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

開催日時開催日時開催日時開催日時 平成２５年９月９日（月） １３：０３～１４：１６平成２５年９月９日（月） １３：０３～１４：１６平成２５年９月９日（月） １３：０３～１４：１６平成２５年９月９日（月） １３：０３～１４：１６

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

出席委員出席委員出席委員出席委員 ８名８名８名８名

中野 雅史 委員長中野 雅史 委員長中野 雅史 委員長中野 雅史 委員長

藤野 良次 副委員長藤野 良次 副委員長藤野 良次 副委員長藤野 良次 副委員長

井岡 正徳 委員井岡 正徳 委員井岡 正徳 委員井岡 正徳 委員

大国 正博 委員大国 正博 委員大国 正博 委員大国 正博 委員

森山 賀文 委員森山 賀文 委員森山 賀文 委員森山 賀文 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

乾 浩之 委員乾 浩之 委員乾 浩之 委員乾 浩之 委員

奥山 博康 委員奥山 博康 委員奥山 博康 委員奥山 博康 委員

欠席委員欠席委員欠席委員欠席委員 １名１名１名１名

荻田 義雄 委員荻田 義雄 委員荻田 義雄 委員荻田 義雄 委員

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

浪越 総務部長浪越 総務部長浪越 総務部長浪越 総務部長

野村 地域振興部長野村 地域振興部長野村 地域振興部長野村 地域振興部長

辻本 南部東部振興監辻本 南部東部振興監辻本 南部東部振興監辻本 南部東部振興監

久保田 観光局長久保田 観光局長久保田 観光局長久保田 観光局長

原山 警察本部長原山 警察本部長原山 警察本部長原山 警察本部長

柘植 警務部長柘植 警務部長柘植 警務部長柘植 警務部長

太田 生活安全部長太田 生活安全部長太田 生活安全部長太田 生活安全部長

堂藤 刑事部長堂藤 刑事部長堂藤 刑事部長堂藤 刑事部長

大森 交通部長大森 交通部長大森 交通部長大森 交通部長

林 警備部長 ほか、関係職員林 警備部長 ほか、関係職員林 警備部長 ほか、関係職員林 警備部長 ほか、関係職員

傍 聴 者傍 聴 者傍 聴 者傍 聴 者 なしなしなしなし

議 事議 事議 事議 事

（１）９月定例県議会提出予定議案等について（１）９月定例県議会提出予定議案等について（１）９月定例県議会提出予定議案等について（１）９月定例県議会提出予定議案等について

（２）その他（２）その他（２）その他（２）その他

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

それでは、ただいまご説明いただきました件、あるいは報告、その他の事項も含めましそれでは、ただいまご説明いただきました件、あるいは報告、その他の事項も含めましそれでは、ただいまご説明いただきました件、あるいは報告、その他の事項も含めましそれでは、ただいまご説明いただきました件、あるいは報告、その他の事項も含めまし

て質疑等があればご発言をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。て質疑等があればご発言をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。て質疑等があればご発言をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。て質疑等があればご発言をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

○○○○山村委員山村委員山村委員山村委員 では、幾つかお聞きしたいと思います。では、幾つかお聞きしたいと思います。では、幾つかお聞きしたいと思います。では、幾つかお聞きしたいと思います。

最初に、警察にお聞きしたいと思います。警察では警察署の統合計画を進めてこられて最初に、警察にお聞きしたいと思います。警察では警察署の統合計画を進めてこられて最初に、警察にお聞きしたいと思います。警察では警察署の統合計画を進めてこられて最初に、警察にお聞きしたいと思います。警察では警察署の統合計画を進めてこられて

おりますが、このたび天理署と田原本署の統合が進められているのですけれども、田原本おりますが、このたび天理署と田原本署の統合が進められているのですけれども、田原本おりますが、このたび天理署と田原本署の統合が進められているのですけれども、田原本おりますが、このたび天理署と田原本署の統合が進められているのですけれども、田原本

町の住民の方から、統合になりますと田原本署では生活安全課が５人から２人になると説町の住民の方から、統合になりますと田原本署では生活安全課が５人から２人になると説町の住民の方から、統合になりますと田原本署では生活安全課が５人から２人になると説町の住民の方から、統合になりますと田原本署では生活安全課が５人から２人になると説

明があったのですけれども、それで大丈夫なのでしょうかということで、心配の声が寄せ明があったのですけれども、それで大丈夫なのでしょうかということで、心配の声が寄せ明があったのですけれども、それで大丈夫なのでしょうかということで、心配の声が寄せ明があったのですけれども、それで大丈夫なのでしょうかということで、心配の声が寄せ

られております。私は以前から、心配はないように聞いているのですけれども、実際どのられております。私は以前から、心配はないように聞いているのですけれども、実際どのられております。私は以前から、心配はないように聞いているのですけれども、実際どのられております。私は以前から、心配はないように聞いているのですけれども、実際どの

ようになるのか、住民が不安になるようなことはないのか、それから、説明はどのようにようになるのか、住民が不安になるようなことはないのか、それから、説明はどのようにようになるのか、住民が不安になるようなことはないのか、それから、説明はどのようにようになるのか、住民が不安になるようなことはないのか、それから、説明はどのように

されているのか、十分されているのかどうか、その点についてお聞きしたいと思います。されているのか、十分されているのかどうか、その点についてお聞きしたいと思います。されているのか、十分されているのかどうか、その点についてお聞きしたいと思います。されているのか、十分されているのかどうか、その点についてお聞きしたいと思います。

○柘植警務部長○柘植警務部長○柘植警務部長○柘植警務部長 警察署の統合、再編整備につきましては、これまでも、その目的、効果、警察署の統合、再編整備につきましては、これまでも、その目的、効果、警察署の統合、再編整備につきましては、これまでも、その目的、効果、警察署の統合、再編整備につきましては、これまでも、その目的、効果、

概要などにつきまして、地域住民の方々に説明を重ねてきたところでございます。具体的概要などにつきまして、地域住民の方々に説明を重ねてきたところでございます。具体的概要などにつきまして、地域住民の方々に説明を重ねてきたところでございます。具体的概要などにつきまして、地域住民の方々に説明を重ねてきたところでございます。具体的

には、警察本部のホームページへの掲載はもとより、関係自治体への説明を行ってまいりには、警察本部のホームページへの掲載はもとより、関係自治体への説明を行ってまいりには、警察本部のホームページへの掲載はもとより、関係自治体への説明を行ってまいりには、警察本部のホームページへの掲載はもとより、関係自治体への説明を行ってまいり

ました。また、地域住民の方々に対しましても、交番、駐在所だよりへの掲載や、自治会ました。また、地域住民の方々に対しましても、交番、駐在所だよりへの掲載や、自治会ました。また、地域住民の方々に対しましても、交番、駐在所だよりへの掲載や、自治会ました。また、地域住民の方々に対しましても、交番、駐在所だよりへの掲載や、自治会

の役員会での説明、また、再編整備に関しますチラシを作成いたしまして、全戸に配布さの役員会での説明、また、再編整備に関しますチラシを作成いたしまして、全戸に配布さの役員会での説明、また、再編整備に関しますチラシを作成いたしまして、全戸に配布さの役員会での説明、また、再編整備に関しますチラシを作成いたしまして、全戸に配布さ

せていただくなど、その周知を図ってきたところでございます。せていただくなど、その周知を図ってきたところでございます。せていただくなど、その周知を図ってきたところでございます。せていただくなど、その周知を図ってきたところでございます。

先般、６月の定例県議会で必要な条例の改正をしていただきましたところでございます。先般、６月の定例県議会で必要な条例の改正をしていただきましたところでございます。先般、６月の定例県議会で必要な条例の改正をしていただきましたところでございます。先般、６月の定例県議会で必要な条例の改正をしていただきましたところでございます。

これからは引きこれからは引きこれからは引きこれからは引き続続続続き住民の方々の不安をき住民の方々の不安をき住民の方々の不安をき住民の方々の不安を払拭払拭払拭払拭すすすすべべべべく、必要な周知を重ねてまいりますととく、必要な周知を重ねてまいりますととく、必要な周知を重ねてまいりますととく、必要な周知を重ねてまいりますとと

もに、もに、もに、もに、市市市市町村町村町村町村広広広広報報報報誌誌誌誌での掲載や、地での掲載や、地での掲載や、地での掲載や、地元ケ元ケ元ケ元ケーーーーブルテレビブルテレビブルテレビブルテレビなどのなどのなどのなどの広広広広報報報報メディアメディアメディアメディアを活を活を活を活用用用用していくしていくしていくしていく

こと、あるいは交通安全県民こと、あるいは交通安全県民こと、あるいは交通安全県民こと、あるいは交通安全県民運動運動運動運動などのなどのなどのなどの各種各種各種各種行事や警察の行う対行事や警察の行う対行事や警察の行う対行事や警察の行う対策策策策活活活活動動動動のときなど、さまのときなど、さまのときなど、さまのときなど、さま

ざまな機会を生かしまして周知を図り、地域住民の方々にざまな機会を生かしまして周知を図り、地域住民の方々にざまな機会を生かしまして周知を図り、地域住民の方々にざまな機会を生かしまして周知を図り、地域住民の方々に積極積極積極積極的な説明を実的な説明を実的な説明を実的な説明を実施施施施してまいりしてまいりしてまいりしてまいり

たいと思っておるところでございます。以たいと思っておるところでございます。以たいと思っておるところでございます。以たいと思っておるところでございます。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。

○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 いろいろいろいろいろいろいろいろ取取取取りりりり組ん組ん組ん組んでいただいているということで、住民の方の不安でいただいているということで、住民の方の不安でいただいているということで、住民の方の不安でいただいているということで、住民の方の不安感感感感がなくがなくがなくがなく

なるようにしていただきたいというなるようにしていただきたいというなるようにしていただきたいというなるようにしていただきたいという趣旨趣旨趣旨趣旨なのですけれども、私自なのですけれども、私自なのですけれども、私自なのですけれども、私自身身身身はははは今回今回今回今回の警察署の統合の警察署の統合の警察署の統合の警察署の統合

はははは消防消防消防消防のののの広広広広域域域域化化化化などとは全くなどとは全くなどとは全くなどとは全く違違違違って、警察職員の人員をって、警察職員の人員をって、警察職員の人員をって、警察職員の人員を減減減減らすことではなく、交番やらすことではなく、交番やらすことではなく、交番やらすことではなく、交番や派派派派出出出出

所を含めて所を含めて所を含めて所を含めて今今今今あるあるあるある施設施設施設施設で、全てで、全てで、全てで、全て維持維持維持維持されていくということで、されていくということで、されていくということで、されていくということで、現状現状現状現状からからからから後退後退後退後退ではないと思ではないと思ではないと思ではないと思

っているのですけれども、それはそういうことであるのかということと、っているのですけれども、それはそういうことであるのかということと、っているのですけれども、それはそういうことであるのかということと、っているのですけれども、それはそういうことであるのかということと、既既既既に統合されまに統合されまに統合されまに統合されま

したしたしたした御御御御所警察署ですとか、あるいは十所警察署ですとか、あるいは十所警察署ですとか、あるいは十所警察署ですとか、あるいは十津川津川津川津川署もありますが、そ署もありますが、そ署もありますが、そ署もありますが、そちちちちらのほうでのらのほうでのらのほうでのらのほうでの取取取取りりりり組み組み組み組みで、で、で、で、

実際効果が実際効果が実際効果が実際効果が上上上上がっていることでがっていることでがっていることでがっていることで広広広広報できるものがあるのかどうか。また、これまでの報できるものがあるのかどうか。また、これまでの報できるものがあるのかどうか。また、これまでの報できるものがあるのかどうか。また、これまでの経過経過経過経過
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について、警察としてはどのようにについて、警察としてはどのようにについて、警察としてはどのようにについて、警察としてはどのように評価評価評価評価、、、、検証検証検証検証をされているのかをきをされているのかをきをされているのかをきをされているのかをきちんちんちんちんと説明していたと説明していたと説明していたと説明していた

だくと、住民の方はだくと、住民の方はだくと、住民の方はだくと、住民の方は非常非常非常非常にににに納得納得納得納得できるのではないかと思うのですけれども、そのできるのではないかと思うのですけれども、そのできるのではないかと思うのですけれども、そのできるのではないかと思うのですけれども、その辺辺辺辺いかがいかがいかがいかが

か、お聞きしておきたいと思います。か、お聞きしておきたいと思います。か、お聞きしておきたいと思います。か、お聞きしておきたいと思います。

○柘植警務部長○柘植警務部長○柘植警務部長○柘植警務部長 警察におきましても、これまで警察の統合、再編整備につきましては、警察におきましても、これまで警察の統合、再編整備につきましては、警察におきましても、これまで警察の統合、再編整備につきましては、警察におきましても、これまで警察の統合、再編整備につきましては、

