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＜議案の説明＞＜議案の説明＞＜議案の説明＞＜議案の説明＞
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林 まちづくり推進局長林 まちづくり推進局長林 まちづくり推進局長林 まちづくり推進局長

久保田 水道局長久保田 水道局長久保田 水道局長久保田 水道局長

吉田 教育長吉田 教育長吉田 教育長吉田 教育長

橋本 警察本部長橋本 警察本部長橋本 警察本部長橋本 警察本部長

ほか、関係職員ほか、関係職員ほか、関係職員ほか、関係職員

傍 聴 者傍 聴 者傍 聴 者傍 聴 者 １名１名１名１名

議 事議 事議 事議 事 議第７６号 平成２５年度奈良県水道用水供給事業費特別会計決算の認定に議第７６号 平成２５年度奈良県水道用水供給事業費特別会計決算の認定に議第７６号 平成２５年度奈良県水道用水供給事業費特別会計決算の認定に議第７６号 平成２５年度奈良県水道用水供給事業費特別会計決算の認定に

ついてついてついてついて

議第７７号 平成２５年度奈良県病院事業費特別会計決算の認定について議第７７号 平成２５年度奈良県病院事業費特別会計決算の認定について議第７７号 平成２５年度奈良県病院事業費特別会計決算の認定について議第７７号 平成２５年度奈良県病院事業費特別会計決算の認定について

議第８４号 平成２５年度奈良県歳入歳出決算の認定について議第８４号 平成２５年度奈良県歳入歳出決算の認定について議第８４号 平成２５年度奈良県歳入歳出決算の認定について議第８４号 平成２５年度奈良県歳入歳出決算の認定について

報第２９号 健全化判断比率及び資金不足比率の報告について報第２９号 健全化判断比率及び資金不足比率の報告について報第２９号 健全化判断比率及び資金不足比率の報告について報第２９号 健全化判断比率及び資金不足比率の報告について

＜会議の経過＞＜会議の経過＞＜会議の経過＞＜会議の経過＞

○国中委員長○国中委員長○国中委員長○国中委員長 皆さん、おはようございます。皆さん、おはようございます。皆さん、おはようございます。皆さん、おはようございます。

ただいまから本日の会議を開きます。岩田委員は少しおくれるという連絡を受けておりただいまから本日の会議を開きます。岩田委員は少しおくれるという連絡を受けておりただいまから本日の会議を開きます。岩田委員は少しおくれるという連絡を受けておりただいまから本日の会議を開きます。岩田委員は少しおくれるという連絡を受けており

ますので、ご了承願います。ますので、ご了承願います。ますので、ご了承願います。ますので、ご了承願います。

初めに、傍聴についてでありますが、当委員会は本日より５日間開催されます。傍聴の初めに、傍聴についてでありますが、当委員会は本日より５日間開催されます。傍聴の初めに、傍聴についてでありますが、当委員会は本日より５日間開催されます。傍聴の初めに、傍聴についてでありますが、当委員会は本日より５日間開催されます。傍聴の

申し出があった場合は２０名を限度に許可することとしたいと思いますが、よろしいでし申し出があった場合は２０名を限度に許可することとしたいと思いますが、よろしいでし申し出があった場合は２０名を限度に許可することとしたいと思いますが、よろしいでし申し出があった場合は２０名を限度に許可することとしたいと思いますが、よろしいでし

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

それでは、本日は付託議案のそれでは、本日は付託議案のそれでは、本日は付託議案のそれでは、本日は付託議案の説明説明説明説明をお願いするをお願いするをお願いするをお願いするわわわわけでありますが、委員に申し上けでありますが、委員に申し上けでありますが、委員に申し上けでありますが、委員に申し上げげげげます。ます。ます。ます。

質疑質疑質疑質疑については、９日からの、部局別については、９日からの、部局別については、９日からの、部局別については、９日からの、部局別審査審査審査審査及び総及び総及び総及び総括審査括審査括審査括審査でお願いをしたいと思います。までお願いをしたいと思います。までお願いをしたいと思います。までお願いをしたいと思います。ま

た、た、た、た、説明説明説明説明は会計管理者と総務部長をは会計管理者と総務部長をは会計管理者と総務部長をは会計管理者と総務部長を除除除除きまして、きまして、きまして、きまして、順次順次順次順次部局別に入れか部局別に入れか部局別に入れか部局別に入れかわわわわりりりり説明説明説明説明をいただきをいただきをいただきをいただき

ますので、よろしくお願いします。ますので、よろしくお願いします。ますので、よろしくお願いします。ますので、よろしくお願いします。

それでははそれでははそれでははそれでははじじじじめに、会計管理者から平成２５年度決算のめに、会計管理者から平成２５年度決算のめに、会計管理者から平成２５年度決算のめに、会計管理者から平成２５年度決算の概要等概要等概要等概要等のののの説明説明説明説明、、、、引引引引きききき続続続続き総務部き総務部き総務部き総務部

長から長から長から長から収支収支収支収支のののの状況状況状況状況及び健全化判断比率及び健全化判断比率及び健全化判断比率及び健全化判断比率等等等等のののの説明説明説明説明をお願いいたします。をお願いいたします。をお願いいたします。をお願いいたします。

○江畑会計管理者（会計局長）○江畑会計管理者（会計局長）○江畑会計管理者（会計局長）○江畑会計管理者（会計局長） それでは、平成２５年度の決算のそれでは、平成２５年度の決算のそれでは、平成２５年度の決算のそれでは、平成２５年度の決算の概要概要概要概要についてについてについてについて、、、、「平成「平成「平成「平成

２５年度一２５年度一２５年度一２５年度一般般般般会計決算の会計決算の会計決算の会計決算の概要概要概要概要」に」に」に」に基基基基づきましてづきましてづきましてづきまして説明説明説明説明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。

１１１１ペーペーペーページ、一ジ、一ジ、一ジ、一般般般般会計の決算の全会計の決算の全会計の決算の全会計の決算の全体像体像体像体像でございます。歳入決算でございます。歳入決算でございます。歳入決算でございます。歳入決算額額額額は、平成２５年度、４は、平成２５年度、４は、平成２５年度、４は、平成２５年度、４，，，，

８５７８５７８５７８５７億億億億１１１１，３，３，３，３００００００００万円万円万円万円、歳出決算、歳出決算、歳出決算、歳出決算額額額額は４は４は４は４，，，，７７７７３３３３５５５５億億億億８８８８，，，，４００４００４００４００万円万円万円万円でございます。このでございます。このでございます。このでございます。この
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歳入決算歳入決算歳入決算歳入決算額額額額から歳出決算から歳出決算から歳出決算から歳出決算額額額額をををを差差差差しししし引引引引きましたきましたきましたきました収支差収支差収支差収支差しししし引引引引きききき額額額額は１２１は１２１は１２１は１２１億億億億２２２２，，，，９００９００９００９００万円万円万円万円とととと

なり、このなり、このなり、このなり、この額額額額からからからから翌翌翌翌年度年度年度年度へ繰へ繰へ繰へ繰り越すり越すり越すり越すべべべべきききき財源財源財源財源４５４５４５４５億億億億８８８８，，，，００００００００００００万円万円万円万円をををを差差差差しししし引引引引きましたきましたきましたきました実質実質実質実質

収支額収支額収支額収支額は７５は７５は７５は７５億億億億４４４４，，，，９００９００９００９００万円万円万円万円となったところでございます。となったところでございます。となったところでございます。となったところでございます。

次次次次に、２に、２に、２に、２ペーペーペーページ、一ジ、一ジ、一ジ、一般般般般会計歳入の会計歳入の会計歳入の会計歳入の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。款款款款別の別の別の別の内訳内訳内訳内訳、、、、構構構構成比成比成比成比等等等等につきましにつきましにつきましにつきまし

て、て、て、て、表表表表とととと円グラフ円グラフ円グラフ円グラフであらであらであらであらわわわわしております。平成２５年度歳入の決算総しております。平成２５年度歳入の決算総しております。平成２５年度歳入の決算総しております。平成２５年度歳入の決算総額額額額は、は、は、は、先先先先ほどごほどごほどごほどご説明説明説明説明

したとおり、４したとおり、４したとおり、４したとおり、４，，，，８５７８５７８５７８５７億億億億１１１１，３，３，３，３００００００００万円万円万円万円で、で、で、で、前前前前年と比年と比年と比年と比較較較較して、１７５して、１７５して、１７５して、１７５億億億億４４４４，，，，００００００００００００万円万円万円万円、、、、

３．３．３．３．７７７７％％％％のののの増増増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。

歳入の歳入の歳入の歳入の主主主主なななな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。多多多多いほうからいほうからいほうからいほうから順順順順に地に地に地に地方交方交方交方交付付付付税３税３税３税３００００．．．．４４４４％％％％、県、県、県、県税税税税２２２２２２２２．．．．

００００％％％％、国、国、国、国庫支庫支庫支庫支出金１６出金１６出金１６出金１６．．．．７７７７％％％％、県、県、県、県債債債債１５１５１５１５．．．．００００％等％等％等％等となっております。となっております。となっております。となっております。

主主主主なななな増減増減増減増減についてについてについてについて３ペー３ペー３ペー３ページ、県ジ、県ジ、県ジ、県税等税等税等税等でございます。でございます。でございます。でございます。株式市株式市株式市株式市場の場の場の場の活況活況活況活況によるによるによるによる株式等譲株式等譲株式等譲株式等譲渡渡渡渡所所所所

得割得割得割得割県県県県民税民税民税民税の大の大の大の大幅幅幅幅なななな増や増や増や増や、、、、法人法人法人法人事業事業事業事業税税税税、、、、配配配配当当当当割割割割県県県県民税民税民税民税などのなどのなどのなどの増収増収増収増収による県による県による県による県税税税税及び地及び地及び地及び地方法人方法人方法人方法人

特別特別特別特別譲与税譲与税譲与税譲与税のののの増増増増加により、加により、加により、加により、前前前前年度に比年度に比年度に比年度に比べべべべ、５５、５５、５５、５５億億億億１１１１，，，，５００５００５００５００万円万円万円万円、、、、３．３．３．３．９９９９％％％％のののの増増増増となってとなってとなってとなって

おりました。おりました。おりました。おりました。

次次次次に、地に、地に、地に、地方交方交方交方交付付付付税臨時財税臨時財税臨時財税臨時財政政政政対対対対策策策策債債債債ですが、地ですが、地ですが、地ですが、地方財方財方財方財政計政計政計政計画画画画において地において地において地において地方税方税方税方税のののの増増増増加が加が加が加が見込見込見込見込まままま

れたことなどから、れたことなどから、れたことなどから、れたことなどから、臨時財臨時財臨時財臨時財政政政政対対対対策策策策債債債債をををを含含含含めためためためた実質的実質的実質的実質的な地な地な地な地方交方交方交方交付付付付税税税税は８は８は８は８億億億億６６６６，，，，２００２００２００２００万円万円万円万円、、、、

００００．．．．５５５５％％％％のののの減減減減となりました。となりました。となりました。となりました。

次次次次の国の国の国の国庫支庫支庫支庫支出金については、国の出金については、国の出金については、国の出金については、国の緊急経済対緊急経済対緊急経済対緊急経済対策に係る平成２４年度策に係る平成２４年度策に係る平成２４年度策に係る平成２４年度補正予補正予補正予補正予算を算を算を算を積極的積極的積極的積極的にににに

活活活活用したことから、地域の用したことから、地域の用したことから、地域の用したことから、地域の元気臨時交元気臨時交元気臨時交元気臨時交付金などの付金などの付金などの付金などの増増増増加により、加により、加により、加により、前前前前年度に比年度に比年度に比年度に比べべべべ１５２１５２１５２１５２億億億億９９９９，，，，

５００５００５００５００万円万円万円万円、２、２、２、２３．３％３．３％３．３％３．３％のののの増増増増となりました。となりました。となりました。となりました。

４４４４ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、繰繰繰繰入金、入金、入金、入金、諸収諸収諸収諸収入及び県入及び県入及び県入及び県債債債債につきましては、それにつきましては、それにつきましては、それにつきましては、それぞぞぞぞれれれれ記載記載記載記載のとおりでございまのとおりでございまのとおりでございまのとおりでございま

す。す。す。す。

５５５５ペーペーペーページ、一ジ、一ジ、一ジ、一般般般般会計歳出の会計歳出の会計歳出の会計歳出の状況状況状況状況でございます。性でございます。性でございます。性でございます。性質質質質別の別の別の別の内訳内訳内訳内訳をををを表表表表とととと円グラフ円グラフ円グラフ円グラフであらであらであらであらわわわわしししし

ております。平成２５年度歳出の決算総ております。平成２５年度歳出の決算総ております。平成２５年度歳出の決算総ております。平成２５年度歳出の決算総額額額額は、４は、４は、４は、４，，，，７７７７３３３３５５５５億億億億８８８８，，，，４００４００４００４００万円万円万円万円となり、となり、となり、となり、前前前前年年年年

度と比度と比度と比度と比較較較較いたしますと、いたしますと、いたしますと、いたしますと、増減額増減額増減額増減額９０９０９０９０億億億億６６６６，，，，９００９００９００９００万円万円万円万円、２、２、２、２．．．．００００％％％％のののの増増増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。

うちうちうちうち義義義義務務務務的経的経的経的経費につきましては、決算費につきましては、決算費につきましては、決算費につきましては、決算額額額額は２は２は２は２，３，３，３，３４５４５４５４５億億億億４４４４，，，，６００６００６００６００万円万円万円万円、、、、対前対前対前対前年度比は年度比は年度比は年度比は記記記記

載載載載のとおり６のとおり６のとおり６のとおり６．．．．２２２２％％％％のののの減減減減少となっております。また、少となっております。また、少となっております。また、少となっております。また、投投投投資資資資的経的経的経的経費につきましては、決算費につきましては、決算費につきましては、決算費につきましては、決算額額額額

は７５４は７５４は７５４は７５４億３，億３，億３，億３，５００５００５００５００万円万円万円万円、、、、前前前前年度に比年度に比年度に比年度に比べべべべ５５５５．．．．５５５５％％％％のののの増増増増、一、一、一、一般施般施般施般施策策策策経経経経費につきましては、費につきましては、費につきましては、費につきましては、

決算決算決算決算額額額額１１１１，，，，６６６６３３３３６６６６億３億３億３億３００００００００万円万円万円万円、、、、前前前前年度に比年度に比年度に比年度に比べべべべ１４１４１４１４．．．．４４４４％％％％のののの増増増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。

主主主主なななな増減増減増減増減について申し上について申し上について申し上について申し上げげげげます。６ます。６ます。６ます。６ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、人件人件人件人件費ですが、費ですが、費ですが、費ですが、退退退退職職職職手手手手当は、定年、当は、定年、当は、定年、当は、定年、勧奨退勧奨退勧奨退勧奨退

職者職者職者職者数数数数のののの減や官民均衡減や官民均衡減や官民均衡減や官民均衡をををを図図図図るため給るため給るため給るため給与与与与水水水水準準準準をををを引引引引きききき下げ下げ下げ下げたことにより、たことにより、たことにより、たことにより、退退退退職職職職手手手手当当当当以外以外以外以外は、職は、職は、職は、職
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員定員定員定員定数数数数のののの削減や削減や削減や削減や国の国の国の国の要請要請要請要請にににに基基基基づき、平成２５年７月から平成２６年づき、平成２５年７月から平成２６年づき、平成２５年７月から平成２６年づき、平成２５年７月から平成２６年３３３３月まで給月まで給月まで給月まで給与減額措置与減額措置与減額措置与減額措置

をををを実施実施実施実施したことなどにより、したことなどにより、したことなどにより、したことなどにより、前前前前年度に比年度に比年度に比年度に比べべべべ１６７１６７１６７１６７億億億億１００１００１００１００万円万円万円万円、１０、１０、１０、１０．．．．４４４４％％％％のののの減減減減となってとなってとなってとなって

おります。おります。おります。おります。

公債公債公債公債費及び費及び費及び費及び扶助扶助扶助扶助費につきましては、費につきましては、費につきましては、費につきましては、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。

７７７７ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、普普普普通通通通建設建設建設建設事業費でございます。事業費でございます。事業費でございます。事業費でございます。前前前前年度に比年度に比年度に比年度に比べべべべ４６４６４６４６億億億億６６６６，，，，００００００００００００万円万円万円万円、７、７、７、７．．．．

２２２２％％％％のののの増増増増となっております。地域となっております。地域となっております。地域となっております。地域経済経済経済経済のののの活活活活性化に資する事業に、国の平成２４年度性化に資する事業に、国の平成２４年度性化に資する事業に、国の平成２４年度性化に資する事業に、国の平成２４年度補正予補正予補正予補正予

算で算で算で算で措置措置措置措置された地域のされた地域のされた地域のされた地域の元気臨時交元気臨時交元気臨時交元気臨時交付金を付金を付金を付金を積極的積極的積極的積極的にににに活活活活用しました。また、用しました。また、用しました。また、用しました。また、紀伊半島紀伊半島紀伊半島紀伊半島大水大水大水大水害害害害かかかか

らのらのらのらの復旧復旧復旧復旧・・・・復復復復興に興に興に興に向向向向け、け、け、け、紀伊半島ア紀伊半島ア紀伊半島ア紀伊半島アンンンンカールーカールーカールーカールートのトのトのトの整備や整備や整備や整備や大大大大規模崩壊へ規模崩壊へ規模崩壊へ規模崩壊へのののの対対対対策策策策等等等等をををを着実着実着実着実にににに

推進するとともに、県土をマネジメントする推進するとともに、県土をマネジメントする推進するとともに、県土をマネジメントする推進するとともに、県土をマネジメントする考え方考え方考え方考え方のもと、のもと、のもと、のもと、選択選択選択選択とととと集集集集中による中による中による中による社社社社会資本の会資本の会資本の会資本の

整備整備整備整備管理管理管理管理や安や安や安や安全・全・全・全・安心安心安心安心な県土のな県土のな県土のな県土の整備整備整備整備を推進したところでございます。を推進したところでございます。を推進したところでございます。を推進したところでございます。

次次次次のののの災害復旧災害復旧災害復旧災害復旧事業費及び事業費及び事業費及び事業費及び補助補助補助補助費費費費等等等等については、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。

積立積立積立積立金につきましては、地域金につきましては、地域金につきましては、地域金につきましては、地域経済活経済活経済活経済活性化性化性化性化基基基基金の創金の創金の創金の創設や設や設や設や地域振興地域振興地域振興地域振興基基基基金金金金へへへへのののの積み増積み増積み増積み増しなどにしなどにしなどにしなどに

より１７６より１７６より１７６より１７６億億億億４４４４，，，，２００２００２００２００万円万円万円万円、１４２、１４２、１４２、１４２．．．．１１１１％％％％のののの増増増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。

８８８８ペーペーペーページ、歳出決算のジ、歳出決算のジ、歳出決算のジ、歳出決算の目的目的目的目的別の別の別の別の内訳内訳内訳内訳をををを表表表表とととと円グラフ円グラフ円グラフ円グラフであらであらであらであらわわわわしております。しております。しております。しております。構構構構成比で成比で成比で成比で多多多多

いほうからいほうからいほうからいほうから順順順順に、教育費２２に、教育費２２に、教育費２２に、教育費２２．３％．３％．３％．３％、、、、公債公債公債公債費１６費１６費１６費１６．３％．３％．３％．３％、健康福祉費１５、健康福祉費１５、健康福祉費１５、健康福祉費１５．．．．２２２２％％％％、県土マ、県土マ、県土マ、県土マ

ネジメント費１２ネジメント費１２ネジメント費１２ネジメント費１２．．．．９９９９％％％％、、、、以下以下以下以下総務費、警察費、総務費、警察費、総務費、警察費、総務費、警察費、諸支諸支諸支諸支出金出金出金出金等等等等となっております。となっております。となっております。となっております。

１０１０１０１０ペーペーペーページ、特別会計のジ、特別会計のジ、特別会計のジ、特別会計の状況状況状況状況でございます。全部で１２会計ございます。でございます。全部で１２会計ございます。でございます。全部で１２会計ございます。でございます。全部で１２会計ございます。表Ｂ表Ｂ表Ｂ表Ｂの合計の合計の合計の合計欄欄欄欄

にににに記載記載記載記載のとおり、特別会計の歳入決算のとおり、特別会計の歳入決算のとおり、特別会計の歳入決算のとおり、特別会計の歳入決算額額額額の合計は１の合計は１の合計は１の合計は１，，，，５７２５７２５７２５７２億億億億５５５５，，，，１００１００１００１００万円万円万円万円、、、、Ｃ列Ｃ列Ｃ列Ｃ列の一の一の一の一

番下番下番下番下、歳出決算、歳出決算、歳出決算、歳出決算額額額額の合計は１の合計は１の合計は１の合計は１，，，，５２６５２６５２６５２６億億億億６６６６，，，，５００５００５００５００万円万円万円万円、歳入歳出、歳入歳出、歳入歳出、歳入歳出差差差差しししし引引引引きはそのきはそのきはそのきはその隣隣隣隣で４で４で４で４

５５５５億億億億８８８８，，，，６００６００６００６００万円万円万円万円でございます。でございます。でございます。でございます。

以以以以上が平成２５年度の一上が平成２５年度の一上が平成２５年度の一上が平成２５年度の一般般般般会計、特別会計決算の会計、特別会計決算の会計、特別会計決算の会計、特別会計決算の概要概要概要概要でございます。でございます。でございます。でございます。何何何何ととととぞぞぞぞよろしくごよろしくごよろしくごよろしくご

審審審審議の上、ご承認を議の上、ご承認を議の上、ご承認を議の上、ご承認を賜賜賜賜りますようお願い申し上りますようお願い申し上りますようお願い申し上りますようお願い申し上げげげげます。ます。ます。ます。

○浪越総務部長○浪越総務部長○浪越総務部長○浪越総務部長 収支収支収支収支のののの状況状況状況状況、、、、財財財財政の健全化判断比率などにつきましてご政の健全化判断比率などにつきましてご政の健全化判断比率などにつきましてご政の健全化判断比率などにつきましてご説明説明説明説明を申し上を申し上を申し上を申し上げげげげ

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年度決算の「平成２５年度決算の「平成２５年度決算の「平成２５年度決算の概要概要概要概要」の９」の９」の９」の９ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、先先先先ほど会計管理者のほど会計管理者のほど会計管理者のほど会計管理者の説明説明説明説明にもございましたけにもございましたけにもございましたけにもございましたけ

れども、平成２５年度のれども、平成２５年度のれども、平成２５年度のれども、平成２５年度の収支状況収支状況収支状況収支状況でございますが、７５でございますが、７５でございますが、７５でございますが、７５億億億億４４４４，，，，９００９００９００９００万円万円万円万円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。県す。県す。県す。県税税税税、地、地、地、地方譲与税方譲与税方譲与税方譲与税などのなどのなどのなどの増増増増加、加、加、加、退退退退職職職職手手手手当の当の当の当の減減減減、給、給、給、給与減額措置与減額措置与減額措置与減額措置などによるなどによるなどによるなどによる人件人件人件人件費の費の費の費の減減減減少少少少

によりまして、によりまして、によりまして、によりまして、収支額収支額収支額収支額はははは前前前前年に比年に比年に比年に比べべべべましてましてましてまして増増増増加をしているところでございます。加をしているところでございます。加をしているところでございます。加をしているところでございます。

続続続続きまして、１１きまして、１１きまして、１１きまして、１１ペーペーペーページ、６ジ、６ジ、６ジ、６ 財財財財政政政政状況状況状況状況のののの指標指標指標指標でございます。地でございます。地でございます。地でございます。地方公共団体方公共団体方公共団体方公共団体のののの財財財財政の健政の健政の健政の健

全化に関する全化に関する全化に関する全化に関する法律法律法律法律にににに基基基基づきまして、平成１９年度の決算からづきまして、平成１９年度の決算からづきまして、平成１９年度の決算からづきまして、平成１９年度の決算から財財財財政の健全化をあら政の健全化をあら政の健全化をあら政の健全化をあらわわわわす資す資す資す資料料料料
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といたしまして、健全化判断比率とといたしまして、健全化判断比率とといたしまして、健全化判断比率とといたしまして、健全化判断比率と公営企公営企公営企公営企業の資金不足比率を算定することとなっており業の資金不足比率を算定することとなっており業の資金不足比率を算定することとなっており業の資金不足比率を算定することとなっており

ます。ます。ます。ます。各指標各指標各指標各指標のののの内容内容内容内容及び算定の及び算定の及び算定の及び算定の対象対象対象対象は、１１は、１１は、１１は、１１ペーペーペーページ、１２ジ、１２ジ、１２ジ、１２ペーペーペーページにジにジにジに記載記載記載記載のとおりでございのとおりでございのとおりでございのとおりでござい

ます。これらのます。これらのます。これらのます。これらの指標指標指標指標につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、法令法令法令法令でででで早期早期早期早期健全化健全化健全化健全化基準基準基準基準、、、、財財財財政政政政再生基準等再生基準等再生基準等再生基準等が定められが定められが定められが定められ

ておりまして、そのておりまして、そのておりまして、そのておりまして、その基準基準基準基準をををを超え超え超え超えますと、ますと、ますと、ますと、財財財財政健全化政健全化政健全化政健全化団体や財団体や財団体や財団体や財政政政政再生団体再生団体再生団体再生団体になりまして、になりまして、になりまして、になりまして、財財財財

政健全化計政健全化計政健全化計政健全化計画等画等画等画等を策定して、国の関を策定して、国の関を策定して、国の関を策定して、国の関与与与与のもと、のもと、のもと、のもと、財財財財政の健全化、政の健全化、政の健全化、政の健全化、再生再生再生再生にににに取取取取りりりり組む組む組む組むことがことがことがことが義義義義務務務務

づけられているところでございます。平成２５年度の決算にづけられているところでございます。平成２５年度の決算にづけられているところでございます。平成２５年度の決算にづけられているところでございます。平成２５年度の決算に基基基基づく健全化判断比率及びづく健全化判断比率及びづく健全化判断比率及びづく健全化判断比率及び公公公公

営企営企営企営企業の資金不足比率の本県業の資金不足比率の本県業の資金不足比率の本県業の資金不足比率の本県数値数値数値数値につきましては、１１につきましては、１１につきましては、１１につきましては、１１ペーペーペーページのジのジのジの記載記載記載記載のとおりでございまのとおりでございまのとおりでございまのとおりでございま

すが、いすが、いすが、いすが、いずずずずれもれもれもれも早期早期早期早期健全化健全化健全化健全化基準等基準等基準等基準等を上を上を上を上回回回回るるるる状況状況状況状況にはにはにはには至至至至っておりません。っておりません。っておりません。っておりません。

続続続続きまして、決算きまして、決算きまして、決算きまして、決算審査審査審査審査のののの参考参考参考参考資資資資料料料料としてとしてとしてとして配配配配付をしております資付をしております資付をしております資付をしております資料料料料について、について、について、について、内容内容内容内容のごのごのごのご説説説説

明明明明はははは割愛割愛割愛割愛させていただき、ごさせていただき、ごさせていただき、ごさせていただき、ご紹介紹介紹介紹介だけをさせていただきたいと思いますだけをさせていただきたいと思いますだけをさせていただきたいと思いますだけをさせていただきたいと思います。。。。「平成２５年度「平成２５年度「平成２５年度「平成２５年度

重点課題重点課題重点課題重点課題に関するに関するに関するに関する評価評価評価評価」の」の」の」の概要版概要版概要版概要版と本と本と本と本編編編編にににに分分分分かれているものでございます。かれているものでございます。かれているものでございます。かれているものでございます。

本県の本県の本県の本県の財財財財政政政政運営運営運営運営につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、ＰＤＣＡサイクルＰＤＣＡサイクルＰＤＣＡサイクルＰＤＣＡサイクルのののの考え方考え方考え方考え方で進で進で進で進行行行行管理を管理を管理を管理を行行行行っておりまっておりまっておりまっておりま

すが、その中ですが、その中ですが、その中ですが、その中でＣＣＣＣののののチェックチェックチェックチェックにつきましては、県につきましては、県につきましては、県につきましては、県民民民民ののののニーズニーズニーズニーズをををを踏踏踏踏ままままええええたたたた施施施施策を策を策を策を効果的効果的効果的効果的にににに実実実実

施施施施するため、するため、するため、するため、重要重要重要重要なななな過程過程過程過程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。具体的具体的具体的具体的には、平成２５年度当初には、平成２５年度当初には、平成２５年度当初には、平成２５年度当初予予予予算算算算編編編編成成成成前前前前にににに

行財行財行財行財政政政政運営運営運営運営のののの基基基基本本本本方針方針方針方針を、を、を、を、予予予予算案決定算案決定算案決定算案決定時時時時には「には「には「には「主主主主な政策な政策な政策な政策集集集集」」」」、及び「平成２５年度、及び「平成２５年度、及び「平成２５年度、及び「平成２５年度予予予予算案算案算案算案

のののの主主主主なななな取組取組取組取組」」」」、これは、これは、これは、これはプラプラプラプランでございますが、これをンでございますが、これをンでございますが、これをンでございますが、これを公表公表公表公表しております。それをしております。それをしております。それをしております。それを実施実施実施実施いたいたいたいた

しまして、そのしまして、そのしまして、そのしまして、その結果結果結果結果についてのについてのについてのについての評価評価評価評価ががががチェックチェックチェックチェックでございますが、それがこのでございますが、それがこのでございますが、それがこのでございますが、それがこの冊子冊子冊子冊子「平成２「平成２「平成２「平成２

５年度５年度５年度５年度重点課題重点課題重点課題重点課題に関するに関するに関するに関する評価評価評価評価」でございます。」でございます。」でございます。」でございます。後後後後ほどおほどおほどおほどお目目目目通しをいただきたいと思います。通しをいただきたいと思います。通しをいただきたいと思います。通しをいただきたいと思います。

今後今後今後今後もももも行財行財行財行財政政政政運営運営運営運営のマネジメントのマネジメントのマネジメントのマネジメントサイクルサイクルサイクルサイクルを推進し、平成２７年度のを推進し、平成２７年度のを推進し、平成２７年度のを推進し、平成２７年度の予予予予算算算算編編編編成成成成や組織や組織や組織や組織定定定定数数数数

にもにもにもにも反映反映反映反映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。

以以以以上で上で上で上で収支状況等収支状況等収支状況等収支状況等についてのごについてのごについてのごについてのご説明説明説明説明をををを終わ終わ終わ終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。

○国中委員長○国中委員長○国中委員長○国中委員長 ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。

引引引引きききき続続続続いて、いて、いて、いて、各各各各部局の決算について、総務部長から部局の決算について、総務部長から部局の決算について、総務部長から部局の決算について、総務部長から順順順順にごにごにごにご説明説明説明説明を願います。を願います。を願います。を願います。

○浪越総務部長○浪越総務部長○浪越総務部長○浪越総務部長 それでは、ごそれでは、ごそれでは、ごそれでは、ご説明説明説明説明に入らせいただきますが、に入らせいただきますが、に入らせいただきますが、に入らせいただきますが、各所各所各所各所管部局長から管部局長から管部局長から管部局長から順次順次順次順次ごごごご説説説説

明明明明をををを行行行行いますけれども、歳入歳出決算につきましてはいますけれども、歳入歳出決算につきましてはいますけれども、歳入歳出決算につきましてはいますけれども、歳入歳出決算につきましては、、、、「平成２５年度奈良県歳入歳出決「平成２５年度奈良県歳入歳出決「平成２５年度奈良県歳入歳出決「平成２５年度奈良県歳入歳出決

算報告算報告算報告算報告書書書書」」」」、それから、それから、それから、それから、、、、「平成２５年度「平成２５年度「平成２５年度「平成２５年度主要施主要施主要施主要施策の成策の成策の成策の成果果果果に関する報告に関する報告に関する報告に関する報告書書書書」によりご」によりご」によりご」によりご説明説明説明説明を申を申を申を申

し上し上し上し上げげげげます。ます。ます。ます。

ままままずずずず、一、一、一、一般般般般会計の歳入決算及び総務部に関する歳出決算につきましてご会計の歳入決算及び総務部に関する歳出決算につきましてご会計の歳入決算及び総務部に関する歳出決算につきましてご会計の歳入決算及び総務部に関する歳出決算につきましてご説明説明説明説明を申し上を申し上を申し上を申し上げげげげ

ます。ます。ます。ます。

「平成２５年度奈良県歳入歳出決算報告「平成２５年度奈良県歳入歳出決算報告「平成２５年度奈良県歳入歳出決算報告「平成２５年度奈良県歳入歳出決算報告書書書書」２」２」２」２ペーペーペーページ、第１ジ、第１ジ、第１ジ、第１款款款款県県県県税税税税でございます。でございます。でございます。でございます。収収収収入入入入
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済額済額済額済額はははは予予予予算算算算現額現額現額現額にににに対対対対しまして、８しまして、８しまして、８しまして、８億億億億６００６００６００６００万円余万円余万円余万円余のののの増増増増となっております。また、不となっております。また、不となっております。また、不となっております。また、不納欠損納欠損納欠損納欠損

額額額額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３億３億３億３億７７７７，，，，８００８００８００８００万円余万円余万円余万円余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、主主主主なものにつきましては、なものにつきましては、なものにつきましては、なものにつきましては、

第１第１第１第１項項項項県県県県民税民税民税民税で２で２で２で２億億億億４４４４，，，，７００７００７００７００万円余万円余万円余万円余、第９、第９、第９、第９項自動車税項自動車税項自動車税項自動車税で７で７で７で７，，，，５００５００５００５００万円余万円余万円余万円余となっていまとなっていまとなっていまとなっていま

す。す。す。す。

次次次次に、に、に、に、３ペー３ペー３ペー３ページ、第５ジ、第５ジ、第５ジ、第５款款款款地地地地方交方交方交方交付付付付税税税税でございます。でございます。でございます。でございます。収収収収入入入入済額済額済額済額はははは予予予予算算算算現額現額現額現額にににに対対対対しまして１しまして１しまして１しまして１

億億億億４４４４，，，，１００１００１００１００万円余万円余万円余万円余のののの増増増増となっています。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、第７きまして、第７きまして、第７きまして、第７款分担款分担款分担款分担金及び金及び金及び金及び負担負担負担負担金につきましては、金につきましては、金につきましては、金につきましては、予予予予算算算算現額現額現額現額及び及び及び及び収収収収入入入入済額済額済額済額はははは記載記載記載記載のののの

とおりでございます。なお、不とおりでございます。なお、不とおりでございます。なお、不とおりでございます。なお、不納欠損額納欠損額納欠損額納欠損額９００９００９００９００万円余万円余万円余万円余につきましては、全てにつきましては、全てにつきましては、全てにつきましては、全て児童措置児童措置児童措置児童措置費費費費負負負負

担担担担金でございます。また、金でございます。また、金でございます。また、金でございます。また、収収収収入入入入未済額未済額未済額未済額４４４４，，，，２００２００２００２００万円余万円余万円余万円余も、大も、大も、大も、大半半半半がががが児童措置児童措置児童措置児童措置費費費費負担負担負担負担金とな金とな金とな金とな

っています。っています。っています。っています。

次次次次に、第８に、第８に、第８に、第８款使款使款使款使用用用用料料料料及び及び及び及び手数料手数料手数料手数料につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、収収収収入入入入済額済額済額済額はははは予予予予算算算算現額現額現額現額にににに対対対対しまして２しまして２しまして２しまして２億億億億

５５５５，，，，２００２００２００２００万円余万円余万円余万円余のののの減減減減となっております。このとなっております。このとなっております。このとなっております。この主主主主なものにつきましては、第１なものにつきましては、第１なものにつきましては、第１なものにつきましては、第１項使項使項使項使用用用用料料料料のののの

うち、県うち、県うち、県うち、県営営営営住宅住宅住宅住宅使使使使用用用用料料料料のののの減減減減となっています。また、不となっています。また、不となっています。また、不となっています。また、不納欠損額納欠損額納欠損額納欠損額につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、高高高高等等等等学校学校学校学校

授授授授業業業業料等料等料等料等でございます。さらにでございます。さらにでございます。さらにでございます。さらに収収収収入入入入未済額未済額未済額未済額につきましては、大につきましては、大につきましては、大につきましては、大半半半半が県が県が県が県営営営営住宅住宅住宅住宅使使使使用用用用料料料料となっとなっとなっとなっ

ています。ています。ています。ています。

第９第９第９第９款款款款国国国国庫支庫支庫支庫支出金でございます。出金でございます。出金でございます。出金でございます。収収収収入入入入済額済額済額済額はははは予予予予算算算算現額現額現額現額にににに対対対対しまして２１７しまして２１７しまして２１７しまして２１７億億億億５５５５，，，，００００００００００００

万円余万円余万円余万円余のののの減減減減となっています。このうち、事業のとなっています。このうち、事業のとなっています。このうち、事業のとなっています。このうち、事業の繰繰繰繰り越しによるものが１５８り越しによるものが１５８り越しによるものが１５８り越しによるものが１５８億億億億７７７７，３，３，３，３００００００００

万円余含万円余含万円余含万円余含まれております。このほかまれております。このほかまれております。このほかまれております。このほか補助対象補助対象補助対象補助対象事業費の事業費の事業費の事業費の減減減減、一部事業の国、一部事業の国、一部事業の国、一部事業の国庫庫庫庫認認認認証証証証減減減減にににに伴伴伴伴うううう減減減減

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。

第１０第１０第１０第１０款財款財款財款財産産産産収収収収入は、入は、入は、入は、収収収収入入入入済額済額済額済額はははは予予予予算算算算現額現額現額現額にににに対対対対しまして１２しまして１２しまして１２しまして１２億億億億４４４４，，，，９００９００９００９００万円余万円余万円余万円余のののの減減減減とととと

なっております。このなっております。このなっております。このなっております。この主主主主なものは、第１なものは、第１なものは、第１なものは、第１項財項財項財項財産産産産運運運運用用用用収収収収入のうち、入のうち、入のうち、入のうち、預預預預金金金金利利利利率が率が率が率が低低低低水水水水準準準準であっであっであっであっ

たことによりましてたことによりましてたことによりましてたことによりまして基基基基金金金金運運運運用用用用収収収収入の入の入の入の減減減減、及び第２、及び第２、及び第２、及び第２項財項財項財項財産産産産売払売払売払売払収収収収入のうち、土地、入のうち、土地、入のうち、土地、入のうち、土地、建建建建物売払物売払物売払物売払

収収収収入の入の入の入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。

次次次次に、第１２に、第１２に、第１２に、第１２款繰款繰款繰款繰入金でございます。入金でございます。入金でございます。入金でございます。収収収収入入入入済額済額済額済額はははは予予予予算算算算現額現額現額現額にににに対対対対しまして５５しまして５５しまして５５しまして５５億億億億７７７７，，，，４０４０４０４０

００００万円余万円余万円余万円余のののの減減減減となっております。このとなっております。このとなっております。このとなっております。この主主主主なものは、第２なものは、第２なものは、第２なものは、第２項基項基項基項基金金金金繰繰繰繰入金のうち、入金のうち、入金のうち、入金のうち、対象対象対象対象事業費事業費事業費事業費

のののの執執執執行減行減行減行減にににに伴伴伴伴うううう緊急緊急緊急緊急雇用創出事業雇用創出事業雇用創出事業雇用創出事業臨時臨時臨時臨時特特特特例例例例交交交交付金及び地域・付金及び地域・付金及び地域・付金及び地域・経済活経済活経済活経済活性化性化性化性化基基基基金金金金等等等等からのからのからのからの繰繰繰繰りりりり

入れの入れの入れの入れの減減減減でございます。でございます。でございます。でございます。

次次次次に、４に、４に、４に、４ペーペーペーページ、第１４ジ、第１４ジ、第１４ジ、第１４款諸収款諸収款諸収款諸収入でございます。入でございます。入でございます。入でございます。収収収収入入入入済額済額済額済額はははは予予予予算算算算現額現額現額現額にににに対対対対しまして１６しまして１６しまして１６しまして１６

億億億億５５５５，３，３，３，３００００００００万円余万円余万円余万円余のののの減減減減となっております。となっております。となっております。となっております。主主主主なものは、第４なものは、第４なものは、第４なものは、第４項項項項受託事業受託事業受託事業受託事業収収収収入のうち、入のうち、入のうち、入のうち、文文文文

化化化化財財財財修修修修理と受託事業の理と受託事業の理と受託事業の理と受託事業の減減減減となっています。なお、不となっています。なお、不となっています。なお、不となっています。なお、不納欠損額納欠損額納欠損額納欠損額９９９９，，，，６００６００６００６００万円余万円余万円余万円余でございまでございまでございまでございま
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すが、すが、すが、すが、主主主主にににに繊維繊維繊維繊維機機機機構構構構改善改善改善改善事業事業事業事業貸貸貸貸付金付金付金付金元元元元金金金金収収収収入及び入及び入及び入及び雑雑雑雑入入入入等等等等となっています。また、となっています。また、となっています。また、となっています。また、収収収収入入入入未済未済未済未済

額額額額につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、高校高校高校高校奨奨奨奨学学学学資金資金資金資金貸貸貸貸付金付金付金付金元元元元金金金金収収収収入及び大入及び大入及び大入及び大学学学学奨奨奨奨学学学学資金資金資金資金貸貸貸貸付金付金付金付金元元元元金金金金収収収収入の入の入の入の延滞延滞延滞延滞

等等等等によるものでございます。によるものでございます。によるものでございます。によるものでございます。

最最最最後後後後に、第１５に、第１５に、第１５に、第１５款款款款県県県県債債債債でございますが、でございますが、でございますが、でございますが、収収収収入入入入済額済額済額済額はははは予予予予算算算算現額現額現額現額にににに対対対対しまして１５２しまして１５２しまして１５２しまして１５２億億億億２２２２，，，，

６００６００６００６００万円余万円余万円余万円余のののの減減減減となっております。このうち、事業のとなっております。このうち、事業のとなっております。このうち、事業のとなっております。このうち、事業の繰繰繰繰り越しによるものが１０５り越しによるものが１０５り越しによるものが１０５り越しによるものが１０５億３，億３，億３，億３，

２００２００２００２００万円余含万円余含万円余含万円余含まれてございます。まれてございます。まれてございます。まれてございます。

以以以以上で歳入のご上で歳入のご上で歳入のご上で歳入のご説明説明説明説明をををを終わ終わ終わ終わらせていただきますが、らせていただきますが、らせていただきますが、らせていただきますが、続続続続きまして、歳出に関する総務部にきまして、歳出に関する総務部にきまして、歳出に関する総務部にきまして、歳出に関する総務部に

関する関する関する関する支支支支出についてご出についてご出についてご出についてご説明説明説明説明を申し上を申し上を申し上を申し上げげげげます。ます。ます。ます。

５５５５ペーペーペーページ、第１ジ、第１ジ、第１ジ、第１款款款款議会費につきましては、議会費につきましては、議会費につきましては、議会費につきましては、予予予予算算算算現額現額現額現額及び及び及び及び支支支支出出出出済額済額済額済額はははは記載記載記載記載のとおりとなっのとおりとなっのとおりとなっのとおりとなっ

ています。ています。ています。ています。

第２第２第２第２款款款款総務費で、ま総務費で、ま総務費で、ま総務費で、まずずずず、、、、主主主主に総務部の管理部に総務部の管理部に総務部の管理部に総務部の管理部門門門門に係るに係るに係るに係る経経経経費であります第１費であります第１費であります第１費であります第１項項項項総務管理費総務管理費総務管理費総務管理費

でございます。不用でございます。不用でございます。不用でございます。不用額額額額につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、運運運運用用用用収収収収入の入の入の入の減等減等減等減等によります県によります県によります県によります県債債債債管理管理管理管理基基基基金金金金や財や財や財や財政政政政調調調調

整基整基整基整基金金金金等へ等へ等へ等へのののの積立積立積立積立金の金の金の金の減減減減、それから、、それから、、それから、、それから、諸手諸手諸手諸手当を当を当を当を含む含む含む含む職員給職員給職員給職員給与与与与のののの減減減減をはをはをはをはじじじじめとするもろもろめとするもろもろめとするもろもろめとするもろもろ

の不用のの不用のの不用のの不用の執執執執行行行行残残残残によるものでございます。によるものでございます。によるものでございます。によるものでございます。

次次次次に、第に、第に、第に、第３項３項３項３項徴徴徴徴税税税税費の不用費の不用費の不用費の不用額額額額につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、主主主主に県に県に県に県税収税収税収税収入のうち、年度計入のうち、年度計入のうち、年度計入のうち、年度計画画画画にににに返返返返納納納納すすすす

るるるる還還還還付金付金付金付金等等等等であります。であります。であります。であります。税収税収税収税収入入入入払戻払戻払戻払戻金及び金及び金及び金及び還還還還付加算金の付加算金の付加算金の付加算金の減減減減になっております。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、市市市市町町町町

村が村が村が村が徴徴徴徴収収収収したしたしたした個個個個人人人人県県県県民税民税民税民税のののの徴徴徴徴収収収収費用費用費用費用等等等等であります県であります県であります県であります県民税民税民税民税徴徴徴徴収取収取収取収取扱扱扱扱費費費費交交交交付金の付金の付金の付金の減減減減によるものによるものによるものによるもの

でございます。でございます。でございます。でございます。

次次次次に、８に、８に、８に、８ペーペーペーページ、第１４ジ、第１４ジ、第１４ジ、第１４款公債款公債款公債款公債費の不用費の不用費の不用費の不用額額額額につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、主主主主に県に県に県に県債債債債のののの借借借借入入入入利利利利率の率の率の率の低低低低下下下下

及び一及び一及び一及び一時時時時借借借借入金の入金の入金の入金の減減減減少によるものでございます。少によるものでございます。少によるものでございます。少によるものでございます。

次次次次に、第１５に、第１５に、第１５に、第１５款諸支款諸支款諸支款諸支出金の不用出金の不用出金の不用出金の不用額額額額は、は、は、は、主主主主にににに都都都都道道道道府府府府県間の県間の県間の県間の精精精精算金の算金の算金の算金の減減減減によります地によります地によります地によります地方方方方消消消消費費費費

税税税税精精精精算金の算金の算金の算金の減減減減になっています。になっています。になっています。になっています。

続続続続きまして、総務部きまして、総務部きまして、総務部きまして、総務部所所所所管の特別会計についてのご管の特別会計についてのご管の特別会計についてのご管の特別会計についてのご説明説明説明説明を申し上を申し上を申し上を申し上げげげげます。２２ます。２２ます。２２ます。２２ペーペーペーページ、奈ジ、奈ジ、奈ジ、奈

良県良県良県良県証紙証紙証紙証紙収収収収入特別会計でございます。入特別会計でございます。入特別会計でございます。入特別会計でございます。収収収収入入入入証紙消印証紙消印証紙消印証紙消印実実実実績績績績額額額額をこの特別会計の歳出からをこの特別会計の歳出からをこの特別会計の歳出からをこの特別会計の歳出から使使使使用用用用

料料料料、、、、手数料手数料手数料手数料、県、県、県、県税等税等税等税等のののの属属属属する一する一する一する一般般般般会計の会計の会計の会計の該該該該当歳入当歳入当歳入当歳入科科科科目目目目に振りかに振りかに振りかに振りかええええるるるる手続手続手続手続をををを行行行行っている特別っている特別っている特別っている特別

会計でございます。歳入歳出の会計でございます。歳入歳出の会計でございます。歳入歳出の会計でございます。歳入歳出の状況状況状況状況につきましては、２２につきましては、２２につきましては、２２につきましては、２２ペーペーペーページ及び２ジ及び２ジ及び２ジ及び２３ペー３ペー３ペー３ページにジにジにジに記載記載記載記載のののの

とおりとなっています。とおりとなっています。とおりとなっています。とおりとなっています。

３３３３００００ペーペーペーページ、もう一つの総務部ジ、もう一つの総務部ジ、もう一つの総務部ジ、もう一つの総務部所所所所管の特別会計でございますが、奈良県管の特別会計でございますが、奈良県管の特別会計でございますが、奈良県管の特別会計でございますが、奈良県公債公債公債公債管理特別会管理特別会管理特別会管理特別会

計でございます。この会計は、計でございます。この会計は、計でございます。この会計は、計でございます。この会計は、借換借換借換借換債債債債を特別会計でを特別会計でを特別会計でを特別会計で発発発発行行行行することによりまして、一することによりまして、一することによりまして、一することによりまして、一般般般般会計会計会計会計

等等等等のののの実質的実質的実質的実質的な歳入歳出な歳入歳出な歳入歳出な歳入歳出規模や公債規模や公債規模や公債規模や公債費の費の費の費の負担負担負担負担のののの明明明明確確確確化を化を化を化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設置設置設置設置しているしているしているしている
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ものでございます。歳入歳出のものでございます。歳入歳出のものでございます。歳入歳出のものでございます。歳入歳出の状況状況状況状況につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、３３３３００００ペーペーペーページ及びジ及びジ及びジ及び３３３３１１１１ペーペーペーページにジにジにジに書書書書いていていていて

いるとおりでございます。なお、不用いるとおりでございます。なお、不用いるとおりでございます。なお、不用いるとおりでございます。なお、不用額額額額につきましては、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借借借借入入入入利利利利率の率の率の率の低低低低下等下等下等下等によるによるによるによる

ものでございます。ものでございます。ものでございます。ものでございます。

以以以以上で歳入歳出決算報告上で歳入歳出決算報告上で歳入歳出決算報告上で歳入歳出決算報告書書書書によるによるによるによる説明説明説明説明はははは終わ終わ終わ終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。

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「平成２５年度「平成２５年度「平成２５年度主要施主要施主要施主要施策の成策の成策の成策の成果果果果に関する報告に関する報告に関する報告に関する報告書書書書」に」に」に」に基基基基づきまして、総務部づきまして、総務部づきまして、総務部づきまして、総務部

に関する事に関する事に関する事に関する事項項項項についてごについてごについてごについてご説明説明説明説明を申し上を申し上を申し上を申し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。

８８８８ペーペーペーページ、観光の振興の奈良・日本・ジ、観光の振興の奈良・日本・ジ、観光の振興の奈良・日本・ジ、観光の振興の奈良・日本・アアア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るるる有識有識有識有識者委員会の者委員会の者委員会の者委員会の運営運営運営運営につきにつきにつきにつき

ましては、ましては、ましては、ましては、有識有識有識有識者委員会を者委員会を者委員会を者委員会を分分分分野別に計９１野別に計９１野別に計９１野別に計９１回回回回開催をしております。開催をしております。開催をしております。開催をしております。

知知知知的的的的情情情情報報報報発信ホ発信ホ発信ホ発信ホーーーームムムムペーペーペーページジジジ作作作作成事業でございますが、県成事業でございますが、県成事業でございますが、県成事業でございますが、県主主主主催で開催をいたしました催で開催をいたしました催で開催をいたしました催で開催をいたしました講演講演講演講演

会などの会などの会などの会などの内容内容内容内容をををを編集編集編集編集いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、「「「「知知知知ののののライライライライブブブブララララリリリリーーーー」として」として」として」としてホホホホーーーームムムムペーペーペーページ上でジ上でジ上でジ上で公表公表公表公表をををを

いたしました。いたしました。いたしました。いたしました。

次次次次に、に、に、に、組織組織組織組織力力力力のののの向向向向上と上と上と上と財財財財政の健全化の１、政の健全化の１、政の健全化の１、政の健全化の１、対対対対話話話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目標目標目標・・・・戦略戦略戦略戦略のののの共共共共有有有有の地域の地域の地域の地域

フフフフォォォォーラーラーラーラムムムム開催事業でございます。地域が開催事業でございます。地域が開催事業でございます。地域が開催事業でございます。地域が抱抱抱抱ええええるるるる課題課題課題課題ををををテテテテーーーーマに、マに、マに、マに、知知知知事、事、事、事、市市市市町町町町村長、村長、村長、村長、住住住住民民民民

の皆の皆の皆の皆様様様様方方方方によるによるによるによるパパパパネネネネルルルルディスディスディスディスカッカッカッカッショショショションをンをンをンを行行行行ううううフフフフォォォォーラーラーラーラムムムムを計２を計２を計２を計２回回回回、、、、葛城葛城葛城葛城地域及び大和地域及び大和地域及び大和地域及び大和高高高高

原原原原地域におきまして開催をしております。地域におきまして開催をしております。地域におきまして開催をしております。地域におきまして開催をしております。

９９９９ペーペーペーページの、２、マネジメントジの、２、マネジメントジの、２、マネジメントジの、２、マネジメント力強力強力強力強化の化の化の化の次期行次期行次期行次期行革革革革計計計計画画画画策定事業でございます。策定事業でございます。策定事業でございます。策定事業でございます。今今今今年度か年度か年度か年度か

ら平成２８年度までのら平成２８年度までのら平成２８年度までのら平成２８年度までの３３３３年間を年間を年間を年間を対象期対象期対象期対象期間といたしまして間といたしまして間といたしまして間といたしまして、、、、「奈良県「奈良県「奈良県「奈良県行行行行政政政政経営経営経営経営マネジメントマネジメントマネジメントマネジメント

ププププロロロログラグラグラグラムムムム」を平成２５年１２月に策定をいたしました。」を平成２５年１２月に策定をいたしました。」を平成２５年１２月に策定をいたしました。」を平成２５年１２月に策定をいたしました。

次次次次に、１０に、１０に、１０に、１０ペーペーペーページ、６、歳入ジ、６、歳入ジ、６、歳入ジ、６、歳入対対対対策の策の策の策の税外未収税外未収税外未収税外未収金金金金回収支回収支回収支回収支援援援援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、未収未収未収未収金金金金回回回回

収収収収をををを担担担担当する職員を当する職員を当する職員を当する職員を対象対象対象対象にににに研修研修研修研修や法律や法律や法律や法律相談相談相談相談をををを実施実施実施実施したものでございます。したものでございます。したものでございます。したものでございます。

次次次次に、７、県に、７、県に、７、県に、７、県有有有有資産の資産の資産の資産の有有有有効活効活効活効活用の用の用の用のフフフファシリティァシリティァシリティァシリティマネジメント推進事業でございますが、マネジメント推進事業でございますが、マネジメント推進事業でございますが、マネジメント推進事業でございますが、

経営的経営的経営的経営的なななな視視視視点点点点から県から県から県から県有有有有資産の資産の資産の資産の活活活活用を推進する用を推進する用を推進する用を推進するフフフファシリティァシリティァシリティァシリティマネジメントを推進するため、マネジメントを推進するため、マネジメントを推進するため、マネジメントを推進するため、

システムシステムシステムシステムの開の開の開の開発発発発運運運運用を用を用を用を行行行行いました。いました。いました。いました。

次次次次に、雇用に、雇用に、雇用に、雇用対対対対策の推進の県策の推進の県策の推進の県策の推進の県高齢高齢高齢高齢者者者者人人人人材材材材活活活活用事業でございます。県におきまして用事業でございます。県におきまして用事業でございます。県におきまして用事業でございます。県におきまして高齢高齢高齢高齢者者者者人人人人

材バ材バ材バ材バンンンンククククをををを設置設置設置設置し、農業、し、農業、し、農業、し、農業、薬薬薬薬事事事事研究研究研究研究、観光、観光、観光、観光統統統統計計計計等等等等、さまざまな、さまざまな、さまざまな、さまざまな分分分分野において計１６名の野において計１６名の野において計１６名の野において計１６名の高高高高

齢齢齢齢者を者を者を者を採採採採用し、用し、用し、用し、高齢高齢高齢高齢者雇用を推進いたしました。者雇用を推進いたしました。者雇用を推進いたしました。者雇用を推進いたしました。

続続続続きまして、１１きまして、１１きまして、１１きまして、１１ペーペーペーページ、１、ジ、１、ジ、１、ジ、１、戦略戦略戦略戦略的的的的なななな人人人人材材材材の育成、の育成、の育成、の育成、ふふふふるさとるさとるさとるさと知知知知事ネ事ネ事ネ事ネッッッットトトトワワワワークークークー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によるによるによる交交交交流流流流事業でございます。これにつきましては、山事業でございます。これにつきましては、山事業でございます。これにつきましては、山事業でございます。これにつきましては、山形形形形県及び宮県及び宮県及び宮県及び宮崎崎崎崎県と本県の県と本県の県と本県の県と本県の

間で平成２５年４月より職員の間で平成２５年４月より職員の間で平成２５年４月より職員の間で平成２５年４月より職員の相互派遣相互派遣相互派遣相互派遣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。

３３３３戦略戦略戦略戦略的的的的なななな人人人人材材材材育成の育成の育成の育成の自自自自治治治治研修研修研修研修所所所所研修研修研修研修のののの充充充充実実実実につきまして、職につきまして、職につきまして、職につきまして、職位位位位にににに応応応応じじじじた職た職た職た職位位位位基基基基本本本本研修研修研修研修、、、、
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公公公公募募募募選択選択選択選択制制制制のののの各各各各種能力種能力種能力種能力開開開開発研修発研修発研修発研修をををを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。

続続続続きまして、１２きまして、１２きまして、１２きまして、１２ペーペーペーページ、４、ジ、４、ジ、４、ジ、４、わわわわかりかりかりかりややややすい県政すい県政すい県政すい県政情情情情報の報の報の報の発信発信発信発信のののの刊刊刊刊行行行行物物物物等等等等による県政による県政による県政による県政広広広広報報報報

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、県民民民民の関の関の関の関心心心心のののの高高高高い県政い県政い県政い県政情情情情報をより報をより報をより報をより豊富豊富豊富豊富ににににわわわわかりかりかりかりややややすくすくすくすく毎毎毎毎月月月月提提提提供するため、供するため、供するため、供するため、

県県県県民民民民だより奈良だより奈良だより奈良だより奈良等等等等の資の資の資の資料記載料記載料記載料記載のののの刊刊刊刊行行行行物物物物をををを発発発発行行行行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。

続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、「奈良「奈良「奈良「奈良！！！！そこがそこがそこがそこが知知知知りたい」は、本県のりたい」は、本県のりたい」は、本県のりたい」は、本県の状況状況状況状況とととと諸課題諸課題諸課題諸課題、、、、今後今後今後今後のののの取取取取りりりり組み等組み等組み等組み等にににに

つきまして、つきまして、つきまして、つきまして、映像映像映像映像ででででわわわわかりかりかりかりややややすくすくすくすく解解解解説説説説するするするする番組番組番組番組をををを放送放送放送放送いたしました。いたしました。いたしました。いたしました。

また、県また、県また、県また、県民民民民だより奈良「なら いいだより奈良「なら いいだより奈良「なら いいだより奈良「なら いいね！ね！ね！ね！」でございますが、県」でございますが、県」でございますが、県」でございますが、県民民民民だより奈良のだより奈良のだより奈良のだより奈良の情情情情報を報を報を報を映映映映

像像像像化した化した化した化したテレビテレビテレビテレビ番組番組番組番組を平成２５年６月からを平成２５年６月からを平成２５年６月からを平成２５年６月から放送放送放送放送を開を開を開を開始始始始いたしました。いたしました。いたしました。いたしました。

続続続続きまして、１きまして、１きまして、１きまして、１３ペー３ペー３ペー３ページ、７、マネジメントジ、７、マネジメントジ、７、マネジメントジ、７、マネジメント力力力力のののの強強強強化、会計事務に関する化、会計事務に関する化、会計事務に関する化、会計事務に関する研修拡充研修拡充研修拡充研修拡充事業事業事業事業

でございます。会計事務のでございます。会計事務のでございます。会計事務のでございます。会計事務の適適適適正正正正化のため、出化のため、出化のため、出化のため、出納納納納員、会計員、会計員、会計員、会計担担担担当職員を当職員を当職員を当職員を対象対象対象対象にににに各各各各種研修種研修種研修種研修をををを実施実施実施実施

いたしました。いたしました。いたしました。いたしました。

１４１４１４１４ペーペーペーページ、９、県ジ、９、県ジ、９、県ジ、９、県有有有有資産の資産の資産の資産の有有有有効活効活効活効活用でございます。県用でございます。県用でございます。県用でございます。県有有有有資産資産資産資産有有有有効活効活効活効活用事業でございま用事業でございま用事業でございま用事業でございま

すが、中部地域における出すが、中部地域における出すが、中部地域における出すが、中部地域における出先先先先機関機関機関機関集集集集約約約約のののの拠拠拠拠点点点点づくりといたしまして、づくりといたしまして、づくりといたしまして、づくりといたしまして、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修工改修工改修工改修工

事を進めているところでございます。また、事を進めているところでございます。また、事を進めているところでございます。また、事を進めているところでございます。また、未未未未利利利利用の県用の県用の県用の県有有有有資産の資産の資産の資産の整整整整理といたしまして、理といたしまして、理といたしまして、理といたしまして、旧旧旧旧

北北北北部農林振興事務部農林振興事務部農林振興事務部農林振興事務所所所所のののの売却売却売却売却をををを行行行行いました。いました。いました。いました。

続続続続きまして、１５きまして、１５きまして、１５きまして、１５ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、電電電電子自子自子自子自治治治治体体体体の推進、の推進、の推進、の推進、情情情情報報報報システム最適システム最適システム最適システム最適化事業でございます。化事業でございます。化事業でございます。化事業でございます。

これにつきましては、本年度から平成これにつきましては、本年度から平成これにつきましては、本年度から平成これにつきましては、本年度から平成３３３３０年度までの５年間を０年度までの５年間を０年度までの５年間を０年度までの５年間を対象期対象期対象期対象期間とする奈良県第間とする奈良県第間とする奈良県第間とする奈良県第二二二二

次次次次情情情情報報報報システム最適システム最適システム最適システム最適化計化計化計化計画画画画を策定いたしました。を策定いたしました。を策定いたしました。を策定いたしました。

次次次次に、観光の振興、東に、観光の振興、東に、観光の振興、東に、観光の振興、東アアアアジジジジアアアア地地地地方方方方政政政政府府府府会合の開催につきまして、東会合の開催につきまして、東会合の開催につきまして、東会合の開催につきまして、東アアアアジジジジア諸ア諸ア諸ア諸国との良国との良国との良国との良好好好好

な関係のな関係のな関係のな関係の形形形形成に資するため、６成に資するため、６成に資するため、６成に資するため、６カカカカ国４１地国４１地国４１地国４１地方方方方政政政政府府府府のののの参参参参加を加を加を加を得得得得て、第４て、第４て、第４て、第４回回回回東東東東アアアアジジジジアアアア地地地地方方方方政政政政府府府府

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。

続続続続きまして、１６きまして、１６きまして、１６きまして、１６ペーペーペーページ、２、歳入ジ、２、歳入ジ、２、歳入ジ、２、歳入対対対対策の策の策の策の調調調調査査査査によるによるによるによる課税課税課税課税ベベベベーーーース拡ス拡ス拡ス拡大事業につきまして大事業につきまして大事業につきまして大事業につきまして

は、県は、県は、県は、県税税税税のののの適適適適正正正正な申告にな申告にな申告にな申告に向向向向け、県け、県け、県け、県内内内内に事業に事業に事業に事業所等所等所等所等をををを有有有有しますしますしますします未未未未申告の県申告の県申告の県申告の県外法人外法人外法人外法人にににに対対対対し、し、し、し、調調調調査査査査、、、、

申告申告申告申告指指指指導導導導等等等等をををを実施実施実施実施いたしました。奈良県いたしました。奈良県いたしました。奈良県いたしました。奈良県税税税税制調制調制調制調査査査査会会会会運営運営運営運営事業につきましては、計４事業につきましては、計４事業につきましては、計４事業につきましては、計４回回回回のののの調調調調

査査査査会を開催いたしまして、会を開催いたしまして、会を開催いたしまして、会を開催いたしまして、税税税税制制制制のありのありのありのあり方や経済社方や経済社方や経済社方や経済社会の会の会の会の構構構構造造造造変変変変化に化に化に化に対対対対応応応応した地した地した地した地方税方税方税方税制制制制度につ度につ度につ度につ

いていていていて検討検討検討検討をいたしました。県をいたしました。県をいたしました。県をいたしました。県税収納手税収納手税収納手税収納手段段段段のののの拡拡拡拡大でございますが、大でございますが、大でございますが、大でございますが、納税納税納税納税者の者の者の者の利便利便利便利便性性性性向向向向上のた上のた上のた上のた

め、め、め、め、ココココンンンンビビビビニニニニエエエエンンンンスススススススストトトトアアアアでのでのでのでの納納納納付、マ付、マ付、マ付、マルチペイルチペイルチペイルチペイメントネメントネメントネメントネッッッットトトトワワワワークークークークシステムシステムシステムシステムやイやイやイやインンンンタタタターーーー

ネネネネッッッットをトをトをトを利利利利用した用した用した用した納税手納税手納税手納税手段段段段等等等等、、、、多多多多様様様様な県な県な県な県税収納手税収納手税収納手税収納手段段段段をををを提提提提供いたしました。供いたしました。供いたしました。供いたしました。

このこのこのこの続続続続きから２０きから２０きから２０きから２０ペーペーペーページにつきましては、ジにつきましては、ジにつきましては、ジにつきましては、後後後後ほど危機管理監からごほど危機管理監からごほど危機管理監からごほど危機管理監からご説明説明説明説明を申し上を申し上を申し上を申し上げげげげます。ます。ます。ます。

続続続続きましてきましてきましてきまして３３３３７７７７ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、外外外外国国国国人人人人留学留学留学留学生支生支生支生支援援援援事業でございます。事業でございます。事業でございます。事業でございます。外外外外国国国国人人人人留学留学留学留学生生生生をををを対象対象対象対象に、に、に、に、
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社社社社寺寺寺寺、、、、文文文文化・観光化・観光化・観光化・観光施設施設施設施設の入の入の入の入館無館無館無館無料料料料パスポパスポパスポパスポーーーートトトト、、、、（まほろ（まほろ（まほろ（まほろばパスばパスばパスばパス）を）を）を）を発発発発行行行行するほか、するほか、するほか、するほか、留学留学留学留学生生生生

向向向向けのけのけのけのイイイイベベベベントをントをントをントを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。

以以以以上で総務部の上で総務部の上で総務部の上で総務部の主要施主要施主要施主要施策についてのご策についてのご策についてのご策についてのご説明説明説明説明をををを終わ終わ終わ終わらせていただきます。よろしくごらせていただきます。よろしくごらせていただきます。よろしくごらせていただきます。よろしくご審審審審議議議議

お願いいたします。お願いいたします。お願いいたします。お願いいたします。

○長岡危機管理監○長岡危機管理監○長岡危機管理監○長岡危機管理監 引引引引きききき続続続続きまして、危機管理関係の事きまして、危機管理関係の事きまして、危機管理関係の事きまして、危機管理関係の事項項項項についてごについてごについてごについてご説明説明説明説明を申し上を申し上を申し上を申し上げげげげます。ます。ます。ます。

「平成２５年度「平成２５年度「平成２５年度「平成２５年度主要施主要施主要施主要施策の成策の成策の成策の成果果果果に関する報告に関する報告に関する報告に関する報告書書書書」の１６」の１６」の１６」の１６ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、安安安安全・全・全・全・安心安心安心安心のののの確確確確保１地保１地保１地保１地

域域域域防防防防災災災災力力力力のののの向向向向上でございます。地域上でございます。地域上でございます。地域上でございます。地域防防防防災災災災力力力力のののの向向向向上事業につきましては、上事業につきましては、上事業につきましては、上事業につきましては、災害災害災害災害ボボボボラララランンンンティティティティアアアア

セセセセンンンンタタタターーーー及び及び及び及びココココーーーーディディディディネネネネーーーータタタターーーー研修研修研修研修会を開催いたしまして、会を開催いたしまして、会を開催いたしまして、会を開催いたしまして、災害時災害時災害時災害時におきますにおきますにおきますにおきますボボボボラララランンンンティティティティ

アアアアのののの調調調調整整整整役役役役となるとなるとなるとなる人人人人材材材材のののの養養養養成を成を成を成を行行行行いますとともに、県いますとともに、県いますとともに、県いますとともに、県内企内企内企内企業を業を業を業を対象対象対象対象といたしましたといたしましたといたしましたといたしました企企企企業業業業防防防防

災災災災セミナセミナセミナセミナーーーーを開催をさせていただきました。また、地を開催をさせていただきました。また、地を開催をさせていただきました。また、地を開催をさせていただきました。また、地震震震震、水、水、水、水害害害害、土、土、土、土砂砂砂砂災害災害災害災害、、、、竜巻竜巻竜巻竜巻等等等等のののの災害災害災害災害

