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決 算 審 査 特 別 委 員 会 記 録決 算 審 査 特 別 委 員 会 記 録決 算 審 査 特 別 委 員 会 記 録決 算 審 査 特 別 委 員 会 記 録

＜くらし創造部、景観・環境局、農林部、警察本部＞＜くらし創造部、景観・環境局、農林部、警察本部＞＜くらし創造部、景観・環境局、農林部、警察本部＞＜くらし創造部、景観・環境局、農林部、警察本部＞

開催日時開催日時開催日時開催日時 平成２６年１０月９日（木） １３：３２～１５：４５平成２６年１０月９日（木） １３：３２～１５：４５平成２６年１０月９日（木） １３：３２～１５：４５平成２６年１０月９日（木） １３：３２～１５：４５

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

出席委員出席委員出席委員出席委員 １１名１１名１１名１１名

国中 憲治 委員長国中 憲治 委員長国中 憲治 委員長国中 憲治 委員長

小泉 米造 副委員長小泉 米造 副委員長小泉 米造 副委員長小泉 米造 副委員長

宮木 健一 委員宮木 健一 委員宮木 健一 委員宮木 健一 委員

猪奥 美里 委員猪奥 美里 委員猪奥 美里 委員猪奥 美里 委員

小林 照代 委員小林 照代 委員小林 照代 委員小林 照代 委員

大坪 宏通 委員大坪 宏通 委員大坪 宏通 委員大坪 宏通 委員

岡 史朗 委員岡 史朗 委員岡 史朗 委員岡 史朗 委員

中野 雅史 委員中野 雅史 委員中野 雅史 委員中野 雅史 委員

岩田 国夫 委員岩田 国夫 委員岩田 国夫 委員岩田 国夫 委員

森川 喜之 委員森川 喜之 委員森川 喜之 委員森川 喜之 委員

和田 恵治 委員和田 恵治 委員和田 恵治 委員和田 恵治 委員

欠席委員欠席委員欠席委員欠席委員 なしなしなしなし

出席理事者出席理事者出席理事者出席理事者 奥田 副知事奥田 副知事奥田 副知事奥田 副知事

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）

浪越 総務部長浪越 総務部長浪越 総務部長浪越 総務部長

福谷 農林部長福谷 農林部長福谷 農林部長福谷 農林部長

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

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

薮内 生活安全部長薮内 生活安全部長薮内 生活安全部長薮内 生活安全部長

萬谷 刑事部長萬谷 刑事部長萬谷 刑事部長萬谷 刑事部長

大森 交通部長大森 交通部長大森 交通部長大森 交通部長

林 警備部長林 警備部長林 警備部長林 警備部長

柘植 警務部長柘植 警務部長柘植 警務部長柘植 警務部長

ほか、関係職員ほか、関係職員ほか、関係職員ほか、関係職員

傍 聴 者傍 聴 者傍 聴 者傍 聴 者 なしなしなしなし
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議 事議 事議 事議 事 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

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 引き続いて、ただいまから会議を再開いたします。引き続いて、ただいまから会議を再開いたします。引き続いて、ただいまから会議を再開いたします。引き続いて、ただいまから会議を再開いたします。

日程に従い、くらし創造部、景観・環境局、農林部、警察本部の審査を行います。日程に従い、くらし創造部、景観・環境局、農林部、警察本部の審査を行います。日程に従い、くらし創造部、景観・環境局、農林部、警察本部の審査を行います。日程に従い、くらし創造部、景観・環境局、農林部、警察本部の審査を行います。

これより質疑に入ります。その他の事項も含めて、質疑があればご発言を願います。これより質疑に入ります。その他の事項も含めて、質疑があればご発言を願います。これより質疑に入ります。その他の事項も含めて、質疑があればご発言を願います。これより質疑に入ります。その他の事項も含めて、質疑があればご発言を願います。

なお、理事者の皆さんには、問われたことに対して簡潔に、また質問者にもそのようななお、理事者の皆さんには、問われたことに対して簡潔に、また質問者にもそのようななお、理事者の皆さんには、問われたことに対して簡潔に、また質問者にもそのようななお、理事者の皆さんには、問われたことに対して簡潔に、また質問者にもそのような

ことでご協力を願いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ことでご協力を願いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ことでご協力を願いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ことでご協力を願いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

それでは、発言をお願いいたします。それでは、発言をお願いいたします。それでは、発言をお願いいたします。それでは、発言をお願いいたします。

○和田委員○和田委員○和田委員○和田委員 簡潔明瞭に質問をいたします。４点にわたって質問をさせていただきます。簡潔明瞭に質問をいたします。４点にわたって質問をさせていただきます。簡潔明瞭に質問をいたします。４点にわたって質問をさせていただきます。簡潔明瞭に質問をいたします。４点にわたって質問をさせていただきます。

まず、くらし創造部に対してですが、トップアスリートの活用事業でございますまず、くらし創造部に対してですが、トップアスリートの活用事業でございますまず、くらし創造部に対してですが、トップアスリートの活用事業でございますまず、くらし創造部に対してですが、トップアスリートの活用事業でございます。。。。「平「平「平「平

成２５年度主要施策の成果に関する報告書成２５年度主要施策の成果に関する報告書成２５年度主要施策の成果に関する報告書成２５年度主要施策の成果に関する報告書」」」」、９２ページに関係します。来年１月に奈良、９２ページに関係します。来年１月に奈良、９２ページに関係します。来年１月に奈良、９２ページに関係します。来年１月に奈良

県が相撲発祥の地ということを全国にアピールするということで、大相撲初場所で奈良県県が相撲発祥の地ということを全国にアピールするということで、大相撲初場所で奈良県県が相撲発祥の地ということを全国にアピールするということで、大相撲初場所で奈良県県が相撲発祥の地ということを全国にアピールするということで、大相撲初場所で奈良県

知事賞を贈ることになりました。非常にすばらしいアイデアでびっくりしております。知事賞を贈ることになりました。非常にすばらしいアイデアでびっくりしております。知事賞を贈ることになりました。非常にすばらしいアイデアでびっくりしております。知事賞を贈ることになりました。非常にすばらしいアイデアでびっくりしております。

そのような形で、もちろん観光振興、地域振興に役立つということで大和野菜などいろそのような形で、もちろん観光振興、地域振興に役立つということで大和野菜などいろそのような形で、もちろん観光振興、地域振興に役立つということで大和野菜などいろそのような形で、もちろん観光振興、地域振興に役立つということで大和野菜などいろ

いろなものも優勝力士にお渡しして、奈良県の特産物を広めていく取り組いろなものも優勝力士にお渡しして、奈良県の特産物を広めていく取り組いろなものも優勝力士にお渡しして、奈良県の特産物を広めていく取り組いろなものも優勝力士にお渡しして、奈良県の特産物を広めていく取り組みみみみをされるわをされるわをされるわをされるわけけけけ

です。県内において、さらにスです。県内において、さらにスです。県内において、さらにスです。県内において、さらにスポポポポーーーーツツツツ振興を振興を振興を振興を頑張頑張頑張頑張ろうとトップアスリート活用事業をろうとトップアスリート活用事業をろうとトップアスリート活用事業をろうとトップアスリート活用事業を推進推進推進推進

されているわされているわされているわされているわけけけけでございます。来年１月からの奈良県知事賞にちなんで、奈良県内においでございます。来年１月からの奈良県知事賞にちなんで、奈良県内においでございます。来年１月からの奈良県知事賞にちなんで、奈良県内においでございます。来年１月からの奈良県知事賞にちなんで、奈良県内におい

ても県出ても県出ても県出ても県出身身身身の相撲力士なども交の相撲力士なども交の相撲力士なども交の相撲力士なども交ええええて、そして奈良県相撲て、そして奈良県相撲て、そして奈良県相撲て、そして奈良県相撲連盟連盟連盟連盟というというというという団体団体団体団体もございますから、もございますから、もございますから、もございますから、

それらのそれらのそれらのそれらの団体団体団体団体の関係者を含めて、の関係者を含めて、の関係者を含めて、の関係者を含めて、何何何何か奈良県として相撲振興、スか奈良県として相撲振興、スか奈良県として相撲振興、スか奈良県として相撲振興、スポポポポーーーーツツツツ振興、地域振興、振興、地域振興、振興、地域振興、振興、地域振興、

そういうことのイそういうことのイそういうことのイそういうことのイベンベンベンベント立ト立ト立ト立案案案案はできないものだろうかとおはできないものだろうかとおはできないものだろうかとおはできないものだろうかとお尋ね尋ね尋ね尋ねしておきたいと思います。しておきたいと思います。しておきたいと思います。しておきたいと思います。

それから、農林部に対してですが、６それから、農林部に対してですが、６それから、農林部に対してですが、６それから、農林部に対してですが、６次次次次産業の産業の産業の産業の加工品加工品加工品加工品を奈良県としてしっかりとを奈良県としてしっかりとを奈良県としてしっかりとを奈良県としてしっかりと応援応援応援応援をををを

しながら、特産物を奈良のしながら、特産物を奈良のしながら、特産物を奈良のしながら、特産物を奈良のブランドブランドブランドブランドとしてとしてとしてとして売売売売り出そうと非常にり出そうと非常にり出そうと非常にり出そうと非常に積極的積極的積極的積極的な取り組な取り組な取り組な取り組みみみみをされてをされてをされてをされて

おります。これもこれまでにないおります。これもこれまでにないおります。これもこれまでにないおります。これもこれまでにない方向転換方向転換方向転換方向転換ということで、非常にということで、非常にということで、非常にということで、非常に評価評価評価評価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。

そのような中で、この奈良の名物、名産そのような中で、この奈良の名物、名産そのような中で、この奈良の名物、名産そのような中で、この奈良の名物、名産品づ品づ品づ品づくりくりくりくりやヒやヒやヒやヒットットットット商品づ商品づ商品づ商品づくりのくりのくりのくりの促進促進促進促進で、それらで、それらで、それらで、それら

のののの商品商品商品商品のののの販路拡張販路拡張販路拡張販路拡張のののの機機機機会をどんどん会をどんどん会をどんどん会をどんどん今今今今つくり出されているものをつくり出されているものをつくり出されているものをつくり出されているものを提供提供提供提供していく、そのしていく、そのしていく、そのしていく、その販路販路販路販路

拡張拡張拡張拡張のためにのためにのためにのために販売販売販売販売場所を場所を場所を場所を提供提供提供提供できるように、奈良県としてできるように、奈良県としてできるように、奈良県としてできるように、奈良県として考え考え考え考えていていていていけけけけないものだろうか。ないものだろうか。ないものだろうか。ないものだろうか。

そのためには、どんなそのためには、どんなそのためには、どんなそのためには、どんな加工品加工品加工品加工品がががが今今今今、奈良県内で、奈良県内で、奈良県内で、奈良県内で新新新新しく生しく生しく生しく生みみみみ出されているのかをしっかりと出されているのかをしっかりと出されているのかをしっかりと出されているのかをしっかりと

把握把握把握把握するするするする必必必必要があるのではないか。そして、要があるのではないか。そして、要があるのではないか。そして、要があるのではないか。そして、把握把握把握把握したもので、したもので、したもので、したもので、何何何何でもかんでもまずは出しでもかんでもまずは出しでもかんでもまずは出しでもかんでもまずは出し

て、そして、その中でて、そして、その中でて、そして、その中でて、そして、その中で売売売売れないものはさらにれないものはさらにれないものはさらにれないものはさらに研究研究研究研究をををを重ね重ね重ね重ねてもらう。てもらう。てもらう。てもらう。売売売売れるものはれるものはれるものはれるものはヒヒヒヒットットットット商商商商

品品品品として成長すれば、それでよしというようなことで６として成長すれば、それでよしというようなことで６として成長すれば、それでよしというようなことで６として成長すれば、それでよしというようなことで６次次次次産業の産業の産業の産業の加工品加工品加工品加工品のののの育育育育成をするとい成をするとい成をするとい成をするとい
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うこと、そのためには、うこと、そのためには、うこと、そのためには、うこと、そのためには、消費消費消費消費者と者と者と者と接触接触接触接触できるできるできるできる販売販売販売販売の場所をの場所をの場所をの場所を確保確保確保確保すると。すると。すると。すると。午前午前午前午前中の決算審査中の決算審査中の決算審査中の決算審査

特特特特別別別別委員会中で、３００委員会中で、３００委員会中で、３００委員会中で、３００余余余余りのスーりのスーりのスーりのスーパパパパーーーーや百貨店や百貨店や百貨店や百貨店とととと連携連携連携連携しながらどうのこうのということしながらどうのこうのということしながらどうのこうのということしながらどうのこうのということ

で、いろいろなで、いろいろなで、いろいろなで、いろいろな話話話話をされておりました。このをされておりました。このをされておりました。このをされておりました。この方面方面方面方面でもアでもアでもアでもアンテナションテナションテナションテナショップなどをップなどをップなどをップなどを確保確保確保確保するとするとするとすると

か、いろいろなか、いろいろなか、いろいろなか、いろいろな方法方法方法方法があると思いますが、６があると思いますが、６があると思いますが、６があると思いますが、６次次次次産業産業産業産業加工品加工品加工品加工品のののの育育育育成のために対策は成のために対策は成のために対策は成のために対策は考え考え考え考えられられられられ

ないのかどうかおないのかどうかおないのかどうかおないのかどうかお尋ね尋ね尋ね尋ねしたい。したい。したい。したい。

２つ２つ２つ２つ目目目目ですが、農ですが、農ですが、農ですが、農村資源村資源村資源村資源を活用したを活用したを活用したを活用した彩彩彩彩りりりりづづづづくり事業です。これは１２０ページに関係しくり事業です。これは１２０ページに関係しくり事業です。これは１２０ページに関係しくり事業です。これは１２０ページに関係し

ますが、景観・環境局のますが、景観・環境局のますが、景観・環境局のますが、景観・環境局の分分分分野で奈良県の植野で奈良県の植野で奈良県の植野で奈良県の植栽栽栽栽計計計計画画画画がございます。がございます。がございます。がございます。記紀記紀記紀記紀・・・・万葉万葉万葉万葉ププププロロロロジジジジェクェクェクェクトトトト

事業にも関事業にも関事業にも関事業にも関連連連連してしてしてして聞聞聞聞くのですが、山のくのですが、山のくのですが、山のくのですが、山の辺辺辺辺のののの道道道道のののの整整整整備をしっかり備をしっかり備をしっかり備をしっかりややややろうということでございろうということでございろうということでございろうということでござい

ます。これは農林部の事業となっておりますが、観光振興にもかかわるし、景観ます。これは農林部の事業となっておりますが、観光振興にもかかわるし、景観ます。これは農林部の事業となっておりますが、観光振興にもかかわるし、景観ます。これは農林部の事業となっておりますが、観光振興にもかかわるし、景観づづづづくりとくりとくりとくりと

いうことでも大いうことでも大いうことでも大いうことでも大変重変重変重変重要な取り組要な取り組要な取り組要な取り組みみみみです。しかも、山のです。しかも、山のです。しかも、山のです。しかも、山の辺辺辺辺のののの道道道道は、奈良県の中は、奈良県の中は、奈良県の中は、奈良県の中南南南南部の活部の活部の活部の活性化性化性化性化

のための観光振興ののための観光振興ののための観光振興ののための観光振興の資源資源資源資源でございます、そういうことから、さらに一でございます、そういうことから、さらに一でございます、そういうことから、さらに一でございます、そういうことから、さらに一段段段段とととと磨磨磨磨きをかきをかきをかきをかけけけけるるるる重重重重

要要要要性性性性は認は認は認は認識識識識されているものと思いますが、山のされているものと思いますが、山のされているものと思いますが、山のされているものと思いますが、山の辺辺辺辺のののの道道道道のののの整整整整備にかかわる備にかかわる備にかかわる備にかかわる団体や団体や団体や団体や地域との地域との地域との地域との連連連連

携携携携をどのようにをどのようにをどのようにをどのように進進進進められているのかおめられているのかおめられているのかおめられているのかお教え教え教え教えいただきたい。いただきたい。いただきたい。いただきたい。

そしてまた、山のそしてまた、山のそしてまた、山のそしてまた、山の辺辺辺辺のののの道道道道のののの周辺周辺周辺周辺の、農の、農の、農の、農村村村村のののの資源資源資源資源ということですが、農ということですが、農ということですが、農ということですが、農村村村村においてはにおいてはにおいてはにおいては今今今今、、、、

耕作放棄耕作放棄耕作放棄耕作放棄地がたくさんございます。県が所地がたくさんございます。県が所地がたくさんございます。県が所地がたくさんございます。県が所有有有有するするするする土土土土地も山の地も山の地も山の地も山の辺辺辺辺のののの道道道道のののの周辺周辺周辺周辺にいろいろござにいろいろござにいろいろござにいろいろござ

います。その管理のいます。その管理のいます。その管理のいます。その管理の状態状態状態状態がどうなっているのかをおがどうなっているのかをおがどうなっているのかをおがどうなっているのかをお示示示示しいただきたいということです。しいただきたいということです。しいただきたいということです。しいただきたいということです。

それから３点それから３点それから３点それから３点目目目目、１２５ページ、県産、１２５ページ、県産、１２５ページ、県産、１２５ページ、県産材材材材生産生産生産生産促進促進促進促進事業は特に事業は特に事業は特に事業は特に間伐材間伐材間伐材間伐材にににに焦焦焦焦点を点を点を点を当当当当てておりてておりてておりてており

ますが、この事業にますが、この事業にますが、この事業にますが、この事業に私私私私はははは期待期待期待期待をををを寄寄寄寄せたいと思うのです。せたいと思うのです。せたいと思うのです。せたいと思うのです。間伐間伐間伐間伐するということは山林するということは山林するということは山林するということは山林整整整整備だ備だ備だ備だ

ということですということですということですということですけけけけれども、あわせてこれを山林れども、あわせてこれを山林れども、あわせてこれを山林れども、あわせてこれを山林整整整整備で備で備で備で間伐間伐間伐間伐される、される、される、される、間伐材間伐材間伐材間伐材が生まれてくる。が生まれてくる。が生まれてくる。が生まれてくる。

そうすると、そうすると、そうすると、そうすると、建築建築建築建築用の用の用の用の資材資材資材資材ではないから、ではないから、ではないから、ではないから、当然価値当然価値当然価値当然価値のほとんどないものとのほとんどないものとのほとんどないものとのほとんどないものと今今今今までまでまでまでみみみみなされなされなされなされ

ていたていたていたていたけけけけれども、ここに木質れども、ここに木質れども、ここに木質れども、ここに木質ババババイイイイオマオマオマオマス発ス発ス発ス発電電電電だとかペだとかペだとかペだとかペレレレレットにしてストーットにしてストーットにしてストーットにしてストーブブブブのののの燃料燃料燃料燃料にしよにしよにしよにしよ

うかとか、あるいはうかとか、あるいはうかとか、あるいはうかとか、あるいはビニビニビニビニールールールールハウハウハウハウスなどに活用していこうではないかというようなことがスなどに活用していこうではないかというようなことがスなどに活用していこうではないかというようなことがスなどに活用していこうではないかというようなことが

出てきたものだから、もは出てきたものだから、もは出てきたものだから、もは出てきたものだから、もはや間伐材や間伐材や間伐材や間伐材はははは無価値無価値無価値無価値のものではなくて、のものではなくて、のものではなくて、のものではなくて、価値価値価値価値あるあるあるある商品商品商品商品となってきとなってきとなってきとなってき

た。だから、認た。だから、認た。だから、認た。だから、認識識識識をををを変え変え変え変えたいと思う。たいと思う。たいと思う。たいと思う。間伐材間伐材間伐材間伐材はははは金金金金にならないのではなくて、にならないのではなくて、にならないのではなくて、にならないのではなくて、商品商品商品商品としてきとしてきとしてきとしてき

ちんとちんとちんとちんと価値価値価値価値をををを持持持持つものだというように認つものだというように認つものだというように認つものだというように認識識識識のののの転換転換転換転換をして、をして、をして、をして、間伐材や端材間伐材や端材間伐材や端材間伐材や端材を再生を再生を再生を再生可能エネ可能エネ可能エネ可能エネルルルル

ギギギギーのために生かしていくことをーのために生かしていくことをーのために生かしていくことをーのために生かしていくことを考え考え考え考えるるるる必必必必要があると思います。そういう要があると思います。そういう要があると思います。そういう要があると思います。そういう意味意味意味意味で、で、で、で、間伐材間伐材間伐材間伐材

を生を生を生を生みみみみ出すため、出すため、出すため、出すため、間伐材間伐材間伐材間伐材のののの確保確保確保確保にににに向け向け向け向けたたたた支援措置支援措置支援措置支援措置はどういうはどういうはどういうはどういう状況状況状況状況なのか、県産なのか、県産なのか、県産なのか、県産材材材材生産生産生産生産促進促進促進促進

事業にかかわって事業にかかわって事業にかかわって事業にかかわって現状現状現状現状をおをおをおをお示示示示しいただきたいと思います。しいただきたいと思います。しいただきたいと思います。しいただきたいと思います。

それから、警察本部におそれから、警察本部におそれから、警察本部におそれから、警察本部にお尋ね尋ね尋ね尋ねをいたします。警察本部には、認知をいたします。警察本部には、認知をいたします。警察本部には、認知をいたします。警察本部には、認知症症症症の対策についておの対策についておの対策についておの対策についてお尋尋尋尋

ねねねねをしたいのです。をしたいのです。をしたいのです。をしたいのです。最近最近最近最近、認知、認知、認知、認知症症症症のののの有病有病有病有病者、疑わしき者、疑わしき者、疑わしき者、疑わしき人人人人も含めたならば、日本国も含めたならば、日本国も含めたならば、日本国も含めたならば、日本国民民民民のうちのうちのうちのうち



---- 4444 ----

８００８００８００８００万人万人万人万人であると、２０１２年度のであると、２０１２年度のであると、２０１２年度のであると、２０１２年度の推推推推計で出ております。８００計で出ております。８００計で出ております。８００計で出ております。８００万人万人万人万人、これはすごい、これはすごい、これはすごい、これはすごい勢勢勢勢

いです。これからますますいです。これからますますいです。これからますますいです。これからますます超高齢社超高齢社超高齢社超高齢社会を会を会を会を迎え迎え迎え迎えていくわていくわていくわていくわけけけけですから、さらにですから、さらにですから、さらにですから、さらにふえふえふえふえていくでしていくでしていくでしていくでし

ょょょょう。う。う。う。

そのような中で、そのような中で、そのような中で、そのような中で、徘回徘回徘回徘回など行など行など行など行方不方不方不方不明者が続出しており、中には明者が続出しており、中には明者が続出しており、中には明者が続出しており、中には犯罪犯罪犯罪犯罪にににに巻巻巻巻きききき込込込込まれるまれるまれるまれるケケケケーーーー

スがスがスがスが多々多々多々多々あるということが報あるということが報あるということが報あるということが報道道道道されております。認知されております。認知されております。認知されております。認知症症症症の行の行の行の行方不方不方不方不明者は、まず、警察明者は、まず、警察明者は、まず、警察明者は、まず、警察へ捜へ捜へ捜へ捜

索索索索願が出ます。そして、願が出ます。そして、願が出ます。そして、願が出ます。そして、捜索捜索捜索捜索願が出る願が出る願が出る願が出るけけけけれども、警察れども、警察れども、警察れども、警察署署署署の管内で発の管内で発の管内で発の管内で発見見見見ができなかったならができなかったならができなかったならができなかったなら

ほかの管内ほかの管内ほかの管内ほかの管内へへへへ、発、発、発、発見見見見できたならばできたならばできたならばできたならば家族へ家族へ家族へ家族へとととと連絡連絡連絡連絡をとってをとってをとってをとって返返返返す。す。す。す。身寄身寄身寄身寄りがいなりがいなりがいなりがいなけけけければ、そのれば、そのれば、そのれば、その

認知認知認知認知症症症症の対策はそのの対策はそのの対策はそのの対策はその当該当該当該当該のののの自自自自治治治治体体体体で対で対で対で対応応応応するということになるでしするということになるでしするということになるでしするということになるでしょょょょう。いずれにいたしう。いずれにいたしう。いずれにいたしう。いずれにいたし

ましても、行ましても、行ましても、行ましても、行方不方不方不方不明者にかかわっては、警察がまず主となって、地明者にかかわっては、警察がまず主となって、地明者にかかわっては、警察がまず主となって、地明者にかかわっては、警察がまず主となって、地方自方自方自方自治治治治体体体体とのとのとのとの連携連携連携連携がががが必必必必

要ではないかと思います。要ではないかと思います。要ではないかと思います。要ではないかと思います。

その点で、その点で、その点で、その点で、具体的具体的具体的具体的におにおにおにお尋ね尋ね尋ね尋ねしたいのは、奈良県におしたいのは、奈良県におしたいのは、奈良県におしたいのは、奈良県におけけけける認知る認知る認知る認知症症症症行行行行方不方不方不方不明者の明者の明者の明者の現状現状現状現状はどうはどうはどうはどう

なのか。なのか。なのか。なのか。次次次次に、認知に、認知に、認知に、認知症症症症のののの高齢高齢高齢高齢者が行者が行者が行者が行方不方不方不方不明になったと明になったと明になったと明になったと届届届届出を出を出を出を受受受受理した場理した場理した場理した場合合合合に、警察の対に、警察の対に、警察の対に、警察の対応応応応

にこれまででにこれまででにこれまででにこれまでで課題課題課題課題はなかったのかどうか。それから、はなかったのかどうか。それから、はなかったのかどうか。それから、はなかったのかどうか。それから、先先先先ほども言いましたが、警察が認知ほども言いましたが、警察が認知ほども言いましたが、警察が認知ほども言いましたが、警察が認知

症症症症のののの高齢高齢高齢高齢者を発者を発者を発者を発見見見見、、、、保護保護保護保護したとき、警察の対したとき、警察の対したとき、警察の対したとき、警察の対応や自応や自応や自応や自治治治治体体体体とのとのとのとの連携連携連携連携はどうなのか、この点にはどうなのか、この点にはどうなのか、この点にはどうなのか、この点に

ついておついておついておついてお考え考え考え考えをををを示示示示していただきたい。していただきたい。していただきたい。していただきたい。以上以上以上以上。。。。

○塩見スポーツ振興課長○塩見スポーツ振興課長○塩見スポーツ振興課長○塩見スポーツ振興課長 トップアスリートの活用と、特にトップアスリートの活用と、特にトップアスリートの活用と、特にトップアスリートの活用と、特に今今今今年度の大相撲を活用した県年度の大相撲を活用した県年度の大相撲を活用した県年度の大相撲を活用した県

ののののＰＲＰＲＰＲＰＲ事業にあわせて、取り組事業にあわせて、取り組事業にあわせて、取り組事業にあわせて、取り組みみみみはどうかというご質問かと思います。はどうかというご質問かと思います。はどうかというご質問かと思います。はどうかというご質問かと思います。

まず、トップアスリートの活用事業につきましては、プまず、トップアスリートの活用事業につきましては、プまず、トップアスリートの活用事業につきましては、プまず、トップアスリートの活用事業につきましては、プロロロロススススポポポポーーーーツツツツなどで活などで活などで活などで活躍躍躍躍するトッするトッするトッするトッ

プアスリートとの交プアスリートとの交プアスリートとの交プアスリートとの交流流流流イイイイベンベンベンベントトトトややややススススポポポポーーーーツ教ツ教ツ教ツ教室を通して室を通して室を通して室を通して子子子子どもたちにスどもたちにスどもたちにスどもたちにスポポポポーーーーツへツへツへツへのののの憧憧憧憧れれれれやややや

感動感動感動感動をををを与え与え与え与える、スる、スる、スる、スポポポポーーーーツツツツをををを始始始始めるきっかめるきっかめるきっかめるきっかけづけづけづけづくりを行って、スくりを行って、スくりを行って、スくりを行って、スポポポポーーーーツ人口ツ人口ツ人口ツ人口のののの増加増加増加増加と県のスと県のスと県のスと県のス

ポポポポーーーーツツツツ振興を振興を振興を振興を図図図図るということをるということをるということをるということを目的目的目的目的にした事業でございます。にした事業でございます。にした事業でございます。にした事業でございます。今今今今年度につきましては、年度につきましては、年度につきましては、年度につきましては、ササササ

ッッッッカカカカー、ー、ー、ー、水泳水泳水泳水泳、それから野、それから野、それから野、それから野球球球球に関するに関するに関するに関する教教教教室事業を室事業を室事業を室事業を実実実実施しているところでございます。施しているところでございます。施しているところでございます。施しているところでございます。

また、奈良県は相撲発祥の地として、ほかの県にはないまた、奈良県は相撲発祥の地として、ほかの県にはないまた、奈良県は相撲発祥の地として、ほかの県にはないまた、奈良県は相撲発祥の地として、ほかの県にはない深深深深いつながりがございます。こいつながりがございます。こいつながりがございます。こいつながりがございます。こ

うしたうしたうしたうした背背背背景をもとに、相撲とのつながりを生かして奈良県を景をもとに、相撲とのつながりを生かして奈良県を景をもとに、相撲とのつながりを生かして奈良県を景をもとに、相撲とのつながりを生かして奈良県をＰＲＰＲＰＲＰＲすることをすることをすることをすることを目的目的目的目的に、に、に、に、今今今今年年年年

度大相撲を活用した奈良県度大相撲を活用した奈良県度大相撲を活用した奈良県度大相撲を活用した奈良県ＰＲＰＲＰＲＰＲ事業を事業を事業を事業を実実実実施することとしまして、来年の１月、施することとしまして、来年の１月、施することとしまして、来年の１月、施することとしまして、来年の１月、東京東京東京東京の大相の大相の大相の大相

撲初場所で、撲初場所で、撲初場所で、撲初場所で、幕幕幕幕内内内内最高最高最高最高優勝力士に対し奈良県知事賞を贈優勝力士に対し奈良県知事賞を贈優勝力士に対し奈良県知事賞を贈優勝力士に対し奈良県知事賞を贈呈呈呈呈するするするする予予予予定でございます。このこ定でございます。このこ定でございます。このこ定でございます。このこ

とにより、奈良県は相撲の発祥の地、相撲のとにより、奈良県は相撲の発祥の地、相撲のとにより、奈良県は相撲の発祥の地、相撲のとにより、奈良県は相撲の発祥の地、相撲の歴歴歴歴史の史の史の史の始始始始まりの地であることをまりの地であることをまりの地であることをまりの地であることを改改改改めて全国にめて全国にめて全国にめて全国に

アピールしたいとアピールしたいとアピールしたいとアピールしたいと考え考え考え考えております。また、副賞といたしましては、奈良県産のております。また、副賞といたしましては、奈良県産のております。また、副賞といたしましては、奈良県産のております。また、副賞といたしましては、奈良県産の食材食材食材食材ををををふふふふんんんん

だんにだんにだんにだんに使使使使いましたちいましたちいましたちいましたちゃゃゃゃんこ大和んこ大和んこ大和んこ大和づづづづくしを贈くしを贈くしを贈くしを贈呈呈呈呈しまして、奈良県特産しまして、奈良県特産しまして、奈良県特産しまして、奈良県特産品品品品ののののＰＲＰＲＰＲＰＲも行ってまいも行ってまいも行ってまいも行ってまい

りたいと思っております。りたいと思っております。りたいと思っております。りたいと思っております。
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今後今後今後今後、知事賞贈、知事賞贈、知事賞贈、知事賞贈呈呈呈呈をををを契機契機契機契機といたしまして、日本相撲協会との関係もといたしまして、日本相撲協会との関係もといたしまして、日本相撲協会との関係もといたしまして、日本相撲協会との関係も深深深深まるとまるとまるとまると考え考え考え考えておりておりておりており

ます。日本相撲協会の協力をます。日本相撲協会の協力をます。日本相撲協会の協力をます。日本相撲協会の協力を得得得得ながらながらながらながら今後今後今後今後どのような取り組どのような取り組どのような取り組どのような取り組みみみみができるのかができるのかができるのかができるのか検討検討検討検討してまいしてまいしてまいしてまい

りたいと思います。りたいと思います。りたいと思います。りたいと思います。以上以上以上以上でございます。でございます。でございます。でございます。

○乾マーケティング課長○乾マーケティング課長○乾マーケティング課長○乾マーケティング課長 私私私私からは、６からは、６からは、６からは、６次次次次産業産業産業産業化化化化のののの推進推進推進推進にににに向け向け向け向けまして、まして、まして、まして、商品商品商品商品のののの販路販路販路販路開開開開拓拓拓拓なななな

ど県のど県のど県のど県の支援支援支援支援についておについておについておについてお答え答え答え答えを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。

農業の活農業の活農業の活農業の活性化性化性化性化をををを図図図図るためには、農産物の生産だるためには、農産物の生産だるためには、農産物の生産だるためには、農産物の生産だけけけけでなく、でなく、でなく、でなく、加工や流加工や流加工や流加工や流通、通、通、通、販売販売販売販売までを一までを一までを一までを一体体体体

的的的的に取り組に取り組に取り組に取り組むむむむ農業の６農業の６農業の６農業の６次次次次産業産業産業産業化化化化をををを進進進進めることがめることがめることがめることが重重重重要であると認要であると認要であると認要であると認識識識識しております。これまでしております。これまでしております。これまでしております。これまで

県内では、菜県内では、菜県内では、菜県内では、菜種種種種から菜から菜から菜から菜種油種油種油種油を、また大を、また大を、また大を、また大根根根根をををを原料原料原料原料にににに漬漬漬漬物を物を物を物を製製製製造するなど、また、ジ造するなど、また、ジ造するなど、また、ジ造するなど、また、ジャンボニャンボニャンボニャンボニ

ンニクンニクンニクンニクを発を発を発を発酵酵酵酵させさせさせさせ黒黒黒黒ニンニクニンニクニンニクニンニクにににに加工加工加工加工して、それらして、それらして、それらして、それら商品商品商品商品を農産物を農産物を農産物を農産物直直直直売売売売所で所で所で所で販売販売販売販売するするするする販路販路販路販路開開開開拓拓拓拓

の事の事の事の事例例例例やややや、、、、柿柿柿柿をおをおをおをお菓菓菓菓子子子子にににに加工商品化加工商品化加工商品化加工商品化してしてしてして百貨店百貨店百貨店百貨店でででで販売販売販売販売するなど、するなど、するなど、するなど、先進的先進的先進的先進的な事な事な事な事例例例例がががが幾幾幾幾つもごつもごつもごつもご

ざいます。また、あと一ざいます。また、あと一ざいます。また、あと一ざいます。また、あと一歩歩歩歩でででで商品化商品化商品化商品化する取り組する取り組する取り組する取り組みみみみもももも多多多多くくくく見見見見られるところでございます。られるところでございます。られるところでございます。られるところでございます。

こうした中、県では平成２５年１２月より、６こうした中、県では平成２５年１２月より、６こうした中、県では平成２５年１２月より、６こうした中、県では平成２５年１２月より、６次次次次産業産業産業産業化化化化をををを目目目目指指指指す農林事業者をす農林事業者をす農林事業者をす農林事業者をサポサポサポサポートートートート

する相する相する相する相談窓談窓談窓談窓口口口口といたしまして、奈良６といたしまして、奈良６といたしまして、奈良６といたしまして、奈良６次次次次産業産業産業産業化サポ化サポ化サポ化サポートートートートセセセセンンンンタタタターをーをーをーを設設設設置置置置しております。しております。しております。しております。セセセセ