社社社社会会会会情勢情勢情勢情勢のののの変化変化変化変化をををを踏踏踏踏ままままええええた、警察署の機た、警察署の機た、警察署の機た、警察署の機能強化能強化能強化能強化等を目的として進めてきたことをご説明し等を目的として進めてきたことをご説明し等を目的として進めてきたことをご説明し等を目的として進めてきたことをご説明し

てきたところでございます。ごてきたところでございます。ごてきたところでございます。ごてきたところでございます。ご指摘指摘指摘指摘の第１の第１の第１の第１段階段階段階段階での再編整備をでの再編整備をでの再編整備をでの再編整備を経経経経まして、まして、まして、まして、小規模小規模小規模小規模警察署の警察署の警察署の警察署の

脆弱脆弱脆弱脆弱なななな捜査捜査捜査捜査体体体体制制制制がががが解消解消解消解消され、され、され、され、スケスケスケスケーーーールメリットルメリットルメリットルメリットを生かした初を生かした初を生かした初を生かした初動捜査動捜査動捜査動捜査体体体体制制制制のののの強化強化強化強化や、や、や、や、夜間夜間夜間夜間、、、、

休休休休日等の事件、事日等の事件、事日等の事件、事日等の事件、事故故故故への対への対への対への対応応応応のののの強化強化強化強化などが図られてきたところでございます。実際、刑などが図られてきたところでございます。実際、刑などが図られてきたところでございます。実際、刑などが図られてきたところでございます。実際、刑法法法法

犯認犯認犯認犯認知件知件知件知件数数数数や交通人や交通人や交通人や交通人身身身身事事事事故故故故の件の件の件の件数数数数等も等も等も等も減減減減ってきているところでございます。ってきているところでございます。ってきているところでございます。ってきているところでございます。

また、地域住民の方々にご不安があるところかもしれませまた、地域住民の方々にご不安があるところかもしれませまた、地域住民の方々にご不安があるところかもしれませまた、地域住民の方々にご不安があるところかもしれませんんんんが、再編整備された警察署が、再編整備された警察署が、再編整備された警察署が、再編整備された警察署

につきましても、警察署、につきましても、警察署、につきましても、警察署、につきましても、警察署、庁舎庁舎庁舎庁舎としてとしてとしてとして存続存続存続存続いたしまして、交番、駐在所についてもいたしまして、交番、駐在所についてもいたしまして、交番、駐在所についてもいたしまして、交番、駐在所についても従来従来従来従来どどどど

おりの体おりの体おりの体おりの体制制制制をををを維持維持維持維持するほか、生活安全、刑事、交通のするほか、生活安全、刑事、交通のするほか、生活安全、刑事、交通のするほか、生活安全、刑事、交通の専専専専務警察務警察務警察務警察官官官官を配を配を配を配置置置置し、し、し、し、運転免許証運転免許証運転免許証運転免許証のののの

更新更新更新更新をはをはをはをはじじじじめ、め、め、め、各種許認可業各種許認可業各種許認可業各種許認可業務、務、務、務、相談業相談業相談業相談業務等につきましても務等につきましても務等につきましても務等につきましても従来従来従来従来どおりどおりどおりどおり継続継続継続継続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。これから再編整備をするところについてもろでございます。これから再編整備をするところについてもろでございます。これから再編整備をするところについてもろでございます。これから再編整備をするところについても同様同様同様同様のののの措置措置措置措置で、しっかりと対で、しっかりと対で、しっかりと対で、しっかりと対

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。

○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 おおお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、既既既既に実に実に実に実施施施施されたところで効果がされたところで効果がされたところで効果がされたところで効果が上上上上がっているとか、がっているとか、がっているとか、がっているとか、

実際こうなりましたということで、具体的なお実際こうなりましたということで、具体的なお実際こうなりましたということで、具体的なお実際こうなりましたということで、具体的なお話話話話をなさっていただくことがをなさっていただくことがをなさっていただくことがをなさっていただくことが非常非常非常非常に大事かに大事かに大事かに大事か

と思いますので、その点お願いしておきたいと思います。と思いますので、その点お願いしておきたいと思います。と思いますので、その点お願いしておきたいと思います。と思いますので、その点お願いしておきたいと思います。

次に、次に、次に、次に、オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイについてお聞きしたいと思うのですけれども、についてお聞きしたいと思うのですけれども、についてお聞きしたいと思うのですけれども、についてお聞きしたいと思うのですけれども、防衛省防衛省防衛省防衛省が発が発が発が発表表表表いたしまいたしまいたしまいたしま

したしたしたした内容内容内容内容によりますと、によりますと、によりますと、によりますと、滋滋滋滋賀県にあります賀県にあります賀県にあります賀県にあります饗庭饗庭饗庭饗庭野（あいばの）野（あいばの）野（あいばの）野（あいばの）演習場演習場演習場演習場で自で自で自で自衛隊衛隊衛隊衛隊とととと米軍米軍米軍米軍が、が、が、が、

共同共同共同共同のののの訓練訓練訓練訓練を行うということが言を行うということが言を行うということが言を行うということが言わわわわれており、そのれており、そのれており、そのれており、その訓練訓練訓練訓練ににににオスプレイオスプレイオスプレイオスプレイがががが参加参加参加参加をするというをするというをするというをするという

報報報報道道道道がありました。実際、がありました。実際、がありました。実際、がありました。実際、防衛省防衛省防衛省防衛省からもそのような説明があったと聞いているのですけれからもそのような説明があったと聞いているのですけれからもそのような説明があったと聞いているのですけれからもそのような説明があったと聞いているのですけれ

ども、このども、このども、このども、この問題問題問題問題に関しまして、に関しまして、に関しまして、に関しまして、今沖縄今沖縄今沖縄今沖縄にあるにあるにあるにあるオスプレイオスプレイオスプレイオスプレイがががが飛来飛来飛来飛来してくるということでありしてくるということでありしてくるということでありしてくるということであり

ます。ます。ます。ます。訓練訓練訓練訓練の中の中の中の中身身身身につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、詳細詳細詳細詳細はまだはまだはまだはまだわわわわからないのですけれども、からないのですけれども、からないのですけれども、からないのですけれども、近隣府近隣府近隣府近隣府県で、県で、県で、県で、

どこを通っていくのかというどこを通っていくのかというどこを通っていくのかというどこを通っていくのかという問題問題問題問題で、大で、大で、大で、大変変変変不安の声や不安の声や不安の声や不安の声や反反反反対の声が対の声が対の声が対の声が広広広広がっております。がっております。がっております。がっております。特特特特にににに

せせせせんんんんだってもだってもだってもだってもアメリカアメリカアメリカアメリカではではではではオスプレイオスプレイオスプレイオスプレイがががが墜落墜落墜落墜落する事する事する事する事故故故故があったがあったがあったがあった上上上上に、その原に、その原に、その原に、その原因因因因がががが究究究究明され明され明され明され

ていないこともありますので、私たていないこともありますので、私たていないこともありますので、私たていないこともありますので、私たちちちちは、もともとは、もともとは、もともとは、もともと戦争戦争戦争戦争のための日のための日のための日のための日米米米米合合合合同訓練同訓練同訓練同訓練そのものもそのものもそのものもそのものも

反反反反対しておりますけれども、対しておりますけれども、対しておりますけれども、対しておりますけれども、オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイが奈良県のが奈良県のが奈良県のが奈良県の上空上空上空上空をををを飛ぶ飛ぶ飛ぶ飛ぶかもしれないというようなかもしれないというようなかもしれないというようなかもしれないというような

状況状況状況状況になっているときに、これがになっているときに、これがになっているときに、これがになっているときに、これが一一一一体どういう体どういう体どういう体どういう状況状況状況状況なのかを、やはり県としてもなのかを、やはり県としてもなのかを、やはり県としてもなのかを、やはり県としても把握把握把握把握してしてしてして

いただいて、いただいて、いただいて、いただいて、情情情情報報報報収集収集収集収集をして、お知らせいただくことが要るかと思うのですけれども、そをして、お知らせいただくことが要るかと思うのですけれども、そをして、お知らせいただくことが要るかと思うのですけれども、そをして、お知らせいただくことが要るかと思うのですけれども、そ
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の点についてお聞きしたいと思います。の点についてお聞きしたいと思います。の点についてお聞きしたいと思います。の点についてお聞きしたいと思います。

○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 自自自自衛隊衛隊衛隊衛隊とととと米軍米軍米軍米軍とのとのとのとの共同訓練共同訓練共同訓練共同訓練についておについておについておについてお答え答え答え答えをををを申申申申しししし上げ上げ上げ上げます。ます。ます。ます。

防衛省防衛省防衛省防衛省のののの近畿近畿近畿近畿中部中部中部中部防衛防衛防衛防衛局から、本年１０月局から、本年１０月局から、本年１０月局から、本年１０月上旬上旬上旬上旬から中から中から中から中旬旬旬旬にかけまして、にかけまして、にかけまして、にかけまして、滋滋滋滋賀県賀県賀県賀県高島市高島市高島市高島市にににに

所在する所在する所在する所在する陸上陸上陸上陸上自自自自衛隊衛隊衛隊衛隊のののの饗庭饗庭饗庭饗庭野野野野演習場演習場演習場演習場においてにおいてにおいてにおいて訓練訓練訓練訓練を実を実を実を実施施施施するというするというするというするという情情情情報は提報は提報は提報は提供供供供いただいていただいていただいていただいて

おります。しかしながら、おります。しかしながら、おります。しかしながら、おります。しかしながら、近畿近畿近畿近畿中部中部中部中部防衛防衛防衛防衛局へ局へ局へ局へ詳細詳細詳細詳細なななな情情情情報について報について報について報について問問問問い合い合い合い合わわわわせを行いましたせを行いましたせを行いましたせを行いました

が、が、が、が、訓練訓練訓練訓練の日の日の日の日程程程程、、、、内容内容内容内容等に関しては、等に関しては、等に関しては、等に関しては、情情情情報はまだ報はまだ報はまだ報はまだ得得得得られていないられていないられていないられていない状況状況状況状況でございます。引きでございます。引きでございます。引きでございます。引き

続続続続き、国や関係自治体等のき、国や関係自治体等のき、国や関係自治体等のき、国や関係自治体等の今後今後今後今後のののの動向動向動向動向をををを注視注視注視注視いたしますとともに、いたしますとともに、いたしますとともに、いたしますとともに、オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイのののの訓練訓練訓練訓練にかにかにかにか

かる本県へのかる本県へのかる本県へのかる本県への影響影響影響影響につきましても関心をにつきましても関心をにつきましても関心をにつきましても関心を持持持持ってってってって情情情情報報報報収集収集収集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。以ます。以ます。以ます。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。

○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 詳詳詳詳しくはしくはしくはしくはわわわわからないということですけれども、そもそもからないということですけれども、そもそもからないということですけれども、そもそもからないということですけれども、そもそも訓練訓練訓練訓練そのものもそのものもそのものもそのものも問題問題問題問題

でありますし、でありますし、でありますし、でありますし、沖縄沖縄沖縄沖縄県の県の県の県の負担軽減負担軽減負担軽減負担軽減というというというという形形形形で全国に危で全国に危で全国に危で全国に危険険険険をををを拡散拡散拡散拡散することはもってのほかだすることはもってのほかだすることはもってのほかだすることはもってのほかだ

と思います。危と思います。危と思います。危と思います。危険険険険をなくしていく、をなくしていく、をなくしていく、をなくしていく、負担軽減負担軽減負担軽減負担軽減をするということであれば、をするということであれば、をするということであれば、をするということであれば、オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイの配の配の配の配

備そのものを備そのものを備そのものを備そのものを撤去撤去撤去撤去してもらうことがしてもらうことがしてもらうことがしてもらうことが筋筋筋筋だと思うのです。それは私のだと思うのです。それは私のだと思うのです。それは私のだと思うのです。それは私の意見意見意見意見なのですが、とになのですが、とになのですが、とになのですが、とに

かくかくかくかく何何何何のののの情情情情報も報も報も報もわわわわからからからからずずずずに危に危に危に危険険険険がががが迫迫迫迫ることのないように、ることのないように、ることのないように、ることのないように、政府政府政府政府にもにもにもにも申申申申しししし入入入入れを行っていたれを行っていたれを行っていたれを行っていた

だきたいということをだきたいということをだきたいということをだきたいということを申申申申しししし上げ上げ上げ上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。

それでは次に、それでは次に、それでは次に、それでは次に、災害時災害時災害時災害時のののの防災防災防災防災にかかるにかかるにかかるにかかる家家家家具の具の具の具の転倒防止転倒防止転倒防止転倒防止対対対対策策策策についてお聞きしたいと思いについてお聞きしたいと思いについてお聞きしたいと思いについてお聞きしたいと思い

ます。ます。ます。ます。阪神・淡路阪神・淡路阪神・淡路阪神・淡路大大大大震災震災震災震災や、あるいはや、あるいはや、あるいはや、あるいは新潟新潟新潟新潟県の中部地県の中部地県の中部地県の中部地震震震震などでも報告がありますけれども、などでも報告がありますけれども、などでも報告がありますけれども、などでも報告がありますけれども、