へへへへのののの備え備え備え備えといたしまして、県といたしまして、県といたしまして、県といたしまして、県民民民民のののの啓発啓発啓発啓発をををを行行行行うため、うため、うため、うため、パパパパンンンンフフフフレレレレッッッット「ト「ト「ト「わわわわがががが家家家家のののの災害対災害対災害対災害対策」を策」を策」を策」を

作作作作成いたしました。成いたしました。成いたしました。成いたしました。

防防防防災行災行災行災行政通政通政通政通信信信信ネネネネッッッットトトトワワワワークークークークデデデデジジジジタタタタルルルル化事業につきましては、化事業につきましては、化事業につきましては、化事業につきましては、災害時災害時災害時災害時における県、それかにおける県、それかにおける県、それかにおける県、それか

らららら市市市市町町町町村及び村及び村及び村及びライフライライフライライフライライフラインンンン企企企企業の業の業の業の情情情情報報報報伝達伝達伝達伝達のののの手手手手段段段段といたしまして、平成１５年度からといたしまして、平成１５年度からといたしまして、平成１５年度からといたしまして、平成１５年度から運運運運用用用用

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行現行現行現行の県の県の県の県防防防防災行災行災行災行政政政政無線無線無線無線につきまして、につきまして、につきまして、につきまして、老朽老朽老朽老朽化の進化の進化の進化の進行や行や行や行やデデデデジジジジタタタタルルルル化による化による化による化による防防防防災災災災

情情情情報報報報伝達伝達伝達伝達のののの高高高高機機機機能能能能化を化を化を化を図図図図るため、るため、るため、るため、最適最適最適最適なななな回回回回線線線線構構構構成成成成パタパタパタパターーーーンでありますとかンでありますとかンでありますとかンでありますとか整備整備整備整備スケスケスケスケジジジジュュュューーーー

ル等ル等ル等ル等をををを調調調調査査査査検討検討検討検討いたしました。いたしました。いたしました。いたしました。

続続続続きまして１７きまして１７きまして１７きまして１７ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、防防防防災災災災訓練訓練訓練訓練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、消防消防消防消防等等等等のののの防防防防災災災災関係機関関係機関関係機関関係機関やややや住住住住民民民民のののの

皆皆皆皆様様様様方方方方がががが救救救救出、出、出、出、救救救救助や助や助や助や避難避難避難避難所運営等所運営等所運営等所運営等のののの訓練訓練訓練訓練をををを行行行行うことにより、うことにより、うことにより、うことにより、災害対災害対災害対災害対応能力応能力応能力応能力のののの向向向向上を上を上を上を図図図図るるるる

防防防防災災災災総合総合総合総合訓練訓練訓練訓練をををを宇陀宇陀宇陀宇陀市市市市におきまして６６におきまして６６におきまして６６におきまして６６団体団体団体団体、、、、約約約約１１１１，，，，２００名の２００名の２００名の２００名の参参参参加をいただきまして加をいただきまして加をいただきまして加をいただきまして実実実実

施施施施いたしました。また、いたしました。また、いたしました。また、いたしました。また、下市下市下市下市町町町町におきまして林野におきまして林野におきまして林野におきまして林野火火火火災災災災消火訓練消火訓練消火訓練消火訓練をををを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。

危機管理危機管理危機管理危機管理対対対対策推進事業につきましては、策推進事業につきましては、策推進事業につきましては、策推進事業につきましては、災害や災害や災害や災害や危機事危機事危機事危機事象象象象にににに備え備え備え備えるため、職員２名るため、職員２名るため、職員２名るため、職員２名体体体体制制制制にににに

よるよるよるよる宿宿宿宿日日日日直直直直２４２４２４２４時時時時間間間間体体体体制制制制をををを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。

国国国国民民民民保保保保護護護護法体法体法体法体制制制制整備整備整備整備推進事業につきましては、推進事業につきましては、推進事業につきましては、推進事業につきましては、消防庁消防庁消防庁消防庁からからからから伝達伝達伝達伝達されますされますされますされます緊急緊急緊急緊急情情情情報を受報を受報を受報を受信信信信

するための全国するための全国するための全国するための全国瞬瞬瞬瞬時時時時警報警報警報警報システムシステムシステムシステム、通、通、通、通称Ｊ－称Ｊ－称Ｊ－称Ｊ－ＡＡＡＡＬＥＲＴＬＥＲＴＬＥＲＴＬＥＲＴですけれども、などの国ですけれども、などの国ですけれども、などの国ですけれども、などの国民民民民保保保保護護護護にににに

活活活活用する用する用する用するシステムシステムシステムシステムのののの運運運運用でございますとか用でございますとか用でございますとか用でございますとか市市市市町町町町村の村の村の村のシステムシステムシステムシステム運運運運用用用用能力能力能力能力のののの向向向向上に係る上に係る上に係る上に係る支支支支援援援援をををを

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。

紀伊半島紀伊半島紀伊半島紀伊半島大水大水大水大水害害害害からのからのからのからの復旧復旧復旧復旧・・・・復復復復興でございます。興でございます。興でございます。興でございます。防防防防災災災災会議会議会議会議運営運営運営運営事業及び奈良県地域事業及び奈良県地域事業及び奈良県地域事業及び奈良県地域防防防防災災災災

計計計計画見画見画見画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、紀伊半島紀伊半島紀伊半島紀伊半島大水大水大水大水害害害害のののの経経経経験験験験と教と教と教と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、災害時災害時災害時災害時にににに

実実実実際際際際にににに役役役役にににに立立立立つ計つ計つ計つ計画画画画になりますよう、になりますよう、になりますよう、になりますよう、専門専門専門専門的見的見的見的見地から地から地から地から助助助助言言言言をををを得得得得ることをることをることをることを目標目標目標目標といたしましといたしましといたしましといたしまし
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て委員会を開催しました。そのて委員会を開催しました。そのて委員会を開催しました。そのて委員会を開催しました。その後後後後、奈良県、奈良県、奈良県、奈良県防防防防災災災災会議の承認を会議の承認を会議の承認を会議の承認を得得得得まして、計まして、計まして、計まして、計画画画画のののの見見見見直直直直しをしをしをしを行行行行

いました。いました。いました。いました。

避難避難避難避難所所所所機機機機能能能能緊急緊急緊急緊急強強強強化化化化補助補助補助補助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、市市市市町町町町村が村が村が村が行行行行いますいますいますいます避難避難避難避難所所所所におけるにおけるにおけるにおける非常非常非常非常用用用用

電電電電源源源源でございますとかでございますとかでございますとかでございますとか投投投投光光光光器器器器のののの整備整備整備整備に係るに係るに係るに係る支支支支援援援援をををを実施実施実施実施しておりまして、平成２５年度は１しておりまして、平成２５年度は１しておりまして、平成２５年度は１しておりまして、平成２５年度は１

７７７７市市市市町町町町村の１５５の村の１５５の村の１５５の村の１５５の避難避難避難避難所所所所にににに対対対対してしてしてして助助助助成を成を成を成を行行行行いました。いました。いました。いました。

次次次次に、１８に、１８に、１８に、１８ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、消防防消防防消防防消防防災災災災ヘリコヘリコヘリコヘリコププププタタタターーーーテレビ伝送システムテレビ伝送システムテレビ伝送システムテレビ伝送システム整備整備整備整備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、

紀伊半島紀伊半島紀伊半島紀伊半島大水大水大水大水害害害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まして、大まして、大まして、大まして、大規模災害規模災害規模災害規模災害発発発発生時生時生時生時におけますにおけますにおけますにおけます被被被被災災災災情情情情報の報の報の報の正正正正確確確確かつかつかつかつ

迅速迅速迅速迅速なななな収集収集収集収集をををを図図図図るため、るため、るため、るため、消防防消防防消防防消防防災災災災ヘリコヘリコヘリコヘリコププププタタタターーーーののののテレビ伝送システムテレビ伝送システムテレビ伝送システムテレビ伝送システムのののの整備整備整備整備をををを行行行行いました。いました。いました。いました。

陸陸陸陸上上上上自自自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進事業につきましては、推進事業につきましては、推進事業につきましては、推進事業につきましては、陸陸陸陸上上上上自自自自衛隊駐屯衛隊駐屯衛隊駐屯衛隊駐屯地の県地の県地の県地の県内内内内誘致誘致誘致誘致のののの早期実早期実早期実早期実

現現現現にににに向向向向けたけたけたけた具体具体具体具体策を策を策を策を検討検討検討検討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、防衛省防衛省防衛省防衛省等等等等にににに対対対対するするするする駐屯駐屯駐屯駐屯地地地地等等等等のののの配置要配置要配置要配置要望望望望及び及び及び及び

情情情情報報報報収集収集収集収集をををを行行行行いました。いました。いました。いました。

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次次次世世世世代代代代へへへへのののの継継継継承事業につきましては、県承事業につきましては、県承事業につきましては、県承事業につきましては、県民民民民のののの防防防防災災災災意識意識意識意識のののの向向向向上に上に上に上に役役役役立立立立てててて

るため、るため、るため、るため、過過過過去去去去に県に県に県に県内内内内でででで発発発発生生生生いたしました大いたしました大いたしました大いたしました大規模災害規模災害規模災害規模災害をををを調調調調査査査査いたしまして、いたしまして、いたしまして、いたしまして、冊子冊子冊子冊子「「「「歴歴歴歴史から史から史から史から

学学学学ぶ 奈良のぶ 奈良のぶ 奈良のぶ 奈良の災害災害災害災害史」を史」を史」を史」を発発発発行行行行いたしました。本いたしました。本いたしました。本いたしました。本編編編編とととと概要版概要版概要版概要版をををを作作作作成いたしまして、県成いたしまして、県成いたしまして、県成いたしまして、県内内内内の中の中の中の中

学校学校学校学校、、、、高高高高等等等等学校学校学校学校、大、大、大、大学学学学、県、県、県、県内内内内のののの図書図書図書図書館館館館等等等等にににに配配配配布布布布をいたしました。をいたしました。をいたしました。をいたしました。

災害体災害体災害体災害体制制制制の機の機の機の機能充能充能充能充実実実実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、災害災害災害災害発発発発生時生時生時生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ををを行行行行うため、うため、うため、うため、災害災害災害災害

対対対対策本部事務局の策本部事務局の策本部事務局の策本部事務局の設備設備設備設備のののの整備整備整備整備をををを図図図図りますとともに、りますとともに、りますとともに、りますとともに、災害災害災害災害発発発発生時生時生時生時にににに市市市市町町町町村に村に村に村に派遣派遣派遣派遣し、県し、県し、県し、県庁庁庁庁とととと

の連絡の連絡の連絡の連絡調調調調整整整整のののの任任任任に当たります県職員に当たります県職員に当たります県職員に当たります県職員３３３３３３３３名に名に名に名に対対対対するするするする研修研修研修研修等等等等をををを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。

続続続続きまして、医療のきまして、医療のきまして、医療のきまして、医療の充充充充実実実実のののの緊急緊急緊急緊急医療医療医療医療体体体体制制制制のののの充充充充実実実実でございます。奈良県でございます。奈良県でございます。奈良県でございます。奈良県救救救救急急急急医療管医療管医療管医療管制シス制シス制シス制シス

テムテムテムテム、い、い、い、いわわわわゆゆゆゆるるるるｅ－Ｍｅ－Ｍｅ－Ｍｅ－ＭＡＡＡＡＴＴＴＴＣＣＣＣＨＨＨＨ事業でございますけれども、これは平成２事業でございますけれども、これは平成２事業でございますけれども、これは平成２事業でございますけれども、これは平成２３３３３年１月から年１月から年１月から年１月から運運運運

用しております用しております用しております用しております救救救救急急急急搬送搬送搬送搬送ルールルールルールルールをををを支支支支援援援援するため、奈良県するため、奈良県するため、奈良県するため、奈良県緊急緊急緊急緊急医療管医療管医療管医療管制システム制システム制システム制システムを平成２４を平成２４を平成２４を平成２４

年４月に年４月に年４月に年４月に消防消防消防消防機関に、平成２５年４月に医療機関に機関に、平成２５年４月に医療機関に機関に、平成２５年４月に医療機関に機関に、平成２５年４月に医療機関に導導導導入して入して入して入して運運運運用しております。用しております。用しております。用しております。今後今後今後今後ともともともとも

消防消防消防消防機関と医療機関との連機関と医療機関との連機関と医療機関との連機関と医療機関との連携強携強携強携強化を化を化を化を図図図図りまして、りまして、りまして、りまして、迅速迅速迅速迅速、、、、的的的的確確確確なななな救救救救急急急急搬送搬送搬送搬送のののの実現実現実現実現にににに努努努努めてまめてまめてまめてま

いります。いります。いります。いります。

続続続続きまして、きまして、きまして、きまして、安安安安全・全・全・全・安心安心安心安心のののの確確確確保の１、保の１、保の１、保の１、消防力消防力消防力消防力のののの充充充充実実実実強強強強化でございますけれども、１９化でございますけれども、１９化でございますけれども、１９化でございますけれども、１９ペペペペ

ーーーージ、ジ、ジ、ジ、消防力消防力消防力消防力支支支支援援援援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、市市市市町町町町村が計村が計村が計村が計画的画的画的画的にににに行行行行いますいますいますいます消防消防消防消防施設設備施設設備施設設備施設設備のののの整備整備整備整備をををを

促促促促進するため、進するため、進するため、進するため、記載記載記載記載のとおりののとおりののとおりののとおりの補助補助補助補助をいたしました。をいたしました。をいたしました。をいたしました。

広広広広域域域域消防消防消防消防通通通通信システム信システム信システム信システム補助補助補助補助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、消防消防消防消防のののの広広広広域化を進めることにより、大域化を進めることにより、大域化を進めることにより、大域化を進めることにより、大

規模災害規模災害規模災害規模災害などになどになどになどに対対対対し、し、し、し、迅速迅速迅速迅速かつかつかつかつ効果的効果的効果的効果的にににに対対対対応応応応できるできるできるできる災害災害災害災害にににに強強強強いまちづくりを推進するため、いまちづくりを推進するため、いまちづくりを推進するため、いまちづくりを推進するため、

記載記載記載記載のとおりののとおりののとおりののとおりの内容内容内容内容でででで補助補助補助補助をををを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。



---- 11112222 ----

続続続続きまして、２、きまして、２、きまして、２、きまして、２、安安安安全・全・全・全・安心安心安心安心まちづくりの推進でございます。まちづくりの推進でございます。まちづくりの推進でございます。まちづくりの推進でございます。安安安安全・全・全・全・安心安心安心安心まちづくり推まちづくり推まちづくり推まちづくり推

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、防防防防災災災災士士士士のののの養養養養成を成を成を成を行行行行っておりますっておりますっておりますっております自主自主自主自主防犯防犯防犯防犯・・・・防防防防災災災災リリリリーーーーダダダダーーーー研修研修研修研修のほのほのほのほ

か、か、か、か、安安安安全・全・全・全・安心安心安心安心まちづくりまちづくりまちづくりまちづくりアアアアドバドバドバドバイイイイザザザザーーーーのののの派遣派遣派遣派遣事業、また、県事業、また、県事業、また、県事業、また、県内内内内のののの自主自主自主自主防防防防災組織災組織災組織災組織がががが主体主体主体主体とととと

なってなってなってなって実施実施実施実施しますしますしますします訓練訓練訓練訓練へへへへのののの支支支支援援援援事業を４事業を４事業を４事業を４市市市市町町町町村で村で村で村で実施実施実施実施をいたしました。をいたしました。をいたしました。をいたしました。自主自主自主自主防防防防災組織災組織災組織災組織のののの組組組組

織織織織率は全国平率は全国平率は全国平率は全国平均均均均を上を上を上を上回回回回っておりまして、８２っておりまして、８２っておりまして、８２っておりまして、８２％％％％にににに向向向向上いたしておりますけれども、上いたしておりますけれども、上いたしておりますけれども、上いたしておりますけれども、今後今後今後今後もももも

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、組織組織組織組織化、化、化、化、活活活活性化の推進を性化の推進を性化の推進を性化の推進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。

２０２０２０２０ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、安安安安全・全・全・全・安心安心安心安心のののの確確確確保の１、保の１、保の１、保の１、犯罪抑止犯罪抑止犯罪抑止犯罪抑止対対対対策の推進でございます。地域策の推進でございます。地域策の推進でございます。地域策の推進でございます。地域防犯力防犯力防犯力防犯力のののの

向向向向上・上・上・上・強強強強化事業につきましては、地域の化事業につきましては、地域の化事業につきましては、地域の化事業につきましては、地域の防犯力防犯力防犯力防犯力をををを高高高高めるため、平成２５年度から事業をめるため、平成２５年度から事業をめるため、平成２５年度から事業をめるため、平成２５年度から事業をスススス

タタタターーーートさせていただきました。地域トさせていただきました。地域トさせていただきました。地域トさせていただきました。地域防犯防犯防犯防犯重点重点重点重点モデモデモデモデルルルル地地地地区区区区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、住住住住民民民民がががが各団各団各団各団

体体体体と連と連と連と連携携携携して地して地して地して地区区区区のののの防犯協防犯協防犯協防犯協議会を議会を議会を議会を立立立立ち上ち上ち上ち上げげげげ、、、、ソソソソフフフフト、ト、ト、ト、ハハハハーーーード両面ド両面ド両面ド両面から地域のから地域のから地域のから地域の防犯防犯防犯防犯活動活動活動活動にににに取取取取

りりりり組組組組んでいただく事業でございまして、４んでいただく事業でございまして、４んでいただく事業でございまして、４んでいただく事業でございまして、４市市市市町町町町５地５地５地５地区区区区でででで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組組組んでいただきましんでいただきましんでいただきましんでいただきまし

た。た。た。た。

続続続続きまして、２、きまして、２、きまして、２、きまして、２、交交交交通事通事通事通事故抑止故抑止故抑止故抑止対対対対策の推進でございます。策の推進でございます。策の推進でございます。策の推進でございます。交交交交通通通通安安安安全全全全対対対対策推進事業につき策推進事業につき策推進事業につき策推進事業につき

ましては、ましては、ましては、ましては、交交交交通通通通安安安安全県全県全県全県民民民民大会を開催いたしますとともに、地域で大会を開催いたしますとともに、地域で大会を開催いたしますとともに、地域で大会を開催いたしますとともに、地域で交交交交通通通通安安安安全全全全活動活動活動活動にににに取取取取りりりり組む組む組む組む

事業事業事業事業所所所所をををを交交交交通通通通安安安安全全全全ササササポポポポーーーート事業ト事業ト事業ト事業所所所所としてとしてとしてとして登録登録登録登録するするするする制制制制度を平成２４年度から度を平成２４年度から度を平成２４年度から度を平成２４年度からスタスタスタスターーーートさせてトさせてトさせてトさせて

おります。おります。おります。おります。既既既既に県に県に県に県内内内内で１０４の事業で１０４の事業で１０４の事業で１０４の事業所所所所にににに登録登録登録登録いただいておりますけれども、いただいておりますけれども、いただいておりますけれども、いただいておりますけれども、今後今後今後今後ともともともとも幅幅幅幅広広広広

くくくく登録登録登録登録を呼びかけてまいりたいとを呼びかけてまいりたいとを呼びかけてまいりたいとを呼びか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。

以以以以上で２５年度の危機管理関係の上で２５年度の危機管理関係の上で２５年度の危機管理関係の上で２５年度の危機管理関係の主要施主要施主要施主要施策についてご策についてご策についてご策についてご説明説明説明説明をををを終わ終わ終わ終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。

よろしくごよろしくごよろしくごよろしくご審審審審議のほどお願いいたします。議のほどお願いいたします。議のほどお願いいたします。議のほどお願いいたします。

○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 地域振興部に関係する歳出決算についてご地域振興部に関係する歳出決算についてご地域振興部に関係する歳出決算についてご地域振興部に関係する歳出決算についてご説明説明説明説明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。

「平成２５年度奈良県歳入歳出決算報告「平成２５年度奈良県歳入歳出決算報告「平成２５年度奈良県歳入歳出決算報告「平成２５年度奈良県歳入歳出決算報告書書書書」の５」の５」の５」の５ペーペーペーページ、第２ジ、第２ジ、第２ジ、第２款款款款総務費の第４総務費の第４総務費の第４総務費の第４項選項選項選項選挙挙挙挙費費費費

の不用の不用の不用の不用額額額額はははは記載記載記載記載のとおりでございますが、これは、のとおりでございますが、これは、のとおりでございますが、これは、のとおりでございますが、これは、参参参参議院議員議院議員議院議員議院議員選選選選挙挙挙挙立立立立候候候候補補補補者の者の者の者の減減減減によるによるによるによる減減減減

のほか、のほか、のほか、のほか、諸経諸経諸経諸経費の費の費の費の節節節節減等減等減等減等によるものでございます。によるものでございます。によるものでございます。によるものでございます。

次次次次に、第に、第に、第に、第３款３款３款３款地域振興費の第１地域振興費の第１地域振興費の第１地域振興費の第１項項項項地域振興地域振興地域振興地域振興調調調調整整整整費の費の費の費の翌翌翌翌年度年度年度年度繰繰繰繰越越越越額額額額はははは記載記載記載記載のとおりでござのとおりでござのとおりでござのとおりでござ

いますが、これは、国のいますが、これは、国のいますが、これは、国のいますが、これは、国の補正予補正予補正予補正予算に算に算に算に伴伴伴伴いまして、２月議会においていまして、２月議会においていまして、２月議会においていまして、２月議会において補正予補正予補正予補正予算計上をさせて算計上をさせて算計上をさせて算計上をさせて

いただきましていただきましていただきましていただきまして繰繰繰繰り越しましたり越しましたり越しましたり越しました分分分分散型散型散型散型エエエエネネネネルルルルギギギギーイーイーイーインンンンフラ整備フラ整備フラ整備フラ整備事業と事業と事業と事業とＥＥＥＥＶＶＶＶをををを活活活活用した用した用した用した飛鳥飛鳥飛鳥飛鳥

地域振興地域振興地域振興地域振興支支支支援援援援事業でございます。事業でございます。事業でございます。事業でございます。

第２第２第２第２項市項市項市項市町町町町村振興費の不用村振興費の不用村振興費の不用村振興費の不用額額額額は、は、は、は、市市市市町町町町村振興資金村振興資金村振興資金村振興資金貸貸貸貸付事業におきまして付事業におきまして付事業におきまして付事業におきまして貸貸貸貸付付付付額額額額がががが減減減減となとなとなとな

ったほか、ったほか、ったほか、ったほか、諸経諸経諸経諸経費の費の費の費の節節節節減等減等減等減等によるものでございます。によるものでございます。によるものでございます。によるものでございます。

第第第第３項３項３項３項文文文文化・教育費の化・教育費の化・教育費の化・教育費の翌翌翌翌年度年度年度年度繰繰繰繰越越越越額額額額はははは記載記載記載記載のとおりでございますが、これは、のとおりでございますが、これは、のとおりでございますが、これは、のとおりでございますが、これは、文文文文化会化会化会化会館館館館
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施設整備施設整備施設整備施設整備事業におきまして、事業におきまして、事業におきまして、事業におきまして、工工工工法法法法検討検討検討検討等等等等に不に不に不に不測測測測のののの期期期期間を間を間を間を要要要要したことによりしたことによりしたことによりしたことにより今今今今年度に年度に年度に年度に繰繰繰繰り越り越り越り越

しをさせていただいたものでございます。しをさせていただいたものでございます。しをさせていただいたものでございます。しをさせていただいたものでございます。

８８８８ペーペーペーページ、第１２ジ、第１２ジ、第１２ジ、第１２款款款款教育費の第８教育費の第８教育費の第８教育費の第８項項項項大大大大学学学学費の不用費の不用費の不用費の不用額額額額のうち、県のうち、県のうち、県のうち、県立立立立大大大大学学学学費関係の不用費関係の不用費関係の不用費関係の不用額額額額がががが

５５５５，，，，８９４８９４８９４８９４万３，万３，万３，万３，００００００００００００円円円円となっております。地域となっております。地域となっております。地域となっております。地域交交交交流流流流等基等基等基等基本本本本実施設実施設実施設実施設計委託事業におきま計委託事業におきま計委託事業におきま計委託事業におきま

して事業費がして事業費がして事業費がして事業費が減減減減となったほか、となったほか、となったほか、となったほか、諸経諸経諸経諸経費の費の費の費の節節節節減等減等減等減等によるものでございます。によるものでございます。によるものでございます。によるものでございます。

以以以以上で歳入歳出決算報告上で歳入歳出決算報告上で歳入歳出決算報告上で歳入歳出決算報告書書書書についてのについてのについてのについての説明説明説明説明をををを終わ終わ終わ終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。

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、、、、「平成２５年度「平成２５年度「平成２５年度「平成２５年度主要施主要施主要施主要施策の成策の成策の成策の成果果果果に関する報告に関する報告に関する報告に関する報告書書書書」に」に」に」に基基基基づきまして、地づきまして、地づきまして、地づきまして、地

域振興部の平成２５年度の域振興部の平成２５年度の域振興部の平成２５年度の域振興部の平成２５年度の主主主主なななな施施施施策についてご策についてご策についてご策についてご説明説明説明説明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。

２４２４２４２４ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、簡易簡易簡易簡易水道水道水道水道等整備等整備等整備等整備推進事業につきましては、推進事業につきましては、推進事業につきましては、推進事業につきましては、市市市市町町町町村などが村などが村などが村などが実施実施実施実施しましたしましたしましたしました簡易簡易簡易簡易

水道事業水道事業水道事業水道事業等等等等のののの公債公債公債公債費に費に費に費に対対対対しまして、しまして、しまして、しまして、記載記載記載記載の奈良の奈良の奈良の奈良市市市市ほか１２ほか１２ほか１２ほか１２市市市市町町町町村に村に村に村に助助助助成させていただきま成させていただきま成させていただきま成させていただきま

した。また、平成２した。また、平成２した。また、平成２した。また、平成２３３３３年、年、年、年、台風台風台風台風１２号・１５号による１２号・１５号による１２号・１５号による１２号・１５号による簡易簡易簡易簡易水道水道水道水道施設等施設等施設等施設等のののの災害復旧災害復旧災害復旧災害復旧事業の事業の事業の事業の公公公公

債債債債費に費に費に費に対対対対して、して、して、して、五條五條五條五條市市市市ほかほかほかほか３市３市３市３市村に村に村に村に助助助助成いたしたものでございます。成いたしたものでございます。成いたしたものでございます。成いたしたものでございます。

エエエエネネネネルルルルギギギギーーーービビビビジジジジョョョョン推進事業では、地域振興にン推進事業では、地域振興にン推進事業では、地域振興にン推進事業では、地域振興に役役役役立立立立つ小水つ小水つ小水つ小水力発電導力発電導力発電導力発電導入入入入支支支支援援援援事業によりま事業によりま事業によりま事業によりま

して、小水して、小水して、小水して、小水力発電力発電力発電力発電のののの導導導導入可入可入可入可能能能能性性性性調調調調査査査査にににに対対対対するするするする補助補助補助補助をををを実施実施実施実施いたしました。また、いたしました。また、いたしました。また、いたしました。また、製製製製造業者造業者造業者造業者向向向向

けといたしまして、けといたしまして、けといたしまして、けといたしまして、製製製製造業者造業者造業者造業者向向向向けけけけ省エ省エ省エ省エネ・ネ・ネ・ネ・節電節電節電節電対対対対策策策策補助補助補助補助金によりまして、金によりまして、金によりまして、金によりまして、省エ省エ省エ省エネ・ネ・ネ・ネ・節電節電節電節電効効効効

果果果果があると認められるがあると認められるがあると認められるがあると認められる設備設備設備設備改修改修改修改修をををを行行行行う県う県う県う県内内内内製製製製造業者に造業者に造業者に造業者に対対対対しましてしましてしましてしまして助助助助成いたしました。成いたしました。成いたしました。成いたしました。

家家家家庭庭庭庭用用用用太陽太陽太陽太陽光光光光発電発電発電発電設備設置補助設備設置補助設備設置補助設備設置補助事業では、事業では、事業では、事業では、家家家家庭庭庭庭用用用用太陽太陽太陽太陽光光光光パパパパネネネネルルルルをををを設置設置設置設置されたごされたごされたごされたご家家家家庭庭庭庭をををを対対対対

象象象象にににに補助補助補助補助をををを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。

２５２５２５２５ペーペーペーページ、奈良のジ、奈良のジ、奈良のジ、奈良の節電スタ節電スタ節電スタ節電スタイルイルイルイル推進事業では、推進事業では、推進事業では、推進事業では、節電協節電協節電協節電協議会を開催いたしまして、議会を開催いたしまして、議会を開催いたしまして、議会を開催いたしまして、節電節電節電節電

スタスタスタスタイルイルイルイルのののの提提提提案とその案とその案とその案とその啓発啓発啓発啓発活動活動活動活動をををを行わ行わ行わ行わ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。

２６２６２６２６ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、市市市市町町町町村村村村支支支支援援援援関係でございます関係でございます関係でございます関係でございます。。。。「奈良「奈良「奈良「奈良モデモデモデモデルルルル」推進」推進」推進」推進補助補助補助補助金によりまして、金によりまして、金によりまして、金によりまして、

市市市市町町町町村の村の村の村の新新新新たな水平連たな水平連たな水平連たな水平連携携携携としてとしてとしてとして共共共共同同同同調達調達調達調達ややややシステムシステムシステムシステムのののの共共共共同同同同化に化に化に化に取取取取りりりり組組組組んだんだんだんだ記載記載記載記載のののの町町町町村に村に村に村に対対対対

してしてしてして助助助助成いたしました。成いたしました。成いたしました。成いたしました。

奈良県奈良県奈良県奈良県版版版版役役役役割分担実現割分担実現割分担実現割分担実現事業では、県と事業では、県と事業では、県と事業では、県と市市市市町町町町村の村の村の村の新新新新たなたなたなたな役役役役割分担割分担割分担割分担のののの実現実現実現実現にににに向向向向けまして、けまして、けまして、けまして、

「奈良「奈良「奈良「奈良モデモデモデモデルルルル」」」」検討検討検討検討会会会会やややや５つの５つの５つの５つの作作作作業部会での業部会での業部会での業部会での検討検討検討検討をををを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。

活活活活力力力力ああああふふふふれるれるれるれる市市市市町町町町村村村村応援応援応援応援補助補助補助補助金では、金では、金では、金では、市市市市町町町町村などが村などが村などが村などが独独独独自自自自にににに取取取取りりりり組む組む組む組む地域の特性地域の特性地域の特性地域の特性や多や多や多や多様様様様なななな

資資資資源源源源をををを生生生生かした創かした創かした創かした創意工意工意工意工夫あ夫あ夫あ夫あふふふふれる事業をれる事業をれる事業をれる事業を支支支支援援援援するため、奈良するため、奈良するため、奈良するため、奈良市市市市ほか１２ほか１２ほか１２ほか１２団体団体団体団体にににに助助助助成いたし成いたし成いたし成いたし

ました。ました。ました。ました。

市市市市町町町町村振興資金村振興資金村振興資金村振興資金貸貸貸貸付事業では、奈良付事業では、奈良付事業では、奈良付事業では、奈良市市市市とととと河河河河合合合合町町町町におきましてにおきましてにおきましてにおきまして実施実施実施実施するするするする公共施設公共施設公共施設公共施設のののの整備整備整備整備にににに

必必必必要要要要な資金な資金な資金な資金貸貸貸貸し付けをし付けをし付けをし付けを行わ行わ行わ行わ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。
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２７２７２７２７ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、市市市市町町町町村村村村行行行行政政政政経営経営経営経営力力力力向向向向上上上上支支支支援援援援事業により、奈良県・事業により、奈良県・事業により、奈良県・事業により、奈良県・市市市市町町町町村長村長村長村長ササササミミミミッッッットを６トを６トを６トを６回回回回

開催いたしました。開催いたしました。開催いたしました。開催いたしました。

世世世世界遺界遺界遺界遺産産産産登録登録登録登録推進事業につきましては推進事業につきましては推進事業につきましては推進事業につきましては、、、、「「「「飛鳥飛鳥飛鳥飛鳥・藤・藤・藤・藤原原原原の宮の宮の宮の宮都都都都とその関連資産とその関連資産とその関連資産とその関連資産群群群群」の」の」の」の世世世世界界界界

遺遺遺遺産産産産登録登録登録登録にににに向向向向けましてけましてけましてけまして記載記載記載記載の事業をの事業をの事業をの事業を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。

次次次次に、に、に、に、文文文文化振興関係ですが、化振興関係ですが、化振興関係ですが、化振興関係ですが、ムムムムジジジジークフェークフェークフェークフェスススストなら２０１トなら２０１トなら２０１トなら２０１３３３３開催事業につきましては、開催事業につきましては、開催事業につきましては、開催事業につきましては、

世世世世界遺界遺界遺界遺産の産の産の産の社社社社寺寺寺寺やややや県県県県営プール営プール営プール営プール跡跡跡跡地をは地をは地をは地をはじじじじめ、１００会場で２５１のめ、１００会場で２５１のめ、１００会場で２５１のめ、１００会場で２５１のココココンンンンサーサーサーサートを６月に１トを６月に１トを６月に１トを６月に１

７日間に７日間に７日間に７日間にわわわわたり開催いたしました。たり開催いたしました。たり開催いたしました。たり開催いたしました。

２８２８２８２８ペーペーペーページ、史ジ、史ジ、史ジ、史跡跡跡跡等整備活等整備活等整備活等整備活用用用用補助補助補助補助金は、史金は、史金は、史金は、史跡跡跡跡等等等等のののの積極的積極的積極的積極的なななな整備整備整備整備・・・・活活活活用を進める用を進める用を進める用を進める市市市市町町町町村に村に村に村に

対対対対してしてしてして補助補助補助補助金を１８金を１８金を１８金を１８件交件交件交件交付いたしました。付いたしました。付いたしました。付いたしました。

２９２９２９２９ペーペーペーページ、教育関係でございます。まジ、教育関係でございます。まジ、教育関係でございます。まジ、教育関係でございます。まずずずず、１、、１、、１、、１、私私私私学学学学の振興についてでございますが、の振興についてでございますが、の振興についてでございますが、の振興についてでございますが、

私私私私立立立立学校学校学校学校教育教育教育教育経経経経常常常常費費費費補助補助補助補助金として、金として、金として、金として、高高高高等等等等学校学校学校学校１６１６１６１６校校校校、中、中、中、中学校学校学校学校１１１１１１１１校校校校、小、小、小、小学校学校学校学校６６６６校校校校、また、、また、、また、、また、

私私私私立立立立幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園教育教育教育教育経経経経常常常常費費費費補助補助補助補助金として、４金として、４金として、４金として、４３３３３のののの幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園のののの対対対対しししし助助助助成をいたしたところでござい成をいたしたところでござい成をいたしたところでござい成をいたしたところでござい

ます。ます。ます。ます。

低低低低所得所得所得所得者者者者世世世世帯帯帯帯のののの経済的負担経済的負担経済的負担経済的負担をををを軽軽軽軽減減減減するするするする私私私私立立立立高高高高等等等等学校授学校授学校授学校授業業業業料料料料軽軽軽軽減補助減補助減補助減補助金金金金やややや、、、、家家家家庭庭庭庭の教育費の教育費の教育費の教育費

負担負担負担負担をををを軽軽軽軽減減減減するするするする私私私私立立立立高高高高等等等等学校学校学校学校等等等等就就就就学学学学支支支支援援援援事業など事業など事業など事業など記載記載記載記載の事業をの事業をの事業をの事業を行行行行うことにより、うことにより、うことにより、うことにより、私私私私立立立立学校学校学校学校

にににに対対対対してしてしてして支支支支援援援援をををを行わ行わ行わ行わ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。

３３３３００００ペーペーペーページ、県ジ、県ジ、県ジ、県立立立立大大大大学学学学についてでございます。県についてでございます。県についてでございます。県についてでございます。県立立立立大大大大学学学学につきましては、県につきましては、県につきましては、県につきましては、県立立立立大大大大学学学学法人法人法人法人

化化化化準備準備準備準備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、公立公立公立公立大大大大学学学学法人法人法人法人奈良県奈良県奈良県奈良県立立立立大大大大学学学学の定の定の定の定款款款款をををを制制制制定するなど、定するなど、定するなど、定するなど、法人設立法人設立法人設立法人設立

にににに向向向向けたけたけたけた諸準備諸準備諸準備諸準備をををを行わ行わ行わ行わ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。

早早早早稲稲稲稲田大田大田大田大学学学学との連との連との連との連携携携携事業では、大事業では、大事業では、大事業では、大学学学学のののの知知知知的的的的資資資資源源源源をををを活活活活用し、県政のさまざまな用し、県政のさまざまな用し、県政のさまざまな用し、県政のさまざまな課題課題課題課題にににに対対対対応応応応

したしたしたした施施施施策を進めさせていただきました。策を進めさせていただきました。策を進めさせていただきました。策を進めさせていただきました。

県県県県立立立立ジジジジュュュュニアニアニアニアオオオオーーーーケスケスケスケストトトトラ活動ラ活動ラ活動ラ活動事業につきましては、成事業につきましては、成事業につきましては、成事業につきましては、成果果果果をををを発発発発表表表表する機会といたしましする機会といたしましする機会といたしましする機会といたしまし

て、奈良て、奈良て、奈良て、奈良文文文文化会化会化会化会館館館館などでなどでなどでなどでココココンンンンサーサーサーサートを開催いたしました。そのトを開催いたしました。そのトを開催いたしました。そのトを開催いたしました。その他他他他、奈良県、奈良県、奈良県、奈良県文文文文化会化会化会化会館館館館、、、、橿橿橿橿原原原原

文文文文化会化会化会化会館館館館、、、、民民民民俗博俗博俗博俗博物館物館物館物館、、、、図書図書図書図書情情情情報報報報館館館館、県、県、県、県立立立立美美美美術術術術館館館館、、、、万万万万葉葉葉葉文文文文化化化化館館館館におきましてにおきましてにおきましてにおきまして記載記載記載記載のののの多多多多様様様様なななな

文文文文化化化化芸術芸術芸術芸術活動活動活動活動をををを展展展展開させていただきました。開させていただきました。開させていただきました。開させていただきました。

以以以以上で平成２５年度地域振興部の上で平成２５年度地域振興部の上で平成２５年度地域振興部の上で平成２５年度地域振興部の主要施主要施主要施主要施策についての策についての策についての策についての説明説明説明説明をををを終わ終わ終わ終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。

よろしくごよろしくごよろしくごよろしくご審審審審議のほどお願いいたします。議のほどお願いいたします。議のほどお願いいたします。議のほどお願いいたします。

○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 それでは、南部東部振興監それでは、南部東部振興監それでは、南部東部振興監それでは、南部東部振興監所所所所管の事業について管の事業について管の事業について管の事業について説明説明説明説明をさせていたをさせていたをさせていたをさせていた

だきます。だきます。だきます。だきます。

「平成２５年度「平成２５年度「平成２５年度「平成２５年度主要施主要施主要施主要施策の成策の成策の成策の成果果果果に関する報告に関する報告に関する報告に関する報告書書書書」の２２」の２２」の２２」の２２ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、紀伊半島紀伊半島紀伊半島紀伊半島大水大水大水大水害害害害からのからのからのからの
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復旧復旧復旧復旧・・・・復復復復興でございます。興でございます。興でございます。興でございます。紀伊半島紀伊半島紀伊半島紀伊半島大水大水大水大水害復旧害復旧害復旧害復旧・・・・復復復復興推進事業でございますけれども、興推進事業でございますけれども、興推進事業でございますけれども、興推進事業でございますけれども、復復復復

旧旧旧旧・・・・復復復復興計興計興計興計画画画画の進の進の進の進捗捗捗捗管理、それから、平成２６年度管理、それから、平成２６年度管理、それから、平成２６年度管理、それから、平成２６年度版アク版アク版アク版アクショショショションンンンプラプラプラプランの策定をンの策定をンの策定をンの策定を行行行行いましいましいましいまし

た。また、た。また、た。また、た。また、昨昨昨昨年は９月５日にかしはら年は９月５日にかしはら年は９月５日にかしはら年は９月５日にかしはら万万万万葉葉葉葉ホホホホールールールール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奈良県紀伊半島紀伊半島紀伊半島紀伊半島大水大水大水大水害復害復害復害復

旧旧旧旧・・・・復復復復興興興興シシシシンンンンポポポポジジジジウウウウムムムムを開催したところでございます。を開催したところでございます。を開催したところでございます。を開催したところでございます。

ふふふふるさとるさとるさとるさと復復復復興興興興協力隊協力隊協力隊協力隊設置設置設置設置事業につきましては、南部地域・東部地域の１１事業につきましては、南部地域・東部地域の１１事業につきましては、南部地域・東部地域の１１事業につきましては、南部地域・東部地域の１１市市市市町町町町村にこと村にこと村にこと村にこと

しししし３３３３月月月月末末末末現現現現在在在在では２０名をでは２０名をでは２０名をでは２０名を配置配置配置配置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。

地域の地域の地域の地域の再生再生再生再生・・・・再再再再興の南部地域観光興の南部地域観光興の南部地域観光興の南部地域観光復復復復興興興興ププププロモロモロモロモーーーーショショショション事業でございますけれども、大ン事業でございますけれども、大ン事業でございますけれども、大ン事業でございますけれども、大手手手手

旅旅旅旅行行行行雑雑雑雑誌誌誌誌「「「「じじじじゃゃゃゃらんらんらんらん」」」」、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは宿宿宿宿泊泊泊泊予予予予約約約約サイサイサイサイト「ト「ト「ト「じじじじゃゃゃゃらんらんらんらんｎｎｎｎｅｅｅｅｔｔｔｔ」、」、」、」、「「「「楽天楽天楽天楽天トトトトララララベベベベルルルル」」」」等等等等

におきまして、南部地域、東部地域のにおきまして、南部地域、東部地域のにおきまして、南部地域、東部地域のにおきまして、南部地域、東部地域の情情情情報報報報発信発信発信発信をしたところでございます。また、東をしたところでございます。また、東をしたところでございます。また、東をしたところでございます。また、東京駅京駅京駅京駅

におきまして、南部地域におきまして、南部地域におきまして、南部地域におきまして、南部地域へへへへのののの誘誘誘誘客客客客にににに向向向向けまして、ことしがけまして、ことしがけまして、ことしがけまして、ことしが世世世世界遺界遺界遺界遺産産産産登録登録登録登録１０１０１０１０周周周周年でござい年でござい年でござい年でござい

ましたことから、ましたことから、ましたことから、ましたことから、デデデデジジジジタタタタルサイルサイルサイルサイネネネネーーーージジジジ広広広広告の告の告の告の掲掲掲掲出を出を出を出を行行行行いました。いました。いました。いました。

定定定定住住住住・・・・交交交交流促流促流促流促進による地域進による地域進による地域進による地域復復復復興推進事業でございますけれども、南部地域、東部地域興推進事業でございますけれども、南部地域、東部地域興推進事業でございますけれども、南部地域、東部地域興推進事業でございますけれども、南部地域、東部地域へへへへ

のののの移移移移住住住住、また、また、また、また二二二二地域地域地域地域居居居居住住住住のののの促促促促進に進に進に進に向向向向けたけたけたけたホホホホーーーームムムムペーペーペーページのジのジのジの更新更新更新更新、あるいは、、あるいは、、あるいは、、あるいは、実実実実際際際際にににに移移移移住住住住されされされされ

たたたた方方方方 々々々々をををを紹介紹介紹介紹介するするするするパパパパンンンンフフフフレレレレッッッット「ト「ト「ト「ＬＬＬＬｏｃａｌｏｃａｌｏｃａｌｏｃａｌ ＬＬＬＬｉｆｉｆｉｆｉｆｅｅｅｅ ｉｎ Ｎａｒａ Ｏｋｕｙａｍｉｎ Ｎａｒａ Ｏｋｕｙａｍｉｎ Ｎａｒａ Ｏｋｕｙａｍｉｎ Ｎａｒａ Ｏｋｕｙａｍ

ａｔｏａｔｏａｔｏａｔｏ」を」を」を」を発発発発行行行行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。

２２２２３ペー３ペー３ペー３ページ、南部・東部振興計ジ、南部・東部振興計ジ、南部・東部振興計ジ、南部・東部振興計画画画画の推進としまして、南部・東部振興の推進としまして、南部・東部振興の推進としまして、南部・東部振興の推進としまして、南部・東部振興ププププロロロロジジジジェクェクェクェクトトトト検討検討検討検討

事業におきましては、事業におきましては、事業におきましては、事業におきましては、ＧＧＧＧＰＰＰＰＳＳＳＳをををを活活活活用した観光用した観光用した観光用した観光動動動動態態態態及び観光資及び観光資及び観光資及び観光資源源源源調調調調査等査等査等査等、、、、３件３件３件３件のののの調調調調査等査等査等査等をををを行行行行

ったところでございます。ったところでございます。ったところでございます。ったところでございます。

南部・東部振興南部・東部振興南部・東部振興南部・東部振興ププププロロロロジジジジェクェクェクェクト推進事業でございますけれども、上ト推進事業でございますけれども、上ト推進事業でございますけれども、上ト推進事業でございますけれども、上北北北北山村の山村の山村の山村の獣肉処獣肉処獣肉処獣肉処理理理理施設施設施設施設

等等等等、８、８、８、８件件件件のののの助助助助成を成を成を成を行行行行いました。いました。いました。いました。

２、地域資２、地域資２、地域資２、地域資源源源源をををを活活活活用した観光・用した観光・用した観光・用した観光・交交交交流流流流・定・定・定・定住住住住のののの促促促促進でございます進でございます進でございます進でございます。。。。「「「「弘弘弘弘法法法法大大大大師師師師の道」の道」の道」の道」魅魅魅魅力力力力

発発発発掘掘掘掘事業につきましては、南部地域の事業につきましては、南部地域の事業につきましては、南部地域の事業につきましては、南部地域の新新新新たなたなたなたな魅魅魅魅力力力力づくりのため、づくりのため、づくりのため、づくりのため、弘弘弘弘法法法法大大大大師師師師の道をの道をの道をの道をテテテテーーーーマにマにマにマに

したしたしたしたシシシシンンンンポポポポジジジジウウウウムムムム、あるいは、道を、あるいは、道を、あるいは、道を、あるいは、道を活活活活用したト用したト用したト用したトレレレレイルライルライルライルランンンンニニニニンンンングイグイグイグイベベベベントなどをントなどをントなどをントなどを実施実施実施実施したしたしたした

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。

２５２５２５２５ペーペーペーページ、２、うだ・ジ、２、うだ・ジ、２、うだ・ジ、２、うだ・アニアニアニアニママママルルルルパパパパークークークークのののの運営運営運営運営、、、、運営運営運営運営管理事業ですけれども、平成２０管理事業ですけれども、平成２０管理事業ですけれども、平成２０管理事業ですけれども、平成２０

年４月に開年４月に開年４月に開年４月に開園園園園以以以以来来来来、いろいろな、いろいろな、いろいろな、いろいろな体体体体験験験験イイイイベベベベントントントント等等等等をををを実施実施実施実施してきたところでございますが、してきたところでございますが、してきたところでございますが、してきたところでございますが、来来来来

園園園園者は、平成２５年度は者は、平成２５年度は者は、平成２５年度は者は、平成２５年度は前前前前年度比年度比年度比年度比約約約約１０１０１０１０％増％増％増％増の１８の１８の１８の１８万万万万１１１１，，，，００００００００００００人余人余人余人余りのりのりのりの方方方方にお越しいたにお越しいたにお越しいたにお越しいた

だいたところでございます。だいたところでございます。だいたところでございます。だいたところでございます。

うだ・うだ・うだ・うだ・アニアニアニアニママママルルルルパパパパーク施設等整備ーク施設等整備ーク施設等整備ーク施設等整備事業でございます。東部地域の観光事業でございます。東部地域の観光事業でございます。東部地域の観光事業でございます。東部地域の観光拠拠拠拠点点点点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施設整備施設整備施設整備施設整備をををを行行行行っているところでございますけれども、平成２５年度は大っているところでございますけれども、平成２５年度は大っているところでございますけれども、平成２５年度は大っているところでございますけれども、平成２５年度は大型型型型
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すすすすべべべべりりりり台台台台、、、、休憩休憩休憩休憩施設施設施設施設、、、、譲譲譲譲渡用渡用渡用渡用犬猫舎犬猫舎犬猫舎犬猫舎のののの施設整備施設整備施設整備施設整備をををを実施実施実施実施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。

以以以以上で上で上で上で説明説明説明説明をををを終わ終わ終わ終わらせていただきます。どうらせていただきます。どうらせていただきます。どうらせていただきます。どうぞぞぞぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。

○福井観光局長○福井観光局長○福井観光局長○福井観光局長 観光局に関係いたします歳出決算につきましてご観光局に関係いたします歳出決算につきましてご観光局に関係いたします歳出決算につきましてご観光局に関係いたします歳出決算につきましてご説明説明説明説明を申し上を申し上を申し上を申し上げげげげます。ます。ます。ます。

「平成２５年度奈良県歳入歳出決算報告「平成２５年度奈良県歳入歳出決算報告「平成２５年度奈良県歳入歳出決算報告「平成２５年度奈良県歳入歳出決算報告書書書書」の５」の５」の５」の５ペーペーペーページ、第ジ、第ジ、第ジ、第３款３款３款３款地域振興費の第４地域振興費の第４地域振興費の第４地域振興費の第４項項項項観観観観

光費でございます。不用光費でございます。不用光費でございます。不用光費でございます。不用額額額額につきまして、につきまして、につきまして、につきまして、記載記載記載記載のとおりでございますけれども、のとおりでございますけれども、のとおりでございますけれども、のとおりでございますけれども、人件人件人件人件費の費の費の費の

減減減減のほか、のほか、のほか、のほか、諸経諸経諸経諸経費の費の費の費の節節節節減等減等減等減等によるものでございます。によるものでございます。によるものでございます。によるものでございます。

以以以以上で歳入歳出決算報告上で歳入歳出決算報告上で歳入歳出決算報告上で歳入歳出決算報告書書書書につきましてのにつきましてのにつきましてのにつきましての説明説明説明説明をををを終わ終わ終わ終わります。ります。ります。ります。

次次次次にににに、、、、「平成２５年度「平成２５年度「平成２５年度「平成２５年度主要施主要施主要施主要施策の成策の成策の成策の成果果果果に関する報告に関する報告に関する報告に関する報告書書書書」の」の」の」の３３ペー３３ペー３３ペー３３ページ、ジ、ジ、ジ、紀伊半島紀伊半島紀伊半島紀伊半島大水大水大水大水害害害害

からのからのからのからの復旧復旧復旧復旧・・・・復復復復興のうち、興のうち、興のうち、興のうち、被被被被災災災災地域の地域の地域の地域の迅速迅速迅速迅速なななな立立立立ちちちち直直直直り・り・り・り・回復回復回復回復についてでございます。南部についてでございます。南部についてでございます。南部についてでございます。南部

宿宿宿宿泊泊泊泊観光観光観光観光ＰＰＰＰＲＲＲＲ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、紀伊半島紀伊半島紀伊半島紀伊半島大水大水大水大水害害害害でででで減減減減少いたしました少いたしました少いたしました少いたしました宿宿宿宿泊泊泊泊観光観光観光観光客客客客をををを誘致誘致誘致誘致

いたしまして観光産業のいたしまして観光産業のいたしまして観光産業のいたしまして観光産業の回復回復回復回復をををを図図図図るために、るために、るために、るために、五條五條五條五條市市市市ほか５ほか５ほか５ほか５町町町町村が村が村が村が発発発発行行行行いたしますいたしますいたしますいたしますププププレミレミレミレミアアアア

ム宿ム宿ム宿ム宿泊旅泊旅泊旅泊旅行行行行券券券券のののの販販販販売促売促売促売促進進進進イイイイベベベベントを開催いたしましたほか、ントを開催いたしましたほか、ントを開催いたしましたほか、ントを開催いたしましたほか、ＰＰＰＰＲＲＲＲ活動活動活動活動をををを展展展展開いたしました。開いたしました。開いたしました。開いたしました。

そのそのそのその結果結果結果結果、、、、販販販販売売売売数数数数２２２２万３，万３，万３，万３，００００００００００００枚枚枚枚をほをほをほをほぼ完ぼ完ぼ完ぼ完売売売売することができました。することができました。することができました。することができました。

南部地域会議南部地域会議南部地域会議南部地域会議等等等等開催開催開催開催支支支支援援援援事業につきましては、より事業につきましては、より事業につきましては、より事業につきましては、より多多多多くのくのくのくの方方方方 々々々々に南部地域に南部地域に南部地域に南部地域へ実へ実へ実へ実際際際際に足をに足をに足をに足を

運運運運んでもらう機会をつくり出すために、南部地域でのんでもらう機会をつくり出すために、南部地域でのんでもらう機会をつくり出すために、南部地域でのんでもらう機会をつくり出すために、南部地域での宿宿宿宿泊泊泊泊をををを伴伴伴伴います会議います会議います会議います会議等等等等の開催の開催の開催の開催経経経経費に費に費に費に

対対対対しまして、合計７しまして、合計７しまして、合計７しまして、合計７３件３件３件３件のののの補助補助補助補助をををを行行行行いました。いました。いました。いました。

続続続続きまして、観光の振興でございます。１きまして、観光の振興でございます。１きまして、観光の振興でございます。１きまして、観光の振興でございます。１“巡“巡“巡“巡る奈良る奈良る奈良る奈良””””ををををテテテテーーーーマとしたマとしたマとしたマとした周遊周遊周遊周遊観光地とし観光地とし観光地とし観光地とし

てのてのてのての魅魅魅魅力力力力のののの向向向向上、上、上、上、巡巡巡巡る奈良推進事業につきましては、奈良の奥る奈良推進事業につきましては、奈良の奥る奈良推進事業につきましては、奈良の奥る奈良推進事業につきましては、奈良の奥深深深深いいいい魅魅魅魅力力力力をををを発信発信発信発信するために、するために、するために、するために、

社社社社寺寺寺寺のののの協力協力協力協力をいただきまして、をいただきまして、をいただきまして、をいただきまして、秘宝秘宝秘宝秘宝・・・・秘仏秘仏秘仏秘仏の特別開の特別開の特別開の特別開帳帳帳帳など、など、など、など、テテテテーーーーマ性・マ性・マ性・マ性・スススストトトトーーーーリリリリーーーー性のあ性のあ性のあ性のあ

る事業をる事業をる事業をる事業を展展展展開いたしました。開いたしました。開いたしました。開いたしました。

持持持持続的続的続的続的観光観光観光観光力パワ力パワ力パワ力パワーアップ補助ーアップ補助ーアップ補助ーアップ補助金では、金では、金では、金では、周遊周遊周遊周遊滞滞滞滞在型在型在型在型観光に資する事業観光に資する事業観光に資する事業観光に資する事業やややや宿宿宿宿泊泊泊泊力力力力のののの強強強強化に化に化に化に

つながります事業などにつながります事業などにつながります事業などにつながります事業などに取取取取りりりり組む市組む市組む市組む市町町町町村村村村やややや広広広広域連域連域連域連携携携携組織組織組織組織、合計１、合計１、合計１、合計１３団体３団体３団体３団体の１４事業にの１４事業にの１４事業にの１４事業に対対対対しししし

ましてましてましてまして助助助助成を成を成を成を行行行行いました。いました。いました。いました。

３３３３４４４４ペーペーペーページジジジ、、、、「「「「古古古古事事事事記記記記かるた」かるた」かるた」かるた」制作制作制作制作事業につきましては、小事業につきましては、小事業につきましては、小事業につきましては、小学学学学生生生生などをなどをなどをなどを対象対象対象対象といたしまといたしまといたしまといたしま

したしたしたした親親親親ししししみやみやみやみやすいすいすいすい古古古古事事事事記記記記かるたをかるたをかるたをかるたを制作制作制作制作し、県し、県し、県し、県内内内内の小の小の小の小学校学校学校学校などになどになどになどに配配配配布布布布したところでございましたところでございましたところでございましたところでございま

す。す。す。す。

「「「「記紀記紀記紀記紀・・・・万万万万葉葉葉葉」県」県」県」県民活動支民活動支民活動支民活動支援援援援補助補助補助補助金につきましては、金につきましては、金につきましては、金につきましては、記紀記紀記紀記紀・・・・万万万万葉葉葉葉に関連して、すに関連して、すに関連して、すに関連して、すぐぐぐぐれたれたれたれた

イイイイベベベベントを開催するントを開催するントを開催するントを開催する民民民民間の合計１７事業に間の合計１７事業に間の合計１７事業に間の合計１７事業に対対対対しましてしましてしましてしまして補助補助補助補助をいたしたところでございます。をいたしたところでございます。をいたしたところでございます。をいたしたところでございます。

「なら「なら「なら「なら記紀記紀記紀記紀・・・・万万万万葉葉葉葉」」」」シシシシンンンンボボボボルイルイルイルイベベベベント開催事業につきましては、ント開催事業につきましては、ント開催事業につきましては、ント開催事業につきましては、記紀記紀記紀記紀・・・・万万万万葉葉葉葉にににに対対対対しますしますしますします

機機機機運運運運のののの盛盛盛盛り上がりをり上がりをり上がりをり上がりを継継継継続続続続発発発発展展展展させるために、させるために、させるために、させるために、古古古古事事事事記記記記をををを題題題題材材材材といたしましたといたしましたといたしましたといたしましたシシシシンンンンボボボボルイルイルイルイベベベベンンンン
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トといたしまして、第１トといたしまして、第１トといたしまして、第１トといたしまして、第１回回回回のののの古古古古事事事事記記記記朗朗朗朗唱唱唱唱大会を開催したところでございます。大会を開催したところでございます。大会を開催したところでございます。大会を開催したところでございます。

古古古古事事事事記記記記をををを語語語語る出る出る出る出版版版版物物物物顕彰顕彰顕彰顕彰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、古古古古事事事事記記記記出出出出版版版版大大大大賞賞賞賞のののの表表表表彰彰彰彰式式式式、また、、また、、また、、また、記記記記念念念念講講講講

演演演演会を東会を東会を東会を東京京京京で開催したほか、県で開催したほか、県で開催したほか、県で開催したほか、県内内内内８８８８カ所カ所カ所カ所でででで古古古古事事事事記記記記ををををテテテテーーーーマといたしましたマといたしましたマといたしましたマといたしました講演講演講演講演会を会を会を会をリレリレリレリレーーーー

開催したところでございます。開催したところでございます。開催したところでございます。開催したところでございます。

「「「「記紀記紀記紀記紀・・・・万万万万葉葉葉葉」」」」交交交交通事業者連通事業者連通事業者連通事業者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、記紀記紀記紀記紀・・・・万万万万葉葉葉葉ををををテテテテーーーーマとしまして、マとしまして、マとしまして、マとしまして、

ＪＲＪＲＪＲＪＲ西西西西日本、日本、日本、日本、近鉄近鉄近鉄近鉄、奈良、奈良、奈良、奈良交交交交通の地通の地通の地通の地元交元交元交元交通事業者と連通事業者と連通事業者と連通事業者と連携携携携したさまざまなしたさまざまなしたさまざまなしたさまざまなイイイイベベベベントントントント等等等等をををを実施実施実施実施いいいい

たしました。たしました。たしました。たしました。ビビビビンンンンゴゴゴゴ・・・・スタスタスタスタンンンンプラプラプラプラリリリリーやフーやフーやフーやフォォォォトトトトココココンンンンテステステステストなど、トなど、トなど、トなど、記紀記紀記紀記紀・・・・万万万万葉葉葉葉に関しますに関しますに関しますに関します楽楽楽楽

しんでいただくような催しを開催したところでございます。また、しんでいただくような催しを開催したところでございます。また、しんでいただくような催しを開催したところでございます。また、しんでいただくような催しを開催したところでございます。また、多多多多くのくのくのくの方方方方にごにごにごにご参参参参加いた加いた加いた加いた

だき、県だき、県だき、県だき、県内内内内の機の機の機の機運運運運醸醸醸醸成を成を成を成を図図図図ることができました。ることができました。ることができました。ることができました。

３３３３５５５５ペーペーペーページジジジ、、、、「「「「記紀記紀記紀記紀・・・・万万万万葉葉葉葉」」」」シシシシンンンンポポポポジジジジウウウウムムムム開催事業につきましては、開催事業につきましては、開催事業につきましては、開催事業につきましては、記紀記紀記紀記紀・・・・万万万万葉葉葉葉ととととゆゆゆゆかかかか

りのあるりのあるりのあるりのある他他他他県と連県と連県と連県と連携携携携したしたしたしたシシシシンンンンポポポポジジジジウウウウムムムムを東を東を東を東京京京京で開催いたしました。で開催いたしました。で開催いたしました。で開催いたしました。三三三三重重重重県、和県、和県、和県、和歌歌歌歌山県、山県、山県、山県、島島島島

根根根根県、宮県、宮県、宮県、宮崎崎崎崎県の４県の県の４県の県の４県の県の４県の知知知知事にもご出事にもご出事にもご出事にもご出席席席席いただき、本県とともにいただき、本県とともにいただき、本県とともにいただき、本県とともに記紀記紀記紀記紀・・・・万万万万葉葉葉葉をををを活活活活用した観光用した観光用した観光用した観光

振興について振興について振興について振興についてＰＰＰＰＲＲＲＲをををを行行行行いました。いました。いました。いました。

２、通年２、通年２、通年２、通年型型型型観光地に観光地に観光地に観光地に向向向向けた観光けた観光けた観光けた観光オオオオフフフフシシシシーズーズーズーズンンンン対対対対策の推進につきまして、奈良県策の推進につきまして、奈良県策の推進につきまして、奈良県策の推進につきまして、奈良県ビビビビジジジジタタタターーーー

ズズズズビュビュビュビューーーーロロロロー活動支ー活動支ー活動支ー活動支援援援援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、オオオオフフフフシシシシーズーズーズーズンンンン対対対対策につながる策につながる策につながる策につながる旅旅旅旅行企画や行企画や行企画や行企画やココココンンンン

ベベベベンンンンショショショションンンン誘致誘致誘致誘致など、など、など、など、記載記載記載記載の事業にの事業にの事業にの事業に対対対対しししし助助助助成を成を成を成を行行行行ったところでございます。ったところでございます。ったところでございます。ったところでございます。

旅旅旅旅行行行行商品商品商品商品造成事業につきましては、造成事業につきましては、造成事業につきましては、造成事業につきましては、首首首首都都都都圏圏圏圏からのからのからのからの宿宿宿宿泊客泊客泊客泊客のののの誘致誘致誘致誘致をををを図図図図るため、るため、るため、るため、ふふふふだんだんだんだん見見見見るるるる

ことのできないことのできないことのできないことのできない社社社社寺寺寺寺等等等等のののの秘宝秘宝秘宝秘宝・・・・秘仏秘仏秘仏秘仏の特別の特別の特別の特別公公公公開など、本県の開など、本県の開など、本県の開など、本県の持持持持つ観光資つ観光資つ観光資つ観光資源源源源をををを最最最最大限大限大限大限活活活活用し用し用し用し

て奈良のて奈良のて奈良のて奈良の冬キャ冬キャ冬キャ冬キャンンンンペーペーペーペーンンンン、、、、「奈良うまし「奈良うまし「奈良うまし「奈良うまし冬冬冬冬めめめめぐぐぐぐり」をり」をり」をり」を実施実施実施実施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。

オオオオフフフフシシシシーズーズーズーズンのンのンのンのスポスポスポスポーーーーツツツツイイイイベベベベントをントをントをントを活活活活用した奈良の用した奈良の用した奈良の用した奈良の宿宿宿宿泊泊泊泊推進事業につきましては、全国推進事業につきましては、全国推進事業につきましては、全国推進事業につきましては、全国

高高高高等等等等学校学校学校学校ラグラグラグラグビビビビーーーー大会大会大会大会参参参参加加加加校校校校にににに対対対対しまして、県しまして、県しまして、県しまして、県内内内内旅旅旅旅館館館館、、、、ホテホテホテホテルルルルでのでのでのでの宿宿宿宿泊泊泊泊をををを働働働働きかけますときかけますときかけますときかけますと

ともに、ともに、ともに、ともに、宿宿宿宿舎舎舎舎へへへへのののの激励訪問激励訪問激励訪問激励訪問やややや歓迎看板歓迎看板歓迎看板歓迎看板をををを設置設置設置設置するなどのするなどのするなどのするなどの取取取取りりりり組み組み組み組みをををを行行行行ったところでございったところでございったところでございったところでござい

ます。ます。ます。ます。

３３３３、奈良の、奈良の、奈良の、奈良の魅魅魅魅力力力力をををを効果的効果的効果的効果的にににに発信発信発信発信につきまして、につきまして、につきまして、につきまして、３３３３６６６６ペーペーペーページ、大ジ、大ジ、大ジ、大型型型型ディスディスディスディスププププレレレレイイイイによる観による観による観による観

光光光光情情情情報報報報発信発信発信発信事業につきましては、県事業につきましては、県事業につきましては、県事業につきましては、県内各内各内各内各地の地の地の地の旬旬旬旬の観光の観光の観光の観光情情情情報などを県報などを県報などを県報などを県内主要内主要内主要内主要駅駅駅駅や集や集や集や集客客客客施設等施設等施設等施設等

にににに設置設置設置設置いたしました大いたしました大いたしました大いたしました大型型型型ディスディスディスディスププププレレレレイイイイでででで提提提提供いたしまして、県供いたしまして、県供いたしまして、県供いたしまして、県内各内各内各内各地地地地へへへへのののの誘誘誘誘客客客客をををを促促促促進しま進しま進しま進しま

した。した。した。した。

首首首首都都都都圏圏圏圏におけるにおけるにおけるにおける情情情情報報報報発信発信発信発信事業につきましては、東事業につきましては、東事業につきましては、東事業につきましては、東京京京京都都都都日本橋にございます奈良まほろ日本橋にございます奈良まほろ日本橋にございます奈良まほろ日本橋にございます奈良まほろばばばば

館館館館におきまして、におきまして、におきまして、におきまして、ココココンンンンシシシシェルェルェルェルジジジジュュュュによります奈良の観光案によります奈良の観光案によります奈良の観光案によります奈良の観光案内内内内、、、、イイイイベベベベントントントント等等等等の開催、県産のの開催、県産のの開催、県産のの開催、県産の

物物物物産とともに、産とともに、産とともに、産とともに、首首首首都都都都圏圏圏圏のののの学校学校学校学校やややや旅旅旅旅行行行行業者などに業者などに業者などに業者などに対対対対しましてしましてしましてしまして修学修学修学修学旅旅旅旅行行行行をををを誘致誘致誘致誘致するためのさまするためのさまするためのさまするためのさま
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ざまなざまなざまなざまな取取取取りりりり組み組み組み組みをををを行行行行ったところでございます。ったところでございます。ったところでございます。ったところでございます。

続続続続いて、奈良のいて、奈良のいて、奈良のいて、奈良の魅魅魅魅力力力力をををを効果的効果的効果的効果的にににに発信発信発信発信につきまして、につきまして、につきまして、につきまして、３３３３７７７７ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、外外外外国国国国人人人人観光観光観光観光客客客客誘致戦略誘致戦略誘致戦略誘致戦略

ビビビビジジジジッッッットならトならトならトならキャキャキャキャンンンンペーペーペーペーンにつきましては、ンにつきましては、ンにつきましては、ンにつきましては、海海海海外外外外で観光で観光で観光で観光ププププロモロモロモロモーーーーショショショションなどをンなどをンなどをンなどを実施実施実施実施いたしいたしいたしいたし

まして、まして、まして、まして、外外外外国国国国人人人人観光観光観光観光客客客客やややや訪訪訪訪日教育日教育日教育日教育旅旅旅旅行行行行誘致誘致誘致誘致のための事業をのための事業をのための事業をのための事業を展展展展開いたしたところでございま開いたしたところでございま開いたしたところでございま開いたしたところでございま

す。す。す。す。

３３３３８８８８ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、ＵＮＷＵＮＷＵＮＷＵＮＷＴＴＴＴＯＯＯＯアアアアジジジジアアアア太太太太平平平平洋洋洋洋地域委員会地域委員会地域委員会地域委員会等等等等誘致誘致誘致誘致事業につきましては、国連事業につきましては、国連事業につきましては、国連事業につきましては、国連世世世世界界界界

