部長がは前田総務部長がは前田総務部長がは前田総務部長が

いいとは思うけれども、それをおいいとは思うけれども、それをおいいとは思うけれども、それをおいいとは思うけれども、それをお尋ね尋ね尋ね尋ねしてこのしてこのしてこのしてこの質質質質問問問問はははは終終終終わりますので、今後の奈良県としわりますので、今後の奈良県としわりますので、今後の奈良県としわりますので、今後の奈良県とし

てのてのてのての消費税消費税消費税消費税のののの考え方考え方考え方考え方、道、道、道、道州州州州制制制制も絡も絡も絡も絡んんんんだらいろいろだらいろいろだらいろいろだらいろいろ考え考え考え考えられると思うけれども、前田総務部られると思うけれども、前田総務部られると思うけれども、前田総務部られると思うけれども、前田総務部

長の長の長の長の見解見解見解見解をををを聞聞聞聞きたいなと。きたいなと。きたいなと。きたいなと。

で、で、で、で、モニュモニュモニュモニュメントメントメントメントの関係は、ないしょで教の関係は、ないしょで教の関係は、ないしょで教の関係は、ないしょで教ええええてくれるらしいので。てくれるらしいので。てくれるらしいので。てくれるらしいので。

（（（（「「「「僕僕僕僕もももも聞聞聞聞きたいので教きたいので教きたいので教きたいので教ええええてください」と呼ぶ者あり）てください」と呼ぶ者あり）てください」と呼ぶ者あり）てください」と呼ぶ者あり）

あのあのあのあのねねねね、一つだけ、、一つだけ、、一つだけ、、一つだけ、統廃統廃統廃統廃合に合に合に合に取取取取りりりり組組組組むむむむときに、ときに、ときに、ときに、何何何何かかかか記記記記念念念念でというのは、でというのは、でというのは、でというのは、卒卒卒卒業生の思いと業生の思いと業生の思いと業生の思いと

かかかか保保保保護護護護者の思いというのはあのとき者の思いというのはあのとき者の思いというのはあのとき者の思いというのはあのとき物物物物すごくあった。ところが、教育委員会はとにかく、すごくあった。ところが、教育委員会はとにかく、すごくあった。ところが、教育委員会はとにかく、すごくあった。ところが、教育委員会はとにかく、

あまりあまりあまりあまり文文文文句句句句がないようにがないようにがないようにがないように統廃統廃統廃統廃合しないといか合しないといか合しないといか合しないといかんみんみんみんみたいなたいなたいなたいな話話話話になってになってになってになってねねねね。で、。で、。で、。で、僕僕僕僕はははは何何何何１０人１０人１０人１０人

というというというという耳耳耳耳成成成成高校高校高校高校の生の生の生の生徒徒徒徒、、、、保保保保護護護護者から、者から、者から、者から、何何何何かあなたたかあなたたかあなたたかあなたたちちちちがここがここがここがここへ来へ来へ来へ来たときに、ここでたときに、ここでたときに、ここでたときに、ここで卒卒卒卒業し業し業し業し

たなというたなというたなというたなという目目目目印印印印はあるように、議員である限りははあるように、議員である限りははあるように、議員である限りははあるように、議員である限りは質質質質問問問問しますよと。ただ、しますよと。ただ、しますよと。ただ、しますよと。ただ、ＪＪＪＪＡＡＡＡの関係とかの関係とかの関係とかの関係とか

で、で、で、で、非非非非常常常常にこの事業が進にこの事業が進にこの事業が進にこの事業が進んんんんできていますから、できていますから、できていますから、できていますから、完璧完璧完璧完璧にできてからにできてからにできてからにできてから言言言言うのもいかうのもいかうのもいかうのもいかんんんんので、きので、きので、きので、き

ょうの予算のょうの予算のょうの予算のょうの予算の質質質質問問問問ということにしましたので、もしということにしましたので、もしということにしましたので、もしということにしましたので、もし答答答答ええええられるのだったらられるのだったらられるのだったらられるのだったら答答答答ええええてください。てください。てください。てください。

で、で、で、で、自自自自衛隊衛隊衛隊衛隊はまだまだはまだまだはまだまだはまだまだ時時時時間間間間はかかると思いますけれども、しっかりはかかると思いますけれども、しっかりはかかると思いますけれども、しっかりはかかると思いますけれども、しっかり頑張頑張頑張頑張ってもらいたいってもらいたいってもらいたいってもらいたい

と思います。と思います。と思います。と思います。

○前田総務部長○前田総務部長○前田総務部長○前田総務部長 消費税消費税消費税消費税、、、、地方消費税地方消費税地方消費税地方消費税についてのおについてのおについてのおについてのお尋ね尋ね尋ね尋ねでございます。でございます。でございます。でございます。確確確確かに大かに大かに大かに大変変変変わかりわかりわかりわかり

づらい説明だと思ってづらい説明だと思ってづらい説明だと思ってづらい説明だと思って聞聞聞聞いておりましたけれども。いておりましたけれども。いておりましたけれども。いておりましたけれども。端端端端的的的的にににに言言言言ってしまってしまってしまってしまえばえばえばえば、奈良県で、奈良県で、奈良県で、奈良県で何何何何かかかか

ものをものをものをものを買買買買ったときに５％のったときに５％のったときに５％のったときに５％の消費税消費税消費税消費税をををを払払払払うわけでございます。したがって、その５％分が県うわけでございます。したがって、その５％分が県うわけでございます。したがって、その５％分が県うわけでございます。したがって、その５％分が県

のののの収収収収入、入、入、入、失礼失礼失礼失礼しましたそのうしましたそのうしましたそのうしましたそのうちちちちの１％がの１％がの１％がの１％が地方消費税地方消費税地方消費税地方消費税ですから、１％分が県のですから、１％分が県のですから、１％分が県のですから、１％分が県の収収収収入になると入になると入になると入になると

いう、いう、いう、いう、非非非非常常常常にそこだけをにそこだけをにそこだけをにそこだけを見見見見れれれればばばば単単単単純純純純なのですけれども、例なのですけれども、例なのですけれども、例なのですけれども、例えばえばえばえば奈良県でこの奈良県でこの奈良県でこの奈良県でこの鉛鉛鉛鉛筆筆筆筆を１本１を１本１を１本１を１本１