負傷負傷負傷負傷される方の大される方の大される方の大される方の大半半半半、、、、約半数ぐ約半数ぐ約半数ぐ約半数ぐらいの方々が自らいの方々が自らいの方々が自らいの方々が自宅宅宅宅やややや建物建物建物建物の中でけがをされていると。大概の中でけがをされていると。大概の中でけがをされていると。大概の中でけがをされていると。大概

がががが家家家家具などの具などの具などの具などの転倒転倒転倒転倒によるものであったということで、によるものであったということで、によるものであったということで、によるものであったということで、転倒防止転倒防止転倒防止転倒防止対対対対策策策策が人が人が人が人命命命命をををを守守守守るるるる上上上上で大で大で大で大変変変変

重要になっているということなのですけれども、全国的に重要になっているということなのですけれども、全国的に重要になっているということなのですけれども、全国的に重要になっているということなのですけれども、全国的に見見見見ても、なかなか進ても、なかなか進ても、なかなか進ても、なかなか進んんんんでいってでいってでいってでいって

いるいるいるいる状況状況状況状況にないと思うのですが、奈良県ではどのようなにないと思うのですが、奈良県ではどのようなにないと思うのですが、奈良県ではどのようなにないと思うのですが、奈良県ではどのような状況状況状況状況になっているのかお聞かせいになっているのかお聞かせいになっているのかお聞かせいになっているのかお聞かせい

ただきたいのです。他ただきたいのです。他ただきたいのです。他ただきたいのです。他府府府府県の例などをお聞きしておりましたら、県の例などをお聞きしておりましたら、県の例などをお聞きしておりましたら、県の例などをお聞きしておりましたら、市市市市町村などが、この町村などが、この町村などが、この町村などが、この家家家家具具具具

のののの転倒防止転倒防止転倒防止転倒防止対対対対策策策策を実際にされるのにを実際にされるのにを実際にされるのにを実際にされるのに困難困難困難困難をををを抱え抱え抱え抱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るるる皆皆皆皆ささささんんんんにににに補助制度補助制度補助制度補助制度を活を活を活を活用用用用しししし

て進めていっていると。て進めていっていると。て進めていっていると。て進めていっていると。弱者弱者弱者弱者といといといといわわわわれるれるれるれる高齢者高齢者高齢者高齢者の方ですとか、の方ですとか、の方ですとか、の方ですとか、障害者障害者障害者障害者の方ですとか、そうの方ですとか、そうの方ですとか、そうの方ですとか、そう

いう方いう方いう方いう方向向向向けの対けの対けの対けの対応応応応も進めておられると聞いています。奈良県で、そのも進めておられると聞いています。奈良県で、そのも進めておられると聞いています。奈良県で、そのも進めておられると聞いています。奈良県で、その問題問題問題問題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

いういういういう状況状況状況状況で進められているのか、また県ので進められているのか、また県ので進められているのか、また県ので進められているのか、また県の取取取取りりりり組み組み組み組みについてお聞きしたいと思います。についてお聞きしたいと思います。についてお聞きしたいと思います。についてお聞きしたいと思います。

○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 家家家家具の具の具の具の転倒防止転倒防止転倒防止転倒防止対対対対策策策策につきましておにつきましておにつきましておにつきましてお答え答え答え答えいたします。いたします。いたします。いたします。

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家家家家具の具の具の具の固固固固定を実定を実定を実定を実施施施施をされているをされているをされているをされている世帯世帯世帯世帯のののの比率比率比率比率が、が、が、が、ちちちちょっとょっとょっとょっと古古古古いのですが、いのですが、いのですが、いのですが、

平成１平成１平成１平成１７７７７年で２４年で２４年で２４年で２４．．．．４４４４％％％％となってございます。国がとなってございます。国がとなってございます。国がとなってございます。国が公表公表公表公表いたしました南いたしました南いたしました南いたしました南海海海海トトトトララララフ巨フ巨フ巨フ巨大地大地大地大地震震震震

対対対対策策策策のののの被被被被害害害害想想想想定によりますと、定によりますと、定によりますと、定によりますと、屋屋屋屋内内内内においてにおいてにおいてにおいて固固固固定していない定していない定していない定していない家家家家具等の具等の具等の具等の移移移移動動動動やややや転倒転倒転倒転倒、その他、その他、その他、その他
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のののの落落落落下下下下物物物物等により、全国で最大３等により、全国で最大３等により、全国で最大３等により、全国で最大３万万万万人から３人から３人から３人から３万万万万９９９９，，，，０００人の０００人の０００人の０００人の死死死死者者者者が発生するが発生するが発生するが発生する可能可能可能可能性性性性があがあがあがあ

るというるというるというるという指摘指摘指摘指摘がなされております。まさに自がなされております。まさに自がなされております。まさに自がなされております。まさに自助助助助による事前のによる事前のによる事前のによる事前の防止防止防止防止対対対対策策策策といたしまして、よといたしまして、よといたしまして、よといたしまして、よ

りりりり一一一一層層層層のののの家家家家具具具具固固固固定の定の定の定の推推推推進というのが重要と進というのが重要と進というのが重要と進というのが重要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。

県県県県内内内内のののの市市市市町村でございますけれども、町村でございますけれども、町村でございますけれども、町村でございますけれども、家家家家具の具の具の具の転倒防止転倒防止転倒防止転倒防止のためののためののためののための補助制度補助制度補助制度補助制度があるがあるがあるがある市市市市町村は町村は町村は町村は

県県県県内内内内にはございませにはございませにはございませにはございませんんんんでした。しかし、県では、でした。しかし、県では、でした。しかし、県では、でした。しかし、県では、現現現現在在在在見見見見直直直直しております地域しております地域しております地域しております地域防災防災防災防災計画の中計画の中計画の中計画の中

間間間間報告でも報告でも報告でも報告でも触触触触れておりますけれども、県民のれておりますけれども、県民のれておりますけれども、県民のれておりますけれども、県民の皆様皆様皆様皆様方に対しまして方に対しまして方に対しまして方に対しまして家家家家具具具具固固固固定の定の定の定の推推推推進を図って進を図って進を図って進を図って

いくことにしておりまして、いくことにしておりまして、いくことにしておりまして、いくことにしておりまして、家家家家具の具の具の具の固固固固定について定について定について定について記記記記載した載した載した載したリリリリーーーーフフフフレットレットレットレットをををを、、、、「我「我「我「我がががが家家家家のののの震震震震

災災災災対対対対策策策策」」」」というのですけれども、そういったものの配布ですとか、県というのですけれども、そういったものの配布ですとか、県というのですけれども、そういったものの配布ですとか、県というのですけれども、そういったものの配布ですとか、県政政政政出前出前出前出前トトトトーーーーククククなどになどになどになどに

よりまして、県民のよりまして、県民のよりまして、県民のよりまして、県民の皆様皆様皆様皆様方に対する方に対する方に対する方に対する啓啓啓啓発を実発を実発を実発を実施施施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。今後今後今後今後も引きも引きも引きも引き

続続続続きこのようなきこのようなきこのようなきこのような取取取取りりりり組み組み組み組みを進めまして、を進めまして、を進めまして、を進めまして、家家家家具の具の具の具の固固固固定定定定化化化化というものを進めていきたいとというものを進めていきたいとというものを進めていきたいとというものを進めていきたいと考え考え考え考え

ております。以ております。以ております。以ております。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。

○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 全国的にもそ全国的にもそ全国的にもそ全国的にもそんんんんなに進なに進なに進なに進んんんんでおりませでおりませでおりませでおりませんんんんので、奈良県だけがおくれているとはので、奈良県だけがおくれているとはので、奈良県だけがおくれているとはので、奈良県だけがおくれているとは

思思思思わわわわないのですけれども、大ないのですけれども、大ないのですけれども、大ないのですけれども、大変変変変重要な対重要な対重要な対重要な対策策策策であることにはであることにはであることにはであることには間違間違間違間違いないと思います。ないないと思います。ないないと思います。ないないと思います。なぜぜぜぜここここ

れが進まないのかということで、理れが進まないのかということで、理れが進まないのかということで、理れが進まないのかということで、理由由由由として大きく２つとして大きく２つとして大きく２つとして大きく２つ上げ上げ上げ上げられておりますけれども、１られておりますけれども、１られておりますけれども、１られておりますけれども、１

つはその知つはその知つはその知つはその知識識識識とととと情情情情報が不報が不報が不報が不足足足足していると。私たしていると。私たしていると。私たしていると。私たちちちち自自自自身身身身も含めて、も含めて、も含めて、も含めて、家家家家具の具の具の具の固固固固定までできている定までできている定までできている定までできている

のかを振りのかを振りのかを振りのかを振り返返返返ってってってってみみみみたら、たら、たら、たら、ずずずずっとっとっとっと啓啓啓啓発がないと日発がないと日発がないと日発がないと日常常常常的になかなかそういうことをできない的になかなかそういうことをできない的になかなかそういうことをできない的になかなかそういうことをできない

というというというという状況状況状況状況もあります。そういう点と、もう１点は、もあります。そういう点と、もう１点は、もあります。そういう点と、もう１点は、もあります。そういう点と、もう１点は、費費費費用用用用やややや手手手手間間間間がかかると。がかかると。がかかると。がかかると。一一一一体幾ら体幾ら体幾ら体幾らぐぐぐぐ

らいかかるのかとか、どのようにしたらできるのかとか、そういうこともらいかかるのかとか、どのようにしたらできるのかとか、そういうこともらいかかるのかとか、どのようにしたらできるのかとか、そういうこともらいかかるのかとか、どのようにしたらできるのかとか、そういうこともわわわわかりにくいとかりにくいとかりにくいとかりにくいと

いうことがあるのではないかと思います。いうことがあるのではないかと思います。いうことがあるのではないかと思います。いうことがあるのではないかと思います。

静静静静岡県の例ですけれども、岡県の例ですけれども、岡県の例ですけれども、岡県の例ですけれども、沼沼沼沼田田田田市市市市だと思うのですけれども、だと思うのですけれども、だと思うのですけれども、だと思うのですけれども、補助制度補助制度補助制度補助制度をつくられており、をつくられており、をつくられており、をつくられており、

その委その委その委その委託託託託を地を地を地を地元元元元のののの建設業建設業建設業建設業界界界界にされるということで、そのにされるということで、そのにされるということで、そのにされるということで、その補助補助補助補助対対対対象象象象になっている方は、になっている方は、になっている方は、になっている方は、高齢高齢高齢高齢

者者者者、、、、障害者障害者障害者障害者だけではなくて、だけではなくて、だけではなくて、だけではなくて、母子母子母子母子家庭家庭家庭家庭や、あるいは要や、あるいは要や、あるいは要や、あるいは要介護介護介護介護、要、要、要、要支援支援支援支援のののの認認認認定を定を定を定を受受受受けている方けている方けている方けている方

までまでまでまで広げ広げ広げ広げておられまして、対ておられまして、対ておられまして、対ておられまして、対象象象象家家家家具４点までは、た具４点までは、た具４点までは、た具４点までは、たんんんんすや本すや本すや本すや本棚棚棚棚、、、、冷蔵庫冷蔵庫冷蔵庫冷蔵庫、そういうものの、そういうものの、そういうものの、そういうものの

金金金金具具具具代代代代８８８８，，，，００００００００００００円円円円、作、作、作、作業業業業工賃工賃工賃工賃９９９９，，，，１５０１５０１５０１５０円円円円、合計１、合計１、合計１、合計１万万万万７７７７，，，，１５０１５０１５０１５０円円円円をををを無料無料無料無料にすると。そにすると。そにすると。そにすると。そ

れ以れ以れ以れ以上上上上のののの品品品品目については目については目については目については有料有料有料有料でででで取取取取りりりり扱扱扱扱っていただけるというっていただけるというっていただけるというっていただけるという形形形形で実で実で実で実施施施施をなさって、効果がをなさって、効果がをなさって、効果がをなさって、効果が

上上上上がっていると聞いております。がっていると聞いております。がっていると聞いております。がっていると聞いております。

こういうこういうこういうこういう補助補助補助補助事事事事業業業業を県としてもを県としてもを県としてもを県としても支援支援支援支援をするということで、これはをするということで、これはをするということで、これはをするということで、これは高高高高知県などが実知県などが実知県などが実知県などが実施施施施をさをさをさをさ

れておりますけれども、れておりますけれども、れておりますけれども、れておりますけれども、みんみんみんみんなで備なで備なで備なで備ええええるるるる防災防災防災防災総合総合総合総合補助補助補助補助金金金金、総合、総合、総合、総合型型型型のののの補助補助補助補助金金金金を県として交を県として交を県として交を県として交付付付付

すると。すると。すると。すると。市市市市町村がやりたいということに対して、町村がやりたいということに対して、町村がやりたいということに対して、町村がやりたいということに対して、制制制制限限限限をつけをつけをつけをつけずずずずにににに金額金額金額金額でででで上上上上限限限限をををを決決決決めてどめてどめてどめてどんんんん