観光機関（観光機関（観光機関（観光機関（ＵＮＷＵＮＷＵＮＷＵＮＷＴＴＴＴＯＯＯＯ）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、アアアアジジジジアアアア太太太太平平平平洋洋洋洋地域委員会地域委員会地域委員会地域委員会等等等等の国の国の国の国際際際際会議の本県開会議の本県開会議の本県開会議の本県開

催に催に催に催に向向向向けましたけましたけましたけました誘致誘致誘致誘致活動活動活動活動をををを展展展展開いたしまして、本年１１月１７日から２１日に奈良で観光開いたしまして、本年１１月１７日から２１日に奈良で観光開いたしまして、本年１１月１７日から２１日に奈良で観光開いたしまして、本年１１月１７日から２１日に奈良で観光

統統統統計計計計ウウウウィィィィークークークークといたしまして、国といたしまして、国といたしまして、国といたしまして、国際際際際会議を連会議を連会議を連会議を連続続続続開催することにつながったものでございま開催することにつながったものでございま開催することにつながったものでございま開催することにつながったものでございま

す。す。す。す。

以以以以上で平成２５年度観光局の上で平成２５年度観光局の上で平成２５年度観光局の上で平成２５年度観光局の主要施主要施主要施主要施策につきまして策につきまして策につきまして策につきまして説明説明説明説明をををを終わ終わ終わ終わらせていただきます。よらせていただきます。よらせていただきます。よらせていただきます。よ

ろしくごろしくごろしくごろしくご審審審審議のほどお願いいたします。議のほどお願いいたします。議のほどお願いいたします。議のほどお願いいたします。

○江南健康福祉部長○江南健康福祉部長○江南健康福祉部長○江南健康福祉部長 それでは、健康福祉部に関係する歳出決算についてごそれでは、健康福祉部に関係する歳出決算についてごそれでは、健康福祉部に関係する歳出決算についてごそれでは、健康福祉部に関係する歳出決算についてご説明説明説明説明を申し上を申し上を申し上を申し上

げげげげます。ます。ます。ます。

「平成２５年度歳入歳出決算報告「平成２５年度歳入歳出決算報告「平成２５年度歳入歳出決算報告「平成２５年度歳入歳出決算報告書書書書」の５」の５」の５」の５ペーペーペーページ、第４ジ、第４ジ、第４ジ、第４款款款款健康福祉費の第１健康福祉費の第１健康福祉費の第１健康福祉費の第１項項項項地域福祉地域福祉地域福祉地域福祉

費、第２費、第２費、第２費、第２項項項項障障障障害害害害福祉費、第福祉費、第福祉費、第福祉費、第３項３項３項３項長長長長寿寿寿寿社社社社会費、第５会費、第５会費、第５会費、第５項生活項生活項生活項生活保保保保護護護護費でございます。費でございます。費でございます。費でございます。最最最最初に、第初に、第初に、第初に、第

１１１１項項項項地域福祉費でございますが、不用地域福祉費でございますが、不用地域福祉費でございますが、不用地域福祉費でございますが、不用額額額額につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、就就就就職職職職活動活動活動活動をををを行行行行いますいますいますいます離離離離職者に職者に職者に職者に対対対対

しししし住宅住宅住宅住宅費を給付する費を給付する費を給付する費を給付する住住住住まいまいまいまい対対対対策策策策拡充拡充拡充拡充等支等支等支等支援援援援事業におきまして、給付事業におきまして、給付事業におきまして、給付事業におきまして、給付額額額額が当初が当初が当初が当初見込み見込み見込み見込みをををを下回下回下回下回

ったこと、また、国ったこと、また、国ったこと、また、国ったこと、また、国民民民民健康保健康保健康保健康保険険険険財財財財政政政政調調調調整交整交整交整交付金事業におきまして、付金事業におきまして、付金事業におきまして、付金事業におきまして、交交交交付金の付金の付金の付金の額額額額が当初が当初が当初が当初見込見込見込見込

みみみみをををを下回下回下回下回ったことなどによるものでございます。ったことなどによるものでございます。ったことなどによるものでございます。ったことなどによるものでございます。

次次次次に、第２に、第２に、第２に、第２項項項項障障障障害害害害福祉費でございます。福祉費でございます。福祉費でございます。福祉費でございます。繰繰繰繰越越越越額額額額につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、施設施設施設施設の創の創の創の創設等設等設等設等にににに対対対対してしてしてして

補助補助補助補助をををを行行行行いますいますいますいます障障障障害害害害者福祉者福祉者福祉者福祉施設整備施設整備施設整備施設整備事業におきまして、国の平成２５年度事業におきまして、国の平成２５年度事業におきまして、国の平成２５年度事業におきまして、国の平成２５年度補正補正補正補正にににに伴伴伴伴い、２い、２い、２い、２

月月月月補正予補正予補正予補正予算に計上したことによるもの、算に計上したことによるもの、算に計上したことによるもの、算に計上したことによるもの、並並並並びにびにびにびに障障障障害害害害者者者者グループグループグループグループホホホホーーーームムムム等整備等整備等整備等整備事業におきま事業におきま事業におきま事業におきま

して、事業して、事業して、事業して、事業実施主体実施主体実施主体実施主体のおくれによりのおくれによりのおくれによりのおくれにより繰繰繰繰り越しをり越しをり越しをり越しを行行行行ったものでございます。また、この不用ったものでございます。また、この不用ったものでございます。また、この不用ったものでございます。また、この不用

額額額額につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、障障障障害害害害者の者の者の者の自立自立自立自立のための福祉のための福祉のための福祉のための福祉サーサーサーサービスビスビスビスのののの利利利利用に用に用に用に応応応応じじじじて給付をいたしますて給付をいたしますて給付をいたしますて給付をいたします

障障障障害害害害者者者者自立支自立支自立支自立支援援援援給付費におきまして、給付費の給付費におきまして、給付費の給付費におきまして、給付費の給付費におきまして、給付費の額額額額が当初が当初が当初が当初見込み見込み見込み見込みをををを下回下回下回下回ったことなどによるったことなどによるったことなどによるったことなどによる

ものでございます。ものでございます。ものでございます。ものでございます。

次次次次に、第に、第に、第に、第３項３項３項３項長長長長寿寿寿寿社社社社会費でございます。会費でございます。会費でございます。会費でございます。繰繰繰繰越越越越額額額額につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、施設施設施設施設の創の創の創の創設等設等設等設等にににに対対対対してしてしてして

補助補助補助補助をををを行行行行いますいますいますいます老老老老人人人人福祉福祉福祉福祉施設整備施設整備施設整備施設整備事業、また、事業、また、事業、また、事業、また、介介介介護護護護基基基基盤盤盤盤緊急整備等対緊急整備等対緊急整備等対緊急整備等対策事業におきまして、策事業におきまして、策事業におきまして、策事業におきまして、

事業事業事業事業実施主体実施主体実施主体実施主体のおくれによりのおくれによりのおくれによりのおくれにより繰繰繰繰り越ししたものでございます。また、不用り越ししたものでございます。また、不用り越ししたものでございます。また、不用り越ししたものでございます。また、不用額額額額につきましてにつきましてにつきましてにつきまして
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は、は、は、は、施設施設施設施設のののの円円円円滑滑滑滑な開な開な開な開設設設設のために、のために、のために、のために、準備経準備経準備経準備経費に費に費に費に対対対対してしてしてして補助補助補助補助をををを行行行行いますいますいますいます施設施設施設施設開開開開設準備経設準備経設準備経設準備経費費費費助助助助成成成成

特別特別特別特別対対対対策事業におきまして、策事業におきまして、策事業におきまして、策事業におきまして、対象施設数対象施設数対象施設数対象施設数が当初が当初が当初が当初見込み見込み見込み見込みをををを下回下回下回下回ったことなどによるものでごったことなどによるものでごったことなどによるものでごったことなどによるものでご

ざいます。ざいます。ざいます。ざいます。

最最最最後後後後に、第５に、第５に、第５に、第５項生活項生活項生活項生活保保保保護護護護費でございますが、不用費でございますが、不用費でございますが、不用費でございますが、不用額額額額につきましては、医療につきましては、医療につきましては、医療につきましては、医療扶助等扶助等扶助等扶助等のののの実実実実績績績績

が当初が当初が当初が当初見込み見込み見込み見込みをををを下回下回下回下回ったことなどによるものでございます。なお、ったことなどによるものでございます。なお、ったことなどによるものでございます。なお、ったことなどによるものでございます。なお、翌翌翌翌年度年度年度年度繰繰繰繰り越しのり越しのり越しのり越しの額額額額、、、、

また不用また不用また不用また不用額額額額につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、記載記載記載記載のとおりとなっております。のとおりとなっております。のとおりとなっております。のとおりとなっております。

続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、「平成２５年度「平成２５年度「平成２５年度「平成２５年度主要施主要施主要施主要施策の成策の成策の成策の成果果果果に関する報告に関する報告に関する報告に関する報告書書書書」によりまして、健康福祉」によりまして、健康福祉」によりまして、健康福祉」によりまして、健康福祉

部に係ります事部に係ります事部に係ります事部に係ります事項項項項についてごについてごについてごについてご説明説明説明説明を申し上を申し上を申し上を申し上げげげげます。ます。ます。ます。

４０４０４０４０ペーペーペーページ、福祉のジ、福祉のジ、福祉のジ、福祉の充充充充実実実実、１、福祉・、１、福祉・、１、福祉・、１、福祉・介介介介護護護護サーサーサーサービスビスビスビスのののの人人人人材材材材の育成と定の育成と定の育成と定の育成と定着着着着といたしまして、といたしまして、といたしまして、といたしまして、

福祉・福祉・福祉・福祉・介介介介護護護護人人人人材確材確材確材確保保保保緊急支緊急支緊急支緊急支援援援援事業につきましては、福祉・事業につきましては、福祉・事業につきましては、福祉・事業につきましては、福祉・介介介介護護護護従従従従事者の事者の事者の事者の内内内内定定定定促促促促進進進進やややや若若若若いいいい世世世世

代の代の代の代の参参参参入入入入促促促促進など、総合進など、総合進など、総合進など、総合的的的的な福祉な福祉な福祉な福祉人人人人材確材確材確材確保策を保策を保策を保策を実施実施実施実施をいたしました。をいたしました。をいたしました。をいたしました。

２、県２、県２、県２、県民民民民誰誰誰誰もが地域でもが地域でもが地域でもが地域で安心安心安心安心してしてしてして暮暮暮暮らすためのらすためのらすためのらすための施施施施策の策の策の策の充充充充実実実実といたしまして、４１といたしまして、４１といたしまして、４１といたしまして、４１ペーペーペーページのジのジのジの

新新新新たな地域のたな地域のたな地域のたな地域の絆絆絆絆づくり事業では、平成２５年づくり事業では、平成２５年づくり事業では、平成２５年づくり事業では、平成２５年３３３３月に策定をいたしました奈良県地域福祉計月に策定をいたしました奈良県地域福祉計月に策定をいたしました奈良県地域福祉計月に策定をいたしました奈良県地域福祉計

画画画画にににに基基基基づきまして地域福祉を推進するづきまして地域福祉を推進するづきまして地域福祉を推進するづきまして地域福祉を推進する支え支え支え支え合いの合いの合いの合いの体体体体制制制制づくりをづくりをづくりをづくりを行行行行うために、奈良うために、奈良うために、奈良うために、奈良市市市市平平平平城城城城西西西西

地地地地区区区区におきましてにおきましてにおきましてにおきましてモデモデモデモデルルルル事業事業事業事業等等等等をををを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。

次次次次に、に、に、に、３３３３、、、、生活生活生活生活・・・・就労就労就労就労・・・・住宅住宅住宅住宅等等等等のののの支支支支援援援援といたしまして、といたしまして、といたしまして、といたしまして、生活生活生活生活保保保保護護護護受給者受給者受給者受給者チチチチャャャャレレレレンジンジンジンジササササポポポポ

ーーーート事業では、ト事業では、ト事業では、ト事業では、就労就労就労就労支支支支援援援援員と員と員と員と高校高校高校高校就就就就学学学学支支支支援援援援員を県福祉事務員を県福祉事務員を県福祉事務員を県福祉事務所所所所にににに配置配置配置配置をいたしまして、をいたしまして、をいたしまして、をいたしまして、生活生活生活生活

保保保保護護護護受給者の受給者の受給者の受給者の自立自立自立自立にににに向向向向けたけたけたけた支支支支援援援援をををを行行行行いますとともに、いますとともに、いますとともに、いますとともに、生活生活生活生活保保保保護世護世護世護世帯帯帯帯の中の中の中の中学学学学生生生生にににに対対対対するするするする生活生活生活生活

面面面面、、、、学学学学習習習習面面面面のののの支支支支援援援援をををを行行行行いました。いました。いました。いました。

次次次次に、に、に、に、紀伊半島紀伊半島紀伊半島紀伊半島大水大水大水大水害害害害からのからのからのからの復旧復旧復旧復旧・・・・復復復復興といたしまして、興といたしまして、興といたしまして、興といたしまして、被被被被災災災災者に者に者に者に対対対対するきめするきめするきめするきめ細細細細ややややかなかなかなかな

生活支生活支生活支生活支援援援援では、では、では、では、紀伊半島紀伊半島紀伊半島紀伊半島大水大水大水大水害害害害によりによりによりにより被被被被災災災災し、し、し、し、仮仮仮仮設設設設住宅住宅住宅住宅に入に入に入に入居居居居中でありました９８中でありました９８中でありました９８中でありました９８世世世世帯帯帯帯にににに

対対対対しましてしましてしましてしまして生活生活生活生活必需品必需品必需品必需品のののの貸貸貸貸与与与与をををを行行行行ったものでございます。ったものでございます。ったものでございます。ったものでございます。

４２４２４２４２ペーペーペーページ、１、国ジ、１、国ジ、１、国ジ、１、国民民民民健康保健康保健康保健康保険険険険対対対対策といたしまして、国策といたしまして、国策といたしまして、国策といたしまして、国民民民民健康保健康保健康保健康保険険険険財財財財政政政政調調調調整交整交整交整交付金にお付金にお付金にお付金にお

きましては、きましては、きましては、きましては、市市市市町町町町村国村国村国村国民民民民健康保健康保健康保健康保険険険険間の間の間の間の財財財財政政政政力力力力の不の不の不の不均衡均衡均衡均衡をををを調調調調整整整整するためのするためのするためのするための助助助助成を成を成を成を実施実施実施実施いたしいたしいたしいたし

ました。ました。ました。ました。

国国国国民民民民健康保健康保健康保健康保険険険険基基基基盤盤盤盤安安安安定化事業におきましては、定化事業におきましては、定化事業におきましては、定化事業におきましては、低低低低所得所得所得所得者の保者の保者の保者の保険険険険料料料料軽軽軽軽減減減減相相相相当当当当額額額額のののの補補補補填填填填等等等等をををを

行行行行いますなど、国いますなど、国いますなど、国いますなど、国民民民民健康保健康保健康保健康保険険険険のののの基基基基盤盤盤盤安安安安定化を定化を定化を定化を図図図図るためのるためのるためのるための助助助助成を成を成を成を実施実施実施実施をいたしました。をいたしました。をいたしました。をいたしました。

最最最最下下下下段段段段でございます。奈良県でございます。奈良県でございます。奈良県でございます。奈良県市市市市町町町町村国村国村国村国民民民民健康保健康保健康保健康保険険険険のありのありのありのあり方方方方検討検討検討検討事業では、事業では、事業では、事業では、市市市市町町町町村国村国村国村国民民民民健健健健

康保康保康保康保険険険険のののの広広広広域化に域化に域化に域化に向向向向けた環境けた環境けた環境けた環境整備整備整備整備をををを行行行行うためのうためのうためのうための検討検討検討検討をををを行行行行ったものでございます。ったものでございます。ったものでございます。ったものでございます。

４４４４３ペー３ペー３ペー３ページ、２、ジ、２、ジ、２、ジ、２、後期後期後期後期高齢高齢高齢高齢者医療者医療者医療者医療対対対対策といたしまして、策といたしまして、策といたしまして、策といたしまして、後期後期後期後期高齢高齢高齢高齢者医療給付事業では、者医療給付事業では、者医療給付事業では、者医療給付事業では、
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後期後期後期後期高齢高齢高齢高齢者の医療給付費の一部を者の医療給付費の一部を者の医療給付費の一部を者の医療給付費の一部を負担負担負担負担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、後期後期後期後期高齢高齢高齢高齢者医療保者医療保者医療保者医療保険険険険基基基基盤盤盤盤安安安安定定定定

化事業では、化事業では、化事業では、化事業では、低低低低所得所得所得所得者の保者の保者の保者の保険険険険料料料料軽軽軽軽減減減減相相相相当当当当額額額額のののの補補補補填填填填等等等等をををを行行行行うなど、うなど、うなど、うなど、制制制制度の度の度の度の基基基基盤盤盤盤安安安安定を定を定を定を図図図図るたるたるたるた

めのめのめのめの助助助助成を成を成を成を実施実施実施実施したものでございます。したものでございます。したものでございます。したものでございます。

また、また、また、また、後期後期後期後期高齢高齢高齢高齢者医療者医療者医療者医療財財財財政政政政安安安安定化定化定化定化基基基基金事業では、保金事業では、保金事業では、保金事業では、保険険険険料料料料のののの収納収納収納収納リスリスリスリスクや見込み以クや見込み以クや見込み以クや見込み以上の医上の医上の医上の医

療給付の療給付の療給付の療給付の増増増増加に加に加に加に対対対対応応応応するためのするためのするためのするための積み立積み立積み立積み立てとして、また、保てとして、また、保てとして、また、保てとして、また、保険険険険料料料料率の率の率の率の改改改改定定定定時時時時における保における保における保における保険険険険料料料料

のののの増増増増加加加加抑制抑制抑制抑制として、として、として、として、後期後期後期後期高齢高齢高齢高齢者医療者医療者医療者医療広広広広域連合に域連合に域連合に域連合に対対対対してしてしてして交交交交付金を付金を付金を付金を交交交交付したものでございます。付したものでございます。付したものでございます。付したものでございます。

後期後期後期後期高齢高齢高齢高齢者医療者医療者医療者医療広広広広域連合機域連合機域連合機域連合機能強能強能強能強化化化化支支支支援援援援事業では、県と事業では、県と事業では、県と事業では、県と後期後期後期後期高齢高齢高齢高齢者医療者医療者医療者医療広広広広域連合が域連合が域連合が域連合が共共共共同同同同いいいい

たしまして、健康づくりたしまして、健康づくりたしまして、健康づくりたしまして、健康づくり等等等等保保保保険険険険者機者機者機者機能能能能をををを発発発発揮揮揮揮するためのするためのするためのするための取取取取りりりり組み組み組み組みをををを実施実施実施実施したものでございしたものでございしたものでございしたものでござい

ます。ます。ます。ます。

３３３３、福祉医療、福祉医療、福祉医療、福祉医療対対対対策といたしまして、策といたしまして、策といたしまして、策といたしまして、心心心心身障身障身障身障害害害害者医療費者医療費者医療費者医療費助助助助成事業を初め、成事業を初め、成事業を初め、成事業を初め、次次次次の４４の４４の４４の４４ペーペーペーページジジジ

にございますにございますにございますにございます３３３３つの事業につきましては、事業つの事業につきましては、事業つの事業につきましては、事業つの事業につきましては、事業主体主体主体主体のののの市市市市町町町町村に村に村に村に対対対対し、それし、それし、それし、それぞぞぞぞれれれれ経経経経費の２費の２費の２費の２分分分分

の１をの１をの１をの１を助助助助成したものでございます。成したものでございます。成したものでございます。成したものでございます。

健康づくりの推進といたしまして、なら健康長健康づくりの推進といたしまして、なら健康長健康づくりの推進といたしまして、なら健康長健康づくりの推進といたしまして、なら健康長寿寿寿寿基基基基本計本計本計本計画画画画推進事業では、健康推進事業では、健康推進事業では、健康推進事業では、健康寿命寿命寿命寿命日本日本日本日本

一を一を一を一を目指目指目指目指しまして、健康づくりを総合しまして、健康づくりを総合しまして、健康づくりを総合しまして、健康づくりを総合的的的的に推進するためのに推進するためのに推進するためのに推進するための基基基基本本本本的的的的な計な計な計な計画画画画として、なら健康として、なら健康として、なら健康として、なら健康

長長長長寿寿寿寿基基基基本計本計本計本計画画画画を策定いたしますとともに、健康を策定いたしますとともに、健康を策定いたしますとともに、健康を策定いたしますとともに、健康寿命寿命寿命寿命にににに寄寄寄寄与与与与するするするする要要要要因因因因等等等等をををを研究研究研究研究し、し、し、し、効果的効果的効果的効果的なななな

施施施施策のあり策のあり策のあり策のあり方方方方をををを検討検討検討検討をいたしました。をいたしました。をいたしました。をいたしました。

４５４５４５４５ペーペーペーページ、がんジ、がんジ、がんジ、がん検検検検診診診診推進事業では、推進事業では、推進事業では、推進事業では、官民官民官民官民挙挙挙挙げげげげてがんてがんてがんてがん検検検検診診診診の受の受の受の受診診診診率の率の率の率の向向向向上上上上等等等等をををを図図図図るためるためるためるため

に、１０月１０日の「奈良県がんとに、１０月１０日の「奈良県がんとに、１０月１０日の「奈良県がんとに、１０月１０日の「奈良県がんと向向向向き合う日」にき合う日」にき合う日」にき合う日」に街頭街頭街頭街頭啓発啓発啓発啓発キャキャキャキャンンンンペーペーペーペーンをンをンをンを実施実施実施実施するととするととするととするとと

もに、１１６もに、１１６もに、１１６もに、１１６団体団体団体団体のののの参画参画参画参画をををを得得得得ましてましてましてまして、、、、「がん「がん「がん「がん検検検検診診診診を受けようを受けようを受けようを受けよう！！！！」奈良県」奈良県」奈良県」奈良県民民民民会議を開催した会議を開催した会議を開催した会議を開催した

ものでございます。ものでございます。ものでございます。ものでございます。

歯歯歯歯科科科科保健推進事業につきましては、平成２５年保健推進事業につきましては、平成２５年保健推進事業につきましては、平成２５年保健推進事業につきましては、平成２５年３３３３月に策定をいたしましたなら月に策定をいたしましたなら月に策定をいたしましたなら月に策定をいたしましたなら歯歯歯歯とととと口腔口腔口腔口腔

の健康づくり計の健康づくり計の健康づくり計の健康づくり計画画画画にににに基基基基づきまして、づきまして、づきまして、づきまして、歯歯歯歯科科科科口腔口腔口腔口腔保健保健保健保健指指指指導導導導等等等等の事業をの事業をの事業をの事業を実施実施実施実施したものでございましたものでございましたものでございましたものでございま

す。す。す。す。

健康健康健康健康ステステステステーーーーショショショションンンン設置設置設置設置促促促促進事業におきましては、進事業におきましては、進事業におきましては、進事業におきましては、誰誰誰誰でもでもでもでも気気気気軽軽軽軽に健康づくりを開に健康づくりを開に健康づくりを開に健康づくりを開始始始始し、まし、まし、まし、ま

たたたた実実実実践践践践できる地域のできる地域のできる地域のできる地域の拠拠拠拠点点点点といたしまして、奈良県健康といたしまして、奈良県健康といたしまして、奈良県健康といたしまして、奈良県健康ステステステステーーーーショショショションを本年１月にンを本年１月にンを本年１月にンを本年１月に橿橿橿橿原原原原市内市内市内市内

にににに設置設置設置設置したものでございます。したものでございます。したものでございます。したものでございます。

４７４７４７４７ペーペーペーページ、２、地域ジ、２、地域ジ、２、地域ジ、２、地域生活基生活基生活基生活基盤盤盤盤のののの整備整備整備整備といたしまして、といたしまして、といたしまして、といたしまして、障障障障害害害害者者者者自立支自立支自立支自立支援援援援介介介介護護護護給付事業及給付事業及給付事業及給付事業及

び、び、び、び、障障障障害害害害者者者者自立支自立支自立支自立支援訓練援訓練援訓練援訓練等等等等給付事業におきましては、給付事業におきましては、給付事業におきましては、給付事業におきましては、記載記載記載記載の事業につきまして、の事業につきまして、の事業につきまして、の事業につきまして、市市市市町町町町村が村が村が村が

指指指指定事業定事業定事業定事業所所所所に給付する費用にに給付する費用にに給付する費用にに給付する費用に対対対対しましてしましてしましてしまして負担負担負担負担をををを行行行行ったものでございます。ったものでございます。ったものでございます。ったものでございます。

障障障障害害害害者者者者グループグループグループグループホホホホーーーームムムム等整備等整備等整備等整備事業及び、その事業及び、その事業及び、その事業及び、その次次次次にございますにございますにございますにございます障障障障害害害害者福祉者福祉者福祉者福祉施設整備施設整備施設整備施設整備事業に事業に事業に事業に
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おきましては、それおきましては、それおきましては、それおきましては、それぞぞぞぞれれれれ施設等施設等施設等施設等のののの整備整備整備整備にににに要要要要するするするする経経経経費に費に費に費に対対対対しましてしましてしましてしまして補助補助補助補助をををを行行行行ったものでござったものでござったものでござったものでござ

います。います。います。います。

発達発達発達発達障障障障害害害害者者者者支支支支援援援援事業では、奈良事業では、奈良事業では、奈良事業では、奈良市内市内市内市内にございますにございますにございますにございます仔鹿園仔鹿園仔鹿園仔鹿園内内内内にににに設置設置設置設置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発達発達発達発達障障障障

害害害害者者者者支支支支援セ援セ援セ援センンンンタタタターーーーにおきまして、におきまして、におきまして、におきまして、発達発達発達発達障障障障害害害害者に者に者に者に対対対対する総合する総合する総合する総合的的的的なななな支支支支援援援援をををを行行行行ったものでございったものでございったものでございったものでござい

ます。ます。ます。ます。

４８４８４８４８ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、高高高高次次次次脳脳脳脳機機機機能能能能障障障障害支害支害支害支援援援援事業におきましては、病事業におきましては、病事業におきましては、病事業におきましては、病気や気や気や気や事事事事故故故故等等等等によりましてによりましてによりましてによりまして脳脳脳脳にににに

障障障障害害害害をお受けになったをお受けになったをお受けになったをお受けになった高高高高次次次次脳脳脳脳機機機機能能能能障障障障害害害害者者者者へへへへのののの支支支支援援援援をををを行行行行うために、４月に名うために、４月に名うために、４月に名うために、４月に名称称称称がががが変変変変更更更更になっになっになっになっ

ていますていますていますています障障障障害害害害者総合者総合者総合者総合支支支支援セ援セ援セ援センンンンタタタター内ー内ー内ー内にににに設置設置設置設置をしましたをしましたをしましたをしました同同同同支支支支援セ援セ援セ援センンンンタタタターーーーにおいてにおいてにおいてにおいて相談相談相談相談支支支支援援援援やややや

診診診診断断断断等等等等をををを実施実施実施実施したものでございます。したものでございます。したものでございます。したものでございます。

４９４９４９４９ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、３３３３、、、、障障障障害害害害者の者の者の者の就労就労就労就労とととと社社社社会会会会参参参参加加加加促促促促進といたしまして、進といたしまして、進といたしまして、進といたしまして、支え支え支え支えあい県あい県あい県あい県民参民参民参民参加推進加推進加推進加推進

事業におきましては、事業におきましては、事業におきましては、事業におきましては、障障障障害害害害のあるのあるのあるのある人人人人とないとないとないとない人人人人がともに理がともに理がともに理がともに理解解解解し合い、し合い、し合い、し合い、支え支え支え支え合う地域合う地域合う地域合う地域社社社社会にす会にす会にす会にす

るための県るための県るための県るための県民参民参民参民参加加加加型型型型のののの運動運動運動運動といたしまして、まほろといたしまして、まほろといたしまして、まほろといたしまして、まほろばばばば「あい「あい「あい「あいササササポポポポーーーートトトト運動運動運動運動」を推進したと」を推進したと」を推進したと」を推進したと

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。

ならならならなら障障障障害害害害者「はたらく」推進事業におきましては、者「はたらく」推進事業におきましては、者「はたらく」推進事業におきましては、者「はたらく」推進事業におきましては、企企企企業との連業との連業との連業との連携強携強携強携強化などによりまして、化などによりまして、化などによりまして、化などによりまして、

就労就労就労就労にににに向向向向けた一けた一けた一けた一体的体的体的体的なななな支支支支援援援援体体体体制制制制をををを構構構構築築築築するために、するために、するために、するために、障障障障害害害害者はたらく者はたらく者はたらく者はたらく応援応援応援応援団団団団ならのならのならのならの設置等設置等設置等設置等のののの

取取取取りりりり組み組み組み組みをををを実施実施実施実施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。

５１５１５１５１ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、介介介介護護護護保保保保険険険険制制制制度の度の度の度の着実着実着実着実なななな運営運営運営運営・・・・介介介介護護護護人人人人材材材材のののの確確確確保といたしまして、保といたしまして、保といたしまして、保といたしまして、介介介介護護護護保保保保険険険険制制制制

度推進事業におきましては、度推進事業におきましては、度推進事業におきましては、度推進事業におきましては、介介介介護護護護給付費の県給付費の県給付費の県給付費の県負担負担負担負担、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは市市市市町町町町村が村が村が村が実施実施実施実施する地域する地域する地域する地域支支支支援援援援事事事事

業に業に業に業に要要要要するするするする経経経経費を費を費を費を負担負担負担負担する地域する地域する地域する地域支支支支援援援援事業事業事業事業交交交交付金付金付金付金等等等等のののの記載記載記載記載の事業についての事業についての事業についての事業について実施実施実施実施をしたものでをしたものでをしたものでをしたもので

ございます。ございます。ございます。ございます。

５２５２５２５２ペーペーペーページ、特別ジ、特別ジ、特別ジ、特別養護老養護老養護老養護老人人人人ホホホホーーーームムムムのののの整備整備整備整備では、では、では、では、記載記載記載記載の４の４の４の４施設施設施設施設のののの整備整備整備整備、また、その、また、その、また、その、また、その次次次次のののの介介介介

護護護護基基基基盤盤盤盤緊急整備緊急整備緊急整備緊急整備特別特別特別特別対対対対策事業では、小策事業では、小策事業では、小策事業では、小規模多規模多規模多規模多機機機機能能能能型居型居型居型居宅宅宅宅介介介介護護護護事業事業事業事業所等所等所等所等のののの整備や整備や整備や整備や既既既既存存存存施設施設施設施設のののの

ススススププププリリリリンンンンクラー等クラー等クラー等クラー等のののの設置設置設置設置にににに対対対対するするするする経経経経費に費に費に費に対対対対しましてしましてしましてしまして補助補助補助補助をををを行行行行いました。いました。いました。いました。

施設施設施設施設開開開開設準備経設準備経設準備経設準備経費費費費助助助助成特別成特別成特別成特別対対対対策事業におきましては、開策事業におきましては、開策事業におきましては、開策事業におきましては、開設時設時設時設時からからからから質質質質のののの高高高高いいいいサーサーサーサービスビスビスビスをををを提提提提

供できるように、特別供できるように、特別供できるように、特別供できるように、特別養護老養護老養護老養護老人人人人ホホホホーーーームムムム等等等等の開の開の開の開設準備経設準備経設準備経設準備経費費費費等等等等のののの助助助助成を成を成を成を行行行行ったものでございまったものでございまったものでございまったものでございま

す。す。す。す。

５５５５３ペー３ペー３ペー３ページ、７、地域ジ、７、地域ジ、７、地域ジ、７、地域包包包包括括括括ケケケケアアアアシステムシステムシステムシステムのののの構構構構築築築築といたしまして、地域といたしまして、地域といたしまして、地域といたしまして、地域包包包包括支括支括支括支援セ援セ援セ援センンンンタタタターーーー

機機機機能強能強能強能強化事業におきましては、地域化事業におきましては、地域化事業におきましては、地域化事業におきましては、地域包包包包括括括括ケケケケアアアアシステムシステムシステムシステムのののの構構構構築築築築にににに向向向向けまして、その中けまして、その中けまして、その中けまして、その中核核核核となとなとなとな

ります地域ります地域ります地域ります地域包包包包括支括支括支括支援セ援セ援セ援センンンンタタタターーーーの機の機の機の機能強能強能強能強化を化を化を化を図図図図るためのるためのるためのるための専門専門専門専門員として員として員として員として看看看看護護護護師師師師資資資資格格格格をををを持持持持つ地域つ地域つ地域つ地域

包包包包括括括括ケケケケア支ア支ア支ア支援援援援員を員を員を員を配置配置配置配置をいたしまして、をいたしまして、をいたしまして、をいたしまして、セセセセンンンンタタタターーーーの職員にの職員にの職員にの職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等等等等をををを実施実施実施実施したもしたもしたもしたも



---- 22222222 ----

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。

５４５４５４５４ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、訪問看訪問看訪問看訪問看護護護護支支支支援援援援事業におきましては、事業におきましては、事業におきましては、事業におきましては、在在在在宅宅宅宅療療療療養養養養の環境のの環境のの環境のの環境の充充充充実実実実をををを図図図図るためにるためにるためにるために訪訪訪訪

問看問看問看問看護護護護サーサーサーサービスビスビスビスのののの安安安安定定定定的的的的な供給な供給な供給な供給体体体体制制制制のののの維維維維持持持持、、、、確確確確保を保を保を保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、訪問看訪問看訪問看訪問看護護護護支支支支援検援検援検援検

討討討討会議の開催会議の開催会議の開催会議の開催等等等等の事業をの事業をの事業をの事業を実施実施実施実施したものでございます。したものでございます。したものでございます。したものでございます。

次次次次の地域での地域での地域での地域で取取取取りりりり組む組む組む組む認認認認知知知知症症症症介介介介護護護護支支支支援援援援事業及び、その事業及び、その事業及び、その事業及び、その次次次次にございます認にございます認にございます認にございます認知知知知症症症症介介介介護専門護専門護専門護専門職職職職支支支支

援援援援事業におきましては、認事業におきましては、認事業におきましては、認事業におきましては、認知知知知症症症症高齢高齢高齢高齢者の者の者の者の方方方方 々々々々がががが住住住住みみみみなれた地域でなれた地域でなれた地域でなれた地域で安心安心安心安心してしてしてして暮暮暮暮らすことがでらすことがでらすことがでらすことがで

きるように、きるように、きるように、きるように、電話相談電話相談電話相談電話相談窓口窓口窓口窓口のののの設置設置設置設置、県、県、県、県民民民民にににに対対対対するするするする正正正正しいしいしいしい知識知識知識知識のののの普普普普及及及及啓発啓発啓発啓発、認、認、認、認知知知知症症症症にににに携携携携わわわわるるるる

専門専門専門専門職職職職へへへへのののの支支支支援援援援等等等等をををを実施実施実施実施したものでございます。したものでございます。したものでございます。したものでございます。

５５５５５５５５ペーペーペーページ、地域でジ、地域でジ、地域でジ、地域で暮暮暮暮らしらしらしらし続続続続けるためのけるためのけるためのけるための仕仕仕仕組み組み組み組みづくり事業におきましては、づくり事業におきましては、づくり事業におきましては、づくり事業におきましては、紀伊半島紀伊半島紀伊半島紀伊半島大大大大

水水水水害害害害でででで被被被被災災災災されましたされましたされましたされました五條五條五條五條市市市市大大大大塔塔塔塔町町町町及び及び及び及び十津十津十津十津川村における川村における川村における川村における検討検討検討検討会議会議会議会議等等等等にににに参画参画参画参画をいたしましをいたしましをいたしましをいたしまし

て、地域て、地域て、地域て、地域包包包包括括括括ケケケケアアアアシステムシステムシステムシステム構構構構築築築築にににに向向向向けたけたけたけた市市市市及び村の及び村の及び村の及び村の取取取取りりりり組み組み組み組みをををを支支支支援援援援したものでございます。したものでございます。したものでございます。したものでございます。

５６５６５６５６ペーペーペーページ、８、ジ、８、ジ、８、ジ、８、高齢高齢高齢高齢者の者の者の者の生生生生きがいづくりの推進といたしまして、きがいづくりの推進といたしまして、きがいづくりの推進といたしまして、きがいづくりの推進といたしまして、高齢高齢高齢高齢者者者者スポスポスポスポーーーーツツツツ文文文文化化化化

交交交交流流流流大会開催事業におきましては、大会開催事業におきましては、大会開催事業におきましては、大会開催事業におきましては、高齢高齢高齢高齢者の者の者の者のスポスポスポスポーーーーツツツツ文文文文化化化化活動活動活動活動のののの励励励励みみみみ、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは発発発発表表表表の場の場の場の場

となるとなるとなるとなる交交交交流流流流大会を開催いたしました。１５大会を開催いたしました。１５大会を開催いたしました。１５大会を開催いたしました。１５種種種種目目目目ににににわわわわたり、たり、たり、たり、約約約約２２２２，３，３，３，３００００００００人人人人のののの参参参参加をいただ加をいただ加をいただ加をいただ

いたところでございます。いたところでございます。いたところでございます。いたところでございます。

高齢高齢高齢高齢者者者者生生生生きがいきがいきがいきがいワワワワーク支ーク支ーク支ーク支援援援援事業では、事業では、事業では、事業では、高齢高齢高齢高齢者の者の者の者の就労就労就労就労とととと生生生生きがいづくりのために、きがいづくりのために、きがいづくりのために、きがいづくりのために、高齢高齢高齢高齢者者者者

グループグループグループグループがそのがそのがそのがその知識知識知識知識、、、、経経経経験験験験をををを生生生生かしていただき、地域のかしていただき、地域のかしていただき、地域のかしていただき、地域の課題課題課題課題のののの解解解解決につながる事業の決につながる事業の決につながる事業の決につながる事業の起起起起業業業業

をををを支支支支援援援援したものでございます。したものでございます。したものでございます。したものでございます。

長長長長寿寿寿寿社社社社会推進事業におきましては、会推進事業におきましては、会推進事業におきましては、会推進事業におきましては、情情情情報報報報誌誌誌誌のののの発発発発行行行行、、、、高齢高齢高齢高齢者美者美者美者美術展術展術展術展の開催、の開催、の開催、の開催、グループグループグループグループ・・・・人人人人

材情材情材情材情報報報報ババババンンンンク等ク等ク等ク等のののの各各各各種種種種事業を事業を事業を事業を実施実施実施実施をいたしました。をいたしました。をいたしました。をいたしました。

以以以以上で平成２５年度健康福祉部上で平成２５年度健康福祉部上で平成２５年度健康福祉部上で平成２５年度健康福祉部所所所所管の管の管の管の主要施主要施主要施主要施策について策について策について策について説明説明説明説明をををを終わ終わ終わ終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。

よろしくごよろしくごよろしくごよろしくご審審審審議のほどお願い申し上議のほどお願い申し上議のほどお願い申し上議のほどお願い申し上げげげげます。ます。ます。ます。

○上山こども・女性局長○上山こども・女性局長○上山こども・女性局長○上山こども・女性局長 それでは、こども・女性局に関係する歳出決算につきましてごそれでは、こども・女性局に関係する歳出決算につきましてごそれでは、こども・女性局に関係する歳出決算につきましてごそれでは、こども・女性局に関係する歳出決算につきましてご

説明説明説明説明申し上申し上申し上申し上げげげげます。ます。ます。ます。

「平成２５年度奈良県歳入歳出決算報告「平成２５年度奈良県歳入歳出決算報告「平成２５年度奈良県歳入歳出決算報告「平成２５年度奈良県歳入歳出決算報告書書書書」の５」の５」の５」の５ペーペーペーページ、第４ジ、第４ジ、第４ジ、第４款款款款健康福祉費のうち、第健康福祉費のうち、第健康福祉費のうち、第健康福祉費のうち、第

４４４４項項項項こども・女性費でございます。こども・女性費でございます。こども・女性費でございます。こども・女性費でございます。繰繰繰繰越越越越額額額額につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、民民民民間保育間保育間保育間保育所所所所の創の創の創の創設設設設、、、、増設増設増設増設にににに要要要要

するするするする経経経経費を費を費を費を市市市市町町町町村に村に村に村に助助助助成する成する成する成する安心子安心子安心子安心子育て育て育て育て支支支支援援援援対対対対策事業及び策事業及び策事業及び策事業及び子子子子ども・ども・ども・ども・子子子子育て育て育て育て支支支支援援援援新新新新制制制制度に係度に係度に係度に係

るるるるシステムシステムシステムシステム開開開開発発発発経経経経費を費を費を費を市市市市町町町町村に村に村に村に助助助助成する成する成する成する子子子子ども・ども・ども・ども・子子子子育て育て育て育て支支支支援援援援新新新新制制制制度度度度準備準備準備準備事業において、そ事業において、そ事業において、そ事業において、そ

れれれれぞぞぞぞれ事業れ事業れ事業れ事業実施主体実施主体実施主体実施主体のおくれによりのおくれによりのおくれによりのおくれにより繰繰繰繰り越したものでございます。また、不用り越したものでございます。また、不用り越したものでございます。また、不用り越したものでございます。また、不用額額額額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、児童児童児童児童養護養護養護養護施設等児童施設等児童施設等児童施設等児童保保保保護護護護措置措置措置措置費において、費において、費において、費において、措置児童数措置児童数措置児童数措置児童数が当初が当初が当初が当初見込み見込み見込み見込みをををを下回下回下回下回ったこったこったこったこ
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とととと等等等等によるものでございます。によるものでございます。によるものでございます。によるものでございます。

１６１６１６１６ペーペーペーページ、奈良県ジ、奈良県ジ、奈良県ジ、奈良県母母母母子子子子寡婦寡婦寡婦寡婦福祉資金福祉資金福祉資金福祉資金貸貸貸貸付金特別会計の歳入歳出決算でございます。ま付金特別会計の歳入歳出決算でございます。ま付金特別会計の歳入歳出決算でございます。ま付金特別会計の歳入歳出決算でございます。ま

ずずずず、歳入決算です。第２、歳入決算です。第２、歳入決算です。第２、歳入決算です。第２款繰款繰款繰款繰越金、第越金、第越金、第越金、第３款諸収３款諸収３款諸収３款諸収入に係る入に係る入に係る入に係る収収収収入入入入済額済額済額済額につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、右端右端右端右端のののの

欄欄欄欄のとおり、のとおり、のとおり、のとおり、予予予予算算算算現額現額現額現額にににに対対対対しまして、それしまして、それしまして、それしまして、それぞぞぞぞれ２れ２れ２れ２，，，，７００７００７００７００万円余万円余万円余万円余、８００、８００、８００、８００万円余万円余万円余万円余のののの増増増増となとなとなとな

っております。そのっております。そのっております。そのっております。その主主主主な理な理な理な理由由由由といたしましては、といたしましては、といたしましては、といたしましては、前前前前年度からの年度からの年度からの年度からの繰繰繰繰越金及び越金及び越金及び越金及び貸貸貸貸付金付金付金付金元元元元利利利利収収収収入入入入

がががが予予予予算算算算額額額額のののの見込み見込み見込み見込みよりもよりもよりもよりも増増増増加したことによるものでございます。加したことによるものでございます。加したことによるものでございます。加したことによるものでございます。

１７１７１７１７ペーペーペーページ、歳出決算でございます。第１ジ、歳出決算でございます。第１ジ、歳出決算でございます。第１ジ、歳出決算でございます。第１款款款款健康福祉費、第２健康福祉費、第２健康福祉費、第２健康福祉費、第２項項項項母母母母子子子子寡婦寡婦寡婦寡婦福祉資金福祉資金福祉資金福祉資金貸貸貸貸付付付付

事業費に係る不用事業費に係る不用事業費に係る不用事業費に係る不用額額額額は４は４は４は４，，，，００００００００００００万円余万円余万円余万円余となっております。そのとなっております。そのとなっております。そのとなっております。その主主主主な理な理な理な理由由由由といたしまして、といたしまして、といたしまして、といたしまして、

貸貸貸貸付金付金付金付金額額額額がががが見込み見込み見込み見込みより少なかったことによるものでございます。より少なかったことによるものでございます。より少なかったことによるものでございます。より少なかったことによ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、、、、「平成２５年度「平成２５年度「平成２５年度「平成２５年度主要施主要施主要施主要施策の成策の成策の成策の成果果果果に関する報告に関する報告に関する報告に関する報告書書書書」に」に」に」に基基基基づきまして、こどづきまして、こどづきまして、こどづきまして、こど

も・女性局に係る事も・女性局に係る事も・女性局に係る事も・女性局に係る事項項項項についてごについてごについてごについてご説明説明説明説明申し上申し上申し上申し上げげげげます。ます。ます。ます。

５７５７５７５７ペーペーペーページ、まジ、まジ、まジ、まずずずず、こども・女性、こども・女性、こども・女性、こども・女性支支支支援援援援のののの充充充充実実実実でございます。１、でございます。１、でございます。１、でございます。１、仕仕仕仕事と事と事と事と子子子子育ての育ての育ての育ての両両両両立支立支立支立支

援援援援といたしまして、といたしまして、といたしまして、といたしまして、放放放放課後児童課後児童課後児童課後児童健全育成事業費健全育成事業費健全育成事業費健全育成事業費補助補助補助補助では、では、では、では、昼昼昼昼間、保間、保間、保間、保護護護護者のいない者のいない者のいない者のいない家家家家庭庭庭庭のののの児児児児

童童童童の健全育成をの健全育成をの健全育成をの健全育成を図図図図るため、るため、るため、るため、放放放放課後児童クラ課後児童クラ課後児童クラ課後児童クラブブブブをををを運営運営運営運営する２８する２８する２８する２８市市市市町町町町村に村に村に村に対対対対してしてしてして運営運営運営運営費を費を費を費を補助補助補助補助

するとともに、するとともに、するとともに、するとともに、放放放放課後児童クラ課後児童クラ課後児童クラ課後児童クラブブブブ施設整備施設整備施設整備施設整備費費費費補助補助補助補助では、では、では、では、３カ所３カ所３カ所３カ所のののの施設整備施設整備施設整備施設整備にににに補助補助補助補助をををを行行行行いまいまいまいま

した。した。した。した。

５８５８５８５８ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、安心子安心子安心子安心子育て育て育て育て支支支支援援援援対対対対策事業では、策事業では、策事業では、策事業では、記載記載記載記載の４の４の４の４市市市市にににに対対対対し、合計５し、合計５し、合計５し、合計５カ所カ所カ所カ所の保育の保育の保育の保育所等所等所等所等

のののの緊急整備緊急整備緊急整備緊急整備にににに要要要要するするするする経経経経費について費について費について費について助助助助成を成を成を成を行行行行いました。いました。いました。いました。

５９５９５９５９ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、３３３３、少、少、少、少子子子子化化化化対対対対策の推進といたしまして、策の推進といたしまして、策の推進といたしまして、策の推進といたしまして、次次次次世世世世代育成代育成代育成代育成支支支支援援援援対対対対策推進事業では、策推進事業では、策推進事業では、策推進事業では、

子子子子どもが健どもが健どもが健どもが健ややややかに育つ環境づくりとして、かに育つ環境づくりとして、かに育つ環境づくりとして、かに育つ環境づくりとして、子子子子育て育て育て育て応援応援応援応援活動等活動等活動等活動等をををを展展展展開しております。また、開しております。また、開しております。また、開しております。また、

男男男男女の出会いの場を女の出会いの場を女の出会いの場を女の出会いの場を提提提提供する「なら供する「なら供する「なら供する「なら結結結結婚婚婚婚応援応援応援応援団団団団」」」」、、、、子子子子育て育て育て育て家家家家庭庭庭庭にににに対対対対するするするする割引等割引等割引等割引等ののののサーサーサーサービスビスビスビス

をををを提提提提供する「なら供する「なら供する「なら供する「なら子子子子育て育て育て育て応援応援応援応援団団団団」など、」など、」など、」など、多多多多くのくのくのくの企企企企業、業、業、業、団体団体団体団体からからからから結結結結婚婚婚婚とととと子子子子育てに育てに育てに育てに対対対対してしてしてして応援応援応援応援

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。

６０６０６０６０ペーペーペーページ、６、ジ、６、ジ、６、ジ、６、児童児童児童児童虐待虐待虐待虐待対対対対策といたしまして、６１策といたしまして、６１策といたしまして、６１策といたしまして、６１ペーペーペーページのジのジのジの児童児童児童児童虐待虐待虐待虐待防止防止防止防止推進事業で推進事業で推進事業で推進事業で

は、奈良県は、奈良県は、奈良県は、奈良県児童児童児童児童虐待虐待虐待虐待対対対対策策策策検討検討検討検討会における会における会における会における提言提言提言提言等等等等をををを踏踏踏踏ままままええええ、、、、市市市市町町町町村村村村向向向向けマけマけマけマニニニニュュュュアルアルアルアルのののの活活活活用用用用研研研研

修修修修会、医療関係者会、医療関係者会、医療関係者会、医療関係者向向向向けマけマけマけマニニニニュュュュアルアルアルアルをををを活活活活用した用した用した用した研修研修研修研修会の開催、会の開催、会の開催、会の開催、各各各各種広種広種広種広告告告告媒媒媒媒体体体体をををを利利利利用した用した用した用した啓発啓発啓発啓発

など、など、など、など、児童児童児童児童虐待虐待虐待虐待防止防止防止防止にににに向向向向けたけたけたけた各各各各種種種種のののの施施施施策を策を策を策を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。

７、７、７、７、児童児童児童児童福祉福祉福祉福祉施設施設施設施設のののの整備等整備等整備等整備等といたしまして、といたしまして、といたしまして、といたしまして、児童児童児童児童養護養護養護養護施設等整備施設等整備施設等整備施設等整備事業では、事業では、事業では、事業では、母母母母子生活支子生活支子生活支子生活支

援援援援施設施設施設施設のののの耐耐耐耐震震震震化化化化整備整備整備整備にににに対対対対してしてしてして補助補助補助補助をををを行行行行いました。いました。いました。いました。

６２６２６２６２ペーペーペーページ、９、ジ、９、ジ、９、ジ、９、母母母母子子子子家家家家庭庭庭庭等等等等にににに対対対対するするするする助助助助成及び成及び成及び成及び自立支自立支自立支自立支援援援援といたしまして、といたしまして、といたしまして、といたしまして、母母母母子子子子家家家家庭庭庭庭のののの母母母母
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等等等等のののの就就就就業業業業支支支支援援援援事業では、事業では、事業では、事業では、母母母母子子子子家家家家庭庭庭庭のののの母母母母等等等等のののの就就就就業を業を業を業を促促促促進するため、進するため、進するため、進するため、就就就就業業業業相談相談相談相談やややや講講講講習習習習会の開催会の開催会の開催会の開催

などをなどをなどをなどを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。

男男男男女がともに女がともに女がともに女がともに参画参画参画参画するするするする社社社社会づくりといたしまして、６会づくりといたしまして、６会づくりといたしまして、６会づくりといたしまして、６３ペー３ペー３ペー３ページの女性にジの女性にジの女性にジの女性に対対対対するするするする暴暴暴暴力防止力防止力防止力防止

対対対対策事業では、女性に策事業では、女性に策事業では、女性に策事業では、女性に対対対対するするするする暴暴暴暴力力力力のののの根絶根絶根絶根絶をををを目指目指目指目指したしたしたしたフフフフォォォォーラーラーラーラムムムムを奈良県を奈良県を奈良県を奈良県文文文文化会化会化会化会館館館館で開催いで開催いで開催いで開催い

たしました。たしました。たしました。たしました。

女性の女性の女性の女性の就労就労就労就労支支支支援援援援といたしまして、といたしまして、といたしまして、といたしまして、ワワワワークークークーク・・・・ライフライフライフライフ・・・・ババババラララランンンンスススス推進事業では、推進事業では、推進事業では、推進事業では、経済団体や経済団体や経済団体や経済団体や

労働労働労働労働団体団体団体団体と連と連と連と連携携携携し、女性がし、女性がし、女性がし、女性が働働働働ききききややややすい職場環境づくりを推進するため、すい職場環境づくりを推進するため、すい職場環境づくりを推進するため、すい職場環境づくりを推進するため、ワワワワークークークーク・・・・ライフライフライフライフ・・・・

ババババラララランンンンスススス推進マ推進マ推進マ推進マニニニニュュュュアルアルアルアルをををを作作作作成、成、成、成、配配配配布布布布するとともに、するとともに、するとともに、するとともに、実実実実践践践践セミナセミナセミナセミナーーーーを開催いたしました。を開催いたしました。を開催いたしました。を開催いたしました。

子子子子育て女性育て女性育て女性育て女性就就就就職職職職支支支支援援援援事業では、奈良事業では、奈良事業では、奈良事業では、奈良労働労働労働労働会会会会館館館館内内内内のののの子子子子育て女性育て女性育て女性育て女性就就就就職職職職相談相談相談相談窓口窓口窓口窓口においてにおいてにおいてにおいて子子子子育育育育

て中の女性のて中の女性のて中の女性のて中の女性の就就就就業業業業相談相談相談相談やややや仕仕仕仕事と事と事と事と家家家家庭庭庭庭のののの両両両両立支立支立支立支援援援援のためののためののためののためのセミナセミナセミナセミナーーーーをををを実施実施実施実施するとともに、するとともに、するとともに、するとともに、語語語語

学力学力学力学力をををを生生生生かしてかしてかしてかして就労就労就労就労をををを目指目指目指目指す女性をす女性をす女性をす女性を対象対象対象対象にににに語語語語学力学力学力学力活活活活用用用用セミナセミナセミナセミナーーーーを開催し、を開催し、を開催し、を開催し、再再再再就就就就職に職に職に職に向向向向けたけたけたけた

支支支支援援援援にににに取取取取りりりり組み組み組み組みました。ました。ました。ました。

キャキャキャキャリリリリアアップアアップアアップアアップセミナセミナセミナセミナーーーー事業では、県事業では、県事業では、県事業では、県内内内内事業事業事業事業所所所所でででで働働働働く女性をく女性をく女性をく女性を対象対象対象対象として、として、として、として、就労就労就労就労意意意意欲欲欲欲のののの向向向向

上と上と上と上とリリリリーーーーダダダダーーーー養養養養成を成を成を成を目的目的目的目的に、に、に、に、官民官民官民官民合合合合同同同同ののののキャキャキャキャリリリリアアップアアップアアップアアップセミナセミナセミナセミナーーーーをををを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。

３３３３、女性、女性、女性、女性相談相談相談相談保保保保護護護護対対対対策策策策等等等等のののの充充充充実実実実といたしまして、女性といたしまして、女性といたしまして、女性といたしまして、女性相談相談相談相談対対対対策事業及び、６４策事業及び、６４策事業及び、６４策事業及び、６４ペーペーペーページのジのジのジの

要要要要援護家援護家援護家援護家庭庭庭庭支支支支援援援援の推進では、の推進では、の推進では、の推進では、ＤＤＤＤＶＶＶＶ被被被被害害害害者者者者等等等等の一の一の一の一時時時時保保保保護護護護及び及び及び及び生活指生活指生活指生活指導導導導をををを行行行行うとともに、うとともに、うとともに、うとともに、ＤＤＤＤＶＶＶＶ

をはをはをはをはじじじじめとしためとしためとしためとした要要要要援護家援護家援護家援護家庭庭庭庭支支支支援援援援をををを行行行行ううううＤＤＤＤＶＶＶＶ被被被被害害害害者者者者支支支支援援援援員を員を員を員を設置設置設置設置し、し、し、し、ＤＤＤＤＶＶＶＶ被被被被害害害害者の者の者の者の自立支自立支自立支自立支援援援援

をををを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。

４、こども４、こども４、こども４、こども家家家家庭庭庭庭相談セ相談セ相談セ相談センンンンタタタターーーーのののの整備整備整備整備といたしまして、中といたしまして、中といたしまして、中といたしまして、中央央央央こどもこどもこどもこども家家家家庭庭庭庭相談セ相談セ相談セ相談センンンンタタタターーーーにおにおにおにお

けるけるけるける児童児童児童児童相談相談相談相談機機機機能能能能やややや一一一一時時時時保保保保護護護護機機機機能能能能のののの改善改善改善改善、、、、充充充充実実実実をををを図図図図るため、こどもるため、こどもるため、こどもるため、こども相談相談相談相談棟棟棟棟のののの改改改改築築築築をををを行行行行いまいまいまいま

した。した。した。した。

２０１２０１２０１２０１ペーペーペーページ、奈良県ジ、奈良県ジ、奈良県ジ、奈良県母母母母子子子子寡婦寡婦寡婦寡婦福祉資金福祉資金福祉資金福祉資金貸貸貸貸付金特別会計でございます。１、付金特別会計でございます。１、付金特別会計でございます。１、付金特別会計でございます。１、母母母母子子子子福祉資福祉資福祉資福祉資

金の金の金の金の貸貸貸貸付といたしまして、付といたしまして、付といたしまして、付といたしまして、母母母母子子子子家家家家庭庭庭庭のののの経済的自立や生活経済的自立や生活経済的自立や生活経済的自立や生活意意意意欲欲欲欲のののの向向向向上を上を上を上を図図図図るため、るため、るため、るため、就就就就学学学学資金資金資金資金

やややや技技技技能能能能習習習習得得得得資金など合計２７４資金など合計２７４資金など合計２７４資金など合計２７４件件件件、１、１、１、１億億億億２２２２，，，，７６５７６５７６５７６５万万万万１１１１，，，，００００００００００００円円円円のののの貸貸貸貸し付けをし付けをし付けをし付けを実施実施実施実施いたいたいたいた

しました。また、２、しました。また、２、しました。また、２、しました。また、２、寡婦寡婦寡婦寡婦福祉資金の福祉資金の福祉資金の福祉資金の貸貸貸貸付といたしまして、付といたしまして、付といたしまして、付といたしまして、修学修学修学修学資金９資金９資金９資金９件件件件、４９７、４９７、４９７、４９７万万万万６６６６，，，，

００００００００００００円円円円のののの貸貸貸貸し付けをし付けをし付けをし付けを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。

以以以以上で平成２５年度こども・女性局上で平成２５年度こども・女性局上で平成２５年度こども・女性局上で平成２５年度こども・女性局所所所所管の管の管の管の主要施主要施主要施主要施策について策について策について策について説明説明説明説明をををを終わ終わ終わ終わります。よろしります。よろしります。よろしります。よろし

くごくごくごくご審審審審議のほどお願いいたします。議のほどお願いいたします。議のほどお願いいたします。議のほどお願いいたします。

○渡辺医療政策部長○渡辺医療政策部長○渡辺医療政策部長○渡辺医療政策部長 医療政策部に関係します歳出決算についてご医療政策部に関係します歳出決算についてご医療政策部に関係します歳出決算についてご医療政策部に関係します歳出決算についてご説明説明説明説明いたします。いたします。いたします。いたします。

「平成２５年度奈良県歳入歳出決算報告「平成２５年度奈良県歳入歳出決算報告「平成２５年度奈良県歳入歳出決算報告「平成２５年度奈良県歳入歳出決算報告書書書書」の５」の５」の５」の５ペーペーペーページ、一ジ、一ジ、一ジ、一般般般般会計の決算の会計の決算の会計の決算の会計の決算の概要概要概要概要についについについについ
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てごてごてごてご説明説明説明説明いたします。第５いたします。第５いたします。第５いたします。第５款款款款医療政策費でございます。医療政策費でございます。医療政策費でございます。医療政策費でございます。予予予予算算算算現額現額現額現額、、、、支支支支出出出出済額済額済額済額、、、、翌翌翌翌年度年度年度年度繰繰繰繰越越越越

額等額等額等額等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。

繰繰繰繰越越越越額額額額、不用、不用、不用、不用額額額額のののの主主主主なものにつきましてごなものにつきましてごなものにつきましてごなものにつきましてご説明説明説明説明いたします。いたします。いたします。いたします。

６６６６ペーペーペーページ、第１ジ、第１ジ、第１ジ、第１項項項項地域医療費では、地域医療費では、地域医療費では、地域医療費では、翌翌翌翌年度年度年度年度繰繰繰繰越越越越額額額額はははは記載記載記載記載のとおりですが、県のとおりですが、県のとおりですが、県のとおりですが、県立立立立奈良病院奈良病院奈良病院奈良病院

建建建建替替替替整備整備整備整備事業につき、地事業につき、地事業につき、地事業につき、地元元元元調調調調整整整整などに不などに不などに不などに不測測測測の日の日の日の日時時時時をををを要要要要したこと、医療したこと、医療したこと、医療したこと、医療施設施設施設施設防防防防災対災対災対災対策推進事策推進事策推進事策推進事

業につき、国が業につき、国が業につき、国が業につき、国が補正予補正予補正予補正予算を算を算を算を繰繰繰繰り越しし、り越しし、り越しし、り越しし、交交交交付決定が平成２６年度になったこと付決定が平成２６年度になったこと付決定が平成２６年度になったこと付決定が平成２６年度になったこと等等等等により、により、により、により、

翌翌翌翌年度年度年度年度繰繰繰繰り越しがり越しがり越しがり越しが生じ生じ生じ生じたものです。不用たものです。不用たものです。不用たものです。不用額額額額はははは記載記載記載記載のとおりですが、奈良県医療のとおりですが、奈良県医療のとおりですが、奈良県医療のとおりですが、奈良県医療施設施設施設施設耐耐耐耐震震震震化化化化

促促促促進事業に係る事業費の進事業に係る事業費の進事業に係る事業費の進事業に係る事業費の減減減減、県、県、県、県立立立立奈良病院奈良病院奈良病院奈良病院建建建建替替替替整備整備整備整備事業に係る事業費の事業に係る事業費の事業に係る事業費の事業に係る事業費の減等減等減等減等によるものとによるものとによるものとによるものと

なっております。なっております。なっております。なっております。

第２第２第２第２項項項項保健保健保健保健予予予予防防防防費では、不用費では、不用費では、不用費では、不用額額額額はははは記載記載記載記載のとおりですが、のとおりですが、のとおりですが、のとおりですが、自立支自立支自立支自立支援援援援医療費医療費医療費医療費負担負担負担負担事業に係る事業に係る事業に係る事業に係る

事業費の事業費の事業費の事業費の減減減減、、、、風風風風しんしんしんしんワワワワクチクチクチクチンンンン接接接接種種種種緊急補助緊急補助緊急補助緊急補助事業に係る事業に係る事業に係る事業に係る補助補助補助補助金の金の金の金の減等減等減等減等によるものです。によるものです。によるものです。によるものです。

以以以以上が一上が一上が一上が一般般般般会計の会計の会計の会計の予予予予算の算の算の算の概要概要概要概要でございます。でございます。でございます。でございます。

次次次次に、に、に、に、公立公立公立公立大大大大学学学学法人法人法人法人奈良県奈良県奈良県奈良県立立立立医医医医科科科科大大大大学学学学関係特別会計歳入歳出決算についてご報告申し上関係特別会計歳入歳出決算についてご報告申し上関係特別会計歳入歳出決算についてご報告申し上関係特別会計歳入歳出決算についてご報告申し上

げげげげます。ます。ます。ます。

１０１０１０１０ペーペーペーページ、歳入合計はジ、歳入合計はジ、歳入合計はジ、歳入合計は記載記載記載記載のとおりでございます。第のとおりでございます。第のとおりでございます。第のとおりでございます。第３款３款３款３款県県県県債債債債におきまして、におきまして、におきまして、におきまして、収収収収入入入入済済済済

額額額額はははは予予予予算算算算現額現額現額現額にににに対対対対して５して５して５して５億億億億８８８８，，，，７００７００７００７００万円余万円余万円余万円余りのりのりのりの減減減減となっておりますが、これは事業費のとなっておりますが、これは事業費のとなっておりますが、これは事業費のとなっておりますが、これは事業費の

減減減減によるによるによるによる減収減収減収減収によるものです。によるものです。によるものです。によるものです。

１１１１１１１１ペーペーペーページ、歳出合計はジ、歳出合計はジ、歳出合計はジ、歳出合計は記載記載記載記載のとおりでございますが、のとおりでございますが、のとおりでございますが、のとおりでございますが、翌翌翌翌年度年度年度年度繰繰繰繰越越越越額額額額はははは記載記載記載記載のとおりでのとおりでのとおりでのとおりで

す。これは、す。これは、す。これは、す。これは、公立公立公立公立大大大大学学学学法人法人法人法人奈良県奈良県奈良県奈良県立立立立医医医医科科科科大大大大学学学学整備整備整備整備費費費費貸貸貸貸付金につき、県付金につき、県付金につき、県付金につき、県立立立立医医医医科科科科大大大大学学学学においてにおいてにおいてにおいて

工工工工法法法法検討検討検討検討などに不などに不などに不などに不測測測測の日の日の日の日時時時時をををを要要要要したことにより、したことにより、したことにより、したことにより、翌翌翌翌年度に年度に年度に年度に繰繰繰繰り越しがり越しがり越しがり越しが生じ生じ生じ生じたものです。不たものです。不たものです。不たものです。不

用用用用額額額額はははは記載記載記載記載のとおりですが、のとおりですが、のとおりですが、のとおりですが、主主主主に県に県に県に県立立立立医医医医科科科科大大大大学学学学へへへへのののの貸貸貸貸付金の付金の付金の付金の減減減減となっております。となっております。となっております。となっております。

以以以以上が上が上が上が公立公立公立公立大大大大学学学学法人法人法人法人奈良県奈良県奈良県奈良県立立立立医医医医科科科科大大大大学学学学関係特別会計歳入歳出決算の関係特別会計歳入歳出決算の関係特別会計歳入歳出決算の関係特別会計歳入歳出決算の概要概要概要概要でございます。でございます。でございます。でございます。

これをもって医療政策部に関係する歳出決算についてのごこれをもって医療政策部に関係する歳出決算についてのごこれをもって医療政策部に関係する歳出決算についてのごこれをもって医療政策部に関係する歳出決算についてのご説明説明説明説明をををを終わ終わ終わ終わります。ります。ります。ります。

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、、、、「平成２５年度「平成２５年度「平成２５年度「平成２５年度主要施主要施主要施主要施策の成策の成策の成策の成果果果果に関する報告に関する報告に関する報告に関する報告書書書書」に」に」に」に基基基基づきまして、医づきまして、医づきまして、医づきまして、医

療政策部に係る事療政策部に係る事療政策部に係る事療政策部に係る事項項項項についてごについてごについてごについてご説明説明説明説明いたします。いたします。いたします。いたします。

６７６７６７６７ペーペーペーページからが医療政策費になっております。６８ジからが医療政策費になっております。６８ジからが医療政策費になっております。６８ジからが医療政策費になっております。６８ペーペーペーページ、病院事業費特別会計ジ、病院事業費特別会計ジ、病院事業費特別会計ジ、病院事業費特別会計へへへへのののの

補助補助補助補助金では、県金では、県金では、県金では、県立立立立病院に病院に病院に病院に対対対対し、し、し、し、救救救救急急急急医療医療医療医療やややや看看看看護護護護師師師師のののの養養養養成に成に成に成に要要要要するするするする経経経経費などを費などを費などを費などを助助助助成いたしま成いたしま成いたしま成いたしま

した。した。した。した。

県県県県立立立立奈良病院奈良病院奈良病院奈良病院建建建建替替替替整備整備整備整備事業では、県事業では、県事業では、県事業では、県立立立立奈良病院の奈良病院の奈良病院の奈良病院の移転移転移転移転整備整備整備整備を進めるためのを進めるためのを進めるためのを進めるための実施設実施設実施設実施設計が計が計が計が完完完完

了し、造成了し、造成了し、造成了し、造成工工工工事に事に事に事に着手着手着手着手いたしました。いたしました。いたしました。いたしました。
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新新新新南和南和南和南和公立公立公立公立病院病院病院病院体体体体制制制制整備補助整備補助整備補助整備補助事業では、南和地域事業では、南和地域事業では、南和地域事業では、南和地域公立３公立３公立３公立３病院の機病院の機病院の機病院の機能能能能再編再編再編再編、、、、役役役役割分担等割分担等割分担等割分担等にににに