ンンンンタタタターでは、広く６ーでは、広く６ーでは、広く６ーでは、広く６次次次次産業産業産業産業化化化化に取り組まれる事業者に対しまして、相に取り組まれる事業者に対しまして、相に取り組まれる事業者に対しまして、相に取り組まれる事業者に対しまして、相談談談談にににに乗乗乗乗ったりったりったりったり専門専門専門専門家家家家

をををを派遣派遣派遣派遣いたしまして、そのいたしまして、そのいたしまして、そのいたしまして、その助助助助言なり言なり言なり言なり支援支援支援支援を行っているところでございます。を行っているところでございます。を行っているところでございます。を行っているところでございます。

６６６６次次次次産業産業産業産業化化化化をををを進進進進めるにめるにめるにめるに当当当当たりましては、たりましては、たりましては、たりましては、商品化商品化商品化商品化までにいろいろなところでまでにいろいろなところでまでにいろいろなところでまでにいろいろなところで課題課題課題課題がございがございがございがござい

ます。ます。ます。ます。例例例例ええええば、ば、ば、ば、商品化商品化商品化商品化までのまでのまでのまでの衛衛衛衛生生生生面面面面でのでのでのでの課題課題課題課題、また、和田委員お、また、和田委員お、また、和田委員お、また、和田委員お述べ述べ述べ述べのように、のように、のように、のように、商品化後商品化後商品化後商品化後

のののの販売促進販売促進販売促進販売促進等等等等のののの課題課題課題課題があると認があると認があると認があると認識識識識しております。しております。しております。しております。課題課題課題課題解解解解決に役立つよう、県では特に決に役立つよう、県では特に決に役立つよう、県では特に決に役立つよう、県では特に販売販売販売販売

促進促進促進促進のののの面面面面でででで食食食食のイのイのイのイベンベンベンベント、ト、ト、ト、今今今今もももも馬馬馬馬見見見見丘陵公園丘陵公園丘陵公園丘陵公園ででででややややっておりますっておりますっておりますっておりますけけけけれども、奈良れども、奈良れども、奈良れども、奈良フフフフーーーードドドドフフフフェェェェ

スススステテテティィィィババババルでのルでのルでのルでのママママルルルルシェシェシェシェ出出出出展展展展やややや、全国の、全国の、全国の、全国のババババイイイイヤヤヤヤーがーがーがーが集集集集まりますまりますまりますまります食食食食のののの商商商商談談談談会を通会を通会を通会を通じじじじましたましたましたました流流流流

通事業者との通事業者との通事業者との通事業者とのママママッッッッチチチチンンンンググググ、また、また、また、またネネネネットットットットワワワワーーーークづクづクづクづくりにくりにくりにくりに向け向け向け向けた交た交た交た交流流流流会会会会等等等等に皆さんのに皆さんのに皆さんのに皆さんの呼呼呼呼びかびかびかびかけけけけ

を行いまして取り組んでいるところでございます。を行いまして取り組んでいるところでございます。を行いまして取り組んでいるところでございます。を行いまして取り組んでいるところでございます。先先先先日も奈良日も奈良日も奈良日も奈良市市市市内におきまして、内におきまして、内におきまして、内におきまして、レレレレストストストスト

ランランランランののののシェシェシェシェフフフフと農林と農林と農林と農林漁漁漁漁業者との業者との業者との業者との異異異異業業業業種種種種交交交交流流流流をををを図図図図りまして、６りまして、６りまして、６りまして、６次次次次産業産業産業産業化化化化のののの推進推進推進推進をををを進進進進めているめているめているめている

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。

今後今後今後今後も、６も、６も、６も、６次次次次産業産業産業産業化化化化をををを目目目目指指指指す農林す農林す農林す農林漁漁漁漁業者の皆さんに対しましてきめ業者の皆さんに対しましてきめ業者の皆さんに対しましてきめ業者の皆さんに対しましてきめ細細細細ややややかな対かな対かな対かな対応応応応をををを継継継継続続続続

的的的的に行いながら、に行いながら、に行いながら、に行いながら、新商品新商品新商品新商品の開発の開発の開発の開発や販路や販路や販路や販路の開の開の開の開拓拓拓拓の取り組の取り組の取り組の取り組みみみみなど、など、など、など、新新新新たなたなたなたなビビビビジジジジネネネネスの創出、スの創出、スの創出、スの創出、拡拡拡拡

大に大に大に大に向け向け向け向けてててて積極的積極的積極的積極的にににに支援支援支援支援を行っていきたいと思っているところでございます。を行っていきたいと思っているところでございます。を行っていきたいと思っているところでございます。を行っていきたいと思っているところでございます。以上以上以上以上でござでござでござでござ

います。います。います。います。

○七尾景観・環境局次長景観・自然環境課長事務取扱○七尾景観・環境局次長景観・自然環境課長事務取扱○七尾景観・環境局次長景観・自然環境課長事務取扱○七尾景観・環境局次長景観・自然環境課長事務取扱 山の山の山の山の辺辺辺辺のののの道道道道に関しまして、に関しまして、に関しまして、に関しまして、整整整整備に備に備に備に

かかわるかかわるかかわるかかわる団体団体団体団体についてのご質問でございます。についてのご質問でございます。についてのご質問でございます。についてのご質問でございます。
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山の山の山の山の辺辺辺辺のののの道道道道のののの整整整整備にかかわる備にかかわる備にかかわる備にかかわる団体団体団体団体につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、天天天天理理理理市市市市、、、、桜井市桜井市桜井市桜井市を中を中を中を中心心心心にににに構構構構成されて成されて成されて成されて

いるものとして、山のいるものとして、山のいるものとして、山のいるものとして、山の辺辺辺辺のののの道道道道美美美美化促進化促進化促進化促進協議会と山の協議会と山の協議会と山の協議会と山の辺辺辺辺のののの道道道道地域地域地域地域づづづづくり協議会がございます。くり協議会がございます。くり協議会がございます。くり協議会がございます。

県もどちらにも県もどちらにも県もどちらにも県もどちらにも参参参参画画画画しております。美しております。美しております。美しております。美化促進化促進化促進化促進協議会は、山の協議会は、山の協議会は、山の協議会は、山の辺辺辺辺のののの道道道道一一一一帯帯帯帯の環境美の環境美の環境美の環境美化化化化と管理と管理と管理と管理

をををを目的目的目的目的としたとしたとしたとした団体団体団体団体で、県、で、県、で、県、で、県、市市市市とととと近近近近鉄鉄鉄鉄、、、、ＪＪＪＪＲＲＲＲ、、、、各市各市各市各市の観光協会の観光協会の観光協会の観光協会等等等等がががが参参参参加加加加しており、しており、しており、しており、清掃清掃清掃清掃活活活活動動動動

やマやマやマやマップのップのップのップの作作作作成成成成等等等等に取り組んでおります。山のに取り組んでおります。山のに取り組んでおります。山のに取り組んでおります。山の辺辺辺辺のののの道道道道地域地域地域地域づづづづくり協議会は、地くり協議会は、地くり協議会は、地くり協議会は、地元元元元自自自自治会治会治会治会等等等等

とととと連携連携連携連携して、山のして、山のして、山のして、山の辺辺辺辺のののの道周辺道周辺道周辺道周辺での地域の活での地域の活での地域の活での地域の活性化や性化や性化や性化や地域地域地域地域づづづづくりのくりのくりのくりの推進推進推進推進に取り組んでおります。に取り組んでおります。に取り組んでおります。に取り組んでおります。

そのほかにも、そのほかにも、そのほかにも、そのほかにも、桜井市桜井市桜井市桜井市ではではではでは青垣青垣青垣青垣からのからのからのからの展望展望展望展望をををを楽楽楽楽しんでもらおうと、植しんでもらおうと、植しんでもらおうと、植しんでもらおうと、植栽栽栽栽のののの実実実実践践践践やややや展望展望展望展望施施施施設設設設

のののの整整整整備に取り組んでおられる地域の備に取り組んでおられる地域の備に取り組んでおられる地域の備に取り組んでおられる地域の団体団体団体団体もございます。もございます。もございます。もございます。

また、そのまた、そのまた、そのまた、その次次次次のご質問ですが、県所のご質問ですが、県所のご質問ですが、県所のご質問ですが、県所有有有有地ということでの山の地ということでの山の地ということでの山の地ということでの山の辺辺辺辺のののの道周辺道周辺道周辺道周辺についてのご質についてのご質についてのご質についてのご質

問でございます。景観・問でございます。景観・問でございます。景観・問でございます。景観・自然自然自然自然環境環境環境環境課課課課でででで担担担担当当当当しておりますしておりますしておりますしております古都古都古都古都保保保保存存存存法法法法に関するものでございに関するものでございに関するものでございに関するものでござい

ますが、ますが、ますが、ますが、古都古都古都古都保保保保存存存存法法法法に定めるに定めるに定めるに定める歴歴歴歴史史史史的的的的風風風風土土土土特特特特別保別保別保別保存存存存地地地地区区区区内においては内においては内においては内においては厳厳厳厳しい行しい行しい行しい行為制限為制限為制限為制限をををを受け受け受け受け

ますので、代ますので、代ますので、代ますので、代償償償償措置措置措置措置としましてとしましてとしましてとしまして土土土土地の地の地の地の買買買買い入れのい入れのい入れのい入れの制制制制度がございます。その度がございます。その度がございます。その度がございます。その規制規制規制規制のためにのためにのためにのために土土土土

地地地地利利利利用ができないときに、所用ができないときに、所用ができないときに、所用ができないときに、所有有有有者の者の者の者の申申申申し出でし出でし出でし出で買買買買い入れているものでございます。このい入れているものでございます。このい入れているものでございます。このい入れているものでございます。この制制制制度度度度

によって県が山のによって県が山のによって県が山のによって県が山の辺辺辺辺のののの道周辺道周辺道周辺道周辺でででで買買買買い入れているものは、い入れているものは、い入れているものは、い入れているものは、桜井市三輪桜井市三輪桜井市三輪桜井市三輪地地地地区区区区で９で９で９で９件件件件、、、、約約約約２２２２．．．．４４４４

ヘヘヘヘククククタタタタール、ール、ール、ール、天天天天理理理理市崇神市崇神市崇神市崇神景行景行景行景行天皇陵天皇陵天皇陵天皇陵歴歴歴歴史史史史風風風風土土土土特特特特別保別保別保別保存存存存地地地地区区区区で１４２で１４２で１４２で１４２件件件件、、、、約約約約１４１４１４１４ヘヘヘヘククククタタタタールールールール

ございます。ございます。ございます。ございます。古都古都古都古都保保保保存存存存法法法法によるによるによるによる買買買買い入れ地につきましては、い入れ地につきましては、い入れ地につきましては、い入れ地につきましては、各各各各地域の地域の地域の地域の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計計計計画画画画

にににに基基基基づづづづきましてきましてきましてきまして歴歴歴歴史史史史的的的的風風風風土土土土のののの保保保保存存存存にににに必必必必要な要な要な要な整整整整備を行うとともに、備を行うとともに、備を行うとともに、備を行うとともに、草刈草刈草刈草刈り、り、り、り、剪剪剪剪定、植定、植定、植定、植栽栽栽栽等等等等のののの

景観管理を行うほか、景観管理を行うほか、景観管理を行うほか、景観管理を行うほか、ボランテボランテボランテボランティィィィアアアア団体団体団体団体等等等等による農による農による農による農作作作作物の物の物の物の作作作作付付付付によるによるによるによる稲穂等稲穂等稲穂等稲穂等、田、田、田、田園風園風園風園風景の景の景の景の

景観景観景観景観等等等等の創出、それから里山景観のの創出、それから里山景観のの創出、それから里山景観のの創出、それから里山景観の復元維復元維復元維復元維持持持持などになどになどになどに努努努努めております。めております。めております。めております。以上以上以上以上でございます。でございます。でございます。でございます。

○馬場林業振興課長○馬場林業振興課長○馬場林業振興課長○馬場林業振興課長 間伐材間伐材間伐材間伐材のののの搬搬搬搬出のための県産出のための県産出のための県産出のための県産材材材材生産生産生産生産促進促進促進促進事業についてお事業についてお事業についてお事業についてお答え答え答え答えいたしまいたしまいたしまいたしま

す。す。す。す。

木木木木材価材価材価材価格格格格がががが低迷低迷低迷低迷する中、木する中、木する中、木する中、木材材材材生産林からの生産林からの生産林からの生産林からの間伐材間伐材間伐材間伐材はははは搬搬搬搬出出出出経経経経費費費費がががが割割割割高高高高なことから、なことから、なことから、なことから、伐伐伐伐採採採採ささささ

れてもれてもれてもれても市市市市場場場場等等等等へへへへはははは供供供供給給給給されにくいされにくいされにくいされにくい状況状況状況状況にございます。こうしたことから、本県ではにございます。こうしたことから、本県ではにございます。こうしたことから、本県ではにございます。こうしたことから、本県では市町市町市町市町村村村村

とととと連携連携連携連携しまして、しまして、しまして、しまして、間伐材間伐材間伐材間伐材のののの積極的積極的積極的積極的なななな搬搬搬搬出とその出とその出とその出とその利利利利用に取り組用に取り組用に取り組用に取り組むむむむ森林組森林組森林組森林組合や合や合や合や認定事業認定事業認定事業認定事業体体体体に対に対に対に対

するするするする支援支援支援支援を行うことによりまして、施業のを行うことによりまして、施業のを行うことによりまして、施業のを行うことによりまして、施業の集約集約集約集約化や化や化や化や県産県産県産県産材材材材の安定の安定の安定の安定供供供供給給給給をををを促進促進促進促進し、し、し、し、持持持持続続続続可能可能可能可能

な林業な林業な林業な林業経営基盤経営基盤経営基盤経営基盤のののの構構構構築築築築をををを図図図図ることをることをることをることを目的目的目的目的にににに当該当該当該当該事業を事業を事業を事業を実実実実施しております。施しております。施しております。施しております。

事業の事業の事業の事業の具体具体具体具体の内の内の内の内容容容容につきましては、県内の森林組につきましては、県内の森林組につきましては、県内の森林組につきましては、県内の森林組合合合合及及及及び認定事業び認定事業び認定事業び認定事業体体体体がががが末末末末口口口口直径直径直径直径１４１４１４１４セセセセンンンン

チメチメチメチメートルートルートルートル以上以上以上以上４０４０４０４０セセセセンンンンチメチメチメチメートルートルートルートル以以以以下下下下のののの間伐材間伐材間伐材間伐材を山を山を山を山土土土土場から場から場から場から最寄最寄最寄最寄りのりのりのりの市市市市場場場場等等等等へへへへ搬搬搬搬出する出する出する出する

搬搬搬搬出出出出経経経経費費費費に対しまして、に対しまして、に対しまして、に対しまして、市町市町市町市町村村村村が１立が１立が１立が１立方方方方メメメメートルートルートルートル当当当当たり３たり３たり３たり３，，，，５００５００５００５００円円円円以上以上以上以上をををを補助補助補助補助する場する場する場する場合合合合、、、、

県がそのうち２県がそのうち２県がそのうち２県がそのうち２，，，，００００００００００００円円円円をををを市町市町市町市町村へ村へ村へ村へ補助補助補助補助するものでございます。本年度のするものでございます。本年度のするものでございます。本年度のするものでございます。本年度の実実実実施施施施状況状況状況状況につにつにつにつ
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きましては、きましては、きましては、きましては、桜井市桜井市桜井市桜井市ほか１ほか１ほか１ほか１７市町７市町７市町７市町村村村村でででで実実実実施中で、施中で、施中で、施中で、約約約約１１１１万万万万立立立立方方方方メメメメートルのートルのートルのートルの搬搬搬搬出出出出量量量量をををを予予予予定して定して定して定して

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

○菅谷農村振興課長○菅谷農村振興課長○菅谷農村振興課長○菅谷農村振興課長 先先先先ほどの農ほどの農ほどの農ほどの農村資源村資源村資源村資源を活用したを活用したを活用したを活用した彩彩彩彩りりりりづづづづくりくりくりくり推進推進推進推進事業ということで、山事業ということで、山事業ということで、山事業ということで、山

のののの辺辺辺辺のののの道周辺道周辺道周辺道周辺の農を主の農を主の農を主の農を主体体体体としたとしたとしたとした耕作放棄耕作放棄耕作放棄耕作放棄地の地の地の地の解解解解消消消消などのことについておなどのことについておなどのことについておなどのことについてお尋ね尋ね尋ね尋ねがございましがございましがございましがございまし

たので、景観・環境局たので、景観・環境局たので、景観・環境局たので、景観・環境局次次次次長から長から長から長から団体団体団体団体とのとのとのとの連携連携連携連携ということでおということでおということでおということでお話話話話をいただきましたをいただきましたをいただきましたをいただきましたけけけけれど、れど、れど、れど、

それにつそれにつそれにつそれにつけ加えけ加えけ加えけ加えまして、農林部の取り組まして、農林部の取り組まして、農林部の取り組まして、農林部の取り組みみみみをおをおをおをお答え答え答え答えさせていただきます。させていただきます。させていただきます。させていただきます。

山の山の山の山の辺辺辺辺のののの道周辺道周辺道周辺道周辺につきましては、そのにつきましては、そのにつきましては、そのにつきましては、その歴歴歴歴史史史史的資源や的資源や的資源や的資源や美しい農美しい農美しい農美しい農村村村村景観がもともと非常に恵景観がもともと非常に恵景観がもともと非常に恵景観がもともと非常に恵

まれているところでございまして、こうした農まれているところでございまして、こうした農まれているところでございまして、こうした農まれているところでございまして、こうした農村村村村のののの資源資源資源資源を生かして、農を主を生かして、農を主を生かして、農を主を生かして、農を主体体体体とした地域とした地域とした地域とした地域

づづづづくりをくりをくりをくりを進進進進めていこうということ、そしてまたその景観をきれいにして、山のめていこうということ、そしてまたその景観をきれいにして、山のめていこうということ、そしてまたその景観をきれいにして、山のめていこうということ、そしてまたその景観をきれいにして、山の辺辺辺辺のののの道道道道のさのさのさのさ

らなるらなるらなるらなる魅魅魅魅力力力力向上向上向上向上につなにつなにつなにつなげげげげようと、平成２２年度にようと、平成２２年度にようと、平成２２年度にようと、平成２２年度に先先先先ほど景観環境局ほど景観環境局ほど景観環境局ほど景観環境局次次次次長から長から長から長から説説説説明がござい明がござい明がござい明がござい

ました山のました山のました山のました山の辺辺辺辺のののの道道道道地域地域地域地域づづづづくり協議会を、関係くり協議会を、関係くり協議会を、関係くり協議会を、関係集落集落集落集落の皆さんの皆さんの皆さんの皆さんやややや農業農業農業農業団体団体団体団体、それから、それから、それから、それから桜井市桜井市桜井市桜井市やややや

天天天天理理理理市等市等市等市等の関係の関係の関係の関係機機機機関とともに関とともに関とともに関とともに設設設設置置置置をさせていただきました。そして、その協議会において、をさせていただきました。そして、その協議会において、をさせていただきました。そして、その協議会において、をさせていただきました。そして、その協議会において、

収穫収穫収穫収穫体体体体験験験験やウやウやウやウォォォォーーーーククククイイイイベンベンベンベント、ト、ト、ト、手手手手づづづづくりジくりジくりジくりジャャャャムムムムなどのなどのなどのなどの加工品加工品加工品加工品の開発、それからの開発、それからの開発、それからの開発、それから早稲早稲早稲早稲田大田大田大田大学学学学

とととと連携連携連携連携したしたしたした共共共共通通通通ロロロロゴゴゴゴママママーーーーククククのののの作作作作成など地域成など地域成など地域成など地域づづづづくりをくりをくりをくりを進進進進めてまいりました。めてまいりました。めてまいりました。めてまいりました。

そのそのそのその結結結結果としまして、平成２４年から山の果としまして、平成２４年から山の果としまして、平成２４年から山の果としまして、平成２４年から山の辺辺辺辺のののの道周辺道周辺道周辺道周辺の農の農の農の農家団体や家団体や家団体や家団体や農農農農家家家家喫茶女喫茶女喫茶女喫茶女性性性性ググググルールールールー

プなどが山のプなどが山のプなどが山のプなどが山の辺辺辺辺のののの道周辺道周辺道周辺道周辺農農農農村づ村づ村づ村づくりくりくりくりネネネネットットットットワワワワーーーーククククをををを結結結結成されまして、協議会でつくりまし成されまして、協議会でつくりまし成されまして、協議会でつくりまし成されまして、協議会でつくりまし

たたたた共共共共通通通通ロロロロゴゴゴゴママママーーーーククククを活用した地域特産を活用した地域特産を活用した地域特産を活用した地域特産品品品品のののの販売販売販売販売でございますとか、でございますとか、でございますとか、でございますとか、耕作放棄耕作放棄耕作放棄耕作放棄地を活用して地を活用して地を活用して地を活用して

柿柿柿柿の木の木の木の木オオオオーーーーナナナナーーーー園園園園の開の開の開の開設設設設やややや、そばなどの景観、そばなどの景観、そばなどの景観、そばなどの景観作作作作物の植物の植物の植物の植栽栽栽栽などを行われました。さらには、などを行われました。さらには、などを行われました。さらには、などを行われました。さらには、

景観に景観に景観に景観に配慮配慮配慮配慮したしたしたした獣害防止柵獣害防止柵獣害防止柵獣害防止柵のののの設設設設置置置置などにも主などにも主などにも主などにも主体的体的体的体的に取り組まれまして、そうした活に取り組まれまして、そうした活に取り組まれまして、そうした活に取り組まれまして、そうした活動動動動ををををＰＰＰＰ

ＲＲＲＲするために、さくらい農・するために、さくらい農・するために、さくらい農・するために、さくらい農・商ふ商ふ商ふ商ふれあいれあいれあいれあいフフフフェェェェススススタタタタやややや早稲早稲早稲早稲田大田大田大田大学卒学卒学卒学卒業生が業生が業生が業生が集集集集うううう早稲早稲早稲早稲田大田大田大田大学稲学稲学稲学稲

門祭門祭門祭門祭へへへへもももも参参参参加加加加され、地域の特産され、地域の特産され、地域の特産され、地域の特産品品品品のののの販売やＰＲ販売やＰＲ販売やＰＲ販売やＰＲ活活活活動動動動に取り組まれてきたところでございまに取り組まれてきたところでございまに取り組まれてきたところでございまに取り組まれてきたところでございま

す。す。す。す。

本年度も、さらにこうした取り組本年度も、さらにこうした取り組本年度も、さらにこうした取り組本年度も、さらにこうした取り組みみみみにににに加え加え加え加えまして、まして、まして、まして、天天天天理理理理ママママルルルルシェへシェへシェへシェへのののの参参参参加加加加でございますでございますでございますでございます

とか、地域のとか、地域のとか、地域のとか、地域の食材食材食材食材を生かしたを生かしたを生かしたを生かした親親親親子料子料子料子料理理理理教教教教室の開室の開室の開室の開催催催催、、、、桜井市穴師桜井市穴師桜井市穴師桜井市穴師のののの耕作放棄耕作放棄耕作放棄耕作放棄地を再生した農地を再生した農地を再生した農地を再生した農

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、ゴゴゴゴママママの中でも特にそのの中でも特にそのの中でも特にそのの中でも特にその香香香香りがりがりがりが高高高高くくくく味味味味わいがわいがわいがわいが濃濃濃濃い、い、い、い、希少希少希少希少なななな金金金金ゴゴゴゴママママのののの栽栽栽栽培培培培し、し、し、し、

そのそのそのその収穫収穫収穫収穫体体体体験験験験イイイイベンベンベンベントもトもトもトも実実実実施されたところでございます。また、施されたところでございます。また、施されたところでございます。また、施されたところでございます。また、柿柿柿柿のののの葉葉葉葉を活用したを活用したを活用したを活用した新商品新商品新商品新商品

の開発でございますとか、の開発でございますとか、の開発でございますとか、の開発でございますとか、桜井市桜井市桜井市桜井市のののの箸箸箸箸中中中中やややや穴師穴師穴師穴師周辺周辺周辺周辺の、これもの、これもの、これもの、これも耕作放棄耕作放棄耕作放棄耕作放棄地を活用して景観地を活用して景観地を活用して景観地を活用して景観

作作作作物を物を物を物を栽栽栽栽培培培培し、そのし、そのし、そのし、その花花花花ででででニニニニホホホホンンンンミミミミツバツバツバツバチチチチのののの蜂蜜蜂蜜蜂蜜蜂蜜づづづづくりなどの取り組くりなどの取り組くりなどの取り組くりなどの取り組みみみみもももも始始始始まってきているまってきているまってきているまってきている

ところでございまして、こうした地域ところでございまして、こうした地域ところでございまして、こうした地域ところでございまして、こうした地域づづづづくりが活発に活くりが活発に活くりが活発に活くりが活発に活動動動動してきたことで、してきたことで、してきたことで、してきたことで、桜井市桜井市桜井市桜井市やややや天天天天理理理理

市市市市のこの山ののこの山ののこの山ののこの山の辺辺辺辺のののの道周辺道周辺道周辺道周辺のののの耕作放棄耕作放棄耕作放棄耕作放棄地がこれまでに地がこれまでに地がこれまでに地がこれまでに約７反解約７反解約７反解約７反解消消消消されまして、こうした活用されまして、こうした活用されまして、こうした活用されまして、こうした活用
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がされてきているところでございます。がされてきているところでございます。がされてきているところでございます。がされてきているところでございます。

今後今後今後今後ともこうした活ともこうした活ともこうした活ともこうした活動動動動をををを支え支え支え支えていくために、県としてもそういったていくために、県としてもそういったていくために、県としてもそういったていくために、県としてもそういった団体団体団体団体と協力して、と協力して、と協力して、と協力して、連連連連

携携携携して活して活して活して活動動動動をををを支援支援支援支援してまいりたいとしてまいりたいとしてまいりたいとしてまいりたいと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。以上以上以上以上でございます。でございます。でございます。でございます。

○薮内生活安全部長○薮内生活安全部長○薮内生活安全部長○薮内生活安全部長 本県にお本県にお本県にお本県におけけけける認知る認知る認知る認知症症症症のののの高齢高齢高齢高齢者の行者の行者の行者の行方不方不方不方不明者に関するご質問でありま明者に関するご質問でありま明者に関するご質問でありま明者に関するご質問でありま

す。す。す。す。

まずまずまずまず最最最最初に、県内にお初に、県内にお初に、県内にお初に、県内におけけけけます認知ます認知ます認知ます認知症症症症または認知または認知または認知または認知症症症症の疑いのあるの疑いのあるの疑いのあるの疑いのある高齢高齢高齢高齢者の行者の行者の行者の行方不方不方不方不明者の明者の明者の明者の現現現現

状状状状についてであります。本年９月についてであります。本年９月についてであります。本年９月についてであります。本年９月末末末末現現現現在在在在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けけけれども、県内におきまして１２５れども、県内におきまして１２５れども、県内におきまして１２５れども、県内におきまして１２５

人人人人のののの届届届届出を出を出を出を受受受受理しております。このうち３名の理しております。このうち３名の理しております。このうち３名の理しております。このうち３名の方方方方がいまだがいまだがいまだがいまだ未未未未発発発発見見見見というというというという状況状況状況状況にございます。にございます。にございます。にございます。

次次次次に、認知に、認知に、認知に、認知症症症症または認知または認知または認知または認知症症症症の疑いのあるの疑いのあるの疑いのあるの疑いのある高齢高齢高齢高齢者の行者の行者の行者の行方不方不方不方不明者明者明者明者届届届届をををを受受受受理した場理した場理した場理した場合合合合、警察は、警察は、警察は、警察は

どのように対どのように対どのように対どのように対応応応応しているのかというご質問でございますしているのかというご質問でございますしているのかというご質問でございますしているのかというご質問でございますけけけけれども、警察がこうしたれども、警察がこうしたれども、警察がこうしたれども、警察がこうした届届届届出を出を出を出を

受受受受理した場理した場理した場理した場合合合合には、事には、事には、事には、事件件件件、事、事、事、事故故故故にににに遭遇遭遇遭遇遭遇されるされるされるされる可能性可能性可能性可能性がががが高高高高いということをいということをいということをいということ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、早早早早

期期期期発発発発見見見見・・・・保護保護保護保護のために警察のために警察のために警察のために警察署署署署員を員を員を員を増増増増員し、また員し、また員し、また員し、また必必必必要に要に要に要に応応応応じじじじ県警の県警の県警の県警のヘヘヘヘリリリリココココププププタタタターーーー等等等等を出を出を出を出動動動動ささささ

せまして、さらには地せまして、さらには地せまして、さらには地せまして、さらには地元元元元自自自自治治治治体体体体あるいはあるいはあるいはあるいは消消消消防防防防団団団団にも協力をにも協力をにも協力をにも協力を求求求求めるなどして、めるなどして、めるなどして、めるなどして、付付付付近近近近のののの捜索捜索捜索捜索等等等等

の活の活の活の活動動動動を行っております。また、さらには県を行っております。また、さらには県を行っております。また、さらには県を行っております。また、さらには県下各下各下各下各警察警察警察警察署署署署あるいは全国警察に対しましてあるいは全国警察に対しましてあるいは全国警察に対しましてあるいは全国警察に対しまして手手手手

配配配配を行っております。さらには、ごを行っております。さらには、ごを行っております。さらには、ごを行っております。さらには、ご家族家族家族家族のののの同同同同意意意意があれば、奈良県警察があれば、奈良県警察があれば、奈良県警察があれば、奈良県警察やややや市町市町市町市町村村村村ののののホホホホーーーームムムムペペペペ

ージにージにージにージに掲載掲載掲載掲載をしましてをしましてをしましてをしまして早早早早期期期期発発発発見見見見にににに努努努努めているところであります。めているところであります。めているところであります。めているところであります。

続いて、認知続いて、認知続いて、認知続いて、認知症症症症または認知または認知または認知または認知症症症症の疑いのあるの疑いのあるの疑いのあるの疑いのある迷迷迷迷いいいい人人人人を発を発を発を発見見見見、、、、保護保護保護保護した場した場した場した場合合合合の対の対の対の対応応応応についてについてについてについて

は、警察がこうしたは、警察がこうしたは、警察がこうしたは、警察がこうした迷迷迷迷いいいい人人人人を発を発を発を発見見見見、、、、保護保護保護保護した場した場した場した場合合合合には、まずには、まずには、まずには、まず最最最最初に、初に、初に、初に、近近近近隣府隣府隣府隣府県警察県警察県警察県警察等等等等に対に対に対に対

し行し行し行し行方不方不方不方不明者照会を行います。行明者照会を行います。行明者照会を行います。行明者照会を行います。行方不方不方不方不明明明明等等等等のののの有無有無有無有無をををを確確確確認するためでございます認するためでございます認するためでございます認するためでございますけけけけれども、れども、れども、れども、

これにこれにこれにこれに該当該当該当該当がないという場がないという場がないという場がないという場合合合合には、より広には、より広には、より広には、より広範囲範囲範囲範囲のののの都都都都道道道道府府府府県警察に対しまして照会を行うな県警察に対しまして照会を行うな県警察に対しまして照会を行うな県警察に対しまして照会を行うな

どして、そのどして、そのどして、そのどして、その身身身身元元元元確確確確認に認に認に認に努努努努めているところであります。めているところであります。めているところであります。めているところであります。

また、２４また、２４また、２４また、２４時時時時間以間以間以間以内に内に内に内に身身身身元元元元がががが判判判判明しない場明しない場明しない場明しない場合合合合、和田委員がおっし、和田委員がおっし、和田委員がおっし、和田委員がおっしゃゃゃゃったように、ったように、ったように、ったように、保護実保護実保護実保護実

施施施施機機機機関となる関となる関となる関となる市町市町市町市町村村村村に引きに引きに引きに引き継ぐ継ぐ継ぐ継ぐことになるわことになるわことになるわことになるわけけけけ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けけけれども、引きれども、引きれども、引きれども、引き継ぎ継ぎ継ぎ継ぎ後後後後も警察も警察も警察も警察

としてとしてとしてとして市町市町市町市町村村村村等等等等と協力をいたしまして、と協力をいたしまして、と協力をいたしまして、と協力をいたしまして、身身身身元元元元のののの確確確確認に認に認に認に努努努努めているところであります。めているところであります。めているところであります。めているところであります。

また、そのまた、そのまた、そのまた、その後後後後もさらにもさらにもさらにもさらに身身身身元元元元がががが判判判判明しないという場明しないという場明しないという場明しないという場合合合合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けけけれども、ご本れども、ご本れども、ご本れども、ご本人人人人のののの同同同同

意意意意にににに基基基基づづづづくくくく権限権限権限権限のあるのあるのあるのある市町市町市町市町村村村村等等等等からの要からの要からの要からの要請請請請があった場があった場があった場があった場合合合合には、その要には、その要には、その要には、その要請請請請にににに基基基基づづづづきまして、きまして、きまして、きまして、

身身身身元元元元不不不不明者の明者の明者の明者の写真写真写真写真をををを添付添付添付添付したしたしたした身身身身元元元元不不不不明明明明台帳台帳台帳台帳、これを備、これを備、これを備、これを備ええええつつつつけけけけましてましてましてまして届届届届出出出出人人人人等等等等にににに閲覧閲覧閲覧閲覧をしてをしてをしてをして

もらう、いわもらう、いわもらう、いわもらう、いわゆゆゆゆるるるる身身身身元元元元不不不不明・明・明・明・迷迷迷迷いいいい人人人人台帳閲覧制台帳閲覧制台帳閲覧制台帳閲覧制度、これによる度、これによる度、これによる度、これによる身身身身元元元元確確確確認を認を認を認を今今今今月から月から月から月から実実実実施し施し施し施し

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

奈良県警察では、奈良県警察では、奈良県警察では、奈良県警察では、社社社社会会会会的的的的に立場のに立場のに立場のに立場の弱弱弱弱い「い「い「い「子供子供子供子供、、、、女女女女性性性性、、、、高齢高齢高齢高齢者、これの安全者、これの安全者、これの安全者、これの安全確保確保確保確保」につい」につい」につい」につい
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て、県警のて、県警のて、県警のて、県警の重重重重点点点点課題課題課題課題として取り組んでいるところでございまして、とりわとして取り組んでいるところでございまして、とりわとして取り組んでいるところでございまして、とりわとして取り組んでいるところでございまして、とりわけ自け自け自け自給給給給能能能能力に力に力に力に欠欠欠欠

けけけけまして、事まして、事まして、事まして、事件件件件、事、事、事、事故故故故にににに遭遇遭遇遭遇遭遇するするするする可能性可能性可能性可能性のののの高高高高い認知い認知い認知い認知症症症症のののの高齢高齢高齢高齢者につきましては、者につきましては、者につきましては、者につきましては、今後今後今後今後もももも市市市市

町町町町村村村村等等等等をはをはをはをはじじじじめとする関係めとする関係めとする関係めとする関係機機機機関、関係関、関係関、関係関、関係団体団体団体団体とととと連携連携連携連携をいたしまして安全をいたしまして安全をいたしまして安全をいたしまして安全確保確保確保確保に取り組んでまに取り組んでまに取り組んでまに取り組んでま

いりたいといりたいといりたいといりたいと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。以上以上以上以上でございます。でございます。でございます。でございます。

○和田委員○和田委員○和田委員○和田委員 トップアスリートの関係でございますが、日本相撲協会とのトップアスリートの関係でございますが、日本相撲協会とのトップアスリートの関係でございますが、日本相撲協会とのトップアスリートの関係でございますが、日本相撲協会との連携連携連携連携がががが考え考え考え考えられられられられ