なことでもなことでもなことでもなことでも使使使使ええええるるるる形形形形での対での対での対での対策策策策をををを推推推推進していく。そういうやり方をされているように進していく。そういうやり方をされているように進していく。そういうやり方をされているように進していく。そういうやり方をされているように伺伺伺伺ってってってって
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おります。こういうやり方はおります。こういうやり方はおります。こういうやり方はおります。こういうやり方は非常非常非常非常にやりやすいし、効果的でもあろうかと思いますので、にやりやすいし、効果的でもあろうかと思いますので、にやりやすいし、効果的でもあろうかと思いますので、にやりやすいし、効果的でもあろうかと思いますので、

ぜひぜひぜひぜひこの点について、県としてこの点について、県としてこの点について、県としてこの点について、県として推推推推進をしていただきたいということをお願いしておきます。進をしていただきたいということをお願いしておきます。進をしていただきたいということをお願いしておきます。進をしていただきたいということをお願いしておきます。

もう１点お聞きしたいのですけれども、県もう１点お聞きしたいのですけれども、県もう１点お聞きしたいのですけれども、県もう１点お聞きしたいのですけれども、県庁庁庁庁ですとか県ですとか県ですとか県ですとか県有有有有建建建建築築築築物物物物においての対においての対においての対においての対策策策策はどうはどうはどうはどう

いういういういう状況状況状況状況になっているのか、になっているのか、になっているのか、になっているのか、把握把握把握把握していたらお知らせいただきたいと思います。していたらお知らせいただきたいと思います。していたらお知らせいただきたいと思います。していたらお知らせいただきたいと思います。

○木村管財課長○木村管財課長○木村管財課長○木村管財課長 県の県の県の県の施設施設施設施設におきます事務室等のにおきます事務室等のにおきます事務室等のにおきます事務室等のロロロロッカッカッカッカーのーのーのーの転倒転倒転倒転倒などのなどのなどのなどの防止防止防止防止を図るために、を図るために、を図るために、を図るために、

平成１８年６月に平成１８年６月に平成１８年６月に平成１８年６月に各各各各所所所所属属属属、出先機関も含めまして、出先機関も含めまして、出先機関も含めまして、出先機関も含めまして調調調調査査査査を実を実を実を実施施施施しております。あしております。あしております。あしております。あわわわわせまして、せまして、せまして、せまして、

平成１９年１２月に再平成１９年１２月に再平成１９年１２月に再平成１９年１２月に再度度度度そのそのそのその取組状況取組状況取組状況取組状況等について等について等について等について照照照照会をさせていただいて、その会をさせていただいて、その会をさせていただいて、その会をさせていただいて、その結結結結果、本果、本果、本果、本

庁庁庁庁においてはそのにおいてはそのにおいてはそのにおいてはその当当当当時時時時全て、１００全て、１００全て、１００全て、１００％％％％やっておると。ただ、出先機関につきましては、かやっておると。ただ、出先機関につきましては、かやっておると。ただ、出先機関につきましては、かやっておると。ただ、出先機関につきましては、か

なりなりなりなり物物物物品品品品もございますので、なかなかもございますので、なかなかもございますので、なかなかもございますので、なかなか取取取取りりりり組み組み組み組みができないということで、３年をかけ、平ができないということで、３年をかけ、平ができないということで、３年をかけ、平ができないということで、３年をかけ、平

成２１年成２１年成２１年成２１年度度度度までに１００までに１００までに１００までに１００％％％％やっていただこうとお願いをしてきたところでございます。やっていただこうとお願いをしてきたところでございます。やっていただこうとお願いをしてきたところでございます。やっていただこうとお願いをしてきたところでございます。

ただ、ただ、ただ、ただ、現現現現在どういう在どういう在どういう在どういう形形形形になっておるのかというところまでになっておるのかというところまでになっておるのかというところまでになっておるのかというところまで把握把握把握把握をしてございませをしてございませをしてございませをしてございませんんんんので、ので、ので、ので、

今後今後今後今後調調調調査査査査をさせていただいて、職員の安全をさせていただいて、職員の安全をさせていただいて、職員の安全をさせていただいて、職員の安全確確確確保を図るためにも、必要なところについては保を図るためにも、必要なところについては保を図るためにも、必要なところについては保を図るためにも、必要なところについては

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え考え考え考えておるところでございます。以ておるところでございます。以ておるところでございます。以ておるところでございます。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。

○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 わわわわかりました。では、その対かりました。では、その対かりました。では、その対かりました。では、その対策策策策をよろしくお願いしたいと思います。をよろしくお願いしたいと思います。をよろしくお願いしたいと思います。をよろしくお願いしたいと思います。

次に、次に、次に、次に、独立独立独立独立行行行行政法政法政法政法人についてですけれども、県人についてですけれども、県人についてですけれども、県人についてですけれども、県立立立立奈良奈良奈良奈良病院病院病院病院と、県と、県と、県と、県立三立三立三立三室室室室病院病院病院病院をををを独立独立独立独立行行行行政政政政

法法法法人に人に人に人に移移移移行する行する行する行する形形形形で進で進で進で進んんんんでいると聞いております。それにでいると聞いております。それにでいると聞いております。それにでいると聞いております。それに当当当当たりましては、労たりましては、労たりましては、労たりましては、労働働働働者者者者のののの皆皆皆皆ささささ

んんんん、職員の、職員の、職員の、職員の皆皆皆皆ささささんんんんのののの身身身身分がどのようになるのかということで、職員の分がどのようになるのかということで、職員の分がどのようになるのかということで、職員の分がどのようになるのかということで、職員の皆皆皆皆ささささんんんんからいろいろからいろいろからいろいろからいろいろ

意見意見意見意見をお聞きしているところであります。をお聞きしているところであります。をお聞きしているところであります。をお聞きしているところであります。今今今今、この、この、この、この問題問題問題問題は、人事課では、人事課では、人事課では、人事課で取取取取りりりり扱扱扱扱っておられるっておられるっておられるっておられる

ということですのでお聞きしたいと思います。ということですのでお聞きしたいと思います。ということですのでお聞きしたいと思います。ということですのでお聞きしたいと思います。特特特特定地方定地方定地方定地方独立独立独立独立行行行行政法政法政法政法人ということになりま人ということになりま人ということになりま人ということになりま

すと、職員のすと、職員のすと、職員のすと、職員の身身身身分は分は分は分は公公公公務員ということですよね。務員ということですよね。務員ということですよね。務員ということですよね。一一一一般地方般地方般地方般地方独立独立独立独立行行行行政法政法政法政法人ということになり人ということになり人ということになり人ということになり

ますと、ますと、ますと、ますと、公公公公務員ではないという務員ではないという務員ではないという務員ではないという形形形形になるになるになるになるわわわわけなのですけれども、そのけなのですけれども、そのけなのですけれども、そのけなのですけれども、その辺辺辺辺のところ、県としのところ、県としのところ、県としのところ、県とし

てはどのように進めていかれるのかおてはどのように進めていかれるのかおてはどのように進めていかれるのかおてはどのように進めていかれ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。

○中村人事課長○中村人事課長○中村人事課長○中村人事課長 県県県県立病院立病院立病院立病院のののの独立独立独立独立行行行行政法政法政法政法人人人人化化化化によります県職員のによります県職員のによります県職員のによります県職員の身身身身分についてご質分についてご質分についてご質分についてご質問問問問がごがごがごがご

ざいました。ざいました。ざいました。ざいました。

今今今今、山村委員がおっし、山村委員がおっし、山村委員がおっし、山村委員がおっしゃゃゃゃったとおり、地方ったとおり、地方ったとおり、地方ったとおり、地方独立独立独立独立行行行行政法政法政法政法人には２人には２人には２人には２種種種種類類類類ございまして、ございまして、ございまして、ございまして、公公公公務務務務

員の員の員の員の身身身身分がなくなる分がなくなる分がなくなる分がなくなる一一一一般地方般地方般地方般地方独立独立独立独立行行行行政法政法政法政法人と、人と、人と、人と、公公公公務員の務員の務員の務員の身身身身分が分が分が分が残残残残りますりますりますります特特特特定地方定地方定地方定地方独立独立独立独立行行行行政政政政

法法法法人がございます。県人がございます。県人がございます。県人がございます。県立立立立奈良奈良奈良奈良病院病院病院病院、また、また、また、また三三三三室室室室病院病院病院病院のののの法法法法人人人人化化化化につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、法法法法人人人人独独独独自の自の自の自の勤勤勤勤

務務務務時間制度時間制度時間制度時間制度、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは給与給与給与給与制度制度制度制度のののの導導導導入入入入がががが可能可能可能可能であるであるであるである一一一一般般般般法法法法人人人人化化化化を目を目を目を目指指指指していると聞いておしていると聞いておしていると聞いておしていると聞いてお

ります。実際にります。実際にります。実際にります。実際に法法法法人人人人化化化化になりますと、になりますと、になりますと、になりますと、病院病院病院病院職員の方々につきましてはご理職員の方々につきましてはご理職員の方々につきましてはご理職員の方々につきましてはご理解解解解をををを得得得得たたたた上上上上でででで独独独独

立立立立行行行行政法政法政法政法人に人に人に人に移移移移っていただくことになるとっていただくことになるとっていただくことになるとっていただくことになると考え考え考え考えております。また、こうした職員の方々にております。また、こうした職員の方々にております。また、こうした職員の方々にております。また、こうした職員の方々に
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つきましては、労つきましては、労つきましては、労つきましては、労働基準働基準働基準働基準法法法法にににに基づ基づ基づ基づきまして、労きまして、労きまして、労きまして、労使使使使交交交交渉渉渉渉等を等を等を等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就就就就業規業規業規業規則則則則等により等により等により等により

給与給与給与給与、あるいはまたその、あるいはまたその、あるいはまたその、あるいはまたその勤勤勤勤務条件等が務条件等が務条件等が務条件等が規規規規定されることとなります。以定されることとなります。以定されることとなります。以定されることとなります。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。

○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 今今今今のおのおのおのお話話話話ですと、ですと、ですと、ですと、一一一一般地方般地方般地方般地方独立独立独立独立行行行行政法政法政法政法人ということで、人ということで、人ということで、人ということで、公公公公務員の務員の務員の務員の身身身身分を分を分を分を失失失失うううう

方方方方向向向向になると思うのですけれども、もともと私たになると思うのですけれども、もともと私たになると思うのですけれども、もともと私たになると思うのですけれども、もともと私たちちちちは、地方行は、地方行は、地方行は、地方行政政政政改改改改革革革革のののの一一一一つとして進めらつとして進めらつとして進めらつとして進めら

れているこの地方れているこの地方れているこの地方れているこの地方独立独立独立独立行行行行政法政法政法政法人のあり方というのは、人のあり方というのは、人のあり方というのは、人のあり方というのは、財財財財政政政政効効効効率率率率を目を目を目を目指指指指すということで、本すということで、本すということで、本すということで、本

来来来来県が不県が不県が不県が不採算採算採算採算でもやらないといけない部分について、でもやらないといけない部分について、でもやらないといけない部分について、でもやらないといけない部分について、採算採算採算採算をとっていくというをとっていくというをとっていくというをとっていくという形形形形での行での行での行での行政政政政

改改改改革革革革のののの一一一一環環環環になることで、住民にとっても、になることで、住民にとっても、になることで、住民にとっても、になることで、住民にとっても、働働働働いている人にとってもいている人にとってもいている人にとってもいている人にとっても問題問題問題問題があるのではながあるのではながあるのではながあるのではな

いかと思っております。いかと思っております。いかと思っております。いかと思っております。

そういうことはそういうことはそういうことはそういうことは念頭念頭念頭念頭にあるのですけれども、にあるのですけれども、にあるのですけれども、にあるのですけれども、今回今回今回今回のこのやり方について言いましても、のこのやり方について言いましても、のこのやり方について言いましても、のこのやり方について言いましても、

公公公公務員の方がその務員の方がその務員の方がその務員の方がその身身身身分を分を分を分を失失失失うといううといううといううという場場場場合、合、合、合、懲戒懲戒懲戒懲戒あるいは分あるいは分あるいは分あるいは分限処限処限処限処分に分に分に分に限限限限ると、地方ると、地方ると、地方ると、地方公公公公務員務員務員務員法法法法

でも定められております。そういうことにでも定められております。そういうことにでも定められております。そういうことにでも定められております。そういうことに反反反反して、して、して、して、一一一一方的に方的に方的に方的に身身身身分が分が分が分が奪奪奪奪わわわわれてしまうというれてしまうというれてしまうというれてしまうという

ことになると、大ことになると、大ことになると、大ことになると、大変問題変問題変問題変問題だと思うのです。このだと思うのです。このだと思うのです。このだと思うのです。この問題問題問題問題について、やはり労について、やはり労について、やはり労について、やはり労働働働働者者者者のののの皆皆皆皆ささささんんんんとどとどとどとど