取取取取りりりり組む組む組む組む南和南和南和南和広広広広域医療域医療域医療域医療組組組組合に合に合に合に対対対対しまして、しまして、しまして、しまして、救救救救急急急急病院の病院の病院の病院の整備等整備等整備等整備等にににに要要要要するするするする経経経経費を費を費を費を補助補助補助補助いたしまいたしまいたしまいたしま

した。した。した。した。

また、４、地域医療のまた、４、地域医療のまた、４、地域医療のまた、４、地域医療の充充充充実実実実、６９、６９、６９、６９ペーペーペーページのジのジのジの糖尿糖尿糖尿糖尿病医療連病医療連病医療連病医療連携携携携支支支支援援援援事業では、県事業では、県事業では、県事業では、県立立立立医医医医科科科科大大大大学学学学

にににに糖尿糖尿糖尿糖尿病病病病学講学講学講学講座座座座をををを設置設置設置設置し、し、し、し、糖尿糖尿糖尿糖尿病病病病診診診診療の療の療の療の向向向向上に上に上に上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行行行行いました。いました。いました。いました。

６、６、６、６、救救救救急急急急医療医療医療医療体体体体制制制制のののの充充充充実実実実といたしまして、奈良県といたしまして、奈良県といたしまして、奈良県といたしまして、奈良県救救救救急安心急安心急安心急安心セセセセンンンンタタタター運営ー運営ー運営ー運営事業では、事業では、事業では、事業では、救救救救急急急急

医療医療医療医療電話相談電話相談電話相談電話相談、、、、シシシシャャャャープープープープ７１１９の７１１９の７１１９の７１１９の運営運営運営運営をををを行行行行いました。いました。いました。いました。

７０７０７０７０ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、救救救救急急急急医療連医療連医療連医療連携携携携体体体体制制制制構構構構築築築築事業では、事業では、事業では、事業では、救救救救急急急急のののの重要重要重要重要疾患疾患疾患疾患でございますでございますでございますでございます脳卒脳卒脳卒脳卒中、中、中、中、急急急急

性性性性心心心心筋梗塞筋梗塞筋梗塞筋梗塞等等等等につきまして、地域連につきまして、地域連につきまして、地域連につきまして、地域連携パス携パス携パス携パスを用いたを用いたを用いたを用いた役役役役割分担や割分担や割分担や割分担や連連連連携携携携・ネ・ネ・ネ・ネッッッットトトトワワワワークークークーク化の推化の推化の推化の推

進を進を進を進を図図図図りました。りました。りました。りました。

ドドドドククククタタタターーーーヘリヘリヘリヘリ共共共共同同同同利利利利用事業では、大用事業では、大用事業では、大用事業では、大阪阪阪阪府府府府、和、和、和、和歌歌歌歌山県の山県の山県の山県のドドドドククククタタタターーーーヘリヘリヘリヘリをををを共共共共同同同同利利利利用いたしま用いたしま用いたしま用いたしま

した。した。した。した。搬送搬送搬送搬送実実実実績績績績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。

ドドドドククククタタタターーーーヘリ導ヘリ導ヘリ導ヘリ導入入入入検討検討検討検討事業では、事業では、事業では、事業では、先行先行先行先行事事事事例例例例のののの調調調調査査査査、そして、環境影、そして、環境影、そして、環境影、そして、環境影響響響響のののの調調調調査査査査並並並並びにびにびにびにデモデモデモデモ

フライフライフライフライト、ト、ト、ト、検討検討検討検討委員会の開催といった県委員会の開催といった県委員会の開催といった県委員会の開催といった県独独独独自自自自ののののドドドドククククタタタターーーーヘリ導ヘリ導ヘリ導ヘリ導入に入に入に入に向向向向けましたけましたけましたけました調調調調査査査査検討検討検討検討をををを

行行行行いました。いました。いました。いました。

一一一一次次次次救救救救急急急急医療医療医療医療体体体体制制制制整備整備整備整備事業では、事業では、事業では、事業では、北北北北和の和の和の和の拠拠拠拠点的点的点的点的休休休休日日日日夜夜夜夜間間間間応応応応急急急急診診診診療療療療所所所所のののの整備整備整備整備にににに対対対対しましてしましてしましてしまして

補助補助補助補助をををを行行行行っております。っております。っております。っております。

７１７１７１７１ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、周周周周産産産産期期期期医療医療医療医療体体体体制制制制のののの充充充充実実実実では、では、では、では、安心安心安心安心して出産できるして出産できるして出産できるして出産できる体体体体制制制制をををを確確確確立立立立するため、総するため、総するため、総するため、総

合合合合周周周周産産産産期期期期母母母母子子子子医療医療医療医療セセセセンンンンタタタターへーへーへーへのののの助助助助成など成など成など成など体体体体制制制制のののの充充充充実や実や実や実や産産産産科科科科医、医、医、医、新新新新生児生児生児生児科科科科医の医の医の医の処遇処遇処遇処遇改善改善改善改善、産、産、産、産

婦婦婦婦人人人人科科科科一一一一次次次次救救救救急急急急のののの体体体体制制制制整備整備整備整備、、、、新新新新生児生児生児生児搬送ド搬送ド搬送ド搬送ドククククタタタターカーーカーーカーーカーの奈良県総合医療の奈良県総合医療の奈良県総合医療の奈良県総合医療セセセセンンンンタタタターへーへーへーへのののの導導導導入入入入

整備整備整備整備などをなどをなどをなどを行行行行いました。いました。いました。いました。

災害災害災害災害医療医療医療医療体体体体制制制制のののの充充充充実実実実では、では、では、では、記載記載記載記載のとおり、のとおり、のとおり、のとおり、災害災害災害災害拠拠拠拠点点点点病院などの病院などの病院などの病院などの耐耐耐耐震震震震化化化化促促促促進、進、進、進、広広広広域医療域医療域医療域医療搬搬搬搬

送拠送拠送拠送拠点点点点となるとなるとなるとなる臨時臨時臨時臨時医療医療医療医療施設施設施設施設のののの整備整備整備整備をををを行行行行いました。いました。いました。いました。

７２７２７２７２ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、へへへへき地医療き地医療き地医療き地医療体体体体制制制制のののの充充充充実実実実では、では、では、では、へへへへき地き地き地き地診診診診療療療療所所所所の医の医の医の医師師師師確確確確保を保を保を保を図図図図るため、るため、るため、るため、記載記載記載記載しししし

ております事業をております事業をております事業をております事業を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。

１０、医１０、医１０、医１０、医師師師師のののの確確確確保では、医保では、医保では、医保では、医師師師師配置配置配置配置システムシステムシステムシステムのののの運営運営運営運営といたしまして、県費といたしまして、県費といたしまして、県費といたしまして、県費奨奨奨奨学学学学生配置生配置生配置生配置セセセセンンンン

タタタターーーーのののの設置設置設置設置、それから、県、それから、県、それから、県、それから、県立立立立医医医医科科科科大大大大学学学学において地域医療において地域医療において地域医療において地域医療学講学講学講学講座座座座のののの運営運営運営運営などをなどをなどをなどを取取取取りりりり組組組組んでまんでまんでまんでま

いりました。いりました。いりました。いりました。

また、７また、７また、７また、７３ペー３ペー３ペー３ページ、特定ジ、特定ジ、特定ジ、特定診診診診療療療療科科科科やへやへやへやへき地の医き地の医き地の医き地の医師師師師確確確確保を保を保を保を図図図図るため、るため、るため、るため、緊急緊急緊急緊急医医医医師師師師確確確確保保保保修学修学修学修学資金、資金、資金、資金、

それから医それから医それから医それから医師師師師確確確確保保保保修学研修修学研修修学研修修学研修資金の資金の資金の資金の貸貸貸貸し付けをし付けをし付けをし付けを行行行行いました。いました。いました。いました。
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７４７４７４７４ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、看看看看護護護護師師師師等等等等のののの確確確確保保保保対対対対策といたしまして、策といたしまして、策といたしまして、策といたしまして、新新新新人人人人看看看看護護護護職員職員職員職員卒卒卒卒後後後後研修研修研修研修事業、中事業、中事業、中事業、中堅看堅看堅看堅看

護護護護職員職員職員職員ススススキキキキルアップルアップルアップルアップ研修研修研修研修事業、７５事業、７５事業、７５事業、７５ペーペーペーページのジのジのジの看看看看護護護護職員メン職員メン職員メン職員メンタタタタルルルル相談相談相談相談事業、そして、事業、そして、事業、そして、事業、そして、看看看看護護護護師師師師

等等等等修学修学修学修学資金の資金の資金の資金の貸貸貸貸し付けなどし付けなどし付けなどし付けなど各各各各種種種種事業を事業を事業を事業を行行行行い、い、い、い、看看看看護護護護師師師師等等等等の県の県の県の県内内内内就就就就職の職の職の職の促促促促進進進進やややや資資資資質質質質のののの向向向向上、上、上、上、復復復復

職職職職支支支支援援援援にににに努努努努めてまいりました。めてまいりました。めてまいりました。めてまいりました。

７６７６７６７６ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、感染症感染症感染症感染症予予予予防防防防対対対対策事業の策事業の策事業の策事業の充充充充実実実実といたしまして、といたしまして、といたしまして、といたしまして、結結結結核核核核やＢやＢやＢやＢ型型型型、、、、ＣＣＣＣ型型型型のののの肝炎肝炎肝炎肝炎にににに対対対対

する医療費のする医療費のする医療費のする医療費の公公公公費費費費負担負担負担負担、、、、石綿石綿石綿石綿ばばばばくくくく露露露露の可の可の可の可能能能能性のある県性のある県性のある県性のある県民民民民をををを対象対象対象対象としたとしたとしたとした石綿石綿石綿石綿ばばばばくくくく露露露露健康健康健康健康リスリスリスリス

クククク調調調調査査査査のののの実施実施実施実施、７７、７７、７７、７７ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、感染症患感染症患感染症患感染症患者に者に者に者に適適適適切切切切な医療をな医療をな医療をな医療を確確確確保するための保するための保するための保するための感染症感染症感染症感染症指指指指定医療機定医療機定医療機定医療機

関に関に関に関に対対対対するするするする補助補助補助補助などをなどをなどをなどを行行行行いました。そして、いました。そして、いました。そして、いました。そして、難難難難病と呼病と呼病と呼病と呼ばばばばれるれるれるれるベベベベーチェッーチェッーチェッーチェット病など５６の特ト病など５６の特ト病など５６の特ト病など５６の特

定定定定疾患疾患疾患疾患等等等等に係る医療費のに係る医療費のに係る医療費のに係る医療費の助助助助成成成成やややや難難難難病病病病相談相談相談相談支支支支援セ援セ援セ援センンンンタタタターーーーのののの運営運営運営運営など、など、など、など、難難難難病病病病対対対対策の策の策の策の充充充充実実実実をををを図図図図りりりり

ました。ました。ました。ました。

７８７８７８７８ペーペーペーページ、がんジ、がんジ、がんジ、がん対対対対策の推進といたしましては、がんの策の推進といたしましては、がんの策の推進といたしましては、がんの策の推進といたしましては、がんの予予予予防防防防やややや医療の推進に医療の推進に医療の推進に医療の推進に役役役役立立立立てるたてるたてるたてるた

めの地域がんめの地域がんめの地域がんめの地域がん登録登録登録登録のののの実施や実施や実施や実施や県県県県立立立立医医医医科科科科大大大大学学学学附附附附属属属属病院を初めとするがん病院を初めとするがん病院を初めとするがん病院を初めとするがん診診診診療連療連療連療連携拠携拠携拠携拠点点点点病院に病院に病院に病院に対対対対

するするするする補助補助補助補助などをなどをなどをなどを行行行行っております。っております。っております。っております。

８０８０８０８０ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、精精精精神障神障神障神障害害害害者の者の者の者の緊急的緊急的緊急的緊急的な医療な医療な医療な医療相談相談相談相談に２４に２４に２４に２４時時時時間間間間対対対対応応応応するするするする精精精精神神神神科救科救科救科救急急急急医療医療医療医療情情情情報報報報セセセセ

ンンンンタタタターーーーのののの運営や運営や運営や運営や、、、、精精精精神障神障神障神障害害害害者福祉者福祉者福祉者福祉対対対対策として策として策として策として精精精精神障神障神障神障害害害害者に係る医療費の者に係る医療費の者に係る医療費の者に係る医療費の公公公公費費費費負担負担負担負担にににに取取取取りりりり組組組組

むむむむなど、など、など、など、精精精精神障神障神障神障害害害害者に者に者に者に対対対対する医療、福祉のする医療、福祉のする医療、福祉のする医療、福祉の充充充充実実実実をををを図図図図ってまいりました。ってまいりました。ってまいりました。ってまいりました。

８１８１８１８１ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、母母母母子子子子保健の保健の保健の保健の充充充充実実実実といたしましては、不といたしましては、不といたしましては、不といたしましては、不妊妊妊妊治療を受けられる治療を受けられる治療を受けられる治療を受けられる方方方方にににに対対対対する医療する医療する医療する医療

費の費の費の費の助助助助成成成成やややや「「「「妊娠妊娠妊娠妊娠なんでも１１０なんでも１１０なんでも１１０なんでも１１０番番番番」の」の」の」の運営運営運営運営などをなどをなどをなどを行行行行ってまいりました。ってまいりました。ってまいりました。ってまいりました。

８２８２８２８２ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、血液血液血液血液確確確確保保保保対対対対策といたしまして、策といたしまして、策といたしまして、策といたしまして、献血献血献血献血推進推進推進推進対対対対策事業を策事業を策事業を策事業を行行行行ったほか、８ったほか、８ったほか、８ったほか、８３ペー３ペー３ペー３ペー

ジ、医ジ、医ジ、医ジ、医薬薬薬薬品品品品産業産業産業産業活活活活性化としまして、性化としまして、性化としまして、性化としまして、薬薬薬薬草栽培草栽培草栽培草栽培のののの実実実実地地地地研修研修研修研修会、県産会、県産会、県産会、県産生生生生薬薬薬薬をををを使使使使用した用した用した用した製品製品製品製品開開開開発発発発

のののの企企企企業との業との業との業との共共共共同同同同研究研究研究研究、、、、「「「「漢漢漢漢方方方方薬シ薬シ薬シ薬シンンンンポポポポジジジジウウウウムムムム２０１２０１２０１２０１３３３３」の開催を」の開催を」の開催を」の開催を主主主主なななな内容内容内容内容といたしますといたしますといたしますといたします漢漢漢漢

方方方方推進推進推進推進ププププロロロロジジジジェクェクェクェクト事業をはト事業をはト事業をはト事業をはじじじじめ、め、め、め、記載記載記載記載の事業をの事業をの事業をの事業を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。

さらにさらにさらにさらに適適適適正正正正な医な医な医な医薬薬薬薬品販品販品販品販売制売制売制売制度の度の度の度の実施実施実施実施として、８４として、８４として、８４として、８４ペーペーペーページのジのジのジの薬物薬物薬物薬物乱乱乱乱用用用用防止防止防止防止及び医及び医及び医及び医薬薬薬薬品品品品災害災害災害災害

対対対対策、受託・策、受託・策、受託・策、受託・共共共共同同同同研究研究研究研究の推進をの推進をの推進をの推進を図図図図るための事業をるための事業をるための事業をるための事業を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。

以以以以上で平成２５年度医療政策部の上で平成２５年度医療政策部の上で平成２５年度医療政策部の上で平成２５年度医療政策部の主要施主要施主要施主要施策のうち、一策のうち、一策のうち、一策のうち、一般般般般会計に係る会計に係る会計に係る会計に係る施施施施策の成策の成策の成策の成果果果果のののの説明説明説明説明をををを

終わ終わ終わ終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。

引引引引きききき続続続続きまして、平成２５年度医療政策部のきまして、平成２５年度医療政策部のきまして、平成２５年度医療政策部のきまして、平成２５年度医療政策部の主要施主要施主要施主要施策のうち、特別会計に係る策のうち、特別会計に係る策のうち、特別会計に係る策のうち、特別会計に係る施施施施策の成策の成策の成策の成

果果果果についてごについてごについてごについてご説明説明説明説明いたします。いたします。いたします。いたします。

１９９１９９１９９１９９ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、公立公立公立公立大大大大学学学学法人法人法人法人奈良県奈良県奈良県奈良県立立立立医医医医科科科科大大大大学学学学関係関係関係関係経経経経費特別会計に関するものでござい費特別会計に関するものでござい費特別会計に関するものでござい費特別会計に関するものでござい

ます。ます。ます。ます。公立公立公立公立大大大大学学学学法人法人法人法人奈良県奈良県奈良県奈良県立立立立医医医医科科科科大大大大学学学学のののの運営支運営支運営支運営支援援援援では、では、では、では、同同同同法人法人法人法人における医における医における医における医師師師師やややや看看看看護護護護師師師師のののの養養養養
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成成成成等等等等、業務、業務、業務、業務運営運営運営運営にににに必必必必要要要要なななな経経経経費の一部としまして費の一部としまして費の一部としまして費の一部としまして運営運営運営運営費費費費交交交交付金を付金を付金を付金を交交交交付するとともに、付するとともに、付するとともに、付するとともに、臨臨臨臨床床床床研研研研

修修修修医の医の医の医の確確確確保などの政策医療保などの政策医療保などの政策医療保などの政策医療面面面面のののの充充充充実実実実をををを支支支支援援援援してまいりました。２００してまいりました。２００してまいりました。２００してまいりました。２００ペーペーペーページにジにジにジに同同同同法人法人法人法人にににに対対対対

するするするする施設等整備支施設等整備支施設等整備支施設等整備支援援援援などについてなどについてなどについてなどについて記載記載記載記載しております。しております。しております。しております。

以以以以上で平成２５年度医療政策部の上で平成２５年度医療政策部の上で平成２５年度医療政策部の上で平成２５年度医療政策部の主要施主要施主要施主要施策のうち、特別会計に係る策のうち、特別会計に係る策のうち、特別会計に係る策のうち、特別会計に係る施施施施策の成策の成策の成策の成果果果果についてについてについてについて

説明説明説明説明をををを終わ終わ終わ終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。

これをもって平成２５年度医療政策部のこれをもって平成２５年度医療政策部のこれをもって平成２５年度医療政策部のこれをもって平成２５年度医療政策部の主要施主要施主要施主要施策についての策についての策についての策についての説明説明説明説明をををを終わ終わ終わ終わります。ります。ります。ります。

最最最最後後後後になりますが、病院事業特別会計の歳入歳出決算についてごになりますが、病院事業特別会計の歳入歳出決算についてごになりますが、病院事業特別会計の歳入歳出決算についてごになりますが、病院事業特別会計の歳入歳出決算についてご説明説明説明説明いたします。いたします。いたします。いたします。

平成２６年１０月決算平成２６年１０月決算平成２６年１０月決算平成２６年１０月決算審査審査審査審査特別委員会資特別委員会資特別委員会資特別委員会資料料料料、奈良県病院事業の１、奈良県病院事業の１、奈良県病院事業の１、奈良県病院事業の１ペーペーペーページ、病院のジ、病院のジ、病院のジ、病院の経営経営経営経営にににに

係る係る係る係る収支収支収支収支のののの収収収収益益益益的収的収的収的収入及び入及び入及び入及び収収収収益益益益的支的支的支的支出でございます。出でございます。出でございます。出でございます。収収収収入の部の決算入の部の決算入の部の決算入の部の決算額額額額は２２７は２２７は２２７は２２７億億億億６６６６，，，，００００

６９６９６９６９万万万万１１１１，，，，００００００００００００円円円円で、で、で、で、内訳内訳内訳内訳としましては、奈良病院本院が４７としましては、奈良病院本院が４７としましては、奈良病院本院が４７としましては、奈良病院本院が４７．．．．９９９９％％％％、、、、救救救救命命命命セセセセンンンンタタタターーーーがががが

３．３．３．３．４４４４％％％％、、、、三三三三室病院が室病院が室病院が室病院が３３３３４４４４．．．．９９９９％％％％、、、、五條五條五條五條病院が１病院が１病院が１病院が１３．３．３．３．７７７７％％％％となっております。また、となっております。また、となっております。また、となっております。また、支支支支出出出出

の部の決算の部の決算の部の決算の部の決算額額額額では２１７では２１７では２１７では２１７億億億億１１１１，，，，０７７０７７０７７０７７万３，万３，万３，万３，００００００００００００円円円円で、で、で、で、内訳内訳内訳内訳としましては、奈良病院本としましては、奈良病院本としましては、奈良病院本としましては、奈良病院本

院が４５院が４５院が４５院が４５．．．．６６６６％％％％、、、、救救救救命命命命セセセセンンンンタタタターーーーが４が４が４が４．．．．８８８８％％％％、、、、三三三三室病院が室病院が室病院が室病院が３３３３５５５５．．．．１１１１％％％％、、、、五條五條五條五條病院が１４病院が１４病院が１４病院が１４．．．．

５５５５％％％％となっております。これらのとなっております。これらのとなっております。これらのとなっております。これらの差差差差しししし引引引引きでありますきでありますきでありますきであります約約約約１０１０１０１０億億億億５５５５，，，，００００００００００００万円万円万円万円が平成２５が平成２５が平成２５が平成２５

年度の年度の年度の年度の経経経経常利常利常利常利益益益益でありますが、これは、でありますが、これは、でありますが、これは、でありますが、これは、手手手手術術術術件数件数件数件数がががが増増増増加したことに加したことに加したことに加したことに伴伴伴伴い、い、い、い、材材材材料料料料費及び費及び費及び費及び経経経経費費費費

等等等等のののの支支支支出が出が出が出が増増増増加したものの、加したものの、加したものの、加したものの、患患患患者者者者数数数数とととと手手手手術術術術件数件数件数件数のののの増増増増加によって加によって加によって加によって支支支支出の出の出の出の増額以増額以増額以増額以上に上に上に上に収収収収入が入が入が入が増増増増

加したことによるものと加したことによるものと加したことによるものと加したことによるもの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。

２２２２ペーペーペーページ、病院の機ジ、病院の機ジ、病院の機ジ、病院の機器器器器及び及び及び及び施設整備等施設整備等施設整備等施設整備等に係るに係るに係るに係る収支収支収支収支であります資本であります資本であります資本であります資本的収的収的収的収入及び資本入及び資本入及び資本入及び資本的支的支的支的支出出出出

でございます。でございます。でございます。でございます。収収収収入、入、入、入、支支支支出ともに決算出ともに決算出ともに決算出ともに決算額額額額は２０は２０は２０は２０億億億億９９９９，，，，２４６２４６２４６２４６万万万万４４４４，，，，００００００００００００円円円円で、で、で、で、内訳内訳内訳内訳といといといとい

たしましては、奈良病院本院が４２たしましては、奈良病院本院が４２たしましては、奈良病院本院が４２たしましては、奈良病院本院が４２．．．．８８８８％％％％、、、、救救救救命命命命セセセセンンンンタタタターーーーが４が４が４が４．．．．４４４４％％％％、、、、三三三三室病院が室病院が室病院が室病院が３３３３６６６６．．．．

６６６６％％％％、、、、五條五條五條五條病院が１６病院が１６病院が１６病院が１６．．．．２２２２％％％％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。主主主主なものといたしましては、奈良病院のなものといたしましては、奈良病院のなものといたしましては、奈良病院のなものといたしましては、奈良病院の

手手手手術術術術用用用用ナビナビナビナビゲゲゲゲーーーーショショショションンンンシステムシステムシステムシステム、、、、三三三三室病院の室病院の室病院の室病院のＭＲＭＲＭＲＭＲＩＩＩＩ、及び、及び、及び、及び五條五條五條五條病院のマ病院のマ病院のマ病院のマルチカラールチカラールチカラールチカラーススススキャキャキャキャ

ンンンンレレレレーーーーザザザザーーーー光光光光凝固装凝固装凝固装凝固装置等置等置等置等の医療機の医療機の医療機の医療機器器器器のののの新新新新規規規規導導導導入及び入及び入及び入及び更新更新更新更新、、、、並並並並びにびにびにびに三三三三室病院で室病院で室病院で室病院で外外外外来来来来トトトトイイイイレレレレのののの

改修工改修工改修工改修工事の事の事の事の施設施設施設施設のののの整備整備整備整備をををを行行行行い、い、い、い、診診診診療機療機療機療機能能能能のののの充充充充実実実実及び及び及び及び患患患患者者者者サーサーサーサービスビスビスビスのののの向向向向上に上に上に上に努努努努めてまいりまめてまいりまめてまいりまめてまいりま

した。した。した。した。

３ペー３ペー３ペー３ページ、ジ、ジ、ジ、主要経営指標主要経営指標主要経営指標主要経営指標といたしまして、まといたしまして、まといたしまして、まといたしまして、まずずずず、病、病、病、病床床床床利利利利用率でございます。病院事業全用率でございます。病院事業全用率でございます。病院事業全用率でございます。病院事業全

体体体体では８１では８１では８１では８１．．．．００００％％％％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。

次次次次に、に、に、に、患患患患者１者１者１者１人人人人１日当たりの入院１日当たりの入院１日当たりの入院１日当たりの入院収収収収益益益益ですが、奈良病院では６ですが、奈良病院では６ですが、奈良病院では６ですが、奈良病院では６万万万万５５５５，，，，１７２１７２１７２１７２円円円円、、、、三三三三室病室病室病室病

院では６院では６院では６院では６万３万３万３万３４０４０４０４０円円円円、、、、五條五條五條五條病院では病院では病院では病院では３万３万３万３万５５５５，，，，８０１８０１８０１８０１円円円円とととと対前対前対前対前年で年で年で年で増増増増加しております。これ加しております。これ加しております。これ加しております。これ

らのらのらのらの増増増増加の加の加の加の要要要要因因因因といたしましては、といたしましては、といたしましては、といたしましては、患患患患者者者者数数数数及び及び及び及び手手手手術術術術件数件数件数件数のののの増増増増加が上加が上加が上加が上げげげげられます。られます。られます。られます。
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最最最最後後後後に、給に、給に、給に、給与与与与比率ですが、病院事業全比率ですが、病院事業全比率ですが、病院事業全比率ですが、病院事業全体体体体でででで対前対前対前対前年比で年比で年比で年比で約約約約２２２２．．．．９９９９ポポポポイイイイントントントント減減減減少しておりま少しておりま少しておりま少しておりま

す。これは、す。これは、す。これは、す。これは、退退退退職給職給職給職給与与与与がががが減減減減少したことによる給少したことによる給少したことによる給少したことによる給与与与与費の費の費の費の減減減減、それから、医業、それから、医業、それから、医業、それから、医業収収収収益益益益がががが増増増増加した加した加した加した

ことによるものとことによるものとことによるものとことによるもの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。

なお、平成２６年４月１日に奈良病院及びなお、平成２６年４月１日に奈良病院及びなお、平成２６年４月１日に奈良病院及びなお、平成２６年４月１日に奈良病院及び三三三三室病院が地室病院が地室病院が地室病院が地方方方方独独独独立行立行立行立行政政政政法人法人法人法人化したことによ化したことによ化したことによ化したことによ

り、地り、地り、地り、地方方方方独独独独立行立行立行立行政政政政法人法法人法法人法法人法第６６第６６第６６第６６条条条条、、、、権権権権利利利利義義義義務の承務の承務の承務の承継継継継となっております。となっております。となっております。となっております。

平成２５年１２月に奈良県議会で議決いただきました議第１０９号地平成２５年１２月に奈良県議会で議決いただきました議第１０９号地平成２５年１２月に奈良県議会で議決いただきました議第１０９号地平成２５年１２月に奈良県議会で議決いただきました議第１０９号地方方方方独独独独立行立行立行立行政政政政法人法人法人法人奈奈奈奈

良県良県良県良県立立立立病院機病院機病院機病院機構構構構に承に承に承に承継継継継させるさせるさせるさせる権権権権利利利利を定めることについてにを定めることについてにを定めることについてにを定めることについてに基基基基づき、平成２６年づき、平成２６年づき、平成２６年づき、平成２６年３３３３月月月月３３３３１日１日１日１日

における奈良病院及びにおける奈良病院及びにおける奈良病院及びにおける奈良病院及び三三三三室病院に係る資産室病院に係る資産室病院に係る資産室病院に係る資産等等等等につきましては、地につきましては、地につきましては、地につきましては、地方方方方独独独独立行立行立行立行政政政政法人法人法人法人奈良県奈良県奈良県奈良県立立立立

病院機病院機病院機病院機構構構構に承に承に承に承継継継継いたしました。いたしました。いたしました。いたしました。

これにより奈良県病院事業としてはこれにより奈良県病院事業としてはこれにより奈良県病院事業としてはこれにより奈良県病院事業としては五條五條五條五條病院の病院の病院の病院のみみみみとなりましたが、となりましたが、となりましたが、となりましたが、引引引引きききき続続続続き県き県き県き県民民民民の皆の皆の皆の皆様様様様

によりよい医療をによりよい医療をによりよい医療をによりよい医療を提提提提供できるよう、病院事業の供できるよう、病院事業の供できるよう、病院事業の供できるよう、病院事業の運営運営運営運営にににに取取取取りりりり組組組組んでいきたいとんでいきたいとんでいきたいとんでいきたいと考え考え考え考えているとているとているとていると

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。

以以以以上で平成２５年度奈良県病院事業費特別会計の決算の上で平成２５年度奈良県病院事業費特別会計の決算の上で平成２５年度奈良県病院事業費特別会計の決算の上で平成２５年度奈良県病院事業費特別会計の決算の概要概要概要概要のののの説明説明説明説明をををを終わ終わ終わ終わらせていただらせていただらせていただらせていただ

きます。長くなりましたが、医療政策部のきます。長くなりましたが、医療政策部のきます。長くなりましたが、医療政策部のきます。長くなりましたが、医療政策部の説明説明説明説明はははは以以以以上です。ご上です。ご上です。ご上です。ご審審審審議のほどよろしくお願い議のほどよろしくお願い議のほどよろしくお願い議のほどよろしくお願い

いたします。いたします。いたします。いたします。

○影山くらし創造部長兼景観・環境局長○影山くらし創造部長兼景観・環境局長○影山くらし創造部長兼景観・環境局長○影山くらし創造部長兼景観・環境局長 それでは、くらし創造部、景観・環境局でござそれでは、くらし創造部、景観・環境局でござそれでは、くらし創造部、景観・環境局でござそれでは、くらし創造部、景観・環境局でござ

います。よろしくお願いいたします。います。よろしくお願いいたします。います。よろしくお願いいたします。います。よろしくお願いいたします。

当部局に関係いたします歳出決算につきましてご当部局に関係いたします歳出決算につきましてご当部局に関係いたします歳出決算につきましてご当部局に関係いたします歳出決算につきましてご説明説明説明説明を申し上を申し上を申し上を申し上げげげげます。ます。ます。ます。

「平成２５年度奈良県歳入歳出決算報告「平成２５年度奈良県歳入歳出決算報告「平成２５年度奈良県歳入歳出決算報告「平成２５年度奈良県歳入歳出決算報告書書書書」の６」の６」の６」の６ペーペーペーページ、くらし創造部、景観・環境局ジ、くらし創造部、景観・環境局ジ、くらし創造部、景観・環境局ジ、くらし創造部、景観・環境局

のののの所所所所管は、６、くらし創造費でございます。管は、６、くらし創造費でございます。管は、６、くらし創造費でございます。管は、６、くらし創造費でございます。予予予予算算算算現額現額現額現額、、、、支支支支出出出出済額済額済額済額はははは記載記載記載記載のとおりでございのとおりでございのとおりでございのとおりでござい

ます。ます。ます。ます。

次次次次に、に、に、に、翌翌翌翌年度年度年度年度繰繰繰繰越越越越額額額額はははは記載記載記載記載のとおりでございますが、これは、第７のとおりでございますが、これは、第７のとおりでございますが、これは、第７のとおりでございますが、これは、第７項項項項風風風風致致致致景観費のうち、景観費のうち、景観費のうち、景観費のうち、

国定国定国定国定公公公公園園園園等施設整備等施設整備等施設整備等施設整備事業につきまして、事業につきまして、事業につきまして、事業につきまして、老朽老朽老朽老朽化した東化した東化した東化した東海海海海自自自自然歩然歩然歩然歩道の道の道の道の標標標標識識識識のののの再整備再整備再整備再整備をををを行行行行う事う事う事う事

業でございますが、平成２５年度中において地業でございますが、平成２５年度中において地業でございますが、平成２５年度中において地業でございますが、平成２５年度中において地元元元元調調調調整等整等整等整等に不に不に不に不測測測測の日の日の日の日時時時時をををを要要要要することとなっすることとなっすることとなっすることとなっ

たため、事業費の一部をたため、事業費の一部をたため、事業費の一部をたため、事業費の一部を繰繰繰繰り越したものでございます。なお、計り越したものでございます。なお、計り越したものでございます。なお、計り越したものでございます。なお、計画的画的画的画的かつかつかつかつ着実着実着実着実なななな執執執執行行行行、進、進、進、進

捗捗捗捗管理に管理に管理に管理に努努努努めまして、めまして、めまして、めまして、既既既既に事業はに事業はに事業はに事業は完完完完了をしております。了をしております。了をしております。了をしております。

不用不用不用不用額額額額は、は、は、は、各項共各項共各項共各項共通で通で通で通で人件人件人件人件費の費の費の費の減減減減によるものがによるものがによるものがによるものが主主主主なものでございます。それなものでございます。それなものでございます。それなものでございます。それ以外以外以外以外の不用の不用の不用の不用

額額額額につきましてにつきましてにつきましてにつきまして主主主主なものをなものをなものをなものを項項項項別で申しますと、第６別で申しますと、第６別で申しますと、第６別で申しますと、第６項項項項環境管理費では、環境管理費では、環境管理費では、環境管理費では、浄浄浄浄化化化化槽槽槽槽設置整備設置整備設置整備設置整備にににに

係る事業費係る事業費係る事業費係る事業費へへへへのののの補助補助補助補助につきまして、につきまして、につきまして、につきまして、市市市市町町町町村の事業村の事業村の事業村の事業実実実実績績績績がががが予予予予算算算算時時時時のののの見込み見込み見込み見込みからからからから減減減減少したこと少したこと少したこと少したこと

にににに伴伴伴伴う事業費のう事業費のう事業費のう事業費の減や減や減や減や、景観・環境総合、景観・環境総合、景観・環境総合、景観・環境総合セセセセンンンンタタタターーーー事業などにおける事業費の事業などにおける事業費の事業などにおける事業費の事業などにおける事業費の減減減減によるものなによるものなによるものなによるものな
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どでございます。どでございます。どでございます。どでございます。

第７第７第７第７項項項項風風風風致致致致景観費では、景観費では、景観費では、景観費では、歴歴歴歴史史史史的的的的風風風風土保土保土保土保存存存存買買買買入事業入事業入事業入事業やややや国定国定国定国定公公公公園園園園等施設整備等施設整備等施設整備等施設整備事業に係る国事業に係る国事業に係る国事業に係る国庫庫庫庫

認認認認証証証証減や減や減や減や、、、、屋屋屋屋外外外外広広広広告告告告物適物適物適物適正正正正化推進事業において景観化推進事業において景観化推進事業において景観化推進事業において景観配配配配慮慮慮慮型型型型広広広広告告告告物物物物へへへへのののの転転転転換換換換をををを誘導誘導誘導誘導するするするする助助助助成成成成

について、について、について、について、予予予予算算算算時時時時のののの見込み見込み見込み見込みからからからから減減減減少したことに少したことに少したことに少したことに伴伴伴伴う事業費のう事業費のう事業費のう事業費の減減減減によるものなどでございまによるものなどでございまによるものなどでございまによるものなどでございま

す。す。す。す。

以以以以上が歳出決算のご上が歳出決算のご上が歳出決算のご上が歳出決算のご説明説明説明説明でございます。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「平成２５年度「平成２５年度「平成２５年度主要施主要施主要施主要施策の成策の成策の成策の成果果果果に関する報告に関する報告に関する報告に関する報告書書書書」に」に」に」に基基基基づきまして、くらしづきまして、くらしづきまして、くらしづきまして、くらし

創造部、景観・環境局に係る事創造部、景観・環境局に係る事創造部、景観・環境局に係る事創造部、景観・環境局に係る事項項項項についてについてについてについて主主主主なものをごなものをごなものをごなものをご説明説明説明説明を申し上を申し上を申し上を申し上げげげげます。ます。ます。ます。

８６８６８６８６ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、紀伊半島紀伊半島紀伊半島紀伊半島大水大水大水大水害害害害からのからのからのからの復旧復旧復旧復旧・・・・復復復復興でございます。奈良県地域興でございます。奈良県地域興でございます。奈良県地域興でございます。奈良県地域貢貢貢貢献献献献活動助活動助活動助活動助成成成成

事業で、事業で、事業で、事業で、復旧復旧復旧復旧・・・・復復復復興興興興支支支支援援援援枠枠枠枠をををを設設設設けまして、けまして、けまして、けまして、紀伊半島紀伊半島紀伊半島紀伊半島大水大水大水大水害害害害のののの被被被被災災災災地地地地復復復復興のために興のために興のために興のために活動活動活動活動するするするする

ＮＮＮＮＰＰＰＰＯＯＯＯのののの支支支支援援援援をををを実施実施実施実施をいたしました。をいたしました。をいたしました。をいたしました。

８７８７８７８７ペーペーペーページ、２、地域ジ、２、地域ジ、２、地域ジ、２、地域課題課題課題課題のののの解解解解決に決に決に決に取取取取りりりり組む団体組む団体組む団体組む団体のののの支支支支援援援援でございます。奈良県でございます。奈良県でございます。奈良県でございます。奈良県協協協協働働働働推進推進推進推進

基基基基金金金金運営運営運営運営事業では、県事業では、県事業では、県事業では、県民や企民や企民や企民や企業業業業等等等等からのからのからのからの寄附寄附寄附寄附金を金を金を金を原原原原資とする地域資とする地域資とする地域資とする地域貢貢貢貢献献献献ササササポポポポーーーートトトト基基基基金を金を金を金を活活活活用用用用

し、し、し、し、寄附寄附寄附寄附者が者が者が者が設設設設定した定した定した定したテテテテーーーーマについてマについてマについてマについてＮＮＮＮＰＰＰＰＯＯＯＯ等等等等がががが行行行行う事業にう事業にう事業にう事業に対対対対し、し、し、し、補助補助補助補助をいたしました。をいたしました。をいたしました。をいたしました。

また、また、また、また、寄附寄附寄附寄附者が者が者が者が希希希希望望望望するするするする団体団体団体団体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補助補助補助補助をしております。をしております。をしております。をしております。

８８８８８８８８ペーペーペーページ、１、地域の教育ジ、１、地域の教育ジ、１、地域の教育ジ、１、地域の教育力力力力のののの充充充充実実実実でございます。でございます。でございます。でございます。子子子子どもと大どもと大どもと大どもと大人人人人でつくる地域のつなでつくる地域のつなでつくる地域のつなでつくる地域のつな

がり事業では、地域でがり事業では、地域でがり事業では、地域でがり事業では、地域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力力力力をををを高高高高めるため、地域のめるため、地域のめるため、地域のめるため、地域の子子子子どもと大どもと大どもと大どもと大人人人人がががが集集集集い、ともい、ともい、ともい、とも

にににに学学学学び、ともにび、ともにび、ともにび、ともにスポスポスポスポーーーーツツツツ等等等等をするといったをするといったをするといったをするといった子子子子どもと大どもと大どもと大どもと大人人人人のののの交交交交流流流流をををを図図図図る地域る地域る地域る地域活動活動活動活動にににに取取取取りりりり組む組む組む組む

自自自自治会治会治会治会ややややＮＮＮＮＰＰＰＰＯＯＯＯ等等等等のののの支支支支援援援援をををを実施実施実施実施をいたしました。をいたしました。をいたしました。をいたしました。

次次次次に、８９に、８９に、８９に、８９ペーペーペーページ、２、ジ、２、ジ、２、ジ、２、青青青青少年健全育成の推進でございます。少年健全育成の推進でございます。少年健全育成の推進でございます。少年健全育成の推進でございます。青青青青少年少年少年少年社社社社会会会会的自立支的自立支的自立支的自立支援援援援事事事事

業では、業では、業では、業では、青青青青少年の少年の少年の少年の社社社社会会会会的自立的自立的自立的自立のののの促促促促進と進と進と進とニーニーニーニートトトト等へ等へ等へ等へのののの支支支支援援援援を総合を総合を総合を総合的的的的に推進するため、に推進するため、に推進するため、に推進するため、引引引引きこきこきこきこ

もりもりもりもり状状状状態態態態からからからから脱脱脱脱しつつあるしつつあるしつつあるしつつある子子子子ども、ども、ども、ども、若若若若者が者が者が者が気気気気軽軽軽軽にににに立立立立ちちちち寄寄寄寄ることができるることができるることができるることができる居居居居場場場場所所所所をををを提提提提供し、供し、供し、供し、

就労就労就労就労体体体体験験験験などのなどのなどのなどの自立支自立支自立支自立支援援援援ププププロロロログラグラグラグラムムムムをををを実施実施実施実施するとともに、するとともに、するとともに、するとともに、引引引引きこもりの長きこもりの長きこもりの長きこもりの長期期期期化を化を化を化を防防防防ぐぐぐぐため、ため、ため、ため、

臨臨臨臨床床床床心心心心理理理理士士士士によるによるによるによる訪問訪問訪問訪問支支支支援援援援をををを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。

３３３３、野、野、野、野外活動外活動外活動外活動セセセセンンンンタタタターーーー事業の事業の事業の事業の充充充充実実実実でございます。野でございます。野でございます。野でございます。野外活動外活動外活動外活動セセセセンンンンタタタターーーーでは、では、では、では、子子子子どもから大どもから大どもから大どもから大

人人人人までまでまでまで幅幅幅幅広広広広い年代のい年代のい年代のい年代の方方方方 々々々々がががが自自自自然然然然の中での中での中での中で自自自自炊炊炊炊やややや宿宿宿宿泊泊泊泊等等等等の野の野の野の野外活動外活動外活動外活動を通して、日を通して、日を通して、日を通して、日常常常常ではではではでは味味味味わえわえわえわえ

ないないないない時時時時間を間を間を間を過過過過ごせるごせるごせるごせる施設施設施設施設としてのとしてのとしてのとしての充充充充実実実実をををを図図図図ってまいりました。平成２４年度にはってまいりました。平成２４年度にはってまいりました。平成２４年度にはってまいりました。平成２４年度には新新新新管理管理管理管理棟棟棟棟

のののの建建建建築築築築、平成２５年度は、平成２５年度は、平成２５年度は、平成２５年度は記載記載記載記載の野の野の野の野外活動外活動外活動外活動セセセセンンンンタタタターーーー食食食食事環境事環境事環境事環境充充充充実実実実事業について、事業について、事業について、事業について、自自自自炊炊炊炊場の場の場の場の椅椅椅椅

子子子子、、、、テテテテーーーーブブブブルルルルなどのなどのなどのなどの更新更新更新更新、土間、土間、土間、土間やややや屋屋屋屋根根根根のののの改修改修改修改修などをなどをなどをなどを実施実施実施実施をいたしました。をいたしました。をいたしました。をいたしました。

９０９０９０９０ペーペーペーページ、１、だれもがいつでもジ、１、だれもがいつでもジ、１、だれもがいつでもジ、１、だれもがいつでも楽楽楽楽しめるしめるしめるしめるスポスポスポスポーーーーツツツツの推進でございます。県の推進でございます。県の推進でございます。県の推進でございます。県民体民体民体民体力力力力づづづづ
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くり推進事業では、小くり推進事業では、小くり推進事業では、小くり推進事業では、小学学学学生生生生からからからから高齢高齢高齢高齢者まで者まで者まで者まで多多多多世世世世代に代に代に代にわわわわたりたりたりたり学校学校学校学校、、、、家家家家族族族族、、、、友友友友人人人人などなどなどなど多多多多様様様様ななななチチチチ

ーーーームムムムでででで多多多多くのくのくのくの方方方方がともにがともにがともにがともに楽楽楽楽ししししみみみみ、健康、健康、健康、健康増増増増進を進を進を進を図図図図ることができるよう、ることができるよう、ることができるよう、ることができるよう、橿橿橿橿原原原原公公公公園園園園陸陸陸陸上上上上競競競競技技技技場場場場

におきまして、におきまして、におきまして、におきまして、３３３３月１５日に「奈良月１５日に「奈良月１５日に「奈良月１５日に「奈良ＲＲＲＲＵＮＵＮＵＮＵＮ××××２２２２リレリレリレリレーーーーママママララララソソソソン２０１４」を開催をいたしン２０１４」を開催をいたしン２０１４」を開催をいたしン２０１４」を開催をいたし

ました。１６ました。１６ました。１６ました。１６３チー３チー３チー３チームムムム、１、１、１、１，，，，２９４名の２９４名の２９４名の２９４名の参参参参加を加を加を加を得得得得て、て、て、て、好好好好評評評評をいただいたところでございまをいただいたところでございまをいただいたところでございまをいただいたところでございま

す。す。す。す。今今今今年度は、第２年度は、第２年度は、第２年度は、第２回目回目回目回目として１１月として１１月として１１月として１１月３３３３０日に０日に０日に０日に実施実施実施実施をををを予予予予定しております。定しております。定しております。定しております。

次次次次に、９１に、９１に、９１に、９１ペーペーペーページ、２、地域でジ、２、地域でジ、２、地域でジ、２、地域で楽楽楽楽ししししむむむむスポスポスポスポーーーーツツツツの推進でございます。奈良マの推進でございます。奈良マの推進でございます。奈良マの推進でございます。奈良マララララソソソソン開催ン開催ン開催ン開催

支支支支援援援援事業では、事業では、事業では、事業では、昨昨昨昨年１２月７日、８日の年１２月７日、８日の年１２月７日、８日の年１２月７日、８日の両両両両日にかけ、４日にかけ、４日にかけ、４日にかけ、４，，，，００００００００００００人人人人をををを超え超え超え超えるるるるボボボボラララランンンンティティティティアアアア

のののの方方方方 々々々々のののの協力協力協力協力のもと、１のもと、１のもと、１のもと、１万万万万５５５５，，，，００００００００００００人人人人をををを超え超え超え超えるるるる多多多多くのくのくのくのラララランンンンナナナナーーーーのののの参参参参加を加を加を加を得得得得てててて行わ行わ行わ行われましれましれましれまし

た。奈良マた。奈良マた。奈良マた。奈良マララララソソソソン２０１ン２０１ン２０１ン２０１３３３３の開催をの開催をの開催をの開催を支支支支援援援援をいたしました。４７全をいたしました。４７全をいたしました。４７全をいたしました。４７全都都都都道道道道府府府府県及び県及び県及び県及びアアアアジジジジアやアやアやアやヨヨヨヨ

ーーーーロロロロッッッッパパパパ、、、、アアアアメメメメリリリリカカカカなど１２か国から１１４など１２か国から１１４など１２か国から１１４など１２か国から１１４人人人人のののの外外外外国国国国人ラ人ラ人ラ人ランンンンナナナナーーーーもももも参参参参加をいただきました。加をいただきました。加をいただきました。加をいただきました。

ことしは第５ことしは第５ことしは第５ことしは第５回記回記回記回記念念念念大会として、１２月１大会として、１２月１大会として、１２月１大会として、１２月１３３３３日、１４日に開催をする日、１４日に開催をする日、１４日に開催をする日、１４日に開催をする予予予予定でございます。定でございます。定でございます。定でございます。

新新新新たに県たに県たに県たに県民民民民特別特別特別特別枠枠枠枠として２として２として２として２，，，，００００００００００００人人人人をををを新新新新設設設設するとともに、するとともに、するとともに、するとともに、記記記記念念念念イイイイベベベベントの開催などントの開催などントの開催などントの開催など記記記記念念念念

大会としての大会としての大会としての大会としての充充充充実実実実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。

サイクルサイクルサイクルサイクルスポスポスポスポーーーーツツツツイイイイベベベベントントントント支支支支援援援援事業では、事業では、事業では、事業では、サイクルサイクルサイクルサイクルスポスポスポスポーーーーツツツツの振興をの振興をの振興をの振興を図図図図るため、るため、るため、るため、新新新新たなたなたなたな

取取取取りりりり組み組み組み組みでございますでございますでございますでございますツツツツアーアーアーアー・・・・オオオオブブブブ・奈良・まほろ・奈良・まほろ・奈良・まほろ・奈良・まほろばばばばなど、県南部・東部地域の地など、県南部・東部地域の地など、県南部・東部地域の地など、県南部・東部地域の地勢勢勢勢や自や自や自や自

然然然然環境などを環境などを環境などを環境などを生生生生かしたかしたかしたかした記載記載記載記載ののののイイイイベベベベントントントントへへへへの開催の開催の開催の開催支支支支援援援援をををを行行行行いました。いました。いました。いました。

アアアアウウウウトトトトドドドドアアアアスポスポスポスポーーーーツツツツ体体体体験験験験事業では、初事業では、初事業では、初事業では、初心心心心者でも者でも者でも者でも気気気気軽軽軽軽にににに楽楽楽楽しめるしめるしめるしめるカカカカヌヌヌヌー体ー体ー体ー体験験験験イイイイベベベベントといントといントといントとい

たしまして、たしまして、たしまして、たしまして、障障障障害害害害者者者者向向向向け及び一け及び一け及び一け及び一般向般向般向般向けのけのけのけのカカカカヌヌヌヌー体ー体ー体ー体験験験験教室を平成２５年教室を平成２５年教室を平成２５年教室を平成２５年３３３３月に月に月に月に完完完完成をいたし成をいたし成をいたし成をいたし

ました大ました大ました大ました大滝滝滝滝ダムダムダムダムののののダムダムダムダム湖湖湖湖におきまして、におきまして、におきまして、におきまして、記載記載記載記載のとおり開催をいたしました。のとおり開催をいたしました。のとおり開催をいたしました。のとおり開催をいたしました。

９２９２９２９２ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、３３３３、あこがれ・、あこがれ・、あこがれ・、あこがれ・感感感感動動動動をををを生む生む生む生むスポスポスポスポーーーーツツツツの推進といたしまして、トの推進といたしまして、トの推進といたしまして、トの推進といたしまして、トップアップアップアップアスリスリスリスリ

ーーーートトトト活活活活用事業では、用事業では、用事業では、用事業では、スポスポスポスポーーーーツツツツへへへへの関の関の関の関心心心心をををを高高高高め、め、め、め、スポスポスポスポーーーーツツツツをををを始始始始めるきっかけづくりとして、めるきっかけづくりとして、めるきっかけづくりとして、めるきっかけづくりとして、

子子子子どもをどもをどもをどもを対象対象対象対象にいたしました野にいたしました野にいたしました野にいたしました野球球球球、、、、サッカーサッカーサッカーサッカー、、、、バスケバスケバスケバスケッッッットトトトボボボボールールールールのののの各各各各教室教室教室教室やややや北北北北京オ京オ京オ京オリリリリンンンンピピピピ

ックックックック４００メ４００メ４００メ４００メーーーートトトトルルルルリレリレリレリレーーーー銅銅銅銅メメメメダリスダリスダリスダリストのトのトのトの朝朝朝朝原原原原宣宣宣宣治治治治選手選手選手選手にににに参参参参加をいただき加をいただき加をいただき加をいただき、、、、「「「「ババババトンをつトンをつトンをつトンをつ

ななななげげげげ！陸！陸！陸！陸上上上上リレリレリレリレーーーー夏夏夏夏まつりまつりまつりまつりｉｎ橿ｉｎ橿ｉｎ橿ｉｎ橿原原原原」を」を」を」を記載記載記載記載のとおりのとおりのとおりのとおり実施実施実施実施をいたしました。をいたしました。をいたしました。をいたしました。

人人人人権権権権施施施施策の推進では策の推進では策の推進では策の推進では、、、、「「「「ラッラッラッラッピピピピンンンンググググバスバスバスバスのののの運行運行運行運行」事業」事業」事業」事業やややや９９９９３ペー３ペー３ペー３ページにジにジにジに記載記載記載記載の事業などをの事業などをの事業などをの事業などを

実施実施実施実施し、し、し、し、人人人人権権権権啓発啓発啓発啓発をはをはをはをはじじじじめとしためとしためとしためとした人人人人権権権権施施施施策の推進に策の推進に策の推進に策の推進に努努努努めました。めました。めました。めました。

９５９５９５９５ペーペーペーページ、１、ジ、１、ジ、１、ジ、１、食食食食品品品品のののの安安安安全・全・全・全・安心安心安心安心確確確確保保保保対対対対策でございます。策でございます。策でございます。策でございます。食食食食のののの安安安安全全全全みみみみはりはりはりはり番番番番事業事業事業事業やややや食食食食

品品品品のののの検検検検査査査査によるによるによるによる安安安安全全全全確確確確認事業では、認事業では、認事業では、認事業では、食食食食品品品品関係関係関係関係営営営営業業業業施設施設施設施設のののの立立立立ち入りち入りち入りち入り指指指指導導導導やややや食食食食品品品品のののの抜抜抜抜きききき取取取取りりりり検検検検

査査査査などの事業をなどの事業をなどの事業をなどの事業を実施実施実施実施し、し、し、し、食食食食品品品品のののの安安安安全・全・全・全・安心安心安心安心のののの確確確確保に保に保に保に努努努努めました。めました。めました。めました。

２、２、２、２、消消消消費者の費者の費者の費者の啓発啓発啓発啓発等等等等といたしまして、といたしまして、といたしまして、といたしまして、消消消消費者費者費者費者行行行行政政政政強強強強化・化・化・化・活活活活性化事業では、県及び性化事業では、県及び性化事業では、県及び性化事業では、県及び市市市市町町町町村村村村
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のののの消消消消費費費費生活生活生活生活相談相談相談相談窓口窓口窓口窓口の機の機の機の機能能能能をををを充充充充実実実実、、、、強強強強化するため、化するため、化するため、化するため、相談相談相談相談員の員の員の員のレベレベレベレベルアップルアップルアップルアップのためにのためにのためにのために研修研修研修研修等等等等

をををを実施実施実施実施するとともに、するとともに、するとともに、するとともに、消消消消費者に費者に費者に費者に対対対対するするするする啓発啓発啓発啓発にににに努努努努めました。めました。めました。めました。

９７９７９７９７ペーペーペーページ、２、環境保全ジ、２、環境保全ジ、２、環境保全ジ、２、環境保全対対対対策の推進といたしまして、大策の推進といたしまして、大策の推進といたしまして、大策の推進といたしまして、大気気気気汚汚汚汚染染染染防止防止防止防止対対対対策事業では、大策事業では、大策事業では、大策事業では、大

気気気気汚汚汚汚染染染染防止防止防止防止法法法法にににに基基基基づき、づき、づき、づき、常常常常時時時時監監監監視視視視局での局での局での局での測測測測定定定定ややややばばばばいいいい煙煙煙煙発発発発生施設生施設生施設生施設、、、、フフフフロロロロンンンン回収回収回収回収事業事業事業事業所等へ所等へ所等へ所等へのののの

立立立立ち入りち入りち入りち入り指指指指導導導導をををを実施実施実施実施をいたしました。をいたしました。をいたしました。をいたしました。

大和川水大和川水大和川水大和川水質質質質改善改善改善改善事業では、事業では、事業では、事業では、市市市市町町町町村ごとの水村ごとの水村ごとの水村ごとの水質質質質汚濁汚濁汚濁汚濁状況や状況や状況や状況や汚濁汚濁汚濁汚濁原原原原因因因因などをきめなどをきめなどをきめなどをきめ細細細細かくかくかくかく把握把握把握把握

し、水し、水し、水し、水質質質質ママママップップップップのののの回収や回収や回収や回収やホホホホーーーームムムムペーペーペーページでのジでのジでのジでの公公公公開を開を開を開を実施実施実施実施することにより、水することにより、水することにより、水することにより、水質質質質汚濁汚濁汚濁汚濁状況状況状況状況のののの見見見見

ええええる化をる化をる化をる化を図図図図り、大和川の水り、大和川の水り、大和川の水り、大和川の水質質質質改善改善改善改善にににに向向向向けたけたけたけた啓発啓発啓発啓発のののの充充充充実実実実にににに努努努努めました。めました。めました。めました。

９８９８９８９８ペーペーペーページ、景観・環境総合ジ、景観・環境総合ジ、景観・環境総合ジ、景観・環境総合セセセセンンンンタタタターーーー事業では、平日だけでなく、土事業では、平日だけでなく、土事業では、平日だけでなく、土事業では、平日だけでなく、土曜曜曜曜日、日日、日日、日日、日曜曜曜曜日、日、日、日、祝祝祝祝

日、日、日、日、夜夜夜夜間においても監間においても監間においても監間においても監視パ視パ視パ視パトトトトロロロロールールールールをををを実施実施実施実施し、産業し、産業し、産業し、産業廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物処処処処理の不理の不理の不理の不適適適適正正正正事案の事案の事案の事案の未未未未然然然然防止防止防止防止、、、、

早期早期早期早期発発発発見等見等見等見等にににに努努努努めてまいりました。めてまいりました。めてまいりました。めてまいりました。

３３３３、産業、産業、産業、産業廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物税税税税のののの活活活活用といたしまして、産業用といたしまして、産業用といたしまして、産業用といたしまして、産業廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物税税税税をををを活活活活用し、産業用し、産業用し、産業用し、産業廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物のののの排排排排出出出出抑抑抑抑

制制制制や減や減や減や減量量量量化、不化、不化、不化、不法投法投法投法投棄棄棄棄等等等等の監の監の監の監視視視視体体体体制制制制のののの強強強強化、化、化、化、循循循循環環環環型型型型社社社社会の推進を会の推進を会の推進を会の推進を図図図図るため、るため、るため、るため、記載記載記載記載の事業にの事業にの事業にの事業に

取取取取りりりり組み組み組み組みました。ました。ました。ました。

９９９９９９９９ペーペーペーページ、４、ジ、４、ジ、４、ジ、４、廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物のののの減減減減量量量量化、資化、資化、資化、資源源源源化及び化及び化及び化及び適適適適正正正正処処処処理の推進といたしまして、産業理の推進といたしまして、産業理の推進といたしまして、産業理の推進といたしまして、産業廃廃廃廃

棄棄棄棄物物物物処処処処理理理理適適適適正正正正化事業では、産業化事業では、産業化事業では、産業化事業では、産業廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物排排排排出事業者出事業者出事業者出事業者やややや処処処処理事業者理事業者理事業者理事業者へへへへのののの立立立立ち入りち入りち入りち入り指指指指導導導導をををを行行行行いまいまいまいま

した。した。した。した。

１００１００１００１００ペーペーペーページ、１、景観計ジ、１、景観計ジ、１、景観計ジ、１、景観計画画画画、景観、景観、景観、景観条条条条例例例例、、、、既既既既存存存存規規規規制誘導制制誘導制制誘導制制誘導制度の度の度の度の活活活活用といたしまして、よ用といたしまして、よ用といたしまして、よ用といたしまして、よ

りよい景観のさらなるりよい景観のさらなるりよい景観のさらなるりよい景観のさらなる向向向向上、上、上、上、好好好好ましくない景観のましくない景観のましくない景観のましくない景観の改善改善改善改善をををを方針方針方針方針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記載記載記載記載の事業なの事業なの事業なの事業な

どをどをどをどを実施実施実施実施しております。景観しております。景観しております。景観しております。景観ササササポポポポーーーータタタターーーー育成事業では、県育成事業では、県育成事業では、県育成事業では、県民民民民とのとのとのとの協協協協働働働働による景観づくりをによる景観づくりをによる景観づくりをによる景観づくりを

推進するため、景観づくりに推進するため、景観づくりに推進するため、景観づくりに推進するため、景観づくりに取取取取りりりり組む組む組む組む景観景観景観景観ササササポポポポーーーータタタターーーーをををを募募募募集集集集し、し、し、し、研修研修研修研修など、その育成になど、その育成になど、その育成になど、その育成に取取取取

りりりり組み組み組み組み、、、、新新新新たにたにたにたに３３３３０名の０名の０名の０名のササササポポポポーーーータタタターーーーのののの登録登録登録登録をいたしました。をいたしました。をいたしました。をいたしました。屋屋屋屋外外外外広広広広告告告告物適物適物適物適正正正正化推進事業で化推進事業で化推進事業で化推進事業で

は、景観には、景観には、景観には、景観に配配配配慮慮慮慮したしたしたした広広広広告、景観創出のため、告、景観創出のため、告、景観創出のため、告、景観創出のため、既既既既存存存存広広広広告告告告物物物物のののの回収や回収や回収や回収や撤撤撤撤去去去去へへへへのののの支支支支援援援援をををを実施実施実施実施をいをいをいをい

たしました。奈良のたしました。奈良のたしました。奈良のたしました。奈良の彩彩彩彩りづくりりづくりりづくりりづくり植植植植栽栽栽栽計計計計画画画画策定事業では、策定事業では、策定事業では、策定事業では、四季四季四季四季を通を通を通を通じじじじてててて彩彩彩彩りりりり豊豊豊豊かなかなかなかな植植植植栽栽栽栽景観景観景観景観

をををを向向向向上させるための奈良県上させるための奈良県上させるための奈良県上させるための奈良県植植植植栽栽栽栽計計計計画画画画、奈良、奈良、奈良、奈良四季彩四季彩四季彩四季彩りのりのりのりの庭庭庭庭づくりを策定いたしまして、奈良づくりを策定いたしまして、奈良づくりを策定いたしまして、奈良づくりを策定いたしまして、奈良

県を一つの県を一つの県を一つの県を一つの庭庭庭庭とととと見立見立見立見立てて、てて、てて、てて、植植植植栽栽栽栽を通を通を通を通じじじじてててて魅魅魅魅力力力力ある美しい景観づくりにある美しい景観づくりにある美しい景観づくりにある美しい景観づくりに努努努努めているところでめているところでめているところでめているところで

ございます。ございます。ございます。ございます。植植植植栽栽栽栽による景観による景観による景観による景観向向向向上推進事業費上推進事業費上推進事業費上推進事業費補助補助補助補助金といたしまして、金といたしまして、金といたしまして、金といたしまして、植植植植栽栽栽栽景観景観景観景観へへへへのののの向向向向上に上に上に上に

取取取取りりりり組む市組む市組む市組む市町町町町村村村村へへへへのののの支支支支援援援援をををを実施実施実施実施をいたしました。をいたしました。をいたしました。をいたしました。

１０１１０１１０１１０１ペーペーペーページ、２、ジ、２、ジ、２、ジ、２、歴歴歴歴史史史史的的的的風風風風土保土保土保土保存存存存地の地の地の地の買買買買入・入・入・入・整備整備整備整備でございます。でございます。でございます。でございます。歴歴歴歴史史史史的的的的風風風風土保土保土保土保存存存存買買買買入入入入

事業では、事業では、事業では、事業では、古古古古都都都都保保保保存存存存法法法法にににに基基基基づき、奈良づき、奈良づき、奈良づき、奈良市市市市、、、、天天天天理理理理市市市市、、、、明明明明日日日日香香香香村にある村にある村にある村にある歴歴歴歴史史史史的的的的風風風風土特別保土特別保土特別保土特別保存存存存地地地地
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区区区区内内内内の土地４７の土地４７の土地４７の土地４７件件件件、９、９、９、９万万万万７７７７，，，，４６１平４６１平４６１平４６１平方方方方メメメメーーーートトトトルルルルのののの買買買買い入れをい入れをい入れをい入れを行行行行いました。いました。いました。いました。

１０２１０２１０２１０２ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、３３３３、、、、希希希希少野少野少野少野生動生動生動生動植植植植物物物物保保保保護護護護の推進といたしまして、の推進といたしまして、の推進といたしまして、の推進といたしまして、希希希希少野少野少野少野生動生動生動生動植植植植物物物物保保保保護護護護活活活活

動動動動促促促促進事業では、進事業では、進事業では、進事業では、植植植植物物物物ではではではではツツツツククククシシシシガヤガヤガヤガヤ、、、、イイイイネネネネ科科科科のののの種種種種子子子子植植植植物物物物でございます。でございます。でございます。でございます。動動動動物物物物ではではではではナナナナゴゴゴゴヤヤヤヤ

ダダダダルルルルママママガガガガエエエエルルルル及び及び及び及びニニニニホホホホンンンンババババララララタナタナタナタナゴゴゴゴについて、保について、保について、保について、保護護護護管理のための事業計管理のための事業計管理のための事業計管理のための事業計画画画画の策定の策定の策定の策定やややや事業計事業計事業計事業計

画画画画にににに基基基基づくづくづくづく生生生生息息息息環境の環境の環境の環境の改善改善改善改善などなどなどなど記載記載記載記載の事業をの事業をの事業をの事業を実施実施実施実施をいたしました。をいたしました。をいたしました。をいたしました。

４、４、４、４、生生生生物物物物多多多多様様様様性保全の推進といたしまして、性保全の推進といたしまして、性保全の推進といたしまして、性保全の推進といたしまして、生生生生物物物物多多多多様様様様性なら性なら性なら性なら戦略戦略戦略戦略推進事業では、推進事業では、推進事業では、推進事業では、豊豊豊豊かなかなかなかな

自自自自然然然然環境を保全するため、さまざまな環境を保全するため、さまざまな環境を保全するため、さまざまな環境を保全するため、さまざまな主体主体主体主体が連が連が連が連携携携携、、、、協協協協働働働働し、し、し、し、生生生生物物物物多多多多様様様様性の保全性の保全性の保全性の保全普普普普及及及及活動活動活動活動にににに

取取取取りりりり組む組む組む組むならならならなら生生生生物物物物多多多多様様様様性保全ネ性保全ネ性保全ネ性保全ネッッッットトトトワワワワークークークークを本年を本年を本年を本年３３３３月に月に月に月に設立設立設立設立をいたしました。をいたしました。をいたしました。をいたしました。

奈良県奈良県奈良県奈良県レレレレッッッッドデドデドデドデーーーータブタブタブタブックックックック改改改改訂訂訂訂及び及び及び及び外外外外来種リス来種リス来種リス来種リストトトト作作作作成事業では、成事業では、成事業では、成事業では、改改改改訂訂訂訂委員会委員会委員会委員会や分や分や分や分科科科科会の会の会の会の

立立立立ち上ち上ち上ち上げげげげ、、、、現状現状現状現状調調調調査査査査をををを実施実施実施実施をいたしました。をいたしました。をいたしました。をいたしました。

最最最最後後後後に、５、に、５、に、５、に、５、自自自自然然然然環境の保全と環境の保全と環境の保全と環境の保全と整備整備整備整備といたしまして、国といたしまして、国といたしまして、国といたしまして、国立公立公立公立公園園園園環境環境環境環境整備整備整備整備事業では、事業では、事業では、事業では、老朽老朽老朽老朽

化した吉野化した吉野化した吉野化した吉野熊熊熊熊野国野国野国野国立公立公立公立公園園園園のののの桟桟桟桟橋の橋の橋の橋の撤撤撤撤去去去去、国定、国定、国定、国定公公公公園園園園等施設整備等施設整備等施設整備等施設整備事業では、事業では、事業では、事業では、利利利利用者の用者の用者の用者の快快快快適適適適性、性、性、性、

利便利便利便利便性を性を性を性を向向向向上させるため、東上させるため、東上させるため、東上させるため、東海海海海自自自自然歩然歩然歩然歩道のうち、山の辺の道などの道のうち、山の辺の道などの道のうち、山の辺の道などの道のうち、山の辺の道などの標標標標識識識識整備や公整備や公整備や公整備や公衆衆衆衆トトトトイイイイレレレレ

整備整備整備整備をををを実施実施実施実施をいたしました。をいたしました。をいたしました。をいたしました。

以以以以上で平成２５年度くらし創造部、景観・環境局の上で平成２５年度くらし創造部、景観・環境局の上で平成２５年度くらし創造部、景観・環境局の上で平成２５年度くらし創造部、景観・環境局の主要施主要施主要施主要施策についての策についての策についての策についての説明説明説明説明をををを終わ終わ終わ終わらせらせらせらせ

ていただきます。どうていただきます。どうていただきます。どうていただきます。どうぞぞぞぞよろしくごよろしくごよろしくごよろしくご審審審審議のほどお願い申し上議のほどお願い申し上議のほどお願い申し上議のほどお願い申し上げげげげます。ありがとうございまます。ありがとうございまます。ありがとうございまます。ありがとうございま