００円で００円で００円で００円で買買買買ったといたしまして、５円ったといたしまして、５円ったといたしまして、５円ったといたしまして、５円消費税消費税消費税消費税をををを払払払払ったといたします。ところが、奈良県でったといたします。ところが、奈良県でったといたします。ところが、奈良県でったといたします。ところが、奈良県で

このこのこのこの鉛鉛鉛鉛筆筆筆筆をををを売売売売っているっているっているっている商店商店商店商店が大が大が大が大阪府阪府阪府阪府のののの問問問問屋屋屋屋からこのからこのからこのからこの鉛鉛鉛鉛筆筆筆筆をををを仕仕仕仕入れてきた場合、で、入れてきた場合、で、入れてきた場合、で、入れてきた場合、で、仕仕仕仕入れ入れ入れ入れ
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値値値値が９０円だった場合、その９０円にが９０円だった場合、その９０円にが９０円だった場合、その９０円にが９０円だった場合、その９０円に対対対対して５％のして５％のして５％のして５％の消費税消費税消費税消費税をこの小をこの小をこの小をこの小売売売売店店店店がががが払払払払っているわけっているわけっているわけっているわけ

でございます。まあ４円だといたします。そうすると、奈良県にある小でございます。まあ４円だといたします。そうすると、奈良県にある小でございます。まあ４円だといたします。そうすると、奈良県にある小でございます。まあ４円だといたします。そうすると、奈良県にある小売売売売店店店店は、は、は、は、消費消費消費消費者か者か者か者か

ら５円のら５円のら５円のら５円の消費税消費税消費税消費税をもらいますけれども、５円ををもらいますけれども、５円ををもらいますけれども、５円ををもらいますけれども、５円を税税税税務務務務署署署署にににに納納納納めるというのはあめるというのはあめるというのはあめるというのはあんんんんまりなまりなまりなまりな話話話話で、で、で、で、

問問問問屋屋屋屋に４円に４円に４円に４円払払払払っていますので、５円から４円をっていますので、５円から４円をっていますので、５円から４円をっていますので、５円から４円を引引引引いた１円だけを奈良県のいた１円だけを奈良県のいた１円だけを奈良県のいた１円だけを奈良県の税税税税務務務務署署署署にににに納納納納めれめれめれめれ

ばばばばいいといういいといういいといういいという仕仕仕仕組み組み組み組みになっているわけでございます。ところが、奈良県としては１円だけになっているわけでございます。ところが、奈良県としては１円だけになっているわけでございます。ところが、奈良県としては１円だけになっているわけでございます。ところが、奈良県としては１円だけ

もらったのではそれはもらったのではそれはもらったのではそれはもらったのではそれはちちちちょっとおかしいと。ょっとおかしいと。ょっとおかしいと。ょっとおかしいと。消費自消費自消費自消費自体は１００円の体は１００円の体は１００円の体は１００円の消費消費消費消費が行われているわが行われているわが行われているわが行われているわ

けですから、５円もらわなきけですから、５円もらわなきけですから、５円もらわなきけですから、５円もらわなきゃゃゃゃいけないわけです。したがって、そのいけないわけです。したがって、そのいけないわけです。したがって、そのいけないわけです。したがって、その残残残残りの４円は大りの４円は大りの４円は大りの４円は大阪府阪府阪府阪府

からもらうと。からもらうと。からもらうと。からもらうと。物物物物すごくすごくすごくすごく簡単簡単簡単簡単な２つのな２つのな２つのな２つの府府府府県の関係にしてもら県の関係にしてもら県の関係にしてもら県の関係にしてもらえばえばえばえばそういうことになっていそういうことになっていそういうことになっていそういうことになってい

るわけでございます。それがこのるわけでございます。それがこのるわけでございます。それがこのるわけでございます。それがこの消費税消費税消費税消費税の清算の清算の清算の清算金金金金というというというというややややつでして、奈良県でつでして、奈良県でつでして、奈良県でつでして、奈良県で起起起起きたきたきたきた消費消費消費消費

にににに見見見見合っただけの合っただけの合っただけの合っただけの消費税消費税消費税消費税をそれをそれをそれをそれぞぞぞぞれの事業者がれの事業者がれの事業者がれの事業者が納納納納めたところからめたところからめたところからめたところから集集集集めてくるのが清算のめてくるのが清算のめてくるのが清算のめてくるのが清算の仕仕仕仕

組み組み組み組みでございます。そういうでございます。そういうでございます。そういうでございます。そういう仕仕仕仕組み組み組み組みをとっておりますから、奈良県でどのをとっておりますから、奈良県でどのをとっておりますから、奈良県でどのをとっておりますから、奈良県でどのぐぐぐぐらいらいらいらい消費消費消費消費が行が行が行が行

われたかをどうわれたかをどうわれたかをどうわれたかをどう把握把握把握把握するかがするかがするかがするかが問問問問題題題題になるわけでございます。になるわけでございます。になるわけでございます。になるわけでございます。

で、で、で、で、鉛鉛鉛鉛筆筆筆筆ならわかりならわかりならわかりならわかりややややすいわけです。すいわけです。すいわけです。すいわけです。文文文文房房房房具具具具店店店店がこれだけがこれだけがこれだけがこれだけ鉛鉛鉛鉛筆筆筆筆をををを売売売売りましたというりましたというりましたというりましたという額額額額とととと

買買買買いましたといういましたといういましたといういましたという額額額額が一が一が一が一致致致致するのですけれども、知事がよく例にするのですけれども、知事がよく例にするのですけれども、知事がよく例にするのですけれども、知事がよく例に挙挙挙挙げげげげますように、例ますように、例ますように、例ますように、例えばえばえばえば、、、、

布団布団布団布団を大を大を大を大阪府阪府阪府阪府でででで買買買買ってきたってきたってきたってきたケケケケース。これは大ース。これは大ース。これは大ース。これは大阪府阪府阪府阪府の小の小の小の小売売売売店店店店がががが布団布団布団布団をををを売売売売りましたと申りましたと申りましたと申りましたと申告告告告をすをすをすをす