るし、そのもとで県としてるし、そのもとで県としてるし、そのもとで県としてるし、そのもとで県として何何何何ができるのかについてができるのかについてができるのかについてができるのかについて検討検討検討検討していくと認していくと認していくと認していくと認識識識識をしたのですが、をしたのですが、をしたのですが、をしたのですが、

それでよろしいでしそれでよろしいでしそれでよろしいでしそれでよろしいでしょょょょうか。うか。うか。うか。

○塩見スポーツ振興課長○塩見スポーツ振興課長○塩見スポーツ振興課長○塩見スポーツ振興課長 日本相撲協会との関係を日本相撲協会との関係を日本相撲協会との関係を日本相撲協会との関係を深深深深めて、地域でめて、地域でめて、地域でめて、地域で何何何何ができるかというごができるかというごができるかというごができるかというご

質問かと思いますが、県内では質問かと思いますが、県内では質問かと思いますが、県内では質問かと思いますが、県内では既既既既にわんにわんにわんにわんぱぱぱぱく相撲く相撲く相撲く相撲等等等等が行われておりましたり、あるいは、が行われておりましたり、あるいは、が行われておりましたり、あるいは、が行われておりましたり、あるいは、

市町市町市町市町村村村村におきましては相撲部におきましては相撲部におきましては相撲部におきましては相撲部屋屋屋屋に来ていただいて、そこで事業をするということもございに来ていただいて、そこで事業をするということもございに来ていただいて、そこで事業をするということもございに来ていただいて、そこで事業をするということもござい

ますので、そういう関係ますので、そういう関係ますので、そういう関係ますので、そういう関係団体団体団体団体とも協力をしながら、とも協力をしながら、とも協力をしながら、とも協力をしながら、今後今後今後今後どのようにどのようにどのようにどのように進進進進めていめていめていめていけけけけばいいのかばいいのかばいいのかばいいのか

検討検討検討検討していきたいと思います。していきたいと思います。していきたいと思います。していきたいと思います。以上以上以上以上でございます。でございます。でございます。でございます。

○和田委員○和田委員○和田委員○和田委員 このこのこのこの件件件件については、県内の出については、県内の出については、県内の出については、県内の出身身身身力士もいることだから、力士もいることだから、力士もいることだから、力士もいることだから、ＯＢＯＢＯＢＯＢも含めて大いにも含めて大いにも含めて大いにも含めて大いに

協力を協力を協力を協力を求求求求め、奈良県相撲め、奈良県相撲め、奈良県相撲め、奈良県相撲連盟連盟連盟連盟とのとのとのとの連携連携連携連携も含めて対も含めて対も含めて対も含めて対応応応応をし、いい相撲振興、スをし、いい相撲振興、スをし、いい相撲振興、スをし、いい相撲振興、スポポポポーーーーツツツツ振興、振興、振興、振興、

地域振興、地域振興、地域振興、地域振興、企企企企画画画画を立を立を立を立案案案案していただきたいと思いますので、していただきたいと思いますので、していただきたいと思いますので、していただきたいと思いますので、検討検討検討検討してください。してください。してください。してください。

それから、農林部の関係でございますが、そのようなそれから、農林部の関係でございますが、そのようなそれから、農林部の関係でございますが、そのようなそれから、農林部の関係でございますが、そのような加工品加工品加工品加工品がががが今今今今、どんどんつくり出さ、どんどんつくり出さ、どんどんつくり出さ、どんどんつくり出さ

れてきておりますから、そのれてきておりますから、そのれてきておりますから、そのれてきておりますから、その加工品加工品加工品加工品をつくる業者のをつくる業者のをつくる業者のをつくる業者の励励励励みみみみとなるように、またとなるように、またとなるように、またとなるように、また加工品加工品加工品加工品が成長が成長が成長が成長

していくように、していくように、していくように、していくように、販路販路販路販路開開開開拓拓拓拓とあわせてアとあわせてアとあわせてアとあわせてアンテナションテナションテナションテナショップにもップにもップにもップにも私私私私はははは少少少少しししし述べ述べ述べ述べました。アました。アました。アました。アンテンテンテンテ

ナショナショナショナショップは、ップは、ップは、ップは、売売売売れるかれるかれるかれるか売売売売れないかをれないかをれないかをれないかを調べ調べ調べ調べるということが一つのるということが一つのるということが一つのるということが一つの目的目的目的目的だろうと思うのです。だろうと思うのです。だろうと思うのです。だろうと思うのです。

大大大大切切切切なななな手手手手段段段段ですので、ですので、ですので、ですので、例例例例ええええば奈良ば奈良ば奈良ば奈良駅駅駅駅前前前前の奈良県の奈良県の奈良県の奈良県商工商工商工商工観光観光観光観光館館館館、奈良の、奈良の、奈良の、奈良の土土土土産物を産物を産物を産物を展展展展示示示示即即即即売売売売してしてしてして

いるところ。ああいうところはちいるところ。ああいうところはちいるところ。ああいうところはちいるところ。ああいうところはちゃゃゃゃんとしたんとしたんとしたんとした営営営営業業業業ベベベベースにースにースにースに乗乗乗乗るるるる商品商品商品商品でないとでないとでないとでないと置置置置くことはでくことはでくことはでくことはで

きないきないきないきないけけけけれども、アれども、アれども、アれども、アンテナションテナションテナションテナショップなどでしっかりとップなどでしっかりとップなどでしっかりとップなどでしっかりと応援応援応援応援をしてあをしてあをしてあをしてあげげげげる。２る。２る。２る。２週週週週間間間間なら２なら２なら２なら２週週週週

間間間間のののの期間期間期間期間、１、１、１、１カカカカ月なら１月なら１月なら１月なら１カカカカ月の月の月の月の期間期間期間期間、そこでどう、そこでどう、そこでどう、そこでどうぞぞぞぞ売売売売りましりましりましりましょょょょうと県がうと県がうと県がうと県がみみみみずからずからずからずから乗乗乗乗り出すり出すり出すり出す

ような対ような対ような対ような対応応応応をををを検討検討検討検討していただきたいと要していただきたいと要していただきたいと要していただきたいと要望望望望しておきます。しておきます。しておきます。しておきます。

それから、農それから、農それから、農それから、農村資源村資源村資源村資源を活用したを活用したを活用したを活用した彩彩彩彩りりりりづづづづくり事業の関係ですが、くり事業の関係ですが、くり事業の関係ですが、くり事業の関係ですが、桜井市桜井市桜井市桜井市では９では９では９では９件件件件だだだだけけけけれどれどれどれど

も、も、も、も、天天天天理理理理市市市市では大では大では大では大変多変多変多変多く１４２く１４２く１４２く１４２件件件件もももも買買買買い入れたい入れたい入れたい入れた箇箇箇箇所があるということで、所があるということで、所があるということで、所があるということで、住住住住民や民や民や民や農業者の農業者の農業者の農業者の

協力をしていただいております。県においても、協力をしていただいております。県においても、協力をしていただいております。県においても、協力をしていただいております。県においても、耕作放棄耕作放棄耕作放棄耕作放棄地地地地やややや荒荒荒荒れ地もいっれ地もいっれ地もいっれ地もいっぱぱぱぱいあって、いあって、いあって、いあって、

それをそのようなそれをそのようなそれをそのようなそれをそのような方方方方たちが管理をし、いろいろとたちが管理をし、いろいろとたちが管理をし、いろいろとたちが管理をし、いろいろと工工工工夫を夫を夫を夫を凝凝凝凝らしてらしてらしてらして新新新新しいしいしいしい作作作作物、物、物、物、花花花花をつくりをつくりをつくりをつくり

出していこうと出していこうと出していこうと出していこうと努努努努力をしていただいているわ力をしていただいているわ力をしていただいているわ力をしていただいているわけけけけですが、あるですが、あるですが、あるですが、ある意味意味意味意味それは、管理というそれは、管理というそれは、管理というそれは、管理という意味意味意味意味

では協力してもらっている一では協力してもらっている一では協力してもらっている一では協力してもらっている一面面面面もあります。そういうもあります。そういうもあります。そういうもあります。そういう意味意味意味意味で、そのようなで、そのようなで、そのようなで、そのような人人人人たちに対したちに対したちに対したちに対しやややや
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はりはりはりはり感感感感謝謝謝謝のののの念念念念をあらわすをあらわすをあらわすをあらわす意味意味意味意味でのでのでのでの励励励励みみみみとなる、となる、となる、となる、表彰制表彰制表彰制表彰制度とは言わない度とは言わない度とは言わない度とは言わないけけけけれども、そのようれども、そのようれども、そのようれども、そのよう

なアなアなアなアクションクションクションクション起起起起こすことは大こすことは大こすことは大こすことは大切切切切ではないかと思います。そのことによって県の管理地、所ではないかと思います。そのことによって県の管理地、所ではないかと思います。そのことによって県の管理地、所ではないかと思います。そのことによって県の管理地、所

有有有有地をそういう地をそういう地をそういう地をそういう人人人人たちのたちのたちのたちの連携連携連携連携でより一でより一でより一でより一層層層層有有有有効効効効活用していただ活用していただ活用していただ活用していただけけけけるようなことになるのではるようなことになるのではるようなことになるのではるようなことになるのでは

ないかと思います。要ないかと思います。要ないかと思います。要ないかと思います。要望望望望としておきます。としておきます。としておきます。としておきます。

それから、県産それから、県産それから、県産それから、県産材材材材の関係ですが、の関係ですが、の関係ですが、の関係ですが、先先先先ほど、ほど、ほど、ほど、間伐材間伐材間伐材間伐材はははは商品商品商品商品だという理だという理だという理だという理解解解解でこれからでこれからでこれからでこれから間伐材間伐材間伐材間伐材

をどんどんつくり出していきましをどんどんつくり出していきましをどんどんつくり出していきましをどんどんつくり出していきましょょょょうと言いました。うと言いました。うと言いました。うと言いました。間伐材間伐材間伐材間伐材がこれから出ないのならば、がこれから出ないのならば、がこれから出ないのならば、がこれから出ないのならば、

木質木質木質木質ババババイイイイオマオマオマオマス発ス発ス発ス発電電電電という再生という再生という再生という再生可能エネ可能エネ可能エネ可能エネルルルルギギギギーのこともーのこともーのこともーのことも前前前前をををを向向向向いていていていて進み進み進み進みません。ですから、ません。ですから、ません。ですから、ません。ですから、

これはこれはこれはこれは商品商品商品商品というつもりで、しっかりとそういうというつもりで、しっかりとそういうというつもりで、しっかりとそういうというつもりで、しっかりとそういう間伐材間伐材間伐材間伐材が出るようなが出るようなが出るようなが出るような仕仕仕仕組組組組みみみみをををを積極的積極的積極的積極的ににににやややや

っていってもらいたいと思います。これも要っていってもらいたいと思います。これも要っていってもらいたいと思います。これも要っていってもらいたいと思います。これも要望望望望としておきます。としておきます。としておきます。としておきます。

それから、警察本部に対してですが、本それから、警察本部に対してですが、本それから、警察本部に対してですが、本それから、警察本部に対してですが、本当当当当に力に力に力に力強強強強い取り組い取り組い取り組い取り組みみみみのののの答答答答弁弁弁弁をいただきました。をいただきました。をいただきました。をいただきました。

今今今今、、、、新聞新聞新聞新聞でにでにでにでにぎぎぎぎわせているわせているわせているわせている話話話話で一で一で一で一番番番番目目目目を引くのは、を引くのは、を引くのは、を引くのは、自自自自治治治治体体体体と警察とのと警察とのと警察とのと警察との連携連携連携連携がががが不不不不十十十十分分分分であるであるであるである

ががががゆゆゆゆええええに、に、に、に、自自自自治治治治体体体体でそのままでそのままでそのままでそのまま保護保護保護保護をしっをしっをしっをしっ放放放放しになっているということが問しになっているということが問しになっているということが問しになっているということが問題題題題になっていまになっていまになっていまになっていま

す。したがって、警察としてはす。したがって、警察としてはす。したがって、警察としてはす。したがって、警察としては頑張頑張頑張頑張っていらっしっていらっしっていらっしっていらっしゃゃゃゃるるるるけけけけれども、その取り組れども、その取り組れども、その取り組れども、その取り組みみみみのののの努努努努力が報力が報力が報力が報

われるように、もっとわれるように、もっとわれるように、もっとわれるように、もっと自自自自治治治治体体体体とのとのとのとの連携連携連携連携をををを強強強強めることがめることがめることがめることが重重重重要ではないかと思います。そうい要ではないかと思います。そうい要ではないかと思います。そうい要ではないかと思います。そうい

うううう意味意味意味意味で、で、で、で、私私私私のののの指摘指摘指摘指摘がががが当当当当たるのかどうか、たるのかどうか、たるのかどうか、たるのかどうか、検討検討検討検討されているのかどうなのか、おされているのかどうなのか、おされているのかどうなのか、おされているのかどうなのか、お聞聞聞聞かせいたかせいたかせいたかせいた

だきたい。だきたい。だきたい。だきたい。

○薮内生活安全部長○薮内生活安全部長○薮内生活安全部長○薮内生活安全部長 先先先先ほどほどほどほど申申申申しししし上上上上げげげげましたとおり、ましたとおり、ましたとおり、ましたとおり、自自自自治治治治体体体体とのとのとのとの連携連携連携連携はしっかりとはしっかりとはしっかりとはしっかりと努努努努めてめてめてめて

おりまして、本部長からもおりまして、本部長からもおりまして、本部長からもおりまして、本部長からも各各各各警察警察警察警察署署署署長に対しまして、警察長に対しまして、警察長に対しまして、警察長に対しまして、警察署署署署の生活安全の生活安全の生活安全の生活安全課課課課とととと市町市町市町市町村村村村のののの担担担担当当当当

課課課課とのとのとのとの連携連携連携連携をををを強強強強化化化化するようにというするようにというするようにというするようにという指指指指示示示示がなされているところでございます。これをがなされているところでございます。これをがなされているところでございます。これをがなされているところでございます。これを受け受け受け受け

て、て、て、て、各各各各警察警察警察警察署署署署でも警察でも警察でも警察でも警察署署署署長が長が長が長が各首各首各首各首長とお会いいたしまして長とお会いいたしまして長とお会いいたしまして長とお会いいたしまして、、、、「「「「子供子供子供子供、、、、女女女女性性性性、、、、高齢高齢高齢高齢者」を者」を者」を者」を守守守守

るための活るための活るための活るための活動動動動をををを強強強強化化化化していただくように要していただくように要していただくように要していただくように要請請請請を行っているところでございます。を行っているところでございます。を行っているところでございます。を行っているところでございます。以上以上以上以上でごでごでごでご

ざいます。ざいます。ざいます。ざいます。

○和田委員○和田委員○和田委員○和田委員 知事の知事の知事の知事の答答答答弁弁弁弁では、これから認知では、これから認知では、これから認知では、これから認知症症症症対策を対策を対策を対策を勉強勉強勉強勉強していきますというしていきますというしていきますというしていきますという表表表表現現現現だっただっただっただった

のです。それはのです。それはのです。それはのです。それは謙虚謙虚謙虚謙虚な言いな言いな言いな言い方方方方でしでしでしでしょょょょうが、いずれにしても、うが、いずれにしても、うが、いずれにしても、うが、いずれにしても、医療医療医療医療とととと介介介介護護護護、福、福、福、福祉祉祉祉、それに、それに、それに、それに加加加加

ええええて警察、この４者がこれから大いにて警察、この４者がこれから大いにて警察、この４者がこれから大いにて警察、この４者がこれから大いに連携連携連携連携をををを深深深深めていかなめていかなめていかなめていかなけけけければいればいればいればいけけけけないだろうと思いまないだろうと思いまないだろうと思いまないだろうと思いま

す。す。す。す。加え加え加え加えて、警察という観点をて、警察という観点をて、警察という観点をて、警察という観点を持持持持って認知って認知って認知って認知症症症症のののの有病有病有病有病者対策に取り組んでいただくようお願者対策に取り組んでいただくようお願者対策に取り組んでいただくようお願者対策に取り組んでいただくようお願

いしたいと思います。いしたいと思います。いしたいと思います。いしたいと思います。以上以上以上以上でででで終終終終わります。わります。わります。わります。

○小林委員○小林委員○小林委員○小林委員 ３点、質問させていただきます。３点、質問させていただきます。３点、質問させていただきます。３点、質問させていただきます。

ははははじじじじめに、めに、めに、めに、冊冊冊冊子子子子「平成２５年度主要施策の成果に関する報告書」１１５ページから１１「平成２５年度主要施策の成果に関する報告書」１１５ページから１１「平成２５年度主要施策の成果に関する報告書」１１５ページから１１「平成２５年度主要施策の成果に関する報告書」１１５ページから１１

６ページ、農業の６ページ、農業の６ページ、農業の６ページ、農業の担担担担いいいい手手手手へへへへのののの支援支援支援支援についてです。奈良県も農についてです。奈良県も農についてです。奈良県も農についてです。奈良県も農家家家家数数数数がががが減少減少減少減少しまして、しまして、しまして、しまして、今今今今もあもあもあもあ
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りましたが、りましたが、りましたが、りましたが、耕作放棄耕作放棄耕作放棄耕作放棄地が地が地が地がふえふえふえふえる一る一る一る一方方方方であります。生産者、農業であります。生産者、農業であります。生産者、農業であります。生産者、農業担担担担いいいい手手手手をををを確保確保確保確保することがすることがすることがすることが

本本本本当当当当に大きなに大きなに大きなに大きな課題課題課題課題だと思っておりますが、だと思っておりますが、だと思っておりますが、だと思っておりますが、新新新新規就規就規就規就農の年農の年農の年農の年間間間間相相相相談件数談件数談件数談件数はどれくらいあるのではどれくらいあるのではどれくらいあるのではどれくらいあるので

ししししょょょょうか。また、そのうちうか。また、そのうちうか。また、そのうちうか。また、そのうち新新新新規就規就規就規就農を農を農を農を希望希望希望希望されるされるされるされる人人人人はどれくらいいらっしはどれくらいいらっしはどれくらいいらっしはどれくらいいらっしゃゃゃゃるのでしるのでしるのでしるのでしょょょょうううう

か。か。か。か。

そして、そして、そして、そして、新新新新規就規就規就規就農者農者農者農者確保確保確保確保事業が行われておりますが、事業が行われておりますが、事業が行われておりますが、事業が行われておりますが、予予予予算の算の算の算の執執執執行行行行率率率率が６３が６３が６３が６３％％％％です。これです。これです。これです。これ

もももも少少少少しししし低低低低いと思うのですいと思うのですいと思うのですいと思うのですけけけけれども、６３れども、６３れども、６３れども、６３％％％％にとどまった理にとどまった理にとどまった理にとどまった理由由由由はははは何何何何でしでしでしでしょょょょうか。また、そのうか。また、そのうか。また、そのうか。また、その

他他他他新新新新規就規就規就規就農にどのような取り組農にどのような取り組農にどのような取り組農にどのような取り組みみみみをされているのか、まずおをされているのか、まずおをされているのか、まずおをされているのか、まずお尋ね尋ね尋ね尋ねをいたします。をいたします。をいたします。をいたします。

それから、それから、それから、それから、今今今今もももも販路拡販路拡販路拡販路拡大、大、大、大、拡張拡張拡張拡張という質問が出ましたが、知事のトップという質問が出ましたが、知事のトップという質問が出ましたが、知事のトップという質問が出ましたが、知事のトップセセセセールスについールスについールスについールスについ

てですが、奈良県知事がトップてですが、奈良県知事がトップてですが、奈良県知事がトップてですが、奈良県知事がトップセセセセールスをールスをールスをールスを実実実実施という施という施という施というニニニニュュュュースが大ースが大ースが大ースが大変目変目変目変目につくようになりにつくようになりにつくようになりにつくようになり

ました。これまでにどのようなところでました。これまでにどのようなところでました。これまでにどのようなところでました。これまでにどのようなところで何回何回何回何回トップトップトップトップセセセセールスが行われたのでしールスが行われたのでしールスが行われたのでしールスが行われたのでしょょょょうか。まうか。まうか。まうか。ま

た、トップた、トップた、トップた、トップセセセセールスではどのような奈良のールスではどのような奈良のールスではどのような奈良のールスではどのような奈良の味味味味がががが販売販売販売販売されているのですか。そして、トップされているのですか。そして、トップされているのですか。そして、トップされているのですか。そして、トップ

セセセセールスのールスのールスのールスの体体体体制制制制は一は一は一は一回回回回にどれくらいのにどれくらいのにどれくらいのにどれくらいの経経経経費費費費をかをかをかをかけけけけているのでしているのでしているのでしているのでしょょょょうか。また、その成果にうか。また、その成果にうか。また、その成果にうか。また、その成果に

ついてはどのようについてはどのようについてはどのようについてはどのように見見見見ておられますか、おておられますか、おておられますか、おておられますか、お尋ね尋ね尋ね尋ねをいたします。をいたします。をいたします。をいたします。

３点３点３点３点目目目目は、１は、１は、１は、１７７７７５ページ、交通安全施５ページ、交通安全施５ページ、交通安全施５ページ、交通安全施設等設等設等設等整整整整備事業についてであります。備事業についてであります。備事業についてであります。備事業についてであります。私私私私ども日本ども日本ども日本ども日本共共共共

産産産産党党党党県会議員県会議員県会議員県会議員団団団団は、県は、県は、県は、県民民民民のののの暮暮暮暮らしのアらしのアらしのアらしのアンケンケンケンケートをートをートをートを７７７７月からしておりまして、ア月からしておりまして、ア月からしておりまして、ア月からしておりまして、アンケンケンケンケートにートにートにートに

３３３３，，，，２００通が２００通が２００通が２００通が寄寄寄寄せられているのですが、その中でせられているのですが、その中でせられているのですが、その中でせられているのですが、その中で信信信信号号号号機機機機のののの設設設設置置置置の要の要の要の要望望望望が本が本が本が本当当当当にたくさんにたくさんにたくさんにたくさん

寄寄寄寄せられておりました。おせられておりました。おせられておりました。おせられておりました。お尋ね尋ね尋ね尋ねしたいのは、年したいのは、年したいのは、年したいのは、年間間間間にどのくらいにどのくらいにどのくらいにどのくらい設設設設置置置置要要要要望望望望があるのでしがあるのでしがあるのでしがあるのでしょょょょうううう

か。か。か。か。

それからもう一つは、それからもう一つは、それからもう一つは、それからもう一つは、横断歩横断歩横断歩横断歩道道道道ですですですですけけけけれども、れども、れども、れども、少少少少しししし前前前前から大から大から大から大変変変変気気気気にかかっておりますのにかかっておりますのにかかっておりますのにかかっておりますの

はははは横断歩横断歩横断歩横断歩道道道道のののの白線白線白線白線がががが消え消え消え消えかかっているところがたくさんかかっているところがたくさんかかっているところがたくさんかかっているところがたくさん見受け見受け見受け見受けられるわられるわられるわられるわけけけけです。です。です。です。横断歩横断歩横断歩横断歩道道道道

は奈良県では奈良県では奈良県では奈良県で何何何何本あるのでし本あるのでし本あるのでし本あるのでしょょょょうか。また、うか。また、うか。また、うか。また、横断歩横断歩横断歩横断歩道道道道の点の点の点の点検検検検はどのようにされているのでしはどのようにされているのでしはどのようにされているのでしはどのようにされているのでし

ょょょょうか。うか。うか。うか。以上以上以上以上、お、お、お、お尋ね尋ね尋ね尋ねいたします。いたします。いたします。いたします。

○野添農林部次長農政担当、地域農政課長事務取扱○野添農林部次長農政担当、地域農政課長事務取扱○野添農林部次長農政担当、地域農政課長事務取扱○野添農林部次長農政担当、地域農政課長事務取扱 新新新新規就規就規就規就農者の関係のご質問について農者の関係のご質問について農者の関係のご質問について農者の関係のご質問について

でございます。でございます。でございます。でございます。

現現現現在在在在、県では、県では、県では、県では新新新新規就規就規就規就農農農農希望希望希望希望者に対しまして、県者に対しまして、県者に対しまして、県者に対しまして、県庁庁庁庁及及及及びびびび各各各各農林振興事務所の計５農林振興事務所の計５農林振興事務所の計５農林振興事務所の計５カカカカ所にお所にお所にお所にお

きましてきましてきましてきまして担担担担いいいい手ワ手ワ手ワ手ワンンンンストップストップストップストップ窓窓窓窓口口口口のののの設設設設置置置置をいたしまして、農業をいたしまして、農業をいたしまして、農業をいたしまして、農業経営経営経営経営やややや農業農業農業農業技術技術技術技術、国、国、国、国やややや県の県の県の県の

支援支援支援支援制制制制度などに係ります相度などに係ります相度などに係ります相度などに係ります相談談談談に対してきめに対してきめに対してきめに対してきめ細細細細ややややかに対かに対かに対かに対応応応応しているところでございます。平しているところでございます。平しているところでございます。平しているところでございます。平

成２５年度でございますが、２２３成２５年度でございますが、２２３成２５年度でございますが、２２３成２５年度でございますが、２２３人人人人、、、、延延延延べべべべ６５４６５４６５４６５４件件件件相相相相談談談談があり、そのうちがあり、そのうちがあり、そのうちがあり、そのうち新新新新規就規就規就規就農に係農に係農に係農に係

るものは１９２るものは１９２るものは１９２るものは１９２人人人人、、、、延延延延べべべべ３８０３８０３８０３８０件件件件でございました。でございました。でございました。でございました。

それから、おそれから、おそれから、おそれから、お尋ね尋ね尋ね尋ねのののの新新新新規就規就規就規就農者農者農者農者確保確保確保確保事業についてでございますが、この事業は事業についてでございますが、この事業は事業についてでございますが、この事業は事業についてでございますが、この事業は青青青青年の年の年の年の就就就就



---- 11112222 ----

農農農農意意意意欲欲欲欲のののの喚喚喚喚起起起起とととと就就就就農農農農後後後後の定の定の定の定着着着着をををを図図図図るために、るために、るために、るために、新新新新規就規就規就規就農者に対しまして農者に対しまして農者に対しまして農者に対しまして就就就就農農農農前前前前のののの研研研研修修修修期間期間期間期間のののの

２年２年２年２年以以以以内内内内及及及及びびびび経営経営経営経営がががが不不不不安定な安定な安定な安定な就就就就農農農農直直直直後後後後５年５年５年５年以以以以内の所内の所内の所内の所得得得得のののの確保確保確保確保をををを図図図図るため、年るため、年るため、年るため、年間間間間１５０１５０１５０１５０万万万万円円円円

をををを給付給付給付給付するものでございます。本事業に係るするものでございます。本事業に係るするものでございます。本事業に係るするものでございます。本事業に係る予予予予算でございますが、算でございますが、算でございますが、算でございますが、担担担担いいいい手ワ手ワ手ワ手ワンンンンストップストップストップストップ窓窓窓窓

口口口口での内での内での内での内容容容容やややや市町市町市町市町村村村村からの要からの要からの要からの要望望望望などをもとにいたしまして、などをもとにいたしまして、などをもとにいたしまして、などをもとにいたしまして、新新新新規就規就規就規就農農農農希望希望希望希望者が者が者が者が漏漏漏漏れなくれなくれなくれなく支支支支

援援援援をををを受け受け受け受けられるようにられるようにられるようにられるように積積積積算をしたものでございます。平成２５年度は、２年算をしたものでございます。平成２５年度は、２年算をしたものでございます。平成２５年度は、２年算をしたものでございます。平成２５年度は、２年間間間間のののの研研研研修修修修期間期間期間期間

を１年を１年を１年を１年前前前前倒倒倒倒しでしでしでしで就就就就農された場農された場農された場農された場合や合や合や合や、、、、希望希望希望希望する場所での農地のする場所での農地のする場所での農地のする場所での農地の確保確保確保確保がががが困難困難困難困難でででで就就就就農を農を農を農を断念断念断念断念されされされされ

たたたたケケケケースなどによりまして、対ースなどによりまして、対ースなどによりまして、対ースなどによりまして、対象象象象者が者が者が者が結結結結果として果として果として果として減少減少減少減少をし、をし、をし、をし、予予予予算の算の算の算の執執執執行行行行率率率率が６３が６３が６３が６３％％％％となっとなっとなっとなっ

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

県におきましては、県におきましては、県におきましては、県におきましては、新新新新規就規就規就規就農者農者農者農者確保確保確保確保事業などの国の事業を含めまして、事業などの国の事業を含めまして、事業などの国の事業を含めまして、事業などの国の事業を含めまして、新新新新規就規就規就規就農農農農へへへへのののの支支支支

援援援援事業を事業を事業を事業を多多多多くのくのくのくの方方方方に活用していただに活用していただに活用していただに活用していただけけけけますようにますようにますようにますように十十十十分分分分情情情情報を報を報を報を提供提供提供提供しますとともに、県農業しますとともに、県農業しますとともに、県農業しますとともに、県農業

大大大大学学学学校校校校でのでのでのでの担担担担いいいい手手手手のののの養養養養成、成、成、成、先進先進先進先進農農農農家家家家でのでのでのでの実実実実践践践践的的的的なななな研研研研修修修修、、、、ホホホホーーーームムムムページなどを活用したページなどを活用したページなどを活用したページなどを活用した新新新新規規規規

就就就就農者の事農者の事農者の事農者の事例例例例紹紹紹紹介介介介、、、、就就就就農に農に農に農に必必必必要となります農業要となります農業要となります農業要となります農業機機機機械械械械やややや施施施施設設設設のののの融融融融資や資や資や資や補助制補助制補助制補助制度などの度などの度などの度などの支援支援支援支援をををを

実実実実施いたしております。また、施いたしております。また、施いたしております。また、施いたしております。また、今今今今年度から年度から年度から年度から就就就就農農農農後後後後早早早早期期期期にににに経営経営経営経営が安定いたしますように、が安定いたしますように、が安定いたしますように、が安定いたしますように、就就就就

農農農農後後後後５年５年５年５年以以以以内の内の内の内の新新新新規就規就規就規就農者の農者の農者の農者の方方方方を対を対を対を対象象象象といたしまして、県といたしまして、県といたしまして、県といたしまして、県自自自自らららら新新新新規就規就規就規就農者のもとに出農者のもとに出農者のもとに出農者のもとに出向向向向き、き、き、き、

農業農業農業農業技術技術技術技術のののの指指指指導導導導を中を中を中を中心心心心として農業として農業として農業として農業経営経営経営経営ののののフォフォフォフォロロロローアップのーアップのーアップのーアップの支援支援支援支援をををを充充充充実実実実したところでございしたところでございしたところでございしたところでござい

ます。ます。ます。ます。

本県農業の振興を本県農業の振興を本県農業の振興を本県農業の振興を図図図図るるるる上上上上で、で、で、で、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ののの方方方方のののの確保確保確保確保、、、、育育育育成をすることは成をすることは成をすることは成をすることは重重重重要な農要な農要な農要な農政政政政

のののの柱柱柱柱とととと考え考え考え考えておりまして、ておりまして、ておりまして、ておりまして、新新新新規就規就規就規就農農農農希望希望希望希望者の者の者の者の意向や意向や意向や意向や相相相相談談談談にににに耳耳耳耳をををを傾傾傾傾けけけけて、て、て、て、将将将将来来来来展望展望展望展望をををを持持持持ってってってって

農業が農業が農業が農業が営営営営めますよう、めますよう、めますよう、めますよう、新新新新規就規就規就規就農者の農者の農者の農者の方方方方、、、、新新新新規就規就規就規就農農農農希望希望希望希望者の者の者の者の方方方方一一一一人人人人一一一一人人人人にににに丁寧丁寧丁寧丁寧に対に対に対に対応応応応してましてましてましてま

いりたいといりたいといりたいといりたいと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。以上以上以上以上でございます。でございます。でございます。でございます。

○乾マーケティング課長○乾マーケティング課長○乾マーケティング課長○乾マーケティング課長 知事トップ知事トップ知事トップ知事トップセセセセールスのールスのールスのールスの実実実実施施施施状況状況状況状況とそのとそのとそのとその効効効効果果果果等等等等についておについておについておについてお答え答え答え答えをををを

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。

県では、平成２４年度より県では、平成２４年度より県では、平成２４年度より県では、平成２４年度より首都首都首都首都圏圏圏圏での知事トップでの知事トップでの知事トップでの知事トップセセセセールスを行っております。これは全ールスを行っております。これは全ールスを行っております。これは全ールスを行っております。これは全

国の農産物の国の農産物の国の農産物の国の農産物の品品品品決め、決め、決め、決め、値値値値決めが決めが決めが決めが東京東京東京東京で行われております。で行われております。で行われております。で行われております。東京東京東京東京でででで評価評価評価評価をいただきますと全をいただきますと全をいただきますと全をいただきますと全

国の国の国の国の標準標準標準標準になるとになるとになるとになると市市市市場関係者からア場関係者からア場関係者からア場関係者からアドバドバドバドバイスをいただいたことに従いまして行っているもイスをいただいたことに従いまして行っているもイスをいただいたことに従いまして行っているもイスをいただいたことに従いまして行っているも

のでございます。のでございます。のでございます。のでございます。

具体的具体的具体的具体的には、平成２４年度には１１月１０日にには、平成２４年度には１１月１０日にには、平成２４年度には１１月１０日にには、平成２４年度には１１月１０日に東京東京東京東京の大田の大田の大田の大田市市市市場、場、場、場、築築築築地地地地市市市市場に場に場に場に参参参参りまして、りまして、りまして、りまして、

柿柿柿柿と大和野菜のトップと大和野菜のトップと大和野菜のトップと大和野菜のトップセセセセールスを行いました。平成２５年度には８月２日、ールスを行いました。平成２５年度には８月２日、ールスを行いました。平成２５年度には８月２日、ールスを行いました。平成２５年度には８月２日、東京東京東京東京の大田の大田の大田の大田市市市市

場におきまして、場におきまして、場におきまして、場におきまして、ハウハウハウハウスススス柿柿柿柿のトップのトップのトップのトップセセセセールスを行ったールスを行ったールスを行ったールスを行った後後後後、大和野菜、大和野菜、大和野菜、大和野菜等等等等の県産農産物をの県産農産物をの県産農産物をの県産農産物を販売販売販売販売

しておりますしておりますしておりますしております食品食品食品食品スースースースーパパパパー「ー「ー「ー「ササササミミミミットストアットストアットストアットストア深深深深沢坂沢坂沢坂沢坂上店上店上店上店」の」の」の」の視視視視察と察と察と察と意見意見意見意見交交交交換換換換をををを実実実実施いたし施いたし施いたし施いたし
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ました。また、ました。また、ました。また、ました。また、同同同同年１１月２２日から２４日にか年１１月２２日から２４日にか年１１月２２日から２４日にか年１１月２２日から２４日にかけけけけまして、まして、まして、まして、新新新新宿宿宿宿高高高高島島島島屋屋屋屋におきまして奈良におきまして奈良におきまして奈良におきまして奈良

フフフフェェェェアを開アを開アを開アを開催催催催いたしまして、知事いたしまして、知事いたしまして、知事いたしまして、知事自自自自らがらがらがらが首都首都首都首都圏圏圏圏のののの消費消費消費消費者に大和野菜者に大和野菜者に大和野菜者に大和野菜やややや富富富富有有有有柿柿柿柿ののののＰＲＰＲＰＲＰＲを行っを行っを行っを行っ