のようにのようにのようにのように協協協協議をして進めていくのかが議をして進めていくのかが議をして進めていくのかが議をして進めていくのかが問わ問わ問わ問われると思うのですけれども、奈良県職員労れると思うのですけれども、奈良県職員労れると思うのですけれども、奈良県職員労れると思うのですけれども、奈良県職員労働働働働組組組組

合では合では合では合では公公公公務員の務員の務員の務員の身身身身分を分を分を分を残残残残してほしいと要してほしいと要してほしいと要してほしいと要求求求求されているということですから、その要されているということですから、その要されているということですから、その要されているということですから、その要求求求求にににに沿沿沿沿

ったったったった形形形形で対で対で対で対応応応応していただきたいと思うのですけれども、その点はいかがでしょうか。していただきたいと思うのですけれども、その点はいかがでしょうか。していただきたいと思うのですけれども、その点はいかがでしょうか。していただきたいと思うのですけれども、その点はいかがでしょうか。

○中村人事課長○中村人事課長○中村人事課長○中村人事課長 今今今今、山村委員がおっし、山村委員がおっし、山村委員がおっし、山村委員がおっしゃゃゃゃったように、いろいろなったように、いろいろなったように、いろいろなったように、いろいろな問題問題問題問題が生が生が生が生じじじじるるるるわわわわけでごけでごけでごけでご

ざいますけれども、ざいますけれども、ざいますけれども、ざいますけれども、法法法法人人人人化化化化にににに当当当当たってのたってのたってのたっての詳細詳細詳細詳細なななな勤勤勤勤務条件等につきましては、務条件等につきましては、務条件等につきましては、務条件等につきましては、現現現現在在在在検検検検討討討討中で中で中で中で

ございまして、ございまして、ございまして、ございまして、今後今後今後今後もももも医療医療医療医療政策政策政策政策部と部と部と部と連携連携連携連携し、し、し、し、加え加え加え加えて、て、て、て、今今今今おっしおっしおっしおっしゃゃゃゃっていただきました県職っていただきました県職っていただきました県職っていただきました県職

員労員労員労員労働働働働組組組組合とも合とも合とも合とも意見意見意見意見交交交交換換換換を重ねながらを重ねながらを重ねながらを重ねながら検検検検討討討討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。以ております。以ております。以ております。以上上上上でででで

ございます。ございます。ございます。ございます。

○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 わわわわかりました。かりました。かりました。かりました。

国会国会国会国会審審審審議で、この地方議で、この地方議で、この地方議で、この地方独立独立独立独立行行行行政法政法政法政法人人人人法法法法がががが導導導導入入入入されるときに、されるときに、されるときに、されるときに、一一一一方的にその方的にその方的にその方的にその雇雇雇雇用用用用のののの問題問題問題問題、、、、

労労労労働働働働条件について条件について条件について条件について決決決決めることがないように、とりめることがないように、とりめることがないように、とりめることがないように、とりわわわわけその配けその配けその配けその配慮慮慮慮がなされるがなされるがなされるがなされるべべべべきだというこきだというこきだというこきだというこ

とで、とで、とで、とで、附附附附帯帯帯帯決決決決議もついております。私としてはそういう点を議もついております。私としてはそういう点を議もついております。私としてはそういう点を議もついております。私としてはそういう点を踏踏踏踏ままままええええまして、労まして、労まして、労まして、労働働働働者者者者のののの皆皆皆皆ささささ

んんんんに不に不に不に不利益利益利益利益にならないということをきにならないということをきにならないということをきにならないということをきちんちんちんちんとととと確確確確約約約約していただきたいと思いますので、そのしていただきたいと思いますので、そのしていただきたいと思いますので、そのしていただきたいと思いますので、その

点お願いしたいと思います。点お願いしたいと思います。点お願いしたいと思います。点お願いしたいと思います。

○中野委員長○中野委員長○中野委員長○中野委員長 今今今今のののの答え答え答え答えは要りませは要りませは要りませは要りませんんんんか。か。か。か。

○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 いや、いや、いや、いや、確確確確約約約約してくださるなら。してくださるなら。してくださるなら。してくださるなら。

○中村人事課長○中村人事課長○中村人事課長○中村人事課長 今今今今おっしおっしおっしおっしゃゃゃゃったような、県の職員がったような、県の職員がったような、県の職員がったような、県の職員が独立独立独立独立行行行行政法政法政法政法人人人人化化化化にににに伴伴伴伴いましていましていましていまして病院病院病院病院職職職職

員になった員になった員になった員になった場場場場合の合の合の合の取取取取りりりり扱扱扱扱いといいますか、いといいますか、いといいますか、いといいますか、身身身身分につきましては、先ほど分につきましては、先ほど分につきましては、先ほど分につきましては、先ほど申申申申しししし上げ上げ上げ上げたとおりたとおりたとおりたとおり
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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、繰繰繰繰りりりり返返返返しになりますが、山村委員がおっししになりますが、山村委員がおっししになりますが、山村委員がおっししになりますが、山村委員がおっしゃゃゃゃったこともったこともったこともっ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、

県の職員労県の職員労県の職員労県の職員労働働働働組組組組合とも合とも合とも合とも意見意見意見意見交交交交換換換換を重ねて進めてまいりたいとを重ねて進めてまいりたいとを重ねて進めてまいりたいとを重ねて進めてまいりたいと考え考え考え考えております。以ております。以ております。以ております。以上上上上でござでござでござでござ

います。います。います。います。

○中野委員長○中野委員長○中野委員長○中野委員長 よろしいですか。よろしいですか。よろしいですか。よろしいですか。

○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 よくないけれども。まあ、これからよくないけれども。まあ、これからよくないけれども。まあ、これからよくないけれども。まあ、これから検検検検討討討討されるということでありますが、私されるということでありますが、私されるということでありますが、私されるということでありますが、私

としては、不としては、不としては、不としては、不利益利益利益利益が必が必が必が必ずずずず起起起起こらないことをこらないことをこらないことをこらないことを約約約約束束束束していただきたいとしていただきたいとしていただきたいとしていただきたいと申申申申しししし上げ上げ上げ上げておきます。ておきます。ておきます。ておきます。

答え答え答え答えはないということですね、はい。はないということですね、はい。はないということですね、はい。はないということですね、はい。

○森山委員○森山委員○森山委員○森山委員 １点質１点質１点質１点質問問問問させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。

今回今回今回今回久し久し久し久しぶぶぶぶりに、総務警察委員会の委員になり、先日、初りに、総務警察委員会の委員になり、先日、初りに、総務警察委員会の委員になり、先日、初りに、総務警察委員会の委員になり、先日、初度度度度委員会で県委員会で県委員会で県委員会で県下下下下の交番をの交番をの交番をの交番を調調調調査査査査

に行かせていただきました。そのときにに行かせていただきました。そのときにに行かせていただきました。そのときにに行かせていただきました。そのときに感じ感じ感じ感じたことですけれども、たことですけれども、たことですけれども、たことですけれども、新新新新しい交番としい交番としい交番としい交番と古古古古い交番い交番い交番い交番

に行かせていただきましたけれど、に行かせていただきましたけれど、に行かせていただきましたけれど、に行かせていただきましたけれど、非常非常非常非常に対に対に対に対照照照照的な交番でした。的な交番でした。的な交番でした。的な交番でした。新新新新しいほうの交番は、そしいほうの交番は、そしいほうの交番は、そしいほうの交番は、そ

こにこにこにこに勤勤勤勤務しておられる務しておられる務しておられる務しておられる女性女性女性女性警察警察警察警察官官官官も安心しても安心しても安心しても安心して勤勤勤勤めやすいようなめやすいようなめやすいようなめやすいような設設設設備、備、備、備、環境環境環境環境が整っていたよが整っていたよが整っていたよが整っていたよ

うに思いましたけれども、うに思いましたけれども、うに思いましたけれども、うに思いましたけれども、古古古古いほうの交番というのは、いほうの交番というのは、いほうの交番というのは、いほうの交番というのは、女性女性女性女性警察警察警察警察官官官官がががが勤勤勤勤めておられましためておられましためておられましためておられました

けれども、例けれども、例けれども、例けれども、例ええええばばばば便便便便所が所が所が所が男女男女男女男女兼兼兼兼用用用用であるとか、シであるとか、シであるとか、シであるとか、シャワャワャワャワーーーールルルルームのームのームのームの問題問題問題問題とか、とか、とか、とか、仮眠仮眠仮眠仮眠するするするする場場場場所所所所

であるとか、そういうものがであるとか、そういうものがであるとか、そういうものがであるとか、そういうものが男女混男女混男女混男女混合になっているといいますか、分けられていませ合になっているといいますか、分けられていませ合になっているといいますか、分けられていませ合になっているといいますか、分けられていませんんんん。。。。

特特特特にににに古古古古いほうの交番はいほうの交番はいほうの交番はいほうの交番は駅駅駅駅前にありましたので、いろいろな方が日々前にありましたので、いろいろな方が日々前にありましたので、いろいろな方が日々前にありましたので、いろいろな方が日々相談相談相談相談にににに来来来来てててて窓口窓口窓口窓口対対対対応応応応なななな

ど、ど、ど、ど、女性女性女性女性警察警察警察警察官官官官の方がの方がの方がの方が立立立立ってされていると思うのですけれども、そのってされていると思うのですけれども、そのってされていると思うのですけれども、そのってされていると思うのですけれども、その環境環境環境環境がががが女性女性女性女性警察警察警察警察官官官官のののの

働働働働くくくく環境環境環境環境として、として、として、として、休休休休まるところがまるところがまるところがまるところが余余余余りないのではないかとりないのではないかとりないのではないかとりないのではないかと感じ感じ感じ感じたのです。たのです。たのです。たのです。

先ほど警察本部長がおっし先ほど警察本部長がおっし先ほど警察本部長がおっし先ほど警察本部長がおっしゃゃゃゃったったったった施設施設施設施設のののの老朽老朽老朽老朽化化化化のののの問題問題問題問題もありましたけれども、そのもありましたけれども、そのもありましたけれども、そのもありましたけれども、その問題問題問題問題

も含めて、これからも含めて、これからも含めて、これからも含めて、これから女性女性女性女性警察警察警察警察官官官官の方がの方がの方がの方が窓口窓口窓口窓口にににに立立立立ってってってって業業業業務を進めることで、いろいろと安心務を進めることで、いろいろと安心務を進めることで、いろいろと安心務を進めることで、いろいろと安心

ががががふふふふええええることがあると思うのですけれども、そのることがあると思うのですけれども、そのることがあると思うのですけれども、そのることがあると思うのですけれども、その辺辺辺辺のののの環境環境環境環境整備が整備が整備が整備が追追追追いついているのかなといついているのかなといついているのかなといついているのかなと

思ったのです。奈良県警察は思ったのです。奈良県警察は思ったのです。奈良県警察は思ったのです。奈良県警察は今今今今、、、、女性女性女性女性警警警警官官官官のののの数数数数ももももふふふふやしていきましょうという方やしていきましょうという方やしていきましょうという方やしていきましょうという方向向向向に進に進に進に進んんんん

でいると思いますけれども、そのでいると思いますけれども、そのでいると思いますけれども、そのでいると思いますけれども、その環境環境環境環境整備は整備は整備は整備は追追追追いついているのかお聞かせいただきたいといついているのかお聞かせいただきたいといついているのかお聞かせいただきたいといついているのかお聞かせいただきたいと

思います。思います。思います。思います。

○柘植警務部長○柘植警務部長○柘植警務部長○柘植警務部長 先般、総務警察委員会の委員の先般、総務警察委員会の委員の先般、総務警察委員会の委員の先般、総務警察委員会の委員の皆様皆様皆様皆様には県には県には県には県下下下下の交番をごの交番をごの交番をごの交番をご視視視視察していただ察していただ察していただ察していただ

きまして、森山委員からごきまして、森山委員からごきまして、森山委員からごきまして、森山委員からご指摘指摘指摘指摘のございましたのございましたのございましたのございました状況状況状況状況を、を、を、を、調調調調査査査査いただいたところでございまいただいたところでございまいただいたところでございまいただいたところでございま

す。これまでも警察といたしましては、す。これまでも警察といたしましては、す。これまでも警察といたしましては、す。これまでも警察といたしましては、女性女性女性女性警察警察警察警察官官官官のののの登登登登用拡用拡用拡用拡大等に大等に大等に大等に取取取取りりりり組ん組ん組ん組んできたところできたところできたところできたところ

でございます。実際、でございます。実際、でございます。実際、でございます。実際、昨昨昨昨今スト今スト今スト今ストーーーーカカカカー事案とか、配ー事案とか、配ー事案とか、配ー事案とか、配偶偶偶偶者者者者のののの暴力暴力暴力暴力事案などが全国的に事案などが全国的に事案などが全国的に事案などが全国的にふふふふええええてててて

おりまして、おりまして、おりまして、おりまして、女性被女性被女性被女性被害者害者害者害者やややや相談者相談者相談者相談者への的への的への的への的確確確確な対な対な対な対応応応応がががが求求求求められるということで、本県におきめられるということで、本県におきめられるということで、本県におきめられるということで、本県におき