るわけですけれども、るわけですけれども、るわけですけれども、るわけですけれども、消費消費消費消費、つまり、つまり、つまり、つまり布団布団布団布団にににに寝寝寝寝るという行るという行るという行るという行為為為為は奈良県で行われているものでは奈良県で行われているものでは奈良県で行われているものでは奈良県で行われているもので

すから、すから、すから、すから、税税税税の理の理の理の理論論論論からすれからすれからすれからすればばばばそれは当それは当それは当それは当然然然然奈良県における奈良県における奈良県における奈良県における消費消費消費消費であって、そのであって、そのであって、そのであって、その消費税消費税消費税消費税は奈良は奈良は奈良は奈良

県がもらう県がもらう県がもらう県がもらうべべべべきだということになるわけです。ところが、今申しきだということになるわけです。ところが、今申しきだということになるわけです。ところが、今申しきだということになるわけです。ところが、今申し上上上上げげげげましたように、ではましたように、ではましたように、ではましたように、では

奈良県の人が奈良県の人が奈良県の人が奈良県の人が個個個個別の別の別の別の家庭家庭家庭家庭に行って、に行って、に行って、に行って、幾幾幾幾らららら買買買買いいいい戻戻戻戻しましたかというしましたかというしましたかというしましたかという統統統統計はないのが計はないのが計はないのが計はないのが現状現状現状現状でごでごでごでご

ざいまして、ざいまして、ざいまして、ざいまして、結局結局結局結局そのそのそのその売売売売ったったったった方方方方にににに聞聞聞聞くしかないわけです。そうすると、大くしかないわけです。そうすると、大くしかないわけです。そうすると、大くしかないわけです。そうすると、大阪府阪府阪府阪府のののの商店商店商店商店がこがこがこがこ

れだけれだけれだけれだけ売売売売りましたということで、りましたということで、りましたということで、りましたということで、結局結局結局結局今その今その今その今その消費税消費税消費税消費税は大は大は大は大阪府阪府阪府阪府のものになるというのものになるというのものになるというのものになるという仕仕仕仕組み組み組み組みにににに

なっておりまして、そういうなっておりまして、そういうなっておりまして、そういうなっておりまして、そういう意意意意味味味味では知事はそこはでは知事はそこはでは知事はそこはでは知事はそこは統統統統計の計の計の計の整整整整備を備を備を備を含含含含めて、あるいは、めて、あるいは、めて、あるいは、めて、あるいは、物物物物すすすす

ごくごくごくごく雑雑雑雑駁駁駁駁ななななややややりりりり方方方方をしているところ、例をしているところ、例をしているところ、例をしているところ、例えばえばえばえばドドドドイイイイツツツツみみみみたいなところですと、大体一人当たたいなところですと、大体一人当たたいなところですと、大体一人当たたいなところですと、大体一人当た

りのりのりのりの消費額消費額消費額消費額はそはそはそはそんんんんなになになになに変変変変わらないだろうから、人わらないだろうから、人わらないだろうから、人わらないだろうから、人口割口割口割口割ででででややややれれれればばばばいいいいいいいいじじじじゃゃゃゃないかというないかというないかというないかという非非非非常常常常

に大ざっに大ざっに大ざっに大ざっぱぱぱぱなところもありまして、なところもありまして、なところもありまして、なところもありまして、確確確確かに人かに人かに人かに人口割口割口割口割にすれにすれにすれにすればばばば奈良県は奈良県は奈良県は奈良県は相相相相当もらいが当もらいが当もらいが当もらいがふふふふええええるわるわるわるわ

けでございます。そういうけでございます。そういうけでございます。そういうけでございます。そういう意意意意味味味味で清算基で清算基で清算基で清算基準準準準をもう少しをもう少しをもう少しをもう少し消費消費消費消費のののの実実実実態態態態にににに沿沿沿沿った、特に奈良県、った、特に奈良県、った、特に奈良県、った、特に奈良県、

あるいは委員ごあるいは委員ごあるいは委員ごあるいは委員ご指摘指摘指摘指摘のののの埼玉埼玉埼玉埼玉県とかです県とかです県とかです県とかですねねねね、大、大、大、大都都都都市市市市のののの近近近近郊郊郊郊にににに位位位位置置置置する県はする県はする県はする県は非非非非常常常常にそこでにそこでにそこでにそこで不不不不利利利利

なななな状況状況状況状況にににに置置置置かれておりますので、清算基かれておりますので、清算基かれておりますので、清算基かれておりますので、清算基準準準準をををを見見見見直直直直すすすすべべべべきであるという主きであるという主きであるという主きであるという主張張張張をさせていただをさせていただをさせていただをさせていただ

いております。いております。いております。いております。

さらに、さらに、さらに、さらに、若干若干若干若干つけ加つけ加つけ加つけ加ええええさせていただきますと、今般させていただきますと、今般させていただきますと、今般させていただきますと、今般消費税消費税消費税消費税をををを引引引引きききき上上上上げげげげというものをとっというものをとっというものをとっというものをとっ
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ております、委員もごております、委員もごております、委員もごております、委員もご指摘指摘指摘指摘のように、今のままののように、今のままののように、今のままののように、今のままの経済経済経済経済状況状況状況状況でいけでいけでいけでいけば上ば上ば上ば上がるのではないかとがるのではないかとがるのではないかとがるのではないかと

思っておりますけれども、それは思っておりますけれども、それは思っておりますけれども、それは思っておりますけれども、それは国民国民国民国民のののの皆様皆様皆様皆様、あるいは県、あるいは県、あるいは県、あるいは県民民民民のののの皆様皆様皆様皆様にににに社社社社会会会会保保保保障障障障にににに充充充充てるとてるとてるとてると

いうことでいうことでいうことでいうことで上上上上げげげげたいとお願いをしたわけでございます。ところが、奈良県のような清算基たいとお願いをしたわけでございます。ところが、奈良県のような清算基たいとお願いをしたわけでございます。ところが、奈良県のような清算基たいとお願いをしたわけでございます。ところが、奈良県のような清算基

準準準準でいくと、でいくと、でいくと、でいくと、社社社社会会会会保保保保障障障障のののの支支支支出に出に出に出に見見見見合っただけの清算合っただけの清算合っただけの清算合っただけの清算金金金金がもらがもらがもらがもらええええない、もともとのそのない、もともとのそのない、もともとのそのない、もともとのその統統統統計計計計