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

また、また、また、また、今今今今年度につきましても、年度につきましても、年度につきましても、年度につきましても、先先先先月９月１２日から２５日の日程で、月９月１２日から２５日の日程で、月９月１２日から２５日の日程で、月９月１２日から２５日の日程で、新新新新宿宿宿宿高高高高島島島島屋屋屋屋におきにおきにおきにおき

まして奈良の観光物産まして奈良の観光物産まして奈良の観光物産まして奈良の観光物産展展展展を開を開を開を開催催催催いたしました。いたしました。いたしました。いたしました。オオオオープープープープニンニンニンニンググググの１２日には県議会の議員のの１２日には県議会の議員のの１２日には県議会の議員のの１２日には県議会の議員の

方方方方にもお越しいただきまして、知事にもお越しいただきまして、知事にもお越しいただきまして、知事にもお越しいただきまして、知事自自自自ら奈良のおいしいら奈良のおいしいら奈良のおいしいら奈良のおいしい食食食食と観光についてと観光についてと観光についてと観光についてＰＲＰＲＰＲＰＲを行ったとを行ったとを行ったとを行ったと

ころでございます。さらに、１０月３日には再度大田ころでございます。さらに、１０月３日には再度大田ころでございます。さらに、１０月３日には再度大田ころでございます。さらに、１０月３日には再度大田市市市市場におきまして場におきまして場におきまして場におきまして刀刀刀刀根根根根早早早早生生生生柿柿柿柿のトッのトッのトッのトッ

ププププセセセセールスを行ったールスを行ったールスを行ったールスを行った後後後後、、、、東京東京東京東京六六六六本木にございます大和野菜本木にございます大和野菜本木にございます大和野菜本木にございます大和野菜等等等等の県産農産物をの県産農産物をの県産農産物をの県産農産物を販売販売販売販売していたしていたしていたしていた

だいておりますだいておりますだいておりますだいております食品食品食品食品スースースースーパパパパー「プー「プー「プー「プレレレレッッッッセセセセププププレレレレミミミミアアアアムムムム東京東京東京東京ミミミミッッッッドドドドタタタタウン店ウン店ウン店ウン店」という」という」という」という店店店店舗舗舗舗ですですですです

けけけけれども、そこのれども、そこのれども、そこのれども、そこの視視視視察と察と察と察と意見意見意見意見交交交交換換換換を行ったところでございます。を行ったところでございます。を行ったところでございます。を行ったところでございます。

このように、トップこのように、トップこのように、トップこのように、トップセセセセールスをールスをールスをールスをややややっております。それに係るっております。それに係るっております。それに係るっております。それに係る経経経経費費費費の質問もあったかと思の質問もあったかと思の質問もあったかと思の質問もあったかと思

いますが、いますが、いますが、いますが、今今今今、、、、詳詳詳詳細細細細なななな資料資料資料資料はははは持持持持ちちちち合合合合わせていないのですが、トップわせていないのですが、トップわせていないのですが、トップわせていないのですが、トップセセセセールスにールスにールスにールスに限限限限って言いって言いって言いって言い

ますと、職員のますと、職員のますと、職員のますと、職員の旅旅旅旅費費費費とととと試試試試食食食食等等等等に係るに係るに係るに係るサンサンサンサンプルのプルのプルのプルの経経経経費費費費等等等等、それほど、それほど、それほど、それほど過過過過大ではないと認大ではないと認大ではないと認大ではないと認識識識識してしてしてして

おります。おります。おります。おります。

一一一一方方方方、トップ、トップ、トップ、トップセセセセールスを行ったールスを行ったールスを行ったールスを行った効効効効果についてのご質問がありました。果についてのご質問がありました。果についてのご質問がありました。果についてのご質問がありました。効効効効果は果は果は果は何何何何点かござ点かござ点かござ点かござ

いますが、まずはいますが、まずはいますが、まずはいますが、まずは食品食品食品食品スースースースーパパパパー、ー、ー、ー、先先先先ほどほどほどほど申申申申しししし上上上上げげげげましたように、ましたように、ましたように、ましたように、ササササミミミミットストアーットストアーットストアーットストアーややややププププレレレレ

ッッッッセセセセププププレレレレミミミミアアアアム等ム等ム等ム等のののの量量量量販店販店販店販店におきまして、県産農産物のにおきまして、県産農産物のにおきまして、県産農産物のにおきまして、県産農産物の増増増増設設設設ののののココココーーーーナナナナーーーー販売販売販売販売をしていただをしていただをしていただをしていただ

いたことがいたことがいたことがいたことが上上上上げげげげられると思います。られると思います。られると思います。られると思います。

また、ことし９月に大また、ことし９月に大また、ことし９月に大また、ことし９月に大々的々的々的々的にににに新新新新宿宿宿宿高高高高島島島島屋屋屋屋で観光物産で観光物産で観光物産で観光物産展展展展を開を開を開を開催催催催させていただきましたさせていただきましたさせていただきましたさせていただきましたけけけけれれれれ

ども、これはども、これはども、これはども、これは昨昨昨昨年、知事がトップ年、知事がトップ年、知事がトップ年、知事がトップセセセセールスを行ったときにールスを行ったときにールスを行ったときにールスを行ったときに高高高高島島島島屋屋屋屋とととと意見意見意見意見交交交交換換換換をををを持持持持ちまして、ちまして、ちまして、ちまして、

その中でその中でその中でその中で高高高高島島島島屋屋屋屋からのからのからのからの提案提案提案提案をいただき、それがをいただき、それがをいただき、それがをいただき、それが実現実現実現実現にににに至至至至ったということでございます。ったということでございます。ったということでございます。ったということでございます。

また、また、また、また、首都首都首都首都圏圏圏圏で県産農産物をで県産農産物をで県産農産物をで県産農産物を扱扱扱扱っていただいているっていただいているっていただいているっていただいている仲卸仲卸仲卸仲卸業者につきましても、初年度の業者につきましても、初年度の業者につきましても、初年度の業者につきましても、初年度の

平成２４年度は３業者だ平成２４年度は３業者だ平成２４年度は３業者だ平成２４年度は３業者だけけけけでございましたが、でございましたが、でございましたが、でございましたが、現現現現在在在在１１業者まで１１業者まで１１業者まで１１業者までふえふえふえふえているところでござているところでござているところでござているところでござ

います。います。います。います。

今後今後今後今後も県産農産物のも県産農産物のも県産農産物のも県産農産物のブランド化ブランド化ブランド化ブランド化、、、、販売拡販売拡販売拡販売拡大に大に大に大に向け向け向け向けまして、まして、まして、まして、首都首都首都首都圏圏圏圏での活での活での活での活動動動動に力を入れてに力を入れてに力を入れてに力を入れて

まいりたいとまいりたいとまいりたいとまいりたいと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。以上以上以上以上でございます。でございます。でございます。でございます。

○大森交通部長○大森交通部長○大森交通部長○大森交通部長 交通安全施交通安全施交通安全施交通安全施設設設設、特に、特に、特に、特に信信信信号号号号機機機機とととと横断歩横断歩横断歩横断歩道道道道に関しての質問でございます。に関しての質問でございます。に関しての質問でございます。に関しての質問でございます。

まず、まず、まず、まず、信信信信号号号号機機機機のののの設設設設置置置置要要要要望望望望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けけけれども、れども、れども、れども、過去過去過去過去５年５年５年５年間間間間の平の平の平の平均均均均をををを見見見見ますと、ますと、ますと、ますと、新新新新規規規規、、、、

継継継継続の要続の要続の要続の要望望望望も含めまして、も含めまして、も含めまして、も含めまして、毎毎毎毎年年年年約約約約１３０１３０１３０１３０件件件件の要の要の要の要望望望望がございます。がございます。がございます。がございます。信信信信号号号号機機機機のののの新新新新設設設設につきましにつきましにつきましにつきまし

ては、ては、ては、ては、過去過去過去過去５年５年５年５年間間間間で６で６で６で６基基基基から１０から１０から１０から１０基基基基、平、平、平、平均均均均でででで約約約約９９９９基基基基をををを新新新新設設設設しているところであります。こしているところであります。こしているところであります。こしているところであります。こ
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のほかにのほかにのほかにのほかに既存既存既存既存のののの信信信信号号号号機機機機のののの更更更更新新新新事業といたしまして、５年平事業といたしまして、５年平事業といたしまして、５年平事業といたしまして、５年平均均均均で年で年で年で年間間間間信信信信号号号号柱柱柱柱を１６５本を１６５本を１６５本を１６５本更更更更新新新新

したり、したり、したり、したり、車両車両車両車両用用用用灯器灯器灯器灯器３４４３４４３４４３４４灯灯灯灯、、、、歩歩歩歩行行行行車車車車用の用の用の用の灯器灯器灯器灯器２８０２８０２８０２８０灯灯灯灯、それから、それから、それから、それから信信信信号の号の号の号の制制制制御器御器御器御器３０３０３０３０基基基基、、、、

これらをこれらをこれらをこれらを整整整整備しているところでございます。備しているところでございます。備しているところでございます。備しているところでございます。信信信信号号号号機機機機のののの新新新新設設設設にににに当当当当たりましては、これらの要たりましては、これらの要たりましては、これらの要たりましては、これらの要

望望望望のあった中からのあった中からのあった中からのあった中から車両車両車両車両及及及及びびびび歩歩歩歩行者の交通行者の交通行者の交通行者の交通量量量量、交通事、交通事、交通事、交通事故故故故の発生の発生の発生の発生状況状況状況状況、交、交、交、交差差差差点の形点の形点の形点の形状状状状等等等等を総を総を総を総合合合合

的的的的にににに勘勘勘勘案案案案したしたしたした上上上上で、で、で、で、必必必必要要要要性性性性、、、、緊急緊急緊急緊急性性性性のののの高高高高いところからいところからいところからいところから順順順順次次次次設設設設置置置置しているところでございましているところでございましているところでございましているところでございま

す。す。す。す。

次次次次に、に、に、に、横断歩横断歩横断歩横断歩道道道道のののの箇箇箇箇所所所所数数数数とととと補補補補修修修修の関係でございます。県の関係でございます。県の関係でございます。県の関係でございます。県下下下下にににに横断歩横断歩横断歩横断歩道道道道は、ことしの９月は、ことしの９月は、ことしの９月は、ことしの９月

末末末末現現現現在在在在でございますが、５でございますが、５でございますが、５でございますが、５，，，，４４４４７７７７３３３３カカカカ所に総所に総所に総所に総数数数数で９で９で９で９，７，７，７，７８８本がございます。８８本がございます。８８本がございます。８８本がございます。横断歩横断歩横断歩横断歩道道道道等等等等

の交通安全施の交通安全施の交通安全施の交通安全施設設設設の点の点の点の点検整検整検整検整備につきましては、交通安全施備につきましては、交通安全施備につきましては、交通安全施備につきましては、交通安全施設設設設管理要管理要管理要管理要綱綱綱綱を定めまして、を定めまして、を定めまして、を定めまして、毎毎毎毎月１月１月１月１

日を交通安全施日を交通安全施日を交通安全施日を交通安全施設設設設の一の一の一の一斉斉斉斉点点点点検検検検日と日と日と日と規規規規定いたしまして、警察定いたしまして、警察定いたしまして、警察定いたしまして、警察官官官官が施が施が施が施設設設設の点の点の点の点検検検検を行っておりまを行っておりまを行っておりまを行っておりま

すほか、警察すほか、警察すほか、警察すほか、警察官官官官の日常のの日常のの日常のの日常の街頭街頭街頭街頭活活活活動動動動を通しての点を通しての点を通しての点を通しての点検検検検も行っているところでございます。も行っているところでございます。も行っているところでございます。も行っているところでございます。

補補補補修修修修につきましては、この点につきましては、この点につきましては、この点につきましては、この点検検検検結結結結果果果果やややや地域地域地域地域住住住住民民民民のののの方方方方からのご要からのご要からのご要からのご要望望望望、それから、それから、それから、それから道路道路道路道路管理者管理者管理者管理者

からの要からの要からの要からの要望等望等望等望等をををを踏踏踏踏ままままええええ、県、県、県、県下下下下１２警察１２警察１２警察１２警察署署署署からのからのからのからの補補補補修修修修のののの上上上上申申申申にににに基基基基づづづづきまして、きまして、きまして、きまして、信信信信号号号号機機機機のののの設設設設置置置置

されている交されている交されている交されている交差差差差点、点、点、点、駅駅駅駅、、、、学学学学校校校校等等等等に通に通に通に通じじじじる場所などにありまする場所などにありまする場所などにありまする場所などにあります横断歩横断歩横断歩横断歩道道道道をををを重重重重点に、点に、点に、点に、予予予予算の算の算の算の範範範範

囲囲囲囲内で内で内で内で補補補補修修修修事業を行っているところでございます。事業を行っているところでございます。事業を行っているところでございます。事業を行っているところでございます。以上以上以上以上でございます。でございます。でございます。でございます。

○小林委員○小林委員○小林委員○小林委員 ごごごご答答答答弁弁弁弁ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。

知事のトップ知事のトップ知事のトップ知事のトップセセセセールスについては、ールスについては、ールスについては、ールスについては、販路拡販路拡販路拡販路拡大ということで成果も大ということで成果も大ということで成果も大ということで成果も上上上上がっているようでごがっているようでごがっているようでごがっているようでご

ざいますので、この点は取り組ざいますので、この点は取り組ざいますので、この点は取り組ざいますので、この点は取り組みみみみをしっかりしていただきたいと思います。をしっかりしていただきたいと思います。をしっかりしていただきたいと思います。をしっかりしていただきたいと思います。

それから、農業のそれから、農業のそれから、農業のそれから、農業の担担担担いいいい手手手手のののの支援支援支援支援ですが、ですが、ですが、ですが、今今今今、農業を取り、農業を取り、農業を取り、農業を取り巻巻巻巻く環境が本く環境が本く環境が本く環境が本当当当当にににに厳厳厳厳しいと思いしいと思いしいと思いしいと思い

ます。皆さんもごます。皆さんもごます。皆さんもごます。皆さんもご存じ存じ存じ存じと思いますが、日本農業と思いますが、日本農業と思いますが、日本農業と思いますが、日本農業新聞新聞新聞新聞が大きく報が大きく報が大きく報が大きく報じじじじておりましたように、米ておりましたように、米ておりましたように、米ておりましたように、米

価価価価がががが下落下落下落下落して、して、して、して、専専専専業農業農業農業農家家家家の９の９の９の９割割割割の生活をの生活をの生活をの生活を直直直直撃撃撃撃していると、していると、していると、していると、転作転作転作転作がががが難難難難しいと、米しいと、米しいと、米しいと、米価価価価１１１１万万万万円割円割円割円割

れ、再生産れ、再生産れ、再生産れ、再生産危危危危ういという非常事ういという非常事ういという非常事ういという非常事態態態態だと報だと報だと報だと報じじじじておりました。６０ておりました。６０ておりました。６０ておりました。６０キキキキロロロロググググララララムムムム当当当当たりのたりのたりのたりの仮払仮払仮払仮払金金金金、、、、

概概概概算算算算金金金金が大が大が大が大幅幅幅幅にににに下下下下がったわがったわがったわがったわけけけけです。こういう環境もありますし、それからずっと議です。こういう環境もありますし、それからずっと議です。こういう環境もありますし、それからずっと議です。こういう環境もありますし、それからずっと議論論論論されされされされ

ておりますておりますておりますておりますＴＴＴＴＰＰＰＰＰＰＰＰ問問問問題題題題もありまして、米もありまして、米もありまして、米もありまして、米づづづづくりをはくりをはくりをはくりをはじじじじめ、農業をめ、農業をめ、農業をめ、農業を営営営営むむむむ環境は物すごく環境は物すごく環境は物すごく環境は物すごく厳厳厳厳しししし

くなっていると思うのです。くなっていると思うのです。くなっていると思うのです。くなっていると思うのです。

その中で、その中で、その中で、その中で、今今今今、奈良県の農業者をしっかりと、奈良県の農業者をしっかりと、奈良県の農業者をしっかりと、奈良県の農業者をしっかりと支援支援支援支援していくと、していくと、していくと、していくと、担担担担いいいい手手手手をををを育育育育てていくといてていくといてていくといてていくとい

うことが大事だと思っております。うことが大事だと思っております。うことが大事だと思っております。うことが大事だと思っております。新新新新規就規就規就規就農者農者農者農者確保確保確保確保事業の事業の事業の事業の予予予予算の算の算の算の執執執執行行行行率率率率が６３が６３が６３が６３％％％％というこというこというこというこ

とで、もちろんとで、もちろんとで、もちろんとで、もちろん青青青青年の年の年の年の就就就就労労労労意意意意欲欲欲欲ということで、この年ということで、この年ということで、この年ということで、この年齢齢齢齢がががが恐恐恐恐らく４５歳までとか、らく４５歳までとか、らく４５歳までとか、らく４５歳までとか、就就就就農農農農経経経経

験験験験がどうとかがどうとかがどうとかがどうとか条条条条件件件件があると思うのですがあると思うのですがあると思うのですがあると思うのですけけけけれども、こういうれども、こういうれども、こういうれども、こういう状況状況状況状況なども、奈良県のこうしたなども、奈良県のこうしたなども、奈良県のこうしたなども、奈良県のこうした

状況状況状況状況の中で、の中で、の中で、の中で、何何何何とかこの要とかこの要とかこの要とかこの要件件件件拡拡拡拡充充充充などはなどはなどはなどは考え考え考え考えられないのかと思うのです。この点について、られないのかと思うのです。この点について、られないのかと思うのです。この点について、られないのかと思うのです。この点について、
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もう一度ごもう一度ごもう一度ごもう一度ご答答答答弁弁弁弁いただいただいただいただけけけけたらと思います。たらと思います。たらと思います。たらと思います。

それから、交通安全施それから、交通安全施それから、交通安全施それから、交通安全施設設設設の問の問の問の問題題題題ですですですですけけけけれども、れども、れども、れども、信信信信号号号号機機機機が年が年が年が年間間間間平平平平均均均均で１３０で１３０で１３０で１３０件件件件新新新新設希望設希望設希望設希望がががが

あって、あって、あって、あって、新新新新設設設設が５が５が５が５基基基基から１０から１０から１０から１０基基基基、平、平、平、平均均均均９９９９基ぐ基ぐ基ぐ基ぐらいですから、らいですから、らいですから、らいですから、何何何何年かかるのかという思いが年かかるのかという思いが年かかるのかという思いが年かかるのかという思いが

しておりますしておりますしておりますしておりますけけけけれども。この対策はどのようにしておられるのか。れども。この対策はどのようにしておられるのか。れども。この対策はどのようにしておられるのか。れども。この対策はどのようにしておられるのか。

それから、それから、それから、それから、横断歩横断歩横断歩横断歩道道道道が、５が、５が、５が、５，，，，４４４４７７７７３３３３カカカカ所に９所に９所に９所に９，７，７，７，７８８本があるということですが、これ８８本があるということですが、これ８８本があるということですが、これ８８本があるということですが、これ

は日常は日常は日常は日常的的的的にににに各各各各警察警察警察警察署署署署も点も点も点も点検検検検をされていて、をされていて、をされていて、をされていて、上上上上申申申申にににに基基基基づづづづいてということですいてということですいてということですいてということですけけけけれども、れども、れども、れども、先先先先日日日日

も奈良も奈良も奈良も奈良市市市市内のあ内のあ内のあ内のあややややめめめめ池池池池で、で、で、で、ダダダダウン症ウン症ウン症ウン症のののの障障障障害害害害者のある者のある者のある者のある子子子子どもがどもがどもがどもが横断横断横断横断するのに、するのに、するのに、するのに、消え消え消え消えかかってかかってかかってかかって

いてわかりにくくて本いてわかりにくくて本いてわかりにくくて本いてわかりにくくて本当当当当にににに困困困困っていると、この地っていると、この地っていると、この地っていると、この地図図図図とととと写真写真写真写真をををを添添添添ええええて要て要て要て要望望望望があったのです。があったのです。があったのです。があったのです。

この点この点この点この点検検検検の問の問の問の問題題題題で、で、で、で、ぜひぜひぜひぜひ一度、全ての一度、全ての一度、全ての一度、全ての横断歩横断歩横断歩横断歩道道道道の点の点の点の点検検検検を一を一を一を一斉斉斉斉にしていただいて、そしてそにしていただいて、そしてそにしていただいて、そしてそにしていただいて、そしてそ

れに対してどうするか。いろいろれに対してどうするか。いろいろれに対してどうするか。いろいろれに対してどうするか。いろいろ上上上上申申申申があってということになっているのですが、一があってということになっているのですが、一があってということになっているのですが、一があってということになっているのですが、一斉斉斉斉にににに

一度この点一度この点一度この点一度この点検検検検をしていただくことはできないのかもう一度おをしていただくことはできないのかもう一度おをしていただくことはできないのかもう一度おをしていただくことはできないのかもう一度お尋ね尋ね尋ね尋ねいたします。いたします。いたします。いたします。以上以上以上以上です。です。です。です。

○野添農林部次長農政担当、地域農政課長事務取扱○野添農林部次長農政担当、地域農政課長事務取扱○野添農林部次長農政担当、地域農政課長事務取扱○野添農林部次長農政担当、地域農政課長事務取扱 お問いお問いお問いお問い合合合合わせがございましたわせがございましたわせがございましたわせがございました新新新新規就規就規就規就

農農農農確保確保確保確保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、就就就就農農農農予予予予定定定定時時時時の年の年の年の年齢齢齢齢がががが原原原原則則則則４５歳４５歳４５歳４５歳未未未未満満満満であるというであるというであるというであるという条条条条件件件件でござでござでござでござ

いますとか、いますとか、いますとか、いますとか、準準準準備備備備方方方方につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、研研研研修修修修期間期間期間期間がおおがおおがおおがおおむねむねむねむね１年、かつ年１１年、かつ年１１年、かつ年１１年、かつ年１，，，，２００２００２００２００時時時時間以間以間以間以

上上上上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条条条条件件件件がございます。がございます。がございます。がございます。例例例例ええええば、４５歳ば、４５歳ば、４５歳ば、４５歳未未未未満満満満というというというという条条条条件件件件につきましては、定につきましては、定につきましては、定につきましては、定

年年年年退退退退職者などの職者などの職者などの職者などの高齢高齢高齢高齢者は４５歳者は４５歳者は４５歳者は４５歳未未未未満満満満のののの方方方方にににに比比比比べべべべてててて経経経経済済済済的的的的にににに余余余余裕裕裕裕があるなどのことから、があるなどのことから、があるなどのことから、があるなどのことから、限限限限

られたられたられたられた資資資資本を本を本を本を若若若若手手手手にににに限限限限った形でった形でった形でった形で助助助助成成成成体体体体系系系系を組んでいるという国のを組んでいるという国のを組んでいるという国のを組んでいるという国の説説説説明もございます。一明もございます。一明もございます。一明もございます。一方方方方

で、県といたしましては、で、県といたしましては、で、県といたしましては、で、県といたしましては、シニシニシニシニアのアのアのアの方へ方へ方へ方へのののの支援支援支援支援策といたしまして、農業大策といたしまして、農業大策といたしまして、農業大策といたしまして、農業大学学学学校校校校におにおにおにおけけけける農る農る農る農

業業業業技術技術技術技術研研研研修修修修のののの実実実実施でございますとか、６５歳まで施でございますとか、６５歳まで施でございますとか、６５歳まで施でございますとか、６５歳まで幅幅幅幅広い年代の広い年代の広い年代の広い年代の方方方方にににに利利利利用していただ用していただ用していただ用していただけけけけるよるよるよるよ

うな、生活をうな、生活をうな、生活をうな、生活を支え支え支え支えるためのるためのるためのるための無無無無利利利利子子子子融融融融資資資資制制制制度などの度などの度などの度などの準準準準備を行っているところでございます。備を行っているところでございます。備を行っているところでございます。備を行っているところでございます。

いずれにいたしましても、いずれにいたしましても、いずれにいたしましても、いずれにいたしましても、現現現現場をは場をは場をは場をはじじじじめといたしまして、関係者のめといたしまして、関係者のめといたしまして、関係者のめといたしまして、関係者の方方方方のののの意見意見意見意見をををを聞聞聞聞きながきながきながきなが

ら、こういったら、こういったら、こういったら、こういった補助補助補助補助の要の要の要の要件件件件ががががハハハハーーーードドドドルになっているかということの内ルになっているかということの内ルになっているかということの内ルになっているかということの内容容容容につきまして、につきまして、につきまして、につきまして、必必必必

要に要に要に要に応応応応じじじじて国て国て国て国へへへへのののの改改改改正正正正要要要要望望望望などの対などの対などの対などの対応応応応をををを検討検討検討検討していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。以上以上以上以上です。です。です。です。

○大森交通部長○大森交通部長○大森交通部長○大森交通部長 まず、まず、まず、まず、信信信信号号号号機機機機設設設設置置置置の要の要の要の要望望望望がたくさんある中で、がたくさんある中で、がたくさんある中で、がたくさんある中で、何何何何年かかるのかというお年かかるのかというお年かかるのかというお年かかるのかというお

話話話話でございます。でございます。でございます。でございます。

先先先先ほどほどほどほど申申申申しししし上上上上げげげげました、ました、ました、ました、設設設設置置置置要要要要望望望望が年が年が年が年間間間間平平平平均均均均約約約約１３０１３０１３０１３０件件件件というのは、その中にはというのは、その中にはというのは、その中にはというのは、その中には必必必必ずしずしずしずし

もももも信信信信号号号号機機機機をををを設設設設置置置置しなしなしなしなけけけければ安全対策がれば安全対策がれば安全対策がれば安全対策が図図図図れないというれないというれないというれないという箇箇箇箇所ばかりではございません。中に所ばかりではございません。中に所ばかりではございません。中に所ばかりではございません。中に

はははは道路道路道路道路管理者のご協力をいただきまして、管理者のご協力をいただきまして、管理者のご協力をいただきまして、管理者のご協力をいただきまして、白線白線白線白線を明を明を明を明示示示示したりすることで交通したりすることで交通したりすることで交通したりすることで交通上上上上の安全がの安全がの安全がの安全が図図図図

れる場れる場れる場れる場合合合合もございますし、一もございますし、一もございますし、一もございますし、一時時時時停停停停止止止止であったりであったりであったりであったり横断歩横断歩横断歩横断歩道道道道をををを新新新新設設設設したりということでしたりということでしたりということでしたりということで歩歩歩歩行者行者行者行者

の安全をの安全をの安全をの安全を図図図図ったりということもございまして、その中ではったりということもございまして、その中ではったりということもございまして、その中ではったりということもございまして、その中では継継継継続、その対策がとられる中で続、その対策がとられる中で続、その対策がとられる中で続、その対策がとられる中で
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は１３０は１３０は１３０は１３０件件件件からからからから消え消え消え消えていって、ていって、ていって、ていって、解解解解決という形になっているものもございます。どうしても決という形になっているものもございます。どうしても決という形になっているものもございます。どうしても決という形になっているものもございます。どうしても

緊急緊急緊急緊急性性性性のののの高高高高いものにつきましては、いものにつきましては、いものにつきましては、いものにつきましては、先先先先ほどもほどもほどもほども申申申申しししし上上上上げげげげましたように、ましたように、ましたように、ましたように、首首首首長の中でも優長の中でも優長の中でも優長の中でも優先先先先順順順順

位位位位を決めまして、を決めまして、を決めまして、を決めまして、緊急緊急緊急緊急性性性性をををを踏踏踏踏ままままええええてててて設設設設置置置置もしているところでございまして、こちらといたもしているところでございまして、こちらといたもしているところでございまして、こちらといたもしているところでございまして、こちらといた

しましては、要しましては、要しましては、要しましては、要望望望望をををを受け受け受け受けたものにつきましては全てたものにつきましては全てたものにつきましては全てたものにつきましては全て現現現現場点場点場点場点検検検検を行いまして、ほかの対策がを行いまして、ほかの対策がを行いまして、ほかの対策がを行いまして、ほかの対策が

必必必必要か、要か、要か、要か、何何何何とか対策がとれないかということをとか対策がとれないかということをとか対策がとれないかということをとか対策がとれないかということを検討検討検討検討したしたしたした上上上上で地で地で地で地元元元元のののの方方方方にもごにもごにもごにもご説説説説明を明を明を明を申申申申しししし上上上上

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

それから、それから、それから、それから、横断歩横断歩横断歩横断歩道道道道のののの補補補補修修修修の関係でございます。の関係でございます。の関係でございます。の関係でございます。今今今今、小林委員がお、小林委員がお、小林委員がお、小林委員がお述べ述べ述べ述べの場所につきまの場所につきまの場所につきまの場所につきま

しては、しては、しては、しては、早早早早速速速速現現現現地の地の地の地の確確確確認をいたしまして、認をいたしまして、認をいたしまして、認をいたしまして、現現現現在在在在、、、、今今今今年度年度年度年度予予予予算で算で算で算で補補補補修修修修を行っているを行っているを行っているを行っている最最最最中でご中でご中でご中でご

ざいますので、そのざいますので、そのざいますので、そのざいますので、その重重重重要要要要性性性性、、、、緊急緊急緊急緊急性性性性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整整整整備を備を備を備を進進進進めてまいりたいとめてまいりたいとめてまいりたいとめてまいりたいと考え考え考え考えておりておりておりており

ます。また、ほかにもます。また、ほかにもます。また、ほかにもます。また、ほかにも同同同同様様様様なものがないか、なものがないか、なものがないか、なものがないか、先先先先ほどほどほどほど申申申申しましたように一しましたように一しましたように一しましたように一斉斉斉斉点点点点検検検検でででで把握把握把握把握して、して、して、して、

そのそのそのその重重重重要要要要性性性性のののの高高高高いものからいものからいものからいものから順順順順次次次次補補補補修修修修をををを進進進進めてまいりたいとめてまいりたいとめてまいりたいとめてまいりたいと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。以上以上以上以上でございでございでございでござい

ます。ます。ます。ます。

○小林委員○小林委員○小林委員○小林委員 ごごごご答答答答弁弁弁弁ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。

ですから、ですから、ですから、ですから、設設設設置置置置要要要要望望望望があったところについては、があったところについては、があったところについては、があったところについては、今今今今おっしおっしおっしおっしゃゃゃゃったように、どういう安全ったように、どういう安全ったように、どういう安全ったように、どういう安全

対策が対策が対策が対策が必必必必要か要か要か要か検討検討検討検討して対して対して対して対処処処処していただきたいと思います。していただきたいと思います。していただきたいと思います。していただきたいと思います。

それから、農業ですそれから、農業ですそれから、農業ですそれから、農業ですけけけけれども、れども、れども、れども、条条条条件件件件のののの拡拡拡拡充充充充ということで、いろいろとほかのということで、いろいろとほかのということで、いろいろとほかのということで、いろいろとほかの支援支援支援支援策も策も策も策も考考考考

ええええてとおっしてとおっしてとおっしてとおっしゃゃゃゃってくださいました。ってくださいました。ってくださいました。ってくださいました。先先先先ほどほどほどほど就就就就農の農の農の農の希望希望希望希望といいますか、相といいますか、相といいますか、相といいますか、相談件数談件数談件数談件数などをおなどをおなどをおなどをお

聞聞聞聞きしましたら、きしましたら、きしましたら、きしましたら、ややややはりそこそこはりそこそこはりそこそこはりそこそこ数数数数字字字字があるのです、そのがあるのです、そのがあるのです、そのがあるのです、その方方方方たちがたちがたちがたちがみみみみんなんなんなんな新新新新規規規規のののの就就就就農者と農者と農者と農者と

してきちんとしてきちんとしてきちんとしてきちんとややややっていってほしいと思っておりまして、そのっていってほしいと思っておりまして、そのっていってほしいと思っておりまして、そのっていってほしいと思っておりまして、その辺辺辺辺では対策をでは対策をでは対策をでは対策を今後今後今後今後もももも考え考え考え考えていていていてい

ただきたいとただきたいとただきたいとただきたいと申申申申しししし上上上上げげげげましてましてましてまして終終終終わります。わります。わります。わります。

○岩田委員○岩田委員○岩田委員○岩田委員 １点だ１点だ１点だ１点だけけけけ、農林部にお、農林部にお、農林部にお、農林部にお伺伺伺伺いします。いします。いします。いします。

先先先先ほども出ましたが、ほども出ましたが、ほども出ましたが、ほども出ましたが、耕作放棄耕作放棄耕作放棄耕作放棄地が地が地が地が多多多多い中、い中、い中、い中、前々前々前々前々からちからちからちからちょょょょっと疑問に思っているのは、っと疑問に思っているのは、っと疑問に思っているのは、っと疑問に思っているのは、

私私私私はははは天天天天理理理理市市市市の農業委員に２年の農業委員に２年の農業委員に２年の農業委員に２年就就就就任任任任したことがあるのですしたことがあるのですしたことがあるのですしたことがあるのですけけけけれど、そしてまた県の農業会議れど、そしてまた県の農業会議れど、そしてまた県の農業会議れど、そしてまた県の農業会議

員も１年員も１年員も１年員も１年就就就就任任任任させていただいた。農業委員会も農業会議も、これはさせていただいた。農業委員会も農業会議も、これはさせていただいた。農業委員会も農業会議も、これはさせていただいた。農業委員会も農業会議も、これは悪悪悪悪口口口口を言うわを言うわを言うわを言うわけけけけではなではなではなではな

いですいですいですいですけけけけれど、れど、れど、れど、両両両両方方方方とも入れていただきました。農地とも入れていただきました。農地とも入れていただきました。農地とも入れていただきました。農地法法法法は農業をは農業をは農業をは農業を守守守守る、また農業を振興する、また農業を振興する、また農業を振興する、また農業を振興す

るというるというるというるという意味意味意味意味でできたと思いますでできたと思いますでできたと思いますでできたと思いますけけけけれども、れども、れども、れども、昭昭昭昭和２和２和２和２７７７７年にでき６０年を年にでき６０年を年にでき６０年を年にでき６０年を過過過過ぎぎぎぎている中で、ている中で、ている中で、ている中で、

農業委員会と農業会議の農業委員会と農業会議の農業委員会と農業会議の農業委員会と農業会議の両両両両方方方方ともともともとも経験経験経験経験させていただいたさせていただいたさせていただいたさせていただいたけけけけれど、地れど、地れど、地れど、地目変目変目変目変更更更更についてのについてのについてのについての意見意見意見意見

をををを前々前々前々前々から思っているのですから思っているのですから思っているのですから思っているのですけけけけれど、そういうれど、そういうれど、そういうれど、そういう意見意見意見意見が一が一が一が一切切切切出ない中で、出ない中で、出ない中で、出ない中で、最近最近最近最近思うのです。思うのです。思うのです。思うのです。

例例例例ええええばばばば今今今今ここにおられるここにおられるここにおられるここにおられる方方方方も、定年になってから３０坪も、定年になってから３０坪も、定年になってから３０坪も、定年になってから３０坪やややや５０坪５０坪５０坪５０坪ぐぐぐぐらいの畑をらいの畑をらいの畑をらいの畑を買買買買って、って、って、って、少少少少