ましてもましてもましてもましても女性女性女性女性警察警察警察警察官官官官のののの登登登登用用用用ををををふふふふやしていこうということで、やしていこうということで、やしていこうということで、やしていこうということで、現現現現在も在も在も在も女性女性女性女性警察警察警察警察官官官官のののの意見意見意見意見を聞を聞を聞を聞
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きききき取取取取ることなどを通ることなどを通ることなどを通ることなどを通じじじじまして、まして、まして、まして、取取取取りりりり組み組み組み組みをををを続続続続けてきたところでございます。ごけてきたところでございます。ごけてきたところでございます。ごけてきたところでございます。ご指摘指摘指摘指摘のののの環境環境環境環境

整備につきましては、整備につきましては、整備につきましては、整備につきましては、現状現状現状現状をををを申申申申しししし上げ上げ上げ上げますと、ますと、ますと、ますと、現現現現在、在、在、在、女性女性女性女性警察警察警察警察官官官官が２４が２４が２４が２４時間時間時間時間勤勤勤勤務いたしま務いたしま務いたしま務いたしま

す交番におきまして、す交番におきまして、す交番におきまして、す交番におきまして、仮眠仮眠仮眠仮眠室、シ室、シ室、シ室、シャワャワャワャワー室、ー室、ー室、ー室、女性女性女性女性専用トイレ専用トイレ専用トイレ専用トイレの整備がの整備がの整備がの整備が立立立立ちちちちおくれておりまおくれておりまおくれておりまおくれておりま

す。それらへの対す。それらへの対す。それらへの対す。それらへの対応応応応がががが急急急急務になっている務になっている務になっている務になっている現状現状現状現状でございます。でございます。でございます。でございます。

実際、実際、実際、実際、今今今今県県県県内内内内２３交番に４４名の２３交番に４４名の２３交番に４４名の２３交番に４４名の女性女性女性女性警察警察警察警察官官官官を配を配を配を配置置置置しているところでございますが、こしているところでございますが、こしているところでございますが、こしているところでございますが、こ

のうのうのうのうち半数近ち半数近ち半数近ち半数近くのくのくのくの者者者者、１１交番１９名の、１１交番１９名の、１１交番１９名の、１１交番１９名の女性女性女性女性警察警察警察警察官官官官を、そのようなを、そのようなを、そのようなを、そのような女性女性女性女性用用用用のののの専用設専用設専用設専用設備のな備のな備のな備のな

い交番でい交番でい交番でい交番で勤勤勤勤務させているところでございます。これは、務させているところでございます。これは、務させているところでございます。これは、務させているところでございます。これは、背景背景背景背景としてとしてとしてとして女性被女性被女性被女性被害者害者害者害者等への対等への対等への対等への対応応応応

の必要の必要の必要の必要性性性性があり、それをがあり、それをがあり、それをがあり、それを勘勘勘勘案して配案して配案して配案して配置置置置をしてきたところでございますが、をしてきたところでございますが、をしてきたところでございますが、をしてきたところでございますが、彼女彼女彼女彼女らららら女性女性女性女性警察警察警察警察

官官官官にとりましては、とてもにとりましては、とてもにとりましては、とてもにとりましては、とても働働働働きやすいきやすいきやすいきやすい勤勤勤勤務務務務環境環境環境環境にあるとはにあるとはにあるとはにあるとは到底到底到底到底言言言言ええええないのがないのがないのがないのが現状現状現状現状でございでございでございでござい

ます。警察といたしましてもこのようなます。警察といたしましてもこのようなます。警察といたしましてもこのようなます。警察といたしましてもこのような状況状況状況状況を重くを重くを重くを重く受受受受けとめておりまして、けとめておりまして、けとめておりまして、けとめておりまして、財財財財政政政政当当当当局と局と局と局と協協協協

議しつつ、議しつつ、議しつつ、議しつつ、今後今後今後今後はははは女性女性女性女性警察警察警察警察官官官官が配が配が配が配置置置置される交番の改される交番の改される交番の改される交番の改修修修修、改、改、改、改築築築築をををを積極積極積極積極的に進めるなど、的に進めるなど、的に進めるなど、的に進めるなど、女性女性女性女性

警察警察警察警察官官官官のののの働働働働きやすいきやすいきやすいきやすい環境づ環境づ環境づ環境づくりにくりにくりにくりに向向向向けてけてけてけて鋭鋭鋭鋭意努意努意努意努力力力力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いるところでごているところでごているところでごているところでご

ざいます。以ざいます。以ざいます。以ざいます。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。

○森山委員○森山委員○森山委員○森山委員 前前前前向向向向きなきなきなきな答答答答弁弁弁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。

そのそのそのその鋭鋭鋭鋭意意意意というのは、具体的に言うと、どのように。というのは、具体的に言うと、どのように。というのは、具体的に言うと、どのように。というのは、具体的に言うと、どのように。

○柘植警務部長○柘植警務部長○柘植警務部長○柘植警務部長 ももももちちちちろろろろんんんんその交番の改その交番の改その交番の改その交番の改修修修修等には等には等には等には費費費費用用用用がかかるがかかるがかかるがかかる問題問題問題問題もございますので、もございますので、もございますので、もございますので、財財財財

政政政政当当当当局とも局とも局とも局とも調調調調整、整、整、整、協協協協議させていただきながら、議させていただきながら、議させていただきながら、議させていただきながら、女性女性女性女性警察警察警察警察官官官官の配の配の配の配置状況置状況置状況置状況等を十分等を十分等を十分等を十分踏踏踏踏ままままええええましましましまし

て、て、て、て、遅滞遅滞遅滞遅滞なく、なく、なく、なく、執執執執務務務務環境環境環境環境の改の改の改の改善善善善にににに努努努努めてまいりたいということでございますので、よろしめてまいりたいということでございますので、よろしめてまいりたいということでございますので、よろしめてまいりたいということでございますので、よろし

くお願いいたします。以くお願いいたします。以くお願いいたします。以くお願いいたします。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。

○大国委員○大国委員○大国委員○大国委員 私から１私から１私から１私から１問問問問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。

９月になりますと、９月になりますと、９月になりますと、９月になりますと、ちちちちょうどょうどょうどょうど紀伊紀伊紀伊紀伊半島半島半島半島大大大大水水水水害害害害を思いを思いを思いを思い返返返返すすすすわわわわけでございますけれども、こけでございますけれども、こけでございますけれども、こけでございますけれども、こ

としで２年がとしで２年がとしで２年がとしで２年が経過経過経過経過をいたしました。そをいたしました。そをいたしました。そをいたしました。そんんんんなことから、なことから、なことから、なことから、現現現現在の在の在の在の復復復復興の興の興の興の状況状況状況状況、さらには、さらには、さらには、さらには７７７７月に月に月に月に

完完完完成をいたしました十成をいたしました十成をいたしました十成をいたしました十津川津川津川津川村の村の村の村の復復復復興興興興モモモモデルデルデルデル住住住住宅宅宅宅のののの視視視視察に行ってまいりました。会察に行ってまいりました。会察に行ってまいりました。会察に行ってまいりました。会派派派派としてとしてとしてとして

視視視視察をさせていただいた察をさせていただいた察をさせていただいた察をさせていただいたわわわわけでございますが、十けでございますが、十けでございますが、十けでございますが、十津川津川津川津川村の森林村の森林村の森林村の森林組組組組合の方にも大合の方にも大合の方にも大合の方にも大変変変変おおおお世話世話世話世話にににに

なりまして、説明等もいただいたなりまして、説明等もいただいたなりまして、説明等もいただいたなりまして、説明等もいただいたわわわわけでございます。けでございます。けでございます。けでございます。復復復復興の興の興の興の状況状況状況状況をををを見見見見ててててみみみみても、２年前にても、２年前にても、２年前にても、２年前に

比べ比べ比べ比べてててて道路道路道路道路のののの状況状況状況状況もももも随随随随分よくなってきたと分よくなってきたと分よくなってきたと分よくなってきたと感じ感じ感じ感じました。しかしながら、あの大ました。しかしながら、あの大ました。しかしながら、あの大ました。しかしながら、あの大規模規模規模規模なななな崩壊崩壊崩壊崩壊

現場現場現場現場、、、、崩崩崩崩落現場落現場落現場落現場を目のを目のを目のを目の当当当当たりにいたしますと、まだまだそのたりにいたしますと、まだまだそのたりにいたしますと、まだまだそのたりにいたしますと、まだまだその爪跡爪跡爪跡爪跡はははは深深深深く重くく重くく重くく重く残残残残っているとっているとっているとっていると

感じ感じ感じ感じた次第でございます。本た次第でございます。本た次第でございます。本た次第でございます。本当当当当にににに多多多多くのくのくのくの力力力力でででで復旧復旧復旧復旧、、、、復復復復興にこ興にこ興にこ興にこぎぎぎぎつけていただきました。つけていただきました。つけていただきました。つけていただきました。特特特特

に総務警察委員会に所管をされている理事に総務警察委員会に所管をされている理事に総務警察委員会に所管をされている理事に総務警察委員会に所管をされている理事者者者者のののの皆皆皆皆ささささんんんん、警察本部の、警察本部の、警察本部の、警察本部の皆皆皆皆ささささんんんんを含めて、本を含めて、本を含めて、本を含めて、本当当当当

にににに皆皆皆皆ささささんんんんのごのごのごのご努努努努力力力力にににに感感感感謝謝謝謝をををを申申申申しししし上げ上げ上げ上げたいと思います。たいと思います。たいと思います。たいと思います。
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そこで、このそこで、このそこで、このそこで、この復復復復興興興興モモモモデルデルデルデル住住住住宅宅宅宅はははは７７７７月に月に月に月に完完完完成をいたしまして８月にお成をいたしまして８月にお成をいたしまして８月にお成をいたしまして８月にお披露披露披露披露目があった目があった目があった目があったわわわわけけけけ

でございますけれども、行きますと、もう大でございますけれども、行きますと、もう大でございますけれども、行きますと、もう大でございますけれども、行きますと、もう大変変変変立立立立派派派派なななな復復復復興興興興モモモモデルデルデルデル住住住住宅宅宅宅でございました。でございました。でございました。でございました。想想想想

像像像像していたよりしていたよりしていたよりしていたより非常非常非常非常に明るくて、に明るくて、に明るくて、に明るくて、入入入入ればればればれば吉吉吉吉野野野野材材材材のにおいにあたりのにおいにあたりのにおいにあたりのにおいにあたり一一一一面包面包面包面包まれているというまれているというまれているというまれているという

状況状況状況状況でございました。また、自でございました。また、自でございました。また、自でございました。また、自然エネ然エネ然エネ然エネルルルルギギギギー等もー等もー等もー等も使使使使わわわわれておりまして、明るいれておりまして、明るいれておりまして、明るいれておりまして、明るいぬぬぬぬくもりのくもりのくもりのくもりの

感じ感じ感じ感じられる、られる、られる、られる、非常非常非常非常にすばらしいにすばらしいにすばらしいにすばらしい復復復復興住興住興住興住宅宅宅宅だとだとだとだと感じ感じ感じ感じさせていただきました。これから十させていただきました。これから十させていただきました。これから十させていただきました。これから十津川津川津川津川

村、あるいは野村、あるいは野村、あるいは野村、あるいは野迫川迫川迫川迫川村、あるいは村、あるいは村、あるいは村、あるいは五條五條五條五條市市市市等でもそういった住等でもそういった住等でもそういった住等でもそういった住宅宅宅宅のののの建設建設建設建設が進が進が進が進むむむむようでございようでございようでございようでござい

ますけれども、先ほどご報告もありましたように、全ての方がまますけれども、先ほどご報告もありましたように、全ての方がまますけれども、先ほどご報告もありましたように、全ての方がまますけれども、先ほどご報告もありましたように、全ての方がまずずずず定定定定着着着着した生活のできるした生活のできるした生活のできるした生活のできる

住住住住宅宅宅宅におにおにおにお戻戻戻戻りいただくということ、りいただくということ、りいただくということ、りいただくということ、皆皆皆皆ささささんんんんのののの努努努努力力力力をいただいておりますけれども、本をいただいておりますけれども、本をいただいておりますけれども、本をいただいておりますけれども、本当当当当にににに

私どもも願っているところでございます。私どもも願っているところでございます。私どもも願っているところでございます。私どもも願っているところでございます。

一一一一方で、お方で、お方で、お方で、お戻戻戻戻りになった方々から聞こりになった方々から聞こりになった方々から聞こりになった方々から聞こええええてくる声は、やはり２年前までしてきた生活とてくる声は、やはり２年前までしてきた生活とてくる声は、やはり２年前までしてきた生活とてくる声は、やはり２年前までしてきた生活と

はははは違違違違うということであります。人々のうということであります。人々のうということであります。人々のうということであります。人々の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、あるいはー、あるいはー、あるいはー、あるいは災害災害災害災害をををを受受受受けたけたけたけた精精精精神神神神的な的な的な的な負負負負