のののの不不不不備に加備に加備に加備に加ええええて、て、て、て、社社社社会会会会保保保保障障障障のためにのためにのためにのために使使使使うといってうといってうといってうといって上上上上げげげげたにもかかわらず、奈良県はなたにもかかわらず、奈良県はなたにもかかわらず、奈良県はなたにもかかわらず、奈良県はなぜぜぜぜそそそそ

のののの社社社社会会会会保保保保障障障障にににに見見見見合っただけの清算合っただけの清算合っただけの清算合っただけの清算金金金金がもらがもらがもらがもらええええないのだというなないのだというなないのだというなないのだというな二重二重二重二重のののの問問問問題題題題として生として生として生として生じじじじてまてまてまてま

して、そこについても知事はして、そこについても知事はして、そこについても知事はして、そこについても知事は東東東東京京京京に行くたに行くたに行くたに行くたびびびびに、総務に、総務に、総務に、総務省省省省であるとか、あるいはであるとか、あるいはであるとか、あるいはであるとか、あるいは党党党党のののの税税税税調調調調関関関関

係者に係者に係者に係者に対対対対してしてしてして働働働働きかけを行っているきかけを行っているきかけを行っているきかけを行っている最最最最中でございまして、県議会の議員の中でございまして、県議会の議員の中でございまして、県議会の議員の中でございまして、県議会の議員の皆様皆様皆様皆様におかれまにおかれまにおかれまにおかれま

しても、しても、しても、しても、ぜひぜひぜひぜひごごごご支支支支援援援援をををを賜賜賜賜りたいとこういうことでございます。りたいとこういうことでございます。りたいとこういうことでございます。りたいとこういうことでございます。以上以上以上以上でございます。でございます。でございます。でございます。

○奥山委員○奥山委員○奥山委員○奥山委員 ８８８８割割割割わかりましたわかりましたわかりましたわかりましたねねねね、これで。８、これで。８、これで。８、これで。８割割割割わかったらもうわかったもわかったらもうわかったもわかったらもうわかったもわかったらもうわかったも同然同然同然同然です。いです。いです。いです。い

やややや、これについては、、これについては、、これについては、、これについては、子子子子どもたどもたどもたどもたちちちちからでもからでもからでもからでも消費税消費税消費税消費税のののの話話話話しをしたらしをしたらしをしたらしをしたら聞聞聞聞かれるときに、かれるときに、かれるときに、かれるときに、物物物物すごすごすごすご

くくくく困困困困って、とにかく奈良県でって、とにかく奈良県でって、とにかく奈良県でって、とにかく奈良県で買買買買ええええよ、よ、よ、よ、買買買買ええええるもるもるもるもんんんんはとはとはとはと言言言言うだけで、うだけで、うだけで、うだけで、次次次次のののの言言言言葉葉葉葉がなかなか説がなかなか説がなかなか説がなかなか説

明ができないというのがあるので、まあ８明ができないというのがあるので、まあ８明ができないというのがあるので、まあ８明ができないというのがあるので、まあ８割割割割がわかりました。これから奈良県としてのがわかりました。これから奈良県としてのがわかりました。これから奈良県としてのがわかりました。これから奈良県としての対対対対

応応応応をいかに今後またしていくのかということもをいかに今後またしていくのかということもをいかに今後またしていくのかということもをいかに今後またしていくのかということも含含含含めて、これはまた総括でさせていただきめて、これはまた総括でさせていただきめて、これはまた総括でさせていただきめて、これはまた総括でさせていただき

ますので、きょうはこれでますので、きょうはこれでますので、きょうはこれでますので、きょうはこれで終終終終わります。わります。わります。わります。

○田中委員長○田中委員長○田中委員長○田中委員長 今の今の今の今の消費税消費税消費税消費税の関係ですけれども、の関係ですけれども、の関係ですけれども、の関係ですけれども、組織的組織的組織的組織的ななななチャチャチャチャーーーートみトみトみトみたいなものと、それたいなものと、それたいなものと、それたいなものと、それ

から年から年から年から年間間間間のののの時時時時系系系系列列列列のようなのようなのようなのような形形形形ののののチャチャチャチャーーーートみトみトみトみたいなものと、できたら各委員におたいなものと、できたら各委員におたいなものと、できたら各委員におたいなものと、できたら各委員にお配配配配りくださりくださりくださりくださ

いますようお願い申しいますようお願い申しいますようお願い申しいますようお願い申し上上上上げげげげておきます。ておきます。ておきます。ておきます。

○小泉委員○小泉委員○小泉委員○小泉委員 大大大大変変変変おおおお疲疲疲疲れでございますし、れでございますし、れでございますし、れでございますし、簡単簡単簡単簡単に３に３に３に３点点点点ほどほどほどほど質質質質問問問問したいと思います。１つは、したいと思います。１つは、したいと思います。１つは、したいと思います。１つは、

先先先先ほどからほどからほどからほどから論論論論議されておりますけれども、議されておりますけれども、議されておりますけれども、議されておりますけれども、東ア東ア東ア東アジジジジア地方政府ア地方政府ア地方政府ア地方政府会合の会合の会合の会合の問問問問題題題題です。とりわけです。とりわけです。とりわけです。とりわけ韓韓韓韓

国国国国とそれから中とそれから中とそれから中とそれから中国国国国は、そもそものこのは、そもそものこのは、そもそものこのは、そもそものこの政府政府政府政府会合をつくり会合をつくり会合をつくり会合をつくり上上上上げげげげていこうという主要なていこうという主要なていこうという主要なていこうという主要な相相相相手国手国手国手国

だったとこう思うのですだったとこう思うのですだったとこう思うのですだったとこう思うのですねねねね。しかし、。しかし、。しかし、。しかし、尖尖尖尖閣閣閣閣諸島諸島諸島諸島問問問問題題題題がががが起起起起こりましてから中こりましてから中こりましてから中こりましてから中国国国国はははは昨昨昨昨年の年の年の年の秋秋秋秋もももも