しの畑に野菜でも植しの畑に野菜でも植しの畑に野菜でも植しの畑に野菜でも植ええええてと思っても、てと思っても、てと思っても、てと思っても、今今今今のののの法法法法律律律律でいきますと、農地はそのでいきますと、農地はそのでいきますと、農地はそのでいきますと、農地はその町町町町 々々々々によって、によって、によって、によって、
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市市市市によってによってによってによって違違違違うらしいですうらしいですうらしいですうらしいですけけけけれど、３れど、３れど、３れど、３反反反反以上以上以上以上とか５とか５とか５とか５反反反反以上以上以上以上とかとかとかとか耕作耕作耕作耕作していなしていなしていなしていなけけけければ農地、れば農地、れば農地、れば農地、

畑、田ん畑、田ん畑、田ん畑、田んぼぼぼぼをををを買買買買ええええないということがないということがないということがないということが実実実実情情情情であります。そしてまた、であります。そしてまた、であります。そしてまた、であります。そしてまた、先先先先ほど小林委員から米ほど小林委員から米ほど小林委員から米ほど小林委員から米

価価価価のののの話話話話も出ましたが、農業をしているも出ましたが、農業をしているも出ましたが、農業をしているも出ましたが、農業をしている人人人人が田んが田んが田んが田んぼぼぼぼををををふやふやふやふやして米をつくろうということはもして米をつくろうということはもして米をつくろうということはもして米をつくろうということはも

うううう今今今今、、、、考え考え考え考えられないわられないわられないわられないわけけけけです。です。です。です。担担担担いいいい手手手手もももも後後後後継ぎ継ぎ継ぎ継ぎもいないから田んもいないから田んもいないから田んもいないから田んぼぼぼぼをををを処処処処分分分分したいと思ってしたいと思ってしたいと思ってしたいと思って

も、そのも、そのも、そのも、その人人人人達達達達もももも処処処処分分分分するするするする方法方法方法方法もないのです。もないのです。もないのです。もないのです。

そういうそういうそういうそういう意味意味意味意味において、奈良県のにおいて、奈良県のにおいて、奈良県のにおいて、奈良県の条条条条例例例例ややややいろいろないろいろないろいろないろいろな規制規制規制規制の中で、の中で、の中で、の中で、市町市町市町市町村村村村で３で３で３で３反反反反以上や以上や以上や以上や５５５５

反反反反以上以上以上以上などになっていることを、農業者でなくてもなどになっていることを、農業者でなくてもなどになっていることを、農業者でなくてもなどになっていることを、農業者でなくても土土土土地を地を地を地を買買買買ええええるとか、そういうるとか、そういうるとか、そういうるとか、そういう方法方法方法方法はははは考考考考

ええええられないものかと思っているわられないものかと思っているわられないものかと思っているわられないものかと思っているわけけけけです。それについて、まずはです。それについて、まずはです。それについて、まずはです。それについて、まずはじじじじめにおめにおめにおめにお聞聞聞聞かせ願かせ願かせ願かせ願ええええますますますます

か。か。か。か。

○野添農林部次長農政担当（地域農政課長事務取扱）○野添農林部次長農政担当（地域農政課長事務取扱）○野添農林部次長農政担当（地域農政課長事務取扱）○野添農林部次長農政担当（地域農政課長事務取扱）ただいまのお問いただいまのお問いただいまのお問いただいまのお問い合合合合わせに関してでわせに関してでわせに関してでわせに関してで

ございますございますございますございますけけけけれども、本県の農業のれども、本県の農業のれども、本県の農業のれども、本県の農業の担担担担いいいい手手手手はははは高齢化高齢化高齢化高齢化がががが進進進進んでおり、そのんでおり、そのんでおり、そのんでおり、その担担担担いいいい手手手手もももも減少減少減少減少してしてしてして

いると認いると認いると認いると認識識識識してございます。このようなしてございます。このようなしてございます。このようなしてございます。このような状況状況状況状況の中で、県としても、小の中で、県としても、小の中で、県としても、小の中で、県としても、小規規規規模模模模であっても農業であっても農業であっても農業であっても農業

を行うを行うを行うを行う担担担担いいいい手手手手のののの方方方方をををを確保確保確保確保するということは非常に大するということは非常に大するということは非常に大するということは非常に大切切切切と認と認と認と認識識識識してございます。これらのしてございます。これらのしてございます。これらのしてございます。これらの

方々方々方々方々の農地の取の農地の取の農地の取の農地の取得得得得をしをしをしをしややややすくするすくするすくするすくする仕仕仕仕組組組組みづみづみづみづくりというのもくりというのもくりというのもくりというのも重重重重要であると思っております。要であると思っております。要であると思っております。要であると思っております。

下限下限下限下限面積面積面積面積のののの件件件件でございますでございますでございますでございますけけけけれども、平成２１年度に農地れども、平成２１年度に農地れども、平成２１年度に農地れども、平成２１年度に農地法法法法がががが改改改改正正正正され、農地取され、農地取され、農地取され、農地取得得得得のののの下下下下

限限限限面積面積面積面積の５０アールがの５０アールがの５０アールがの５０アールが緩緩緩緩和されて、和されて、和されて、和されて、現現現現在在在在御御御御所所所所市市市市など２２など２２など２２など２２市町市町市町市町村村村村で１０アールまで、で１０アールまで、で１０アールまで、で１０アールまで、天天天天理理理理市市市市

など９など９など９など９市町市町市町市町村村村村で２０アールまで引きで２０アールまで引きで２０アールまで引きで２０アールまで引き下げ下げ下げ下げられるなどとなっているられるなどとなっているられるなどとなっているられるなどとなっ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。今後今後今後今後

この農地をこの農地をこの農地をこの農地を有有有有効効効効に活用していきに活用していきに活用していきに活用していきややややすくするために、すくするために、すくするために、すくするために、下限下限下限下限面積面積面積面積が５０アールのままとなってが５０アールのままとなってが５０アールのままとなってが５０アールのままとなって

いるようないるようないるようないるような市町市町市町市町村村村村につきましては、引きにつきましては、引きにつきましては、引きにつきましては、引き下げ下げ下げ下げにににに向け向け向け向けてててて市町市町市町市町村や村や村や村や農業委員会などに農業委員会などに農業委員会などに農業委員会などに働働働働きかきかきかきかけけけけ

をしていきたいとをしていきたいとをしていきたいとをしていきたいと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。

あと、岩田委員がおあと、岩田委員がおあと、岩田委員がおあと、岩田委員がお述べ述べ述べ述べになられました、定年になられました、定年になられました、定年になられました、定年退退退退職者職者職者職者やややや、小、小、小、小規規規規模模模模であってもであってもであってもであっても意意意意欲欲欲欲的的的的に農に農に農に農

業に取り組業に取り組業に取り組業に取り組みみみみたいというたいというたいというたいという方へ方へ方へ方へのののの支援支援支援支援についてでございます。それにつきましては、についてでございます。それにつきましては、についてでございます。それにつきましては、についてでございます。それにつきましては、現現現現在在在在、、、、

市市市市民民民民農農農農園園園園ではではではでは面積面積面積面積が小さいというが小さいというが小さいというが小さいという方方方方につきましては、特定農地につきましては、特定農地につきましては、特定農地につきましては、特定農地貸貸貸貸付付付付けけけけに関する農地に関する農地に関する農地に関する農地法法法法等等等等のののの

特特特特例例例例に関するに関するに関するに関する法法法法律律律律、いわ、いわ、いわ、いわゆゆゆゆる特定農地る特定農地る特定農地る特定農地貸貸貸貸付付付付法法法法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けけけれども、こちらでれども、こちらでれども、こちらでれども、こちらで約約約約１０アー１０アー１０アー１０アー

ル、ル、ル、ル、約約約約３００坪３００坪３００坪３００坪未未未未満満満満の農地を５年の農地を５年の農地を５年の農地を５年未未未未満満満満のののの期間期間期間期間でででで貸貸貸貸しししし付付付付けけけけるというるというるというるという制制制制度の活用、度の活用、度の活用、度の活用、推進推進推進推進をををを図図図図っっっっ

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

また、また、また、また、今今今今年度から、県年度から、県年度から、県年度から、県自自自自らららら研研研研修修修修農農農農園園園園のののの整整整整備をいたしまして、備をいたしまして、備をいたしまして、備をいたしまして、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ののの方方方方に１００に１００に１００に１００

坪坪坪坪弱弱弱弱の農地のの農地のの農地のの農地の貸貸貸貸し出しを行いまして、本し出しを行いまして、本し出しを行いまして、本し出しを行いまして、本格格格格的的的的に農業をに農業をに農業をに農業を始始始始めるきっかめるきっかめるきっかめるきっかけづけづけづけづくりにしたいとくりにしたいとくりにしたいとくりにしたいと考考考考

ええええて取り組んでいるところでございます。て取り組んでいるところでございます。て取り組んでいるところでございます。て取り組んでいるところでございます。

今後今後今後今後、これらの取り組、これらの取り組、これらの取り組、これらの取り組みみみみのののの推進推進推進推進をいたしまして、小をいたしまして、小をいたしまして、小をいたしまして、小規規規規模模模模ながら農業をながら農業をながら農業をながら農業を始始始始めたいというめたいというめたいというめたいという方方方方
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ののののニニニニーーーーズズズズを取りを取りを取りを取り込込込込んで、んで、んで、んで、幅幅幅幅広い広い広い広い意意意意欲欲欲欲のあるのあるのあるのある担担担担いいいい手手手手のののの方方方方ががががややややるるるる気気気気をををを持持持持って農業ができるようって農業ができるようって農業ができるようって農業ができるよう

に、農地のに、農地のに、農地のに、農地の有有有有効効効効活用に活用に活用に活用に努努努努めていきたいとめていきたいとめていきたいとめていきたいと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。以上以上以上以上でございます。でございます。でございます。でございます。

○岩田委員○岩田委員○岩田委員○岩田委員 今今今今のおのおのおのお答え答え答え答えではではではでは貸貸貸貸付制付制付制付制度もいろいろ度もいろいろ度もいろいろ度もいろいろ考え考え考え考えているということですているということですているということですているということですけけけけれど、れど、れど、れど、実実実実際際際際

今今今今、、、、天天天天理で理で理で理で私私私私の知っているの知っているの知っているの知っている方方方方でででで請請請請負負負負をされているをされているをされているをされている方方方方も、１００も、１００も、１００も、１００反反反反、１０、１０、１０、１０町町町町ほどほどほどほど耕作耕作耕作耕作されて、されて、されて、されて、

それでもそれでもそれでもそれでもややややっていっていっていっていけけけけないということです。そしてないということです。そしてないということです。そしてないということです。そして今今今今、５、５、５、５町町町町ほどほどほどほど請請請請負負負負のようににして農業をのようににして農業をのようににして農業をのようににして農業を

ややややっているっているっているっている方方方方ももももみみみみんなんなんなんな高齢高齢高齢高齢になってきたから、田んになってきたから、田んになってきたから、田んになってきたから、田んぼぼぼぼをををを返返返返されると。そうしたら、されると。そうしたら、されると。そうしたら、されると。そうしたら、返返返返されされされされ

たたたた方方方方が、が、が、が、返返返返されてされてされてされて困困困困っているというっているというっているというっているという話話話話をををを聞聞聞聞くわくわくわくわけけけけです。そして、です。そして、です。そして、です。そして、今今今今までだったら米をつくまでだったら米をつくまでだったら米をつくまでだったら米をつく

っていただいたら、米をいくらかいただいた。ところがっていただいたら、米をいくらかいただいた。ところがっていただいたら、米をいくらかいただいた。ところがっていただいたら、米をいくらかいただいた。ところが今今今今は一は一は一は一反反反反につき１につき１につき１につき１万万万万円円円円か２か２か２か２万万万万円円円円をををを

出して出して出して出して逆逆逆逆につくってもらっているわにつくってもらっているわにつくってもらっているわにつくってもらっているわけけけけです。そして、です。そして、です。そして、です。そして、多多多多いところは、３いところは、３いところは、３いところは、３万万万万円円円円を渡してつくを渡してつくを渡してつくを渡してつく

ってもらっているということです。ってもらっているということです。ってもらっているということです。ってもらっているということです。実実実実際際際際そういうそういうそういうそういう状況状況状況状況にあるわにあるわにあるわにあるわけけけけだから、そのだから、そのだから、そのだから、その辺辺辺辺のののの売売売売買買買買にににに

ついて、またついて、またついて、またついて、また今今今今言われたように、言われたように、言われたように、言われたように、サラサラサラサラリーリーリーリーマンマンマンマンのののの方へ方へ方へ方へのののの貸貸貸貸しししし付付付付けけけけもいろいろもいろいろもいろいろもいろいろ考え考え考え考えていただていただていただていただ

いていることもありがたいのですいていることもありがたいのですいていることもありがたいのですいていることもありがたいのですけけけけれども、れども、れども、れども、実実実実際際際際売売売売買買買買やややや購購購購入ということももう一入ということももう一入ということももう一入ということももう一歩歩歩歩進進進進んでんでんでんで

考え考え考え考えていただていただていただていただけけけけないでしないでしないでしないでしょょょょうか。これは奈良県のうか。これは奈良県のうか。これは奈良県のうか。これは奈良県の条条条条例例例例の中では、対の中では、対の中では、対の中では、対応応応応できない問できない問できない問できない問題題題題かもわかもわかもわかもわ

かりませんかりませんかりませんかりませんけけけけれど、れど、れど、れど、今後今後今後今後そういうそういうそういうそういう方向方向方向方向でもでもでもでも考え考え考え考えていただくよう要ていただくよう要ていただくよう要ていただくよう要望望望望してしてしてして終終終終わっておきます。わっておきます。わっておきます。わっておきます。

○大坪委員○大坪委員○大坪委員○大坪委員 数数数数点質問させていただきます。点質問させていただきます。点質問させていただきます。点質問させていただきます。

まず、農林部ですが、一まず、農林部ですが、一まず、農林部ですが、一まず、農林部ですが、一般般般般質問でもさせていただきました質問でもさせていただきました質問でもさせていただきました質問でもさせていただきました営営営営農農農農型太陽型太陽型太陽型太陽光発光発光発光発電電電電設設設設備で備で備で備で水水水水稲稲稲稲

をををを作作作作付付付付けけけけ、、、、収穫収穫収穫収穫されているされているされているされている例例例例について、もうについて、もうについて、もうについて、もう少少少少しししし聞聞聞聞かせていただきたいと思います。このかせていただきたいと思います。このかせていただきたいと思います。このかせていただきたいと思います。この

件件件件につきましては、農林部長からにつきましては、農林部長からにつきましては、農林部長からにつきましては、農林部長から収穫量収穫量収穫量収穫量の８の８の８の８割割割割をををを下下下下らないといったようならないといったようならないといったようならないといったような答答答答弁弁弁弁がありましがありましがありましがありまし

て、そのて、そのて、そのて、その後後後後にににに私私私私から、から、から、から、伊賀伊賀伊賀伊賀市市市市の事の事の事の事例例例例として、平成２４年度、平成２５年度に８０として、平成２４年度、平成２５年度に８０として、平成２４年度、平成２５年度に８０として、平成２４年度、平成２５年度に８０％％％％以上以上以上以上とととと

いういういういう数数数数値値値値をををを示示示示させていただいたわさせていただいたわさせていただいたわさせていただいたわけけけけでありますでありますでありますでありますけけけけれども、そのあたりをれども、そのあたりをれども、そのあたりをれども、そのあたりを受け受け受け受けて、またどのて、またどのて、またどのて、またどの

ようにようにようにように考え考え考え考えておられるのかということをおておられるのかということをおておられるのかということをおておられるのかということをお聞聞聞聞かせ願いたいと思います。かせ願いたいと思います。かせ願いたいと思います。かせ願いたいと思います。

○福谷農林部長○福谷農林部長○福谷農林部長○福谷農林部長 一一一一般般般般質問で質問で質問で質問で答答答答弁弁弁弁をさせていただきまして、そのをさせていただきまして、そのをさせていただきまして、そのをさせていただきまして、その後後後後で要で要で要で要望望望望という形で大坪という形で大坪という形で大坪という形で大坪

委員からお委員からお委員からお委員からお話話話話がございました。がございました。がございました。がございました。確確確確かにかにかにかに我我我我 々々々々がががが伊賀伊賀伊賀伊賀市市市市にににに確確確確認もさせていただきました。この認もさせていただきました。この認もさせていただきました。この認もさせていただきました。この

事事事事例例例例自身自身自身自身は農林は農林は農林は農林水水水水産産産産省省省省の通知が出るの通知が出るの通知が出るの通知が出る前前前前にににに設設設設置置置置されたということで、あるされたということで、あるされたということで、あるされたということで、ある意味先意味先意味先意味先駆駆駆駆的的的的な事な事な事な事例例例例

であると認であると認であると認であると認識識識識をしております。平成２４年と平成２５年の２をしております。平成２４年と平成２５年の２をしております。平成２４年と平成２５年の２をしております。平成２４年と平成２５年の２回回回回のののの収穫収穫収穫収穫がされております。がされております。がされております。がされております。

収穫量収穫量収穫量収穫量は、おっしは、おっしは、おっしは、おっしゃゃゃゃられるとおり８られるとおり８られるとおり８られるとおり８割割割割程度は程度は程度は程度は収穫収穫収穫収穫できているということで、できているということで、できているということで、できているということで、品品品品質も１質も１質も１質も１等等等等のののの

範囲範囲範囲範囲であったとであったとであったとであったと聞聞聞聞いております。いております。いております。いております。

農林農林農林農林水水水水産産産産省省省省のののの調べ調べ調べ調べによりますと、全国でによりますと、全国でによりますと、全国でによりますと、全国で営営営営農農農農型太陽型太陽型太陽型太陽光発光発光発光発電電電電設設設設備の備の備の備の許許許許可可可可事事事事例例例例というのは、というのは、というのは、というのは、

平成２６年３月平成２６年３月平成２６年３月平成２６年３月末末末末現現現現在在在在で９で９で９で９７件７件７件７件ございます。そのうちございます。そのうちございます。そのうちございます。そのうち水水水水稲稲稲稲は１２は１２は１２は１２件件件件となっております。ことなっております。ことなっております。ことなっております。こ

のののの水水水水稲稲稲稲の事の事の事の事例例例例は、は、は、は、設設設設置後置後置後置後はことしははことしははことしははことしはじじじじめてめてめてめて収穫収穫収穫収穫されるものがほとんどということですので、されるものがほとんどということですので、されるものがほとんどということですので、されるものがほとんどということですので、
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伊賀伊賀伊賀伊賀市市市市の事の事の事の事例例例例はははは当然当然当然当然認認認認識識識識をしたをしたをしたをした上上上上で、で、で、で、改改改改めてその１２めてその１２めてその１２めてその１２件件件件についてもについてもについてもについても収量収量収量収量や品や品や品や品質質質質等等等等のデーのデーのデーのデータタタタ

がこれから明らかになると思っておりますので、その中でがこれから明らかになると思っておりますので、その中でがこれから明らかになると思っておりますので、その中でがこれから明らかになると思っておりますので、その中で確確確確認認認認やややや調調調調査をしていきたいと査をしていきたいと査をしていきたいと査をしていきたいと考考考考

ええええております。ております。ております。ております。以上以上以上以上でございます。でございます。でございます。でございます。

○大坪委員○大坪委員○大坪委員○大坪委員 ２つ質問するつもりでしたが、一問一２つ質問するつもりでしたが、一問一２つ質問するつもりでしたが、一問一２つ質問するつもりでしたが、一問一答答答答でででで済済済済みみみみません。ません。ません。ません。

今今今今まずまずまずまず営営営営農農農農型太陽型太陽型太陽型太陽光発光発光発光発電電電電設設設設備です備です備です備ですけけけけれど、ことしのいろいろな事れど、ことしのいろいろな事れど、ことしのいろいろな事れど、ことしのいろいろな事例例例例のののの数数数数値値値値をををを見見見見ていただていただていただていただ

けけけけるということですので、これをしっかりるということですので、これをしっかりるということですので、これをしっかりるということですので、これをしっかり分分分分析析析析していただいて、力していただいて、力していただいて、力していただいて、力強強強強くくくく前へ進前へ進前へ進前へ進めていただめていただめていただめていただ

けけけけたらと。たらと。たらと。たらと。先先先先ほど来出ていますほど来出ていますほど来出ていますほど来出ています耕作放棄耕作放棄耕作放棄耕作放棄地の問地の問地の問地の問題題題題、お米をつくっても、お米をつくっても、お米をつくっても、お米をつくっても作作作作物をつくっても物をつくっても物をつくっても物をつくっても割割割割

にににに合合合合わないということであったりして、なかなかそういう事わないということであったりして、なかなかそういう事わないということであったりして、なかなかそういう事わないということであったりして、なかなかそういう事例例例例がががが起起起起こってきていると思いこってきていると思いこってきていると思いこってきていると思い

ますので、こういったもののますので、こういったもののますので、こういったもののますので、こういったものの導導導導入があれば、またそこで入があれば、またそこで入があれば、またそこで入があれば、またそこで提示提示提示提示をしながらまたそのをしながらまたそのをしながらまたそのをしながらまたその作作作作物をつ物をつ物をつ物をつ

くるということもできるかと思いますので、くるということもできるかと思いますので、くるということもできるかと思いますので、くるということもできるかと思いますので、ぜひぜひぜひぜひともよろしくお願いしたいと思います。ともよろしくお願いしたいと思います。ともよろしくお願いしたいと思います。ともよろしくお願いしたいと思います。

それともう１点、農林部に奈良それともう１点、農林部に奈良それともう１点、農林部に奈良それともう１点、農林部に奈良東東東東部広域農部広域農部広域農部広域農道道道道についておについておについておについてお伺伺伺伺いしたいと思います。これは、いしたいと思います。これは、いしたいと思います。これは、いしたいと思います。これは、

「平成２５年度主要施策の成果に関する報告書」の１２１ページ、１「平成２５年度主要施策の成果に関する報告書」の１２１ページ、１「平成２５年度主要施策の成果に関する報告書」の１２１ページ、１「平成２５年度主要施策の成果に関する報告書」の１２１ページ、１７７７７奈良奈良奈良奈良東東東東部広域農部広域農部広域農部広域農道道道道

整整整整備事業にあります。この事業については９６備事業にあります。この事業については９６備事業にあります。この事業については９６備事業にあります。この事業については９６％％％％のののの進進進進捗捗捗捗状況状況状況状況ということですが、ということですが、ということですが、ということですが、現現現現在在在在のののの整整整整

備の備の備の備の状況状況状況状況と、と、と、と、見見見見通しについてお通しについてお通しについてお通しについてお聞聞聞聞かせ願かせ願かせ願かせ願ええええればありがたいと思います。ればありがたいと思います。ればありがたいと思います。ればありがたいと思います。

それと、それと、それと、それと、次次次次に奈良県警察本部におに奈良県警察本部におに奈良県警察本部におに奈良県警察本部にお伺伺伺伺いをしたいと思います。いをしたいと思います。いをしたいと思います。いをしたいと思います。

まず１点まず１点まず１点まず１点目目目目が、奈良警察が、奈良警察が、奈良警察が、奈良警察署署署署がががが移移移移転転転転をして、大森をして、大森をして、大森をして、大森町町町町で業務をで業務をで業務をで業務を始始始始めておられるのですが、めておられるのですが、めておられるのですが、めておられるのですが、約約約約

７７７７か月がか月がか月がか月が経経経経過過過過したということでありますしたということでありますしたということでありますしたということでありますけけけけれども、このれども、このれども、このれども、この新築新築新築新築移移移移転転転転による業務による業務による業務による業務へへへへの影の影の影の影響響響響やややや、、、、

そしてそしてそしてそして変変変変わった点、わった点、わった点、わった点、効効効効果があったという点があれば果があったという点があれば果があったという点があれば果があったという点があれば教え教え教え教えていただきたいと思います。ていただきたいと思います。ていただきたいと思います。ていただきたいと思います。

そしてもう１点、そしてもう１点、そしてもう１点、そしてもう１点、最後最後最後最後でございますが、でございますが、でございますが、でございますが、自転自転自転自転車車車車交通安全対策ということですが、ことし交通安全対策ということですが、ことし交通安全対策ということですが、ことし交通安全対策ということですが、ことし

交通交通交通交通死亡死亡死亡死亡事事事事故故故故が大が大が大が大変増加変増加変増加変増加しておりまして、しておりまして、しておりまして、しておりまして、７７７７月２９日には月２９日には月２９日には月２９日には死亡死亡死亡死亡事事事事故故故故がががが多多多多発したということ発したということ発したということ発したということ

で、知事から交通で、知事から交通で、知事から交通で、知事から交通死亡死亡死亡死亡事事事事故故故故多多多多発警報が２年発警報が２年発警報が２年発警報が２年ぶぶぶぶりに発りに発りに発りに発令令令令されたということであります。されたということであります。されたということであります。されたということであります。現現現現在在在在、、、、

交通事交通事交通事交通事故故故故によるによるによるによる死死死死者は３者は３者は３者は３７７７７人人人人、これは１０月、これは１０月、これは１０月、これは１０月７７７７日日日日現現現現在在在在ということですが、ということですが、ということですが、ということですが、前前前前年を６年を６年を６年を６人人人人もももも上上上上

回回回回っているとおっているとおっているとおっているとお伺伺伺伺いしております。交通事いしております。交通事いしております。交通事いしております。交通事故故故故者の中には者の中には者の中には者の中には自転自転自転自転車車車車利利利利用中の用中の用中の用中の方方方方もももも被被被被害害害害にににに遭遭遭遭われわれわれわれ

ていると思いますが、一ていると思いますが、一ていると思いますが、一ていると思いますが、一方方方方で、で、で、で、自転自転自転自転車車車車のののの利利利利用者が用者が用者が用者が加加加加害害害害者になるということも者になるということも者になるということも者になるということも考え考え考え考えられるわられるわられるわられるわ

けけけけであります。であります。であります。であります。

そこで、ことし発生しましたそこで、ことし発生しましたそこで、ことし発生しましたそこで、ことし発生しました自転自転自転自転車車車車が関係する交通事が関係する交通事が関係する交通事が関係する交通事故故故故のののの状況状況状況状況についておについておについておについてお尋ね尋ね尋ね尋ねいたしまいたしまいたしまいたしま

す。す。す。す。自転自転自転自転車車車車に関するに関するに関するに関する状況状況状況状況については、本年２月の委員会におについては、本年２月の委員会におについては、本年２月の委員会におについては、本年２月の委員会にお尋ね尋ね尋ね尋ねさせていただいたところさせていただいたところさせていただいたところさせていただいたところ

ではありますではありますではありますではありますけけけけれども、まだまだれども、まだまだれども、まだまだれども、まだまだ実実実実際際際際見見見見ますと、安全事業がますと、安全事業がますと、安全事業がますと、安全事業が実実実実践践践践されていないのではないされていないのではないされていないのではないされていないのではない

かとかとかとかと感感感感じじじじるわるわるわるわけけけけであります。であります。であります。であります。運運運運転転転転免許免許免許免許がががが不不不不要な要な要な要な自転自転自転自転車車車車につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、子子子子どもからどもからどもからどもから高齢高齢高齢高齢者者者者

までまでまでまで幅幅幅幅広い年広い年広い年広い年齢齢齢齢層層層層がががが利利利利用するものでありまして、そのルールというものが用するものでありまして、そのルールというものが用するものでありまして、そのルールというものが用するものでありまして、そのルールというものがややややはりはりはりはり軽視軽視軽視軽視されされされされ
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ているているているている面面面面がいまだにがいまだにがいまだにがいまだに多多多多いのではないかと思っております。奈良県警察としても交通安全いのではないかと思っております。奈良県警察としても交通安全いのではないかと思っております。奈良県警察としても交通安全いのではないかと思っております。奈良県警察としても交通安全指指指指

導導導導週週週週間や間や間や間やその他さまざまな場その他さまざまな場その他さまざまな場その他さまざまな場面面面面においていろいろな取り組においていろいろな取り組においていろいろな取り組においていろいろな取り組みみみみをされていると思うのですをされていると思うのですをされていると思うのですをされていると思うのですけけけけ

れども、れども、れども、れども、具体的具体的具体的具体的にににに自転自転自転自転車車車車の安全についてどのような対策をしておられるのか、この交通の安全についてどのような対策をしておられるのか、この交通の安全についてどのような対策をしておられるのか、この交通の安全についてどのような対策をしておられるのか、この交通情情情情

報です、発生報です、発生報です、発生報です、発生状況状況状況状況とともにあわせておとともにあわせておとともにあわせておとともにあわせてお伺伺伺伺いさせていただきたいと思います。いさせていただきたいと思います。いさせていただきたいと思います。いさせていただきたいと思います。

○菅谷農村振興課長○菅谷農村振興課長○菅谷農村振興課長○菅谷農村振興課長 奈良奈良奈良奈良東東東東部広域農部広域農部広域農部広域農道道道道のののの進進進進捗並捗並捗並捗並びにびにびにびに見見見見通しということでございます。通しということでございます。通しということでございます。通しということでございます。

奈良奈良奈良奈良東東東東部広域農部広域農部広域農部広域農道道道道につきましては、奈良につきましては、奈良につきましては、奈良につきましては、奈良市市市市杣ノ杣ノ杣ノ杣ノ川川川川町町町町の国の国の国の国道道道道３６９号から奈良３６９号から奈良３６９号から奈良３６９号から奈良市市市市日日日日笠笠笠笠町町町町のののの

県県県県道道道道奈良名奈良名奈良名奈良名張張張張線線線線までのまでのまでのまでの延延延延長３長３長３長３，，，，８３０８３０８３０８３０メメメメートルのうち、平成２５年度までにートルのうち、平成２５年度までにートルのうち、平成２５年度までにートルのうち、平成２５年度までに途途途途中の１中の１中の１中の１，，，，１１１１

２４２４２４２４メメメメートルのトートルのトートルのトートルのトンネンネンネンネルルルル工工工工事を含事を含事を含事を含みみみみまして、３まして、３まして、３まして、３，，，，０２６０２６０２６０２６メメメメートルのートルのートルのートルの築道工築道工築道工築道工事が事が事が事が完完完完成してお成してお成してお成してお

ります。ります。ります。ります。現現現現在在在在は奈良は奈良は奈良は奈良市市市市別別別別所所所所町町町町地内におきまして、６２４地内におきまして、６２４地内におきまして、６２４地内におきまして、６２４メメメメートルのートルのートルのートルの間間間間のののの築道工築道工築道工築道工事を事を事を事を実実実実施し施し施し施し

ておりまして、ておりまして、ておりまして、ておりまして、今今今今年度内の年度内の年度内の年度内の完完完完成に成に成に成に向け向け向け向けてててて工工工工事を事を事を事を進進進進めているところでございます。めているところでございます。めているところでございます。めているところでございます。

さらにさらにさらにさらに今後今後今後今後、開通に、開通に、開通に、開通に向け向け向け向けまして、奈良まして、奈良まして、奈良まして、奈良市市市市日日日日笠笠笠笠町町町町の県の県の県の県道道道道奈良名奈良名奈良名奈良名張張張張線線線線との交との交との交との交差差差差点点点点付付付付近近近近のののの改改改改良良良良

工工工工事でございますとか事でございますとか事でございますとか事でございますとか舗装舗装舗装舗装工工工工事、事、事、事、並並並並びに全びに全びに全びに全線線線線にわたりましてにわたりましてにわたりましてにわたりましてガガガガーーーードレドレドレドレールールールール等等等等やややや標標標標識識識識等等等等の安の安の安の安

全施全施全施全施設設設設工工工工事事事事等等等等をををを予予予予定しておりまして、平成２定しておりまして、平成２定しておりまして、平成２定しておりまして、平成２７７７７年度中のできるだ年度中のできるだ年度中のできるだ年度中のできるだけけけけ早早早早期期期期のののの完完完完成を成を成を成を目目目目指指指指してしてしてして

進進進進めているということでございます。めているということでございます。めているということでございます。めているということでございます。以上以上以上以上でございます。でございます。でございます。でございます。

○柘植警務部長○柘植警務部長○柘植警務部長○柘植警務部長 奈良警察奈良警察奈良警察奈良警察署署署署の業務が開の業務が開の業務が開の業務が開始始始始してしてしてして７７７７カカカカ月が月が月が月が経経経経過過過過いたしましたいたしましたいたしましたいたしましたけけけけれど、その点れど、その点れど、その点れど、その点

についての影についての影についての影についての影響響響響などについておなどについておなどについておなどについてお答え答え答え答えさせていただきます。させていただきます。させていただきます。させていただきます。

おかおかおかおかげげげげさまで奈良警察さまで奈良警察さまで奈良警察さまで奈良警察署署署署は、は、は、は、昨昨昨昨年から２年年から２年年から２年年から２年間間間間の計の計の計の計画画画画でででで工工工工事を事を事を事を進進進進めさせていただきまして、めさせていただきまして、めさせていただきまして、めさせていただきまして、

本年３月から業務を開本年３月から業務を開本年３月から業務を開本年３月から業務を開始始始始させていただいたところでございます。させていただいたところでございます。させていただいたところでございます。させていただいたところでございます。新新新新庁舎庁舎庁舎庁舎にありましては、にありましては、にありましては、にありましては、

耐震耐震耐震耐震性や性や性や性や停停停停電電電電に対するに対するに対するに対する機能機能機能機能のののの強強強強化化化化、また、また、また、また落落落落ちついたちついたちついたちついた雰雰雰雰囲気囲気囲気囲気の相の相の相の相談談談談室の室の室の室の整整整整備、備、備、備、女女女女性性性性専専専専用の用の用の用のシシシシ

ャャャャワワワワーーーー設設設設備を備を備を備を完完完完備した備した備した備した女女女女性性性性警察警察警察警察官官官官向け向け向け向けのののの宿宿宿宿直直直直室の室の室の室の整整整整備、また県備、また県備、また県備、また県下下下下最最最最大の大の大の大の留留留留置置置置施施施施設設設設のののの整整整整備な備な備な備な

ど、ど、ど、ど、機能機能機能機能をををを強強強強化化化化していただいたことによりまして、業務に関する問していただいたことによりまして、業務に関する問していただいたことによりまして、業務に関する問していただいたことによりまして、業務に関する問題題題題等等等等は特にございませは特にございませは特にございませは特にございませ

ん。また、来ん。また、来ん。また、来ん。また、来庁庁庁庁者の関係でございましても、来者の関係でございましても、来者の関係でございましても、来者の関係でございましても、来庁庁庁庁者の者の者の者の方方方方用の用の用の用の十十十十分分分分なななな駐車駐車駐車駐車スペースをスペースをスペースをスペースを高齢高齢高齢高齢者者者者

優優優優先先先先スペーススペーススペーススペースやややや車椅車椅車椅車椅子使子使子使子使用の用の用の用の方方方方のスペースも含めましてのスペースも含めましてのスペースも含めましてのスペースも含めまして整整整整備していただいたほか、来備していただいたほか、来備していただいたほか、来備していただいたほか、来庁庁庁庁者者者者

のののの方向け方向け方向け方向けののののエレベエレベエレベエレベーーーータタタター、またー、またー、またー、また乳幼児乳幼児乳幼児乳幼児連連連連れのれのれのれの女女女女性性性性のためののためののためののための授乳授乳授乳授乳室の室の室の室の設設設設置置置置もしていただきまもしていただきまもしていただきまもしていただきま

して、来して、来して、来して、来庁庁庁庁者がとても者がとても者がとても者がとても利利利利用し用し用し用しややややすい環境にすい環境にすい環境にすい環境に配慮配慮配慮配慮してしてしてして整整整整備していただきましたおか備していただきましたおか備していただきましたおか備していただきましたおかげげげげで、来で、来で、来で、来