した。した。した。した。

○国中委員長○国中委員長○国中委員長○国中委員長 どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。

説明説明説明説明のののの途途途途中でありますが、一中でありますが、一中でありますが、一中でありますが、一旦旦旦旦休憩休憩休憩休憩し、し、し、し、午午午午後後後後からからからから引引引引きききき続続続続いていていていて説明説明説明説明を受けていきたいと思を受けていきたいと思を受けていきたいと思を受けていきたいと思

います。います。います。います。午午午午後後後後のののの再再再再開でありますが、委員の皆さん、１開でありますが、委員の皆さん、１開でありますが、委員の皆さん、１開でありますが、委員の皆さん、１時時時時でよろしいか。でよろしいか。でよろしいか。でよろしいか。

（（（（「「「「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）

そしたら、そしたら、そしたら、そしたら、午午午午後後後後１１１１時時時時にににに再再再再開いたします。し開いたします。し開いたします。し開いたします。しばばばばらくらくらくらく休憩休憩休憩休憩をいたします。をいたします。をいたします。をいたします。

１１：５６１１：５６１１：５６１１：５６分分分分 休憩休憩休憩休憩

１１１１３３３３：０２：０２：０２：０２分 再分 再分 再分 再開開開開

○国中委員長○国中委員長○国中委員長○国中委員長 それでは、それでは、それでは、それでは、午午午午前前前前中に中に中に中に引引引引きききき続続続続いて会議をいて会議をいて会議をいて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。

中産業・雇用振興部長よりご中産業・雇用振興部長よりご中産業・雇用振興部長よりご中産業・雇用振興部長よりご説明説明説明説明を願います。を願います。を願います。を願います。

○中産業・雇用振興部長○中産業・雇用振興部長○中産業・雇用振興部長○中産業・雇用振興部長 産業・雇用振興部に関係いたします歳出決算についてご産業・雇用振興部に関係いたします歳出決算についてご産業・雇用振興部に関係いたします歳出決算についてご産業・雇用振興部に関係いたします歳出決算についてご説明説明説明説明をををを

申し上申し上申し上申し上げげげげます。ます。ます。ます。

「平成２５年度奈良県歳入歳出決算報告「平成２５年度奈良県歳入歳出決算報告「平成２５年度奈良県歳入歳出決算報告「平成２５年度奈良県歳入歳出決算報告書書書書」の６」の６」の６」の６ペーペーペーページ、一ジ、一ジ、一ジ、一般般般般会計で、第７会計で、第７会計で、第７会計で、第７款款款款雇用政策雇用政策雇用政策雇用政策

費でございます。第１費でございます。第１費でございます。第１費でございます。第１項項項項労労労労政費の不用政費の不用政費の不用政費の不用額額額額についてでございますが、これは、についてでございますが、これは、についてでございますが、これは、についてでございますが、これは、緊急緊急緊急緊急雇用創出雇用創出雇用創出雇用創出
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対対対対策県事業策県事業策県事業策県事業並並並並びにびにびにびに同同同同市市市市町町町町村村村村補助補助補助補助事業における事業費の事業における事業費の事業における事業費の事業における事業費の減減減減などによるものでございます。などによるものでございます。などによるものでございます。などによるものでございます。

第２第２第２第２項項項項職業職業職業職業訓練訓練訓練訓練費の不用費の不用費の不用費の不用額額額額でございますが、これは、でございますが、これは、でございますが、これは、でございますが、これは、離離離離職者職者職者職者等等等等職業職業職業職業訓練訓練訓練訓練委託事業委託事業委託事業委託事業並並並並びにびにびにびに

職業職業職業職業訓練訓練訓練訓練手手手手当事業における当事業における当事業における当事業における訓練訓練訓練訓練生生生生のののの減減減減などによるものでございます。などによるものでございます。などによるものでございます。などによるものでございます。

６６６６ペーペーペーページから７ジから７ジから７ジから７ペーペーペーページ、第９ジ、第９ジ、第９ジ、第９款款款款産業振興費でございます。第１産業振興費でございます。第１産業振興費でございます。第１産業振興費でございます。第１項項項項地域産業費の不用地域産業費の不用地域産業費の不用地域産業費の不用額額額額でででで

ございますが、これは、ございますが、これは、ございますが、これは、ございますが、これは、商商商商工工工工会会会会等補助等補助等補助等補助金において金において金において金において補助対象補助対象補助対象補助対象となります職員となります職員となります職員となります職員数数数数のののの減減減減などによなどによなどによなどによ

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。

第２第２第２第２項項項項産業政策費の産業政策費の産業政策費の産業政策費の翌翌翌翌年度年度年度年度繰繰繰繰越越越越額額額額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、、、、（（（（仮仮仮仮称称称称）奈良県）奈良県）奈良県）奈良県ププププレミレミレミレミアアアアムムムム生活生活生活生活応援応援応援応援

商品券商品券商品券商品券発発発発行行行行事業など事業など事業など事業など３３３３つの事業について２月議会におきましてつの事業について２月議会におきましてつの事業について２月議会におきましてつの事業について２月議会におきまして補正予補正予補正予補正予算化を算化を算化を算化を行行行行い、い、い、い、繰繰繰繰り越り越り越り越

しの承認をいただいたものでございます。なお、産業政策費の不用しの承認をいただいたものでございます。なお、産業政策費の不用しの承認をいただいたものでございます。なお、産業政策費の不用しの承認をいただいたものでございます。なお、産業政策費の不用額額額額でございますが、こでございますが、こでございますが、こでございますが、こ

れは、れは、れは、れは、リビリビリビリビンンンングサイグサイグサイグサイエエエエンンンンス研究ス研究ス研究ス研究開開開開発発発発事業の事業の事業の事業の対象対象対象対象事業の事業の事業の事業の減や企減や企減や企減や企業業業業立立立立地地地地促促促促進進進進補助補助補助補助事業の事業の事業の事業の補助補助補助補助金金金金

申申申申請額請額請額請額のののの減減減減などによるものでございます。などによるものでございます。などによるものでございます。などによるものでございます。

第第第第３項３項３項３項金金金金融融融融対対対対策費の不用策費の不用策費の不用策費の不用額額額額でございますが、これは、でございますが、これは、でございますが、これは、でございますが、これは、制制制制度度度度融融融融資の資の資の資の利利利利子補子補子補子補給金の給金の給金の給金の減減減減などになどになどになどに

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

１２１２１２１２ペーペーペーページ、奈良県ジ、奈良県ジ、奈良県ジ、奈良県営営営営競輪競輪競輪競輪事業費特別会計の歳入歳出決算についてご事業費特別会計の歳入歳出決算についてご事業費特別会計の歳入歳出決算についてご事業費特別会計の歳入歳出決算についてご説明説明説明説明をさせていたをさせていたをさせていたをさせていた

だきます。だきます。だきます。だきます。

歳入決算につきまして、第１歳入決算につきまして、第１歳入決算につきまして、第１歳入決算につきまして、第１款款款款事業事業事業事業収収収収入でございますが、入でございますが、入でございますが、入でございますが、収収収収入入入入済額済額済額済額はははは予予予予算算算算現額現額現額現額にににに対対対対しましましましま

して７して７して７して７億３，億３，億３，億３，４００４００４００４００万円余万円余万円余万円余のののの減減減減となっております。これは、となっております。これは、となっております。これは、となっております。これは、車車車車券券券券売売売売り上り上り上り上げげげげのののの減減減減などによるなどによるなどによるなどによる

ものでございます。ものでございます。ものでございます。ものでございます。

第２第２第２第２款財款財款財款財産産産産収収収収入でございます。入でございます。入でございます。入でございます。収収収収入入入入済額済額済額済額はははは予予予予算算算算現額現額現額現額にににに対対対対しましてしましてしましてしまして３，３，３，３，００００００００００００万円余万円余万円余万円余のののの減減減減

となっておりますが、これは、受託場となっておりますが、これは、受託場となっておりますが、これは、受託場となっておりますが、これは、受託場外施設外施設外施設外施設賃賃賃賃貸貸貸貸料等料等料等料等のののの減減減減などによるものでございます。などによるものでございます。などによるものでございます。などによるものでございます。

第４第４第４第４款諸収款諸収款諸収款諸収入でございますが、入でございますが、入でございますが、入でございますが、収収収収入入入入済額済額済額済額はははは予予予予算算算算現額現額現額現額にににに対対対対しまして２しまして２しまして２しまして２，，，，２００２００２００２００万円余万円余万円余万円余のののの増増増増

となっておりますが、これは、となっておりますが、これは、となっておりますが、これは、となっておりますが、これは、公公公公益益益益財団法人財団法人財団法人財団法人ＪＪＪＪＫＫＫＫＡＡＡＡからのからのからのからの交交交交付金付金付金付金還還還還付による付による付による付による増増増増などによるなどによるなどによるなどによる

ものでございます。ものでございます。ものでございます。ものでございます。

１１１１３ペー３ペー３ペー３ページ、歳出決算についてでございます。第１ジ、歳出決算についてでございます。第１ジ、歳出決算についてでございます。第１ジ、歳出決算についてでございます。第１款款款款産業振興費でございます。第１産業振興費でございます。第１産業振興費でございます。第１産業振興費でございます。第１項項項項

競輪競輪競輪競輪事業費の不用事業費の不用事業費の不用事業費の不用額額額額についてでございますが、これは、についてでございますが、これは、についてでございますが、これは、についてでございますが、これは、車車車車券券券券のののの売売売売り上り上り上り上げげげげがががが見込み見込み見込み見込みよりもよりもよりもよりも減減減減

少したことに少したことに少したことに少したことに伴伴伴伴うううう車車車車券券券券払戻払戻払戻払戻金の金の金の金の減減減減などによるものでございます。などによるものでございます。などによるものでございます。などによるものでございます。

第２第２第２第２款繰款繰款繰款繰上上上上充充充充用金についてでございますが、これは、平成２４年度において歳入不足と用金についてでございますが、これは、平成２４年度において歳入不足と用金についてでございますが、これは、平成２４年度において歳入不足と用金についてでございますが、これは、平成２４年度において歳入不足と

なったため、平成２５年度の歳入からなったため、平成２５年度の歳入からなったため、平成２５年度の歳入からなったため、平成２５年度の歳入から同同同同額額額額をををを繰繰繰繰上上上上充充充充用したことによるものでございます。用したことによるものでございます。用したことによるものでございます。用したことによるものでございます。

なお、平成２５年度は歳入不足がなお、平成２５年度は歳入不足がなお、平成２５年度は歳入不足がなお、平成２５年度は歳入不足が生じ生じ生じ生じなかったため、なかったため、なかったため、なかったため、繰繰繰繰上上上上充充充充用による決算用による決算用による決算用による決算処処処処理は理は理は理は行行行行っておっておっておってお

りません。りません。りません。りません。



---- 33335555 ----

２０２０２０２０ペーペーペーページ、奈良県中小ジ、奈良県中小ジ、奈良県中小ジ、奈良県中小企企企企業振興資金業振興資金業振興資金業振興資金貸貸貸貸付金特別会計の歳入歳出決算についてご付金特別会計の歳入歳出決算についてご付金特別会計の歳入歳出決算についてご付金特別会計の歳入歳出決算についてご説明説明説明説明をををを

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。

歳入決算につきまして、第１歳入決算につきまして、第１歳入決算につきまして、第１歳入決算につきまして、第１款繰款繰款繰款繰越金でございますが、越金でございますが、越金でございますが、越金でございますが、収収収収入入入入済み額済み額済み額済み額はははは予予予予算算算算現額現額現額現額にににに対対対対しましましましま

して１して１して１して１３億円余３億円余３億円余３億円余のののの増増増増となっております。これは、特別会計におけるとなっております。これは、特別会計におけるとなっております。これは、特別会計におけるとなっております。これは、特別会計における前前前前年度年度年度年度剰剰剰剰余余余余金の金の金の金の増増増増などなどなどなど

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

第２第２第２第２款諸収款諸収款諸収款諸収入でございます。第２入でございます。第２入でございます。第２入でございます。第２項項項項貸貸貸貸付金付金付金付金元元元元利利利利収収収収入でございますが、入でございますが、入でございますが、入でございますが、収収収収入入入入済額済額済額済額はははは予予予予算算算算現現現現

額額額額にににに対対対対しまして５しまして５しまして５しまして５，，，，９００９００９００９００万円余万円余万円余万円余のののの増増増増となっております。これは、となっております。これは、となっております。これは、となっております。これは、貸貸貸貸付金の付金の付金の付金の返返返返済予済予済予済予定金定金定金定金額額額額

にににに対対対対してしてしてして償償償償還還還還がががが増増増増加したことなどによるものでございます。なお、加したことなどによるものでございます。なお、加したことなどによるものでございます。なお、加したことなどによるものでございます。なお、同同同同項項項項の不の不の不の不納欠損額納欠損額納欠損額納欠損額はははは記記記記

載載載載のとおりでございますが、これは、のとおりでございますが、これは、のとおりでございますが、これは、のとおりでございますが、これは、債債債債務者の務者の務者の務者の倒倒倒倒産、連産、連産、連産、連帯帯帯帯保保保保証証証証人人人人のののの死亡死亡死亡死亡などによりなどによりなどによりなどにより回収回収回収回収不不不不

能能能能となったことにとなったことにとなったことにとなったことに伴伴伴伴い、い、い、い、昨昨昨昨年の１２月議会においてご承認をいただきました年の１２月議会においてご承認をいただきました年の１２月議会においてご承認をいただきました年の１２月議会においてご承認をいただきました債債債債権権権権放放放放棄棄棄棄をををを行行行行

ったことなどによるものでございます。また、ったことなどによるものでございます。また、ったことなどによるものでございます。また、ったことなどによるものでございます。また、収収収収入入入入未済額未済額未済額未済額は、は、は、は、経営経営経営経営不振不振不振不振やややや倒倒倒倒産などによる産などによる産などによる産などによる

延滞延滞延滞延滞金金金金額額額額などによるものでございます。などによるものでございます。などによるものでございます。などによるものでございます。

２１２１２１２１ペーペーペーページ、歳出決算についてでございます。第１ジ、歳出決算についてでございます。第１ジ、歳出決算についてでございます。第１ジ、歳出決算についてでございます。第１款款款款産業振興費でございます。第１産業振興費でございます。第１産業振興費でございます。第１産業振興費でございます。第１項項項項

中小中小中小中小企企企企業振興資金業振興資金業振興資金業振興資金貸貸貸貸付事業費の不用付事業費の不用付事業費の不用付事業費の不用額額額額でございますが、これは、でございますが、これは、でございますが、これは、でございますが、これは、貸貸貸貸付金の付金の付金の付金の借借借借り入れ申り入れ申り入れ申り入れ申込込込込者者者者

のののの減減減減などによるものでございます。などによるものでございます。などによるものでございます。などによ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、、、、「平成２５年度「平成２５年度「平成２５年度「平成２５年度主要施主要施主要施主要施策の成策の成策の成策の成果果果果に関する報告に関する報告に関する報告に関する報告書書書書」に」に」に」に基基基基づき、産業・雇用振づき、産業・雇用振づき、産業・雇用振づき、産業・雇用振

興部に係る事興部に係る事興部に係る事興部に係る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、主主主主な事業を中な事業を中な事業を中な事業を中心心心心にごにごにごにご説明説明説明説明を申し上を申し上を申し上を申し上げげげげます。ます。ます。ます。

１０４１０４１０４１０４ペーペーペーページ、雇用政策費についてごジ、雇用政策費についてごジ、雇用政策費についてごジ、雇用政策費についてご説明説明説明説明を申し上を申し上を申し上を申し上げげげげます。ます。ます。ます。

１、１、１、１、緊急緊急緊急緊急雇用創出特別雇用創出特別雇用創出特別雇用創出特別対対対対策といたしまして、策といたしまして、策といたしまして、策といたしまして、急急急急激激激激なななな経済経済経済経済変変変変動動動動によってによってによってによって離離離離職を職を職を職を余余余余儀儀儀儀なくさなくさなくさなくさ

れたれたれたれた方方方方に雇用、に雇用、に雇用、に雇用、就就就就業機会を創出するため、業機会を創出するため、業機会を創出するため、業機会を創出するため、緊急緊急緊急緊急雇用創出事業雇用創出事業雇用創出事業雇用創出事業臨時臨時臨時臨時特特特特例例例例基基基基金を金を金を金を活活活活用いたしま用いたしま用いたしま用いたしま

して、県事業５６して、県事業５６して、県事業５６して、県事業５６件件件件、、、、市市市市町町町町村事業２２９村事業２２９村事業２２９村事業２２９件件件件のののの実施実施実施実施によりまして、合計１によりまして、合計１によりまして、合計１によりまして、合計１，３，３，３，３６８名の６８名の６８名の６８名の新新新新規規規規

雇用が創出されました。雇用が創出されました。雇用が創出されました。雇用が創出されました。

２、２、２、２、働働働働ききききややややすい職場環境づくりの推進といたしまして、すい職場環境づくりの推進といたしまして、すい職場環境づくりの推進といたしまして、すい職場環境づくりの推進といたしまして、社社社社員・員・員・員・シシシシャャャャイイイイン職場づくり推進ン職場づくり推進ン職場づくり推進ン職場づくり推進

事業では、事業では、事業では、事業では、仕仕仕仕事と事と事と事と家家家家庭庭庭庭のののの両両両両立等立等立等立等を推進するを推進するを推進するを推進する企企企企業を業を業を業を募募募募集集集集・・・・登録登録登録登録いたしまして、そのいたしまして、そのいたしまして、そのいたしまして、その取取取取りりりり組み組み組み組み

事事事事例例例例をををを広広広広くくくく周周周周知知知知することにより、県することにより、県することにより、県することにより、県内企内企内企内企業の業の業の業の働働働働ききききややややすい職場づくりの推進をすい職場づくりの推進をすい職場づくりの推進をすい職場づくりの推進を図図図図っているとっているとっているとっていると

ころであり、平成２５年度においては、ころであり、平成２５年度においては、ころであり、平成２５年度においては、ころであり、平成２５年度においては、新新新新たに６たに６たに６たに６社社社社をををを登録登録登録登録いたしました。いたしました。いたしました。いたしました。

１０５１０５１０５１０５ペーペーペーページ、４、認定職業ジ、４、認定職業ジ、４、認定職業ジ、４、認定職業訓練訓練訓練訓練にににに対対対対するするするする支支支支援援援援といたしまして、中小といたしまして、中小といたしまして、中小といたしまして、中小企企企企業業業業団体団体団体団体がががが実施実施実施実施いいいい

たします職業たします職業たします職業たします職業訓練訓練訓練訓練にににに対対対対し、し、し、し、記載記載記載記載のとおりのとおりのとおりのとおり補助補助補助補助をををを行行行行い、い、い、い、労働労働労働労働者の者の者の者の技技技技能能能能水水水水準準準準のののの向向向向上を上を上を上を図図図図ったとったとったとったと

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。

５、職業５、職業５、職業５、職業能力能力能力能力開開開開発発発発にににに対対対対するするするする支支支支援援援援といたしまして、といたしまして、といたしまして、といたしまして、技技技技能検能検能検能検定定定定やややや職業職業職業職業訓練訓練訓練訓練振興事業振興事業振興事業振興事業等等等等をををを実施実施実施実施
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する奈良県職業する奈良県職業する奈良県職業する奈良県職業能力能力能力能力開開開開発協発協発協発協会に会に会に会に対対対対してしてしてして補助補助補助補助をををを行行行行ったところでございます。ったところでございます。ったところでございます。ったところでございます。

また、また、また、また、技技技技能能能能者育成者育成者育成者育成対対対対策事業では、小策事業では、小策事業では、小策事業では、小学学学学生生生生、中、中、中、中学学学学生生生生、、、、高校高校高校高校生生生生をををを対象対象対象対象とする職業とする職業とする職業とする職業意識意識意識意識をををを醸醸醸醸成成成成

するためのするためのするためのするための体体体体験験験験教室を教室を教室を教室を実施実施実施実施し、６１４名のし、６１４名のし、６１４名のし、６１４名の方方方方にににに参参参参加をいただいたところでございます。加をいただいたところでございます。加をいただいたところでございます。加をいただいたところでございます。

６、６、６、６、障障障障害害害害者の職業者の職業者の職業者の職業訓練訓練訓練訓練といたしまして、といたしまして、といたしまして、といたしまして、知知知知的的的的障障障障害害害害者を者を者を者を対象対象対象対象とした職業とした職業とした職業とした職業訓練訓練訓練訓練をををを記載記載記載記載のとおのとおのとおのとお

りりりり実施実施実施実施するとともに、するとともに、するとともに、するとともに、障障障障害害害害者の者の者の者の能力適能力適能力適能力適性及び地域の性及び地域の性及び地域の性及び地域の障障障障害害害害者雇用者雇用者雇用者雇用ニーズニーズニーズニーズにににに応応応応じじじじた委託た委託た委託た委託訓練訓練訓練訓練をををを

実施実施実施実施し、し、し、し、障障障障害害害害者の者の者の者の就就就就職職職職促促促促進を進を進を進を支支支支援援援援いたしました。いたしました。いたしました。いたしました。

１０６１０６１０６１０６ペーペーペーページ、７、ジ、７、ジ、７、ジ、７、高高高高等等等等技術技術技術技術専門校専門校専門校専門校における職業における職業における職業における職業訓練訓練訓練訓練のののの実施実施実施実施といたしまして、といたしまして、といたしまして、といたしまして、新新新新規規規規卒卒卒卒業業業業

予予予予定者定者定者定者やややや離転離転離転離転職者職者職者職者等等等等をををを対象対象対象対象として、として、として、として、普普普普通通通通課程課程課程課程２２２２科科科科、、、、短短短短期課程期課程期課程期課程６６６６科科科科の職業の職業の職業の職業訓練訓練訓練訓練をををを実施実施実施実施し、し、し、し、技技技技

能能能能労働労働労働労働者の育成に者の育成に者の育成に者の育成に努努努努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。

また、また、また、また、高高高高等等等等技術技術技術技術専門校専門校専門校専門校オオオオープープープープンンンンセミナセミナセミナセミナーーーー事業では、事業では、事業では、事業では、ビビビビジネジネジネジネススススママママナナナナーやーやーやーやコミュコミュコミュコミュニニニニケケケケーーーーショショショショ

ンを教ンを教ンを教ンを教ええええるるるる就労就労就労就労基基基基礎礎礎礎セミナセミナセミナセミナーーーーを開催いたしました。を開催いたしました。を開催いたしました。を開催いたしました。

８、８、８、８、離離離離職者職者職者職者等再等再等再等再就就就就職職職職支支支支援援援援対対対対策といたしまして、１策といたしまして、１策といたしまして、１策といたしまして、１，，，，１８１８１８１８３３３３名の名の名の名の離離離離職された職された職された職された方方方方などをなどをなどをなどを対象対象対象対象

に、に、に、に、民民民民間職業間職業間職業間職業訓練訓練訓練訓練施設施設施設施設をををを活活活活用した職業用した職業用した職業用した職業訓練訓練訓練訓練をををを実施実施実施実施し、し、し、し、再再再再就就就就職を職を職を職を支支支支援援援援いたしました。いたしました。いたしました。いたしました。

９、９、９、９、若若若若年者に年者に年者に年者に対対対対するするするする就就就就職職職職支支支支援援援援といたしまして、といたしまして、といたしまして、といたしまして、若若若若年者雇用年者雇用年者雇用年者雇用対対対対策推進事業では、策推進事業では、策推進事業では、策推進事業では、若若若若年者の年者の年者の年者の

早期早期早期早期就就就就職のための職のための職のための職のためのワワワワンンンンスススストトトトップサーップサーップサーップサービスセビスセビスセビスセンンンンタタタターーーー「ならジ「ならジ「ならジ「ならジョブョブョブョブカフェカフェカフェカフェ」の」の」の」の運営運営運営運営のほか、のほか、のほか、のほか、３３３３

７１名の７１名の７１名の７１名の生生生生徒徒徒徒がががが参参参参加いたしました加いたしました加いたしました加いたしました高校高校高校高校生向生向生向生向けのけのけのけの就就就就職職職職フフフフォォォォーラーラーラーラムムムム「ジ「ジ「ジ「ジョブョブョブョブササササママママーーーーススススクールクールクールクール」」」」

の開催の開催の開催の開催やややや若若若若年年年年無無無無業者業者業者業者等等等等の職業の職業の職業の職業的自立的自立的自立的自立をををを支支支支援援援援する地域する地域する地域する地域若若若若者者者者ササササポポポポーーーートトトトステステステステーーーーショショショションのンのンのンの運営運営運営運営にににに対対対対

するするするする支支支支援援援援をいたしました。をいたしました。をいたしました。をいたしました。

１０７１０７１０７１０７ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、新卒新卒新卒新卒者者者者等等等等県県県県内内内内就就就就職職職職チチチチャャャャンンンンス拡ス拡ス拡ス拡大事業では、大事業では、大事業では、大事業では、新新新新規規規規卒卒卒卒業業業業予予予予定者定者定者定者等等等等の県の県の県の県内内内内就就就就職職職職

をををを促促促促進するため県進するため県進するため県進するため県内企内企内企内企業業業業３，３，３，３，００００００００００００社社社社をををを対象対象対象対象にににに求求求求人人人人開開開開拓拓拓拓をををを行行行行い、い、い、い、若若若若者県者県者県者県内企内企内企内企業マ業マ業マ業マッチッチッチッチンンンンググググ

支支支支援援援援事業では、奈良県出事業では、奈良県出事業では、奈良県出事業では、奈良県出身身身身のののの学学学学生生生生がががが多多多多い大い大い大い大阪阪阪阪とととと京京京京都都都都において県において県において県において県内企内企内企内企業による業による業による業による企企企企業合業合業合業合同同同同説明説明説明説明

会を開催し、合計２２１名の会を開催し、合計２２１名の会を開催し、合計２２１名の会を開催し、合計２２１名の方方方方にににに参参参参加をいただいたところでございます。加をいただいたところでございます。加をいただいたところでございます。加をいただいたところでございます。

１０、雇用のマ１０、雇用のマ１０、雇用のマ１０、雇用のマッチッチッチッチンンンング支グ支グ支グ支援援援援といたしまして、といたしまして、といたしまして、といたしまして、社社社社会会会会復復復復帰帰帰帰促促促促進進進進就労就労就労就労支支支支援援援援事業では、事業では、事業では、事業では、社社社社会会会会復復復復

帰帰帰帰をををを目指目指目指目指すすすす矯矯矯矯正施設正施設正施設正施設出出出出所所所所者者者者等等等等の雇用の雇用の雇用の雇用促促促促進を進を進を進を図図図図るため、保るため、保るため、保るため、保護護護護観察観察観察観察対象対象対象対象者２名を県者２名を県者２名を県者２名を県臨時臨時臨時臨時職員と職員と職員と職員と

して雇用するとともに、して雇用するとともに、して雇用するとともに、して雇用するとともに、意意意意見交見交見交見交換換換換会会会会ややややシシシシンンンンポポポポジジジジウウウウムムムムの開催、の開催、の開催、の開催、社社社社会会会会復復復復帰帰帰帰に関する理に関する理に関する理に関する理解解解解をををを深深深深めめめめ

るるるる広広広広報報報報冊子冊子冊子冊子のののの配配配配布布布布などのなどのなどのなどの取取取取りりりり組み組み組み組みをををを行行行行ったところでございます。ったところでございます。ったところでございます。ったところでございます。

また、また、また、また、労働労働労働労働市市市市場創出場創出場創出場創出対対対対策事業では、中南和地域の策事業では、中南和地域の策事業では、中南和地域の策事業では、中南和地域の企企企企業の業の業の業の人人人人材確材確材確材確保保保保支支支支援援援援をををを強強強強化するため、化するため、化するため、化するため、

高高高高田しごと田しごと田しごと田しごとｉｉｉｉセセセセンンンンタタタターーーーにににに無無無無料料料料職業職業職業職業紹介所紹介所紹介所紹介所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ともに、奈良しごとするとともに、奈良しごとするとともに、奈良しごとするとともに、奈良しごとｉｉｉｉセセセセンンンンタタタタ

ーーーーにおけるにおけるにおけるにおける無無無無料料料料職業職業職業職業紹介所紹介所紹介所紹介所の機の機の機の機能能能能のののの強強強強化を化を化を化を図図図図ったところでございます。ったところでございます。ったところでございます。ったところでございます。

１１、１１、１１、１１、在在在在宅宅宅宅就労就労就労就労のののの促促促促進といたしまして、進といたしまして、進といたしまして、進といたしまして、ひひひひとりとりとりとり親親親親家家家家庭庭庭庭やややや障障障障害害害害者などの者などの者などの者などの就就就就職職職職困困困困難難難難者２者２者２者２３３３３５５５５
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名に名に名に名に対対対対して、して、して、して、ＩＩＩＩＴＴＴＴをををを活活活活用した用した用した用した在在在在宅宅宅宅就就就就業の業の業の業の支支支支援援援援をををを行行行行いました。いました。いました。いました。

１０８１０８１０８１０８ペーペーペーページ、１ジ、１ジ、１ジ、１３３３３、職業、職業、職業、職業相談相談相談相談、、、、情情情情報報報報提提提提供供供供等等等等就就就就職に関する総合職に関する総合職に関する総合職に関する総合セセセセンンンンタタタターーーーのののの運営運営運営運営といたしといたしといたしといたし

まして、奈良しごとまして、奈良しごとまして、奈良しごとまして、奈良しごとｉｉｉｉセセセセンンンンタタタターーーーにおけるにおけるにおけるにおける無無無無料料料料職業職業職業職業紹介紹介紹介紹介のののの実施実施実施実施をはをはをはをはじじじじめ、め、め、め、就就就就業などに関する業などに関する業などに関する業などに関する

相談相談相談相談支支支支援援援援やややや技術技術技術技術講講講講習習習習会などを会などを会などを会などを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。

また、また、また、また、若若若若年者雇用年者雇用年者雇用年者雇用対対対対策策策策強強強強化事業では、化事業では、化事業では、化事業では、若若若若年者の年者の年者の年者の就就就就職を職を職を職を支支支支援援援援するためのするためのするためのするための就就就就職職職職応援応援応援応援フェアフェアフェアフェアにににに

７４２名、県７４２名、県７４２名、県７４２名、県外外外外大大大大学学学学と連と連と連と連携携携携したしたしたしたミミミミニ企ニ企ニ企ニ企業業業業説明説明説明説明会会会会、、、、「奈良で「奈良で「奈良で「奈良で働働働働くくくくフェアフェアフェアフェア」に合計で１５６名」に合計で１５６名」に合計で１５６名」に合計で１５６名

のののの方方方方にににに参参参参加をいただいたところでございます。加をいただいたところでございます。加をいただいたところでございます。加をいただいたところでございます。

続続続続きまして、産業振興費についてごきまして、産業振興費についてごきまして、産業振興費についてごきまして、産業振興費についてご説明説明説明説明をいたします。１をいたします。１をいたします。１をいたします。１３３３３４４４４ペーペーペーページ、１、ジ、１、ジ、１、ジ、１、商商商商工工工工業の振業の振業の振業の振

興興興興対対対対策といたしまして、策といたしまして、策といたしまして、策といたしまして、商商商商工工工工会、会、会、会、商商商商工工工工会議会議会議会議所所所所並並並並びにびにびにびに商商商商工工工工会連合会が会連合会が会連合会が会連合会が行行行行うううう経営経営経営経営改善改善改善改善普普普普及事業及事業及事業及事業

のほか、中小のほか、中小のほか、中小のほか、中小企企企企業業業業団体団体団体団体中中中中央央央央会が会が会が会が行行行行う中小う中小う中小う中小企企企企業の業の業の業の組織組織組織組織化及び育成化及び育成化及び育成化及び育成指指指指導導導導事業などに事業などに事業などに事業などに対対対対してしてしてして補助補助補助補助

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。

１１１１３３３３５５５５ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、３３３３、地場産業の振興、地場産業の振興、地場産業の振興、地場産業の振興対対対対策といたしまして、小策といたしまして、小策といたしまして、小策といたしまして、小規模規模規模規模零零零零細細細細地場産業振興地場産業振興地場産業振興地場産業振興補助補助補助補助

事業など、事業など、事業など、事業など、各各各各地域における地場産業の振興を地域における地場産業の振興を地域における地場産業の振興を地域における地場産業の振興を図図図図るため、それるため、それるため、それるため、それぞぞぞぞれれれれ記載記載記載記載の事業にの事業にの事業にの事業に対対対対してしてしてして補助補助補助補助

をををを行行行行ったところでございます。ったところでございます。ったところでございます。ったところでございます。

商商商商工工工工業の振興業の振興業の振興業の振興対対対対策といたしまして、１０月２６日と２７日の２日間、県策といたしまして、１０月２６日と２７日の２日間、県策といたしまして、１０月２６日と２７日の２日間、県策といたしまして、１０月２６日と２７日の２日間、県立立立立橿橿橿橿原原原原公公公公苑苑苑苑におにおにおにお

きまして、奈良まほろきまして、奈良まほろきまして、奈良まほろきまして、奈良まほろばばばば市市市市としてとしてとしてとして商商商商工工工工まつりとまつりとまつりとまつりと技技技技能能能能フェフェフェフェスティバスティバスティバスティバルルルルが合が合が合が合同同同同開催され、この開催され、この開催され、この開催され、この

開催開催開催開催経経経経費に費に費に費に対対対対してしてしてして補助補助補助補助をいたしました。なお、２日間で合計４をいたしました。なお、２日間で合計４をいたしました。なお、２日間で合計４をいたしました。なお、２日間で合計４万３，万３，万３，万３，００００００００００００人人人人のののの来来来来場者が場者が場者が場者が

ございました。ございました。ございました。ございました。

紀伊半島紀伊半島紀伊半島紀伊半島大水大水大水大水害害害害からのからのからのからの復旧復旧復旧復旧・・・・復復復復興といたしまして、興といたしまして、興といたしまして、興といたしまして、被被被被災災災災地域の地域の地域の地域の物物物物産産産産販販販販売促売促売促売促進進進進支支支支援援援援事業で事業で事業で事業で

は、は、は、は、被被被被災災災災地域の地域の地域の地域の市市市市町町町町村が村が村が村が行行行行うううう物物物物産産産産展展展展の開催及び出の開催及び出の開催及び出の開催及び出店店店店経経経経費に費に費に費に対対対対してしてしてして補助補助補助補助をををを行行行行い、い、い、い、被被被被災災災災地域の地域の地域の地域の

産業振興を産業振興を産業振興を産業振興を支支支支援援援援をいたしたところでございます。をいたしたところでございます。をいたしたところでございます。をいたしたところでございます。

１１１１３３３３６６６６ペーペーペーページ、２、ジ、２、ジ、２、ジ、２、新新新新しい産業の創出といたしましてしい産業の創出といたしましてしい産業の創出といたしましてしい産業の創出といたしまして、、、、「「「「Living ScienceLiving ScienceLiving ScienceLiving Science」」」」新新新新産業創出産業創出産業創出産業創出

事業では、少事業では、少事業では、少事業では、少子子子子高齢高齢高齢高齢社社社社会における会における会における会における暮暮暮暮らしの中のらしの中のらしの中のらしの中の課題課題課題課題をををを解解解解決する決する決する決する新新新新しい産業の創出にしい産業の創出にしい産業の創出にしい産業の創出に向向向向けたけたけたけた

研究研究研究研究開開開開発発発発を推進するため、を推進するため、を推進するため、を推進するため、記載記載記載記載のののの研究研究研究研究開開開開発発発発などになどになどになどに対対対対しましてしましてしましてしまして補助補助補助補助をいたしました。をいたしました。をいたしました。をいたしました。

また、また、また、また、漢漢漢漢方方方方推進推進推進推進ププププロロロロジジジジェクェクェクェクト事業では、県産ト事業では、県産ト事業では、県産ト事業では、県産薬薬薬薬用用用用作物作物作物作物の供給の供給の供給の供給拡拡拡拡大大大大やややや新新新新たなたなたなたな漢漢漢漢方方方方関連関連関連関連商品商品商品商品

等等等等の創出をの創出をの創出をの創出を目指目指目指目指し、部局し、部局し、部局し、部局横横横横断断断断体体体体制制制制をををを組み組み組み組み、、、、有識有識有識有識者を加者を加者を加者を加ええええたたたたププププロロロロジジジジェクェクェクェクトトトトチーチーチーチーム検討ム検討ム検討ム検討会の開会の開会の開会の開

催催催催ややややＩＩＩＩＣＣＣＣＴＴＴＴをををを活活活活用した用した用した用した薬薬薬薬草草草草のののの栽培技術栽培技術栽培技術栽培技術をををを確確確確立立立立するためのするためのするためのするための取取取取りりりり組み組み組み組みなどをなどをなどをなどを行行行行ったところでごったところでごったところでごったところでご

ざいます。ざいます。ざいます。ざいます。

３３３３、、、、企企企企業の付加業の付加業の付加業の付加価値価値価値価値獲獲獲獲得得得得のののの支支支支援援援援といたしまして、といたしまして、といたしまして、といたしまして、公公公公益益益益財団法人財団法人財団法人財団法人奈良県地域産業振興奈良県地域産業振興奈良県地域産業振興奈良県地域産業振興セセセセンンンン

タタタターーーーがががが実施実施実施実施いたしますいたしますいたしますいたします窓口窓口窓口窓口相談相談相談相談やややや専門家派遣専門家派遣専門家派遣専門家派遣など、など、など、など、記載記載記載記載のののの自主自主自主自主事業に事業に事業に事業に対対対対するするするする補助補助補助補助のほか、のほか、のほか、のほか、
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ＢＢＢＢ totototo ＢＢＢＢママママッチッチッチッチンンンンググググココココーーーーディディディディネネネネーーーートトトト支支支支援援援援事業では、事業では、事業では、事業では、企企企企業間連業間連業間連業間連携携携携やややや新新新新事業創出の事業創出の事業創出の事業創出の促促促促進進進進活動活動活動活動をををを

支支支支援援援援をいたしました。をいたしました。をいたしました。をいたしました。

１１１１３３３３７７７７ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、ライフサライフサライフサライフサポポポポーーーート・ト・ト・ト・ププププロダロダロダロダククククトトトト支支支支援援援援事業では、県事業では、県事業では、県事業では、県内内内内物物物物づくりづくりづくりづくり企企企企業による健業による健業による健業による健

康・医療・康・医療・康・医療・康・医療・生活生活生活生活関連の関連の関連の関連の新商品新商品新商品新商品開開開開発発発発のののの取取取取りりりり組みへ組みへ組みへ組みへのののの支支支支援援援援活動活動活動活動にににに対対対対してしてしてして補助補助補助補助をいたしました。をいたしました。をいたしました。をいたしました。

４、４、４、４、運運運運輸輸輸輸業振興業振興業振興業振興対対対対策といたしまして、策といたしまして、策といたしまして、策といたしまして、営営営営業用業用業用業用バスバスバスバス及び及び及び及び営営営営業用ト業用ト業用ト業用トラックラックラックラックのののの輸輸輸輸送力送力送力送力のののの確確確確保保保保やややや

輸輸輸輸送コス送コス送コス送コストの上トの上トの上トの上昇昇昇昇をををを抑制抑制抑制抑制するため、するため、するため、するため、公公公公益益益益社団法人社団法人社団法人社団法人奈良県奈良県奈良県奈良県バス協バス協バス協バス協会会会会並並並並びにびにびにびに公公公公益益益益社団法人社団法人社団法人社団法人奈良奈良奈良奈良

県ト県ト県ト県トラックラックラックラック協協協協会に会に会に会に対対対対しましてしましてしましてしまして補助補助補助補助をいたしました。をいたしました。をいたしました。をいたしました。

企企企企業業業業立立立立地の地の地の地の促促促促進といたしまして、進といたしまして、進といたしまして、進といたしまして、企企企企業業業業立立立立地地地地ココココンンンンシシシシェルェルェルェルジジジジュュュュによるによるによるによる幅幅幅幅広広広広く機く機く機く機動的動的動的動的なななな企企企企業業業業誘誘誘誘

致致致致活動活動活動活動のほか、のほか、のほか、のほか、首首首首都都都都圏圏圏圏等等等等でのでのでのでのＰＰＰＰＲＲＲＲ活動活動活動活動、東、東、東、東京京京京、大、大、大、大阪阪阪阪でのでのでのでの知知知知事による事による事による事による企企企企業業業業誘致誘致誘致誘致トトトトップップップップセミナセミナセミナセミナ

ーーーーの開催、の開催、の開催、の開催、ワワワワンンンンスススストトトトップップップップ相談相談相談相談窓口窓口窓口窓口でのでのでのでの積極的積極的積極的積極的なななな立立立立地地地地支支支支援援援援などになどになどになどに取取取取りりりり組み組み組み組みました。そのました。そのました。そのました。その結果結果結果結果

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、記載記載記載記載のとおりのとおりのとおりのとおり補助補助補助補助をいたしました。をいたしました。をいたしました。をいたしました。

１１１１３３３３８８８８ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、宿宿宿宿泊泊泊泊力力力力のののの向向向向上といたしまして、県上といたしまして、県上といたしまして、県上といたしまして、県営プール営プール営プール営プール跡跡跡跡地地地地へへへへの良の良の良の良質質質質なななな宿宿宿宿泊泊泊泊施設施設施設施設のののの誘誘誘誘

致致致致活動活動活動活動をををを展展展展開するとともに、県開するとともに、県開するとともに、県開するとともに、県内内内内宿宿宿宿泊泊泊泊施設施設施設施設のおもてなしののおもてなしののおもてなしののおもてなしの向向向向上を上を上を上を図図図図るため、るため、るため、るため、宿宿宿宿泊泊泊泊施設施設施設施設総合総合総合総合

支支支支援セミナ援セミナ援セミナ援セミナーや施設ーや施設ーや施設ーや施設のののの増増増増改改改改築築築築等等等等に係るに係るに係るに係る制制制制度度度度融融融融資資資資借借借借受者に受者に受者に受者に対対対対するするするする利利利利子補子補子補子補給給給給補助補助補助補助などをなどをなどをなどを実施実施実施実施いいいい

たしました。また、県たしました。また、県たしました。また、県たしました。また、県内内内内大大大大学学学学生生生生による小による小による小による小規模規模規模規模宿宿宿宿泊泊泊泊施設支施設支施設支施設支援援援援事業では、奈良県事業では、奈良県事業では、奈良県事業では、奈良県立立立立大大大大学学学学との連との連との連との連

携携携携により、小により、小により、小により、小規模規模規模規模宿宿宿宿泊泊泊泊施設施設施設施設のののの魅魅魅魅力力力力向向向向上を上を上を上を支支支支援援援援をいたしております。をいたしております。をいたしております。をいたしております。

紀伊半島紀伊半島紀伊半島紀伊半島大水大水大水大水害害害害からのからのからのからの復旧復旧復旧復旧・・・・復復復復興といたしまして、興といたしまして、興といたしまして、興といたしまして、被被被被災災災災宿宿宿宿泊泊泊泊施設施設施設施設利利利利子補子補子補子補給事業では、給事業では、給事業では、給事業では、台台台台

風風風風１２号１２号１２号１２号災害復旧対災害復旧対災害復旧対災害復旧対策資金の策資金の策資金の策資金の設備設備設備設備資金を資金を資金を資金を利利利利用した用した用した用した宿宿宿宿泊泊泊泊施設施設施設施設事業者に事業者に事業者に事業者に対対対対してしてしてして利利利利子補子補子補子補給を給を給を給を実施実施実施実施

いたしました。いたしました。いたしました。いたしました。

地域産業の地域産業の地域産業の地域産業の支支支支援援援援・創出、１、・創出、１、・創出、１、・創出、１、企企企企業の付加業の付加業の付加業の付加価値価値価値価値獲獲獲獲得得得得のののの支支支支援援援援といたしまして、国といたしまして、国といたしまして、国といたしまして、国内外へ内外へ内外へ内外へのののの販販販販

路路路路をををを拡拡拡拡大するため、大するため、大するため、大するため、ニニニニュュュューーーーヨヨヨヨークやークやークやークや東東東東京京京京で開かれるで開かれるで開かれるで開かれる著著著著名な名な名な名な見見見見本本本本市へ市へ市へ市への県の県の県の県内企内企内企内企業の出業の出業の出業の出展展展展をををを支支支支

援援援援し、し、し、し、海海海海外や外や外や外や首首首首都都都都圏圏圏圏ののののババババイイイイヤヤヤヤーーーーとのとのとのとの商商商商談談談談機会を機会を機会を機会を提提提提供いたしました。供いたしました。供いたしました。供いたしました。

１１１１３３３３９９９９ペーペーペーページ、奈良のジ、奈良のジ、奈良のジ、奈良の逸逸逸逸品品品品売売売売りりりり込み込み込み込み逆逆逆逆商商商商談談談談開催事業では、開催事業では、開催事業では、開催事業では、百貨店百貨店百貨店百貨店等等等等ののののババババイイイイヤヤヤヤーーーーにににに自社自社自社自社製製製製

品品品品をををを売売売売りりりり込む込む込む込む逆逆逆逆商商商商談談談談会を開催いたしました。会を開催いたしました。会を開催いたしました。会を開催いたしました。

また、また、また、また、高高高高付加付加付加付加価値価値価値価値獲獲獲獲得支得支得支得支援援援援補助補助補助補助事業では、事業では、事業では、事業では、新製品新製品新製品新製品や自社や自社や自社や自社ブブブブラララランンンンドドドド開開開開発発発発などのなどのなどのなどの取取取取りりりり組み組み組み組みにににに

対対対対してしてしてして補助補助補助補助をいたしました。をいたしました。をいたしました。をいたしました。

２、２、２、２、起起起起業業業業促促促促進といたしまして、進といたしまして、進といたしまして、進といたしまして、起起起起業業業業家家家家のののの掘掘掘掘りりりり起起起起こしこしこしこしやややや起起起起業に業に業に業に向向向向けた機けた機けた機けた機運運運運醸醸醸醸成を成を成を成を図図図図るため、るため、るため、るため、

ビビビビジネジネジネジネススススプラプラプラプランンンンココココンンンンテステステステストを開催するとともに、トを開催するとともに、トを開催するとともに、トを開催するとともに、起起起起業業業業家家家家の県の県の県の県内内内内定定定定着着着着及び及び及び及び新新新新規規規規雇用を創出た雇用を創出た雇用を創出た雇用を創出た

め、創業め、創業め、創業め、創業期期期期の事業者のの事業者のの事業者のの事業者の立立立立ち上ち上ち上ち上げげげげをををを支支支支援援援援するするするするビビビビジネジネジネジネススススイイイインンンンキキキキュベュベュベュベーーーータタタタのののの運営運営運営運営にににに努努努努めました。めました。めました。めました。

また、中小また、中小また、中小また、中小企企企企業会業会業会業会館館館館内内内内ににににビビビビジネジネジネジネススススイイイインンンンキキキキュベュベュベュベーーーータタタタを２室を２室を２室を２室整備整備整備整備をいたしたところでございまをいたしたところでございまをいたしたところでございまをいたしたところでございま
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す。す。す。す。

３３３３、、、、技術技術技術技術支支支支援援援援のののの強強強強化といたしまして、１化といたしまして、１化といたしまして、１化といたしまして、１３３３３９９９９ペーペーペーページから１４０ジから１４０ジから１４０ジから１４０ペーペーペーページにかけてジにかけてジにかけてジにかけて記載記載記載記載をしをしをしをし

ておりますが、中小ておりますが、中小ておりますが、中小ておりますが、中小企企企企業の業の業の業の技術技術技術技術者に者に者に者に対対対対するするするする技術技術技術技術研修研修研修研修やややや毛皮毛皮毛皮毛皮革革革革産業及び小産業及び小産業及び小産業及び小規模企規模企規模企規模企業業業業へへへへのののの巡巡巡巡回回回回

によるによるによるによる技術技術技術技術相談相談相談相談や指や指や指や指導導導導のほか、のほか、のほか、のほか、情情情情報報報報技術技術技術技術のののの利利利利活活活活用による用による用による用による生生生生産産産産工工工工程程程程のののの改善改善改善改善をををを行行行行うためのうためのうためのうためのＩＩＩＩＴＴＴＴ

人人人人材材材材の育成事業をの育成事業をの育成事業をの育成事業を実施実施実施実施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。

１４０１４０１４０１４０ペーペーペーページ、４、ジ、４、ジ、４、ジ、４、技術技術技術技術開開開開発発発発の推進といたしまして、県の推進といたしまして、県の推進といたしまして、県の推進といたしまして、県内企内企内企内企業業業業等等等等から受託から受託から受託から受託や共や共や共や共同同同同によりによりによりにより

産業振興総合産業振興総合産業振興総合産業振興総合セセセセンンンンタタタターーーーにににに蓄蓄蓄蓄積積積積しておりますしておりますしておりますしております技術技術技術技術シシシシーズーズーズーズをををを活活活活用した事業化の用した事業化の用した事業化の用した事業化の研究研究研究研究をををを行行行行うほか、うほか、うほか、うほか、

県県県県内内内内中小中小中小中小企企企企業の業の業の業の技術技術技術技術者の受け入れによる者の受け入れによる者の受け入れによる者の受け入れによる研究研究研究研究開開開開発発発発のののの支支支支援援援援やややや金金金金属材属材属材属材料減料減料減料減量量量量化の化の化の化の研究研究研究研究開開開開発発発発をををを実実実実

施施施施いたしました。いたしました。いたしました。いたしました。

県県県県内内内内消消消消費の費の費の費の拡拡拡拡大、１、大、１、大、１、大、１、消消消消費の費の費の費の喚喚喚喚起起起起といたしまして、地といたしまして、地といたしまして、地といたしまして、地元元元元商商商商業業業業活活活活性化に性化に性化に性化に向向向向けたけたけたけたププププレミレミレミレミアアアアムムムム

商品券商品券商品券商品券をををを発発発発行行行行するするするする記載記載記載記載のののの団体団体団体団体にににに対対対対してしてしてして補助補助補助補助をいたしました。をいたしました。をいたしました。をいたしました。

１４１１４１１４１１４１ペーペーペーページ、２、ジ、２、ジ、２、ジ、２、消消消消費地としての費地としての費地としての費地としての魅魅魅魅力力力力向向向向上といたしまして、奈良の上といたしまして、奈良の上といたしまして、奈良の上といたしまして、奈良の新新新新たなたなたなたな贈贈贈贈りりりり物物物物の定の定の定の定

番番番番となる土産となる土産となる土産となる土産物物物物の創出ためのの創出ためのの創出ためのの創出ための取取取取りりりり組み組み組み組みをををを始始始始めるとともに、めるとともに、めるとともに、めるとともに、伝統伝統伝統伝統的的的的工工工工芸品芸品芸品芸品制作制作制作制作にににに携携携携わわわわるるるる若若若若手手手手

職職職職人人人人の育成の育成の育成の育成やややや商商商商店店店店街街街街活活活活性化のための性化のための性化のための性化のための新新新新たなたなたなたな取取取取りりりり組み組み組み組みをををを支支支支援援援援するするするするモデモデモデモデルルルル事業を事業を事業を事業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、

記載記載記載記載の事業をの事業をの事業をの事業を行行行行ったところでございます。ったところでございます。ったところでございます。ったところでございます。

地域産業の地域産業の地域産業の地域産業の支支支支援援援援・創出、１、・創出、１、・創出、１、・創出、１、制制制制度度度度融融融融資資資資利利利利子補子補子補子補給といたしまして、給といたしまして、給といたしまして、給といたしまして、意意意意欲欲欲欲あるあるあるある企企企企業業業業やややや起起起起業業業業家家家家

へへへへのののの重点支重点支重点支重点支援援援援をををを図図図図るため、るため、るため、るため、チチチチャャャャレレレレンジンジンジンジ応援応援応援応援資金を資金を資金を資金を新新新新設設設設するとともに、金するとともに、金するとともに、金するとともに、金融融融融機関機関機関機関等等等等のののの支支支支援援援援をををを

受けながら事業計受けながら事業計受けながら事業計受けながら事業計画画画画を策定しを策定しを策定しを策定し経営経営経営経営改善改善改善改善にににに取取取取りりりり組む企組む企組む企組む企業の資金業の資金業の資金業の資金繰繰繰繰りをりをりをりを支え支え支え支えるため、るため、るため、るため、安心サ安心サ安心サ安心サポポポポ

ーーーート資金をト資金をト資金をト資金を新新新新設設設設いたしました。いたしました。いたしました。いたしました。詳詳詳詳細細細細につきましては、１４１につきましては、１４１につきましては、１４１につきましては、１４１ペーペーペーページから１４ジから１４ジから１４ジから１４３ペー３ペー３ペー３ページにジにジにジに記記記記

載載載載しているとおりでございます。しているとおりでございます。しているとおりでございます。しているとおりでございます。

１４１４１４１４３ペー３ペー３ペー３ページ、２、保ジ、２、保ジ、２、保ジ、２、保証証証証料補料補料補料補給金といたしまして、中小給金といたしまして、中小給金といたしまして、中小給金といたしまして、中小企企企企業者業者業者業者等等等等のののの負担負担負担負担軽軽軽軽減減減減のため、さのため、さのため、さのため、さ

きのきのきのきの利利利利子補子補子補子補給とともに、奈良県給とともに、奈良県給とともに、奈良県給とともに、奈良県信信信信用保用保用保用保証協証協証協証協会に会に会に会に対対対対してしてしてして支支支支払払払払ううううべべべべき保き保き保き保証証証証料料料料の一部について、の一部について、の一部について、の一部について、

記載記載記載記載のとおりのとおりのとおりのとおり補助補助補助補助いたしました。いたしました。いたしました。いたしました。

１４４１４４１４４１４４ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、３３３３、、、、信信信信用保用保用保用保証証証証のののの拡充拡充拡充拡充といたしまして、といたしまして、といたしまして、といたしまして、新新新新規規規規開業開業開業開業や再生支や再生支や再生支や再生支援援援援など、など、など、など、リスリスリスリスクククク

のののの高高高高いいいい制制制制度度度度融融融融資については、県が資については、県が資については、県が資については、県が損損損損失失失失補補補補償契償契償契償契約約約約をすることでをすることでをすることでをすることで信信信信用保用保用保用保証証証証をつけをつけをつけをつけややややすくしていすくしていすくしていすくしてい

ますが、このうち代ますが、このうち代ますが、このうち代ますが、このうち代位位位位弁弁弁弁済済済済にににに至至至至った案った案った案った案件件件件について、について、について、について、信信信信用保用保用保用保証協証協証協証協会に会に会に会に損損損損失失失失補補補補償償償償をををを行行行行ったとこったとこったとこったとこ

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。

紀伊半島紀伊半島紀伊半島紀伊半島大水大水大水大水害害害害からのからのからのからの復旧復旧復旧復旧・・・・復復復復興といたしまして、興といたしまして、興といたしまして、興といたしまして、台風台風台風台風１２号１２号１２号１２号災害復旧対災害復旧対災害復旧対災害復旧対策資金として、策資金として、策資金として、策資金として、

制制制制度度度度融融融融資及び保資及び保資及び保資及び保証証証証料補料補料補料補給給給給補助補助補助補助をををを記載記載記載記載のとおりのとおりのとおりのとおり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。

続続続続きまして、２０きまして、２０きまして、２０きまして、２０３ペー３ペー３ペー３ページ、奈良県中小ジ、奈良県中小ジ、奈良県中小ジ、奈良県中小企企企企業振興資金業振興資金業振興資金業振興資金貸貸貸貸付金特別会計でございます。付金特別会計でございます。付金特別会計でございます。付金特別会計でございます。
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小小小小規模企規模企規模企規模企業者業者業者業者等等等等のののの設備投設備投設備投設備投資資資資支支支支援援援援といたしまして、といたしまして、といたしまして、といたしまして、設備設備設備設備資金資金資金資金貸貸貸貸付事業及び付事業及び付事業及び付事業及び設備設備設備設備貸貸貸貸与与与与事業を事業を事業を事業を

行行行行うううう公公公公益益益益財団法人財団法人財団法人財団法人奈良県地域産業振興奈良県地域産業振興奈良県地域産業振興奈良県地域産業振興セセセセンンンンタタタターーーーにににに対対対対して、して、して、して、記載記載記載記載のとおりのとおりのとおりのとおり必必必必要要要要資金の資金の資金の資金の貸貸貸貸し付し付し付し付

けをけをけをけを実施実施実施実施をしたところでございます。をしたところでございます。をしたところでございます。をしたところでございます。

以以以以上で、平成２５年度産業・雇用振興部の上で、平成２５年度産業・雇用振興部の上で、平成２５年度産業・雇用振興部の上で、平成２５年度産業・雇用振興部の主要施主要施主要施主要施策についての策についての策についての策についての説明説明説明説明をををを終わ終わ終わ終わらせていただらせていただらせていただらせていただ

きます。ごきます。ごきます。ごきます。ご審審審審議のほどよろしくお願い申し上議のほどよろしくお願い申し上議のほどよろしくお願い申し上議のほどよろしくお願い申し上げげげげます。ます。ます。ます。

○福谷農林部長○福谷農林部長○福谷農林部長○福谷農林部長 農林部に関係する歳出農林部に関係する歳出農林部に関係する歳出農林部に関係する歳出予予予予算のご算のご算のご算のご説明説明説明説明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。

一一一一般般般般会計についてご会計についてご会計についてご会計についてご説明説明説明説明を申し上を申し上を申し上を申し上げげげげますますますます。。。。「平成２５年度奈良県歳入歳出決算報告「平成２５年度奈良県歳入歳出決算報告「平成２５年度奈良県歳入歳出決算報告「平成２５年度奈良県歳入歳出決算報告書書書書」」」」

の６の６の６の６ペーペーペーページ、第８ジ、第８ジ、第８ジ、第８款款款款農林水産業費についてでございます。農林水産業費についてでございます。農林水産業費についてでございます。農林水産業費についてでございます。

第１第１第１第１項項項項農業費ですが、農業費ですが、農業費ですが、農業費ですが、翌翌翌翌年度年度年度年度繰繰繰繰越越越越額額額額は、ならは、ならは、ならは、なら食食食食と農のと農のと農のと農の魅魅魅魅力力力力創造国創造国創造国創造国際際際際大大大大学校学校学校学校６６６６次次次次産業化産業化産業化産業化研研研研

修拠修拠修拠修拠点点点点のののの整備整備整備整備におきまして、におきまして、におきまして、におきまして、ププププロポロポロポロポーーーーザザザザルルルルのののの再公再公再公再公告により事業の告により事業の告により事業の告により事業の遅遅遅遅延延延延がががが生じ生じ生じ生じたことなどにたことなどにたことなどにたことなどに

よるものでございます。また、不用よるものでございます。また、不用よるものでございます。また、不用よるものでございます。また、不用額額額額のののの主主主主なものは、農業なものは、農業なものは、農業なものは、農業研究研究研究研究開開開開発セ発セ発セ発センンンンタタタター整備ー整備ー整備ー整備におけるにおけるにおけるにおける

事業の事業の事業の事業の遅遅遅遅延延延延やややや鳥獣鳥獣鳥獣鳥獣被被被被害害害害防止防止防止防止整備整備整備整備事業事業事業事業等等等等の国の国の国の国庫庫庫庫認認認認証証証証減減減減、職員の、職員の、職員の、職員の新新新新陳陳陳陳代代代代謝謝謝謝にににに伴伴伴伴うううう人件人件人件人件費の費の費の費の減減減減なななな

どによるものでございます。どによるものでございます。どによるものでございます。どによるものでございます。

第２第２第２第２項項項項畜畜畜畜産業費でございます。不用産業費でございます。不用産業費でございます。不用産業費でございます。不用額額額額のののの主主主主なものは、国の地域なものは、国の地域なものは、国の地域なものは、国の地域経済経済経済経済循循循循環創造事業環創造事業環創造事業環創造事業交交交交付金付金付金付金

の認の認の認の認証証証証減減減減によるものでございます。によるものでございます。によるものでございます。によるものでございます。

第第第第３項３項３項３項農地費でございます。農地費でございます。農地費でございます。農地費でございます。翌翌翌翌年度年度年度年度繰繰繰繰越越越越額額額額は、奈良東部は、奈良東部は、奈良東部は、奈良東部広広広広域農道域農道域農道域農道整備整備整備整備事業事業事業事業やややや農村資農村資農村資農村資源源源源エエエエ

ネネネネルルルルギギギギー支ー支ー支ー支援援援援事業などにおきまして、関係機関事業などにおきまして、関係機関事業などにおきまして、関係機関事業などにおきまして、関係機関やややや地地地地元元元元とのとのとのとの調調調調整整整整に不に不に不に不測測測測の日の日の日の日数数数数をををを要要要要したことしたことしたことしたこと

などによるもののほか、国のなどによるもののほか、国のなどによるもののほか、国のなどによるもののほか、国の補正予補正予補正予補正予算に算に算に算に対対対対応応応応したことによるものでございます。また、不したことによるものでございます。また、不したことによるものでございます。また、不したことによるものでございます。また、不

用用用用額額額額のののの主主主主なものは、県なものは、県なものは、県なものは、県営営営営圃圃圃圃場場場場整備整備整備整備事業におきまして、一部事業におきまして、一部事業におきまして、一部事業におきまして、一部換換換換地地地地処処処処分分分分がががが遅遅遅遅延延延延したことによるしたことによるしたことによるしたことによる

換換換換地地地地精精精精算金の算金の算金の算金の減減減減、、、、基基基基盤盤盤盤整備整備整備整備促促促促進事業における事業進事業における事業進事業における事業進事業における事業実施主体実施主体実施主体実施主体の事業費のの事業費のの事業費のの事業費の減減減減などによるものでなどによるものでなどによるものでなどによるもので

ございます。ございます。ございます。ございます。

第４第４第４第４項項項項林業費でございます。林業費でございます。林業費でございます。林業費でございます。翌翌翌翌年度年度年度年度繰繰繰繰越越越越額額額額は、治山事業におきまして、は、治山事業におきまして、は、治山事業におきまして、は、治山事業におきまして、工工工工事の事の事の事の施施施施工工工工にににに伴伴伴伴

う地う地う地う地元元元元調調調調整や整や整や整や、、、、昨昨昨昨年９月の年９月の年９月の年９月の台風台風台風台風１８号などの影１８号などの影１８号などの影１８号などの影響響響響により、により、により、により、施施施施工工工工地の地の地の地の現況現況現況現況がががが変変変変化したことに化したことに化したことに化したことに

伴伴伴伴うううう設設設設計計計計変変変変更更更更に不に不に不に不測測測測の日の日の日の日数数数数をををを要要要要したことなどによるもののほか、国のしたことなどによるもののほか、国のしたことなどによるもののほか、国のしたことなどによるもののほか、国の補正予補正予補正予補正予算に算に算に算に対対対対応応応応したしたしたした

ことによるものでございます。また、不用ことによるものでございます。また、不用ことによるものでございます。また、不用ことによるものでございます。また、不用額額額額のののの主主主主なものは、なものは、なものは、なものは、緑緑緑緑の産業の産業の産業の産業再生プ再生プ再生プ再生プロロロロジジジジェクェクェクェクト事ト事ト事ト事

業業業業やややや森林森林森林森林整備整備整備整備地域地域地域地域活動支活動支活動支活動支援援援援事業事業事業事業等等等等における事業における事業における事業における事業実施主体実施主体実施主体実施主体の事業費のの事業費のの事業費のの事業費の減減減減、治山事業における、治山事業における、治山事業における、治山事業における

入入入入札札札札差差差差金金金金等等等等によるもののほか、林業金によるもののほか、林業金によるもののほか、林業金によるもののほか、林業金融融融融対対対対策における策における策における策における貸貸貸貸付金の付金の付金の付金の要要要要望望望望減減減減などによるものでごなどによるものでごなどによるものでごなどによるものでご

ざいます。ざいます。ざいます。ざいます。

第５第５第５第５項項項項水産業費でございます。不用水産業費でございます。不用水産業費でございます。不用水産業費でございます。不用額額額額のののの主主主主なものは、国の地域なものは、国の地域なものは、国の地域なものは、国の地域経済経済経済経済循循循循環創造事業費環創造事業費環創造事業費環創造事業費交交交交付付付付

金の認金の認金の認金の認証証証証減減減減によるものでございます。によるものでございます。によるものでございます。によるものでございます。
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８８８８ペーペーペーページ、第１ジ、第１ジ、第１ジ、第１３款災害復旧３款災害復旧３款災害復旧３款災害復旧費、第１費、第１費、第１費、第１項項項項農林水産農林水産農林水産農林水産施設災害復旧施設災害復旧施設災害復旧施設災害復旧費であります。費であります。費であります。費であります。翌翌翌翌年度の年度の年度の年度の

繰繰繰繰越越越越額額額額は、林道は、林道は、林道は、林道災害復旧災害復旧災害復旧災害復旧事業におきまして、事業におきまして、事業におきまして、事業におきまして、工工工工事の事の事の事の施施施施工工工工にににに伴伴伴伴う地う地う地う地元元元元調調調調整整整整に不に不に不に不測測測測の日の日の日の日数数数数をををを要要要要

したことなどによる事業したことなどによる事業したことなどによる事業したことなどによる事業主体主体主体主体のののの工工工工事のおくれなどによるものでございます。また、不用事のおくれなどによるものでございます。また、不用事のおくれなどによるものでございます。また、不用事のおくれなどによるものでございます。また、不用額額額額

のののの主主主主なものは、国なものは、国なものは、国なものは、国庫庫庫庫の認の認の認の認証証証証減等減等減等減等によるものでございます。によるものでございます。によるものでございます。によるものでございます。

次次次次に、特別会計についてごに、特別会計についてごに、特別会計についてごに、特別会計についてご説明説明説明説明を申し上を申し上を申し上を申し上げげげげます。ます。ます。ます。

１８１８１８１８ペーペーペーページ、奈良県農業ジ、奈良県農業ジ、奈良県農業ジ、奈良県農業改改改改良資金良資金良資金良資金貸貸貸貸付金特別会計であります。付金特別会計であります。付金特別会計であります。付金特別会計であります。

ままままずずずず、歳入についてですが、第１、歳入についてですが、第１、歳入についてですが、第１、歳入についてですが、第１款繰款繰款繰款繰入金につきまして、入金につきまして、入金につきまして、入金につきまして、収収収収入入入入済額済額済額済額はははは予予予予算算算算現額現額現額現額にににに対対対対しましましましま

して１して１して１して１，，，，８００８００８００８００万円余万円余万円余万円余のののの減減減減となっております。これは、となっております。これは、となっております。これは、となっております。これは、借借借借入申入申入申入申込額込額込額込額のののの減等減等減等減等によるものでごによるものでごによるものでごによるものでご

ざいます。ざいます。ざいます。ざいます。

第第第第３款諸収３款諸収３款諸収３款諸収入でございますが、入でございますが、入でございますが、入でございますが、収収収収入入入入済額済額済額済額はははは予予予予算算算算現額現額現額現額にににに対対対対しまして２しまして２しまして２しまして２，，，，８００８００８００８００万円余万円余万円余万円余のののの増増増増

となっております。これは、農業となっております。これは、農業となっております。これは、農業となっております。これは、農業改改改改良資金良資金良資金良資金貸貸貸貸付金の付金の付金の付金の延滞延滞延滞延滞金の金の金の金の償償償償還還還還などによるものでございなどによるものでございなどによるものでございなどによるものでござい

ます。ます。ます。ます。

なお、第２なお、第２なお、第２なお、第２項項項項貸貸貸貸付金付金付金付金元元元元利利利利収収収収入における入における入における入における収収収収入入入入未済額未済額未済額未済額は、は、は、は、借借借借受者の受者の受者の受者の経営経営経営経営悪悪悪悪化によるものであ化によるものであ化によるものであ化によるものであ

りますが、りますが、りますが、りますが、今後今後今後今後もももも引引引引きききき続続続続きききき収収収収入の入の入の入の確確確確保に保に保に保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。

また、第４また、第４また、第４また、第４款款款款県県県県債債債債でございますが、でございますが、でございますが、でございますが、収収収収入入入入済額済額済額済額はははは予予予予算算算算現額現額現額現額にににに対対対対しまして２しまして２しまして２しまして２，，，，２００２００２００２００万円余万円余万円余万円余

のののの減減減減となっております。これは、となっております。これは、となっております。これは、となっております。これは、借借借借入申入申入申入申込額込額込額込額のののの減減減減にににに伴伴伴伴う県う県う県う県債債債債発発発発行行行行のののの減減減減によるものでございによるものでございによるものでございによるものでござい