担担担担というものもやはりあるようでございます。また、というものもやはりあるようでございます。また、というものもやはりあるようでございます。また、というものもやはりあるようでございます。また、買買買買いいいい物物物物あるいはあるいはあるいはあるいは医医医医者者者者へのへのへのへのアアアアクセクセクセクセスススス、、、、

あるいは交通あるいは交通あるいは交通あるいは交通手手手手段段段段等も含めて、等も含めて、等も含めて、等も含めて、非常非常非常非常に不安をおに不安をおに不安をおに不安をお持ち持ち持ち持ちであるということをであるということをであるということをであるということを直接直接直接直接私どもも聞か私どもも聞か私どもも聞か私どもも聞か

せていただいております。これからせていただいております。これからせていただいております。これからせていただいております。これから立立立立派派派派な住な住な住な住宅宅宅宅もももも建ち建ち建ち建ちますし、そういったますし、そういったますし、そういったますし、そういった面面面面ではではではでは非常非常非常非常にににに期期期期

待待待待をするところでございますけれども、をするところでございますけれども、をするところでございますけれども、をするところでございますけれども、一一一一方でそういった方でそういった方でそういった方でそういったソフソフソフソフトトトト面面面面ではではではでは非常非常非常非常に不安があるに不安があるに不安があるに不安がある

ということをしっかりとということをしっかりとということをしっかりとということをしっかりと受受受受けとめていかなくてはなりませけとめていかなくてはなりませけとめていかなくてはなりませけとめていかなくてはなりませんんんんし、これができたからもうし、これができたからもうし、これができたからもうし、これができたからもう終終終終

わわわわりということにはならないと改めてりということにはならないと改めてりということにはならないと改めてりということにはならないと改めて感じ感じ感じ感じさせていただいたところでございます。させていただいたところでございます。させていただいたところでございます。させていただいたところでございます。皆皆皆皆ささささんんんん

の不安がなくなるまで、いの不安がなくなるまで、いの不安がなくなるまで、いの不安がなくなるまで、いわわわわゆゆゆゆる心のる心のる心のる心の復復復復興が興が興が興が完了完了完了完了するまで、県としてもするまで、県としてもするまで、県としてもするまで、県としても各市各市各市各市町村に寄り町村に寄り町村に寄り町村に寄り添添添添

っていただいて、またっていただいて、またっていただいて、またっていただいて、また被被被被災者災者災者災者のののの皆皆皆皆ささささんんんんに寄りに寄りに寄りに寄り添添添添っていただくことがっていただくことがっていただくことがっていただくことが非常非常非常非常に重要だとに重要だとに重要だとに重要だと感じ感じ感じ感じたたたた

わわわわけでございます。けでございます。けでございます。けでございます。

ちちちちょうど２年前のあの国ょうど２年前のあの国ょうど２年前のあの国ょうど２年前のあの国道道道道１６８１６８１６８１６８号号号号、１６９、１６９、１６９、１６９号号号号を通ってを通ってを通ってを通って被被被被災災災災地に行った自分のその地に行った自分のその地に行った自分のその地に行った自分のその感感感感覚覚覚覚

と、と、と、と、昨昨昨昨日の日の日の日の感感感感覚覚覚覚をあをあをあをあわわわわせせせせ持ち持ち持ち持ちますと、全くますと、全くますと、全くますと、全く違違違違ったようなったようなったようなったような感じ感じ感じ感じもいたしますし、また、もいたしますし、また、もいたしますし、また、もいたしますし、また、一一一一方方方方

では、まだまだこれからだという思いがいたしましたけれども、では、まだまだこれからだという思いがいたしましたけれども、では、まだまだこれからだという思いがいたしましたけれども、では、まだまだこれからだという思いがいたしましたけれども、非常非常非常非常に自分自に自分自に自分自に自分自身身身身懸念懸念懸念懸念をしをしをしをし

たのは、２年前の自分自たのは、２年前の自分自たのは、２年前の自分自たのは、２年前の自分自身身身身のあののあののあののあの緊緊緊緊迫迫迫迫した思いと、きのうした思いと、きのうした思いと、きのうした思いと、きのう向向向向かうかうかうかう道道道道中の自分自中の自分自中の自分自中の自分自身身身身のののの気気気気持ち持ち持ち持ち

とは明らかにとは明らかにとは明らかにとは明らかに違違違違ったという、自分自ったという、自分自ったという、自分自ったという、自分自身身身身の心の中でのの心の中でのの心の中でのの心の中での差差差差がががが感じ感じ感じ感じられたことでございます。られたことでございます。られたことでございます。られたことでございます。災災災災

害害害害はははは忘忘忘忘れてはならないと先ほどもれてはならないと先ほどもれてはならないと先ほどもれてはならないと先ほども復旧復旧復旧復旧・・・・復復復復興興興興推推推推進室長からお進室長からお進室長からお進室長からお話話話話がございましたけれども、がございましたけれども、がございましたけれども、がございましたけれども、

まさにそのとおりだと。まさにそのとおりだと。まさにそのとおりだと。まさにそのとおりだと。忘忘忘忘れてはならないとれてはならないとれてはならないとれてはならないとわわわわかっていても、やはりかっていても、やはりかっていても、やはりかっていても、やはり時時時時とともにその心ととともにその心ととともにその心ととともにその心と

いうものがいうものがいうものがいうものが少少少少ししししずずずずつつつつ変わ変わ変わ変わってきているというのは、私自ってきているというのは、私自ってきているというのは、私自ってきているというのは、私自身反省身反省身反省身反省をさせていただいたところをさせていただいたところをさせていただいたところをさせていただいたところ

であります。もうであります。もうであります。もうであります。もう一度一度一度一度原点に原点に原点に原点に立立立立ちちちち返返返返って、って、って、って、被被被被災者災者災者災者のののの皆皆皆皆ささささんんんんのののの立立立立場場場場にににに立立立立ったったったった復復復復興を、これか興を、これか興を、これか興を、これか

らもらもらもらも力力力力強強強強く県としてく県としてく県としてく県としてぜひぜひぜひぜひともともともとも推推推推し進めていただきたいと思いますけれども、県のおし進めていただきたいと思いますけれども、県のおし進めていただきたいと思いますけれども、県のおし進めていただきたいと思いますけれども、県のお考え考え考え考えとととと
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してごしてごしてごしてご答答答答弁弁弁弁いただければと思います。いただければと思います。いただければと思います。いただければと思います。

○尾登復旧・復興推進室長○尾登復旧・復興推進室長○尾登復旧・復興推進室長○尾登復旧・復興推進室長 大国委員からご大国委員からご大国委員からご大国委員からご指摘指摘指摘指摘をいただきました。をいただきました。をいただきました。をいただきました。ハハハハーーーード面ド面ド面ド面におきましにおきましにおきましにおきまし

ては、かなり進ては、かなり進ては、かなり進ては、かなり進捗捗捗捗をしてきたというのはもうそのままでございますけれども、それ以をしてきたというのはもうそのままでございますけれども、それ以をしてきたというのはもうそのままでございますけれども、それ以をしてきたというのはもうそのままでございますけれども、それ以上上上上、、、、

避避避避難者難者難者難者の方が自の方が自の方が自の方が自宅宅宅宅またはまたはまたはまたは復復復復興住興住興住興住宅宅宅宅へへへへ戻戻戻戻るという中での、心の中の不安ということについて、るという中での、心の中の不安ということについて、るという中での、心の中の不安ということについて、るという中での、心の中の不安ということについて、

どういうどういうどういうどういうふふふふうにうにうにうに持持持持っていくかにつきましても、っていくかにつきましても、っていくかにつきましても、っていくかにつきましても、従来従来従来従来からからからから検検検検討討討討をしてまいりました。をしてまいりました。をしてまいりました。をしてまいりました。市市市市町村町村町村町村

とととと連携連携連携連携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まいってきたところでございます。でまいってきたところでございます。でまいってきたところでございます。でまいってきたところでございます。

例例例例ええええばばばば五條五條五條五條市市市市大大大大塔塔塔塔町におきましては、地域住民や関係町におきましては、地域住民や関係町におきましては、地域住民や関係町におきましては、地域住民や関係団団団団体、行体、行体、行体、行政政政政等による地域等による地域等による地域等による地域検検検検討討討討会と会と会と会と

しての大しての大しての大しての大塔塔塔塔元元元元気気気気会議を会議を会議を会議を立立立立ち上げち上げち上げち上げまして、これまでるるまして、これまでるるまして、これまでるるまして、これまでるる検検検検討討討討していただきました。その中で、していただきました。その中で、していただきました。その中で、していただきました。その中で、

先ほども出ておりましたけれども、先ほども出ておりましたけれども、先ほども出ておりましたけれども、先ほども出ておりましたけれども、買買買買いいいい物物物物をどうするかということとか、をどうするかということとか、をどうするかということとか、をどうするかということとか、高齢者高齢者高齢者高齢者の方のの方のの方のの方の見見見見

守守守守りということでのりということでのりということでのりということでの見守見守見守見守りりりり隊隊隊隊を地域のを地域のを地域のを地域の郵便郵便郵便郵便局とか局とか局とか局とか消防消防消防消防の分署の方にの分署の方にの分署の方にの分署の方に参加参加参加参加してやっていただしてやっていただしてやっていただしてやっていただ

く。また、配く。また、配く。また、配く。また、配食サ食サ食サ食サーーーービスビスビスビス、先ほども言いましたけれども、、先ほども言いましたけれども、、先ほども言いましたけれども、、先ほども言いましたけれども、買買買買いいいい物物物物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ババババススススツツツツアアアア

ーなども計画をしていただいているようでございますので、このーなども計画をしていただいているようでございますので、このーなども計画をしていただいているようでございますので、このーなども計画をしていただいているようでございますので、この辺辺辺辺がががが今後今後今後今後着着着着実に実に実に実に浸透浸透浸透浸透してしてしてして

いけば、そういったいけば、そういったいけば、そういったいけば、そういった意意意意味味味味での地域住民の方の不安というものをでの地域住民の方の不安というものをでの地域住民の方の不安というものをでの地域住民の方の不安というものを和和和和ららららげげげげていくし、ていくし、ていくし、ていくし、元元元元気気気気が出が出が出が出

るのではないかと思っております。るのではないかと思っております。るのではないかと思っております。るのではないかと思っております。

また、十また、十また、十また、十津川津川津川津川村におきましても、村におきましても、村におきましても、村におきましても、助助助助け合い、いたけ合い、いたけ合い、いたけ合い、いたわわわわり合いり合いり合いり合いププププロロロロジジジジェクェクェクェクトトトトとして、大として、大として、大として、大学学学学関関関関

係係係係者者者者の方もの方もの方もの方も集集集集まっていただきまして、ままっていただきまして、ままっていただきまして、ままっていただきまして、まずずずずはははは高齢者高齢者高齢者高齢者の実の実の実の実態調態調態調態調査査査査をしながら、その地域、まをしながら、その地域、まをしながら、その地域、まをしながら、その地域、ま

たそれたそれたそれたそれぞぞぞぞれのれのれのれの集落集落集落集落の実の実の実の実態態態態に合に合に合に合わわわわせて、せて、せて、せて、今後高齢者今後高齢者今後高齢者今後高齢者の方をの方をの方をの方を集集集集合させるといった合させるといった合させるといった合させるといった新新新新しいしいしいしい集落集落集落集落づづづづ

くりもくりもくりもくりも検検検検討討討討されているようでございますので、されているようでございますので、されているようでございますので、されているようでございますので、今後今後今後今後ともともともとも市市市市村と村と村と村と連携連携連携連携をいたしまして、をいたしまして、をいたしまして、をいたしまして、担担担担当当当当

部局を中心にこうした部局を中心にこうした部局を中心にこうした部局を中心にこうした取取取取りりりり組み組み組み組みをををを支援支援支援支援し、不安のない生活ができるようなし、不安のない生活ができるようなし、不安のない生活ができるようなし、不安のない生活ができるような形形形形でででで施策施策施策施策を進めを進めを進めを進め

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

○大国委員○大国委員○大国委員○大国委員 やはりやはりやはりやはり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というのはーというのはーというのはーというのは非常非常非常非常に重要だと思っております。に重要だと思っております。に重要だと思っております。に重要だと思っております。仮仮仮仮設設設設住住住住宅宅宅宅

にいらっしにいらっしにいらっしにいらっしゃゃゃゃるときは、それはそれなりの、るときは、それはそれなりの、るときは、それはそれなりの、るときは、それはそれなりの、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の人と人とのつながり合いがーの人と人とのつながり合いがーの人と人とのつながり合いがーの人と人とのつながり合いが

あったように思います。ところが、ご自あったように思います。ところが、ご自あったように思います。ところが、ご自あったように思います。ところが、ご自宅宅宅宅におにおにおにお戻戻戻戻りになったりになったりになったりになった途端途端途端途端に、そういったことがに、そういったことがに、そういったことがに、そういったことが切切切切