庁庁庁庁者からの者からの者からの者からの苦情苦情苦情苦情についてもについてもについてもについても現現現現在在在在のところのところのところのところ聞聞聞聞いていないところでございます。いていないところでございます。いていないところでございます。いていないところでございます。

いずれにいたしましても、奈良警察いずれにいたしましても、奈良警察いずれにいたしましても、奈良警察いずれにいたしましても、奈良警察署署署署はまさに県はまさに県はまさに県は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安全する地域安全する地域安全する地域安全セセセセンンンンタタタタ

ーのーのーのーの機能機能機能機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でございまして、地域の安全・安でございまして、地域の安全・安でございまして、地域の安全・安でございまして、地域の安全・安心心心心をををを守守守守るため、るため、るため、るため、署署署署員全員が決員全員が決員全員が決員全員が決意意意意

をををを新新新新たに業務に取り組んでいるところでございます。引き続きたに業務に取り組んでいるところでございます。引き続きたに業務に取り組んでいるところでございます。引き続きたに業務に取り組んでいるところでございます。引き続き頑張頑張頑張頑張ってまいりたいと思っってまいりたいと思っってまいりたいと思っってまいりたいと思っ

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



---- 22221111 ----

○大森交通部長○大森交通部長○大森交通部長○大森交通部長 自転自転自転自転車車車車が関係した交通事が関係した交通事が関係した交通事が関係した交通事故故故故の発生の発生の発生の発生状況状況状況状況とととと自転自転自転自転車車車車利利利利用者に対する安全対策用者に対する安全対策用者に対する安全対策用者に対する安全対策

についてでございます。についてでございます。についてでございます。についてでございます。

まず、まず、まず、まず、自転自転自転自転車車車車が関係いたします交通事が関係いたします交通事が関係いたします交通事が関係いたします交通事故故故故の発生の発生の発生の発生状況状況状況状況でございますが、平成２６年８月でございますが、平成２６年８月でございますが、平成２６年８月でございますが、平成２６年８月末末末末

現現現現在在在在、、、、人身人身人身人身事事事事故故故故は６５６は６５６は６５６は６５６件件件件発生いたしておりまして、これは全発生いたしておりまして、これは全発生いたしておりまして、これは全発生いたしておりまして、これは全人身人身人身人身事事事事故故故故の１の１の１の１７．７．７．７．２２２２％％％％をををを占占占占

めております。めております。めております。めております。昨昨昨昨年年年年同同同同期期期期とととと比較比較比較比較いたしますと、これは１４３いたしますと、これは１４３いたしますと、これは１４３いたしますと、これは１４３件件件件のののの増加増加増加増加となっております。となっております。となっております。となっております。

おおおお亡亡亡亡くなりになりましたくなりになりましたくなりになりましたくなりになりました方方方方は４は４は４は４人人人人でございまして、これは全でございまして、これは全でございまして、これは全でございまして、これは全死死死死者の１１者の１１者の１１者の１１．．．．１１１１％％％％をををを占占占占めておめておめておめてお

りまして、りまして、りまして、りまして、昨昨昨昨年より１年より１年より１年より１人人人人減少減少減少減少というというというという状況状況状況状況です。なお、このです。なお、このです。なお、このです。なお、この自転自転自転自転車車車車乗乗乗乗用中に用中に用中に用中に亡亡亡亡くなられましくなられましくなられましくなられまし

た４た４た４た４人人人人、これは全てが６５歳、これは全てが６５歳、これは全てが６５歳、これは全てが６５歳以上以上以上以上のののの高齢高齢高齢高齢者でございました。者でございました。者でございました。者でございました。

それから、８月それから、８月それから、８月それから、８月末末末末現現現現在在在在でででで自転自転自転自転車車車車が関係いたしましたが関係いたしましたが関係いたしましたが関係いたしました人身人身人身人身事事事事故故故故のうち、のうち、のうち、のうち、自転自転自転自転車側車側車側車側にににに責任責任責任責任のののの

ある事ある事ある事ある事故故故故につきましては１２２につきましては１２２につきましては１２２につきましては１２２件件件件ございます。全ございます。全ございます。全ございます。全自転自転自転自転車車車車のののの人身人身人身人身事事事事故故故故の１８の１８の１８の１８．．．．６６６６％％％％をををを占占占占めるめるめるめる

というというというという状況状況状況状況でございまして、これもでございまして、これもでございまして、これもでございまして、これも昨昨昨昨年８月年８月年８月年８月末末末末の１３の１３の１３の１３．．．．６６６６％％％％とととと比比比比べべべべますと５ますと５ますと５ますと５ポポポポイイイインンンントのトのトのトの増増増増

加加加加というというというという状況状況状況状況であります。であります。であります。であります。

こうしたこうしたこうしたこうした自転自転自転自転車車車車事事事事故故故故のののの情情情情勢勢勢勢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、現現現現在在在在取り組んでおります安全対策でござい取り組んでおります安全対策でござい取り組んでおります安全対策でござい取り組んでおります安全対策でござい

ますが、奈良県警察といたしましては、ますが、奈良県警察といたしましては、ますが、奈良県警察といたしましては、ますが、奈良県警察といたしましては、自転自転自転自転車車車車利利利利用者に対する安全対策の一つに、用者に対する安全対策の一つに、用者に対する安全対策の一つに、用者に対する安全対策の一つに、各各各各世世世世代代代代

に対する交通安全に対する交通安全に対する交通安全に対する交通安全教育教育教育教育のののの推進推進推進推進をををを掲げ掲げ掲げ掲げておりまして、ておりまして、ておりまして、ておりまして、自自自自治治治治体や体や体や体や関係関係関係関係団体団体団体団体とととと連携連携連携連携をををを図図図図りつつ、りつつ、りつつ、りつつ、

年年年年間間間間を通を通を通を通じじじじて行っているところでございます。て行っているところでございます。て行っているところでございます。て行っているところでございます。

児童児童児童児童に対する交通安全に対する交通安全に対する交通安全に対する交通安全教育教育教育教育では、では、では、では、幼児幼児幼児幼児期期期期にににに比比比比べべべべまして行まして行まして行まして行動動動動範囲範囲範囲範囲がががが格格格格段段段段に広がるだに広がるだに広がるだに広がるだけけけけではではではでは

なくて、なくて、なくて、なくて、保護保護保護保護者から者から者から者から離離離離れて行れて行れて行れて行動動動動するするするする機機機機会が会が会が会がふえふえふえふえますことから、交通ますことから、交通ますことから、交通ますことから、交通法法法法規規規規を中を中を中を中心心心心に小に小に小に小学学学学校校校校等等等等

とととと連携連携連携連携をいたしましてをいたしましてをいたしましてをいたしまして自転自転自転自転車車車車教教教教室を開室を開室を開室を開催催催催しているところでありまして、そのしているところでありまして、そのしているところでありまして、そのしているところでありまして、その集集集集大成といた大成といた大成といた大成といた

しまして、しまして、しまして、しまして、子子子子どもどもどもども自転自転自転自転車車車車奈良県大会を本年奈良県大会を本年奈良県大会を本年奈良県大会を本年７７７７月に開月に開月に開月に開催催催催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。

また、中また、中また、中また、中学学学学・・・・高高高高校校校校生に対しましては、生に対しましては、生に対しましては、生に対しましては、責任責任責任責任をををを持持持持って交通って交通って交通って交通社社社社会に会に会に会に参参参参画画画画していただくために、していただくために、していただくために、していただくために、

基基基基本本本本的的的的な交通ルールのな交通ルールのな交通ルールのな交通ルールのみみみみならず、他のならず、他のならず、他のならず、他の方々へ方々へ方々へ方々への思いの思いの思いの思いややややりりりり等等等等のののの社社社社会会会会性性性性をををを育む育む育む育むことをことをことをことを目的目的目的目的に、に、に、に、

受受受受講講講講者の者の者の者の心心心心にににに響響響響く交通安全く交通安全く交通安全く交通安全教育教育教育教育のののの推進推進推進推進にににに努努努努めております。ことしはめております。ことしはめております。ことしはめております。ことしは桜井桜井桜井桜井高高高高等学等学等学等学校校校校のほか２のほか２のほか２のほか２

校校校校におきまして、プにおきまして、プにおきまして、プにおきまして、プロロロロのスのスのスのスタタタタンンンントトトトマンマンマンマンによりますによりますによりますによります自転自転自転自転車車車車事事事事故故故故の再の再の再の再現現現現を取り入れましたスを取り入れましたスを取り入れましたスを取り入れましたスケケケケ

アーアーアーアードドドド・スト・スト・スト・ストレレレレイトイトイトイト方方方方式式式式、これの、これの、これの、これの自転自転自転自転車車車車安全安全安全安全教教教教室を開室を開室を開室を開催催催催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。現現現現

在在在在、県内の１５の、県内の１５の、県内の１５の、県内の１５の高高高高等学等学等学等学校校校校がががが自転自転自転自転車車車車ののののマナマナマナマナーアップーアップーアップーアップモモモモデルデルデルデル校校校校として取り組んでいただいてとして取り組んでいただいてとして取り組んでいただいてとして取り組んでいただいて

おりますおりますおりますおりますけけけけれども、生れども、生れども、生れども、生徒徒徒徒によりますによりますによりますによります自転自転自転自転車車車車マナマナマナマナーアップーアップーアップーアップ隊隊隊隊をををを結結結結成していただきまして、成していただきまして、成していただきまして、成していただきまして、自自自自

分分分分のののの高高高高等学等学等学等学校校校校の生の生の生の生徒徒徒徒に対しましてに対しましてに対しましてに対しまして登登登登下下下下校校校校時時時時のののの街頭街頭街頭街頭指指指指導導導導であったりであったりであったりであったり啓啓啓啓発活発活発活発活動動動動、これを生、これを生、これを生、これを生徒徒徒徒自自自自

らがらがらがらが実実実実践践践践していただいているところであります。こうした取り組していただいているところであります。こうした取り組していただいているところであります。こうした取り組していただいているところであります。こうした取り組みみみみが県が県が県が県下下下下一一一一円円円円に広がるよに広がるよに広がるよに広がるよ

うに、うに、うに、うに、啓啓啓啓発として発として発として発として支援支援支援支援をしてまいりたいとをしてまいりたいとをしてまいりたいとをしてまいりたいと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。
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また、また、また、また、高齢高齢高齢高齢者に対しては、者に対しては、者に対しては、者に対しては、各各各各警察警察警察警察署署署署におきまして、におきまして、におきまして、におきまして、各各各各種種種種関係関係関係関係団体団体団体団体、、、、自自自自治治治治体体体体とととと連携連携連携連携のもとのもとのもとのもと

に、特にに、特にに、特にに、特に民民民民生生生生児童児童児童児童委員の協力を委員の協力を委員の協力を委員の協力を得得得得まして、まして、まして、まして、高齢高齢高齢高齢者のお者のお者のお者のお宅宅宅宅をごをごをごをご訪訪訪訪問いただいたときに、この問いただいたときに、この問いただいたときに、この問いただいたときに、この

委員によります交通安全委員によります交通安全委員によります交通安全委員によります交通安全ワワワワンポンポンポンポイイイインンンントアトアトアトアドバドバドバドバイスをイスをイスをイスを実実実実施していただきまして、また、奈良施していただきまして、また、奈良施していただきまして、また、奈良施していただきまして、また、奈良

県県県県医医医医薬薬薬薬品品品品小小小小売商売商売商売商業組業組業組業組合合合合には交通安全には交通安全には交通安全には交通安全処処処処方方方方箋箋箋箋とととと題題題題しましたしましたしましたしました啓啓啓啓発発発発ビラビラビラビラをおをおをおをお薬薬薬薬と一と一と一と一緒緒緒緒にごにごにごにご高齢高齢高齢高齢のののの

方方方方にににに手手手手渡していただくなど、渡していただくなど、渡していただくなど、渡していただくなど、高齢高齢高齢高齢者に対して、者に対して、者に対して、者に対して、自転自転自転自転車車車車のののの利利利利用も含めて交通安全に対する用も含めて交通安全に対する用も含めて交通安全に対する用も含めて交通安全に対する注注注注

意意意意喚喚喚喚起起起起をををを図図図図っているところでございます。っているところでございます。っているところでございます。っているところでございます。

そして、交通安全そして、交通安全そして、交通安全そして、交通安全教育教育教育教育とととと並ぶ並ぶ並ぶ並ぶ安全対策は、安全対策は、安全対策は、安全対策は、ややややはり交通はり交通はり交通はり交通指指指指導導導導取り取り取り取り締締締締まりをまりをまりをまりを重重重重点に点に点に点に置置置置きましきましきましきまし

たたたた街頭街頭街頭街頭活活活活動動動動であるとであるとであるとであると考え考え考え考えております。警察ております。警察ております。警察ております。警察官官官官がががが街頭街頭街頭街頭活活活活動動動動を行うを行うを行うを行う際際際際に、に、に、に、違違違違反反反反をしたをしたをしたをした自転自転自転自転車車車車のののの

利利利利用者には、用者には、用者には、用者には、自動自動自動自動車車車車のののの指指指指導導導導警告警告警告警告表表表表と、イと、イと、イと、イエロエロエロエローーーーカカカカーーーードドドドとととと呼呼呼呼んでおりますんでおりますんでおりますんでおりますけけけけれども、これをれども、これをれども、これをれども、これを

交交交交付付付付のののの上上上上、、、、指指指指導導導導警告を行っているところでございます。特に警告を行っているところでございます。特に警告を行っているところでございます。特に警告を行っているところでございます。特に酒酔酒酔酒酔酒酔いいいい運運運運転転転転でありますとかでありますとかでありますとかでありますとか制制制制

動動動動装装装装置不置不置不置不良良良良車運車運車運車運転転転転、これらの、これらの、これらの、これらの悪悪悪悪質質質質運運運運転転転転者につきましては、者につきましては、者につきましては、者につきましては、検検検検挙挙挙挙措置措置措置措置によりによりによりにより厳厳厳厳しく対しく対しく対しく対処処処処してしてしてして

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

今後今後今後今後もももも自転自転自転自転車車車車利利利利用者の用者の用者の用者のマナマナマナマナーーーー向上向上向上向上と交通事と交通事と交通事と交通事故故故故のののの防止防止防止防止にににに向け向け向け向けまして、交通安全まして、交通安全まして、交通安全まして、交通安全教育教育教育教育のののの継継継継続続続続

的的的的なななな推進推進推進推進とととと街頭街頭街頭街頭活活活活動動動動のののの強強強強化化化化をををを図図図図ってまいりたいとってまいりたいとってまいりたいとってまいりたいと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。以上以上以上以上でございます。でございます。でございます。でございます。

○大坪委員○大坪委員○大坪委員○大坪委員 ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。

奈良奈良奈良奈良東東東東部広域農部広域農部広域農部広域農道道道道に関しましては、奈良に関しましては、奈良に関しましては、奈良に関しましては、奈良市市市市日日日日笠笠笠笠町町町町からからからから右右右右のほうのほうのほうのほうへ上へ上へ上へ上っていくっていくっていくっていく道道道道があり、があり、があり、があり、

また、奈良また、奈良また、奈良また、奈良市市市市杣ノ杣ノ杣ノ杣ノ川川川川町町町町からもずっと山のほうからもずっと山のほうからもずっと山のほうからもずっと山のほうへへへへ入っていく入っていく入っていく入っていく道道道道がががが見え見え見え見えています。でも、ています。でも、ています。でも、ています。でも、実実実実際際際際、、、、

中がどのような中がどのような中がどのような中がどのような格格格格好好好好になっているのかということはになっているのかということはになっているのかということはになっているのかということは正正正正直直直直わからなかったので、わからなかったので、わからなかったので、わからなかったので、今今今今のごのごのごのご説説説説明明明明

をををを聞聞聞聞きまして、もうきまして、もうきまして、もうきまして、もう着着着着実実実実にできにできにできにでき上上上上がってきて、しかも来年度がってきて、しかも来年度がってきて、しかも来年度がってきて、しかも来年度末末末末のののの完完完完成ということです。成ということです。成ということです。成ということです。道道道道

路路路路ができますと、ができますと、ができますと、ができますと、東東東東部で部で部で部で東東東東西西西西の交通がの交通がの交通がの交通が弱弱弱弱い中で、地域の皆さんにも本い中で、地域の皆さんにも本い中で、地域の皆さんにも本い中で、地域の皆さんにも本当当当当に非常にに非常にに非常にに非常に利利利利便便便便性性性性のののの

高高高高いいいい道路道路道路道路になろうかと思いますので、どうかなるになろうかと思いますので、どうかなるになろうかと思いますので、どうかなるになろうかと思いますので、どうかなるべべべべくくくく早早早早くのくのくのくの完完完完成を成を成を成を目目目目指指指指してしてしてして頑張頑張頑張頑張っていたっていたっていたっていた

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

そしてそしてそしてそして次次次次に、奈良警察に、奈良警察に、奈良警察に、奈良警察署署署署のののの件件件件ですが、大森ですが、大森ですが、大森ですが、大森町町町町へへへへのののの移移移移転転転転によりまして、地によりまして、地によりまして、地によりまして、地元元元元地域の皆さん地域の皆さん地域の皆さん地域の皆さん

は大は大は大は大変変変変喜んでおられます。これからのいろいろなことに大いに喜んでおられます。これからのいろいろなことに大いに喜んでおられます。これからのいろいろなことに大いに喜んでおられます。これからのいろいろなことに大いに期待期待期待期待をされているわをされているわをされているわをされているわけけけけです。です。です。です。

一一一一方方方方で、で、で、で、今今今今まで大宮、まで大宮、まで大宮、まで大宮、三三三三条条条条大大大大路路路路にあったということで、その地域からは警察にあったということで、その地域からは警察にあったということで、その地域からは警察にあったということで、その地域からは警察署署署署がががが遠遠遠遠くなっくなっくなっくなっ

てしまったわてしまったわてしまったわてしまったわけけけけであります。ですから、この大宮地であります。ですから、この大宮地であります。ですから、この大宮地であります。ですから、この大宮地区区区区やややや大安大安大安大安寺西寺西寺西寺西地地地地区区区区、、、、都都都都跡跡跡跡地地地地区区区区、こうい、こうい、こうい、こうい

ったもともと地ったもともと地ったもともと地ったもともと地元元元元とされていた地域がとされていた地域がとされていた地域がとされていた地域が少少少少しししし外外外外れてしまうことによって、そのれてしまうことによって、そのれてしまうことによって、そのれてしまうことによって、その辺辺辺辺、、、、今今今今までまでまでまで以以以以

上上上上ににににカバカバカバカバーをしていただいて、この奈良警察ーをしていただいて、この奈良警察ーをしていただいて、この奈良警察ーをしていただいて、この奈良警察署署署署管内の管内の管内の管内の各各各各地域に地域に地域に地域にバランバランバランバランスのよいスのよいスのよいスのよい目目目目が行きが行きが行きが行き届届届届

くようなくようなくようなくような体体体体制制制制ををををぜひぜひぜひぜひともとっていただきたいと思います。ともとっていただきたいと思います。ともとっていただきたいと思います。ともとっていただきたいと思います。

最後最後最後最後に、に、に、に、自転自転自転自転車車車車の問の問の問の問題題題題でありますが、さまざまな場所に、でありますが、さまざまな場所に、でありますが、さまざまな場所に、でありますが、さまざまな場所に、各層各層各層各層に出に出に出に出向向向向いていっていただいていっていただいていっていただいていっていただ
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いて本いて本いて本いて本当当当当にいろいろな取り組にいろいろな取り組にいろいろな取り組にいろいろな取り組みみみみをしていただいているということで、大をしていただいているということで、大をしていただいているということで、大をしていただいているということで、大変変変変ありがたいと思ありがたいと思ありがたいと思ありがたいと思

います。しかし、います。しかし、います。しかし、います。しかし、先先先先ほどほどほどほど最後最後最後最後に言われましたが、に言われましたが、に言われましたが、に言われましたが、ややややはりもう一はりもう一はりもう一はりもう一方方方方のののの柱柱柱柱でありますでありますでありますであります指指指指導導導導といといといとい

うううう面面面面が非常に大事ではないのかと思っております。が非常に大事ではないのかと思っております。が非常に大事ではないのかと思っております。が非常に大事ではないのかと思っております。死亡死亡死亡死亡事事事事故故故故などもなどもなどもなども前前前前年度よりも年度よりも年度よりも年度よりも少少少少しししし減減減減っっっっ

ているということですが、ているということですが、ているということですが、ているということですが、ふえふえふえふえる、る、る、る、減減減減るということはあるのですが、るということはあるのですが、るということはあるのですが、るということはあるのですが、ややややっっっっぱぱぱぱりりりりゼゼゼゼロロロロにににに持持持持っっっっ

ていくということが非常に大事なことであろうかと思います。また、いろいろなこのていくということが非常に大事なことであろうかと思います。また、いろいろなこのていくということが非常に大事なことであろうかと思います。また、いろいろなこのていくということが非常に大事なことであろうかと思います。また、いろいろなこの違違違違反反反反

など、など、など、など、飲酒飲酒飲酒飲酒であるとか、またであるとか、またであるとか、またであるとか、また整整整整備備備備不不不不良良良良的的的的なことで、なことで、なことで、なことで、例例例例ええええばばばばブレブレブレブレーーーーキキキキをつをつをつをつけけけけていないとか、ていないとか、ていないとか、ていないとか、

そのようなそのようなそのようなそのような悪悪悪悪質な質な質な質な自転自転自転自転車車車車の場の場の場の場合合合合はははは検検検検挙云挙云挙云挙云 々々々々ということもありました。いろいろということもありました。いろいろということもありました。いろいろということもありました。いろいろ見見見見せていたせていたせていたせていた

だいていますと、だいていますと、だいていますと、だいていますと、携携携携帯帯帯帯電話や電話や電話や電話やヘヘヘヘッッッッドドドドホホホホンンンンのののの使使使使用は、用は、用は、用は、例例例例ええええばばばば罰罰罰罰金金金金５５５５万万万万円円円円以以以以下下下下、、、、並並並並進進進進、２、２、２、２人人人人乗乗乗乗

り、り、り、り、傘差傘差傘差傘差し、し、し、し、意意意意外外外外とこれは皆さんとこれは皆さんとこれは皆さんとこれは皆さん聞聞聞聞かれて、まあそれかれて、まあそれかれて、まあそれかれて、まあそれぐぐぐぐらいいいのでは、らいいいのでは、らいいいのでは、らいいいのでは、傘傘傘傘なんかなんかなんかなんかみみみみんなんなんなんな

差差差差してしてしてして乗乗乗乗っていますよというっていますよというっていますよというっていますよという方方方方もあろうかとは思うのですが、一もあろうかとは思うのですが、一もあろうかとは思うのですが、一もあろうかとは思うのですが、一応応応応これもそれこれもそれこれもそれこれもそれぞぞぞぞれ２れ２れ２れ２万万万万円円円円

のののの罰罰罰罰金金金金と、と、と、と、現現現現にこれはきっちりとにこれはきっちりとにこれはきっちりとにこれはきっちりと道路道路道路道路交通交通交通交通法法法法の施行の施行の施行の施行細細細細則則則則で決められているものでありますで決められているものでありますで決められているものでありますで決められているものであります

から、こういったこともしっかりとから、こういったこともしっかりとから、こういったこともしっかりとから、こういったこともしっかりと見見見見かかかかけけけけられたらられたらられたらられたら指指指指導導導導をしていただきたいと思います。をしていただきたいと思います。をしていただきたいと思います。をしていただきたいと思います。

特に、特に、特に、特に、前前前前にににに申申申申しししし上上上上げげげげたかもしれませんが、このたかもしれませんが、このたかもしれませんが、このたかもしれませんが、この道路道路道路道路交通交通交通交通法法法法のののの改改改改正正正正で、で、で、で、昨昨昨昨年１２月より年１２月より年１２月より年１２月より自転自転自転自転

車車車車のののの逆走逆走逆走逆走はだめであると、要ははだめであると、要ははだめであると、要ははだめであると、要は反反反反対対対対側車線側車線側車線側車線を、を、を、を、右側右側右側右側をををを走走走走ることはだめだとなっているのでることはだめだとなっているのでることはだめだとなっているのでることはだめだとなっているので

すが、すが、すが、すが、実実実実際際際際今今今今もずっともずっともずっともずっと見見見見ていたら、ていたら、ていたら、ていたら、右側右側右側右側をををを走走走走っているっているっているっている自転自転自転自転車車車車をかなりをかなりをかなりをかなり見見見見ます。ます。ます。ます。

ですから、こういったことをまた交通安全ですから、こういったことをまた交通安全ですから、こういったことをまた交通安全ですから、こういったことをまた交通安全週週週週間間間間なども通なども通なども通なども通じじじじて、そしてまた日ごろからもて、そしてまた日ごろからもて、そしてまた日ごろからもて、そしてまた日ごろからも

注注注注意意意意をしていただいて、をしていただいて、をしていただいて、をしていただいて、今今今今度度度度道路道路道路道路交通交通交通交通法法法法のののの改改改改正正正正のののの周周周周知をしっかりしていただかないと、い知をしっかりしていただかないと、い知をしっかりしていただかないと、い知をしっかりしていただかないと、い

ろいろな場所で、ろいろな場所で、ろいろな場所で、ろいろな場所で、ママママススススコミコミコミコミも含めて、も含めて、も含めて、も含めて、みみみみんなにんなにんなにんなに周周周周知されていないから、知されていないから、知されていないから、知されていないから、周周周周知していないほ知していないほ知していないほ知していないほ

うがうがうがうが悪悪悪悪いのだからいのだからいのだからいのだから守守守守らなくてもいいのだと言わんばかりのらなくてもいいのだと言わんばかりのらなくてもいいのだと言わんばかりのらなくてもいいのだと言わんばかりの論論論論調調調調もももも見受け見受け見受け見受けられますので、決られますので、決られますので、決られますので、決

してそういうことが言われないよう、しっかりとしてそういうことが言われないよう、しっかりとしてそういうことが言われないよう、しっかりとしてそういうことが言われないよう、しっかりと周周周周知もしていると、そして知もしていると、そして知もしていると、そして知もしていると、そして指指指指導導導導もしていもしていもしていもしてい

るということをるということをるということをるということを見見見見せていただいて、それでもせていただいて、それでもせていただいて、それでもせていただいて、それでも守守守守られない場られない場られない場られない場合合合合は、は、は、は、ややややはり安全が一はり安全が一はり安全が一はり安全が一番番番番重重重重視視視視とととと

いうことでございますので、しっかりとしたいうことでございますので、しっかりとしたいうことでございますので、しっかりとしたいうことでございますので、しっかりとした指指指指導導導導やややや、場、場、場、場合合合合によってはによってはによってはによっては検検検検挙挙挙挙ということもということもということもということも考考考考

ええええていただきたいと思います。ていただきたいと思います。ていただきたいと思います。ていただきたいと思います。以上以上以上以上でででで終終終終わらせていただきます。わらせていただきます。わらせていただきます。わらせていただきます。

○岡委員○岡委員○岡委員○岡委員 農林部にお農林部にお農林部にお農林部にお尋ね尋ね尋ね尋ねしたいと思います。したいと思います。したいと思います。したいと思います。

１点１点１点１点目目目目は、は、は、は、今今今今、、、、新新新新しくしくしくしく始始始始まろうとしています農業まろうとしています農業まろうとしています農業まろうとしています農業研究研究研究研究開発開発開発開発セセセセンンンンタタタターがございます。これーがございます。これーがございます。これーがございます。これ

をををを今後今後今後今後どのようなものにどのようなものにどのようなものにどのようなものに仕仕仕仕上上上上げげげげていくのかということがていくのかということがていくのかということがていくのかということが多分多分多分多分議議議議論論論論されていると思いますが、されていると思いますが、されていると思いますが、されていると思いますが、

この農業この農業この農業この農業研究研究研究研究開発開発開発開発セセセセンンンンタタタターのーのーのーの整整整整備を備を備を備を進進進進めるについて、そのめるについて、そのめるについて、そのめるについて、その新新新新しい施しい施しい施しい施設設設設のののの目的目的目的目的、またどうい、またどうい、またどうい、またどうい

うううう狙狙狙狙い、イい、イい、イい、イメメメメージ、それからージ、それからージ、それからージ、それから何何何何に主に主に主に主眼眼眼眼をををを置置置置いてされようとしているのか、それらについていてされようとしているのか、それらについていてされようとしているのか、それらについていてされようとしているのか、それらについて

県の県の県の県の考え方考え方考え方考え方をおをおをおをお尋ね尋ね尋ね尋ねしたいと思います。したいと思います。したいと思います。したいと思います。

それから２点それから２点それから２点それから２点目目目目は、は、は、は、公共公共公共公共施施施施設設設設の木質の木質の木質の木質化化化化についてでございます。についてでございます。についてでございます。についてでございます。公共公共公共公共施施施施設設設設ということではということではということではということでは
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ございますございますございますございますけけけけれども、れども、れども、れども、私私私私はははは公共公共公共公共施施施施設設設設だだだだけけけけにににに限限限限らず、らず、らず、らず、先先先先ほどもほどもほどもほども話話話話がありました県産がありました県産がありました県産がありました県産材材材材の活用の活用の活用の活用

という立場から、どのようにという立場から、どのようにという立場から、どのようにという立場から、どのように今後今後今後今後これをこれをこれをこれを進進進進めていこうとされるのか。特にめていこうとされるのか。特にめていこうとされるのか。特にめていこうとされるのか。特に公共公共公共公共施施施施設設設設の木質の木質の木質の木質

化化化化についても含めて、県のおについても含めて、県のおについても含めて、県のおについても含めて、県のお考え考え考え考えを問いたい。を問いたい。を問いたい。を問いたい。後後後後からまたからまたからまたからまた私私私私のののの考え考え考え考えもももも申申申申しししし上上上上げげげげたいと思いたいと思いたいと思いたいと思い

ます。ます。ます。ます。

それから、警察に質問４点と要それから、警察に質問４点と要それから、警察に質問４点と要それから、警察に質問４点と要望望望望１点をお願いしたいと思います。１点をお願いしたいと思います。１点をお願いしたいと思います。１点をお願いしたいと思います。

１つは、１つは、１つは、１つは、現現現現在在在在、県全、県全、県全、県全体体体体にある交にある交にある交にある交番番番番、、、、駐駐駐駐在在在在所の所の所の所の整整整整備備備備状況状況状況状況についておについておについておについてお伺伺伺伺いしたいと思います。いしたいと思います。いしたいと思います。いしたいと思います。

現現現現在在在在ある交ある交ある交ある交番番番番のののの数数数数、、、、耐耐耐耐用年用年用年用年数数数数のののの経経経経過過過過状況や状況や状況や状況や駐駐駐駐在在在在所、それから所、それから所、それから所、それから今後今後今後今後のののの整整整整備計備計備計備計画画画画等等等等についておについておについておについてお

尋ね尋ね尋ね尋ねしたいと思います。したいと思います。したいと思います。したいと思います。

２２２２番番番番目目目目は、は、は、は、女女女女性性性性警察警察警察警察官官官官のののの採採採採用を用を用を用を拡拡拡拡大する大する大する大する方向方向方向方向にあるとは思いますが、このにあるとは思いますが、このにあるとは思いますが、このにあるとは思いますが、この女女女女性性性性警察警察警察警察官官官官をををを

配配配配置置置置するための交するための交するための交するための交番番番番施施施施設設設設のののの整整整整備備備備状況状況状況状況について、について、について、について、現現現現在在在在どうなっているのか。まず、県全どうなっているのか。まず、県全どうなっているのか。まず、県全どうなっているのか。まず、県全体体体体でででで

女女女女性性性性警察警察警察警察官官官官がががが今今今今どれどれどれどれぐぐぐぐらいいらっしらいいらっしらいいらっしらいいらっしゃゃゃゃるのか。それからるのか。それからるのか。それからるのか。それから今後今後今後今後、、、、女女女女性性性性職員の職員の職員の職員の増加増加増加増加にににに伴伴伴伴う交う交う交う交番番番番

のののの女女女女性性性性用施用施用施用施設設設設のののの整整整整備備備備状況状況状況状況計計計計画画画画等等等等をどのようにをどのようにをどのようにをどのように考え考え考え考えていらっしていらっしていらっしていらっしゃゃゃゃるのかおるのかおるのかおるのかお尋ね尋ね尋ね尋ねしたいと思いしたいと思いしたいと思いしたいと思い

ます。ます。ます。ます。

それから３点それから３点それから３点それから３点目目目目は、平成１は、平成１は、平成１は、平成１７７７７年３月に年３月に年３月に年３月に橿橿橿橿原原原原警察警察警察警察署署署署のののの耳耳耳耳成交成交成交成交番番番番、、、、膳膳膳膳夫交夫交夫交夫交番番番番、、、、鴨鴨鴨鴨公公公公駐駐駐駐在在在在所を所を所を所を

統廃統廃統廃統廃合合合合して、して、して、して、膳膳膳膳夫夫夫夫駐駐駐駐在在在在所を所を所を所を香香香香久久久久山交山交山交山交番番番番としてとしてとしてとして改改改改修修修修をされたわをされたわをされたわをされたわけけけけでございますが、そのでございますが、そのでございますが、そのでございますが、その経経経経緯緯緯緯

とととと現状現状現状現状についておについておについておについてお伺伺伺伺いしたい。すなわち、いしたい。すなわち、いしたい。すなわち、いしたい。すなわち、統廃統廃統廃統廃合合合合はどのようにしてされてきたのかというはどのようにしてされてきたのかというはどのようにしてされてきたのかというはどのようにしてされてきたのかという

ことと、ことと、ことと、ことと、香香香香久久久久山交山交山交山交番番番番のののの現状現状現状現状について、警察としては問について、警察としては問について、警察としては問について、警察としては問題意識題意識題意識題意識をををを持持持持っていらっしっていらっしっていらっしっていらっしゃゃゃゃるのか、るのか、るのか、るのか、

いないのか。いないのか。いないのか。いないのか。

耳耳耳耳成成成成駅駅駅駅という非常にという非常にという非常にという非常に重重重重要な場所を要な場所を要な場所を要な場所を外外外外しているということが大しているということが大しているということが大しているということが大変変変変気気気気になっているわになっているわになっているわになっているわけけけけでごでごでごでご

ざいまして、ざいまして、ざいまして、ざいまして、何何何何とかとかとかとか近近近近いいいい将将将将来、１日２来、１日２来、１日２来、１日２，，，，００００００００００００人人人人のののの乗乗乗乗降客降客降客降客があるがあるがあるがある耳耳耳耳成成成成駅駅駅駅にににに近近近近いところに交いところに交いところに交いところに交

番番番番をををを設設設設置置置置していただしていただしていただしていただけけけけたらというたらというたらというたらという住住住住民民民民のののの希望希望希望希望もございます。これはもございます。これはもございます。これはもございます。これは後後後後ほどまたほどまたほどまたほどまた申申申申しししし上上上上げげげげまままま

すすすすけけけけれども、まずその所れども、まずその所れども、まずその所れども、まずその所見見見見をおをおをおをお伺伺伺伺いしたい。いしたい。いしたい。いしたい。

それから４それから４それから４それから４番番番番目目目目は、ことしの３月のは、ことしの３月のは、ことしの３月のは、ことしの３月の予予予予算審査特算審査特算審査特算審査特別別別別委員会で委員会で委員会で委員会で私私私私が質問しました、県にが質問しました、県にが質問しました、県にが質問しました、県に納納納納付付付付