ます。ます。ます。ます。

１９１９１９１９ペーペーペーページ、歳出でございますが、第１ジ、歳出でございますが、第１ジ、歳出でございますが、第１ジ、歳出でございますが、第１款款款款農林水産業費、第１農林水産業費、第１農林水産業費、第１農林水産業費、第１項項項項農業農業農業農業改改改改良資金良資金良資金良資金貸貸貸貸付事業付事業付事業付事業

費の不用費の不用費の不用費の不用額額額額は、は、は、は、借借借借入申入申入申入申込込込込のののの減減減減によるものでございます。によるものでございます。によるものでございます。によるものでございます。

２６２６２６２６ペーペーペーページ、奈良県林業ジ、奈良県林業ジ、奈良県林業ジ、奈良県林業改善改善改善改善資金資金資金資金貸貸貸貸付金特別会計であります。付金特別会計であります。付金特別会計であります。付金特別会計であります。

ままままずずずず、歳入についてですが、第２、歳入についてですが、第２、歳入についてですが、第２、歳入についてですが、第２款繰款繰款繰款繰越金におきまして、越金におきまして、越金におきまして、越金におきまして、収収収収入入入入済額済額済額済額はははは予予予予算算算算現額現額現額現額にににに対対対対しましましましま

して１して１して１して１億億億億５５５５，，，，４００４００４００４００万円余万円余万円余万円余のののの増増増増となっておりますが、これはとなっておりますが、これはとなっておりますが、これはとなっておりますが、これは前前前前年度年度年度年度剰剰剰剰余余余余金の金の金の金の増増増増によるものによるものによるものによるもの

でございます。でございます。でございます。でございます。

また、第また、第また、第また、第３款諸収３款諸収３款諸収３款諸収入におきまして、入におきまして、入におきまして、入におきまして、収収収収入入入入済額済額済額済額はははは予予予予算算算算現額現額現額現額にににに対対対対しまして６しまして６しまして６しまして６，，，，７００７００７００７００万円余万円余万円余万円余

のののの減減減減となっておりますが、これは林業となっておりますが、これは林業となっておりますが、これは林業となっておりますが、これは林業改善改善改善改善資金資金資金資金貸貸貸貸付金の付金の付金の付金の貸貸貸貸付付付付額額額額のののの減減減減によるものでございまによるものでございまによるものでございまによるものでございま

す。す。す。す。

なお、第２なお、第２なお、第２なお、第２項項項項貸貸貸貸付金付金付金付金元元元元利利利利収収収収入の入の入の入の収収収収入入入入未済額未済額未済額未済額につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、借借借借受者の受者の受者の受者の経営経営経営経営悪悪悪悪化によるも化によるも化によるも化によるも

のでありますが、のでありますが、のでありますが、のでありますが、今後今後今後今後もももも収収収収入の入の入の入の確確確確保に保に保に保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。

２７２７２７２７ペーペーペーページ、歳出でございます。ジ、歳出でございます。ジ、歳出でございます。ジ、歳出でございます。

第１第１第１第１款款款款農林水産業費、第１農林水産業費、第１農林水産業費、第１農林水産業費、第１項項項項林業林業林業林業改善改善改善改善資金資金資金資金貸貸貸貸付事業費の不用付事業費の不用付事業費の不用付事業費の不用額額額額は、資金は、資金は、資金は、資金需需需需要要要要のののの減減減減によるによるによるによる
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ものでございます。ものでございます。ものでございます。ものでございます。

２８２８２８２８ペーペーペーページ、奈良県中ジ、奈良県中ジ、奈良県中ジ、奈良県中央央央央卸卸卸卸売売売売市市市市場事業費特別会計であります。場事業費特別会計であります。場事業費特別会計であります。場事業費特別会計であります。

ままままずずずず、歳入についてでございますが、第４、歳入についてでございますが、第４、歳入についてでございますが、第４、歳入についてでございますが、第４款諸収款諸収款諸収款諸収入において、入において、入において、入において、収収収収入入入入済額済額済額済額はははは予予予予算算算算現額現額現額現額にににに対対対対

しまして１しまして１しまして１しまして１，，，，２００２００２００２００万円余万円余万円余万円余のののの減減減減となっております。これはとなっております。これはとなっております。これはとなっております。これは電電電電気気気気、、、、下下下下水水水水使使使使用用用用料等料等料等料等のののの減減減減によるによるによるによる

ものでございます。ものでございます。ものでございます。ものでございます。

第５第５第５第５款款款款県県県県債債債債でございますが、でございますが、でございますが、でございますが、収収収収入入入入済額済額済額済額はははは予予予予算算算算現額現額現額現額にににに対対対対しまして１しまして１しまして１しまして１，３，３，３，３００００００００万円余万円余万円余万円余のののの減減減減とととと

なっております。これは入なっております。これは入なっております。これは入なっております。これは入札札札札等等等等によるによるによるによる施設整備施設整備施設整備施設整備費の費の費の費の減減減減及び及び及び及び繰繰繰繰り越しによるものでございまり越しによるものでございまり越しによるものでございまり越しによるものでございま

す。す。す。す。

なお、第１なお、第１なお、第１なお、第１款使款使款使款使用用用用料料料料及び及び及び及び手数料手数料手数料手数料及び第４及び第４及び第４及び第４款諸収款諸収款諸収款諸収入において、不入において、不入において、不入において、不納欠損額納欠損額納欠損額納欠損額がががが生じ生じ生じ生じておりまておりまておりまておりま

す。これは関連事業者１す。これは関連事業者１す。これは関連事業者１す。これは関連事業者１社社社社及び及び及び及び仲卸仲卸仲卸仲卸業者２業者２業者２業者２社社社社のののの施設使施設使施設使施設使用用用用料料料料及び及び及び及び電電電電気使気使気使気使用用用用料等料等料等料等でございます。でございます。でございます。でございます。

関連事業者１関連事業者１関連事業者１関連事業者１社社社社につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、債債債債務者が務者が務者が務者が破破破破産産産産法法法法のののの規規規規定により当定により当定により当定により当該該該該債債債債権権権権についてについてについてについて破破破破産産産産手続手続手続手続

廃廃廃廃止止止止の決定を受け、の決定を受け、の決定を受け、の決定を受け、回収回収回収回収不可不可不可不可能能能能となったため、また、となったため、また、となったため、また、となったため、また、仲卸仲卸仲卸仲卸業者２者につきましては、業者２者につきましては、業者２者につきましては、業者２者につきましては、回収回収回収回収

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組組組んでまいりましたが、んでまいりましたが、んでまいりましたが、んでまいりましたが、相相相相手方手方手方手方のののの居居居居所所所所不不不不明明明明などによりなどによりなどによりなどにより時効時効時効時効となったため、まとなったため、まとなったため、まとなったため、ま

ことにことにことにことに遺遺遺遺憾憾憾憾ではございますが、不ではございますが、不ではございますが、不ではございますが、不納欠損納欠損納欠損納欠損としたものでございます。としたものでございます。としたものでございます。としたものでございます。

また、また、また、また、収収収収入入入入未済額未済額未済額未済額がががが使使使使用用用用料料料料及び及び及び及び手数料手数料手数料手数料、、、、諸収諸収諸収諸収入で入で入で入で生じ生じ生じ生じておりますが、これはておりますが、これはておりますが、これはておりますが、これは市市市市場の場の場の場の施設施設施設施設

使使使使用用用用料料料料及び及び及び及び電電電電気使気使気使気使用用用用料等料等料等料等で、で、で、で、市市市市場場場場内内内内業者の業者の業者の業者の経営状況経営状況経営状況経営状況のののの悪悪悪悪化化化化等等等等によりによりによりにより納納納納付が付が付が付が遅遅遅遅延延延延しているもしているもしているもしているも

のでございます。なお、そのうち９月のでございます。なお、そのうち９月のでございます。なお、そのうち９月のでございます。なお、そのうち９月末末末末現現現現在在在在で２５０で２５０で２５０で２５０万円余万円余万円余万円余がががが納納納納付されておりますが、付されておりますが、付されておりますが、付されておりますが、引引引引

きききき続続続続きききき債債債債権権権権のののの回収回収回収回収にににに努努努努めてまいります。めてまいります。めてまいります。めてまいります。

２９２９２９２９ペーペーペーページ、歳出でございます。ジ、歳出でございます。ジ、歳出でございます。ジ、歳出でございます。

第１第１第１第１款款款款農林水産業費第１農林水産業費第１農林水産業費第１農林水産業費第１項項項項中中中中央央央央卸卸卸卸売売売売市市市市場事業費でございます。場事業費でございます。場事業費でございます。場事業費でございます。翌翌翌翌年度年度年度年度繰繰繰繰越越越越額額額額は、は、は、は、市市市市場場場場改改改改

革革革革施設整備施設整備施設整備施設整備事業の事業の事業の事業の多多多多機機機機能能能能トトトトイイイイレレレレ整備整備整備整備工工工工事における入事における入事における入事における入札札札札不不不不調調調調にににに伴伴伴伴う事業のう事業のう事業のう事業の遅遅遅遅延延延延によるものでによるものでによるものでによるもので

ございます。また、不用ございます。また、不用ございます。また、不用ございます。また、不用額額額額は、は、は、は、諸経諸経諸経諸経費の費の費の費の節節節節減減減減によるものでございます。平成２５年度におによるものでございます。平成２５年度におによるものでございます。平成２５年度におによるものでございます。平成２５年度にお

きましては、歳出きましては、歳出きましては、歳出きましては、歳出抑制抑制抑制抑制と歳入と歳入と歳入と歳入確確確確保に保に保に保に努努努努めためためためた結果結果結果結果、歳入が６、歳入が６、歳入が６、歳入が６億３，億３，億３，億３，８００８００８００８００万円余万円余万円余万円余、歳出が６、歳出が６、歳出が６、歳出が６

億億億億１１１１，３，３，３，３００００００００万円余万円余万円余万円余となり、歳入歳出となり、歳入歳出となり、歳入歳出となり、歳入歳出差引差引差引差引残残残残額額額額が２が２が２が２，，，，５００５００５００５００万円余万円余万円余万円余となっております。となっております。となっております。となっております。

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「平成２５年度「平成２５年度「平成２５年度主要施主要施主要施主要施策の成策の成策の成策の成果果果果に関する報告に関する報告に関する報告に関する報告書書書書」について」について」について」について説明説明説明説明をさせていをさせていをさせていをさせてい

ただきます。ただきます。ただきます。ただきます。

１１０１１０１１０１１０ペーペーペーページ、農林業の振興、１、ジ、農林業の振興、１、ジ、農林業の振興、１、ジ、農林業の振興、１、担担担担いいいい手手手手のののの経営基経営基経営基経営基盤盤盤盤強強強強化化化化支支支支援援援援でありますが、農業でありますが、農業でありますが、農業でありますが、農業人人人人材材材材

活活活活用事業では、県用事業では、県用事業では、県用事業では、県高齢高齢高齢高齢者者者者人人人人材バ材バ材バ材バンンンンククククをををを活活活活用し、用し、用し、用し、意意意意欲欲欲欲あるあるあるある担担担担いいいい手手手手の農業の農業の農業の農業経営経営経営経営のののの拡拡拡拡大大大大やややや耕耕耕耕作放作放作放作放

棄棄棄棄地の地の地の地の解消解消解消解消にににに対対対対してしてしてして支支支支援援援援をいたしました。をいたしました。をいたしました。をいたしました。

１１１１１１１１１１１１ペーペーペーページ、２、奈良のおいしい「ジ、２、奈良のおいしい「ジ、２、奈良のおいしい「ジ、２、奈良のおいしい「食食食食」の創造と」の創造と」の創造と」の創造と発信発信発信発信ですが、ですが、ですが、ですが、首首首首都都都都圏圏圏圏流流流流通通通通促促促促進進進進支支支支援援援援事事事事
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業では、大和野業では、大和野業では、大和野業では、大和野菜菜菜菜等等等等の特の特の特の特徴徴徴徴ある県産農産ある県産農産ある県産農産ある県産農産物物物物をををを首首首首都都都都圏圏圏圏等等等等のののの卸卸卸卸売売売売市市市市場に場に場に場に配配配配送送送送をしをしをしをし販販販販路路路路の開の開の開の開拓拓拓拓にににに

努努努努めました。めました。めました。めました。

１１２１１２１１２１１２ペーペーペーページ、農業の６ジ、農業の６ジ、農業の６ジ、農業の６次次次次産業化産業化産業化産業化支支支支援援援援事業では、６事業では、６事業では、６事業では、６次次次次産業化産業化産業化産業化ササササポポポポーーーートトトトセセセセンンンンタタタターーーーをををを設置設置設置設置をををを

し、し、し、し、専門家派遣専門家派遣専門家派遣専門家派遣によるによるによるによる相談相談相談相談対対対対応応応応やややや研修研修研修研修会の開催などにより、農林会の開催などにより、農林会の開催などにより、農林会の開催などにより、農林漁漁漁漁業者業者業者業者等等等等の６の６の６の６次次次次産業化を産業化を産業化を産業化を

支支支支援援援援をいたしました。をいたしました。をいたしました。をいたしました。

次次次次のののの首首首首都都都都圏圏圏圏での大和野での大和野での大和野での大和野菜菜菜菜等等等等販販販販路路路路開開開開拓拓拓拓事業では、事業では、事業では、事業では、知知知知事ト事ト事ト事トップップップップセセセセールールールールススススやややや飲食店飲食店飲食店飲食店シシシシェフェフェフェフにににに対対対対

するするするするＰＰＰＰＲＲＲＲ、、、、生生生生産者産者産者産者向向向向けけけけ講演講演講演講演会会会会等等等等により、により、により、により、首首首首都都都都圏圏圏圏へへへへのののの販販販販路路路路開開開開拓拓拓拓を進めました。を進めました。を進めました。を進めました。

地域産業の地域産業の地域産業の地域産業の支支支支援援援援・創出（・創出（・創出（・創出（意意意意欲欲欲欲あるあるあるある企企企企業・業・業・業・起起起起業業業業家家家家へへへへのののの重点支重点支重点支重点支援援援援）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、薬薬薬薬用用用用作作作作

物物物物生生生生産振興産振興産振興産振興促促促促進事業では、大和ト進事業では、大和ト進事業では、大和ト進事業では、大和トウキウキウキウキなどの本県と関係などの本県と関係などの本県と関係などの本県と関係深深深深いいいい薬薬薬薬用用用用作物作物作物作物のののの優優優優良良良良系系系系統統統統のののの選選選選抜抜抜抜及及及及

びびびび省力省力省力省力化、化、化、化、低コス低コス低コス低コスト化にト化にト化にト化に向向向向けたけたけたけた生生生生産産産産技術技術技術技術の開の開の開の開発発発発を進めるとともに、県産を進めるとともに、県産を進めるとともに、県産を進めるとともに、県産薬薬薬薬用用用用作物作物作物作物のののの生生生生産、産、産、産、

加加加加工工工工、、、、販販販販売売売売を一を一を一を一体的体的体的体的に推進するに推進するに推進するに推進する市市市市町町町町村に村に村に村に対対対対するするするする支支支支援援援援をををを行行行行いました。いました。いました。いました。

また、１、特産また、１、特産また、１、特産また、１、特産品品品品のののの生生生生産振興でございますが、産振興でございますが、産振興でございますが、産振興でございますが、チチチチャャャャレレレレンジンジンジンジ品品品品目支目支目支目支援援援援事業では、県の特産事業では、県の特産事業では、県の特産事業では、県の特産

品品品品としてとしてとしてとして将将将将来来来来性が性が性が性が期期期期待待待待できるできるできるできるチチチチャャャャレレレレンジンジンジンジ品品品品目目目目として、として、として、として、サクラサクラサクラサクランンンンボボボボ、大和野、大和野、大和野、大和野菜菜菜菜、、、、切切切切りりりり花花花花ダリダリダリダリ

アアアアをををを位位位位置置置置づけ、づけ、づけ、づけ、安安安安定定定定生生生生産産産産技術技術技術技術のののの普普普普及定及定及定及定着や生着や生着や生着や生産産産産拡拡拡拡大に大に大に大に向向向向けてけてけてけて支支支支援援援援をいたしました。をいたしました。をいたしました。をいたしました。

１１１１１１１１３ペー３ペー３ペー３ページ、ジ、ジ、ジ、リリリリーーーーディディディディンンンンググググ品品品品目支目支目支目支援援援援事業では、県の事業では、県の事業では、県の事業では、県の主要主要主要主要品品品品目目目目であるであるであるである柿柿柿柿、、、、茶茶茶茶、、、、イチイチイチイチゴゴゴゴ、、、、

キキキキククククををををリリリリーーーーディディディディンンンンググググ品品品品目目目目としてとしてとしてとして位位位位置置置置づけ、づけ、づけ、づけ、柿柿柿柿における計における計における計における計画的画的画的画的なななな改改改改植植植植を初め、を初め、を初め、を初め、高高高高級級級級かぶせかぶせかぶせかぶせ茶茶茶茶

のののの生生生生産、産、産、産、キキキキククククのネのネのネのネッッッットトトトハハハハウウウウススススのののの導導導導入入入入拡拡拡拡大大大大等等等等をををを支支支支援援援援をいたしました。をいたしました。をいたしました。をいたしました。

１１４１１４１１４１１４ペーペーペーページ、６、野ジ、６、野ジ、６、野ジ、６、野生生生生鳥獣鳥獣鳥獣鳥獣対対対対策の推進でございます。策の推進でございます。策の推進でございます。策の推進でございます。鳥獣鳥獣鳥獣鳥獣被被被被害害害害防止防止防止防止対対対対策事業では、策事業では、策事業では、策事業では、被被被被

害害害害防止防止防止防止計計計計画画画画にににに基基基基づきづきづきづき市市市市町町町町村が村が村が村が実施実施実施実施するするするする被被被被害害害害防防防防除除除除のののの研修研修研修研修、、、、箱箱箱箱わわわわななななやややや侵侵侵侵入入入入防止防止防止防止柵柵柵柵のののの設置設置設置設置などになどになどになどに

対対対対してしてしてして支支支支援援援援をいたしました。をいたしました。をいたしました。をいたしました。

１１５１１５１１５１１５ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、紀伊半島紀伊半島紀伊半島紀伊半島大水大水大水大水害害害害からのからのからのからの復旧復旧復旧復旧・・・・復復復復興でございます。地域の興でございます。地域の興でございます。地域の興でございます。地域の誇誇誇誇りとなる地域りとなる地域りとなる地域りとなる地域

特産特産特産特産物物物物のののの復復復復興興興興応援応援応援応援事業におきまして、事業におきまして、事業におきまして、事業におきまして、わわわわさび、あまごなど、地域のさび、あまごなど、地域のさび、あまごなど、地域のさび、あまごなど、地域の誇誇誇誇りとなる特産りとなる特産りとなる特産りとなる特産品品品品のののの早早早早

期再生や期再生や期再生や期再生や新新新新たな特産たな特産たな特産たな特産物物物物、加、加、加、加工工工工品品品品、土産、土産、土産、土産物物物物の創出にの創出にの創出にの創出に取取取取りりりり組む活動組む活動組む活動組む活動をををを支支支支援援援援したほか、したほか、したほか、したほか、記載記載記載記載の事の事の事の事

業を業を業を業を実施実施実施実施をいたしました。をいたしました。をいたしました。をいたしました。

１１６１１６１１６１１６ペーペーペーページ、１、ジ、１、ジ、１、ジ、１、担担担担いいいい手へ手へ手へ手へのののの支支支支援援援援ですが、ですが、ですが、ですが、経営体経営体経営体経営体育成育成育成育成支支支支援援援援事業では、事業では、事業では、事業では、人人人人・農地・農地・農地・農地プラプラプラプランンンン

にににに位位位位置置置置づけられた地域の中づけられた地域の中づけられた地域の中づけられた地域の中心経営体心経営体心経営体心経営体などがなどがなどがなどが行行行行う農業用う農業用う農業用う農業用施設施設施設施設のののの整備や整備や整備や整備や農業用機農業用機農業用機農業用機械械械械のののの導導導導入など入など入など入など

をををを支支支支援援援援をいたしました。をいたしました。をいたしました。をいたしました。

２、農業金２、農業金２、農業金２、農業金融融融融資金の資金の資金の資金の貸貸貸貸付では、農業付では、農業付では、農業付では、農業経営経営経営経営のののの近近近近代化及び代化及び代化及び代化及び改善改善改善改善等等等等をををを図図図図るため、農業るため、農業るため、農業るため、農業近近近近代化資代化資代化資代化資

金金金金等等等等のののの貸貸貸貸付付付付利利利利子子子子にににに対対対対してしてしてして助助助助成をいたしました。成をいたしました。成をいたしました。成をいたしました。

１１７１１７１１７１１７ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、３３３３、農地の、農地の、農地の、農地の有有有有効活効活効活効活用でありますが、中山間地域用でありますが、中山間地域用でありますが、中山間地域用でありますが、中山間地域等等等等直直直直接接接接支支支支払払払払事業では、中事業では、中事業では、中事業では、中
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山間地域山間地域山間地域山間地域等等等等において農業において農業において農業において農業生生生生産産産産条条条条件件件件が不が不が不が不利利利利で、で、で、で、面面面面的的的的にまとまりのある農用地をにまとまりのある農用地をにまとまりのある農用地をにまとまりのある農用地を対象対象対象対象に、農業に、農業に、農業に、農業

生生生生産産産産活動活動活動活動をををを行行行行う農業者う農業者う農業者う農業者等等等等にににに対対対対してしてしてして交交交交付金の付金の付金の付金の直直直直接接接接支支支支払払払払いをいをいをいを実施実施実施実施をいたしました。をいたしました。をいたしました。をいたしました。

次次次次の農地・水保全管理の農地・水保全管理の農地・水保全管理の農地・水保全管理支支支支払払払払交交交交付金事業では、農地付金事業では、農地付金事業では、農地付金事業では、農地やややや農業用水農業用水農業用水農業用水等等等等の資の資の資の資源源源源をををを適適適適切切切切に保全管理に保全管理に保全管理に保全管理

する地域する地域する地域する地域ぐぐぐぐるるるるみみみみでのでのでのでの共共共共同同同同活動や活動や活動や活動や、、、、老朽老朽老朽老朽化が進化が進化が進化が進むむむむ農業用用農業用用農業用用農業用用排排排排水水水水路路路路等等等等の長の長の長の長寿命寿命寿命寿命化のための化のための化のための化のための取取取取りりりり

組み組み組み組みをををを行行行行うううう活動組織活動組織活動組織活動組織にににに対対対対しましてしましてしましてしまして支支支支援援援援をいたしました。をいたしました。をいたしました。をいたしました。

４、４、４、４、新新新新たなたなたなたな担担担担いいいい手手手手の育成及びの育成及びの育成及びの育成及び技術技術技術技術開開開開発発発発のののの高高高高度化ですが、農業大度化ですが、農業大度化ですが、農業大度化ですが、農業大学校学校学校学校６６６６次次次次産業化産業化産業化産業化研修拠研修拠研修拠研修拠点点点点

整備整備整備整備事業では、農業大事業では、農業大事業では、農業大事業では、農業大学校学校学校学校にににに調調調調理、加理、加理、加理、加工工工工等等等等、農業の６、農業の６、農業の６、農業の６次次次次産業化を産業化を産業化を産業化を担担担担うううう人人人人材材材材を育成するを育成するを育成するを育成する研修研修研修研修

拠拠拠拠点点点点をををを整備整備整備整備するため、するため、するため、するため、測測測測量量量量やややや地地地地質質質質調調調調査査査査、、、、基基基基本本本本設設設設計計計計等等等等をををを実施実施実施実施をいたしました。をいたしました。をいたしました。をいたしました。

農業総合農業総合農業総合農業総合セセセセンンンンタタタターーーー移転移転移転移転整備整備整備整備事業では、農業事業では、農業事業では、農業事業では、農業研究研究研究研究開開開開発セ発セ発セ発センンンンタタタターーーーを農業大を農業大を農業大を農業大学校学校学校学校跡跡跡跡地に地に地に地に整備整備整備整備すすすす

るため、るため、るため、るため、同同同同じじじじくくくく測測測測量量量量やややや地地地地質質質質調調調調査査査査、、、、基基基基本本本本設設設設計計計計等等等等をををを実施実施実施実施をいたしました。をいたしました。をいたしました。をいたしました。

奈良の「特奈良の「特奈良の「特奈良の「特ＡＡＡＡ米」米」米」米」品品品品質向質向質向質向上上上上等等等等研究研究研究研究開開開開発発発発事業では、県産米「事業では、県産米「事業では、県産米「事業では、県産米「ヒノヒヒノヒヒノヒヒノヒカカカカリリリリ」の」の」の」のブブブブラララランンンンドドドド化化化化強強強強

化のため、化のため、化のため、化のため、高高高高品品品品質質質質・良・良・良・良食味食味食味食味米の米の米の米の生生生生産に産に産に産に向向向向けたけたけたけた技術技術技術技術開開開開発発発発を進めました。を進めました。を進めました。を進めました。

１１８１１８１１８１１８ペーペーペーページ、５、ジ、５、ジ、５、ジ、５、畜畜畜畜産産産産物物物物のののの生生生生産振興でありますが、産振興でありますが、産振興でありますが、産振興でありますが、耕畜耕畜耕畜耕畜連連連連携携携携畜畜畜畜産たい産たい産たい産たい肥肥肥肥利利利利用用用用促促促促進進進進調調調調査査査査

事業では、事業では、事業では、事業では、畜畜畜畜産農産農産農産農家家家家等等等等のたいのたいのたいのたい肥肥肥肥生生生生産・産・産・産・活活活活用用用用状況状況状況状況のののの調調調調査査査査をををを行行行行い、そのい、そのい、そのい、その結果結果結果結果をもとにをもとにをもとにをもとにデデデデーーーータベタベタベタベ

ーーーーススススをををを作作作作成し、たい成し、たい成し、たい成し、たい肥肥肥肥流流流流通の通の通の通の促促促促進を進を進を進を図図図図りました。りました。りました。りました。

エコエコエコエコフフフフィィィィーーーード利ド利ド利ド利用用用用促促促促進事業では、進事業では、進事業では、進事業では、飼飼飼飼料料料料コスコスコスコストのトのトのトの低低低低減や減や減や減や食食食食品品品品残残残残渣渣渣渣のののの減減減減量量量量化を推進するため、化を推進するため、化を推進するため、化を推進するため、

食食食食品品品品残残残残渣飼渣飼渣飼渣飼料料料料の成の成の成の成分分分分分分分分析析析析及び及び及び及び食食食食品品品品残残残残渣飼渣飼渣飼渣飼料料料料をををを与え与え与え与えたたたた豚豚豚豚のののの肉肉肉肉質質質質調調調調査査査査をををを実施実施実施実施をいたしました。をいたしました。をいたしました。をいたしました。

６、６、６、６、食食食食肉肉肉肉セセセセンンンンタタタターーーー事業では、事業では、事業では、事業では、食食食食肉肉肉肉公社公社公社公社及び及び及び及び食食食食肉肉肉肉会会会会社社社社にににに対対対対し、し、し、し、記載記載記載記載のとおりのとおりのとおりのとおり助助助助成をいたし成をいたし成をいたし成をいたし

ました。なお、平成２４年ました。なお、平成２４年ました。なお、平成２４年ました。なお、平成２４年３３３３月に奈良県月に奈良県月に奈良県月に奈良県食食食食肉肉肉肉流流流流通通通通セセセセンンンンタタタターーーー改革検討改革検討改革検討改革検討委員会からいただいた委員会からいただいた委員会からいただいた委員会からいただいた

提言提言提言提言をををを踏踏踏踏ままままええええ、平成２５年度から、それまで、平成２５年度から、それまで、平成２５年度から、それまで、平成２５年度から、それまで食食食食肉肉肉肉会会会会社社社社がががが担担担担っておりましたっておりましたっておりましたっておりました屠畜屠畜屠畜屠畜業務と業務と業務と業務と市市市市場場場場

業務を業務を業務を業務を分分分分離離離離し、し、し、し、屠畜屠畜屠畜屠畜業務を業務を業務を業務を食食食食肉肉肉肉公社へ公社へ公社へ公社へ移転移転移転移転するとともに、するとともに、するとともに、するとともに、市市市市場業務は場業務は場業務は場業務は民民民民間による間による間による間による自主運営自主運営自主運営自主運営

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

土地土地土地土地改改改改良事業費につきましては、１１９良事業費につきましては、１１９良事業費につきましては、１１９良事業費につきましては、１１９ペーペーペーページ、９、県ジ、９、県ジ、９、県ジ、９、県営営営営圃圃圃圃場場場場整備整備整備整備事業から、１２１事業から、１２１事業から、１２１事業から、１２１ペペペペ

ーーーージ、１６、国ジ、１６、国ジ、１６、国ジ、１６、国営営営営農業水農業水農業水農業水利利利利事業費事業費事業費事業費負担負担負担負担金まで、農業農村の金まで、農業農村の金まで、農業農村の金まで、農業農村の基基基基盤盤盤盤整備整備整備整備、用、用、用、用排排排排水水水水路路路路など、農業など、農業など、農業など、農業

水水水水利利利利施設施設施設施設のののの整備等整備等整備等整備等のののの実施実施実施実施をいたしました。をいたしました。をいたしました。をいたしました。

なお、１２０なお、１２０なお、１２０なお、１２０ペーペーペーページ、１ジ、１ジ、１ジ、１３３３３、農村資、農村資、農村資、農村資源源源源をををを活活活活用したに用したに用したに用したにぎぎぎぎわわわわい創出では、農村資い創出では、農村資い創出では、農村資い創出では、農村資源源源源をををを活活活活用し用し用し用し

た地域づくり事業た地域づくり事業た地域づくり事業た地域づくり事業やややや農村資農村資農村資農村資源源源源エエエエネネネネルルルルギギギギー支ー支ー支ー支援援援援事業事業事業事業等等等等をををを記載記載記載記載のとおりのとおりのとおりのとおり実施実施実施実施をし、農村地域のをし、農村地域のをし、農村地域のをし、農村地域の

活活活活性化を推進するとともに、性化を推進するとともに、性化を推進するとともに、性化を推進するとともに、再生再生再生再生可可可可能エ能エ能エ能エネネネネルルルルギギギギーーーーのののの導導導導入入入入検討検討検討検討にににに対対対対するするするする支支支支援援援援をををを行行行行ったところったところったところったところ

でございます。でございます。でございます。でございます。

１２１１２１１２１１２１ペーペーペーページ、農道ジ、農道ジ、農道ジ、農道整備整備整備整備事業費につきましては、１７、奈良東部事業費につきましては、１７、奈良東部事業費につきましては、１７、奈良東部事業費につきましては、１７、奈良東部広広広広域農道域農道域農道域農道整備整備整備整備事業、１事業、１事業、１事業、１
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８、一８、一８、一８、一般般般般農道農道農道農道整備整備整備整備事業におきまして、地域の農業事業におきまして、地域の農業事業におきまして、地域の農業事業におきまして、地域の農業生生生生産の産の産の産の強強強強化、化、化、化、経営経営経営経営の合理化をの合理化をの合理化をの合理化を促促促促進するた進するた進するた進するた

め、め、め、め、記載記載記載記載のとおりのとおりのとおりのとおり引引引引きききき続続続続きききき実施実施実施実施をしているところでございます。をしているところでございます。をしているところでございます。をしているところでございます。

１２２１２２１２２１２２ペーペーペーページ、農地ジ、農地ジ、農地ジ、農地防防防防災災災災事業費では、１９、県事業費では、１９、県事業費では、１９、県事業費では、１９、県営営営営ためためためため池池池池整備整備整備整備事業から２５総合農地事業から２５総合農地事業から２５総合農地事業から２５総合農地防防防防災災災災

事業事業事業事業負担負担負担負担金まで、金まで、金まで、金まで、引引引引きききき続続続続き農地き農地き農地き農地防防防防災災災災の観の観の観の観点点点点から、ためから、ためから、ためから、ため池池池池のののの整備整備整備整備、農業用、農業用、農業用、農業用河河河河川川川川工作物工作物工作物工作物のののの改修改修改修改修

などをなどをなどをなどを実施実施実施実施するとともに、ためするとともに、ためするとともに、ためするとともに、ため池池池池のののの現況現況現況現況調調調調査や査や査や査や遺跡遺跡遺跡遺跡等等等等のののの安安安安全全全全点点点点検検検検診診診診断断断断調調調調査等査等査等査等をををを行行行行うううう市市市市町町町町村村村村

等等等等にににに対対対対するするするする支支支支援援援援をををを行行行行いました。いました。いました。いました。

１２１２１２１２３ペー３ペー３ペー３ページ、総合農地開ジ、総合農地開ジ、総合農地開ジ、総合農地開発発発発事業推進費では、２６、国事業推進費では、２６、国事業推進費では、２６、国事業推進費では、２６、国営営営営総合農地開総合農地開総合農地開総合農地開発発発発事業費事業費事業費事業費負担負担負担負担金を金を金を金を

記載記載記載記載のとおりのとおりのとおりのとおり負担負担負担負担をしたところでございます。をしたところでございます。をしたところでございます。をしたところでございます。

１２５１２５１２５１２５ペーペーペーページ、林業振興費でございます。８、ジ、林業振興費でございます。８、ジ、林業振興費でございます。８、ジ、林業振興費でございます。８、建建建建築築築築物物物物木造・木木造・木木造・木木造・木質質質質化の推進でございます化の推進でございます化の推進でございます化の推進でございます

が、が、が、が、建建建建築築築築物物物物木造・木木造・木木造・木木造・木質質質質化推進事業では、化推進事業では、化推進事業では、化推進事業では、公共建公共建公共建公共建築築築築物物物物等へ等へ等へ等へ県産県産県産県産材利材利材利材利用を用を用を用を促促促促進をするため、進をするため、進をするため、進をするため、五五五五

條條條條土木事務土木事務土木事務土木事務所所所所十津十津十津十津川川川川復旧復復旧復復旧復復旧復興興興興課課課課庁庁庁庁舎舎舎舎職員職員職員職員宿宿宿宿舎舎舎舎やややや奈良奈良奈良奈良公公公公園園園園事務事務事務事務所所所所の木の木の木の木質質質質化を化を化を化を実施実施実施実施するとともするとともするとともするととも

に、に、に、に、多多多多くのくのくのくの方方方方がががが利利利利用する用する用する用する公共施設や公共公共施設や公共公共施設や公共公共施設や公共ススススペーペーペーペースススス等等等等の木の木の木の木質質質質化に化に化に化に対対対対するするするする支支支支援援援援をををを行行行行いました。いました。いました。いました。

１２６１２６１２６１２６ペーペーペーページ、９、ジ、９、ジ、９、ジ、９、民民民民間間間間住宅住宅住宅住宅等等等等での県産での県産での県産での県産材利材利材利材利用推進ですが、奈良の木のお用推進ですが、奈良の木のお用推進ですが、奈良の木のお用推進ですが、奈良の木のお店店店店・・・・宿拡宿拡宿拡宿拡大事大事大事大事

業では、業では、業では、業では、京阪神京阪神京阪神京阪神やややや県県県県内内内内のののの飲食店飲食店飲食店飲食店等等等等における県産における県産における県産における県産材材材材のののの利利利利用用用用拡拡拡拡大を大を大を大を図図図図るため、るため、るため、るため、デザデザデザデザイイイインンンンココココンンンンペペペペ

を開催をし、を開催をし、を開催をし、を開催をし、優秀優秀優秀優秀作作作作品品品品をををを冊子冊子冊子冊子にまとめ、にまとめ、にまとめ、にまとめ、設設設設計・計・計・計・建建建建築築築築関係者関係者関係者関係者へへへへののののセセセセールールールールスススス活動活動活動活動をををを実施実施実施実施をいたをいたをいたをいた

しました。しました。しました。しました。

１０、県産木１０、県産木１０、県産木１０、県産木製品製品製品製品の開の開の開の開発発発発及び及び及び及び販販販販路路路路開開開開拓拓拓拓ですが、奈良の木をですが、奈良の木をですが、奈良の木をですが、奈良の木を使使使使用したくらしの用したくらしの用したくらしの用したくらしのデザデザデザデザイイイイン開ン開ン開ン開

発発発発事業では、奈良女事業では、奈良女事業では、奈良女事業では、奈良女子子子子大大大大学学学学と連と連と連と連携携携携をし、をし、をし、をし、記載記載記載記載のとおり県産のとおり県産のとおり県産のとおり県産材材材材をををを利利利利用した用した用した用した暮暮暮暮らしの道らしの道らしの道らしの道具具具具のののの新新新新

たなたなたなたなデザデザデザデザイイイイン開ン開ン開ン開発発発発とととと商品商品商品商品化を進めたところでございます。化を進めたところでございます。化を進めたところでございます。化を進めたところでございます。

新新新新たな県産木たな県産木たな県産木たな県産木材材材材製品製品製品製品開開開開発発発発事業では、大事業では、大事業では、大事業では、大手手手手ハハハハウウウウススススメメメメーカーやーカーやーカーやーカーや工工工工務務務務店店店店等等等等の県産の県産の県産の県産材利材利材利材利用に係る用に係る用に係る用に係る

ニーズニーズニーズニーズと森林と森林と森林と森林技術技術技術技術セセセセンンンンタタタターーーーがががが有有有有するするするする技術技術技術技術のマのマのマのマッチッチッチッチンンンンググググにより、により、により、により、記載記載記載記載のとおりのとおりのとおりのとおり新新新新たな木たな木たな木たな木材材材材製製製製

品品品品の開の開の開の開発発発発をいたしました。をいたしました。をいたしました。をいたしました。

県産県産県産県産材材材材首首首首都都都都圏販圏販圏販圏販路路路路拡拡拡拡大事業では、大事業では、大事業では、大事業では、首首首首都都都都圏圏圏圏のののの商商商商業業業業施設や施設や施設や施設や住宅住宅住宅住宅等へ等へ等へ等へのののの新新新新たなたなたなたな販販販販路路路路の開の開の開の開拓拓拓拓を進を進を進を進

めるため、東めるため、東めるため、東めるため、東京京京京で「奈良の木で「奈良の木で「奈良の木で「奈良の木フェアフェアフェアフェア」を開催をし、」を開催をし、」を開催をし、」を開催をし、知知知知事ト事ト事ト事トップップップップセセセセールールールールススススやややや商商商商談談談談会、奈良の会、奈良の会、奈良の会、奈良の

木の木の木の木のデザデザデザデザイイイインンンンココココンンンンペペペペのののの実施実施実施実施をしたところでございます。をしたところでございます。をしたところでございます。をしたところでございます。

１２７１２７１２７１２７ペーペーペーページ、１２、林業・木ジ、１２、林業・木ジ、１２、林業・木ジ、１２、林業・木材材材材産業の産業の産業の産業の再生再生再生再生でありますが、でありますが、でありますが、でありますが、緑緑緑緑の産業の産業の産業の産業再生プ再生プ再生プ再生プロロロロジジジジェクェクェクェクトトトト

事業では、森林事業では、森林事業では、森林事業では、森林整備整備整備整備加加加加速速速速化・林業化・林業化・林業化・林業再生基再生基再生基再生基金を金を金を金を活活活活用をして、用をして、用をして、用をして、路網路網路網路網整備整備整備整備、間、間、間、間伐伐伐伐、木、木、木、木材材材材加加加加工工工工やややや流流流流

通通通通施設施設施設施設のののの整備等整備等整備等整備等にににに対対対対しししし支支支支援援援援をいたしました。をいたしました。をいたしました。をいたしました。

奈良県木奈良県木奈良県木奈良県木材材材材生生生生産推進事業では、第一産推進事業では、第一産推進事業では、第一産推進事業では、第一種種種種木木木木材材材材生生生生産林におきまして、産林におきまして、産林におきまして、産林におきまして、意意意意欲欲欲欲ある林業事業ある林業事業ある林業事業ある林業事業体体体体がががが

行行行行う奈良う奈良う奈良う奈良型型型型作作作作業道の開業道の開業道の開業道の開設や設や設や設や、林業機、林業機、林業機、林業機械械械械のののの導導導導入入入入等等等等にににに対対対対するするするする支支支支援援援援をををを行行行行ったほか、木ったほか、木ったほか、木ったほか、木材材材材生生生生産に係産に係産に係産に係
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るるるる各各各各種種種種のののの研修研修研修研修をををを実施実施実施実施をいたしました。をいたしました。をいたしました。をいたしました。

紀伊半島紀伊半島紀伊半島紀伊半島大水大水大水大水害害害害からのからのからのからの復旧復旧復旧復旧・・・・復復復復興ですが、県産興ですが、県産興ですが、県産興ですが、県産材材材材生生生生産産産産促促促促進事業では、木進事業では、木進事業では、木進事業では、木材材材材をををを搬搬搬搬出する道出する道出する道出する道

路路路路がががが被被被被災災災災し、し、し、し、搬搬搬搬出出出出コスコスコスコストが上トが上トが上トが上昇昇昇昇しているしているしているしている被被被被災災災災地域を地域を地域を地域を対象対象対象対象に、そのに、そのに、そのに、その搬搬搬搬出出出出経経経経費に費に費に費に対対対対してしてしてして補助補助補助補助をををを

いたしました。いたしました。いたしました。いたしました。

木木木木質質質質ババババイイイイオオオオママママスススス実実実実証証証証実実実実験験験験事業では、県事業では、県事業では、県事業では、県有有有有林から林から林から林から原原原原料料料料用木用木用木用木材材材材をををを搬搬搬搬出をして、出をして、出をして、出をして、ペペペペレレレレッッッットをトをトをトを製製製製

造をし、造をし、造をし、造をし、ペペペペレレレレッッッットトトトスススストトトトーーーーブブブブ等等等等によるによるによるによる熱熱熱熱利利利利用用用用実実実実験験験験をををを行行行行うなど、木うなど、木うなど、木うなど、木質質質質ババババイイイイオオオオママママススススのののの利利利利用用用用促促促促進に進に進に進に

向向向向けたけたけたけた実実実実証証証証実実実実験験験験をををを実施実施実施実施をいたしました。をいたしました。をいたしました。をいたしました。

１２８１２８１２８１２８ペーペーペーページ、１、森林環境ジ、１、森林環境ジ、１、森林環境ジ、１、森林環境税税税税のののの活活活活用でございます。森林環境教育推進事業では、用でございます。森林環境教育推進事業では、用でございます。森林環境教育推進事業では、用でございます。森林環境教育推進事業では、指指指指導導導導

者者者者養養養養成成成成セミナセミナセミナセミナーや体ーや体ーや体ーや体験学験学験学験学習習習習をををを実施実施実施実施をしたほか、７月１５日の奈良県山の日・川の日には、をしたほか、７月１５日の奈良県山の日・川の日には、をしたほか、７月１５日の奈良県山の日・川の日には、をしたほか、７月１５日の奈良県山の日・川の日には、

山と森に山と森に山と森に山と森に親親親親ししししむイむイむイむイベベベベントの開催をいたしました。ントの開催をいたしました。ントの開催をいたしました。ントの開催をいたしました。

森林との森林との森林との森林とのふふふふれあい推進事業では、県れあい推進事業では、県れあい推進事業では、県れあい推進事業では、県内内内内１１１１３カ所３カ所３カ所３カ所におきまして、におきまして、におきまして、におきまして、眺眺眺眺望望望望のののの活活活活用用用用ややややふふふふれあいをれあいをれあいをれあいを

目的目的目的目的とした森林とした森林とした森林とした森林整備整備整備整備をををを行行行行いました。いました。いました。いました。

２、野２、野２、野２、野生生生生鳥獣鳥獣鳥獣鳥獣対対対対策の推進でございますが、策の推進でございますが、策の推進でございますが、策の推進でございますが、鳥獣鳥獣鳥獣鳥獣被被被被害害害害防防防防除除除除事業では、事業では、事業では、事業では、有有有有害害害害鳥獣鳥獣鳥獣鳥獣捕獲捕獲捕獲捕獲施設施設施設施設のののの

設置設置設置設置及び及び及び及び有有有有害害害害鳥獣鳥獣鳥獣鳥獣駆駆駆駆除除除除にににに対対対対しししし支支支支援援援援をするとともに、をするとともに、をするとともに、をするとともに、ニニニニホホホホンジンジンジンジカカカカのののの集集集集中中中中捕獲捕獲捕獲捕獲等等等等をををを実施実施実施実施をいたをいたをいたをいた

しました。しました。しました。しました。

森林森林森林森林植植植植生生生生保全事業では、農林業保全事業では、農林業保全事業では、農林業保全事業では、農林業被被被被害害害害がががが深深深深刻刻刻刻化していることから、化していることから、化していることから、化していることから、ニニニニホホホホンジンジンジンジカカカカをををを捕獲捕獲捕獲捕獲、保、保、保、保

護護護護管理計管理計管理計管理計画画画画でででで設設設設定している定している定している定している適適適適正生正生正生正生息息息息数数数数にににに誘導誘導誘導誘導するため、するため、するため、するため、雌雌雌雌鹿鹿鹿鹿のののの捕獲捕獲捕獲捕獲にににに対対対対しししし支支支支援援援援をををを行行行行ったとったとったとったと

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。

１２９１２９１２９１２９ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、獣獣獣獣害害害害につよい里山づくり事業では、につよい里山づくり事業では、につよい里山づくり事業では、につよい里山づくり事業では、獣獣獣獣害害害害のののの低低低低減や減や減や減や環境環境環境環境整備整備整備整備を推進をするを推進をするを推進をするを推進をする

ため、林業事業ため、林業事業ため、林業事業ため、林業事業体体体体による里山による里山による里山による里山整備整備整備整備のののの支支支支援援援援をいたしました。をいたしました。をいたしました。をいたしました。

４、里山づくりの推進でありますが、地域で育４、里山づくりの推進でありますが、地域で育４、里山づくりの推進でありますが、地域で育４、里山づくりの推進でありますが、地域で育むむむむ里山づくり事業では、里山づくり事業では、里山づくり事業では、里山づくり事業では、ボボボボラララランンンンティティティティア団ア団ア団ア団

体等体等体等体等のののの協力協力協力協力をををを得得得得ながら、ながら、ながら、ながら、放放放放置置置置されされされされ荒廃荒廃荒廃荒廃した里山林のした里山林のした里山林のした里山林の整備整備整備整備をいたしました。をいたしました。をいたしました。をいたしました。

林道費でございますが、林道費でございますが、林道費でございますが、林道費でございますが、紀伊半島紀伊半島紀伊半島紀伊半島大水大水大水大水害害害害からのからのからのからの復旧復旧復旧復旧・・・・復復復復興といたしまして、県興といたしまして、県興といたしまして、県興といたしまして、県営営営営林道で林道で林道で林道で

はははは那那那那知知知知合合合合永永永永井井井井線線線線ほか１ほか１ほか１ほか１路路路路線線線線を開を開を開を開設設設設をいたしました。また、をいたしました。また、をいたしました。また、をいたしました。また、補助補助補助補助林道の開林道の開林道の開林道の開設設設設では、では、では、では、高高高高野辻野辻野辻野辻阪阪阪阪

本本本本線線線線ほか５ほか５ほか５ほか５路路路路線線線線にににに対対対対しししし市市市市町町町町村村村村へへへへのののの補助補助補助補助をいたしました。そのほか、をいたしました。そのほか、をいたしました。そのほか、をいたしました。そのほか、記載記載記載記載のとおり林道のとおり林道のとおり林道のとおり林道整備整備整備整備

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。

１１１１３３３３００００ペーペーペーページ、１、木ジ、１、木ジ、１、木ジ、１、木材材材材生生生生産林育成産林育成産林育成産林育成整備整備整備整備事業では、奈良事業では、奈良事業では、奈良事業では、奈良市市市市ほか１９ほか１９ほか１９ほか１９市市市市町町町町村で村で村で村で搬搬搬搬出、間出、間出、間出、間伐伐伐伐、、、、

枝打枝打枝打枝打ちちちち等等等等にににに対対対対するするするする補助補助補助補助をををを行行行行いました。いました。いました。いました。

２、森林環境２、森林環境２、森林環境２、森林環境税税税税のののの活活活活用ですが、森林環境用ですが、森林環境用ですが、森林環境用ですが、森林環境税税税税をををを財源財源財源財源として、として、として、として、記載記載記載記載のとおりのとおりのとおりのとおり強強強強度の間度の間度の間度の間伐伐伐伐やややや森森森森

林の林の林の林の公公公公益益益益的的的的機機機機能能能能のののの普普普普及及及及啓発啓発啓発啓発などのなどのなどのなどの実施実施実施実施をいたしました。をいたしました。をいたしました。をいたしました。
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治山費でございますが、治山費でございますが、治山費でございますが、治山費でございますが、記載記載記載記載のとおり、のとおり、のとおり、のとおり、紀伊半島紀伊半島紀伊半島紀伊半島大水大水大水大水害害害害からのからのからのからの復旧復旧復旧復旧・・・・復復復復興などを興などを興などを興などを図図図図るたるたるたるた

め、山地治山事業め、山地治山事業め、山地治山事業め、山地治山事業等等等等をををを実施実施実施実施をいたしました。をいたしました。をいたしました。をいたしました。

１１１１３３３３２２２２ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、内内内内水水水水面面面面漁漁漁漁業振興費でございますが、業振興費でございますが、業振興費でございますが、業振興費でございますが、来来来来月、１１月１５日、１６日に開催月、１１月１５日、１６日に開催月、１１月１５日、１６日に開催月、１１月１５日、１６日に開催

をいたします第をいたします第をいたします第をいたします第３３３３４４４４回回回回全国全国全国全国豊豊豊豊かなかなかなかな海海海海づくり大会～づくり大会～づくり大会～づくり大会～ややややまと～のまと～のまと～のまと～の準備準備準備準備事業では、事業では、事業では、事業では、記載記載記載記載のとおりのとおりのとおりのとおり

大会大会大会大会実施実施実施実施計計計計画画画画の策定の策定の策定の策定やややや１年１年１年１年前プ前プ前プ前プレレレレイイイイベベベベントの開催、ントの開催、ントの開催、ントの開催、リレリレリレリレーーーー放流放流放流放流等等等等のののの実施実施実施実施をいたしました。をいたしました。をいたしました。をいたしました。

続続続続いて、いて、いて、いて、災害復旧災害復旧災害復旧災害復旧費についてご費についてご費についてご費についてご説明説明説明説明をいたします。１９６をいたします。１９６をいたします。１９６をいたします。１９６ペーペーペーページ、農地及び農業用ジ、農地及び農業用ジ、農地及び農業用ジ、農地及び農業用施設施設施設施設

災害復旧災害復旧災害復旧災害復旧事業では、事業では、事業では、事業では、紀伊半島紀伊半島紀伊半島紀伊半島大水大水大水大水害等害等害等害等に係るに係るに係るに係る災害復旧災害復旧災害復旧災害復旧をををを行行行行ったったったった市市市市町町町町村に村に村に村に対対対対しししし所要所要所要所要のののの助助助助成成成成措措措措

置置置置をををを行行行行いました。いました。いました。いました。参考参考参考参考までに、農地及び農業用までに、農地及び農業用までに、農地及び農業用までに、農地及び農業用施設施設施設施設のののの復旧状況復旧状況復旧状況復旧状況については、９月については、９月については、９月については、９月末末末末で全てで全てで全てで全て

復旧復旧復旧復旧完完完完了了了了済み済み済み済みでございます。でございます。でございます。でございます。

１９７１９７１９７１９７ペーペーペーページ、林道ジ、林道ジ、林道ジ、林道災害復旧災害復旧災害復旧災害復旧事業では、事業では、事業では、事業では、紀伊半島紀伊半島紀伊半島紀伊半島大水大水大水大水害等害等害等害等による林道のによる林道のによる林道のによる林道の災害復旧災害復旧災害復旧災害復旧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取取取取りりりり組組組組んだところでございます。んだところでございます。んだところでございます。んだところでございます。

続続続続いて、農林部いて、農林部いて、農林部いて、農林部所所所所管の特別会計についてご管の特別会計についてご管の特別会計についてご管の特別会計についてご説明説明説明説明をいたします。２０２をいたします。２０２をいたします。２０２をいたします。２０２ペーペーペーページをお願いをジをお願いをジをお願いをジをお願いを

いたします。いたします。いたします。いたします。

ままままずずずず、農業、農業、農業、農業改改改改良資金良資金良資金良資金貸貸貸貸付金特別会計でございます。１、付金特別会計でございます。１、付金特別会計でございます。１、付金特別会計でございます。１、就就就就農農農農施設等施設等施設等施設等資金の資金の資金の資金の貸貸貸貸付では、付では、付では、付では、記記記記

載載載載のとおり、のとおり、のとおり、のとおり、新新新新規規規規就就就就農者の農者の農者の農者の経営経営経営経営開開開開始始始始にににに必必必必要要要要な資金について、な資金について、な資金について、な資金について、無利無利無利無利子子子子でのでのでのでの貸貸貸貸付を付を付を付を実施実施実施実施をいたをいたをいたをいた

しました。しました。しました。しました。

２０８２０８２０８２０８ペーペーペーページ、林業ジ、林業ジ、林業ジ、林業改善改善改善改善資金資金資金資金貸貸貸貸付金特別会計でございます。林業付金特別会計でございます。林業付金特別会計でございます。林業付金特別会計でございます。林業改善改善改善改善資金の資金の資金の資金の貸貸貸貸付は、林付は、林付は、林付は、林

産産産産物物物物のののの新新新新たなたなたなたな生生生生産産産産方式方式方式方式のののの導導導導入に入に入に入に必必必必要要要要な資金について、な資金について、な資金について、な資金について、無利無利無利無利子子子子でででで貸貸貸貸し付けをし付けをし付けをし付けを行行行行うううう制制制制度でござ度でござ度でござ度でござ

いますが、平成２５年度はいますが、平成２５年度はいますが、平成２５年度はいますが、平成２５年度は新新新新たなたなたなたな貸貸貸貸し付けはございませんでした。し付けはございませんでした。し付けはございませんでした。し付けはございませんでした。

２０９２０９２０９２０９ペーペーペーページ、中ジ、中ジ、中ジ、中央央央央卸卸卸卸売売売売市市市市場事業費特別会計でございます。場事業費特別会計でございます。場事業費特別会計でございます。場事業費特別会計でございます。記載記載記載記載のとおり、平成２５年のとおり、平成２５年のとおり、平成２５年のとおり、平成２５年

度では、度では、度では、度では、青青青青果果果果、水産、水産、水産、水産物物物物関連関連関連関連店舗店舗店舗店舗の総の総の総の総取取取取扱高扱高扱高扱高は１６は１６は１６は１６万万万万５５５５，，，，０００トン０００トン０００トン０００トン余余余余、総、総、総、総取取取取扱扱扱扱金金金金額額額額は４６は４６は４６は４６

８８８８億億億億４４４４，，，，４００４００４００４００万円余万円余万円余万円余となっております。となっております。となっております。となっております。

以以以以上で、平成２５年度農林部の歳出決算上で、平成２５年度農林部の歳出決算上で、平成２５年度農林部の歳出決算上で、平成２５年度農林部の歳出決算並並並並びにびにびにびに主要施主要施主要施主要施策の策の策の策の説明説明説明説明をををを終わ終わ終わ終わらせていただきまらせていただきまらせていただきまらせていただきま

す。よろしくごす。よろしくごす。よろしくごす。よろしくご審審審審議のほどお願いをいたします。議のほどお願いをいたします。議のほどお願いをいたします。議のほどお願いをいたします。

○加藤県土マネジメント部長○加藤県土マネジメント部長○加藤県土マネジメント部長○加藤県土マネジメント部長 それでは、県土マネジメント部に関します歳出、決算につそれでは、県土マネジメント部に関します歳出、決算につそれでは、県土マネジメント部に関します歳出、決算につそれでは、県土マネジメント部に関します歳出、決算につ

きましてごきましてごきましてごきましてご説明説明説明説明を申し上を申し上を申し上を申し上げげげげます。ます。ます。ます。

「平成２５年度奈良県歳入歳出決算報告「平成２５年度奈良県歳入歳出決算報告「平成２５年度奈良県歳入歳出決算報告「平成２５年度奈良県歳入歳出決算報告書書書書」の７」の７」の７」の７ペーペーペーページ、県土マネジメント部とまちづジ、県土マネジメント部とまちづジ、県土マネジメント部とまちづジ、県土マネジメント部とまちづ

くり推進局の一くり推進局の一くり推進局の一くり推進局の一般般般般会計歳出につきまして、まとめてご会計歳出につきまして、まとめてご会計歳出につきまして、まとめてご会計歳出につきまして、まとめてご説明説明説明説明を申し上を申し上を申し上を申し上げげげげます。ます。ます。ます。

第１０第１０第１０第１０款款款款県土マネジメント費でございますけれども、県土マネジメント費でございますけれども、県土マネジメント費でございますけれども、県土マネジメント費でございますけれども、予予予予算算算算現額現額現額現額が８８２が８８２が８８２が８８２億３，億３，億３，億３，９００９００９００９００万万万万

円余円余円余円余にににに対対対対しまして、しまして、しまして、しまして、支支支支出出出出済額済額済額済額が６１０が６１０が６１０が６１０億億億億８８８８，３，３，３，３００００００００万円余万円余万円余万円余、、、、翌翌翌翌年度年度年度年度へへへへのののの繰繰繰繰越越越越額額額額が２１２が２１２が２１２が２１２億億億億
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６６６６，，，，６００６００６００６００万円余万円余万円余万円余、そして、不用、そして、不用、そして、不用、そして、不用額額額額が５８が５８が５８が５８億億億億８８８８，，，，９００９００９００９００万円余万円余万円余万円余となっています。となっています。となっています。となっています。

繰繰繰繰り越しのり越しのり越しのり越しの主主主主な理な理な理な理由由由由といたしましては、といたしましては、といたしましては、といたしましては、昨昨昨昨年９月の年９月の年９月の年９月の台風台風台風台風１８号の１８号の１８号の１８号の豪雨豪雨豪雨豪雨による影による影による影による影響響響響によりによりによりにより

まして、まして、まして、まして、工工工工事の一事の一事の一事の一時時時時中断というようなものがございました。また、中断というようなものがございました。また、中断というようなものがございました。また、中断というようなものがございました。また、現現現現場場場場条条条条件件件件のののの変変変変化に化に化に化に伴伴伴伴いいいい

ますますますます工工工工法法法法のののの変変変変更更更更、あるいは地、あるいは地、あるいは地、あるいは地元元元元調調調調整整整整のののの難難難難航航航航、あるいは関係機関との、あるいは関係機関との、あるいは関係機関との、あるいは関係機関との調調調調整整整整、用地、用地、用地、用地交交交交渉渉渉渉のののの難難難難航航航航

といったようなことによりまして不といったようなことによりまして不といったようなことによりまして不といったようなことによりまして不測測測測の日の日の日の日数数数数をををを要要要要したことにより、したことにより、したことにより、したことにより、やむやむやむやむをををを得ず繰得ず繰得ず繰得ず繰り越しをり越しをり越しをり越しを

したものでございます。したものでございます。したものでございます。したものでございます。

また、不用また、不用また、不用また、不用額額額額のののの主主主主な理な理な理な理由由由由でございますけれども、第２でございますけれども、第２でございますけれども、第２でございますけれども、第２項項項項道道道道路路路路橋りょう費及び第５橋りょう費及び第５橋りょう費及び第５橋りょう費及び第５項項項項まちまちまちまち

づくり推進費でございますけれども、国づくり推進費でございますけれども、国づくり推進費でございますけれども、国づくり推進費でございますけれども、国庫補助庫補助庫補助庫補助事業の国事業の国事業の国事業の国庫庫庫庫認認認認証証証証減減減減によるものがによるものがによるものがによるものが主主主主でございでございでございでござい

ます。また、第４ます。また、第４ます。また、第４ます。また、第４項項項項河河河河川費でございますけれども、川費でございますけれども、川費でございますけれども、川費でございますけれども、紀伊半島紀伊半島紀伊半島紀伊半島大水大水大水大水害害害害によります土によります土によります土によります土砂ダム砂ダム砂ダム砂ダム等等等等

のののの対対対対策策策策工工工工事、これを事、これを事、これを事、これを直直直直轄轄轄轄でお願いしているでお願いしているでお願いしているでお願いしているわわわわけですけれども、このけですけれども、このけですけれども、このけですけれども、この直直直直轄轄轄轄のののの河河河河川事業費の川事業費の川事業費の川事業費の負負負負

担担担担金、これが当初の金、これが当初の金、これが当初の金、これが当初の想想想想定よりも少なくなったことが定よりも少なくなったことが定よりも少なくなったことが定よりも少なくなったことが主主主主たる理たる理たる理たる理由由由由でございます。また、このでございます。また、このでございます。また、このでございます。また、この

ほか、ほか、ほか、ほか、人件人件人件人件費などの費などの費などの費などの経経経経費の費の費の費の節節節節減減減減もございます。もございます。もございます。もございます。

８８８８ペーペーペーページ、第１ジ、第１ジ、第１ジ、第１３款災害復旧３款災害復旧３款災害復旧３款災害復旧費第２費第２費第２費第２項項項項土木土木土木土木施設災害復旧施設災害復旧施設災害復旧施設災害復旧費でございます。費でございます。費でございます。費でございます。予予予予算算算算現額現額現額現額が１が１が１が１

１２１２１２１２億億億億１１１１，，，，５００５００５００５００万円余万円余万円余万円余にににに対対対対しまして、しまして、しまして、しまして、支支支支出出出出済額済額済額済額が４８が４８が４８が４８億億億億６６６６，，，，５００５００５００５００万円余万円余万円余万円余、、、、翌翌翌翌年度年度年度年度へへへへのののの

繰繰繰繰越越越越額額額額が４０が４０が４０が４０億億億億８８８８，，，，５００５００５００５００万円余万円余万円余万円余、不用、不用、不用、不用額額額額が２２が２２が２２が２２億億億億６６６６，，，，４００４００４００４００万円余万円余万円余万円余でございます。でございます。でございます。でございます。

繰繰繰繰越の越の越の越の主主主主な理な理な理な理由由由由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、同同同同様様様様に、に、に、に、昨昨昨昨年９月の年９月の年９月の年９月の台風台風台風台風１８号の１８号の１８号の１８号の豪雨豪雨豪雨豪雨による影による影による影による影

響響響響によりまして、によりまして、によりまして、によりまして、工工工工事一事一事一事一時時時時中断により、不中断により、不中断により、不中断により、不測測測測の日の日の日の日数数数数をををを要要要要しました。こういったことによりしました。こういったことによりしました。こういったことによりしました。こういったことにより

やむやむやむやむをををを得ず繰得ず繰得ず繰得ず繰り越しをしたものでございます。り越しをしたものでございます。り越しをしたものでございます。り越しをしたものでございます。

また、不用また、不用また、不用また、不用額額額額のののの主主主主な理な理な理な理由由由由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、災害復旧災害復旧災害復旧災害復旧工工工工事の国事の国事の国事の国庫庫庫庫認認認認証証証証減減減減によるものによるものによるものによるもの

がががが主主主主たる理たる理たる理たる理由由由由となってございます。となってございます。となってございます。となってございます。

２４２４２４２４ペーペーペーページ、奈良県のジ、奈良県のジ、奈良県のジ、奈良県の流流流流域域域域下下下下水道事業の特別会計の決算でございます。水道事業の特別会計の決算でございます。水道事業の特別会計の決算でございます。水道事業の特別会計の決算でございます。

歳入の合計歳入の合計歳入の合計歳入の合計欄欄欄欄、、、、予予予予算算算算現額現額現額現額が１４が１４が１４が１４３億３億３億３億９９９９，，，，００００００００００００万円余万円余万円余万円余にににに対対対対しまして、しまして、しまして、しまして、収収収収入入入入済額済額済額済額が１２８が１２８が１２８が１２８

億億億億１１１１，，，，９００９００９００９００万円余万円余万円余万円余で、１５で、１５で、１５で、１５億億億億７７７７，，，，００００００００００００万円余万円余万円余万円余のののの減減減減になっています。になっています。になっています。になっています。

差額差額差額差額のののの主主主主たる理たる理たる理たる理由由由由でございますけれども、第１でございますけれども、第１でございますけれども、第１でございますけれども、第１款分担款分担款分担款分担金及び金及び金及び金及び負担負担負担負担金につきまして、金につきまして、金につきまして、金につきまして、収収収収入入入入

済額済額済額済額がががが予予予予算算算算現額現額現額現額にににに対対対対しましてしましてしましてしまして３億３億３億３億２２２２，，，，８００８００８００８００万円余万円余万円余万円余少なくなっています。これは少なくなっています。これは少なくなっています。これは少なくなっています。これは流流流流入入入入汚汚汚汚水水水水

量量量量のののの実実実実績績績績がががが予予予予想想想想をををを下回下回下回下回ったためでございます。第２ったためでございます。第２ったためでございます。第２ったためでございます。第２款款款款国国国国庫支庫支庫支庫支出金では１１出金では１１出金では１１出金では１１億億億億８８８８，，，，６００６００６００６００万万万万

円余円余円余円余、また、第６、また、第６、また、第６、また、第６款款款款県県県県債債債債ではではではでは３億３億３億３億８８８８，，，，２００２００２００２００万円余減万円余減万円余減万円余減となっていますけれども、これらはとなっていますけれども、これらはとなっていますけれども、これらはとなっていますけれども、これらは

いいいいずずずずれも歳出事業費のれも歳出事業費のれも歳出事業費のれも歳出事業費の繰繰繰繰り越しにり越しにり越しにり越しに伴伴伴伴いまして歳入もいまして歳入もいまして歳入もいまして歳入も減額減額減額減額をしたものでございます。なお、をしたものでございます。なお、をしたものでございます。なお、をしたものでございます。なお、

第４第４第４第４款繰款繰款繰款繰越金が越金が越金が越金が３億３億３億３億５００５００５００５００万円余多万円余多万円余多万円余多くなっているくなっているくなっているくなっているわわわわけですけれども、これはけですけれども、これはけですけれども、これはけですけれども、これは人件人件人件人件費及び費及び費及び費及び維維維維

持持持持管理費管理費管理費管理費等等等等のののの削減削減削減削減にににに伴伴伴伴いまして、平成２４年度から平成２５年度にいまして、平成２４年度から平成２５年度にいまして、平成２４年度から平成２５年度にいまして、平成２４年度から平成２５年度に繰繰繰繰り越したり越したり越したり越した額額額額ががががふふふふええええたたたた
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ことによるものでございます。ことによるものでございます。ことによるものでございます。ことによるものでございます。

２５２５２５２５ペーペーペーページ、歳出でございます。第１ジ、歳出でございます。第１ジ、歳出でございます。第１ジ、歳出でございます。第１款款款款県土マネジメント費の第１県土マネジメント費の第１県土マネジメント費の第１県土マネジメント費の第１項項項項流流流流域域域域下下下下水道費でご水道費でご水道費でご水道費でご

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、予予予予算算算算現額現額現額現額が１４が１４が１４が１４３億３億３億３億９９９９，，，，００００００００００００万円余万円余万円余万円余にににに対対対対しまして、しまして、しまして、しまして、支支支支出出出出済額済額済額済額が１１が１１が１１が１１

３億３億３億３億９９９９，，，，８００８００８００８００万円余万円余万円余万円余、、、、翌翌翌翌年度年度年度年度へへへへのののの繰繰繰繰越越越越額額額額が１８が１８が１８が１８億億億億７００７００７００７００万円余万円余万円余万円余、不用、不用、不用、不用額額額額が１１が１１が１１が１１億億億億８８８８，，，，４４４４

００００００００万円余万円余万円余万円余でございます。でございます。でございます。でございます。

繰繰繰繰り越しのり越しのり越しのり越しの主主主主な理な理な理な理由由由由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、先行先行先行先行していたしていたしていたしていた工工工工事がおくれたことにより、事がおくれたことにより、事がおくれたことにより、事がおくれたことにより、

新新新新たなたなたなたな工工工工事の事の事の事の現現現現場場場場着着着着工工工工に不に不に不に不測測測測の日の日の日の日数数数数をををを要要要要したこと、あるいは関係機関とのしたこと、あるいは関係機関とのしたこと、あるいは関係機関とのしたこと、あるいは関係機関との調調調調整整整整に不に不に不に不測測測測の日の日の日の日