れてしまうという、このれてしまうという、このれてしまうという、このれてしまうという、この現状現状現状現状を本を本を本を本当当当当に私たに私たに私たに私たちちちちもももも受受受受けとめていかなくてはなりませけとめていかなくてはなりませけとめていかなくてはなりませけとめていかなくてはなりませんんんんし、し、し、し、何何何何

よりも自分自よりも自分自よりも自分自よりも自分自身身身身の地域というものにおの地域というものにおの地域というものにおの地域というものにお戻戻戻戻りになったそのおりになったそのおりになったそのおりになったそのお気気気気持ち持ち持ち持ちを、これからもその地域を、これからもその地域を、これからもその地域を、これからもその地域

に住に住に住に住み続み続み続み続けたいけたいけたいけたいんんんんだとおっしだとおっしだとおっしだとおっしゃゃゃゃっていただけるように、さらにっていただけるように、さらにっていただけるように、さらにっていただけるように、さらに暮暮暮暮らしやすい地域へ、しっらしやすい地域へ、しっらしやすい地域へ、しっらしやすい地域へ、しっ

かりと県としてのかりと県としてのかりと県としてのかりと県としての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。きょうはただその１点でございまをお願いしたいと思います。きょうはただその１点でございまをお願いしたいと思います。きょうはただその１点でございまをお願いしたいと思います。きょうはただその１点でございま

す。よろしくお願いします。す。よろしくお願いします。す。よろしくお願いします。す。よろしくお願いします。

○乾委員○乾委員○乾委員○乾委員 信号信号信号信号機の機の機の機の設置設置設置設置にににに向向向向けた要けた要けた要けた要望望望望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。信号信号信号信号機の機の機の機の設置設置設置設置に関してに関してに関してに関して財財財財政政政政当当当当

局に要局に要局に要局に要望望望望いたします。地いたします。地いたします。地いたします。地元元元元住民の方々から住民の方々から住民の方々から住民の方々から信号信号信号信号機の機の機の機の設置設置設置設置をををを求求求求める声をめる声をめる声をめる声を非常非常非常非常によく聞きます。によく聞きます。によく聞きます。によく聞きます。
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そのたびに警察本部に要そのたびに警察本部に要そのたびに警察本部に要そのたびに警察本部に要望望望望し、し、し、し、担担担担当当当当者者者者にににに検検検検討討討討をしてもらっています。中にはをしてもらっています。中にはをしてもらっています。中にはをしてもらっています。中には死亡死亡死亡死亡事事事事故故故故のののの現現現現

場場場場であったり、であったり、であったり、であったり、学校学校学校学校にににに近近近近いことから保いことから保いことから保いことから保護護護護者者者者の方々のの方々のの方々のの方々の強強強強い要い要い要い要望望望望をををを受受受受けてけてけてけて何何何何年も前から年も前から年も前から年も前から信号信号信号信号機機機機

のののの設置設置設置設置をお願いしているをお願いしているをお願いしているをお願いしている箇箇箇箇所もあります。しかし、所もあります。しかし、所もあります。しかし、所もあります。しかし、一向一向一向一向に要に要に要に要望望望望がかなうがかなうがかなうがかなう様様様様子子子子はありませはありませはありませはありませんんんん。。。。

本年本年本年本年度度度度の予の予の予の予算算算算をををを見見見見ますと、ますと、ますと、ますと、信号信号信号信号機の安全対機の安全対機の安全対機の安全対策策策策とととと円滑円滑円滑円滑化化化化対対対対策策策策に合に合に合に合わわわわせて８せて８せて８せて８基基基基しかしかしかしか新設新設新設新設されされされされ

ませませませませんんんん。先日、警察本部の。先日、警察本部の。先日、警察本部の。先日、警察本部の担担担担当当当当者者者者にににに信号信号信号信号機機機機設置設置設置設置のお願いをしたときに、奈良県全体でのお願いをしたときに、奈良県全体でのお願いをしたときに、奈良県全体でのお願いをしたときに、奈良県全体で一一一一体体体体

どれどれどれどれぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの数数数数の要の要の要の要望望望望があるのかとがあるのかとがあるのかとがあるのかと尋尋尋尋ねました。ことしは警察署から本部にねました。ことしは警察署から本部にねました。ことしは警察署から本部にねました。ことしは警察署から本部に上上上上がっているがっているがっているがっている

ものはものはものはものは約約約約１４０件あるとのことでした。これだけの要１４０件あるとのことでした。これだけの要１４０件あるとのことでした。これだけの要１４０件あるとのことでした。これだけの要望望望望があって、たった８があって、たった８があって、たった８があって、たった８基基基基とはとはとはとは余余余余りにりにりにりに

もももも少少少少ないと言ないと言ないと言ないと言わわわわざるをざるをざるをざるを得得得得ませませませませんんんん。しかも、。しかも、。しかも、。しかも、新新新新しくしくしくしく開開開開通した通した通した通した道路道路道路道路がががが優優優優先されるので、先されるので、先されるので、先されるので、従来従来従来従来かかかか

らあるらあるらあるらある道路道路道路道路へのへのへのへの設置設置設置設置はきはきはきはきわわわわめてめてめてめて難難難難しいようです。地しいようです。地しいようです。地しいようです。地元元元元でもそのでもそのでもそのでもその信号信号信号信号機の機の機の機の設置設置設置設置を要を要を要を要望望望望して、して、して、して、

先にもう先にもう先にもう先にもう土土土土地を地を地を地を確確確確保して、要保して、要保して、要保して、要望望望望がとおればいつでもがとおればいつでもがとおればいつでもがとおればいつでも信号信号信号信号機を機を機を機を設置設置設置設置できるようにというできるようにというできるようにというできるようにという構構構構ええええ

をしている地をしている地をしている地をしている地元元元元もあります。もあります。もあります。もあります。

奈良県奈良県奈良県奈良県内内内内にもたくさにもたくさにもたくさにもたくさんんんん信号信号信号信号機機機機設置設置設置設置の要の要の要の要望望望望が出ていると思いますが、が出ていると思いますが、が出ていると思いますが、が出ていると思いますが、待待待待ちちちちにににに待待待待っている方っている方っている方っている方

がおられる中で、がおられる中で、がおられる中で、がおられる中で、新新新新しいしいしいしい道路道路道路道路ができたからそができたからそができたからそができたからそちちちちらのほうに先にらのほうに先にらのほうに先にらのほうに先に信号信号信号信号機をつけるというのは機をつけるというのは機をつけるというのは機をつけるというのは

ちちちちょっとおかしいのではないか。そしてょっとおかしいのではないか。そしてょっとおかしいのではないか。そしてょっとおかしいのではないか。そして今今今今、、、、道路道路道路道路のほうもいろいろのほうもいろいろのほうもいろいろのほうもいろいろアアアアクセクセクセクセススススもよくなって、もよくなって、もよくなって、もよくなって、

今今今今ここここんんんんなところになところになところになところに信号信号信号信号機が要るのかと思うような機が要るのかと思うような機が要るのかと思うような機が要るのかと思うような信号信号信号信号機を機を機を機を見見見見かけるときもあります。かけるときもあります。かけるときもあります。かけるときもあります。信号信号信号信号

機をつけるときにやはり機をつけるときにやはり機をつけるときにやはり機をつけるときにやはり一一一一番先に重要番先に重要番先に重要番先に重要視視視視されるのは、されるのは、されるのは、されるのは、車車車車のののの量量量量、危、危、危、危険険険険なななな箇箇箇箇所につけるのが所につけるのが所につけるのが所につけるのが当当当当

然然然然でございますが、でございますが、でございますが、でございますが、今今今今そういうそういうそういうそういう形形形形でででで道路道路道路道路もももも旧旧旧旧道道道道などなどなどなど古古古古いいいい道路道路道路道路にはもう役ににはもう役ににはもう役ににはもう役に立立立立たないようなたないようなたないようなたないような

信号信号信号信号機もあるのではないか。そういう機もあるのではないか。そういう機もあるのではないか。そういう機もあるのではないか。そういう信号信号信号信号機を機を機を機を外外外外してこっしてこっしてこっしてこっちちちちへつけるというのもへつけるというのもへつけるというのもへつけるというのも簡単簡単簡単簡単なこなこなこなこ

とではないと思いますが、そういうこともとではないと思いますが、そういうこともとではないと思いますが、そういうこともとではないと思いますが、そういうことも考え考え考え考えていただいて、ていただいて、ていただいて、ていただいて、信号信号信号信号機１機１機１機１基基基基をををを設置設置設置設置するのにするのにするのにするのに

すごいおすごいおすごいおすごいお金金金金がかかると私も聞いておりますが、そういうがかかると私も聞いておりますが、そういうがかかると私も聞いておりますが、そういうがかかると私も聞いておりますが、そういう古古古古いものを、要らないものをもういものを、要らないものをもういものを、要らないものをもういものを、要らないものをもう

一度一度一度一度利利利利用用用用して、して、して、して、待待待待っているところにいっているところにいっているところにいっているところにいちちちち早早早早くくくく届届届届けてほしいと思っております。けてほしいと思っております。けてほしいと思っております。けてほしいと思っております。

県の県の県の県の財財財財政政政政がががが厳厳厳厳しいことは十分しいことは十分しいことは十分しいことは十分わわわわかっていますが、かっていますが、かっていますが、かっていますが、信号信号信号信号機の機の機の機の設置設置設置設置やややや維持維持維持維持対対対対策策策策は住民の生は住民の生は住民の生は住民の生命命命命、、、、

安全を安全を安全を安全を守守守守り、り、り、り、経経経経済済済済活活活活動動動動をををを支支支支ええええるるるる非常非常非常非常に重要なものであります。に重要なものであります。に重要なものであります。に重要なものであります。毎毎毎毎年の警察予年の警察予年の警察予年の警察予算算算算の編成とはの編成とはの編成とはの編成とは

切切切切りりりり離離離離して、計画的かつして、計画的かつして、計画的かつして、計画的かつ個別個別個別個別にににに信号信号信号信号機の予機の予機の予機の予算算算算がががが確確確確保できるように、県保できるように、県保できるように、県保できるように、県政政政政当当当当局に局に局に局に強強強強く要く要く要く要望望望望しししし

ておきます。また、警察本部とておきます。また、警察本部とておきます。また、警察本部とておきます。また、警察本部と財財財財政政政政課で課で課で課で協協協協議して、議して、議して、議して、早早早早くそういうくそういうくそういうくそういう箇箇箇箇所に所に所に所に設置設置設置設置できますようできますようできますようできますよう

要要要要望望望望して、お願いしておきます。して、お願いしておきます。して、お願いしておきます。して、お願いしておきます。

○中野委員長○中野委員長○中野委員長○中野委員長 要要要要望望望望でよろしいですか。でよろしいですか。でよろしいですか。でよろしいですか。

○乾委員○乾委員○乾委員○乾委員 要要要要望望望望です。です。です。です。

○中野委員長○中野委員長○中野委員長○中野委員長 はい、はい、はい、はい、わわわわかりました。かりました。かりました。かりました。

ほかに質ほかに質ほかに質ほかに質問問問問ございませございませございませございませんんんんか。か。か。か。
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（（（（「「「「なしなしなしなし」」」」とととと呼呼呼呼ぶ者ぶ者ぶ者ぶ者あり）あり）あり）あり）

はい。ないようでございますので、これをもはい。ないようでございますので、これをもはい。ないようでございますので、これをもはい。ないようでございますので、これをもちちちちまして質疑をまして質疑をまして質疑をまして質疑を終終終終わわわわらせていただきたいとらせていただきたいとらせていただきたいとら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。

次に、議会次に、議会次に、議会次に、議会閉閉閉閉会中の会中の会中の会中の審審審審査査査査事件に係る委員長報告につきましては、正副委員長に事件に係る委員長報告につきましては、正副委員長に事件に係る委員長報告につきましては、正副委員長に事件に係る委員長報告につきましては、正副委員長に一一一一任任任任を願を願を願を願

いたいと思いますが、いかがでしょうか。いたいと思いますが、いかがでしょうか。いたいと思いますが、いかがでしょうか。いたいと思いますが、いかがでしょうか。

（（（（「「「「異異異異議なし議なし議なし議なし」」」」とととと呼呼呼呼ぶ者ぶ者ぶ者ぶ者あり）あり）あり）あり）

はい。それでは、そのようにさせていただきます。はい。それでは、そのようにさせていただきます。はい。それでは、そのようにさせていただきます。はい。それでは、そのようにさせていただきます。

それでは、これをもそれでは、これをもそれでは、これをもそれでは、これをもちちちちまして本日の委員会をまして本日の委員会をまして本日の委員会をまして本日の委員会を終終終終わわわわらせていただきます。らせていただきます。らせていただきます。らせていただきます。皆様皆様皆様皆様、ご苦労、ご苦労、ご苦労、ご苦労様様様様

でございました。ありがとうございました。でございました。ありがとうございました。でございました。ありがとうございました。でございました。ありがとうございました。