されるされるされるされる罰罰罰罰金金金金について、について、について、について、ココココンビニンビニンビニンビニでででで納納納納付付付付ができるようにできないかということでおができるようにできないかということでおができるようにできないかということでおができるようにできないかということでお尋ね尋ね尋ね尋ねしたしたしたした

わわわわけけけけ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けけけれども、そのれども、そのれども、そのれども、その後後後後のののの検討状況検討状況検討状況検討状況をおをおをおをお聞聞聞聞かせ願いたいと思います。これらのかせ願いたいと思います。これらのかせ願いたいと思います。これらのかせ願いたいと思います。これらの

４点が質問でございます。４点が質問でございます。４点が質問でございます。４点が質問でございます。

それからそれからそれからそれから最後最後最後最後に要に要に要に要望望望望でございます。でございます。でございます。でございます。何何何何かといいますと、かといいますと、かといいますと、かといいますと、爆音爆音爆音爆音ババババイイイイククククと言っていいのかどと言っていいのかどと言っていいのかどと言っていいのかど

うか知りませんうか知りませんうか知りませんうか知りませんけけけけれども、大れども、大れども、大れども、大変変変変うるさいうるさいうるさいうるさいババババイイイイククククがががが最近最近最近最近県県県県下下下下のあちこちでのあちこちでのあちこちでのあちこちで見受け見受け見受け見受けられます。られます。られます。られます。

大大大大体体体体時時時時間間間間はははは夕夕夕夕方方方方です。です。です。です。実実実実は、きのうもスイスからおは、きのうもスイスからおは、きのうもスイスからおは、きのうもスイスからお客客客客さんが来られ、県さんが来られ、県さんが来られ、県さんが来られ、県庁庁庁庁のののの付付付付近近近近をををを歩歩歩歩いていていていて

いるいるいるいる時時時時間間間間帯帯帯帯でございましたでございましたでございましたでございましたけけけけれども、よりうるさいれども、よりうるさいれども、よりうるさいれども、よりうるさいババババイイイイククククが１が１が１が１台台台台通っていました。ついこ通っていました。ついこ通っていました。ついこ通っていました。ついこ
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のののの前前前前、、、、近近近近所でお年所でお年所でお年所でお年寄寄寄寄りが、りが、りが、りが、自分自分自分自分でででで手手手手押押押押しししし車車車車をををを押押押押してしてしてして歩歩歩歩いているいているいているいている横横横横を、を、を、を、ババババイイイイククククがががが爆音爆音爆音爆音を立てを立てを立てを立て

て通ったのです。そうすると、そのお年て通ったのです。そうすると、そのお年て通ったのです。そうすると、そのお年て通ったのです。そうすると、そのお年寄寄寄寄りはもうこんなになっていまして、しばらくりはもうこんなになっていまして、しばらくりはもうこんなになっていまして、しばらくりはもうこんなになっていまして、しばらく体体体体

がかたくなっていましたがかたくなっていましたがかたくなっていましたがかたくなっていましたけけけけれど、そういうれど、そういうれど、そういうれど、そういう情情情情景を景を景を景を見見見見ました。ました。ました。ました。

そこで、これを警察にお願いします。そこで、これを警察にお願いします。そこで、これを警察にお願いします。そこで、これを警察にお願いします。徹底徹底徹底徹底的的的的な取りな取りな取りな取り締締締締まりをお願いしたい。なまりをお願いしたい。なまりをお願いしたい。なまりをお願いしたい。なぜぜぜぜかといかといかといかとい

いますと、いますと、いますと、いますと、ややややはりはりはりはり社社社社会会会会的的的的弱弱弱弱者にまず優しいまち者にまず優しいまち者にまず優しいまち者にまず優しいまちづづづづくりというくりというくりというくりという面面面面から、から、から、から、町町町町なかであんななかであんななかであんななかであんな爆音爆音爆音爆音

をををを鳴鳴鳴鳴らしてらしてらしてらして走走走走るるるるババババイイイイククククを認めることはを認めることはを認めることはを認めることは絶絶絶絶対できないと思います、環境対できないと思います、環境対できないと思います、環境対できないと思います、環境破壊破壊破壊破壊です。それから、です。それから、です。それから、です。それから、

特に、知事が特に、知事が特に、知事が特に、知事が今今今今、力を入れていらっし、力を入れていらっし、力を入れていらっし、力を入れていらっしゃゃゃゃるこういう観光地で、ああいうるこういう観光地で、ああいうるこういう観光地で、ああいうるこういう観光地で、ああいうババババイイイイククククがががが走走走走っていっていっていってい

るのを認めるということは、きのうスイスのるのを認めるということは、きのうスイスのるのを認めるということは、きのうスイスのるのを認めるということは、きのうスイスの方方方方がががが気気気気がついたかどうかは知りませんがついたかどうかは知りませんがついたかどうかは知りませんがついたかどうかは知りませんけけけけれど、れど、れど、れど、

私私私私はははは気気気気恥恥恥恥ずかしい思いをしました。だから、これはずかしい思いをしました。だから、これはずかしい思いをしました。だから、これはずかしい思いをしました。だから、これはぜひぜひぜひぜひ取り取り取り取り締締締締まりをまりをまりをまりを強強強強化化化化してもらいたい、してもらいたい、してもらいたい、してもらいたい、

これは要これは要これは要これは要望望望望としますとしますとしますとしますけけけけれども、よろしくお願いします。れども、よろしくお願いします。れども、よろしくお願いします。れども、よろしくお願いします。以上以上以上以上です。です。です。です。

○和田農業水産振興課長○和田農業水産振興課長○和田農業水産振興課長○和田農業水産振興課長 １１１１番番番番目目目目の、農業の、農業の、農業の、農業研究研究研究研究開発開発開発開発セセセセンンンンタタタターのーのーのーの新新新新しいしいしいしい目的目的目的目的についてどうかについてどうかについてどうかについてどうか

というおというおというおというお尋ね尋ね尋ね尋ねについておについておについておについてお答え答え答え答えします。します。します。します。

農業農業農業農業研究研究研究研究開発開発開発開発セセセセンンンンタタタターのーのーのーの研究研究研究研究に対しましては、本会議で知事がおに対しましては、本会議で知事がおに対しましては、本会議で知事がおに対しましては、本会議で知事がお答え答え答え答えしましたしましたしましたしましたけけけけれども、れども、れども、れども、

研究研究研究研究のののの高高高高度度度度化化化化をををを積極的積極的積極的積極的にににに進進進進めまして、めまして、めまして、めまして、オンオンオンオンリーリーリーリーワワワワンンンンのののの研究研究研究研究開発を開発を開発を開発を目目目目指指指指して、奈良して、奈良して、奈良して、奈良ブランドブランドブランドブランド

力を力を力を力を強強強強化化化化することをすることをすることをすることを進進進進めていきたいということとしております。このために奈良県農業めていきたいということとしております。このために奈良県農業めていきたいということとしております。このために奈良県農業めていきたいということとしております。このために奈良県農業研研研研

究究究究開発中開発中開発中開発中期期期期運運運運営営営営方方方方針針針針を策定いたしまして、この６月議会でごを策定いたしまして、この６月議会でごを策定いたしまして、この６月議会でごを策定いたしまして、この６月議会でご承承承承認いただいたところであり認いただいたところであり認いただいたところであり認いただいたところであり

ますますますますけけけけれども、４つの大きなれども、４つの大きなれども、４つの大きなれども、４つの大きな目目目目標標標標、、、、漢漢漢漢方方方方、、、、育種育種育種育種、、、、加工加工加工加工、、、、栽栽栽栽培培培培を大きなを大きなを大きなを大きな課題課題課題課題としまして、ことしまして、ことしまして、ことしまして、こ

れにれにれにれに沿沿沿沿ったったったった研究課題研究課題研究課題研究課題をををを設設設設定し、生産者、定し、生産者、定し、生産者、定し、生産者、消費消費消費消費者者者者等等等等のののの視視視視点に立った点に立った点に立った点に立った研究研究研究研究開発をさせてもらっ開発をさせてもらっ開発をさせてもらっ開発をさせてもらっ

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

具体具体具体具体には、１つには、１つには、１つには、１つ目目目目のののの漢漢漢漢方方方方におきましては、におきましては、におきましては、におきましては、薬薬薬薬用用用用作作作作物の安定物の安定物の安定物の安定供供供供給給給給をををを図図図図るためにるためにるためにるためにゲノゲノゲノゲノムムムム育種育種育種育種

等等等等に力をつに力をつに力をつに力をつけけけけまして、優良まして、優良まして、優良まして、優良品種品種品種品種のののの育育育育成成成成等等等等とととと育育育育苗技術苗技術苗技術苗技術等等等等のののの改改改改良に取り組んでいるところでご良に取り組んでいるところでご良に取り組んでいるところでご良に取り組んでいるところでご

ざいます。ざいます。ざいます。ざいます。

また、２つまた、２つまた、２つまた、２つ目目目目のののの育種育種育種育種につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、蓄蓄蓄蓄積積積積されましたされましたされましたされました育種育種育種育種ののののノノノノウハウウハウウハウウハウとととと育種資源育種資源育種資源育種資源等等等等をををを最最最最

大大大大限限限限に活用するとともにに活用するとともにに活用するとともにに活用するとともにＤＮＡＤＮＡＤＮＡＤＮＡママママーーーーカカカカーを用いたーを用いたーを用いたーを用いた育種育種育種育種など、など、など、など、先端先端先端先端技術技術技術技術をををを利利利利用して奈良県用して奈良県用して奈良県用して奈良県オオオオ

リジリジリジリジナナナナルの優良ルの優良ルの優良ルの優良品種品種品種品種をををを育育育育成したいと思っております。イ成したいと思っております。イ成したいと思っております。イ成したいと思っております。イチゴチゴチゴチゴややややキキキキクククク、、、、甘甘甘甘柿柿柿柿、また、また、また、また酒酒酒酒米米米米等等等等、、、、

新品種新品種新品種新品種のののの育育育育成を成を成を成を進進進進めているところでございまして、中でもめているところでございまして、中でもめているところでございまして、中でもめているところでございまして、中でも露露露露地地地地栽栽栽栽培培培培でででで気気気気象象象象変変変変更更更更等等等等の影の影の影の影響響響響をををを

受けや受けや受けや受けやすいすいすいすいキキキキククククにつきましては、につきましては、につきましては、につきましては、盆盆盆盆、、、、彼岸彼岸彼岸彼岸等等等等のののの高高高高温温温温のののの需需需需要要要要期期期期に安定して出に安定して出に安定して出に安定して出荷荷荷荷できるようなできるようなできるようなできるような

高高高高温温温温にににに強強強強いいいい品種品種品種品種のののの育育育育成にも取り組んでいるというところでございます。成にも取り組んでいるというところでございます。成にも取り組んでいるというところでございます。成にも取り組んでいるというところでございます。

また、３つまた、３つまた、３つまた、３つ目目目目のののの加工加工加工加工につきましては、イにつきましては、イにつきましては、イにつきましては、イチチチチジジジジクやクやクやクや柿柿柿柿など県産など県産など県産など県産素素素素材材材材を用いまして、おいしを用いまして、おいしを用いまして、おいしを用いまして、おいし

く健く健く健く健康康康康的的的的でででで機能性機能性機能性機能性にににに富富富富んだ奈良県んだ奈良県んだ奈良県んだ奈良県オオオオリジリジリジリジナナナナルのルのルのルの加工品加工品加工品加工品を開発しまして、を開発しまして、を開発しまして、を開発しまして、商品化商品化商品化商品化をををを目目目目指指指指してしてしてして



---- 22226666 ----

いきたいと思っているところでございます。いきたいと思っているところでございます。いきたいと思っているところでございます。いきたいと思っているところでございます。

また、また、また、また、最後最後最後最後の４つの４つの４つの４つ目目目目のののの栽栽栽栽培培培培につきましては、これまでのにつきましては、これまでのにつきましては、これまでのにつきましては、これまでの栽栽栽栽培培培培技術技術技術技術にとらわれないにとらわれないにとらわれないにとらわれない新新新新たなたなたなたな

革革革革新的新的新的新的な生産な生産な生産な生産技術技術技術技術の開発の開発の開発の開発等等等等を、を、を、を、例例例例ええええば環境ば環境ば環境ば環境保保保保全全全全型型型型農業に役立つような農業に役立つような農業に役立つような農業に役立つような技術技術技術技術であるとか、そであるとか、そであるとか、そであるとか、そ

ういったところで生かしていきたいと思っております。ういったところで生かしていきたいと思っております。ういったところで生かしていきたいと思っております。ういったところで生かしていきたいと思っております。

引き続き、奈良県農業引き続き、奈良県農業引き続き、奈良県農業引き続き、奈良県農業研究研究研究研究開発中開発中開発中開発中期期期期運運運運営営営営方方方方針針針針に定められたに定められたに定められたに定められた目目目目標達標達標達標達成に成に成に成に向け向け向け向けまして、まして、まして、まして、高高高高度度度度

なななな専門専門専門専門知知知知識識識識を備を備を備を備ええええたたたた人材人材人材人材のののの育育育育成を成を成を成を図図図図るとともにるとともにるとともにるとともに研究研究研究研究企企企企画機能画機能画機能画機能をををを充充充充実実実実させまして、させまして、させまして、させまして、ＰＰＰＰＤＣＡＤＣＡＤＣＡＤＣＡ

ササササイイイイククククルによりルによりルによりルにより運運運運営営営営でででで研究研究研究研究のののの進進進進行管理を行っていきまして、地域の農業振興に役立つ行管理を行っていきまして、地域の農業振興に役立つ行管理を行っていきまして、地域の農業振興に役立つ行管理を行っていきまして、地域の農業振興に役立つ研究研究研究研究

開発に取り組んでいきたいと思っております。開発に取り組んでいきたいと思っております。開発に取り組んでいきたいと思っております。開発に取り組んでいきたいと思っております。以上以上以上以上でございます。でございます。でございます。でございます。

○岡野奈良の木ブランド課長○岡野奈良の木ブランド課長○岡野奈良の木ブランド課長○岡野奈良の木ブランド課長 県産県産県産県産材材材材をををを使使使使いましたいましたいましたいました建築建築建築建築物の木造木質物の木造木質物の木造木質物の木造木質化化化化についておについておについておについてお答え答え答え答えささささ

せていただきます。せていただきます。せていただきます。せていただきます。

多多多多くのくのくのくの人々人々人々人々がががが利利利利用される用される用される用される建築建築建築建築物物物物へへへへの県産の県産の県産の県産材材材材利利利利用につきましては、用につきましては、用につきましては、用につきましては、直直直直接的接的接的接的なななな利利利利用用用用効効効効果と他果と他果と他果と他

のののの建建建建物物物物へへへへのののの波波波波及効及効及効及効果というものが果というものが果というものが果というものが期待期待期待期待できるため、県としてはできるため、県としてはできるため、県としてはできるため、県としては重重重重要な取り組要な取り組要な取り組要な取り組みみみみという認という認という認という認識識識識

でおります。このため、県ではまず県でおります。このため、県ではまず県でおります。このため、県ではまず県でおります。このため、県ではまず県有有有有施施施施設設設設の木造・木質の木造・木質の木造・木質の木造・木質化化化化をををを進進進進めるために、平成２４年めるために、平成２４年めるために、平成２４年めるために、平成２４年

３月に県で「３月に県で「３月に県で「３月に県で「公共公共公共公共建築建築建築建築物にお物にお物にお物におけけけけるるるる““““奈良の木奈良の木奈良の木奈良の木””””利利利利用用用用推進方推進方推進方推進方針針針針」という」という」という」という方方方方針針針針を立てまして、を立てまして、を立てまして、を立てまして、

県県県県有有有有施施施施設設設設へへへへの取り組の取り組の取り組の取り組みみみみをををを進進進進めております。県内のめております。県内のめております。県内のめております。県内の市町市町市町市町村村村村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同同同同様様様様のののの方方方方針針針針を立てを立てを立てを立て

ておりまして、平成２６年３月に全てのておりまして、平成２６年３月に全てのておりまして、平成２６年３月に全てのておりまして、平成２６年３月に全ての市町市町市町市町村村村村でででで方方方方針針針針を立てられたというところです。こを立てられたというところです。こを立てられたというところです。こを立てられたというところです。こ

ういった取り組ういった取り組ういった取り組ういった取り組みみみみをををを進進進進めるため、県では国のめるため、県では国のめるため、県では国のめるため、県では国の予予予予算を算を算を算を積極的積極的積極的積極的に活用いたしましてに活用いたしましてに活用いたしましてに活用いたしまして市町市町市町市町村や社村や社村や社村や社

会福会福会福会福祉祉祉祉法人へ法人へ法人へ法人へのののの補助補助補助補助を行っております。これにを行っております。これにを行っております。これにを行っております。これに加え加え加え加えまして、木まして、木まして、木まして、木材材材材のののの材料費材料費材料費材料費を県を県を県を県単独単独単独単独でででで上上上上乗乗乗乗

せせせせ助助助助成をする成をする成をする成をする制制制制度も度も度も度もややややっております。っております。っております。っております。

それから、それから、それから、それから、公共公共公共公共施施施施設設設設以以以以外外外外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けけけれども、れども、れども、れども、今今今今年度より年度より年度より年度より商商商商業施業施業施業施設設設設に対しまして、産に対しまして、産に対しまして、産に対しまして、産

業・業・業・業・雇雇雇雇用振興部と用振興部と用振興部と用振興部と連携連携連携連携いたしましていたしましていたしましていたしまして制制制制度度度度融融融融資資資資についてのについてのについてのについての支援支援支援支援を行っております。を行っております。を行っております。を行っております。具体的具体的具体的具体的にににに

は、創業は、創業は、創業は、創業やややや事業事業事業事業拡拡拡拡大をされる大をされる大をされる大をされる方方方方を対を対を対を対象象象象に、県内でに、県内でに、県内でに、県内で店店店店舗舗舗舗、事業所を、事業所を、事業所を、事業所を新築新築新築新築、、、、増築増築増築増築されるされるされるされる時時時時に、に、に、に、

一定一定一定一定以上以上以上以上の県産の県産の県産の県産材材材材をををを使使使使った場った場った場った場合合合合にににに無無無無利利利利子子子子でででで融融融融資資資資をする取り組をする取り組をする取り組をする取り組みみみみでございます。でございます。でございます。でございます。

今後今後今後今後もこのような取り組もこのような取り組もこのような取り組もこのような取り組みみみみをををを進進進進めまして、より一めまして、より一めまして、より一めまして、より一層層層層のののの建築建築建築建築物の木造・木質物の木造・木質物の木造・木質物の木造・木質化化化化をををを進進進進めてまめてまめてまめてま

いりたいといりたいといりたいといりたいと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。以上以上以上以上でございます。でございます。でございます。でございます。

○柘植警務部長○柘植警務部長○柘植警務部長○柘植警務部長 まず、交まず、交まず、交まず、交番番番番、、、、駐駐駐駐在在在在所の所の所の所の整整整整備備備備状況状況状況状況についておについておについておについてお答え答え答え答えいたします。いたします。いたします。いたします。現現現現在在在在、県内、県内、県内、県内

には６９の交には６９の交には６９の交には６９の交番番番番と１０８のと１０８のと１０８のと１０８の駐駐駐駐在在在在所の所の所の所の合合合合計１計１計１計１７７７７７７７７施施施施設設設設がございます。地域がございます。地域がございます。地域がございます。地域住住住住民民民民の安全と安の安全と安の安全と安の安全と安心心心心

のよりどころとしての役のよりどころとしての役のよりどころとしての役のよりどころとしての役割割割割を果たしているところでございます。を果たしているところでございます。を果たしているところでございます。を果たしているところでございます。

しかしながら、これら施しかしながら、これら施しかしながら、これら施しかしながら、これら施設設設設のののの老朽老朽老朽老朽化化化化がががが進進進進んできておりまして、んできておりまして、んできておりまして、んできておりまして、耐耐耐耐用年用年用年用年数数数数でででで見見見見ますと、おますと、おますと、おますと、お

よそ３よそ３よそ３よそ３分分分分の１にの１にの１にの１に当当当当たる５８施たる５８施たる５８施たる５８施設設設設がががが耐耐耐耐用年用年用年用年数数数数をををを超超超超過過過過したものとなってございます。こうしたしたものとなってございます。こうしたしたものとなってございます。こうしたしたものとなってございます。こうした
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状況状況状況状況のもと、治安のもと、治安のもと、治安のもと、治安情情情情勢勢勢勢などもなどもなどもなども踏踏踏踏ままままええええつつ、つつ、つつ、つつ、必必必必要な要な要な要な建建建建てててて替替替替ええええなどをなどをなどをなどを進進進進めてきているところでめてきているところでめてきているところでめてきているところで

ございまして、この５年ございまして、この５年ございまして、この５年ございまして、この５年間間間間でででで見見見見ますと、平成２５年度に大和ますと、平成２５年度に大和ますと、平成２５年度に大和ますと、平成２５年度に大和郡郡郡郡山山山山市市市市のののの九九九九条条条条交交交交番番番番、平成２２、平成２２、平成２２、平成２２

年度に奈良年度に奈良年度に奈良年度に奈良市市市市の大安の大安の大安の大安寺寺寺寺交交交交番番番番とととと香香香香芝芝芝芝市市市市のののの二二二二上上上上交交交交番番番番、、、、斑鳩斑鳩斑鳩斑鳩町町町町のののの法法法法隆隆隆隆寺寺寺寺駅駅駅駅前前前前交交交交番番番番、、、、五條五條五條五條市市市市のののの賀賀賀賀名名名名

生生生生駐駐駐駐在在在在所、平成２１年度に奈良所、平成２１年度に奈良所、平成２１年度に奈良所、平成２１年度に奈良市市市市の奈良の奈良の奈良の奈良駅駅駅駅前前前前交交交交番番番番、、、、学園学園学園学園前前前前交交交交番番番番、、、、宇陀宇陀宇陀宇陀市市市市のののの高高高高井井井井駐駐駐駐在在在在所の計所の計所の計所の計

８施８施８施８施設設設設についてのについてのについてのについての建建建建てててて替替替替ええええ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。今後今後今後今後も治安も治安も治安も治安情情情情勢や勢や勢や勢や施施施施設設設設のののの老朽老朽老朽老朽化化化化なななな

どのどのどのどの状況状況状況状況をををを踏踏踏踏ままままええええながら、ながら、ながら、ながら、厳厳厳厳しいしいしいしい財財財財政政政政状況状況状況状況のもとではありますが、のもとではありますが、のもとではありますが、のもとではありますが、財財財財政政政政当当当当局と局と局と局と連携連携連携連携をををを図図図図りりりり

ながらながらながらながら必必必必要な要な要な要な建建建建てててて替替替替ええええなどをなどをなどをなどを進進進進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。

次次次次に、に、に、に、女女女女性性性性警察警察警察警察官官官官をををを配配配配置置置置する交する交する交する交番番番番施施施施設設設設のののの整整整整備備備備状況状況状況状況などについておなどについておなどについておなどについてお答え答え答え答えいたします。いたします。いたします。いたします。女女女女性性性性

警察警察警察警察官官官官の力を一の力を一の力を一の力を一層層層層活用し、治安活用し、治安活用し、治安活用し、治安情情情情勢勢勢勢のののの変化変化変化変化などに対などに対などに対などに対応応応応していくことはしていくことはしていくことはしていくことは重重重重要な要な要な要な課題課題課題課題でありまでありまでありまでありま

して、奈良県警察では平成３０年までにして、奈良県警察では平成３０年までにして、奈良県警察では平成３０年までにして、奈良県警察では平成３０年までに女女女女性性性性警察警察警察警察官官官官のののの割割割割合合合合を１０を１０を１０を１０％％％％とすることをとすることをとすることをとすることを目目目目標標標標にににに採採採採

用の用の用の用の拡拡拡拡大大大大等等等等をををを図図図図ってきているところでございます。ってきているところでございます。ってきているところでございます。ってきているところでございます。現現現現在在在在は２１０名のは２１０名のは２１０名のは２１０名の女女女女性性性性警察警察警察警察官官官官がおり、がおり、がおり、がおり、

そのそのそのその割割割割合合合合は８は８は８は８．．．．６６６６％％％％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。

こうしたこうしたこうしたこうした女女女女性性性性警察警察警察警察官官官官が交が交が交が交番番番番でででで勤勤勤勤務するためには務するためには務するためには務するためには女女女女性性性性専専専専用の用の用の用の仮仮仮仮眠眠眠眠室室室室ややややトイトイトイトイレレレレなどがなどがなどがなどが必必必必要に要に要に要に

なってくるわなってくるわなってくるわなってくるわけけけけでございますが、そうした施でございますが、そうした施でございますが、そうした施でございますが、そうした施設設設設がががが整整整整備されておりますのは、県備されておりますのは、県備されておりますのは、県備されておりますのは、県下下下下６９交６９交６９交６９交番番番番

のうち１５交のうち１５交のうち１５交のうち１５交番番番番というのがというのがというのがというのが現状現状現状現状でございます。でございます。でございます。でございます。今今今今年度さらに５交年度さらに５交年度さらに５交年度さらに５交番番番番についてについてについてについて改改改改修修修修工工工工事など事など事など事など

をををを進進進進めているところでございますが、なおめているところでございますが、なおめているところでございますが、なおめているところでございますが、なお十十十十分分分分なななな状況状況状況状況にあるとは言いがたく、にあるとは言いがたく、にあるとは言いがたく、にあるとは言いがたく、今後今後今後今後もももも必必必必要要要要

なななな改改改改修修修修などをなどをなどをなどを進進進進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。

○薮内生活安全部長○薮内生活安全部長○薮内生活安全部長○薮内生活安全部長 橿橿橿橿原原原原警察警察警察警察署署署署香香香香久久久久山交山交山交山交番番番番が開所されたそのが開所されたそのが開所されたそのが開所されたその経経経経緯緯緯緯とととと現状現状現状現状についてのご質についてのご質についてのご質についてのご質

問でございます。問でございます。問でございます。問でございます。

今今今今、奈良県警察では、平成１５年の８月に警察、奈良県警察では、平成１５年の８月に警察、奈良県警察では、平成１５年の８月に警察、奈良県警察では、平成１５年の８月に警察庁庁庁庁が取りまとめをいたしましたが取りまとめをいたしましたが取りまとめをいたしましたが取りまとめをいたしました緊急緊急緊急緊急治安治安治安治安

対策プ対策プ対策プ対策プロロロロググググララララムムムムで交で交で交で交番番番番機能機能機能機能のののの強強強強化化化化がががが示示示示されたことをされたことをされたことをされたことを受け受け受け受けまして、平成１６年に交まして、平成１６年に交まして、平成１６年に交まして、平成１６年に交番番番番機能機能機能機能のののの

強強強強化化化化３３３３カカカカ年計年計年計年計画画画画をををを作作作作成いたしました。それで、小成いたしました。それで、小成いたしました。それで、小成いたしました。それで、小規規規規模模模模体体体体制制制制などのために交などのために交などのために交などのために交番番番番勤勤勤勤務員が務員が務員が務員が不不不不在在在在

がちとなっているがちとなっているがちとなっているがちとなっている状態状態状態状態の交の交の交の交番番番番をををを空空空空き交き交き交き交番番番番とととと申申申申しししし上上上上げげげげますますますますけけけけれども、そういったれども、そういったれども、そういったれども、そういった空空空空き交き交き交き交番番番番のののの

解解解解消消消消ととととパパパパトトトトロロロロールのールのールのールの強強強強化化化化をををを図図図図るために、交るために、交るために、交るために、交番番番番、、、、駐駐駐駐在在在在所の所の所の所の整整整整理理理理統統統統合や合や合や合や交交交交番番番番勤勤勤勤務員の務員の務員の務員の増増増増強強強強によによによによ

るるるる体体体体制制制制のののの強強強強化化化化をををを推進推進推進推進したものであります。平成１９年までに県内の交したものであります。平成１９年までに県内の交したものであります。平成１９年までに県内の交したものであります。平成１９年までに県内の交番番番番、、、、駐駐駐駐在在在在所について所について所について所について

整整整整理理理理統統統統合合合合を行っておりまして、を行っておりまして、を行っておりまして、を行っておりまして、香香香香久久久久山交山交山交山交番番番番につきましてもこの計につきましてもこの計につきましてもこの計につきましてもこの計画画画画にににに基基基基づづづづいていていていて整整整整理理理理統統統統合合合合をををを

行ったものであります。行ったものであります。行ったものであります。行ったものであります。

香香香香久久久久山交山交山交山交番番番番のののの整整整整理理理理統統統統合合合合を行うことになった理を行うことになった理を行うことになった理を行うことになった理由由由由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けけけれども、れども、れども、れども、当当当当時時時時のののの耳耳耳耳成交成交成交成交番番番番、、、、

これは１これは１これは１これは１当当当当務１名の計３名、全員で３名の務１名の計３名、全員で３名の務１名の計３名、全員で３名の務１名の計３名、全員で３名の体体体体制制制制の交の交の交の交番番番番でありまして、いわでありまして、いわでありまして、いわでありまして、いわゆゆゆゆる小る小る小る小規規規規模模模模体体体体制制制制

であったわであったわであったわであったわけけけけでございます。そこで、でございます。そこで、でございます。そこで、でございます。そこで、隣隣隣隣接接接接するするするする膳膳膳膳夫夫夫夫駐駐駐駐在在在在所所所所及及及及びびびび鴨鴨鴨鴨公公公公駐駐駐駐在在在在所と所と所と所と統統統統合合合合いたしまいたしまいたしまいたしま
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して、さらに１名をして、さらに１名をして、さらに１名をして、さらに１名を増増増増員することによりまして１員することによりまして１員することによりまして１員することによりまして１当当当当務２名の６名務２名の６名務２名の６名務２名の６名体体体体制制制制をををを確確確確立いたしまして、立いたしまして、立いたしまして、立いたしまして、

交交交交番番番番の名の名の名の名称称称称をををを香香香香久久久久山交山交山交山交番番番番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。

新新新新交交交交番番番番の開の開の開の開設設設設にににに当当当当たりまして、その施たりまして、その施たりまして、その施たりまして、その施設設設設についてについてについてについて整整整整理理理理統統統統合合合合をいたしました３施をいたしました３施をいたしました３施をいたしました３施設設設設のいずのいずのいずのいず

れかを活用することになりまして、れかを活用することになりまして、れかを活用することになりまして、れかを活用することになりまして、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。当当当当時時時時のののの耳耳耳耳成交成交成交成交番番番番の施の施の施の施設設設設は、は、は、は、築築築築年年年年

数数数数がががが膳膳膳膳夫夫夫夫駐駐駐駐在在在在所よりも所よりも所よりも所よりも７７７７年年年年古古古古かったということがございました。あと、交かったということがございました。あと、交かったということがございました。あと、交かったということがございました。あと、交番番番番のののの周辺道路周辺道路周辺道路周辺道路のののの

交通交通交通交通規制規制規制規制によりまして、によりまして、によりまして、によりまして、現現現現場対場対場対場対応応応応にににに若若若若干干干干のののの支支支支障障障障が認められるなどの問が認められるなどの問が認められるなどの問が認められるなどの問題題題題があったわがあったわがあったわがあったわけけけけでごでごでごでご

ざいます。また、ざいます。また、ざいます。また、ざいます。また、鴨鴨鴨鴨公公公公駐駐駐駐在在在在所の施所の施所の施所の施設設設設は、は、は、は、当当当当時時時時、事、事、事、事件件件件、事、事、事、事故故故故の発生がの発生がの発生がの発生が多多多多かった国かった国かった国かった国道道道道１６５号１６５号１６５号１６５号

へへへへの交通がの交通がの交通がの交通が不不不不便便便便であるという問であるという問であるという問であるという問題題題題が認められたことから、が認められたことから、が認められたことから、が認められたことから、膳膳膳膳夫夫夫夫駐駐駐駐在在在在所の施所の施所の施所の施設設設設をををを新新新新しい交しい交しい交しい交番番番番

といたしまして、他の２施といたしまして、他の２施といたしまして、他の２施といたしまして、他の２施設設設設をををを連絡連絡連絡連絡所として活用することとしたものでございます。所として活用することとしたものでございます。所として活用することとしたものでございます。所として活用することとしたものでございます。

次次次次に、に、に、に、香香香香久久久久山交山交山交山交番番番番のののの現状現状現状現状についてでございます。についてでございます。についてでございます。についてでございます。現現現現在在在在のののの香香香香久久久久山交山交山交山交番番番番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膳膳膳膳夫夫夫夫

駐駐駐駐在在在在所の施所の施所の施所の施設設設設を活用しております。このため、所管を活用しております。このため、所管を活用しております。このため、所管を活用しております。このため、所管区区区区の、所管の、所管の、所管の、所管区区区区というのは交というのは交というのは交というのは交番番番番のののの受け持受け持受け持受け持

ちちちち区区区区のことですのことですのことですのことですけけけけれども、れども、れども、れども、東東東東のののの端端端端にににに位位位位置置置置していることになります。また、していることになります。また、していることになります。また、していることになります。また、駐駐駐駐在在在在所であるた所であるた所であるた所であるた

めにめにめにめに表表表表の事務室がの事務室がの事務室がの事務室が狭隘狭隘狭隘狭隘でございまして、来でございまして、来でございまして、来でございまして、来訪訪訪訪者の者の者の者の接接接接客客客客スペース、来スペース、来スペース、来スペース、来訪訪訪訪者用のスペースがな者用のスペースがな者用のスペースがな者用のスペースがな

いという問いという問いという問いという問題題題題があるとがあるとがあるとがあると考え考え考え考えております。こうした問ております。こうした問ております。こうした問ております。こうした問題題題題につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、既既既既にににに同同同同交交交交番番番番施施施施設設設設がががが

建築後建築後建築後建築後３０年を３０年を３０年を３０年を経経経経過過過過しておりまして、県しておりまして、県しておりまして、県しておりまして、県下下下下全全全全体体体体の交の交の交の交番等番等番等番等のののの整整整整備計備計備計備計画画画画の中でこの交の中でこの交の中でこの交の中でこの交番番番番をををを整整整整備備備備

することによってこういった問することによってこういった問することによってこういった問することによってこういった問題題題題のののの解解解解消消消消をををを図図図図っていこうとっていこうとっていこうとっていこう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。

建建建建てててて替替替替ええええがががが具体化具体化具体化具体化したしたしたした段段段段階階階階におきまして、所管におきまして、所管におきまして、所管におきまして、所管区区区区内の内の内の内の人口人口人口人口、、、、世世世世帯帯帯帯のののの分分分分布布布布、あるいは事、あるいは事、あるいは事、あるいは事

件件件件・事・事・事・事故故故故の発生の発生の発生の発生状況状況状況状況等等等等をををを勘勘勘勘案案案案するとともに、中和するとともに、中和するとともに、中和するとともに、中和幹幹幹幹線線線線のほうに県の総のほうに県の総のほうに県の総のほうに県の総合合合合庁舎庁舎庁舎庁舎がががが耳耳耳耳成成成成高高高高校跡校跡校跡校跡

地に業務を開地に業務を開地に業務を開地に業務を開始始始始するということもするということもするということもするということも聞聞聞聞いております。これによる所管いております。これによる所管いております。これによる所管いております。これによる所管区区区区のののの情情情情勢勢勢勢のののの変化変化変化変化、さら、さら、さら、さら

には地域には地域には地域には地域住住住住民民民民のののの方々方々方々方々のののの意見意見意見意見、要、要、要、要望望望望、これにも、これにも、これにも、これにも耳耳耳耳をををを傾傾傾傾けけけけながら、交ながら、交ながら、交ながら、交番番番番機能機能機能機能をををを高高高高めることがでめることがでめることがでめることがで