来来来来られなかったられなかったられなかったられなかった気気気気がするわけでございますし、さらにまたがするわけでございますし、さらにまたがするわけでございますし、さらにまたがするわけでございますし、さらにまた次次次次の会場はの会場はの会場はの会場は西西西西安であるという安であるという安であるという安であるという話話話話

もももも聞聞聞聞いていたわけでございますけれども、一体中いていたわけでございますけれども、一体中いていたわけでございますけれども、一体中いていたわけでございますけれども、一体中国国国国との関係が、今との関係が、今との関係が、今との関係が、今現在現在現在現在どうなっているのどうなっているのどうなっているのどうなっているの

かという、かという、かという、かという、現況現況現況現況を教を教を教を教ええええていただけれていただけれていただけれていただければばばば大大大大変変変変ありがたいというのが１ありがたいというのが１ありがたいというのが１ありがたいというのが１点点点点でございます。でございます。でございます。でございます。

２つ２つ２つ２つ目目目目のののの問問問問題題題題は、教育委員会でございますけれども、平成２５年から、学は、教育委員会でございますけれども、平成２５年から、学は、教育委員会でございますけれども、平成２５年から、学は、教育委員会でございますけれども、平成２５年から、学校校校校のののの芝芝芝芝生生生生化化化化促促促促

進事業が進事業が進事業が進事業が多多多多分分分分ややややめられて、められて、められて、められて、違違違違う名う名う名う名称称称称になったと思うのですけれども、３年になったと思うのですけれども、３年になったと思うのですけれども、３年になったと思うのですけれども、３年間間間間ほど進められほど進められほど進められほど進められ

て、て、て、て、幾幾幾幾つかの学つかの学つかの学つかの学校校校校でででで芝芝芝芝生が生が生が生が運運運運動動動動場にできて、ス場にできて、ス場にできて、ス場にできて、スポポポポーーーーツツツツと体と体と体と体力向上力向上力向上力向上というというというという形形形形ででででややややられてきたられてきたられてきたられてきた

わけですけれども、一体このわけですけれども、一体このわけですけれども、一体このわけですけれども、一体この結結結結果果果果、３年、３年、３年、３年以上以上以上以上たってどうたってどうたってどうたってどう評価評価評価評価をされているのか。例をされているのか。例をされているのか。例をされているのか。例えばえばえばえば、、、、

端端端端的的的的にににに言言言言えばえばえばえばですよ、ですよ、ですよ、ですよ、芝芝芝芝生をしたところの生をしたところの生をしたところの生をしたところの児童児童児童児童生生生生徒徒徒徒はははは走走走走るのから、いろいろなものがるのから、いろいろなものがるのから、いろいろなものがるのから、いろいろなものが非非非非常常常常
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にににに伸伸伸伸びびびびているのか、いているのか、いているのか、いているのか、いややややそうそうそうそう変変変変わらないのか。一体、わらないのか。一体、わらないのか。一体、わらないのか。一体、芝芝芝芝生生生生化化化化のののの効果効果効果効果があったのかどうか、があったのかどうか、があったのかどうか、があったのかどうか、

いろいろなことをいろいろなことをいろいろなことをいろいろなことを検検検検証証証証されていると思いますので、そこらされていると思いますので、そこらされていると思いますので、そこらされていると思いますので、そこら辺辺辺辺のことがわかりましたらお教のことがわかりましたらお教のことがわかりましたらお教のことがわかりましたらお教

ええええ願いたいと思います。願いたいと思います。願いたいと思います。願いたいと思います。

３３３３点点点点目目目目は、警察本部長、は、警察本部長、は、警察本部長、は、警察本部長、信信信信号号号号なのですけれども、なのですけれども、なのですけれども、なのですけれども、実実実実はははは消え消え消え消えないないないない信信信信号号号号機増機増機増機増設設設設とととと書書書書いていまいていまいていまいていま

す。す。す。す。消え消え消え消えないないないない信信信信号号号号機、これは機、これは機、これは機、これは何何何何かといいますと、かといいますと、かといいますと、かといいますと、停停停停電電電電するとするとするとすると信信信信号号号号機がつかないわけです。機がつかないわけです。機がつかないわけです。機がつかないわけです。

つかなかったら、つかなかったら、つかなかったら、つかなかったら、急急急急遽遽遽遽、警察、警察、警察、警察官官官官が入ってが入ってが入ってが入って手信手信手信手信号号号号をされるわけでございますけれども、これをされるわけでございますけれども、これをされるわけでございますけれども、これをされるわけでございますけれども、これ

はどこから生まれてきたのかといいますと、はどこから生まれてきたのかといいますと、はどこから生まれてきたのかといいますと、はどこから生まれてきたのかといいますと、東東東東日本大日本大日本大日本大震震震震災災災災から教から教から教から教訓訓訓訓を受けてを受けてを受けてを受けて東東東東北北北北の３県での３県での３県での３県で

今その増今その増今その増今その増設設設設をされているわけでございます。しかし、奈良県もをされているわけでございます。しかし、奈良県もをされているわけでございます。しかし、奈良県もをされているわけでございます。しかし、奈良県も災害災害災害災害がががが起起起起こらないとは限らこらないとは限らこらないとは限らこらないとは限ら

ないわけです。それでないわけです。それでないわけです。それでないわけです。それで起起起起こったときに、こったときに、こったときに、こったときに、信信信信号号号号機が機が機が機が完完完完全に全に全に全に消え消え消え消えますと交通ますと交通ますと交通ますと交通停滞停滞停滞停滞、大、大、大、大変変変変なななな混乱混乱混乱混乱

がががが起起起起こるわけですから、それがこるわけですから、それがこるわけですから、それがこるわけですから、それが起起起起こってもこってもこってもこっても信信信信号号号号機は機は機は機はちちちちゃゃゃゃんんんんとついていると。交通がうまくとついていると。交通がうまくとついていると。交通がうまくとついていると。交通がうまく

ススススムムムムーーーーズズズズにいくというにいくというにいくというにいくという信信信信号号号号機の増機の増機の増機の増設設設設、、、、設置設置設置設置を奈良県でもを奈良県でもを奈良県でもを奈良県でも考え考え考え考えていかなけれていかなけれていかなけれていかなければばばばいけないのでいけないのでいけないのでいけないので