数数数数をををを要要要要した理した理した理した理由由由由により、により、により、により、やむやむやむやむをををを得ず繰得ず繰得ず繰得ず繰り越しをしたものでございます。また、不用り越しをしたものでございます。また、不用り越しをしたものでございます。また、不用り越しをしたものでございます。また、不用額額額額のののの主主主主

な理な理な理な理由由由由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、下下下下水道水道水道水道施設施設施設施設の管理の管理の管理の管理運営運営運営運営費の費の費の費の節節節節減減減減によるものでございます。によるものでございます。によるものでございます。によるものでございます。

以以以以上で、県土マネジメント部の平成２５年度歳入歳出決算報告を上で、県土マネジメント部の平成２５年度歳入歳出決算報告を上で、県土マネジメント部の平成２５年度歳入歳出決算報告を上で、県土マネジメント部の平成２５年度歳入歳出決算報告を終わ終わ終わ終わらせていただきまらせていただきまらせていただきまらせていただきま

す。す。す。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「平成２５年度「平成２５年度「平成２５年度主要施主要施主要施主要施策の成策の成策の成策の成果果果果に関する報告に関する報告に関する報告に関する報告書書書書」に」に」に」に基基基基づきまして、県土マづきまして、県土マづきまして、県土マづきまして、県土マ

ネジメント部に係る事ネジメント部に係る事ネジメント部に係る事ネジメント部に係る事項項項項についてごについてごについてごについてご説明説明説明説明を申し上を申し上を申し上を申し上げげげげます。ます。ます。ます。

１４５１４５１４５１４５ペーペーペーページジジジ以以以以降降降降が県土マネジメント費になっていますので、が県土マネジメント費になっていますので、が県土マネジメント費になっていますので、が県土マネジメント費になっていますので、主主主主たるものをかいつまんたるものをかいつまんたるものをかいつまんたるものをかいつまん

でごでごでごでご説明説明説明説明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。

１４７１４７１４７１４７ペーペーペーページ、道ジ、道ジ、道ジ、道路路路路橋りょう橋りょう橋りょう橋りょう維維維維持持持持管理費でございます。管理費でございます。管理費でございます。管理費でございます。紀伊半島紀伊半島紀伊半島紀伊半島大水大水大水大水害害害害からのからのからのからの復旧復旧復旧復旧・・・・復復復復

興といたしまして、道興といたしまして、道興といたしまして、道興といたしまして、道路路路路施設施設施設施設維維維維持持持持修修修修繕繕繕繕事業では、事業では、事業では、事業では、紀伊半島紀伊半島紀伊半島紀伊半島大水大水大水大水害害害害によりによりによりにより被被被被災災災災を受けた道を受けた道を受けた道を受けた道路路路路

のののの陥没陥没陥没陥没、照、照、照、照明明明明、、、、防護防護防護防護柵柵柵柵、、、、高高高高欄等欄等欄等欄等のののの補補補補修修修修をををを行行行行っています。っています。っています。っています。

道道道道路路路路災害災害災害災害関連事業では、県道の関連事業では、県道の関連事業では、県道の関連事業では、県道の高高高高野野野野天天天天川川川川線線線線、、、、芦ノ瀬芦ノ瀬芦ノ瀬芦ノ瀬ののりののりののりののり面面面面対対対対策といった事業を策といった事業を策といった事業を策といった事業を行行行行いまいまいまいま

した。した。した。した。

道道道道路路路路災害災害災害災害防防防防除除除除事業では、事業では、事業では、事業では、十津十津十津十津川村川村川村川村折折折折立立立立の国道１６８号、あるいは川上村の国道１６８号、あるいは川上村の国道１６８号、あるいは川上村の国道１６８号、あるいは川上村迫迫迫迫の国道１６９の国道１６９の国道１６９の国道１６９

号におきまして道号におきまして道号におきまして道号におきまして道路路路路ののりののりののりののり面面面面対対対対策策策策等等等等、、、、実施実施実施実施をしています。をしています。をしています。をしています。

橋りょう橋りょう橋りょう橋りょう補補補補修修修修事業でございますけれども、この事業では、事業でございますけれども、この事業では、事業でございますけれども、この事業では、事業でございますけれども、この事業では、記載記載記載記載の橋りょうにおきましての橋りょうにおきましての橋りょうにおきましての橋りょうにおきまして

耐耐耐耐震震震震補補補補強強強強をををを実施実施実施実施をしています。をしています。をしています。をしています。

効効効効率率率率的的的的・・・・効果的効果的効果的効果的なななな基基基基盤盤盤盤整備整備整備整備といたしまして、１道といたしまして、１道といたしまして、１道といたしまして、１道路路路路維維維維持持持持修修修修繕繕繕繕事業でございます。この中事業でございます。この中事業でございます。この中事業でございます。この中

では、道では、道では、道では、道路路路路施設施設施設施設維維維維持持持持修修修修繕繕繕繕事業によりまして、道事業によりまして、道事業によりまして、道事業によりまして、道路路路路のののの陥没陥没陥没陥没、照、照、照、照明明明明、、、、防護防護防護防護柵柵柵柵、、、、高高高高欄等欄等欄等欄等のののの補補補補修修修修をををを

行行行行っております。っております。っております。っております。

道道道道路路路路施設施設施設施設環境環境環境環境整備整備整備整備事業では、事業では、事業では、事業では、路肩路肩路肩路肩やややや中中中中央央央央分分分分離帯離帯離帯離帯等等等等のののの草草草草刈刈刈刈り、あるいは道り、あるいは道り、あるいは道り、あるいは道路路路路のののの清掃清掃清掃清掃、、、、冬冬冬冬期期期期

のののの雪寒雪寒雪寒雪寒対対対対策といったものを策といったものを策といったものを策といったものを実施実施実施実施をしています。をしています。をしています。をしています。

みみみみんなで・んなで・んなで・んなで・守守守守ロロロローーーードドドド事業におきましては、地事業におきましては、地事業におきましては、地事業におきましては、地元自元自元自元自治会の治会の治会の治会の取取取取りりりり組み組み組み組み、、、、草草草草刈刈刈刈りですとかりですとかりですとかりですとか清掃清掃清掃清掃



---- 55550000 ----

活動活動活動活動といったものにといったものにといったものにといったものに対対対対してしてしてして支支支支援援援援をしています。をしています。をしています。をしています。

花花花花いっいっいっいっぱぱぱぱい推進事業におきましては、観光地い推進事業におきましては、観光地い推進事業におきましては、観光地い推進事業におきましては、観光地へへへへののののアクアクアクアクセスセスセスセス道道道道路路路路を中を中を中を中心心心心に、１９に、１９に、１９に、１９路路路路線線線線におにおにおにお

きましてきましてきましてきまして植植植植栽栽栽栽の事業をの事業をの事業をの事業を行行行行いました。いました。いました。いました。

１４８１４８１４８１４８ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、３３３３、道、道、道、道路路路路橋りょう保全橋りょう保全橋りょう保全橋りょう保全整備整備整備整備事業でございますけれども、道事業でございますけれども、道事業でございますけれども、道事業でございますけれども、道路路路路災害災害災害災害防防防防除除除除事事事事

業では、業では、業では、業では、崩崩崩崩落落落落のののの発発発発生生生生箇箇箇箇所等所等所等所等におきまして、のりにおきまして、のりにおきまして、のりにおきまして、のり面面面面対対対対策策策策工工工工事を事を事を事を実施実施実施実施をしています。をしています。をしています。をしています。補助補助補助補助事業事業事業事業

といたしましては、６８といたしましては、６８といたしましては、６８といたしましては、６８カ所カ所カ所カ所でででで行行行行いまして、１０いまして、１０いまして、１０いまして、１０カ所カ所カ所カ所でででで完完完完了をさせています。了をさせています。了をさせています。了をさせています。

舗装舗装舗装舗装補補補補修修修修事業では、事業では、事業では、事業では、損損損損傷傷傷傷のののの著著著著しいしいしいしい路路路路面面面面のののの舗装舗装舗装舗装補補補補修修修修をををを実施実施実施実施をいたしております。をいたしております。をいたしております。をいたしております。

橋りょう橋りょう橋りょう橋りょう補補補補修修修修事業では、事業では、事業では、事業では、緊急緊急緊急緊急輸輸輸輸送送送送道道道道路路路路上の橋上の橋上の橋上の橋梁梁梁梁のののの耐耐耐耐震震震震補補補補強強強強をををを行行行行っています。６６橋でっています。６６橋でっています。６６橋でっています。６６橋で行行行行

いまして、うち２８橋でいまして、うち２８橋でいまして、うち２８橋でいまして、うち２８橋で完完完完成をしている成をしている成をしている成をし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。

道道道道路路路路スススストトトトックックックック総総総総点点点点検検検検では、中では、中では、中では、中央央央央道道道道笹笹笹笹子子子子トンネトンネトンネトンネルルルルのののの天天天天井井井井板板板板のののの落落落落下下下下事事事事故故故故を受けてを受けてを受けてを受けて取取取取りりりり組組組組んでんでんでんで

おるものでございますけれども、第おるものでございますけれども、第おるものでございますけれども、第おるものでございますけれども、第三三三三者者者者被被被被害害害害がががが予予予予想想想想される道される道される道される道路路路路施設施設施設施設、トンネ、トンネ、トンネ、トンネルルルルですとか、ですとか、ですとか、ですとか、

橋りょうですとか、あるいは照橋りょうですとか、あるいは照橋りょうですとか、あるいは照橋りょうですとか、あるいは照明明明明といったもののといったもののといったもののといったものの緊急点緊急点緊急点緊急点検検検検をををを実施実施実施実施をいたしました。をいたしました。をいたしました。をいたしました。

１４９１４９１４９１４９ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、協協協協働働働働の推進及びの推進及びの推進及びの推進及び市市市市町町町町村の村の村の村の支支支支援援援援といたしまして、といたしまして、といたしまして、といたしまして、公共公共公共公共土木事務土木事務土木事務土木事務市市市市町町町町村村村村支支支支援援援援

事業でございますが、奈良事業でございますが、奈良事業でございますが、奈良事業でございますが、奈良モデモデモデモデルルルルのののの取取取取りりりり組み組み組み組みの一環としての一環としての一環としての一環として行行行行っておりますっておりますっておりますっております市市市市町町町町村が管理す村が管理す村が管理す村が管理す

る橋る橋る橋る橋梁梁梁梁のののの点点点点検検検検ですとか、あるいは長ですとか、あるいは長ですとか、あるいは長ですとか、あるいは長寿命寿命寿命寿命化計化計化計化計画画画画、、、、修修修修繕繕繕繕工工工工事を事を事を事を市市市市町町町町村から受託して県で村から受託して県で村から受託して県で村から受託して県で実施実施実施実施

をするといったをするといったをするといったをするといった取取取取りりりり組み組み組み組みをををを行行行行いました。いました。いました。いました。

道道道道路路路路橋りょう橋りょう橋りょう橋りょう新新新新設設設設改改改改良費でございます。医療の良費でございます。医療の良費でございます。医療の良費でございます。医療の充充充充実実実実といたしまして、といたしまして、といたしまして、といたしまして、新新新新県県県県立立立立奈良病院奈良病院奈良病院奈良病院周周周周

辺道辺道辺道辺道路路路路改改改改良事業では、良事業では、良事業では、良事業では、新新新新奈良県総合医療奈良県総合医療奈良県総合医療奈良県総合医療セセセセンンンンタタタターーーー周周周周辺の道辺の道辺の道辺の道路路路路、県道、県道、県道、県道枚枚枚枚方方方方大和大和大和大和郡郡郡郡山山山山線線線線の２の２の２の２カカカカ

所所所所、奈良、奈良、奈良、奈良市市市市中中中中町町町町と大和と大和と大和と大和郡郡郡郡山山山山市市市市のののの柳柳柳柳町町町町、この２、この２、この２、この２カ所カ所カ所カ所で道で道で道で道路路路路のののの整備整備整備整備を推進いたしております。を推進いたしております。を推進いたしております。を推進いたしております。

暮暮暮暮らしらしらしらしややややすいまちづくりといたしまして、すいまちづくりといたしまして、すいまちづくりといたしまして、すいまちづくりといたしまして、橿橿橿橿原原原原市市市市まちづくり推進道まちづくり推進道まちづくり推進道まちづくり推進道路路路路整備整備整備整備事業では、県事業では、県事業では、県事業では、県

立立立立医医医医科科科科大大大大学学学学周周周周辺の辺の辺の辺の渋渋渋渋滞滞滞滞対対対対策の策の策の策の検討検討検討検討、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは対対対対策の策の策の策の実施実施実施実施をををを行行行行いました。いました。いました。いました。

１５０１５０１５０１５０ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、紀伊半島紀伊半島紀伊半島紀伊半島大水大水大水大水害害害害からのからのからのからの復旧復旧復旧復旧・・・・復復復復興といたしまして、道興といたしまして、道興といたしまして、道興といたしまして、道路路路路改改改改良事業では、良事業では、良事業では、良事業では、

アアアアンンンンカールーカールーカールーカールートをトをトをトを構構構構成いたします成いたします成いたします成いたします五條新五條新五條新五條新宮道宮道宮道宮道路路路路におきまして、川におきまして、川におきまして、川におきまして、川津津津津道道道道路路路路、辻、辻、辻、辻堂堂堂堂ババババイイイイパスパスパスパスのののの

整備整備整備整備を進めました。また、地域をを進めました。また、地域をを進めました。また、地域をを進めました。また、地域を支え支え支え支えるるるる主主主主な道な道な道な道路路路路として、国道１６９号のとして、国道１６９号のとして、国道１６９号のとして、国道１６９号の高高高高取取取取ババババイイイイパスパスパスパス、、、、

国道国道国道国道３３３３０９号の０９号の０９号の０９号の丹丹丹丹生生生生ババババイイイイパスパスパスパスのののの整備整備整備整備をををを実施実施実施実施しています。しています。しています。しています。

効効効効率率率率的的的的・・・・効果的効果的効果的効果的なななな基基基基盤盤盤盤整備整備整備整備といたしまして、１、道といたしまして、１、道といたしまして、１、道といたしまして、１、道路路路路改改改改良事業でございますけれども、良事業でございますけれども、良事業でございますけれども、良事業でございますけれども、

奈良県の道づくり奈良県の道づくり奈良県の道づくり奈良県の道づくり重点重点重点重点戦略戦略戦略戦略にににに基基基基づきまして、大和まほろづきまして、大和まほろづきまして、大和まほろづきまして、大和まほろばスばスばスばスママママーーーートトトトイイイインンンンタタタターチェーチェーチェーチェンジほか、ンジほか、ンジほか、ンジほか、

記載記載記載記載のようなのようなのようなのような箇箇箇箇所所所所路路路路線線線線でででで整備整備整備整備をををを実施実施実施実施をしています。をしています。をしています。をしています。

２、道２、道２、道２、道路路路路整備整備整備整備計計計計画画画画の策定でございますが、奈良県の策定でございますが、奈良県の策定でございますが、奈良県の策定でございますが、奈良県渋渋渋渋滞解消滞解消滞解消滞解消計計計計画画画画策定事業では、地域の策定事業では、地域の策定事業では、地域の策定事業では、地域の主主主主

要要要要渋渋渋渋滞滞滞滞箇箇箇箇所所所所、これは全部で６、これは全部で６、これは全部で６、これは全部で６３３３３区区区区間あった間あった間あった間あったわわわわけでございますが、これらにつきましてけでございますが、これらにつきましてけでございますが、これらにつきましてけでございますが、これらにつきまして解消解消解消解消
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にににに向向向向けた計けた計けた計けた計画画画画の策定をいたしましたり、あるいはの策定をいたしましたり、あるいはの策定をいたしましたり、あるいはの策定をいたしましたり、あるいは対対対対策を策を策を策を実施実施実施実施をしたりしています。をしたりしています。をしたりしています。をしたりしています。

１５１１５１１５１１５１ペーペーペーページ、道ジ、道ジ、道ジ、道路路路路環境環境環境環境整備整備整備整備費でございます。４、費でございます。４、費でございます。４、費でございます。４、交交交交通環境の通環境の通環境の通環境の充充充充実実実実での中で、奈良中での中で、奈良中での中で、奈良中での中で、奈良中心心心心

市市市市街街街街地の地の地の地の交交交交通通通通対対対対策事業では、奈良策事業では、奈良策事業では、奈良策事業では、奈良公公公公園園園園から平から平から平から平城城城城宮宮宮宮跡跡跡跡・・・・西西西西ノノノノ京京京京をををを含む含む含む含むエリエリエリエリアアアアにおけるにおけるにおけるにおける交交交交通通通通渋渋渋渋

滞滞滞滞対対対対策といたしまして、策といたしまして、策といたしまして、策といたしまして、ぐぐぐぐるっとるっとるっとるっとバスバスバスバスのののの運行運行運行運行、、、、パパパパークアークアークアークアンンンンドバスドバスドバスドバスライライライライドドドドのののの実施実施実施実施をををを行行行行っておっておっておってお

ります。ります。ります。ります。

奈良奈良奈良奈良公公公公園園園園交交交交通通通通対対対対策事業では、奈良策事業では、奈良策事業では、奈良策事業では、奈良公公公公園園園園エリエリエリエリアアアアのののの交交交交通通通通渋渋渋渋滞滞滞滞対対対対策、奈良策、奈良策、奈良策、奈良公公公公園園園園のののの魅魅魅魅力力力力向向向向上に上に上に上に向向向向

けまして、けまして、けまして、けまして、登登登登大大大大路路路路自動車自動車自動車自動車駐駐駐駐車車車車場の場の場の場のタタタターーーーミナミナミナミナルルルル化の化の化の化の検討検討検討検討をををを実施実施実施実施をいたしました。をいたしました。をいたしました。をいたしました。

５、５、５、５、交交交交通通通通安安安安全全全全対対対対策でございますが、策でございますが、策でございますが、策でございますが、交交交交通通通通安安安安全全全全施設整備施設整備施設整備施設整備事業では、事業では、事業では、事業では、補助補助補助補助事業といたしまし事業といたしまし事業といたしまし事業といたしまし

て、２２て、２２て、２２て、２２路路路路線線線線のののの３３３３４４４４カ所カ所カ所カ所でででで歩歩歩歩道の道の道の道の整備整備整備整備ですとか、ですとか、ですとか、ですとか、交差点交差点交差点交差点のののの改改改改良、良、良、良、自自自自転転転転車車車車道の道の道の道の整備整備整備整備、、、、無電無電無電無電柱柱柱柱

化といった事業を化といった事業を化といった事業を化といった事業を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。

１５２１５２１５２１５２ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、直直直直轄轄轄轄道道道道路路路路事業事業事業事業負担負担負担負担金でございます。金でございます。金でございます。金でございます。紀伊半島紀伊半島紀伊半島紀伊半島大水大水大水大水害害害害からのからのからのからの復旧復旧復旧復旧・・・・復復復復興と興と興と興と

いたしまして、国がいたしまして、国がいたしまして、国がいたしまして、国が実施実施実施実施いたしますいたしますいたしますいたします京京京京奈和奈和奈和奈和自動車自動車自動車自動車道、大和道、大和道、大和道、大和北北北北道道道道路路路路、大和、大和、大和、大和御御御御所所所所道道道道路路路路、その、その、その、その他他他他

１６８号の１６８号の１６８号の１６８号の十津十津十津十津川道川道川道川道路路路路、長、長、長、長殿殿殿殿道道道道路路路路、、、、風風風風屋屋屋屋川川川川津津津津・・・・宇宇宇宇宮宮宮宮原工区原工区原工区原工区国道１６９号、奥国道１６９号、奥国道１６９号、奥国道１６９号、奥瀞瀞瀞瀞道道道道路路路路ののののⅡⅡⅡⅡ期期期期

のののの整備整備整備整備についてについてについてについて負担負担負担負担いたしました。いたしました。いたしました。いたしました。

効効効効率率率率的的的的・・・・効果的効果的効果的効果的なななな基基基基盤盤盤盤整備整備整備整備といたしまして、といたしまして、といたしまして、といたしまして、今今今今申し上申し上申し上申し上げげげげましたましたましたました箇箇箇箇所以外所以外所以外所以外の国がの国がの国がの国が実施実施実施実施いたいたいたいた

します国道２４号をはします国道２４号をはします国道２４号をはします国道２４号をはじじじじめといたしますめといたしますめといたしますめといたします整備整備整備整備につきまして、につきまして、につきまして、につきまして、負担負担負担負担をををを実施実施実施実施しています。しています。しています。しています。

地域地域地域地域交交交交通通通通対対対対策費でございます。策費でございます。策費でございます。策費でございます。紀伊半島紀伊半島紀伊半島紀伊半島大水大水大水大水害害害害からのからのからのからの復旧復旧復旧復旧・・・・復復復復興といたしまして、奈良興といたしまして、奈良興といたしまして、奈良興といたしまして、奈良

県県県県基基基基幹幹幹幹公共交公共交公共交公共交通ネ通ネ通ネ通ネッッッットトトトワワワワークークークーク確確確確保事業では、保事業では、保事業では、保事業では、バスバスバスバス事業者に事業者に事業者に事業者に対対対対しまして、しまして、しまして、しまして、運行経運行経運行経運行経費でありま費でありま費でありま費でありま

したり、あるいはしたり、あるいはしたり、あるいはしたり、あるいはノノノノンンンンステステステステップップップップバスバスバスバスのののの購購購購入費といったものに入費といったものに入費といったものに入費といったものに対対対対してしてしてして補助補助補助補助をををを実施実施実施実施いたしましいたしましいたしましいたしまし

た。た。た。た。

１５１５１５１５３ペー３ペー３ペー３ページ、ジ、ジ、ジ、効効効効率率率率的的的的・・・・効果的効果的効果的効果的なななな基基基基盤盤盤盤整備整備整備整備といたしまして、連といたしまして、連といたしまして、連といたしまして、連携協携協携協携協定に定に定に定に基基基基づくづくづくづくバスバスバスバス交交交交通通通通

支支支支援援援援事業では、奈良事業では、奈良事業では、奈良事業では、奈良交交交交通通通通株式株式株式株式会会会会社社社社との連との連との連との連携協携協携協携協定に定に定に定に基基基基づきまして、づきまして、づきまして、づきまして、ノノノノンンンンステステステステップップップップバスバスバスバスのののの車車車車両両両両

購購購購入、あるいは入、あるいは入、あるいは入、あるいはバスバスバスバス停停停停の上の上の上の上屋屋屋屋のののの整備整備整備整備といったものにといったものにといったものにといったものに対対対対してしてしてして補助補助補助補助をををを行行行行っています。っています。っています。っています。

鉄鉄鉄鉄道道道道駅駅駅駅バリバリバリバリアフアフアフアフリリリリー整備ー整備ー整備ー整備事業におきましては、事業におきましては、事業におきましては、事業におきましては、鉄鉄鉄鉄道事業者に道事業者に道事業者に道事業者に対対対対しまして、しまして、しまして、しまして、エレベエレベエレベエレベーーーータタタターーーー、、、、

あるいは警告、あるいは警告、あるいは警告、あるいは警告、誘導ブロ誘導ブロ誘導ブロ誘導ブロックックックックといったもののといったもののといったもののといったものの設置設置設置設置にににに対対対対しましてしましてしましてしまして補助補助補助補助をををを行行行行っています。っています。っています。っています。

リリリリニアニアニアニア中中中中央新央新央新央新幹幹幹幹線線線線整備整備整備整備推進事業では、推進事業では、推進事業では、推進事業では、リリリリニアニアニアニア中中中中央新央新央新央新幹幹幹幹線線線線のののの早期整備早期整備早期整備早期整備にににに向向向向けまして、けまして、けまして、けまして、三三三三重重重重

県・奈良県県・奈良県県・奈良県県・奈良県リリリリニアニアニアニア中中中中央新央新央新央新幹幹幹幹線線線線建設建設建設建設促促促促進会議進会議進会議進会議等等等等を開催をいたしましたり、国を開催をいたしましたり、国を開催をいたしましたり、国を開催をいたしましたり、国やややや鉄鉄鉄鉄道事業者道事業者道事業者道事業者へへへへ

のののの要要要要望望望望をををを行行行行ったり、ったり、ったり、ったり、広広広広報報報報啓発啓発啓発啓発活動活動活動活動としてとしてとしてとしてポスタポスタポスタポスターーーー、、、、ステステステステッカーッカーッカーッカーのののの作作作作成成成成等等等等をををを実施実施実施実施をしていまをしていまをしていまをしていま

す。す。す。す。

１５４１５４１５４１５４ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、リリリリニアニアニアニア中中中中央新央新央新央新幹幹幹幹線調線調線調線調査査査査事業でございます。この事業では、名事業でございます。この事業では、名事業でございます。この事業では、名事業でございます。この事業では、名古古古古屋屋屋屋以以以以西西西西のののの
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ルールールールート、あるいはト、あるいはト、あるいはト、あるいは駅駅駅駅のののの位位位位置置置置のののの調調調調査査査査検討検討検討検討をををを実施実施実施実施をいたしました。をいたしました。をいたしました。をいたしました。

河河河河川川川川維維維維持持持持修修修修繕繕繕繕費でございます。２、費でございます。２、費でございます。２、費でございます。２、河河河河川川川川維維維維持持持持修修修修繕繕繕繕事業でございますけれども、この事業事業でございますけれども、この事業事業でございますけれども、この事業事業でございますけれども、この事業

では、では、では、では、堤堤堤堤防防防防のののの除除除除草草草草ですとか、ですとか、ですとか、ですとか、堆堆堆堆積積積積土土土土砂砂砂砂のののの撤撤撤撤去去去去、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは護護護護岸岸岸岸の小の小の小の小規模規模規模規模なななな修修修修繕繕繕繕をををを実施実施実施実施をいたをいたをいたをいた

しました。しました。しました。しました。

１５５１５５１５５１５５ペーペーペーページ、景観・環境の保全でございますが、川のジ、景観・環境の保全でございますが、川のジ、景観・環境の保全でございますが、川のジ、景観・環境の保全でございますが、川の彩彩彩彩りりりり花花花花づつづつづつづつみみみみ事業では、地事業では、地事業では、地事業では、地元自元自元自元自

治会と連治会と連治会と連治会と連携携携携いたしまして１１のいたしまして１１のいたしまして１１のいたしまして１１の河河河河川において川において川において川において植植植植栽栽栽栽をををを実施実施実施実施をいたしました。をいたしました。をいたしました。をいたしました。

地域が育地域が育地域が育地域が育むむむむ川づくり事業では、川づくり事業では、川づくり事業では、川づくり事業では、自自自自治会、あるいは治会、あるいは治会、あるいは治会、あるいはＮＮＮＮＰＰＰＰＯＯＯＯ等等等等のののの団体団体団体団体、こういった、こういった、こういった、こういった団体団体団体団体がががが自自自自

主的主的主的主的にににに行行行行うううう除除除除草草草草等等等等のののの維維維維持持持持管理管理管理管理活動活動活動活動にににに対対対対しましてしましてしましてしまして支支支支援援援援をををを実施実施実施実施をしています。をしています。をしています。をしています。

河河河河川川川川空空空空間の間の間の間のアアアアセセセセッッッットマネジメント事業では、トマネジメント事業では、トマネジメント事業では、トマネジメント事業では、堤堤堤堤防防防防のののの除除除除草草草草、、、、堆堆堆堆積積積積土土土土砂砂砂砂のののの撤撤撤撤去去去去、、、、護護護護岸岸岸岸のののの修修修修繕繕繕繕

を一を一を一を一括括括括してしてしてして発発発発注注注注するするするする取取取取りりりり組み組み組み組みでございますけれども、一でございますけれども、一でございますけれども、一でございますけれども、一括括括括発発発発注注注注によるによるによるによる包包包包括括括括管理、これを管理、これを管理、これを管理、これを飛飛飛飛

鳥鳥鳥鳥川、川、川、川、秋篠秋篠秋篠秋篠川で川で川で川でモデモデモデモデル的ル的ル的ル的にににに実施実施実施実施をいたしました。をいたしました。をいたしました。をいたしました。

河河河河川川川川改改改改良費でございます。良費でございます。良費でございます。良費でございます。紀伊半島紀伊半島紀伊半島紀伊半島大水大水大水大水害害害害からのからのからのからの復旧復旧復旧復旧・・・・復復復復興といたしまして、興といたしまして、興といたしまして、興といたしまして、新新新新宮川水宮川水宮川水宮川水

系堆系堆系堆系堆積積積積土土土土砂砂砂砂処処処処分分分分推進事業では、上推進事業では、上推進事業では、上推進事業では、上湯湯湯湯川における川における川における川における堆堆堆堆積積積積土土土土砂砂砂砂のののの撤撤撤撤去去去去ですとか、ですとか、ですとか、ですとか、熊熊熊熊野川、野川、野川、野川、神神神神納納納納川川川川

での土での土での土での土砂砂砂砂処処処処分分分分地地地地確確確確保のための保のための保のための保のための調調調調査査査査、、、、測測測測量量量量をををを実施実施実施実施をいたしました。をいたしました。をいたしました。をいたしました。

熊熊熊熊野川の総合野川の総合野川の総合野川の総合的的的的な治水な治水な治水な治水対対対対策策策策検討検討検討検討事業では、国、それから奈良県、事業では、国、それから奈良県、事業では、国、それから奈良県、事業では、国、それから奈良県、三三三三重重重重県、和県、和県、和県、和歌歌歌歌山県の山県の山県の山県の３３３３

県が一県が一県が一県が一体体体体となったとなったとなったとなった熊熊熊熊野川の総合野川の総合野川の総合野川の総合的的的的な治水な治水な治水な治水対対対対策に策に策に策に向向向向けまして、けまして、けまして、けまして、効果的効果的効果的効果的なななな共共共共同同同同管理のあり管理のあり管理のあり管理のあり方方方方のののの

検討検討検討検討をををを実施実施実施実施をしています。をしています。をしています。をしています。

１５６１５６１５６１５６ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、効果的効果的効果的効果的・・・・効効効効率率率率的的的的なななな基基基基盤盤盤盤整備整備整備整備のところでございますけれども、のところでございますけれども、のところでございますけれども、のところでございますけれども、河河河河川川川川改修改修改修改修事事事事

業では業では業では業では、、、、「「「「浸浸浸浸水水水水常常常常襲襲襲襲地域における地域における地域における地域における減災対減災対減災対減災対策策策策ププププロロロログラグラグラグラムムムム」に」に」に」に基基基基づき、づき、づき、づき、記載記載記載記載の１８の１８の１８の１８河河河河川におき川におき川におき川におき

まして事業をまして事業をまして事業をまして事業を実施実施実施実施をいたしました。をいたしました。をいたしました。をいたしました。

河河河河川川川川情情情情報報報報基基基基盤盤盤盤整備整備整備整備事業では、水事業では、水事業では、水事業では、水位位位位計及び警報計及び警報計及び警報計及び警報装装装装置置置置のののの整備整備整備整備をををを実施実施実施実施をしています。をしています。をしています。をしています。

１５７１５７１５７１５７ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、砂防砂防砂防砂防費でございます。費でございます。費でございます。費でございます。紀伊半島紀伊半島紀伊半島紀伊半島大水大水大水大水害害害害からのからのからのからの復旧復旧復旧復旧・・・・復復復復興といたしまして、興といたしまして、興といたしまして、興といたしまして、

災害災害災害災害関連関連関連関連緊急緊急緊急緊急砂防砂防砂防砂防事業では、事業では、事業では、事業では、紀伊半島紀伊半島紀伊半島紀伊半島大水大水大水大水害害害害による土による土による土による土砂砂砂砂崩壊等崩壊等崩壊等崩壊等の危機の危機の危機の危機的的的的なななな状況状況状況状況にににに対対対対処処処処するするするする

ため、ため、ため、ため、五條五條五條五條市市市市のののの鍛冶屋鍛冶屋鍛冶屋鍛冶屋谷ほか６地谷ほか６地谷ほか６地谷ほか６地区区区区でででで砂防砂防砂防砂防堰堤堰堤堰堤堰堤等等等等のののの整備整備整備整備をををを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。

災害災害災害災害関連関連関連関連緊急緊急緊急緊急地す地す地す地すべべべべりりりり対対対対策事業では、策事業では、策事業では、策事業では、十津十津十津十津川村川村川村川村宇宇宇宇宮宮宮宮原原原原ほか４地ほか４地ほか４地ほか４地区区区区で、で、で、で、押押押押ささささええええ盛盛盛盛土ですと土ですと土ですと土ですと

か、か、か、か、アアアアンンンンカーカーカーカー工工工工といった地すといった地すといった地すといった地すべべべべりりりり対対対対策策策策工工工工事を事を事を事を実施実施実施実施をしています。をしています。をしています。をしています。

大大大大規模規模規模規模土土土土砂砂砂砂災害対災害対災害対災害対策推進事業でございますが、この事業では、大策推進事業でございますが、この事業では、大策推進事業でございますが、この事業では、大策推進事業でございますが、この事業では、大規模規模規模規模土土土土砂砂砂砂災害災害災害災害にににに対対対対しましましましま

して、監して、監して、監して、監視視視視、警、警、警、警戒戒戒戒、、、、避難システム避難システム避難システム避難システム、こういった、こういった、こういった、こういったシステムシステムシステムシステムのののの構構構構築築築築、それから、それから、それから、それから深深深深層層層層崩壊崩壊崩壊崩壊のメのメのメのメカカカカ

ニズニズニズニズムムムムのののの解解解解明明明明といったようなといったようなといったようなといったような研究研究研究研究をををを実施実施実施実施をしています。をしています。をしています。をしています。

国国国国際砂防学際砂防学際砂防学際砂防学会関連会関連会関連会関連準備準備準備準備事業では、ことし１１月に事業では、ことし１１月に事業では、ことし１１月に事業では、ことし１１月に行行行行います国います国います国います国際シ際シ際シ際シンンンンポポポポジジジジウウウウムムムム、、、、イイイインンンンタタタターーーー
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ププププリベリベリベリベント２０１４のント２０１４のント２０１４のント２０１４のププププレレレレイイイイベベベベントといたしましてントといたしましてントといたしましてントといたしましてセミナセミナセミナセミナーーーーを開催しています。を開催しています。を開催しています。を開催しています。

１５８１５８１５８１５８ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、効効効効率率率率的的的的・・・・効果的効果的効果的効果的なななな基基基基盤盤盤盤整備整備整備整備事業といたしまして、１、事業といたしまして、１、事業といたしまして、１、事業といたしまして、１、砂防砂防砂防砂防事業でござい事業でござい事業でござい事業でござい

ますけれども、通ますけれども、通ますけれども、通ますけれども、通常砂防常砂防常砂防常砂防事業では事業では事業では事業では補助補助補助補助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、百百百百 々々々々川川川川北流北流北流北流ほか２９ほか２９ほか２９ほか２９渓渓渓渓流流流流で事で事で事で事

業を業を業を業を実施実施実施実施をしています。をしています。をしています。をしています。

急急急急傾斜傾斜傾斜傾斜地地地地崩壊対崩壊対崩壊対崩壊対策事業では、策事業では、策事業では、策事業では、補助補助補助補助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、桜桜桜桜井井井井市市市市黒黒黒黒崎崎崎崎地地地地区区区区ほかほかほかほか３３３３８８８８カ所カ所カ所カ所でででで

事業を事業を事業を事業を実施実施実施実施をいたしました。をいたしました。をいたしました。をいたしました。

１５９１５９１５９１５９ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、ダムダムダムダム建設建設建設建設費でございます。２、費でございます。２、費でございます。２、費でございます。２、ダムダムダムダム建設建設建設建設事業でございますけれども、事業でございますけれども、事業でございますけれども、事業でございますけれども、堰堰堰堰

堤堤堤堤改改改改良事業にありますように、良事業にありますように、良事業にありますように、良事業にありますように、天天天天理理理理ダムダムダムダムでででで貯貯貯貯砂ダム砂ダム砂ダム砂ダムをををを設置設置設置設置したほか、初したほか、初したほか、初したほか、初瀬瀬瀬瀬ダムダムダムダム、、、、白白白白川川川川ダムダムダムダム

におきまして、管理におきまして、管理におきまして、管理におきまして、管理施設施設施設施設のののの更新更新更新更新をををを実施実施実施実施をしています。をしています。をしています。をしています。

直直直直轄轄轄轄河河河河川事業川事業川事業川事業負担負担負担負担金でございます。金でございます。金でございます。金でございます。紀伊半島紀伊半島紀伊半島紀伊半島大水大水大水大水害害害害からのからのからのからの復旧復旧復旧復旧・・・・復復復復興といたしまして、興といたしまして、興といたしまして、興といたしまして、

国が国が国が国が実施実施実施実施をいたしますをいたしますをいたしますをいたします砂防砂防砂防砂防事業、事業、事業、事業、記載記載記載記載の６の６の６の６カ所カ所カ所カ所でございますけれども、これらの事業でございますけれども、これらの事業でございますけれども、これらの事業でございますけれども、これらの事業へへへへのののの

負担負担負担負担をををを行行行行いました。いました。いました。いました。

効効効効率率率率的的的的・・・・効果的効果的効果的効果的なななな基基基基盤盤盤盤整備整備整備整備といたしましては、国がといたしましては、国がといたしましては、国がといたしましては、国が実施実施実施実施をいたします大和川、をいたします大和川、をいたします大和川、をいたします大和川、佐佐佐佐保川、保川、保川、保川、

紀紀紀紀の川の川の川の川等等等等のののの直直直直轄轄轄轄のののの河河河河川川川川改修改修改修改修事業などの事業などの事業などの事業などの維維維維持持持持管理に管理に管理に管理に対対対対するするするする負担負担負担負担をををを行行行行っています。っています。っています。っています。

１９８１９８１９８１９８ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、災害復旧災害復旧災害復旧災害復旧費でございます。土木費でございます。土木費でございます。土木費でございます。土木施設災害復旧施設災害復旧施設災害復旧施設災害復旧費の費の費の費の参考指標参考指標参考指標参考指標をつけていまをつけていまをつけていまをつけていま

すけれども、すけれども、すけれども、すけれども、箇箇箇箇所数所数所数所数が平成２が平成２が平成２が平成２３３３３年の年の年の年の災害災害災害災害は２５０は２５０は２５０は２５０カ所カ所カ所カ所ございます。うち、ございます。うち、ございます。うち、ございます。うち、紀伊半島紀伊半島紀伊半島紀伊半島大水大水大水大水害害害害

によりますものが２によりますものが２によりますものが２によりますものが２３３３３８８８８カ所カ所カ所カ所、平成２４年の、平成２４年の、平成２４年の、平成２４年の災害災害災害災害では５０では５０では５０では５０カ所カ所カ所カ所、平成２５年の、平成２５年の、平成２５年の、平成２５年の災害災害災害災害では１では１では１では１

５４５４５４５４カ所カ所カ所カ所のののの災害復旧災害復旧災害復旧災害復旧事業を事業を事業を事業を行行行行っています。っています。っています。っています。

紀伊半島紀伊半島紀伊半島紀伊半島大水大水大水大水害害害害からからからから復旧復旧復旧復旧・・・・復復復復興は、興は、興は、興は、主主主主として平成２として平成２として平成２として平成２３３３３年の年の年の年の災害災害災害災害によるものでございますによるものでございますによるものでございますによるものでございます

けれども、土木けれども、土木けれども、土木けれども、土木施設施設施設施設のののの災害復旧災害復旧災害復旧災害復旧推進といたしまして、平成２５年度は２２推進といたしまして、平成２５年度は２２推進といたしまして、平成２５年度は２２推進といたしまして、平成２５年度は２２３３３３箇箇箇箇所所所所においてにおいてにおいてにおいて

完完完完了いたしたところでございます。了いたしたところでございます。了いたしたところでございます。了いたしたところでございます。

また、土木また、土木また、土木また、土木施設災害復旧施設災害復旧施設災害復旧施設災害復旧事業として、平成２４年事業として、平成２４年事業として、平成２４年事業として、平成２４年分分分分、平成２５年、平成２５年、平成２５年、平成２５年分分分分のののの災害災害災害災害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、道けれども、道けれども、道けれども、道路路路路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五條五條五條五條市市市市大大大大塔塔塔塔町町町町惣惣惣惣谷の県道谷の県道谷の県道谷の県道篠篠篠篠原宇原宇原宇原宇井井井井線線線線、、、、河河河河川では川では川では川では天天天天川村坪川村坪川村坪川村坪内内内内

のののの熊熊熊熊野川、このほかの野川、このほかの野川、このほかの野川、このほかの箇箇箇箇所所所所でででで災害復旧災害復旧災害復旧災害復旧事業を事業を事業を事業を実施実施実施実施をいたしました。をいたしました。をいたしました。をいたしました。

２０４２０４２０４２０４ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、流流流流域域域域下下下下水道事業費特別会計でございます。水道事業費特別会計でございます。水道事業費特別会計でございます。水道事業費特別会計でございます。

２０４２０４２０４２０４ペーペーペーページが管理費で、ジが管理費で、ジが管理費で、ジが管理費で、流流流流域域域域下下下下水道は４つの水道は４つの水道は４つの水道は４つの処処処処理場におきまして、２０５理場におきまして、２０５理場におきまして、２０５理場におきまして、２０５ペーペーペーページにあジにあジにあジにあ

りますように、１りますように、１りますように、１りますように、１億億億億９００９００９００９００万立方万立方万立方万立方メメメメーーーートトトトルルルルのののの汚汚汚汚水水水水処処処処理を理を理を理を実施実施実施実施をいたしました。をいたしました。をいたしました。をいたしました。

２０４２０４２０４２０４ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、下下下下水道水道水道水道施設施設施設施設ののののアアアアセセセセッッッットマネジメントといたしまして、トマネジメントといたしまして、トマネジメントといたしまして、トマネジメントといたしまして、耐耐耐耐震震震震ですとか、ですとか、ですとか、ですとか、更更更更

新新新新、あるいは長、あるいは長、あるいは長、あるいは長寿命寿命寿命寿命化に係る事業計化に係る事業計化に係る事業計化に係る事業計画画画画の策定をの策定をの策定をの策定を行行行行っています。っています。っています。っています。

２０６２０６２０６２０６ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、流流流流域域域域下下下下水道の水道の水道の水道の建設建設建設建設費でございます。費でございます。費でございます。費でございます。内容内容内容内容といたしましては、４つのといたしましては、４つのといたしましては、４つのといたしましては、４つの処処処処理理理理
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場で場で場で場で老朽老朽老朽老朽化いたしました化いたしました化いたしました化いたしました処処処処理理理理施設施設施設施設のののの更新更新更新更新をををを行行行行いましたほか、大和川上いましたほか、大和川上いましたほか、大和川上いましたほか、大和川上流流流流のののの流流流流域域域域下下下下水道第２水道第２水道第２水道第２

処処処処理理理理区区区区におきまして、におきまして、におきまして、におきまして、増増増増加する加する加する加する汚汚汚汚水に水に水に水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、高段ポ高段ポ高段ポ高段ポンンンンププププ棟棟棟棟のののの設置設置設置設置をををを実施実施実施実施をしていをしていをしていをしてい

ます。ます。ます。ます。

以以以以上で、平成２５年度県土マネジメント部の上で、平成２５年度県土マネジメント部の上で、平成２５年度県土マネジメント部の上で、平成２５年度県土マネジメント部の主要施主要施主要施主要施策についての策についての策についての策についての説明説明説明説明をををを終わ終わ終わ終わらせていたらせていたらせていたらせていた

だきます。ごだきます。ごだきます。ごだきます。ご審審審審議のほどよろしくお願いいたします。議のほどよろしくお願いいたします。議のほどよろしくお願いいたします。議のほどよろしくお願いいたします。

○林まちづくり推進局長○林まちづくり推進局長○林まちづくり推進局長○林まちづくり推進局長 まちづくり推進局に係ります特別会計の歳入歳出の事まちづくり推進局に係ります特別会計の歳入歳出の事まちづくり推進局に係ります特別会計の歳入歳出の事まちづくり推進局に係ります特別会計の歳入歳出の事項項項項についについについについ

てごてごてごてご説明説明説明説明をいたします。をいたします。をいたします。をいたします。

「平成２５年度奈良県歳入歳出決算報告「平成２５年度奈良県歳入歳出決算報告「平成２５年度奈良県歳入歳出決算報告「平成２５年度奈良県歳入歳出決算報告書書書書」の１４」の１４」の１４」の１４ペーペーペーページ、奈良県ジ、奈良県ジ、奈良県ジ、奈良県自動車自動車自動車自動車駐駐駐駐車車車車場費特別場費特別場費特別場費特別

会計の決算でございます。会計の決算でございます。会計の決算でございます。会計の決算でございます。

最最最最初に歳入でございます。歳入合計初に歳入でございます。歳入合計初に歳入でございます。歳入合計初に歳入でございます。歳入合計欄欄欄欄でございますが、でございますが、でございますが、でございますが、予予予予算算算算現額３億３，現額３億３，現額３億３，現額３億３，００００００００００００万円万円万円万円にににに

対対対対しまして、しまして、しまして、しまして、収収収収入入入入済額済額済額済額２２２２億億億億７７７７，，，，００００００００００００万円余万円余万円余万円余、、、、予予予予算算算算現額現額現額現額とととと収収収収入入入入済額済額済額済額との比との比との比との比較較較較では、５では、５では、５では、５，，，，９９９９

００００００００万円余万円余万円余万円余のののの減減減減となっております。となっております。となっております。となっております。予予予予算算算算現額現額現額現額とととと収収収収入入入入済額済額済額済額との比との比との比との比較較較較につきまして、につきまして、につきまして、につきまして、主主主主なものなものなものなもの

をごをごをごをご説明説明説明説明いたします。第１いたします。第１いたします。第１いたします。第１款使款使款使款使用用用用料料料料及び及び及び及び手数料手数料手数料手数料につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、収収収収入入入入済額済額済額済額がががが予予予予算算算算現額現額現額現額にににに対対対対

しまして６しまして６しまして６しまして６，，，，２００２００２００２００万円余万円余万円余万円余のののの減減減減となっております。これはとなっております。これはとなっております。これはとなっております。これは自動車自動車自動車自動車駐駐駐駐車車車車場場場場使使使使用用用用台台台台数数数数のののの減減減減によによによによ

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。

１５１５１５１５ペーペーペーページ、歳出でございます。ジ、歳出でございます。ジ、歳出でございます。ジ、歳出でございます。

第１第１第１第１款款款款県土マネジメント費、第１県土マネジメント費、第１県土マネジメント費、第１県土マネジメント費、第１項自動車項自動車項自動車項自動車駐駐駐駐車車車車場費でございます。場費でございます。場費でございます。場費でございます。予予予予算算算算現額３億３，現額３億３，現額３億３，現額３億３，００００

００００００００万円万円万円万円にににに対対対対しまして、しまして、しまして、しまして、支支支支出出出出済み額済み額済み額済み額２２２２億億億億６６６６，，，，５００５００５００５００万円余万円余万円余万円余、不用、不用、不用、不用額額額額６６６６，，，，４００４００４００４００万円余万円余万円余万円余でごでごでごでご

ざいます。不用ざいます。不用ざいます。不用ざいます。不用額額額額のののの主主主主な理な理な理な理由由由由につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、繰繰繰繰出金の出金の出金の出金の減減減減によるものでございます。によるものでございます。によるものでございます。によるものでございます。

以以以以上がまちづくり推進局上がまちづくり推進局上がまちづくり推進局上がまちづくり推進局所所所所管の平成２５年度の歳入歳出決算でございます。管の平成２５年度の歳入歳出決算でございます。管の平成２５年度の歳入歳出決算でございます。管の平成２５年度の歳入歳出決算でございます。

「平成２５年度「平成２５年度「平成２５年度「平成２５年度主要施主要施主要施主要施策の成策の成策の成策の成果果果果に関する報告」につきまして、まちづくり推進局に係るに関する報告」につきまして、まちづくり推進局に係るに関する報告」につきまして、まちづくり推進局に係るに関する報告」につきまして、まちづくり推進局に係る

ものをものをものをものを説明説明説明説明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。

１６０１６０１６０１６０ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、紀伊半島紀伊半島紀伊半島紀伊半島大水大水大水大水害害害害からのからのからのからの復旧復旧復旧復旧・・・・復復復復興、興、興、興、新新新新しいしいしいしい集集集集落落落落づくり計づくり計づくり計づくり計画画画画策定事業では、策定事業では、策定事業では、策定事業では、

紀伊半島紀伊半島紀伊半島紀伊半島大水大水大水大水害害害害により大により大により大により大規模規模規模規模なななな住宅被住宅被住宅被住宅被害害害害を受けましたを受けましたを受けましたを受けました五條五條五條五條市市市市、野、野、野、野迫迫迫迫川村、川村、川村、川村、十津十津十津十津川村の川村の川村の川村の３市３市３市３市

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、面面面面的的的的なななな整備整備整備整備事業を事業を事業を事業を実施実施実施実施するにあたり、するにあたり、するにあたり、するにあたり、必必必必要要要要となるとなるとなるとなる現況現況現況現況調調調調査査査査、、、、物物物物件件件件調調調調査査査査及及及及

びびびび復復復復興興興興集集集集落落落落づくりのづくりのづくりのづくりの基基基基本本本本構構構構想想想想の策定をの策定をの策定をの策定を行行行行っております。っております。っております。っております。

復復復復興興興興集集集集落落落落づくり管理・づくり管理・づくり管理・づくり管理・支支支支援援援援事業では、事業では、事業では、事業では、住住住住まい、まい、まい、まい、イイイインンンンフラフラフラフラ、福祉、産業など、、福祉、産業など、、福祉、産業など、、福祉、産業など、多多多多岐岐岐岐ににににわわわわたたたた

るるるる分分分分野の野の野の野の復復復復興事業を興事業を興事業を興事業を横横横横断断断断的的的的にににに調調調調整整整整、管理するため、、管理するため、、管理するため、、管理するため、十津十津十津十津川村におきまして、川村におきまして、川村におきまして、川村におきまして、民民民民間間間間フフフファシリァシリァシリァシリ

テテテテーーーータタタターーーーをををを活活活活用し、事業用し、事業用し、事業用し、事業調調調調整や整や整や整や合合合合意形意形意形意形成の成の成の成の作作作作業を業を業を業を支支支支援援援援いたしました。いたしました。いたしました。いたしました。

観光の振興の県観光の振興の県観光の振興の県観光の振興の県営プール営プール営プール営プール跡跡跡跡地のに地のに地のに地のにぎぎぎぎわわわわいづくりいづくりいづくりいづくり検討検討検討検討事業では、良事業では、良事業では、良事業では、良質質質質ななななホテホテホテホテルルルル及び及び及び及び周周周周辺辺辺辺施施施施
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設設設設を一を一を一を一体的体的体的体的にににに整備整備整備整備し、にし、にし、にし、にぎぎぎぎわわわわいといといといと交交交交流流流流のののの拠拠拠拠点点点点とするためのとするためのとするためのとするための検討検討検討検討をををを行行行行っております。っております。っております。っております。

景観・環境、保全の景観づくり・まちづくり推進事業でございます。景観・環境、保全の景観づくり・まちづくり推進事業でございます。景観・環境、保全の景観づくり・まちづくり推進事業でございます。景観・環境、保全の景観づくり・まちづくり推進事業でございます。住住住住民等民等民等民等がががが主体的主体的主体的主体的にににに

取取取取りりりり組む組む組む組むエリエリエリエリアアアアマネジメントマネジメントマネジメントマネジメント活動活動活動活動を推進するとともに、まちづくりを推進するとともに、まちづくりを推進するとともに、まちづくりを推進するとともに、まちづくりフフフフォォォォーラーラーラーラムムムム等等等等の開催にの開催にの開催にの開催に

より、より、より、より、住住住住民主体民主体民主体民主体のまちづくりを推進いたしました。のまちづくりを推進いたしました。のまちづくりを推進いたしました。のまちづくりを推進いたしました。

１６１１６１１６１１６１ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、公共施設公共施設公共施設公共施設でのでのでのでの花花花花いっいっいっいっぱぱぱぱいいいい運動運動運動運動事業では、事業では、事業では、事業では、花花花花とととと緑緑緑緑があがあがあがあふふふふれる地域づくりをれる地域づくりをれる地域づくりをれる地域づくりを

推進するため、県推進するため、県推進するため、県推進するため、県立立立立高校高校高校高校、病院、、病院、、病院、、病院、庁庁庁庁舎舎舎舎等等等等の１８の県の１８の県の１８の県の１８の県有有有有施設施設施設施設のののの敷敷敷敷地地地地内内内内にににに花壇花壇花壇花壇、、、、プラプラプラプランンンンタタタター等ー等ー等ー等

をををを設置設置設置設置し、し、し、し、花花花花をををを植植植植ええええました。ました。ました。ました。

花花花花ととととアーアーアーアートをトをトをトを活活活活用したまちづくり推進事業では、県用したまちづくり推進事業では、県用したまちづくり推進事業では、県用したまちづくり推進事業では、県内内内内のののの歴歴歴歴史史史史的的的的なななな町町町町並並並並みみみみ８地域におきま８地域におきま８地域におきま８地域におきま

して、して、して、して、花花花花によるもてなし、まちづくりの機によるもてなし、まちづくりの機によるもてなし、まちづくりの機によるもてなし、まちづくりの機運運運運醸醸醸醸成を成を成を成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、、、、「奈良・「奈良・「奈良・「奈良・町家町家町家町家のののの

芸術芸術芸術芸術祭祭祭祭ＨＨＨＨＡＡＡＡＮＮＮＮＡＡＡＡＲＲＲＲＡＡＡＡＲＴＲＴＲＴＲＴ」を開催いたしております。平成２５年９月７日から１１月２６」を開催いたしております。平成２５年９月７日から１１月２６」を開催いたしております。平成２５年９月７日から１１月２６」を開催いたしております。平成２５年９月７日から１１月２６

日の間に、日の間に、日の間に、日の間に、延延延延べべべべ９９９９万万万万５５５５，３，３，３，３００名の００名の００名の００名の来来来来場者をお場者をお場者をお場者をお迎迎迎迎ええええ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。

くらしくらしくらしくらしややややすいまちづくり、２ 地域の特性をすいまちづくり、２ 地域の特性をすいまちづくり、２ 地域の特性をすいまちづくり、２ 地域の特性を生生生生かしましたにかしましたにかしましたにかしましたにぎぎぎぎわわわわいのまちづくりでございのまちづくりでございのまちづくりでございのまちづくりでござ

います。県います。県います。県います。県立立立立医医医医科科科科大大大大学学学学を中を中を中を中心心心心としたまちづくりとしたまちづくりとしたまちづくりとしたまちづくり検討検討検討検討事事事事項項項項では、県では、県では、県では、県立立立立医医医医科科科科大大大大学学学学の教育、の教育、の教育、の教育、研究研究研究研究

部部部部門門門門などのなどのなどのなどの移転移転移転移転整備整備整備整備をををを契契契契機といたしまして、健康長機といたしまして、健康長機といたしまして、健康長機といたしまして、健康長寿寿寿寿のまちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくりやややや附附附附属属属属病院病院病院病院へへへへのののの便利便利便利便利でででで

快快快快適適適適ななななアクアクアクアクセスセスセスセスのののの検討検討検討検討をををを行行行行いました。いました。いました。いました。

１６２１６２１６２１６２ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、効効効効率率率率的的的的・・・・効果的効果的効果的効果的なななな基基基基盤盤盤盤整備整備整備整備の１、の１、の１、の１、街街街街路路路路事業でございます。事業でございます。事業でございます。事業でございます。

街街街街路路路路改改改改良事業では、道づくり良事業では、道づくり良事業では、道づくり良事業では、道づくり重点重点重点重点戦略戦略戦略戦略にににに基基基基づき、づき、づき、づき、選択選択選択選択とととと集集集集中による事業中による事業中による事業中による事業展展展展開を開を開を開を石石石石木木木木城線城線城線城線

ほか７ほか７ほか７ほか７路路路路線線線線でででで実施実施実施実施いたしております。いたしております。いたしております。いたしております。

（（（（仮仮仮仮称称称称）奈良）奈良）奈良）奈良イイイインンンンタタタターチェーチェーチェーチェンジンジンジンジ周周周周辺辺辺辺整備整備整備整備事業では事業では事業では事業では、、、、（（（（仮仮仮仮称称称称）奈良）奈良）奈良）奈良イイイインンンンタタタターチェーチェーチェーチェンジと奈ンジと奈ンジと奈ンジと奈

良中良中良中良中心心心心部を部を部を部を結結結結ぶぶぶぶアクアクアクアクセスセスセスセス道道道道路路路路のののの整備整備整備整備及び及び及び及び周周周周辺地域の辺地域の辺地域の辺地域の整備方整備方整備方整備方策を策を策を策を検討検討検討検討するためのするためのするためのするための調調調調査査査査をををを実施実施実施実施

いたしております。いたしております。いたしております。いたしております。

補助補助補助補助土地土地土地土地区区区区画整画整画整画整理事業では、平理事業では、平理事業では、平理事業では、平群西群西群西群西地地地地区区区区におきまして良におきまして良におきまして良におきまして良好好好好なななな市市市市街街街街地の地の地の地の形形形形成を成を成を成を図図図図るため、るため、るため、るため、

土地土地土地土地区区区区画整画整画整画整理理理理組組組組合が合が合が合が行行行行います事業にいます事業にいます事業にいます事業に対対対対しましてしましてしましてしまして補助補助補助補助をををを行行行行うことによりうことによりうことによりうことにより支支支支障障障障物物物物件件件件の、の、の、の、支支支支障障障障建建建建

物物物物のののの移転移転移転移転及び及び及び及び工工工工事を推進いたしております。事を推進いたしております。事を推進いたしております。事を推進いたしております。

１６１６１６１６３ペー３ペー３ペー３ページをお願いします。ジをお願いします。ジをお願いします。ジをお願いします。市市市市街街街街地地地地再再再再開開開開発発発発事業では、事業では、事業では、事業では、生生生生駒駒駒駒駅駅駅駅前前前前北北北北口口口口第第第第二二二二地地地地区区区区におきまにおきまにおきまにおきま

して、土地の健全なして、土地の健全なして、土地の健全なして、土地の健全な高高高高度度度度利利利利用用用用やややや商商商商業、業、業、業、住宅住宅住宅住宅機機機機能能能能のののの充充充充実実実実をををを図図図図るため、るため、るため、るため、生生生生駒駒駒駒駅駅駅駅北北北北口口口口第第第第二二二二地地地地区区区区市市市市

街街街街地地地地再再再再開開開開発発発発組組組組合が合が合が合が行行行行います事業にいます事業にいます事業にいます事業に対対対対しましてしましてしましてしまして助助助助成を成を成を成を行行行行い、平成２５年度い、平成２５年度い、平成２５年度い、平成２５年度末末末末にににに施設建施設建施設建施設建築築築築物物物物のののの

工工工工事を事を事を事を完完完完了いたしております。了いたしております。了いたしております。了いたしております。

４、４、４、４、公公公公園園園園事業でございます。事業でございます。事業でございます。事業でございます。新新新新県県県県営プール施設等整備運営営プール施設等整備運営営プール施設等整備運営営プール施設等整備運営事業でございます。ことし７事業でございます。ことし７事業でございます。ことし７事業でございます。ことし７

月に月に月に月に既既既既に供用開に供用開に供用開に供用開始始始始しておりますが、しておりますが、しておりますが、しておりますが、浄浄浄浄化化化化セセセセンンンンタタタター公ー公ー公ー公園園園園におきまして、におきまして、におきまして、におきまして、ＰＰＰＰＦＦＦＦＩＩＩＩ手法手法手法手法をををを導導導導入し、入し、入し、入し、
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２５メ２５メ２５メ２５メーーーートトトトルルルル屋屋屋屋内プール内プール内プール内プールをはをはをはをはじじじじめといたします健康めといたします健康めといたします健康めといたします健康増増増増進進進進施設施設施設施設、、、、競競競競技技技技施設や公施設や公施設や公施設や公園園園園機機機機能能能能施設施設施設施設なななな

どの一どの一どの一どの一体的体的体的体的なななな整備整備整備整備をををを実施実施実施実施いたしております。いたしております。いたしております。いたしております。

補助補助補助補助都都都都市公市公市公市公園園園園整備整備整備整備事業と事業と事業と事業と単単単単独独独独都都都都市公市公市公市公園園園園整備整備整備整備事業では、大事業では、大事業では、大事業では、大渕池渕池渕池渕池公公公公園園園園ほか６ほか６ほか６ほか６公公公公園園園園におきましにおきましにおきましにおきまし

て、て、て、て、老朽老朽老朽老朽化した化した化した化した遊遊遊遊具具具具、、、、園園園園地地地地等等等等のののの施設施設施設施設のののの整備整備整備整備をををを実施実施実施実施いたしております。いたしております。いたしております。いたしております。

景観・環境の保全、奈良の景観・環境の保全、奈良の景観・環境の保全、奈良の景観・環境の保全、奈良の彩彩彩彩りづくり事業では、りづくり事業では、りづくり事業では、りづくり事業では、馬馬馬馬見見見見丘陵丘陵丘陵丘陵公公公公園園園園におきまして、におきまして、におきまして、におきまして、ボボボボラララランンンンテテテテ

ィィィィアアアアハハハハウウウウススススのののの整備や公整備や公整備や公整備や公園園園園内内内内のののの植植植植栽栽栽栽のののの整備整備整備整備をををを実施実施実施実施するとともに、するとともに、するとともに、するとともに、昨昨昨昨年６月７日から９日まで年６月７日から９日まで年６月７日から９日まで年６月７日から９日まで

のののの３３３３日間、日間、日間、日間、菖蒲菖蒲菖蒲菖蒲園園園園をををを活活活活用した用した用した用したイイイイベベベベント、ント、ント、ント、馬馬馬馬見見見見花菖蒲花菖蒲花菖蒲花菖蒲まつりを開催いたしました。まつりを開催いたしました。まつりを開催いたしました。まつりを開催いたしました。

１６４１６４１６４１６４ペーペーペーページ、観光振興の平ジ、観光振興の平ジ、観光振興の平ジ、観光振興の平城城城城宮宮宮宮跡周跡周跡周跡周辺辺辺辺魅魅魅魅力力力力向向向向上事業では、平上事業では、平上事業では、平上事業では、平城城城城宮宮宮宮跡跡跡跡へへへへのののの来来来来訪訪訪訪者が者が者が者がゆゆゆゆっっっっ

たりとくつろたりとくつろたりとくつろたりとくつろげげげげる環境づくりのため、県がる環境づくりのため、県がる環境づくりのため、県がる環境づくりのため、県が整備整備整備整備をいたしておりましたトをいたしておりましたトをいたしておりましたトをいたしておりましたトイイイイレレレレ、、、、休憩休憩休憩休憩所所所所、、、、駐駐駐駐

車車車車場、場、場、場、バスタバスタバスタバスターーーーミナミナミナミナル等ル等ル等ル等の管理の管理の管理の管理運営運営運営運営をををを行行行行うとともに、県がうとともに、県がうとともに、県がうとともに、県が整備整備整備整備するするするする朱雀朱雀朱雀朱雀大大大大路路路路西西西西側側側側地地地地区区区区の用の用の用の用

地地地地取得取得取得取得及び及び及び及び公公公公園園園園整備等整備等整備等整備等のののの検討検討検討検討をををを実施実施実施実施いたしております。いたしております。いたしております。いたしております。

ややややまとまとまとまと花花花花ごよごよごよごよみみみみ開催事業では、開催事業では、開催事業では、開催事業では、馬馬馬馬見見見見丘陵丘陵丘陵丘陵公公公公園園園園におきまして、におきまして、におきまして、におきまして、昨昨昨昨年１０月５日から１０月年１０月５日から１０月年１０月５日から１０月年１０月５日から１０月

２０日までの１６日間、２０日までの１６日間、２０日までの１６日間、２０日までの１６日間、花花花花とととと親親親親ししししむイむイむイむイベベベベントントントント馬馬馬馬見フラ見フラ見フラ見フラワワワワーフェーフェーフェーフェスタスタスタスタを開催いたしました。を開催いたしました。を開催いたしました。を開催いたしました。

奈良奈良奈良奈良公公公公園園園園施設施設施設施設魅魅魅魅力力力力向向向向上事業では、国によります奈良上事業では、国によります奈良上事業では、国によります奈良上事業では、国によります奈良公公公公園園園園観光地域観光地域観光地域観光地域活活活活性化総合特性化総合特性化総合特性化総合特区区区区のののの指指指指定定定定

を受けるためのを受けるためのを受けるためのを受けるための取取取取りりりり組みや組みや組みや組みや奈良奈良奈良奈良公公公公園園園園事務事務事務事務所所所所のののの新築移転新築移転新築移転新築移転、吉、吉、吉、吉城城城城園園園園のののの補補補補修修修修をををを行行行行っております。っております。っております。っております。

平平平平城城城城宮宮宮宮跡跡跡跡内イ内イ内イ内イベベベベントントントント展展展展開事業です。平開事業です。平開事業です。平開事業です。平城城城城宮宮宮宮跡跡跡跡のにのにのにのにぎぎぎぎわわわわい創出をい創出をい創出をい創出を行行行行いますために、平いますために、平いますために、平いますために、平城城城城京京京京

天天天天平平平平祭祭祭祭といたしまして、といたしまして、といたしまして、といたしまして、春春春春にはにはにはには天天天天平平平平行列行列行列行列、、、、夏夏夏夏には「には「には「には「燈花燈花燈花燈花会会会会＠＠＠＠大大大大極極極極殿殿殿殿」」」」、、、、秋秋秋秋にはにはにはには古古古古代代代代行行行行事の事の事の事の

再現再現再現再現など、など、など、など、イイイイベベベベントを開催いたしております。ントを開催いたしております。ントを開催いたしております。ントを開催いたしております。

１６５１６５１６５１６５ペーペーペーページ、奈良ジ、奈良ジ、奈良ジ、奈良公公公公園園園園光とあかりの光とあかりの光とあかりの光とあかりのイイイイベベベベント事業では、ント事業では、ント事業では、ント事業では、冬冬冬冬の観光の観光の観光の観光オオオオフフフフシシシシーズーズーズーズンのンのンのンの誘誘誘誘客客客客

をををを促促促促進するため、奈良進するため、奈良進するため、奈良進するため、奈良公公公公園園園園とととと春春春春日大日大日大日大社社社社、興福、興福、興福、興福寺寺寺寺、東大、東大、東大、東大寺寺寺寺を光のを光のを光のを光の回回回回廊廊廊廊でつなでつなでつなでつなぎぎぎぎますしあますしあますしあますしあわわわわせせせせ

回回回回廊廊廊廊ならならならなら瑠璃絵瑠璃絵瑠璃絵瑠璃絵をををを実施実施実施実施いたしております。また、いたしております。また、いたしております。また、いたしております。また、若草若草若草若草山山山山焼焼焼焼きに合きに合きに合きに合わわわわせまして、せまして、せまして、せまして、冬冬冬冬花花花花火火火火のののの祭祭祭祭

典典典典を開催し、山を開催し、山を開催し、山を開催し、山焼焼焼焼きききき行行行行事を事を事を事を盛盛盛盛り上り上り上り上げげげげ、、、、多多多多くの観光くの観光くの観光くの観光客客客客にお越しいただきました。にお越しいただきました。にお越しいただきました。にお越しいただきました。

夏夏夏夏ののののオオオオフフフフシシシシーズーズーズーズンンンン対対対対策でございます。奈良の策でございます。奈良の策でございます。奈良の策でございます。奈良の夏夏夏夏ののののイイイイベベベベントとして定ントとして定ントとして定ントとして定着着着着をいたしておりまをいたしておりまをいたしておりまをいたしておりま

すならすならすならすなら燈花燈花燈花燈花会を開催いたしております。い会を開催いたしております。い会を開催いたしております。い会を開催いたしております。いずずずずれのれのれのれのイイイイベベベベントもントもントもントも来来来来訪訪訪訪者の者の者の者の好好好好評評評評をををを得得得得たところでたところでたところでたところで

ございます。ございます。ございます。ございます。

奈良奈良奈良奈良公公公公園周園周園周園周辺辺辺辺へへへへのののの宿宿宿宿泊客泊客泊客泊客誘誘誘誘客キャ客キャ客キャ客キャンンンンペーペーペーペーン事業では、ことし１月１１日からン事業では、ことし１月１１日からン事業では、ことし１月１１日からン事業では、ことし１月１１日から３３３３月９日ま月９日ま月９日ま月９日ま