はないかと思うわけでございますけれども、今はないかと思うわけでございますけれども、今はないかと思うわけでございますけれども、今はないかと思うわけでございますけれども、今現在現在現在現在奈良県中にそれを奈良県中にそれを奈良県中にそれを奈良県中にそれを設置設置設置設置していっているしていっているしていっているしていっている

んんんんだというのか、ないのかですだというのか、ないのかですだというのか、ないのかですだというのか、ないのかですねねねね、あるいはまたどうなのかを教、あるいはまたどうなのかを教、あるいはまたどうなのかを教、あるいはまたどうなのかを教ええええ願いたいと。こういう願いたいと。こういう願いたいと。こういう願いたいと。こういう

３つでございます。よろしくお願いします。３つでございます。よろしくお願いします。３つでございます。よろしくお願いします。３つでございます。よろしくお願いします。

○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 東ア東ア東ア東アジジジジア地方政府ア地方政府ア地方政府ア地方政府会合につきまして、会合につきまして、会合につきまして、会合につきまして、来来来来

年度の年度の年度の年度の西西西西安開催も安開催も安開催も安開催も含含含含めまして、めまして、めまして、めまして、現在現在現在現在の中の中の中の中国国国国とのとのとのとの状況状況状況状況でごでごでごでご質質質質問問問問いただきましたのでご説明をいただきましたのでご説明をいただきましたのでご説明をいただきましたのでご説明を

させていただきます。まず、させていただきます。まず、させていただきます。まず、させていただきます。まず、昨昨昨昨年の第３回の年の第３回の年の第３回の年の第３回の東ア東ア東ア東アジジジジア地方政府ア地方政府ア地方政府ア地方政府会合でございますけれども、会合でございますけれども、会合でございますけれども、会合でございますけれども、

先先先先ほど総務部長からもご説明させていただいたとおり８月ほど総務部長からもご説明させていただいたとおり８月ほど総務部長からもご説明させていただいたとおり８月ほど総務部長からもご説明させていただいたとおり８月末末末末、９月の、９月の、９月の、９月のテテテテーーーーママママ別会合には中別会合には中別会合には中別会合には中

国国国国も予定どおりも予定どおりも予定どおりも予定どおり参参参参加をいたしまして、また加をいたしまして、また加をいたしまして、また加をいたしまして、またレレレレポポポポーーーートトトトなどについても予定どおりご提出を中などについても予定どおりご提出を中などについても予定どおりご提出を中などについても予定どおりご提出を中

国国国国とととと地方政府地方政府地方政府地方政府からもいただいております。１１月の全体会合は、中からもいただいております。１１月の全体会合は、中からもいただいております。１１月の全体会合は、中からもいただいております。１１月の全体会合は、中国国国国のごのごのごのご参参参参加はなかった加はなかった加はなかった加はなかった

のですけれども、のですけれども、のですけれども、のですけれども、トトトトーーーータルタルタルタルで６で６で６で６カカカカ国国国国、４７、４７、４７、４７地方政府地方政府地方政府地方政府のののの参参参参加があったと、ご加があったと、ご加があったと、ご加があったと、ご報報報報告告告告・・・・ご説明をご説明をご説明をご説明を

させていただきます。また、させていただきます。また、させていただきます。また、させていただきます。また、現在現在現在現在のののの状況状況状況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、昨昨昨昨年、中年、中年、中年、中国国国国、、、、陝陝陝陝西西西西省省省省からからからから

省省省省長さ長さ長さ長さんんんんがいらっしがいらっしがいらっしがいらっしゃゃゃゃいまして、そのときにいまして、そのときにいまして、そのときにいまして、そのときに来来来来年度、年度、年度、年度、地方政府地方政府地方政府地方政府会合を会合を会合を会合を西西西西安で開催したいと安で開催したいと安で開催したいと安で開催したいと

いうお申し出がございまして、その後事務いうお申し出がございまして、その後事務いうお申し出がございまして、その後事務いうお申し出がございまして、その後事務的的的的なななな協協協協議を議を議を議を続続続続けておりますけれども、けておりますけれども、けておりますけれども、けておりますけれども、現在現在現在現在のとのとのとのと

ころも、ころも、ころも、ころも、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なななな協協協協議を議を議を議を続続続続けているけているけているけている段段段段階階階階でございます。例でございます。例でございます。例でございます。例えばえばえばえば、、、、地方政府地方政府地方政府地方政府レベレベレベレベルルルル、、、、

あるいはあるいはあるいはあるいは民民民民間レベ間レベ間レベ間レベルルルルの交の交の交の交流流流流もももも徐徐徐徐々に々に々に々に再再再再開しているように開しているように開しているように開しているように聞聞聞聞いておりまして、いておりまして、いておりまして、いておりまして、官官官官公公公公庁庁庁庁などなどなどなど国国国国

レベレベレベレベルルルルの交の交の交の交流流流流も、例も、例も、例も、例えばえばえばえば２月にも２月にも２月にも２月にもイイイイベベベベントントントントが行われるなど少しずつが行われるなど少しずつが行われるなど少しずつが行われるなど少しずつ動動動動きがきがきがきが始始始始まってきていまってきていまってきていまってきてい

るのかなというるのかなというるのかなというるのかなという印印印印象象象象をををを持持持持っております。また、っております。また、っております。また、っております。また、直直直直接接接接にもにもにもにも陝陝陝陝西西西西省省省省にも１月に県職員をにも１月に県職員をにも１月に県職員をにも１月に県職員を派遣派遣派遣派遣いいいい

たしまして事務たしまして事務たしまして事務たしまして事務的的的的なななな協協協協議を行っておりまして、議を行っておりまして、議を行っておりまして、議を行っておりまして、現在現在現在現在もももも引引引引きききき続続続続き行っているというき行っているというき行っているというき行っているという状況状況状況状況でごでごでごでご

ざいます。いずれにしましても、奈良県といたしましてはざいます。いずれにしましても、奈良県といたしましてはざいます。いずれにしましても、奈良県といたしましてはざいます。いずれにしましても、奈良県といたしましては来来来来年度の年度の年度の年度の西西西西安開催に安開催に安開催に安開催に向向向向けまして、けまして、けまして、けまして、
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例例例例えばえばえばえば中中中中国情国情国情国情勢勢勢勢につきましても、中につきましても、中につきましても、中につきましても、中国国国国問問問問題題題題のののの専専専専門家門家門家門家などからよくよくなどからよくよくなどからよくよくなどからよくよく情情情情勢勢勢勢をおをおをおをお聞聞聞聞きしましきしましきしましきしまし

て、こうしたて、こうしたて、こうしたて、こうした状況状況状況状況をををを注視注視注視注視しているところでもございます。しているところでもございます。しているところでもございます。しているところでもございます。以上以上以上以上でございます。でございます。でございます。でございます。

○柴田保健体育課長○柴田保健体育課長○柴田保健体育課長○柴田保健体育課長 芝芝芝芝生生生生化化化化のののの効果効果効果効果についてのおについてのおについてのおについてのお尋ね尋ね尋ね尋ねであったかと思いますが、平成２１であったかと思いますが、平成２１であったかと思いますが、平成２１であったかと思いますが、平成２１

年度よりこれまで、県年度よりこれまで、県年度よりこれまで、県年度よりこれまで、県内内内内で計２０で計２０で計２０で計２０校校校校のののの運運運運動動動動場が場が場が場が芝芝芝芝生生生生化化化化しております。そのしております。そのしております。そのしております。その芝芝芝芝生生生生化化化化のののの効果効果効果効果にににに

つきましては、つきましては、つきましては、つきましては、昨昨昨昨年度県立教育年度県立教育年度県立教育年度県立教育研究研究研究研究所が平成２１年度に小学所が平成２１年度に小学所が平成２１年度に小学所が平成２１年度に小学校運校運校運校運動動動動場の場の場の場の芝芝芝芝生生生生化化化化された９された９された９された９校校校校

をををを対対対対象象象象にににに運運運運動動動動場場場場芝芝芝芝生生生生化化化化のののの効果効果効果効果について、について、について、について、子子子子どものどものどものどもの外外外外遊遊遊遊びびびびのののの実実実実態態態態、あるいはけがの、あるいはけがの、あるいはけがの、あるいはけがの状況状況状況状況等を等を等を等を

調調調調査査査査研究研究研究研究されました。されました。されました。されました。実施実施実施実施小学小学小学小学校校校校のののの運運運運動動動動場でのけがの場でのけがの場でのけがの場でのけがの発発発発生件生件生件生件数数数数はははは芝芝芝芝生生生生化以化以化以化以前に比前に比前に比前に比べべべべてててて約約約約２２２２

９％９％９％９％減減減減少、少、少、少、子子子子どもどもどもども外外外外遊遊遊遊びびびびのののの数数数数がががが土土土土のののの運運運運動動動動場より場より場より場より約約約約５％、特に５％、特に５％、特に５％、特に女女女女子子子子においてはにおいてはにおいてはにおいては約約約約１０％１０％１０％１０％上上上上昇昇昇昇

したしたしたした結結結結果果果果が出ております。が出ております。が出ております。が出ております。

また、平成２３年度奈良県がまた、平成２３年度奈良県がまた、平成２３年度奈良県がまた、平成２３年度奈良県が実施実施実施実施しておりますしておりますしておりますしております児童児童児童児童生生生生徒徒徒徒の体の体の体の体力テ力テ力テ力テスススストトトト調調調調査におきまして、査におきまして、査におきまして、査におきまして、

芝芝芝芝生生生生化校化校化校化校の平の平の平の平均均均均値値値値、体、体、体、体力力力力の平の平の平の平均均均均値値値値は、８は、８は、８は、８種種種種目目目目中中中中男男男男子子子子で６で６で６で６種種種種目目目目、、、、女女女女子子子子で５で５で５で５種種種種目目目目が県平が県平が県平が県平均均均均をををを上上上上

回っております。５年生から６年生回っております。５年生から６年生回っております。５年生から６年生回っております。５年生から６年生へへへへのののの伸伸伸伸びびびび率率率率では、例では、例では、例では、例えばえばえばえば立立立立ち幅ち幅ち幅ち幅跳跳跳跳びびびびではではではでは男男男男子子子子県平県平県平県平均均均均がががが

５．１％の５．１％の５．１％の５．１％の伸伸伸伸びびびび率率率率にににに対対対対しまして、しまして、しまして、しまして、芝芝芝芝生生生生化校化校化校化校では８．９％。また、では８．９％。また、では８．９％。また、では８．９％。また、女女女女子子子子では県平では県平では県平では県平均均均均の４．の４．の４．の４．

４％に４％に４％に４％に対対対対しまして、しまして、しまして、しまして、芝芝芝芝生生生生化校化校化校化校では８．８％と大きくでは８．８％と大きくでは８．８％と大きくでは８．８％と大きく上上上上回っているという回っているという回っているという回っているという有効性有効性有効性有効性がががが検検検検証証証証されされされされ

ております。ております。ております。ております。以上以上以上以上でございます。でございます。でございます。でございます。

○平城交通部長○平城交通部長○平城交通部長○平城交通部長 小泉委員お小泉委員お小泉委員お小泉委員お尋ね尋ね尋ね尋ねの、いわの、いわの、いわの、いわゆゆゆゆるるるる消え消え消え消えない交通ない交通ない交通ない交通信信信信号号号号機について説明させてい機について説明させてい機について説明させてい機について説明させてい

ただきます。これはただきます。これはただきます。これはただきます。これは信信信信号号号号機機機機電源負電源負電源負電源負荷荷荷荷装装装装置置置置のことでございまして、交通の要のことでございまして、交通の要のことでございまして、交通の要のことでございまして、交通の要衝衝衝衝となるようなとなるようなとなるようなとなるような

主要な交主要な交主要な交主要な交差点差点差点差点に、に、に、に、デデデディィィィーーーーゼゼゼゼルエンルエンルエンルエンジジジジンンンンを備を備を備を備ええええましたましたましたました発電発電発電発電装装装装置置置置をあらかをあらかをあらかをあらかじじじじめ交通め交通め交通め交通信信信信号号号号機に機に機に機に接接接接

続続続続しておきます。そして、しておきます。そして、しておきます。そして、しておきます。そして、災害災害災害災害等の特等の特等の特等の特殊殊殊殊な事な事な事な事情情情情によりによりによりにより停停停停電電電電が生が生が生が生じじじじました場合、ました場合、ました場合、ました場合、停停停停電電電電から３から３から３から３