での土、日、での土、日、での土、日、での土、日、祝祝祝祝日、県日、県日、県日、県外外外外からのからのからのからの宿宿宿宿泊泊泊泊観光観光観光観光客客客客のののの増増増増加を加を加を加を図図図図るため、るため、るため、るため、社社社社寺寺寺寺等等等等と連と連と連と連携携携携したしたしたした商品商品商品商品造成造成造成造成

をををを行行行行っております。奈良うましっております。奈良うましっております。奈良うましっております。奈良うまし冬冬冬冬めめめめぐぐぐぐりとりとりとりと題題題題しまして、しまして、しまして、しまして、多多多多くのくのくのくの方方方方にごにごにごにご参参参参加いただいており加いただいており加いただいており加いただいており

ます。ます。ます。ます。

１６６１６６１６６１６６ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、効効効効率率率率的的的的・・・・効果的効果的効果的効果的なななな基基基基盤盤盤盤整備整備整備整備のののの住宅住宅住宅住宅管理では、管理では、管理では、管理では、住宅住宅住宅住宅サーサーサーサービスビスビスビスのののの向向向向上上上上等等等等をををを目目目目
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指指指指し、し、し、し、指指指指定管理者定管理者定管理者定管理者制制制制度の度の度の度の導導導導入及びその入及びその入及びその入及びその拡拡拡拡大を進めております。大を進めております。大を進めております。大を進めております。

一一一一方方方方、、、、家家家家賃賃賃賃のののの滞滞滞滞納納納納ににに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、悪悪悪悪質質質質なななな滞滞滞滞納納納納者に者に者に者に明明明明け渡しけ渡しけ渡しけ渡し訴訟訴訟訴訟訴訟をををを行行行行うなど、うなど、うなど、うなど、厳厳厳厳格格格格にににに対対対対

応応応応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。

１６７１６７１６７１６７ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、紀伊半島紀伊半島紀伊半島紀伊半島大水大水大水大水害害害害からのからのからのからの復旧復旧復旧復旧・・・・復復復復興の興の興の興の復復復復興興興興住宅住宅住宅住宅建設等補助建設等補助建設等補助建設等補助事業では、事業では、事業では、事業では、被被被被災災災災

者が入者が入者が入者が入居居居居いたしますいたしますいたしますいたします復復復復興興興興住宅住宅住宅住宅建設等建設等建設等建設等のののの整備整備整備整備費の一部を費の一部を費の一部を費の一部を補助補助補助補助いたしました。いたしました。いたしました。いたしました。

復復復復興興興興住宅住宅住宅住宅建設等支建設等支建設等支建設等支援援援援事業では、事業では、事業では、事業では、五條五條五條五條市市市市、野、野、野、野迫迫迫迫川村、川村、川村、川村、十津十津十津十津川村の川村の川村の川村の復復復復興興興興住宅住宅住宅住宅関連事業を推進関連事業を推進関連事業を推進関連事業を推進

するため、するため、するため、するため、ココココンンンンサルサルサルサルタタタタントに委託いたしまして、ントに委託いたしまして、ントに委託いたしまして、ントに委託いたしまして、３市３市３市３市村の村の村の村の実施実施実施実施する事業にする事業にする事業にする事業に対対対対して総合して総合して総合して総合的的的的なななな

業務業務業務業務支支支支援援援援をををを行行行行っております。っております。っております。っております。

１６８１６８１６８１６８ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、効効効効率率率率的的的的・・・・効果的効果的効果的効果的なななな基基基基盤盤盤盤整備整備整備整備の県の県の県の県営営営営住宅住宅住宅住宅建建建建替替替替事業でございます。事業でございます。事業でございます。事業でございます。昭昭昭昭和５９和５９和５９和５９

年度から年度から年度から年度から順次順次順次順次事業を進めておりまして、事業を進めておりまして、事業を進めておりまして、事業を進めておりまして、現現現現在在在在は小泉は小泉は小泉は小泉団団団団地で地で地で地で工工工工事を事を事を事を３期３期３期３期にににに分分分分けてけてけてけて施施施施工工工工しておしておしておしてお

ります。平成２５年度はります。平成２５年度はります。平成２５年度はります。平成２５年度は３期３期３期３期工工工工事、８０事、８０事、８０事、８０戸戸戸戸の造成の造成の造成の造成工工工工事及び事及び事及び事及び建設建設建設建設工工工工事を事を事を事を実施実施実施実施しており、しており、しており、しており、完完完完了了了了

は平成２６年１１月２８日をは平成２６年１１月２８日をは平成２６年１１月２８日をは平成２６年１１月２８日を予予予予定しております。定しております。定しております。定しております。

県県県県営営営営住宅ス住宅ス住宅ス住宅ストトトトックックックック総合総合総合総合改善改善改善改善事業では、事業では、事業では、事業では、老朽老朽老朽老朽化が進化が進化が進化が進みみみみますますますます団団団団地におきまして、地におきまして、地におきまして、地におきまして、各各各各種種種種のののの改修改修改修改修

工工工工事を事を事を事を行行行行っております。平成２５年度は、っております。平成２５年度は、っております。平成２５年度は、っております。平成２５年度は、稗稗稗稗田田田田団団団団地において地において地において地において外外外外壁壁壁壁改修工改修工改修工改修工事、事、事、事、姫姫姫姫寺寺寺寺団団団団地及び地及び地及び地及び

吉野吉野吉野吉野団団団団地おいて給水地おいて給水地おいて給水地おいて給水ポポポポンンンンププププのののの改修工改修工改修工改修工事を事を事を事を行行行行ったところでございます。ったところでございます。ったところでございます。ったところでございます。

安安安安全・全・全・全・安心安心安心安心のののの確確確確保の保の保の保の住宅住宅住宅住宅建建建建築築築築物物物物耐耐耐耐震震震震化化化化促促促促進事業になります。進事業になります。進事業になります。進事業になります。市市市市町町町町村が村が村が村が住住住住民民民民にににに対対対対しましてしましてしましてしまして

耐耐耐耐震震震震診診診診断員を断員を断員を断員を派遣派遣派遣派遣し木造し木造し木造し木造住宅住宅住宅住宅のののの耐耐耐耐震震震震診診診診断を断を断を断を行行行行うううう取取取取りりりり組みや組みや組みや組みや住住住住民民民民がががが行行行行います木造います木造います木造います木造住宅住宅住宅住宅のののの耐耐耐耐震震震震

改修工改修工改修工改修工事に事に事に事に市市市市町町町町村が村が村が村が補助補助補助補助をするをするをするをする取取取取りりりり組み組み組み組みにににに対対対対しまして、しまして、しまして、しまして、市市市市町町町町村村村村へへへへのののの支支支支援援援援をををを行行行行いました。いました。いました。いました。

１６９１６９１６９１６９ペーペーペーページ、くらしジ、くらしジ、くらしジ、くらしややややすいまちづくりのすいまちづくりのすいまちづくりのすいまちづくりの建建建建築築築築基準法指基準法指基準法指基準法指定道定道定道定道路路路路等等等等調調調調査査査査事業では、事業では、事業では、事業では、建建建建築築築築確確確確

認申認申認申認申請請請請のののの迅速迅速迅速迅速化化化化や建や建や建や建築築築築活動活動活動活動のののの円円円円滑滑滑滑化を化を化を化を図図図図るため、るため、るため、るため、建建建建築築築築基準法基準法基準法基準法上の道上の道上の道上の道路路路路情情情情報の報の報の報のデデデデーーーータベタベタベタベーーーースススス

化をしております。化をしております。化をしております。化をしております。建建建建築築築築物物物物がががが建建建建てられます道てられます道てられます道てられます道路路路路をををを明明明明確確確確化するものでございまして、化するものでございまして、化するものでございまして、化するものでございまして、葛城葛城葛城葛城市市市市

ほか４ほか４ほか４ほか４町町町町の１の１の１の１，，，，５５５５５５５５５５５５キキキキロロロロメメメメーーーートトトトルルルルの道の道の道の道路路路路につきまして、関係資につきまして、関係資につきまして、関係資につきまして、関係資料料料料のののの収集収集収集収集、、、、現現現現地地地地調調調調査査査査のののの実実実実

施施施施をいたしました。をいたしました。をいたしました。をいたしました。

以以以以上で、平成２５年度まちづくり推進局の上で、平成２５年度まちづくり推進局の上で、平成２５年度まちづくり推進局の上で、平成２５年度まちづくり推進局の主要施主要施主要施主要施策についての策についての策についての策についての説明説明説明説明をををを終わ終わ終わ終わらせていただらせていただらせていただらせていただ

きます。ごきます。ごきます。ごきます。ご審審審審議のほどよろしくお願いいたします。議のほどよろしくお願いいたします。議のほどよろしくお願いいたします。議のほどよろしくお願いいたします。

○久保田水道局長○久保田水道局長○久保田水道局長○久保田水道局長 平成２５年度県平成２５年度県平成２５年度県平成２５年度県営営営営水道事業の決算水道事業の決算水道事業の決算水道事業の決算概要概要概要概要につきましてごにつきましてごにつきましてごにつきましてご説明説明説明説明させていたさせていたさせていたさせていた

だきます。だきます。だきます。だきます。

平成２６年１０月決算平成２６年１０月決算平成２６年１０月決算平成２６年１０月決算審査審査審査審査特別委員会資特別委員会資特別委員会資特別委員会資料料料料、奈良県水道局の１、奈良県水道局の１、奈良県水道局の１、奈良県水道局の１ペーペーペーページジジジ、、、、（１）（１）（１）（１）収収収収益益益益的収的収的収的収

入及び入及び入及び入及び支支支支出、すな出、すな出、すな出、すなわわわわちちちち経経経経常常常常的的的的事業事業事業事業活動活動活動活動にににに伴伴伴伴いまして平成２５年度いまして平成２５年度いまして平成２５年度いまして平成２５年度内内内内にににに発発発発生生生生いたしましたいたしましたいたしましたいたしました収収収収

益益益益と、それにと、それにと、それにと、それに対対対対応応応応する費用をする費用をする費用をする費用を記載記載記載記載しています。しています。しています。しています。
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収収収収入でございます。決算入でございます。決算入でございます。決算入でございます。決算額額額額は１００は１００は１００は１００億億億億１１１１，，，，１００１００１００１００万円余万円余万円余万円余となります。ほとなります。ほとなります。ほとなります。ほぼぼぼぼ予予予予算算算算額額額額どおりどおりどおりどおり

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、に、に、に、支支支支出でございます。決算出でございます。決算出でございます。決算出でございます。決算額額額額は８９は８９は８９は８９億億億億５５５５，，，，００００００００００００万円余万円余万円余万円余となりました。となりました。となりました。となりました。

これは職員これは職員これは職員これは職員減減減減にににに伴伴伴伴いますいますいますいます人件人件人件人件費の費の費の費の減減減減、、、、企企企企業業業業債債債債残高残高残高残高のののの減減減減少などによります少などによります少などによります少などによります支支支支払払払払いいいい利利利利息息息息のののの減減減減なななな

どによるものでございます。そのどによるものでございます。そのどによるものでございます。そのどによるものでございます。その結果結果結果結果、当年度、当年度、当年度、当年度純純純純利利利利益益益益は９は９は９は９億億億億９９９９，，，，７００７００７００７００万円余万円余万円余万円余となります。となります。となります。となります。

（２）資本（２）資本（２）資本（２）資本的収的収的収的収入及び入及び入及び入及び支支支支出、すな出、すな出、すな出、すなわわわわちちちち施設施設施設施設のののの整備や企整備や企整備や企整備や企業業業業債債債債のののの償償償償還還還還金による金による金による金による支支支支出、また、出、また、出、また、出、また、

これにこれにこれにこれに要要要要する資金としてのする資金としてのする資金としてのする資金としての企企企企業業業業債収債収債収債収入でございますが、入でございますが、入でございますが、入でございますが、収収収収入の決算入の決算入の決算入の決算額額額額は１１は１１は１１は１１億億億億８８８８，３，３，３，３００００００００

万円余万円余万円余万円余となります。また、となります。また、となります。また、となります。また、翌翌翌翌年度年度年度年度へへへへのののの繰繰繰繰越越越越額額額額は、１は、１は、１は、１億億億億７７７７，，，，９００９００９００９００万円余万円余万円余万円余となりました。さとなりました。さとなりました。さとなりました。さ

らに、らに、らに、らに、支支支支出の決算出の決算出の決算出の決算額額額額でございますが、７４でございますが、７４でございますが、７４でございますが、７４億億億億１１１１，，，，５００５００５００５００万円余万円余万円余万円余でございます。でございます。でございます。でございます。翌翌翌翌年度年度年度年度へへへへのののの

繰繰繰繰越越越越額額額額は、２は、２は、２は、２億億億億１１１１，，，，８００８００８００８００万円余万円余万円余万円余となります。なお、となります。なお、となります。なお、となります。なお、支支支支出合計が出合計が出合計が出合計が収収収収入合計を６２入合計を６２入合計を６２入合計を６２億３，億３，億３，億３，２２２２

００００００００万円余超過万円余超過万円余超過万円余超過しておりますが、これにつきましては、しておりますが、これにつきましては、しておりますが、これにつきましては、しておりますが、これにつきましては、損損損損益益益益勘勘勘勘定定定定留留留留保資金保資金保資金保資金等等等等でででで補補補補填填填填いたしいたしいたしいたし

ました。ました。ました。ました。

２２２２ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、冒冒冒冒頭頭頭頭に申し上に申し上に申し上に申し上げげげげましたましたましたました収収収収益益益益的収支的収支的収支的収支のののの内訳内訳内訳内訳をををを記載記載記載記載したものでございます。したものでございます。したものでございます。したものでございます。収収収収益益益益

的収的収的収的収入につきましては、入につきましては、入につきましては、入につきましては、営営営営業業業業収収収収益益益益といたしまして、といたしまして、といたしまして、といたしまして、配配配配水水水水収収収収益益益益等等等等が９９が９９が９９が９９億億億億５５５５，，，，８００８００８００８００万円余万円余万円余万円余

でございます。そのでございます。そのでございます。そのでございます。その下下下下、、、、営営営営業業業業外収外収外収外収益益益益といたしまして、受といたしまして、受といたしまして、受といたしまして、受取取取取利利利利息息息息等等等等を加を加を加を加ええええまして、まして、まして、まして、収収収収入合計入合計入合計入合計

は１００は１００は１００は１００億億億億１１１１，，，，１００１００１００１００万円余万円余万円余万円余となっています。となっています。となっています。となっています。

次次次次に、に、に、に、収収収収益益益益的支的支的支的支出でございます。出でございます。出でございます。出でございます。営営営営業費用及び業費用及び業費用及び業費用及び営営営営業業業業外外外外費用費用費用費用等等等等でででで記載記載記載記載のとおりののとおりののとおりののとおりの内容内容内容内容でごでごでごでご

ざいますが、ざいますが、ざいますが、ざいますが、支支支支出合計は、８９出合計は、８９出合計は、８９出合計は、８９億億億億５５５５，，，，００００００００００００万円余万円余万円余万円余となっています。なお、となっています。なお、となっています。なお、となっています。なお、収支収支収支収支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、税税税税抜抜抜抜きで計算いたしまして、当年度きで計算いたしまして、当年度きで計算いたしまして、当年度きで計算いたしまして、当年度純純純純利利利利益益益益のののの欄欄欄欄、９、９、９、９億億億億９９９９，，，，７００７００７００７００万円余万円余万円余万円余が当年度が当年度が当年度が当年度

純純純純利利利利益益益益となっています。となっています。となっています。となっています。

また、また、また、また、前前前前年度からの年度からの年度からの年度からの繰繰繰繰越越越越利利利利益益益益剰剰剰剰余余余余金が９００金が９００金が９００金が９００万円余万円余万円余万円余ございましたので、当年度ございましたので、当年度ございましたので、当年度ございましたので、当年度末末末末未未未未処処処処分分分分

利利利利益益益益剰剰剰剰余余余余金は１０金は１０金は１０金は１０億億億億６００６００６００６００万円余万円余万円余万円余となっております。このとなっております。このとなっております。このとなっております。この利利利利益益益益剰剰剰剰余余余余金につきましては、平金につきましては、平金につきましては、平金につきましては、平

成２５年成２５年成２５年成２５年末末末末でででで企企企企業業業業債債債債残高残高残高残高が、なおが、なおが、なおが、なお約約約約４８２４８２４８２４８２億円億円億円億円ございますので、ございますので、ございますので、ございますので、企企企企業業業業債債債債のののの償償償償還還還還にににに充充充充てるたてるたてるたてるた

め、め、め、め、減債積立減債積立減債積立減債積立金として１０金として１０金として１０金として１０億円億円億円億円をををを積み立積み立積み立積み立てまして、てまして、てまして、てまして、残残残残余余余余の６００の６００の６００の６００万円余万円余万円余万円余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翌翌翌翌

年度に年度に年度に年度に繰繰繰繰り越しいたします。り越しいたします。り越しいたします。り越しいたします。

３ペー３ペー３ペー３ページ、資本ジ、資本ジ、資本ジ、資本的収支的収支的収支的収支ののの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。

資本資本資本資本的収的収的収的収入につきましては、入につきましては、入につきましては、入につきましては、企企企企業業業業債債債債のののの借借借借り入れ、一り入れ、一り入れ、一り入れ、一般般般般会計からの出資金、国会計からの出資金、国会計からの出資金、国会計からの出資金、国庫支庫支庫支庫支出金出金出金出金等等等等

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、収収収収入合計は１１入合計は１１入合計は１１入合計は１１億億億億８８８８，３，３，３，３００００００００万円余万円余万円余万円余となっています。となっています。となっています。となっています。

次次次次に、資本に、資本に、資本に、資本的支的支的支的支出につきましては、出につきましては、出につきましては、出につきましては、宇陀宇陀宇陀宇陀市市市市室室室室生生生生ブブブブラララランンンンチ整備チ整備チ整備チ整備事業をは事業をは事業をは事業をはじじじじめとしましためとしましためとしましためとしました建建建建

設設設設改改改改良費、良費、良費、良費、企企企企業業業業債債債債償償償償還還還還金及び国金及び国金及び国金及び国庫補助庫補助庫補助庫補助金金金金等等等等返還返還返還返還金でございまして、金でございまして、金でございまして、金でございまして、支支支支出合計は７４出合計は７４出合計は７４出合計は７４億億億億１１１１，，，，

５００５００５００５００万円余万円余万円余万円余となっています。となっています。となっています。となっています。収支収支収支収支につきましては、６２につきましては、６２につきましては、６２につきましては、６２億３，億３，億３，億３，２００２００２００２００万円余万円余万円余万円余のののの支支支支出出出出超過超過超過超過



---- 55559999 ----

となっておりますが、この金となっておりますが、この金となっておりますが、この金となっておりますが、この金額額額額につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、損損損損益益益益勘勘勘勘定定定定留留留留保資金保資金保資金保資金等等等等でででで補補補補填填填填しております。しております。しております。しております。

４４４４ペーペーペーページ、平成２５年度ジ、平成２５年度ジ、平成２５年度ジ、平成２５年度末末末末の県の県の県の県営営営営水道の資産水道の資産水道の資産水道の資産等等等等のののの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。

ままままずずずず、資産の部といたしまして、、資産の部といたしまして、、資産の部といたしまして、、資産の部といたしまして、減価減価減価減価償償償償却却却却の進の進の進の進行行行行などにより１などにより１などにより１などにより１，，，，９１４９１４９１４９１４億３，３億３，３億３，３億３，３００００００００万万万万

円円円円となりました。これにとなりました。これにとなりました。これにとなりました。これに対対対対応応応応しているしているしているしている負債負債負債負債及び資本は、及び資本は、及び資本は、及び資本は、表表表表右右右右にににに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。

５５５５ペーペーペーページ、県ジ、県ジ、県ジ、県営営営営水道の水道の水道の水道の経営状況経営状況経営状況経営状況につきまして、につきまして、につきまして、につきまして、経営分経営分経営分経営分析析析析指標指標指標指標のののの主主主主なものをなものをなものをなものを記載記載記載記載しておりしておりしておりしており

ます。ます。ます。ます。

なお、全国平なお、全国平なお、全国平なお、全国平均均均均とございますが、本県ととございますが、本県ととございますが、本県ととございますが、本県と同同同同様様様様に、に、に、に、都都都都道道道道府府府府県が県が県が県が経営経営経営経営いたします水道用水供いたします水道用水供いたします水道用水供いたします水道用水供

給事業給事業給事業給事業体体体体は全国に２２は全国に２２は全国に２２は全国に２２府府府府県ございますが、その平県ございますが、その平県ございますが、その平県ございますが、その平均値均値均値均値との比との比との比との比較較較較をあらをあらをあらをあらわわわわしたものでございしたものでございしたものでございしたものでござい

ます。ます。ます。ます。人人人人口口口口のののの減減減減少少少少やややや節節節節水水水水意識意識意識意識のののの向向向向上、上、上、上、節節節節水水水水器器器器具具具具のののの普普普普及などによりまして、及などによりまして、及などによりまして、及などによりまして、配配配配水水水水量量量量は年は年は年は年 々々々々減減減減

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。今後今後今後今後ともともともとも施設施設施設施設のののの効効効効率率率率的的的的なななな運運運運用など、水道資産の用など、水道資産の用など、水道資産の用など、水道資産の最適最適最適最適化に化に化に化に取取取取りりりり組組組組んでまいんでまいんでまいんでまい

ります。ります。ります。ります。

以以以以上で、２５年度水道局の決算上で、２５年度水道局の決算上で、２５年度水道局の決算上で、２５年度水道局の決算概要概要概要概要についてのについてのについてのについての説明説明説明説明をををを終わ終わ終わ終わらせていただきます。よろしらせていただきます。よろしらせていただきます。よろしらせていただきます。よろし

くごくごくごくご審審審審議のほどお願いいたします。議のほどお願いいたします。議のほどお願いいたします。議のほどお願いいたします。

○吉田教育長○吉田教育長○吉田教育長○吉田教育長 教育委員会に関係する歳出決算について、ま教育委員会に関係する歳出決算について、ま教育委員会に関係する歳出決算について、ま教育委員会に関係する歳出決算について、まずずずずごごごご説明説明説明説明申し上申し上申し上申し上げげげげます。ます。ます。ます。

「平成２５年度歳入歳出決算報告「平成２５年度歳入歳出決算報告「平成２５年度歳入歳出決算報告「平成２５年度歳入歳出決算報告書書書書」の７」の７」の７」の７ペーペーペーページ、第１２ジ、第１２ジ、第１２ジ、第１２款款款款教育費でございますが、第教育費でございますが、第教育費でございますが、第教育費でございますが、第

１１１１項項項項からからからから順順順順に不用に不用に不用に不用額額額額のののの主主主主な理な理な理な理由由由由を申し上を申し上を申し上を申し上げげげげます。ます。ます。ます。

第１第１第１第１項項項項教育総務費でございますが、不用教育総務費でございますが、不用教育総務費でございますが、不用教育総務費でございますが、不用額額額額は、日は、日は、日は、日 々々々々雇用職員雇用職員雇用職員雇用職員配置数配置数配置数配置数のののの減減減減、初、初、初、初任任任任者者者者研修研修研修研修のののの

非常非常非常非常勤勤勤勤講講講講師師師師配置数配置数配置数配置数のののの減減減減などによるものでございます。などによるものでございます。などによるものでございます。などによるものでございます。

第２第２第２第２項項項項小小小小学校学校学校学校費と第費と第費と第費と第３項３項３項３項中中中中学校学校学校学校費でございますが、不用費でございますが、不用費でございますが、不用費でございますが、不用額額額額は、どちらも職員のは、どちらも職員のは、どちらも職員のは、どちらも職員の新新新新陳陳陳陳代代代代謝謝謝謝

によるによるによるによる人件人件人件人件費の費の費の費の減減減減などによるものでございます。などによるものでございます。などによるものでございます。などによるものでございます。

第４第４第４第４項項項項高高高高等等等等学校学校学校学校費でございますが、不用費でございますが、不用費でございますが、不用費でございますが、不用額額額額は、職員のは、職員のは、職員のは、職員の新新新新陳陳陳陳代代代代謝謝謝謝によるによるによるによる人件人件人件人件費の費の費の費の減減減減並並並並びにびにびにびに

高高高高等等等等学校学校学校学校等奨等奨等奨等奨学学学学金金金金貸貸貸貸与与与与者者者者数数数数のののの減減減減及び及び及び及び高高高高等等等等学校学校学校学校耐耐耐耐震震震震化化化化工工工工事事事事等等等等の入の入の入の入札札札札残残残残などによるものでござなどによるものでござなどによるものでござなどによるものでござ

います。います。います。います。

第５第５第５第５項項項項特別特別特別特別支支支支援学校援学校援学校援学校費でありますが、不用費でありますが、不用費でありますが、不用費でありますが、不用額額額額は、日は、日は、日は、日 々々々々雇用職員雇用職員雇用職員雇用職員配置数配置数配置数配置数のののの減減減減のほか、特別のほか、特別のほか、特別のほか、特別

支支支支援学校援学校援学校援学校耐耐耐耐震震震震化化化化工工工工事の入事の入事の入事の入札札札札残残残残などによるものでございます。などによるものでございます。などによるものでございます。などによるものでございます。

第６第６第６第６項項項項保健保健保健保健体体体体育費でありますが、不用育費でありますが、不用育費でありますが、不用育費でありますが、不用額額額額は、国は、国は、国は、国庫庫庫庫認認認認証証証証減減減減及び入及び入及び入及び入札札札札残残残残などによるものでごなどによるものでごなどによるものでごなどによるものでご

ざいます。ざいます。ざいます。ざいます。

８８８８ペーペーペーページ、第７ジ、第７ジ、第７ジ、第７項項項項文文文文化化化化財財財財保保保保存存存存費でございます。費でございます。費でございます。費でございます。翌翌翌翌年度年度年度年度へへへへのののの繰繰繰繰越越越越額額額額について、金について、金について、金について、金額額額額はははは記載記載記載記載

のとおりでございますが、これはのとおりでございますが、これはのとおりでございますが、これはのとおりでございますが、これは文文文文化化化化財財財財保保保保存存存存事業事業事業事業補助補助補助補助事業で、事業事業で、事業事業で、事業事業で、事業主体主体主体主体の事業のおくれにの事業のおくれにの事業のおくれにの事業のおくれに

よりましてよりましてよりましてよりまして繰繰繰繰り越したものでございます。また、不用り越したものでございます。また、不用り越したものでございます。また、不用り越したものでございます。また、不用額額額額は、は、は、は、発発発発掘掘掘掘調調調調査や重要査や重要査や重要査や重要文文文文化化化化財財財財修修修修理の理の理の理の
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受託事業費の受託事業費の受託事業費の受託事業費の減減減減並並並並びにびにびにびに補助対象補助対象補助対象補助対象事業費の事業費の事業費の事業費の減減減減などによるものでございます。などによるものでございます。などによるものでございます。などによるものでございます。

３３３３２２２２ペーペーペーページ、奈良県育成ジ、奈良県育成ジ、奈良県育成ジ、奈良県育成奨奨奨奨学学学学金金金金貸貸貸貸付金特別会計でございます。付金特別会計でございます。付金特別会計でございます。付金特別会計でございます。

歳入歳出についてご歳入歳出についてご歳入歳出についてご歳入歳出についてご説明説明説明説明を申し上を申し上を申し上を申し上げげげげます。ます。ます。ます。

歳入は、第２歳入は、第２歳入は、第２歳入は、第２款繰款繰款繰款繰入金で、入金で、入金で、入金で、収収収収入入入入済額済額済額済額がががが予予予予算算算算現額現額現額現額にににに対対対対しまして２しまして２しまして２しまして２，，，，００００００００００００万円余万円余万円余万円余のののの減減減減となとなとなとな

っておりますが、これはっておりますが、これはっておりますが、これはっておりますが、これは奨奨奨奨学学学学金金金金貸貸貸貸与人数与人数与人数与人数のののの減減減減によるものでございます。によるものでございます。によるものでございます。によるものでございます。

３３ペー３３ペー３３ペー３３ページ、歳出は、第１ジ、歳出は、第１ジ、歳出は、第１ジ、歳出は、第１款款款款教育費、第１教育費、第１教育費、第１教育費、第１項項項項育成育成育成育成奨奨奨奨学学学学金金金金貸貸貸貸付事業費で、不用付事業費で、不用付事業費で、不用付事業費で、不用額額額額が４が４が４が４，３，３，３，３

００００００００万余万余万余万余であります。これは、であります。これは、であります。これは、であります。これは、奨奨奨奨学学学学金金金金貸貸貸貸与人数与人数与人数与人数のののの減減減減によるものでございます。によるものでございます。によるものでございます。によるものでございます。

以以以以上が教育委員会上が教育委員会上が教育委員会上が教育委員会所所所所管の決算管の決算管の決算管の決算概要概要概要概要でございます。でございます。でございます。でございます。

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、、、、「平成２５年度「平成２５年度「平成２５年度「平成２５年度主要施主要施主要施主要施策の成策の成策の成策の成果果果果に関する報告に関する報告に関する報告に関する報告書書書書」に」に」に」に基基基基づきまして、教づきまして、教づきまして、教づきまして、教

育委員会に係る事育委員会に係る事育委員会に係る事育委員会に係る事項項項項についてごについてごについてごについてご説明説明説明説明を申し上を申し上を申し上を申し上げげげげます。ます。ます。ます。

１７８１７８１７８１７８ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、学学学学びのびのびのびの支支支支援援援援の奈良県地域教育の奈良県地域教育の奈良県地域教育の奈良県地域教育力力力力ササササミミミミッッッット開催事業では、ト開催事業では、ト開催事業では、ト開催事業では、知知知知事を議長に、事を議長に、事を議長に、事を議長に、

行行行行政、政、政、政、経済経済経済経済界界界界、、、、講講講講師師師師の教育関係者が一の教育関係者が一の教育関係者が一の教育関係者が一堂堂堂堂に会しまして、地域の教育に会しまして、地域の教育に会しまして、地域の教育に会しまして、地域の教育力力力力ををををテテテテーーーーマに議マに議マに議マに議論論論論するするするする

地域教育地域教育地域教育地域教育力力力力ササササミミミミッッッットを９月５日に開催をいたしました。トを９月５日に開催をいたしました。トを９月５日に開催をいたしました。トを９月５日に開催をいたしました。

次次次次に、に、に、に、組織組織組織組織力力力力のののの向向向向上と上と上と上と財財財財政の健全化の県教育委員会の政の健全化の県教育委員会の政の健全化の県教育委員会の政の健全化の県教育委員会の点点点点検検検検、、、、評価評価評価評価では、教育委員会では、教育委員会では、教育委員会では、教育委員会所所所所管管管管

事務の管理及び事務の管理及び事務の管理及び事務の管理及び執執執執行状況行状況行状況行状況につきましてにつきましてにつきましてにつきまして点点点点検検検検及び及び及び及び評価評価評価評価をををを行行行行い、そのい、そのい、そのい、その結果結果結果結果を報告を報告を報告を報告書書書書にまとめ、にまとめ、にまとめ、にまとめ、

昨昨昨昨年の１２月議会に年の１２月議会に年の１２月議会に年の１２月議会に提提提提出するとともに、県の出するとともに、県の出するとともに、県の出するとともに、県のホホホホーーーームムムムペーペーペーページでジでジでジで公表公表公表公表をいたしました。このをいたしました。このをいたしました。このをいたしました。この点点点点

検検検検、、、、評価評価評価評価は、平成２０年度からは、平成２０年度からは、平成２０年度からは、平成２０年度から実施実施実施実施をいたしております。をいたしております。をいたしております。をいたしております。

紀伊半島紀伊半島紀伊半島紀伊半島大水大水大水大水害害害害からのからのからのからの復旧復旧復旧復旧・・・・復復復復興の南部地域における興の南部地域における興の南部地域における興の南部地域におけるへへへへき地教育振興事業では、き地教育振興事業では、き地教育振興事業では、き地教育振興事業では、複複複複式式式式学学学学

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法方法方法方法のののの研究研究研究研究のほか、野のほか、野のほか、野のほか、野迫迫迫迫川中川中川中川中学校学校学校学校などにおきまして、などにおきまして、などにおきまして、などにおきまして、専門専門専門専門教員が教員が教員が教員が複複複複数数数数校校校校をををを

巡巡巡巡回回回回してしてしてして授授授授業を業を業を業を実施実施実施実施する南部地域における教員のする南部地域における教員のする南部地域における教員のする南部地域における教員の複複複複数数数数校校校校兼務兼務兼務兼務モデモデモデモデルルルル事業を事業を事業を事業を実施実施実施実施をいたしまをいたしまをいたしまをいたしま

した。した。した。した。

１７９１７９１７９１７９ペーペーペーページ、雇用ジ、雇用ジ、雇用ジ、雇用対対対対策の推進の南部地域策の推進の南部地域策の推進の南部地域策の推進の南部地域復旧復旧復旧復旧・・・・復復復復興関連興関連興関連興関連就労就労就労就労支支支支援援援援事業では、事業では、事業では、事業では、十津十津十津十津川川川川高高高高

校校校校、吉野、吉野、吉野、吉野高校高校高校高校の職業教育のの職業教育のの職業教育のの職業教育の実実実実習習習習備備備備品品品品をををを整備整備整備整備いたしました。いたしました。いたしました。いたしました。

１８０１８０１８０１８０ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、学学学学びのびのびのびの支支支支援援援援、、、、学校学校学校学校教育の教育の教育の教育の充充充充実実実実でございます。でございます。でございます。でございます。児童生児童生児童生児童生徒徒徒徒のののの問問問問題行動等対題行動等対題行動等対題行動等対策策策策

事業では、い事業では、い事業では、い事業では、いじじじじめなどめなどめなどめなど問問問問題行動題行動題行動題行動でででで困困困困難難難難をををを抱抱抱抱ええええるるるる学校学校学校学校に５１名のに５１名のに５１名のに５１名の学校学校学校学校ササササポポポポーーーータタタターーーーをををを配置配置配置配置し、し、し、し、

生生生生徒徒徒徒指指指指導導導導体体体体制制制制のののの充充充充実実実実をををを図図図図りました。りました。りました。りました。

１８１１８１１８１１８１ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、高高高高等等等等学校学校学校学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教育教育教育教育支支支支援援援援員の員の員の員の配置配置配置配置では、では、では、では、発達発達発達発達障障障障害害害害をををを含む含む含む含むさまさまさまさま

ざまなざまなざまなざまな障障障障害等害等害等害等によりによりによりにより配配配配慮慮慮慮がががが必必必必要要要要なななな生生生生徒徒徒徒にににに対対対対するするするする学校学校学校学校生活生活生活生活上の上の上の上の介助や介助や介助や介助や学学学学習習習習活動活動活動活動上の上の上の上の支支支支援援援援などなどなどなど

をををを行行行行うために、特別教育うために、特別教育うために、特別教育うために、特別教育支支支支援援援援員を６員を６員を６員を６校校校校に５名に５名に５名に５名配置配置配置配置をいたしました。をいたしました。をいたしました。をいたしました。

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設置設置設置設置では、平成２６年度、では、平成２６年度、では、平成２６年度、では、平成２６年度、青青青青翔翔翔翔高高高高等等等等学校学校学校学校にににに併併併併設設設設いたしましたいたしましたいたしましたいたしました青青青青翔翔翔翔
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中中中中学校学校学校学校でででで使使使使用する用する用する用する備備備備品品品品等等等等のののの整備整備整備整備をををを行行行行いました。いました。いました。いました。

１８２１８２１８２１８２ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、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等等等学校学校学校学校支支支支援援援援事業では、事業では、事業では、事業では、問問問問題題題題解解解解決が決が決が決が困困困困難難難難ないないないないじじじじめ事め事め事め事象象象象につにつにつにつ

いて、いて、いて、いて、外外外外部部部部専門家専門家専門家専門家をををを活活活活用し、用し、用し、用し、早期早期早期早期解解解解決に決に決に決に向向向向け、け、け、け、学校学校学校学校をををを支支支支援援援援いたしました。いたしました。いたしました。いたしました。

また、また、また、また、児童生児童生児童生児童生徒徒徒徒のののの規規規規範範範範意識意識意識意識向向向向上推進事業では、上推進事業では、上推進事業では、上推進事業では、児童生児童生児童生児童生徒徒徒徒のののの規規規規範範範範意識意識意識意識のののの向向向向上のため、い上のため、い上のため、い上のため、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等等等のののの背背背背景景景景要要要要因因因因をををを分分分分析析析析し、し、し、し、効果的効果的効果的効果的なななな指指指指導導導導方法方法方法方法のののの検討検討検討検討をををを行行行行いました。いました。いました。いました。

紀伊半島紀伊半島紀伊半島紀伊半島大水大水大水大水害害害害からのからのからのからの復旧復旧復旧復旧・・・・復復復復興の興の興の興の被被被被災災災災地地地地児童生児童生児童生児童生徒徒徒徒等等等等のこころののこころののこころののこころのケケケケアアアア事業では、事業では、事業では、事業では、被被被被災災災災地地地地

の小・中の小・中の小・中の小・中学校学校学校学校及び及び及び及び高校高校高校高校にににに臨臨臨臨床床床床心心心心理理理理士士士士などのなどのなどのなどのススススクールカクールカクールカクールカウウウウンンンンセセセセラーラーラーラー６名を６名を６名を６名を派遣派遣派遣派遣をし、をし、をし、をし、被被被被災災災災地地地地

児童生児童生児童生児童生徒徒徒徒等等等等のののの心心心心ののののケケケケアアアアをををを実施実施実施実施をいたしました。をいたしました。をいたしました。をいたしました。

南部地域での南部地域での南部地域での南部地域での高校高校高校高校生生生生部部部部活動活動活動活動・・・・勉勉勉勉強強強強合合合合宿促宿促宿促宿促進進進進ププププロロロロジジジジェクェクェクェクトでは、南部地域にトでは、南部地域にトでは、南部地域にトでは、南部地域に高校高校高校高校生生生生部部部部活動活動活動活動

やややや勉勉勉勉強強強強合合合合宿宿宿宿をををを誘致誘致誘致誘致するため、合するため、合するため、合するため、合宿宿宿宿経経経経費に、費に、費に、費に、３３３３泊泊泊泊を上限に、１を上限に、１を上限に、１を上限に、１人人人人当たり２当たり２当たり２当たり２，，，，００００００００００００円円円円をををを補助補助補助補助

いたしました。いたしました。いたしました。いたしました。

１８１８１８１８３ペー３ペー３ペー３ページ、１、ジ、１、ジ、１、ジ、１、学学学学びのびのびのびの支支支支援援援援、地域、地域、地域、地域ぐぐぐぐるるるるみみみみのののの子子子子育て、教育、育て、教育、育て、教育、育て、教育、学校学校学校学校・地域・地域・地域・地域パパパパーーーートトトトナナナナーーーーシシシシ

ップップップップ事業では、地域で事業では、地域で事業では、地域で事業では、地域で子子子子どもを育て、どもを育て、どもを育て、どもを育て、規規規規範範範範意識意識意識意識、、、、社社社社会性の会性の会性の会性の向向向向上に資する上に資する上に資する上に資する仕仕仕仕組み組み組み組みとして、保として、保として、保として、保

護護護護者、地域者、地域者、地域者、地域住住住住民民民民とととと学校コミュ学校コミュ学校コミュ学校コミュニニニニティ協ティ協ティ協ティ協議会を議会を議会を議会を組織組織組織組織をし、をし、をし、をし、課題課題課題課題解解解解決に決に決に決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推進を推進を推進を推進

する県する県する県する県内３内３内３内３００００市市市市町町町町村に村に村に村に補助補助補助補助をををを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。

１８４１８４１８４１８４ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、子子子子どもをどもをどもをどもを夢夢夢夢中にさせる中にさせる中にさせる中にさせる運動運動運動運動遊遊遊遊び推進事業では、び推進事業では、び推進事業では、び推進事業では、幼幼幼幼児児児児のののの運動運動運動運動能力能力能力能力をををを高高高高めるめるめるめる

ためのためのためのためのモデモデモデモデルルルル研究研究研究研究、、、、運動運動運動運動遊遊遊遊びびびび取組取組取組取組事事事事例例例例集集集集のののの作作作作成を成を成を成を行行行行いました。いました。いました。いました。

小小小小学校学校学校学校、中、中、中、中学校学校学校学校児童体児童体児童体児童体力力力力向向向向上推進事業では、中上推進事業では、中上推進事業では、中上推進事業では、中学学学学年の年の年の年の走跳走跳走跳走跳のののの能力能力能力能力をををを高高高高めるめるめるめる運動運動運動運動例例例例をまとをまとをまとをまと

めためためためた冊子冊子冊子冊子をををを作作作作成、成、成、成、配配配配布布布布をいたしました。をいたしました。をいたしました。をいたしました。

１８５１８５１８５１８５ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、学学学学びのびのびのびの支支支支援援援援のののの規規規規範範範範意識意識意識意識向向向向上のための上のための上のための上のための非常非常非常非常勤勤勤勤講講講講師師師師配置配置配置配置では、では、では、では、暴暴暴暴力力力力行行行行為為為為などなどなどなど

をををを繰繰繰繰りりりり返返返返すすすす児童生児童生児童生児童生徒徒徒徒に、に、に、に、担担担担任任任任教教教教師師師師がきめがきめがきめがきめ細細細細かくかくかくかく丁寧丁寧丁寧丁寧なななな対対対対応応応応ができるようができるようができるようができるよう支支支支援援援援するとともに、するとともに、するとともに、するとともに、

そのようなそのようなそのようなそのような生生生生徒徒徒徒にににに直直直直接接接接対対対対応応応応するためのするためのするためのするための非常非常非常非常勤勤勤勤講講講講師師師師を小を小を小を小学校学校学校学校５５５５校校校校、中、中、中、中学校学校学校学校４４４４３３３３校校校校にそれにそれにそれにそれぞぞぞぞれれれれ

配置配置配置配置をいたしました。をいたしました。をいたしました。をいたしました。

１８６１８６１８６１８６ペーペーペーページ、雇用ジ、雇用ジ、雇用ジ、雇用対対対対策の推進の策の推進の策の推進の策の推進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備整備整備整備事業では、事業では、事業では、事業では、御御御御所実所実所実所実業業業業高校高校高校高校、、、、王王王王寺工寺工寺工寺工

業業業業高校高校高校高校の職業教育をの職業教育をの職業教育をの職業教育を主主主主とするとするとするとする専門学科専門学科専門学科専門学科のののの実実実実習習習習備備備備品品品品をををを整備整備整備整備をいたしました。をいたしました。をいたしました。をいたしました。

学学学学びのびのびのびの支支支支援援援援、１、１、１、１高高高高等等等等学校学校学校学校教育教育教育教育等等等等のののの就就就就学学学学奨奨奨奨励励励励のののの就就就就学学学学支支支支援援援援奨奨奨奨学学学学金の金の金の金の貸貸貸貸与与与与でございますが、でございますが、でございますが、でございますが、従従従従

来来来来、、、、勉勉勉勉学学学学のののの意意意意欲欲欲欲がありながらがありながらがありながらがありながら経済的経済的経済的経済的理理理理由由由由によりましてによりましてによりましてによりまして就就就就学学学学がががが困困困困難難難難なななな高校高校高校高校生等生等生等生等にににに対対対対し、し、し、し、就就就就学学学学

支支支支援援援援奨奨奨奨学学学学金を金を金を金を貸貸貸貸与与与与してきたところでございます。平成２５年度には７５してきたところでございます。平成２５年度には７５してきたところでございます。平成２５年度には７５してきたところでございます。平成２５年度には７５３人３人３人３人にににに対対対対しししし奨奨奨奨学学学学金金金金

のののの貸貸貸貸与与与与をいたしました。をいたしました。をいたしました。をいたしました。

１８７１８７１８７１８７ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、安安安安全・全・全・全・安心安心安心安心のののの確確確確保（保（保（保（防防防防災災災災危機管理の危機管理の危機管理の危機管理の強強強強化）の化）の化）の化）の高高高高等等等等学校学校学校学校耐耐耐耐震震震震化事業でござ化事業でござ化事業でござ化事業でござ
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いますが、平成２５年度から平成２９年度をいますが、平成２５年度から平成２９年度をいますが、平成２５年度から平成２９年度をいますが、平成２５年度から平成２９年度を耐耐耐耐震震震震化化化化集集集集中中中中期期期期間として、県間として、県間として、県間として、県立立立立高校高校高校高校のののの耐耐耐耐震震震震化を化を化を化を

推進しておりまして、推進しておりまして、推進しておりまして、推進しておりまして、昨昨昨昨年度は年度は年度は年度は設設設設計を１５計を１５計を１５計を１５校校校校の２の２の２の２３３３３棟棟棟棟で、で、で、で、工工工工事を１２事を１２事を１２事を１２校校校校の１５の１５の１５の１５棟棟棟棟でそれでそれでそれでそれぞぞぞぞ

れれれれ実施実施実施実施をいたしました。をいたしました。をいたしました。をいたしました。

県県県県立立立立学校非学校非学校非学校非構構構構造部造部造部造部材材材材耐耐耐耐震震震震化化化化対対対対策事業では、県策事業では、県策事業では、県策事業では、県立立立立学校学校学校学校のののの屋屋屋屋内運動内運動内運動内運動場の照場の照場の照場の照明明明明器器器器具具具具、、、、バスケバスケバスケバスケッッッッ

トトトトゴゴゴゴールールールールなどのなどのなどのなどの非非非非構構構構造部造部造部造部材材材材のののの点点点点検検検検をををを専門専門専門専門業者に委託をしました。業者に委託をしました。業者に委託をしました。業者に委託をしました。

学学学学びのびのびのびの支支支支援援援援、、、、高高高高等等等等学校学校学校学校施設設備施設設備施設設備施設設備のののの整備整備整備整備のののの高高高高等等等等学校学校学校学校大大大大規模規模規模規模改改改改造事業でございますが、造事業でございますが、造事業でございますが、造事業でございますが、耐耐耐耐震震震震

化の化の化の化の設設設設計計計計工工工工事とあ事とあ事とあ事とあわわわわせまして、県せまして、県せまして、県せまして、県立立立立高校高校高校高校のののの老朽改修老朽改修老朽改修老朽改修として、として、として、として、屋屋屋屋上上上上防防防防水、水、水、水、外外外外壁壁壁壁改修改修改修改修などをなどをなどをなどを実実実実

施施施施いたしました。いたしました。いたしました。いたしました。

学学学学びのびのびのびの支支支支援援援援、１、特別、１、特別、１、特別、１、特別支支支支援学校援学校援学校援学校教育教育教育教育設備設備設備設備のののの充充充充実実実実の特別の特別の特別の特別支支支支援学校セ援学校セ援学校セ援学校センンンンタタタター的ー的ー的ー的機機機機能能能能等等等等充充充充実実実実事事事事

業では、ろう業では、ろう業では、ろう業では、ろう学校学校学校学校におきましてにおきましてにおきましてにおきまして補補補補聴聴聴聴器検器検器検器検査査査査装装装装置置置置のののの整備整備整備整備をををを行行行行いました。いました。いました。いました。

また、特別また、特別また、特別また、特別支支支支援学校援学校援学校援学校過過過過密密密密解消解消解消解消施設等整備施設等整備施設等整備施設等整備事業では、特別事業では、特別事業では、特別事業では、特別支支支支援学校援学校援学校援学校のののの過過過過密密密密解消解消解消解消のため、教のため、教のため、教のため、教

室及びト室及びト室及びト室及びトイイイイレレレレのののの改修改修改修改修ややややススススクールクールクールクールバスバスバスバスのののの整備整備整備整備をあをあをあをあわわわわせてせてせてせて行行行行いました。いました。いました。いました。

１８８１８８１８８１８８ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、安安安安全・全・全・全・安心安心安心安心のののの確確確確保（保（保（保（防防防防災災災災機機機機器器器器管理の管理の管理の管理の強強強強化）の特別化）の特別化）の特別化）の特別支支支支援学校援学校援学校援学校耐耐耐耐震震震震化事業で化事業で化事業で化事業で

ございますが、特別ございますが、特別ございますが、特別ございますが、特別支支支支援学校援学校援学校援学校については、県については、県については、県については、県立立立立高校高校高校高校にににに先先先先駆駆駆駆けてけてけてけて優優優優先的先的先的先的にににに耐耐耐耐震震震震化を進めてき化を進めてき化を進めてき化を進めてき

たところでございますが、たところでございますが、たところでございますが、たところでございますが、昨昨昨昨年度は年度は年度は年度は残残残残りの１りの１りの１りの１棟棟棟棟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明明明明日日日日香香香香養護学校養護学校養護学校養護学校のののの耐耐耐耐力力力力度度度度

調調調調査等査等査等査等をををを行行行行いました。このいました。このいました。このいました。この工工工工事を平成２６年度、平成２７年度に計事を平成２６年度、平成２７年度に計事を平成２６年度、平成２７年度に計事を平成２６年度、平成２７年度に計画画画画しており、特別しており、特別しており、特別しており、特別支支支支援援援援

学校学校学校学校のののの耐耐耐耐震震震震化はこれで化はこれで化はこれで化はこれで完完完完了いたします。了いたします。了いたします。了いたします。

１８９１８９１８９１８９ペーペーペーページ、中ジ、中ジ、中ジ、中学学学学生体生体生体生体力力力力向向向向上上上上支支支支援援援援事業では、中事業では、中事業では、中事業では、中学学学学生生生生のののの体体体体力力力力向向向向上を上を上を上を目的目的目的目的としたとしたとしたとした効果的効果的効果的効果的なななな

運動運動運動運動のののの研究研究研究研究開開開開発発発発をををを行行行行い、事い、事い、事い、事例例例例集集集集をををを作作作作成、成、成、成、配配配配布布布布をいたしました。をいたしました。をいたしました。をいたしました。

全国全国全国全国高校高校高校高校総総総総体体体体開催開催開催開催準備準備準備準備事業では、平成２７年度に事業では、平成２７年度に事業では、平成２７年度に事業では、平成２７年度に近近近近畿畿畿畿２２２２府府府府４県の４県の４県の４県のブロブロブロブロックックックック開催される全開催される全開催される全開催される全

国国国国高高高高等等等等学校学校学校学校総合総合総合総合体体体体育大会、育大会、育大会、育大会、イイイインンンンタタタターーーーハハハハイイイイでございますけれども、その開催でございますけれども、その開催でございますけれども、その開催でございますけれども、その開催準備準備準備準備を進めましを進めましを進めましを進めまし

た。た。た。た。

安安安安全・全・全・全・安心安心安心安心のののの確確確確保の保の保の保の紀伊半島紀伊半島紀伊半島紀伊半島大水大水大水大水害害害害のののの記記記記録学校録学校録学校録学校向向向向け教け教け教け教材材材材資資資資料料料料作作作作成事業では、成事業では、成事業では、成事業では、防防防防災災災災教育の教育の教育の教育の

ＤＤＤＤＶＶＶＶＤＤＤＤ教教教教材材材材をををを作作作作成をし、全小・中・成をし、全小・中・成をし、全小・中・成をし、全小・中・高高高高、特別、特別、特別、特別支支支支援学校援学校援学校援学校などになどになどになどに配配配配布布布布をいたしました。をいたしました。をいたしました。をいたしました。

１９０１９０１９０１９０ペーペーペーページ、観光の振興の史ジ、観光の振興の史ジ、観光の振興の史ジ、観光の振興の史跡跡跡跡・名・名・名・名勝勝勝勝飛鳥京跡飛鳥京跡飛鳥京跡飛鳥京跡苑池苑池苑池苑池整備活整備活整備活整備活用事業では、奈良の用事業では、奈良の用事業では、奈良の用事業では、奈良の歴歴歴歴史史史史展展展展

示示示示構構構構想想想想にににに基基基基づくづくづくづく整備整備整備整備といたしまして、といたしまして、といたしまして、といたしまして、飛鳥京跡飛鳥京跡飛鳥京跡飛鳥京跡苑池苑池苑池苑池のののの発発発発掘掘掘掘調調調調査査査査をををを行行行行いました。いました。いました。いました。

１９１１９１１９１１９１ペーペーペーページ、史ジ、史ジ、史ジ、史跡跡跡跡茶茶茶茶臼臼臼臼山山山山古古古古墳墳墳墳保保保保存存存存整備整備整備整備事業では、国史事業では、国史事業では、国史事業では、国史跡跡跡跡茶茶茶茶臼臼臼臼山山山山古古古古墳墳墳墳の保の保の保の保存存存存及び及び及び及び整備整備整備整備にににに

向向向向けたけたけたけた公公公公有有有有化を化を化を化を行行行行いました。いました。いました。いました。

景観・環境の保全の奈良の景観・環境の保全の奈良の景観・環境の保全の奈良の景観・環境の保全の奈良の彩彩彩彩りづくり事業では、奈良県りづくり事業では、奈良県りづくり事業では、奈良県りづくり事業では、奈良県植植植植栽栽栽栽計計計計画画画画にににに基基基基づき、国史づき、国史づき、国史づき、国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やややや奈良奈良奈良奈良豆豆豆豆比比比比古神古神古神古神社社社社の「の「の「の「樟樟樟樟のののの巨樹巨樹巨樹巨樹」の環境」の環境」の環境」の環境整備整備整備整備をををを行行行行いました。いました。いました。いました。
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１９２１９２１９２１９２ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、橿橿橿橿原原原原考考考考古古古古学研究学研究学研究学研究所所所所埋蔵埋蔵埋蔵埋蔵文文文文化化化化財収財収財収財収蔵蔵蔵蔵セセセセンンンンタタタターーーーのののの設置設置設置設置では、では、では、では、老朽老朽老朽老朽化した化した化した化した収収収収蔵蔵蔵蔵

場場場場所所所所でででで分分分分散散散散保管をしております出土保管をしております出土保管をしております出土保管をしております出土遺遺遺遺物物物物をををを宇陀宇陀宇陀宇陀市市市市のののの旧旧旧旧室室室室生生生生高校高校高校高校にににに集集集集約約約約管理をすることとし、管理をすることとし、管理をすることとし、管理をすることとし、

そのそのそのその作作作作業などを進めました。業などを進めました。業などを進めました。業などを進めました。

２１０２１０２１０２１０ペーペーペーページ、奈良県育成ジ、奈良県育成ジ、奈良県育成ジ、奈良県育成奨奨奨奨学学学学金金金金貸貸貸貸付金特別会計でございます。付金特別会計でございます。付金特別会計でございます。付金特別会計でございます。

育成育成育成育成奨奨奨奨学学学学金として、金として、金として、金として、勉勉勉勉学学学学のののの意意意意欲欲欲欲がありがありがありがあり経済的経済的経済的経済的理理理理由由由由によりによりによりにより就就就就学学学学がががが困困困困難難難難なななな高高高高等等等等学校学校学校学校などのなどのなどのなどの生生生生

徒徒徒徒７１０名に７１０名に７１０名に７１０名に対対対対しましてしましてしましてしまして奨奨奨奨学学学学金を金を金を金を貸貸貸貸与与与与いたしました。なお、いたしました。なお、いたしました。なお、いたしました。なお、貸貸貸貸与与与与者の９９者の９９者の９９者の９９％％％％がががが高校高校高校高校課程課程課程課程をををを

修修修修了するなどの成了するなどの成了するなどの成了するなどの成果果果果を上を上を上を上げげげげてございます。てございます。てございます。てございます。

以以以以上で、平成２５年度教育委員会の上で、平成２５年度教育委員会の上で、平成２５年度教育委員会の上で、平成２５年度教育委員会の主要施主要施主要施主要施策についての策についての策についての策についての説明説明説明説明をををを終わ終わ終わ終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。

よろしくごよろしくごよろしくごよろしくご審審審審議のほどお願いいたします。議のほどお願いいたします。議のほどお願いいたします。議のほどお願いいたします。

○橋本警察本部長○橋本警察本部長○橋本警察本部長○橋本警察本部長 警察本部に関係いたします歳出決算についてご警察本部に関係いたします歳出決算についてご警察本部に関係いたします歳出決算についてご警察本部に関係いたします歳出決算についてご説明説明説明説明をさせていただきをさせていただきをさせていただきをさせていただき

ます。ます。ます。ます。

「平成２５年度歳入歳出決算報告「平成２５年度歳入歳出決算報告「平成２５年度歳入歳出決算報告「平成２５年度歳入歳出決算報告書書書書」の７」の７」の７」の７ペーペーペーページ、第１１ジ、第１１ジ、第１１ジ、第１１款款款款警察費第１警察費第１警察費第１警察費第１項項項項警察管理費の警察管理費の警察管理費の警察管理費の

不用不用不用不用額額額額は、は、は、は、記載記載記載記載のとおりでございますが、これは警察職員の給のとおりでございますが、これは警察職員の給のとおりでございますが、これは警察職員の給のとおりでございますが、これは警察職員の給与等人件与等人件与等人件与等人件費の費の費の費の減減減減などによるなどによるなどによるなどによる

ものでございます。ものでございます。ものでございます。ものでございます。

第２第２第２第２項項項項警察警察警察警察活動活動活動活動費の不用費の不用費の不用費の不用額額額額につきまして、につきまして、につきまして、につきまして、記載記載記載記載のとおりののとおりののとおりののとおりの数値数値数値数値でございますが、これはでございますが、これはでございますが、これはでございますが、これは

主主主主にににに交交交交通通通通安安安安全全全全施設等整備施設等整備施設等整備施設等整備事業費の事業費の事業費の事業費の減減減減でございまして、でございまして、でございまして、でございまして、具体的具体的具体的具体的には入には入には入には入札札札札差差差差金によるものでご金によるものでご金によるものでご金によるものでご

ざいます。ざいます。ざいます。ざいます。

「平成２５年度「平成２５年度「平成２５年度「平成２５年度主要施主要施主要施主要施策の成策の成策の成策の成果果果果に関する報告に関する報告に関する報告に関する報告書書書書」の１７２」の１７２」の１７２」の１７２ペーペーペーページ、警察本部に係るジ、警察本部に係るジ、警察本部に係るジ、警察本部に係る安安安安

全・全・全・全・安心安心安心安心のののの確確確確保に関する事保に関する事保に関する事保に関する事項項項項についてごについてごについてごについてご説明説明説明説明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。

ままままずずずず、、、、防犯防犯防犯防犯アアアアドバドバドバドバイイイイザザザザーーーーのののの配置配置配置配置事業でございますが、これは地域の事業でございますが、これは地域の事業でございますが、これは地域の事業でございますが、これは地域の自主自主自主自主防犯防犯防犯防犯団体等団体等団体等団体等にににに対対対対

しまして、しまして、しまして、しまして、指指指指導導導導、、、、助助助助言言言言をををを実施実施実施実施するため、奈良警察するため、奈良警察するため、奈良警察するため、奈良警察署署署署、、、、橿橿橿橿原原原原警察警察警察警察署署署署にににに防犯防犯防犯防犯アアアアドバドバドバドバイイイイザザザザーーーーをををを継継継継

続配置続配置続配置続配置いたしたものでございます。ことしの９月にもいたしたものでございます。ことしの９月にもいたしたものでございます。ことしの９月にもいたしたものでございます。ことしの９月にも神神神神戸戸戸戸市市市市におきまして女におきまして女におきまして女におきまして女児児児児殺殺殺殺人人人人死死死死体体体体遺遺遺遺

棄棄棄棄事事事事件件件件がががが発発発発生生生生したところでございますが、県したところでございますが、県したところでございますが、県したところでございますが、県下下下下におきましても、におきましても、におきましても、におきましても、防犯防犯防犯防犯アアアアドバドバドバドバイイイイザザザザーーーーとの連との連との連との連

携携携携による通による通による通による通学学学学路路路路等等等等におけるにおけるにおけるにおける子子子子どものどものどものどもの見見見見守守守守りりりり活動等活動等活動等活動等のののの取取取取りりりり組み組み組み組みのののの強強強強化が一化が一化が一化が一層層層層期期期期待待待待されているされているされているされている

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。

１７１７１７１７３ペー３ペー３ペー３ページ、警察ジ、警察ジ、警察ジ、警察施設施設施設施設地地地地震防震防震防震防災対災対災対災対策推進事業でございます。これは、県策推進事業でございます。これは、県策推進事業でございます。これは、県策推進事業でございます。これは、県有有有有建建建建築築築築物物物物のののの耐耐耐耐

震改修震改修震改修震改修等整備プ等整備プ等整備プ等整備プロロロログラグラグラグラムムムムにににに基基基基づきまして、づきまして、づきまして、づきまして、耐耐耐耐震改修震改修震改修震改修整備整備整備整備がががが必必必必要要要要な４警察な４警察な４警察な４警察署署署署のうち、中吉野のうち、中吉野のうち、中吉野のうち、中吉野

警察警察警察警察署署署署、、、、現現現現在在在在、吉野警察、吉野警察、吉野警察、吉野警察署署署署と名と名と名と名前前前前がががが変変変変わわわわってございますが、こちらのってございますが、こちらのってございますが、こちらのってございますが、こちらの耐耐耐耐震改修震改修震改修震改修をををを実施実施実施実施させさせさせさせ

ていただいたものでございます。なお、ていただいたものでございます。なお、ていただいたものでございます。なお、ていただいたものでございます。なお、未未未未改修改修改修改修のののの郡郡郡郡山、山、山、山、高高高高田、田、田、田、生生生生駒駒駒駒のののの３３３３警察警察警察警察署署署署につきましにつきましにつきましにつきまし

ても、ても、ても、ても、順次順次順次順次改修改修改修改修等等等等をお願いさせていただくをお願いさせていただくをお願いさせていただくをお願いさせていただく予予予予定でございます。定でございます。定でございます。定でございます。



---- 66664444 ----

奈良警察奈良警察奈良警察奈良警察署署署署のののの整備整備整備整備事業でございますが、これは、平成２４年度から２事業でございますが、これは、平成２４年度から２事業でございますが、これは、平成２４年度から２事業でございますが、これは、平成２４年度から２カカカカ年計年計年計年計画画画画でででで実施実施実施実施いいいい

たしました奈良警察たしました奈良警察たしました奈良警察たしました奈良警察署署署署の本の本の本の本館館館館建建建建築築築築工工工工事などの事などの事などの事などの完完完完了をさせていただいたものでございます。了をさせていただいたものでございます。了をさせていただいたものでございます。了をさせていただいたものでございます。

これは、これは、これは、これは、耐耐耐耐震震震震機機機機能能能能をををを格格格格段段段段にににに強強強強化した、まさに県化した、まさに県化した、まさに県化した、まさに県下下下下の警察の警察の警察の警察署署署署を代を代を代を代表表表表する地域する地域する地域する地域安安安安全全全全セセセセンンンンタタタターーーーのののの

機機機機能能能能をををを有有有有する警察する警察する警察する警察署署署署としてとしてとしてとして整備整備整備整備させていただいたものでございまして、ことしのさせていただいたものでございまして、ことしのさせていただいたものでございまして、ことしのさせていただいたものでございまして、ことしの３３３３月１７月１７月１７月１７

日より日より日より日より既既既既に業務を開に業務を開に業務を開に業務を開始始始始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。

１７４１７４１７４１７４ペーペーペーページ、大ジ、大ジ、大ジ、大震震震震災等災等災等災等大大大大規模災害対規模災害対規模災害対規模災害対策の推進事業でございますが、これは、大和川策の推進事業でございますが、これは、大和川策の推進事業でございますが、これは、大和川策の推進事業でございますが、これは、大和川流流流流

域を域を域を域を重点重点重点重点といたしまして、１４７といたしまして、１４７といたしまして、１４７といたしまして、１４７カ所カ所カ所カ所のののの交番交番交番交番、、、、駐駐駐駐在在在在所所所所に水に水に水に水害対害対害対害対策用資機策用資機策用資機策用資機材材材材でありますでありますでありますでありますライライライライ

フフフフジジジジャャャャケケケケッッッットなどをトなどをトなどをトなどを整備整備整備整備したものでございます。また、県したものでございます。また、県したものでございます。また、県したものでございます。また、県下下下下全ての全ての全ての全ての交番交番交番交番、、、、駐駐駐駐在在在在所所所所にににに災害災害災害災害用用用用

救救救救助助助助工工工工具具具具セセセセッッッットのトのトのトの整備整備整備整備もこれをもってもこれをもってもこれをもってもこれをもって完完完完了させていただいたところでございます。了させていただいたところでございます。了させていただいたところでございます。了させていただいたところでございます。

１１１１犯罪抑止犯罪抑止犯罪抑止犯罪抑止対対対対策の保策の保策の保策の保護護護護対対対対策の策の策の策の強強強強化事業でございますが、これは、化事業でございますが、これは、化事業でございますが、これは、化事業でございますが、これは、暴暴暴暴力力力力団団団団による事による事による事による事件件件件被被被被害害害害

者などの者などの者などの者などの安安安安全全全全確確確確保を保を保を保を図図図図るための資機るための資機るための資機るための資機材材材材といたしまして、といたしまして、といたしまして、といたしまして、被被被被害害害害者のご者のご者のご者のご自自自自宅宅宅宅、あるいは職場な、あるいは職場な、あるいは職場な、あるいは職場な

どにどにどにどに緊急的緊急的緊急的緊急的にににに設置設置設置設置可可可可能能能能なななな映像記映像記映像記映像記録録録録装装装装置置置置２２２２基基基基をををを整備整備整備整備させていただいたものでございます。させていただいたものでございます。させていただいたものでございます。させていただいたものでございます。

１７５１７５１７５１７５ペーペーペーページ、２ジ、２ジ、２ジ、２交交交交通事通事通事通事故抑止故抑止故抑止故抑止対対対対策の推進のうち、策の推進のうち、策の推進のうち、策の推進のうち、交交交交通通通通安安安安全全全全施設等整備施設等整備施設等整備施設等整備事業でございま事業でございま事業でございま事業でございま

すが、これは、すが、これは、すが、これは、すが、これは、交交交交通管通管通管通管制制制制集集集集中中中中制制制制御御御御機の機の機の機の更新更新更新更新やややや信信信信号機の号機の号機の号機の新新新新設設設設、、、、改改改改良などの良などの良などの良などの安安安安全全全全対対対対策事業に加策事業に加策事業に加策事業に加

ええええまして、道まして、道まして、道まして、道路路路路管理者と一管理者と一管理者と一管理者と一体体体体となってとなってとなってとなって渋渋渋渋滞滞滞滞対対対対策を策を策を策を行行行行うためのうためのうためのうための円円円円滑滑滑滑化化化化対対対対策を策を策を策を行行行行ったものでごったものでごったものでごったものでご

ざいます。ざいます。ざいます。ざいます。

以以以以上、平成２５年度警察本部上、平成２５年度警察本部上、平成２５年度警察本部上、平成２５年度警察本部所所所所管の管の管の管の主要施主要施主要施主要施策についての策についての策についての策についての説明説明説明説明をををを終わ終わ終わ終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。

ごごごご審審審審議のほどよろしくお願い申し上議のほどよろしくお願い申し上議のほどよろしくお願い申し上議のほどよろしくお願い申し上げげげげます。ます。ます。ます。

○国中委員長○国中委員長○国中委員長○国中委員長 どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。以以以以上をもって議案の上をもって議案の上をもって議案の上をもって議案の説明説明説明説明をををを終わ終わ終わ終わります。ります。ります。ります。

次回次回次回次回、１０月９日木、１０月９日木、１０月９日木、１０月９日木曜曜曜曜日は、日は、日は、日は、午午午午前前前前１０１０１０１０時時時時より、歳入、総務部、産業・雇用振興部のより、歳入、総務部、産業・雇用振興部のより、歳入、総務部、産業・雇用振興部のより、歳入、総務部、産業・雇用振興部の審査審査審査審査

をををを行行行行い、そのい、そのい、そのい、その終終終終了了了了後後後後、くらし創造部、景観・環境局、農林部、警察本部の、くらし創造部、景観・環境局、農林部、警察本部の、くらし創造部、景観・環境局、農林部、警察本部の、くらし創造部、景観・環境局、農林部、警察本部の審査審査審査審査をををを行行行行いますいますいますいます

ので、よろしくお願いいたします。ので、よろしくお願いいたします。ので、よろしくお願いいたします。ので、よろしくお願いいたします。

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わ終わ終わ終わります。ります。ります。ります。