００００秒秒秒秒以内以内以内以内に、このに、このに、このに、このデデデディィィィーーーーゼゼゼゼル発電ル発電ル発電ル発電装装装装置置置置がががが自自自自動動動動的的的的にににに作作作作動動動動いたしまして交通いたしまして交通いたしまして交通いたしまして交通信信信信号号号号機を機を機を機を復旧復旧復旧復旧、そ、そ、そ、そ

してしてしてして消え消え消え消えないないないない信信信信号号号号機にするというものでございます。機にするというものでございます。機にするというものでございます。機にするというものでございます。

現在現在現在現在までに、奈良県までに、奈良県までに、奈良県までに、奈良県内内内内におきましては４３の交におきましては４３の交におきましては４３の交におきましては４３の交差点差点差点差点にににに設置済み設置済み設置済み設置済みでございます。また、今でございます。また、今でございます。また、今でございます。また、今

回平成２４年度の２月補正予算にこれの予算も回平成２４年度の２月補正予算にこれの予算も回平成２４年度の２月補正予算にこれの予算も回平成２４年度の２月補正予算にこれの予算も上上上上程しておりまして、２５機程しておりまして、２５機程しておりまして、２５機程しておりまして、２５機整整整整備予定でご備予定でご備予定でご備予定でご

ざいます。したがいまして、この事業がざいます。したがいまして、この事業がざいます。したがいまして、この事業がざいます。したがいまして、この事業が完完完完成いたしますと、県成いたしますと、県成いたしますと、県成いたしますと、県内内内内では７２の交では７２の交では７２の交では７２の交差点差点差点差点にこれにこれにこれにこれ

ができることになっております。なお、これのができることになっております。なお、これのができることになっております。なお、これのができることになっております。なお、これの運運運運転転転転時時時時間間間間につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、最最最最大２４大２４大２４大２４時時時時間間間間でででで

ございます。ございます。ございます。ございます。以上以上以上以上で、説明をで、説明をで、説明をで、説明を終終終終わらせていただきます。わらせていただきます。わらせていただきます。わらせていただきます。

○小泉委員○小泉委員○小泉委員○小泉委員 それそれそれそれぞぞぞぞれいいれいいれいいれいい答弁答弁答弁答弁をしていただきましたので、をしていただきましたので、をしていただきましたので、をしていただきましたので、再再再再質質質質問問問問はないわけでございまはないわけでございまはないわけでございまはないわけでございま

すけれどそれすけれどそれすけれどそれすけれどそれぞぞぞぞれれれれ東ア東ア東ア東アジジジジア地方政府ア地方政府ア地方政府ア地方政府会合の成会合の成会合の成会合の成功功功功のため、あるいはまたのため、あるいはまたのため、あるいはまたのため、あるいはまた芝芝芝芝生生生生化化化化がよかったとがよかったとがよかったとがよかったと

いういういういう話話話話でございますので、でございますので、でございますので、でございますので、芝芝芝芝生生生生化化化化をををを積極的積極的積極的積極的ににににややややっていただくと。さらにまた今のっていただくと。さらにまた今のっていただくと。さらにまた今のっていただくと。さらにまた今の信信信信号号号号機に機に機に機に

ついてもよろしくお願いいたしたいと思います。もう一つついてもよろしくお願いいたしたいと思います。もう一つついてもよろしくお願いいたしたいと思います。もう一つついてもよろしくお願いいたしたいと思います。もう一つ言言言言われいるのが、われいるのが、われいるのが、われいるのが、リリリリチチチチウムイウムイウムイウムイオオオオ
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ンンンン逐逐逐逐電地電地電地電地ですが、これは３ですが、これは３ですが、これは３ですが、これは３時時時時間間間間か４か４か４か４時時時時間間間間ぐぐぐぐらいなのですけれど、大きい交らいなのですけれど、大きい交らいなのですけれど、大きい交らいなのですけれど、大きい交差点差点差点差点ではなしにではなしにではなしにではなしに

小さい交小さい交小さい交小さい交差点差点差点差点ででででややややる場合はそれをる場合はそれをる場合はそれをる場合はそれを使使使使うということがあるわけでございますけれども、しかうということがあるわけでございますけれども、しかうということがあるわけでございますけれども、しかうということがあるわけでございますけれども、しか

し、まあそれはそれといたしまして、し、まあそれはそれといたしまして、し、まあそれはそれといたしまして、し、まあそれはそれといたしまして、積極的積極的積極的積極的に進めていただいて大に進めていただいて大に進めていただいて大に進めていただいて大変変変変ありがたいと思いまありがたいと思いまありがたいと思いまありがたいと思いま

す。す。す。す。以上以上以上以上、、、、終終終終わります。わります。わります。わります。

○田中委員長○田中委員長○田中委員長○田中委員長 ほかにごほかにごほかにごほかにご質質質質問問問問はありませはありませはありませはありませんんんんか。か。か。か。

（（（（「「「「なし」と呼ぶ者あり）なし」と呼ぶ者あり）なし」と呼ぶ者あり）なし」と呼ぶ者あり）

それではこれをもって歳入、総務部、教育委員会、警察本部の審査をそれではこれをもって歳入、総務部、教育委員会、警察本部の審査をそれではこれをもって歳入、総務部、教育委員会、警察本部の審査をそれではこれをもって歳入、総務部、教育委員会、警察本部の審査を終終終終わります。わります。わります。わります。

あすは３月１３日はあすは３月１３日はあすは３月１３日はあすは３月１３日は午午午午前１０前１０前１０前１０時時時時より、より、より、より、南南南南部部部部振興振興振興振興、、、、紀伊半島紀伊半島紀伊半島紀伊半島大大大大水害復旧・復興水害復旧・復興水害復旧・復興水害復旧・復興、、、、土土土土木部、木部、木部、木部、

ままままちちちちづくりづくりづくりづくり推推推推進進進進局局局局の審査を行います。の審査を行います。の審査を行います。の審査を行います。

これで本日の会議をこれで本日の会議をこれで本日の会議をこれで本日の会議を終終終終わります。わります。わります。わります。