きるきるきるきる適適適適地の地の地の地の選選選選定に定に定に定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。

○大森交通部長○大森交通部長○大森交通部長○大森交通部長 放置放置放置放置違違違違反反反反金金金金ののののココココンビニンビニンビニンビニ納納納納付付付付についてのについてのについてのについての検討状況検討状況検討状況検討状況についておについておについておについてお答え答え答え答えさせていさせていさせていさせてい

ただきます。ただきます。ただきます。ただきます。

放置放置放置放置違違違違反反反反金金金金ををををココココンビニエンンビニエンンビニエンンビニエンスストアでスストアでスストアでスストアで収収収収納納納納できるようにすることは、できるようにすることは、できるようにすることは、できるようにすることは、利利利利便便便便性性性性をををを高高高高めるこめるこめるこめるこ

とになりますとになりますとになりますとになりますけけけけれども、れども、れども、れども、利利利利便便便便性性性性だだだだけけけけでなく、でなく、でなく、でなく、費費費費用対用対用対用対効効効効果についても果についても果についても果についても検討検討検討検討をするをするをするをする必必必必要がある要がある要がある要がある

とととと考え考え考え考えているところでございます。そのているところでございます。そのているところでございます。そのているところでございます。その費費費費用についてでございますが、用についてでございますが、用についてでございますが、用についてでございますが、ココココンビニンビニンビニンビニ収収収収納納納納を行を行を行を行

うためにはうためにはうためにはうためには現現現現在在在在あるあるあるあるシシシシスススステテテテムムムムをををを改改改改修修修修するするするする必必必必要がございまして、その要がございまして、その要がございまして、その要がございまして、その改改改改修修修修費費費費用と用と用と用と運運運運用開用開用開用開始後始後始後始後

のののの維維維維持費持費持費持費用が用が用が用が必必必必要になってまいります。要になってまいります。要になってまいります。要になってまいります。シシシシスススステテテテムムムム改改改改修修修修のためののためののためののための費費費費用が、用が、用が、用が、約約約約２２２２，，，，００００００００００００万万万万円円円円

見込見込見込見込まれたところでございます。また、まれたところでございます。また、まれたところでございます。また、まれたところでございます。また、運運運運用の用の用の用の維維維維持費持費持費持費用といたしまして、用といたしまして、用といたしまして、用といたしまして、ココココンビニエンンビニエンンビニエンンビニエンスススス

ストア１ストア１ストア１ストア１社社社社ごとにごとにごとにごとに毎毎毎毎月１月１月１月１万万万万円円円円のののの契契契契約約約約料料料料が要りますほか、取りが要りますほか、取りが要りますほか、取りが要りますほか、取り扱扱扱扱いがありますいがありますいがありますいがあります都都都都度、その度、その度、その度、その手手手手
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数数数数料料料料がががが必必必必要になってくるということが要になってくるということが要になってくるということが要になってくるということが判判判判明いたしました。明いたしました。明いたしました。明いたしました。

翻翻翻翻って、って、って、って、ココココンビニンビニンビニンビニ収収収収納納納納のののの効効効効果といたしましては、果といたしましては、果といたしましては、果といたしましては、仮仮仮仮にににに早早早早期期期期収収収収納納納納によりましてによりましてによりましてによりまして納納納納付付付付命命命命令令令令書書書書

でありますとかでありますとかでありますとかでありますとか督督督督促状促状促状促状、、、、催催催催告告告告状状状状のののの郵郵郵郵便便便便料料料料のののの削削削削減減減減がががが見込見込見込見込まれるといたしましても、一月まれるといたしましても、一月まれるといたしましても、一月まれるといたしましても、一月当当当当たたたた

り２り２り２り２万万万万５５５５，，，，００００００００００００円円円円程度の程度の程度の程度の削削削削減減減減しかしかしかしか見込見込見込見込めないことがめないことがめないことがめないことが判判判判明したところであります。明したところであります。明したところであります。明したところであります。今現今現今現今現在在在在

のところ、こののところ、こののところ、こののところ、この放置放置放置放置違違違違反反反反金金金金のののの収収収収納納納納率率率率は、奈良県では９８は、奈良県では９８は、奈良県では９８は、奈良県では９８％％％％にににに上上上上っておりますことから、奈っておりますことから、奈っておりますことから、奈っておりますことから、奈

良県におきましては良県におきましては良県におきましては良県におきましては直直直直ちにちにちにちにココココンビニンビニンビニンビニ収収収収納納納納を開を開を開を開始始始始するするするする必必必必要要要要性性性性はははは低低低低いのではないかといのではないかといのではないかといのではないかと考え考え考え考えていていていてい

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

○岡委員○岡委員○岡委員○岡委員 農業農業農業農業研究研究研究研究開発開発開発開発セセセセンンンンタタタターについてのーについてのーについてのーについての件件件件をををを今今今今おおおお聞聞聞聞きしました。きしました。きしました。きしました。前前前前にもそのにもそのにもそのにもその図図図図をををを見見見見せせせせ

ていただきていただきていただきていただき説説説説明もあり、明もあり、明もあり、明もあり、基基基基本本本本的的的的には理には理には理には理解解解解しているところでございます。きしているところでございます。きしているところでございます。きしているところでございます。きょょょょうはなうはなうはなうはなぜぜぜぜこのこのこのこの

質問をしたかと質問をしたかと質問をしたかと質問をしたかと申申申申しますと、国がしますと、国がしますと、国がしますと、国がややややっています地っています地っています地っています地方方方方再生という言再生という言再生という言再生という言葉葉葉葉があります。これからがあります。これからがあります。これからがあります。これから

本県においては農業が地本県においては農業が地本県においては農業が地本県においては農業が地方方方方再生の一つの再生の一つの再生の一つの再生の一つのキキキキーーーーワワワワーーーードドドドだと思うのです。だと思うのです。だと思うのです。だと思うのです。若若若若者の定者の定者の定者の定着着着着、、、、就就就就労労労労のののの

話話話話、それから、それから、それから、それから経経経経済済済済についてについてについてについて考え考え考え考えると、これは非常に大事なことだと思いますので、ると、これは非常に大事なことだと思いますので、ると、これは非常に大事なことだと思いますので、ると、これは非常に大事なことだと思いますので、ぜひぜひぜひぜひここここ

れをさらにれをさらにれをさらにれをさらに深深深深くくくく研究研究研究研究をしていただきたい。国ではをしていただきたい。国ではをしていただきたい。国ではをしていただきたい。国では東京東京東京東京ののののハロハロハロハローーーーワワワワーーーーククククと地と地と地と地方方方方ののののハロハロハロハローーーーワワワワーーーー

ククククをつなをつなをつなをつなぐぐぐぐようなことも言っています。そして、ようなことも言っています。そして、ようなことも言っています。そして、ようなことも言っています。そして、東京東京東京東京だだだだけけけけにはにはにはには限限限限りませんが、りませんが、りませんが、りませんが、都都都都会に会に会に会に住住住住んんんん

でいるでいるでいるでいる若若若若者に、奈良でこんな者に、奈良でこんな者に、奈良でこんな者に、奈良でこんな就就就就労労労労場所があるとか、こういうことをして生活ができるかも場所があるとか、こういうことをして生活ができるかも場所があるとか、こういうことをして生活ができるかも場所があるとか、こういうことをして生活ができるかも

しれないというようなしれないというようなしれないというようなしれないというようなネネネネットットットットワワワワーーーーク化ク化ク化ク化を行うようでございます。そういうときに奈良県とを行うようでございます。そういうときに奈良県とを行うようでございます。そういうときに奈良県とを行うようでございます。そういうときに奈良県と

してこういうことをして、してこういうことをして、してこういうことをして、してこういうことをして、今今今今こういうこういうこういうこういう人人人人がおりますよとかこういうことができますよとがおりますよとかこういうことができますよとがおりますよとかこういうことができますよとがおりますよとかこういうことができますよとＰＰＰＰ

ＲＲＲＲするするするする材料材料材料材料として、農業が大きなとして、農業が大きなとして、農業が大きなとして、農業が大きなキキキキーーーーワワワワーーーードドドドだと思いますので、だと思いますので、だと思いますので、だと思いますので、ぜひぜひぜひぜひ近近近近いいいい将将将将来そのような来そのような来そのような来そのような

提案提案提案提案ができるようなができるようなができるようなができるような研究研究研究研究をしてもらいたい。をしてもらいたい。をしてもらいたい。をしてもらいたい。

それともう一点は、特にこのそれともう一点は、特にこのそれともう一点は、特にこのそれともう一点は、特にこの最近最近最近最近のののの気気気気候候候候のののの変動変動変動変動、、、、温温温温暖暖暖暖化化化化がががが進進進進んでおります。これをんでおります。これをんでおります。これをんでおります。これを逆逆逆逆手手手手

にとって、にとって、にとって、にとって、今今今今までできなかったまでできなかったまでできなかったまでできなかった作作作作物でもできる物でもできる物でもできる物でもできる可能性可能性可能性可能性があるというがあるというがあるというがあるという話話話話があちらこちらでがあちらこちらでがあちらこちらでがあちらこちらで今今今今、、、、

起起起起こっております。このこっております。このこっております。このこっております。この間間間間もどこかの県ですばらしいもどこかの県ですばらしいもどこかの県ですばらしいもどこかの県ですばらしいマンマンマンマンゴゴゴゴーができたという報ーができたという報ーができたという報ーができたという報道道道道がされがされがされがされ

ていました。そういうことで、ていました。そういうことで、ていました。そういうことで、ていました。そういうことで、今今今今までのまでのまでのまでの経験経験経験経験はもちろん大事ですはもちろん大事ですはもちろん大事ですはもちろん大事ですけけけけれども、れども、れども、れども、新新新新しい発しい発しい発しい発想想想想で、で、で、で、

例例例例ええええばばばば外外外外国の国の国の国の作作作作物であっても、日本でこれを物であっても、日本でこれを物であっても、日本でこれを物であっても、日本でこれを作作作作れば、れば、れば、れば、ひひひひょょょょっとしたら成っとしたら成っとしたら成っとしたら成功功功功するのではないするのではないするのではないするのではない

かとか、かとか、かとか、かとか、今今今今の日本のの日本のの日本のの日本の消費消費消費消費者の者の者の者の好好好好みみみみをををを分分分分析析析析していただいて、どういうものをつくってしていただいて、どういうものをつくってしていただいて、どういうものをつくってしていただいて、どういうものをつくって売売売売ればればればれば

買買買買ってくれるかということも含めて、そのってくれるかということも含めて、そのってくれるかということも含めて、そのってくれるかということも含めて、その栽栽栽栽培培培培方法方法方法方法等等等等についてもについてもについてもについても研究研究研究研究をお願いしたいと思をお願いしたいと思をお願いしたいと思をお願いしたいと思

うわうわうわうわけけけけでございます。そういうでございます。そういうでございます。そういうでございます。そういう意味意味意味意味で質問させてもらいました。これはもうそれだで質問させてもらいました。これはもうそれだで質問させてもらいました。これはもうそれだで質問させてもらいました。これはもうそれだけけけけを要を要を要を要

望望望望にしておきます。にしておきます。にしておきます。にしておきます。

それから、木造・木質それから、木造・木質それから、木造・木質それから、木造・木質化化化化のののの話話話話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けけけれども、れども、れども、れども、先先先先ほどのほどのほどのほどの答答答答弁弁弁弁の中で、の中で、の中で、の中で、商商商商業施業施業施業施設設設設にににに

ついてついてついてついて制制制制度度度度融融融融資資資資、、、、無無無無利利利利子子子子のののの制制制制度を度を度を度を考え考え考え考えていくというていくというていくというていくという新新新新しい発言があったかと思います。こしい発言があったかと思います。こしい発言があったかと思います。こしい発言があったかと思います。こ
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れは、大いにれは、大いにれは、大いにれは、大いに評価評価評価評価をしたいと思います。をしたいと思います。をしたいと思います。をしたいと思います。前前前前から言っていますように、県産から言っていますように、県産から言っていますように、県産から言っていますように、県産材材材材をををを使使使使ってくれってくれってくれってくれ

たら、奈良県の県産たら、奈良県の県産たら、奈良県の県産たら、奈良県の県産材材材材がががが売売売売れるわれるわれるわれるわけけけけです、です、です、です、売売売売れているわれているわれているわれているわけけけけだから、だから、だから、だから、極端極端極端極端に言うと、それがに言うと、それがに言うと、それがに言うと、それが

誰誰誰誰であろうとも、であろうとも、であろうとも、であろうとも、何何何何らかの形でらかの形でらかの形でらかの形で買買買買ってくれたら、ってくれたら、ってくれたら、ってくれたら、補助補助補助補助金金金金がいいのかどうかはがいいのかどうかはがいいのかどうかはがいいのかどうかは別別別別にしても、にしても、にしても、にしても、

それをそれをそれをそれを推進推進推進推進するようなするようなするようなするような制制制制度をつくっていく度をつくっていく度をつくっていく度をつくっていくべべべべきであると思います。きであると思います。きであると思います。きであると思います。

それともう１点、それともう１点、それともう１点、それともう１点、前前前前にも言いましたにも言いましたにも言いましたにも言いましたけけけけれども、れども、れども、れども、例例例例ええええば、ば、ば、ば、民間民間民間民間にににに補助補助補助補助をすることはあまりをすることはあまりをすることはあまりをすることはあまり

よくないということであれば、よくないということであれば、よくないということであれば、よくないということであれば、準準準準公共公共公共公共施施施施設設設設と、と、と、と、私私私私が勝が勝が勝が勝手手手手に言っていますに言っていますに言っていますに言っていますけけけけれどもれどもれどもれども例例例例ええええば、ば、ば、ば、

介介介介護護護護施施施施設設設設であるとかであるとかであるとかであるとか個個個個人人人人のののの病病病病院院院院であるとか、そういうであるとか、そういうであるとか、そういうであるとか、そういう許許許許認認認認可可可可等等等等がくっついているような施がくっついているような施がくっついているような施がくっついているような施

設設設設があります。そういうのであれば、ある程度があります。そういうのであれば、ある程度があります。そういうのであれば、ある程度があります。そういうのであれば、ある程度線線線線引きができると思うのです。そういうと引きができると思うのです。そういうと引きができると思うのです。そういうと引きができると思うのです。そういうと

ころについては、ころについては、ころについては、ころについては、公共公共公共公共施施施施設設設設とととと同じ同じ同じ同じように県産ように県産ように県産ように県産材材材材をををを使え使え使え使えば、一定のば、一定のば、一定のば、一定の基基基基準準準準をををを満満満満たせばたせばたせばたせば補助補助補助補助してしてしてして

いくということもいくということもいくということもいくということも考え考え考え考えておておておておけけけけばもっと広がってくるのではないかと思いますので、ばもっと広がってくるのではないかと思いますので、ばもっと広がってくるのではないかと思いますので、ばもっと広がってくるのではないかと思いますので、ぜひぜひぜひぜひここここ

れらもれらもれらもれらも研究研究研究研究をお願いしたい。をお願いしたい。をお願いしたい。をお願いしたい。今今今今のこののこののこののこの補助補助補助補助のののの拡拡拡拡大について、どういうお大について、どういうお大について、どういうお大について、どういうお考え考え考え考えがあるのかながあるのかながあるのかながあるのかな

いのか、再度おいのか、再度おいのか、再度おいのか、再度お答え答え答え答え願いたいと思います。願いたいと思います。願いたいと思います。願いたいと思います。

それからそれからそれからそれから次次次次、奈良県警察の交、奈良県警察の交、奈良県警察の交、奈良県警察の交番番番番のののの件件件件につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、私私私私もももも久久久久ししししぶぶぶぶりにりにりにりに何カ何カ何カ何カ所か交所か交所か交所か交番番番番とととと駐駐駐駐

在在在在所を所を所を所を回回回回ってきました。ってきました。ってきました。ってきました。驚驚驚驚いたのは、いたのは、いたのは、いたのは、今今今今、ご発言がございましたように、デー、ご発言がございましたように、デー、ご発言がございましたように、デー、ご発言がございましたように、データタタタにも出てにも出てにも出てにも出て

いますとおり、いますとおり、いますとおり、いますとおり、約約約約３３３３分分分分の１の施の１の施の１の施の１の施設設設設がががが耐耐耐耐用年用年用年用年数数数数をををを過過過過ぎぎぎぎ大大大大変変変変老朽老朽老朽老朽化化化化しております。中にはもうしております。中にはもうしております。中にはもうしております。中にはもう

床床床床がががが抜抜抜抜けけけけそうなところもあって、そうなところもあって、そうなところもあって、そうなところもあって、近々近々近々近々、、、、橿橿橿橿原署原署原署原署管内でございます管内でございます管内でございます管内でございますけけけけれども、それはれども、それはれども、それはれども、それは改改改改修修修修のののの

予予予予定が入っていると定が入っていると定が入っていると定が入っていると聞聞聞聞いて安いて安いて安いて安心心心心しましたしましたしましたしましたけけけけれども、交れども、交れども、交れども、交番番番番、、、、派派派派出所の出所の出所の出所の整整整整備が非常におくれて備が非常におくれて備が非常におくれて備が非常におくれて

いることが非常にいることが非常にいることが非常にいることが非常に心配心配心配心配であると思います。であると思います。であると思います。であると思います。

交交交交番番番番は、地域の安は、地域の安は、地域の安は、地域の安心心心心をををを担担担担っているわっているわっているわっているわけけけけ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けけけれども、れども、れども、れども、橿橿橿橿原署原署原署原署管内は特にそうで管内は特にそうで管内は特にそうで管内は特にそうで

ございますございますございますございますけけけけれども、れども、れども、れども、先先先先ほどおほどおほどおほどお話話話話にありましたにありましたにありましたにありました耳耳耳耳成地成地成地成地区区区区のように、観光のように、観光のように、観光のように、観光客客客客がよく通る場所がよく通る場所がよく通る場所がよく通る場所

はきちんとはきちんとはきちんとはきちんと整整整整備をして、地域の備をして、地域の備をして、地域の備をして、地域の方方方方にににに見見見見られてもられてもられてもられても恥恥恥恥ずかしくないある程度のきちんとしたもずかしくないある程度のきちんとしたもずかしくないある程度のきちんとしたもずかしくないある程度のきちんとしたも

のをつくって、さすが奈良県の観光地の交のをつくって、さすが奈良県の観光地の交のをつくって、さすが奈良県の観光地の交のをつくって、さすが奈良県の観光地の交番番番番だなと思われるようにしてほしいと思うのでだなと思われるようにしてほしいと思うのでだなと思われるようにしてほしいと思うのでだなと思われるようにしてほしいと思うので

す。す。す。す。

財財財財政政政政課課課課にお願いしたいのですにお願いしたいのですにお願いしたいのですにお願いしたいのですけけけけれど、奈良県は、れど、奈良県は、れど、奈良県は、れど、奈良県は、先先先先ほど言いましたようにたくさん木ほど言いましたようにたくさん木ほど言いましたようにたくさん木ほど言いましたようにたくさん木材材材材

があるわがあるわがあるわがあるわけけけけでございますから、一でございますから、一でございますから、一でございますから、一石二鳥石二鳥石二鳥石二鳥でででで経経経経済済済済の活の活の活の活性化性化性化性化も含めて、交も含めて、交も含めて、交も含めて、交番番番番のののの改改改改修修修修のピッのピッのピッのピッチチチチをををを

もうもうもうもう少少少少しししし上上上上げげげげてほしい。そして、木造・木質てほしい。そして、木造・木質てほしい。そして、木造・木質てほしい。そして、木造・木質化化化化をしっかりとをしっかりとをしっかりとをしっかりとややややりながら、県産りながら、県産りながら、県産りながら、県産材材材材ののののＰＲＰＲＰＲＰＲ場場場場

所としても所としても所としても所としても考え考え考え考えながら、ながら、ながら、ながら、テンポテンポテンポテンポアップしてアップしてアップしてアップしてややややっていただきたいと思います。３っていただきたいと思います。３っていただきたいと思います。３っていただきたいと思います。３分分分分の１の施の１の施の１の施の１の施

設設設設が本が本が本が本当当当当にににに古古古古くなっていて、くなっていて、くなっていて、くなっていて、耐耐耐耐用年用年用年用年数数数数をををを過過過過ぎぎぎぎたままでたままでたままでたままで放置放置放置放置されているということは、これされているということは、これされているということは、これされているということは、これ

からまたからまたからまたからまた台風台風台風台風が来たり地が来たり地が来たり地が来たり地震震震震が来たりいろいろあったときにが来たりいろいろあったときにが来たりいろいろあったときにが来たりいろいろあったときに困困困困りますので、りますので、りますので、りますので、ぜひぜひぜひぜひここはもうここはもうここはもうここはもう

少少少少ししししテンポテンポテンポテンポアップして、アップして、アップして、アップして、改改改改修修修修等等等等を行っていただきたいとを行っていただきたいとを行っていただきたいとを行っていただきたいと強強強強くお願いしたいと思います。もくお願いしたいと思います。もくお願いしたいと思います。もくお願いしたいと思います。も
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しししし財財財財政政政政課課課課のののの答答答答弁弁弁弁があればお願いします。があればお願いします。があればお願いします。があればお願いします。

それから、それから、それから、それから、女女女女性性性性警察警察警察警察官官官官のののの件件件件でございますでございますでございますでございますけけけけれども、これはれども、これはれども、これはれども、これは今今今今、かなり取り組んでいただ、かなり取り組んでいただ、かなり取り組んでいただ、かなり取り組んでいただ

いているようでございまして、いているようでございまして、いているようでございまして、いているようでございまして、新新新新しく５つの交しく５つの交しく５つの交しく５つの交番番番番ができますと、ちができますと、ちができますと、ちができますと、ちょょょょうど６９交うど６９交うど６９交うど６９交番番番番のうちのうちのうちのうち

の２０交の２０交の２０交の２０交番番番番がががが女女女女性受け性受け性受け性受け入れ入れ入れ入れ体体体体制制制制ができるということで、これは大ができるということで、これは大ができるということで、これは大ができるということで、これは大変変変変ありがたいと思います。ありがたいと思います。ありがたいと思います。ありがたいと思います。

しかし、しかし、しかし、しかし、女女女女性性性性職員がどこででも職員がどこででも職員がどこででも職員がどこででも勤勤勤勤務できるようにある程度務できるようにある程度務できるようにある程度務できるようにある程度考え考え考え考えていこうと思ていこうと思ていこうと思ていこうと思ええええば、ば、ば、ば、ココココストストストスト

はかかりますはかかりますはかかりますはかかりますけけけけれども、大事なことだと思いますので、れども、大事なことだと思いますので、れども、大事なことだと思いますので、れども、大事なことだと思いますので、女女女女性性性性だからそこのだからそこのだからそこのだからそこの勤勤勤勤務ができない務ができない務ができない務ができない

というようなことではというようなことではというようなことではというようなことでは困困困困ると思います。ると思います。ると思います。ると思います。整整整整備も含めて、備も含めて、備も含めて、備も含めて、先先先先ほどのほどのほどのほどの話話話話とととと重重重重複複複複しますしますしますしますけけけけれどもれどもれどもれども

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

３３３３番番番番目目目目のののの耳耳耳耳成交成交成交成交番番番番のののの話話話話にににに戻戻戻戻りますりますりますりますけけけけれども、これにつきましてはれども、これにつきましてはれども、これにつきましてはれども、これにつきましては今今今今、、、、答答答答弁弁弁弁がありましたがありましたがありましたがありました

ので、ので、ので、ので、私私私私もももも少少少少しししし希望希望希望希望をををを持持持持ちました。いつかはわからないちました。いつかはわからないちました。いつかはわからないちました。いつかはわからないけけけけれども、れども、れども、れども、次次次次のののの改改改改修修修修、、、、建建建建てててて替替替替ええええ等等等等

の計の計の計の計画画画画があるときには、全があるときには、全があるときには、全があるときには、全体体体体の地域のの地域のの地域のの地域の状態状態状態状態をををを考え考え考え考えていきたいというていきたいというていきたいというていきたいという趣旨趣旨趣旨趣旨のののの答答答答弁弁弁弁がございまがございまがございまがございま

した。まさにした。まさにした。まさにした。まさに耳耳耳耳成交成交成交成交番番番番ができたができたができたができた当当当当時時時時とととと今今今今とでは全くとでは全くとでは全くとでは全く変変変変わってきております。特にわってきております。特にわってきております。特にわってきております。特に駅駅駅駅のすのすのすのすぐぐぐぐ

横横横横の一の一の一の一方方方方通行の通行の通行の通行の道路道路道路道路がががが今回今回今回今回もももも改改改改修修修修されました。国されました。国されました。国されました。国道道道道に出るのも、非常に出に出るのも、非常に出に出るのも、非常に出に出るのも、非常に出ややややすいというこすいというこすいというこすいというこ

とでございます。あの場所がいいかどうかはとでございます。あの場所がいいかどうかはとでございます。あの場所がいいかどうかはとでございます。あの場所がいいかどうかは別別別別にしまして、にしまして、にしまして、にしまして、ややややはりはりはりはり駅駅駅駅にににに近近近近いところ、そしいところ、そしいところ、そしいところ、そし

てててて先先先先ほどほどほどほど話話話話がありましたように、中和がありましたように、中和がありましたように、中和がありましたように、中和幹幹幹幹線線線線等等等等との兼との兼との兼との兼ね合ね合ね合ね合いの中で、出いの中で、出いの中で、出いの中で、出ややややすいところで一すいところで一すいところで一すいところで一番番番番

メメメメリットが大きいと思われるところをリットが大きいと思われるところをリットが大きいと思われるところをリットが大きいと思われるところをぜひぜひぜひぜひ考え考え考え考えていただきたい。これは、できたら優ていただきたい。これは、できたら優ていただきたい。これは、できたら優ていただきたい。これは、できたら優先先先先順順順順

位位位位をををを早早早早くくくく上上上上げげげげて、て、て、て、今今今今、地、地、地、地元元元元のののの自自自自治会長も大治会長も大治会長も大治会長も大変変変変気気気気にされておりますので、にされておりますので、にされておりますので、にされておりますので、見見見見直直直直しをしていたしをしていたしをしていたしをしていた

だきたいということをお願いしたいと思います。だきたいということをお願いしたいと思います。だきたいということをお願いしたいと思います。だきたいということをお願いしたいと思います。

それから、それから、それから、それから、最後最後最後最後ににににココココンビニンビニンビニンビニでのでのでのでの罰罰罰罰金金金金納納納納付付付付のののの件件件件については、については、については、については、答答答答弁弁弁弁をおをおをおをお聞聞聞聞きしたら、もうこきしたら、もうこきしたら、もうこきしたら、もうこ

れれれれ以上以上以上以上は言いません。２は言いません。２は言いません。２は言いません。２，，，，００００００００００００万万万万円円円円もかかるというもかかるというもかかるというもかかるという話話話話でございますので、でございますので、でございますので、でございますので、結構結構結構結構でございでございでございでござい

ます。ます。ます。ます。

これは、ある山これは、ある山これは、ある山これは、ある山間間間間部に部に部に部に住住住住んでいるんでいるんでいるんでいる方方方方の要の要の要の要望望望望でございまして、でございまして、でございまして、でございまして、払払払払おうと思ってもなかなかおうと思ってもなかなかおうと思ってもなかなかおうと思ってもなかなか

払払払払うところがないのだと。うところがないのだと。うところがないのだと。うところがないのだと。ココココンビニンビニンビニンビニだとたまたまだとたまたまだとたまたまだとたまたま家家家家のののの近近近近所にあるのですが、所にあるのですが、所にあるのですが、所にあるのですが、払払払払ええええないのでないのでないのでないので

すかという要すかという要すかという要すかという要望望望望、、、、市市市市民民民民相相相相談談談談があってこういうがあってこういうがあってこういうがあってこういう話話話話をさせてもらったわをさせてもらったわをさせてもらったわをさせてもらったわけけけけでございます。もちでございます。もちでございます。もちでございます。もち

ろんろんろんろん普普普普通のお通のお通のお通のお金金金金とととと違違違違いますから、いますから、いますから、いますから、罰罰罰罰金金金金というおというおというおというお金金金金でございますので、本でございますので、本でございますので、本でございますので、本人人人人は、地は、地は、地は、地面面面面をはっをはっをはっをはっ

てでもてでもてでもてでも払払払払いに行かないといいに行かないといいに行かないといいに行かないといけけけけないものだと思います。ただ、一部関ないものだと思います。ただ、一部関ないものだと思います。ただ、一部関ないものだと思います。ただ、一部関西西西西でもそういうでもそういうでもそういうでもそういうココココンビンビンビンビ

ニニニニ納納納納付付付付を行っているところもあるようにを行っているところもあるようにを行っているところもあるようにを行っているところもあるように聞聞聞聞いています。本県についてはこれでいています。本県についてはこれでいています。本県についてはこれでいています。本県についてはこれで費費費費用対用対用対用対効効効効果果果果

をををを考え考え考え考えると、ると、ると、ると、少少少少ししんどいかと思いますので、それは理ししんどいかと思いますので、それは理ししんどいかと思いますので、それは理ししんどいかと思いますので、それは理解解解解いたします。いたします。いたします。いたします。以上以上以上以上でございますでございますでございますでございます

が、が、が、が、先先先先ほどのほどのほどのほどの答答答答弁弁弁弁だだだだけけけけお願いします。お願いします。お願いします。お願いします。

○岡野奈良の木ブランド課長○岡野奈良の木ブランド課長○岡野奈良の木ブランド課長○岡野奈良の木ブランド課長 おおおお答え答え答え答えいたします。岡委員から、県のいたします。岡委員から、県のいたします。岡委員から、県のいたします。岡委員から、県の許許許許認認認認可可可可がががが必必必必要な要な要な要な公共公共公共公共
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施施施施設設設設にににに準準準準ずるような施ずるような施ずるような施ずるような施設設設設におきましても、木造・木質におきましても、木造・木質におきましても、木造・木質におきましても、木造・木質化化化化のののの補助補助補助補助対対対対象象象象にににに加え加え加え加えればどうかといればどうかといればどうかといればどうかとい

うごうごうごうご提案提案提案提案がございました。がございました。がございました。がございました。

個個個個人人人人のののの住住住住宅宅宅宅とととと違違違違いまして、いまして、いまして、いまして、準準準準公共公共公共公共的的的的な施な施な施な施設設設設になりますと、になりますと、になりますと、になりますと、ややややはりはりはりはり建建建建設設設設費費費費用も大きくなる用も大きくなる用も大きくなる用も大きくなる

と思われますので、そこと思われますので、そこと思われますので、そこと思われますので、そこへへへへ一定一定一定一定割割割割合合合合をををを補助補助補助補助することになると、することになると、することになると、することになると、今今今今の国のの国のの国のの国の補助補助補助補助金金金金をとってくをとってくをとってくをとってく

るのが一るのが一るのが一るのが一番手番手番手番手っ取りっ取りっ取りっ取り早早早早いいいい方法方法方法方法とととと感感感感じじじじております。議会のこのような場でこのようなごております。議会のこのような場でこのようなごております。議会のこのような場でこのようなごております。議会のこのような場でこのようなご提案提案提案提案

をいただいたということを国にをいただいたということを国にをいただいたということを国にをいただいたということを国に伝伝伝伝ええええまして、まして、まして、まして、強強強強く要く要く要く要望望望望してまいりたいと思っております。してまいりたいと思っております。してまいりたいと思っております。してまいりたいと思っております。

以上以上以上以上です。です。です。です。

○猪奥委員○猪奥委員○猪奥委員○猪奥委員 ３点ほど質問したいと思います。全く通告をしていなかったので３点ほど質問したいと思います。全く通告をしていなかったので３点ほど質問したいと思います。全く通告をしていなかったので３点ほど質問したいと思います。全く通告をしていなかったので済済済済みみみみませんませんませんません

が、よろしくお願いします。が、よろしくお願いします。が、よろしくお願いします。が、よろしくお願いします。

まず、まず、まず、まず、今今今今の続きで、木質の続きで、木質の続きで、木質の続きで、木質ババババイイイイオマオマオマオマスについておスについておスについておスについてお伺伺伺伺いしたいのですいしたいのですいしたいのですいしたいのですけけけけれども、岡山県れども、岡山県れども、岡山県れども、岡山県真真真真庭庭庭庭

市市市市は非常にうまくいっているは非常にうまくいっているは非常にうまくいっているは非常にうまくいっている例例例例として全国として全国として全国として全国的的的的には知られておりますが、とはいには知られておりますが、とはいには知られておりますが、とはいには知られておりますが、とはいええええ真真真真庭庭庭庭市市市市以以以以

外外外外のののの土土土土地は地は地は地はババババイイイイオマオマオマオマススススチチチチップをップをップをップを使使使使ったったったったババババイイイイオマオマオマオマス発ス発ス発ス発電電電電について、なかなかについて、なかなかについて、なかなかについて、なかなか循循循循環するという環するという環するという環するという

ところまでは行っていないのがところまでは行っていないのがところまでは行っていないのがところまでは行っていないのが実実実実情情情情ではないかと思います。ではないかと思います。ではないかと思います。ではないかと思います。

しかしながら、奈良県は林業県ですし、和田委員もおっししかしながら、奈良県は林業県ですし、和田委員もおっししかしながら、奈良県は林業県ですし、和田委員もおっししかしながら、奈良県は林業県ですし、和田委員もおっしゃゃゃゃったように非常に大きなったように非常に大きなったように非常に大きなったように非常に大きな価価価価

値値値値のあるものだとのあるものだとのあるものだとのあるものだと考え考え考え考えますので、県としても力を入れて、どうますので、県としても力を入れて、どうますので、県としても力を入れて、どうますので、県としても力を入れて、どうややややったら木質ったら木質ったら木質ったら木質ババババイイイイオマオマオマオマスをスをスをスを

うまくうまくうまくうまく利利利利用できるのかというのをお用できるのかというのをお用できるのかというのをお用できるのかというのをお調べ調べ調べ調べいただいているのだと思います。いただいているのだと思います。いただいているのだと思います。いただいているのだと思います。

昨昨昨昨年も年も年も年も実実実実証証証証実実実実験験験験をしていただきました。ことしもをしていただきました。ことしもをしていただきました。ことしもをしていただきました。ことしも実実実実証証証証実実実実験験験験がががが今現今現今現今現在在在在もももも実実実実施されていると施されていると施されていると施されていると

聞聞聞聞いております。奈良県ならではの問いております。奈良県ならではの問いております。奈良県ならではの問いております。奈良県ならではの問題題題題が、が、が、が、道道道道がががが狭狭狭狭かったりですとかかったりですとかかったりですとかかったりですとか搬搬搬搬出出出出ココココストがストがストがストが高高高高かっかっかっかっ

たりですとかいうのはたりですとかいうのはたりですとかいうのはたりですとかいうのは以前以前以前以前からわかっていることだと思うのです。からわかっていることだと思うのです。からわかっていることだと思うのです。からわかっていることだと思うのです。去去去去年年年年実実実実証証証証実実実実験験験験ををををややややってってってって

みみみみて、こういうて、こういうて、こういうて、こういう新新新新たなたなたなたな課題課題課題課題がわかった、こういうがわかった、こういうがわかった、こういうがわかった、こういう利利利利点がわかったというのが出ているのだ点がわかったというのが出ているのだ点がわかったというのが出ているのだ点がわかったというのが出ているのだ

と思います。ことしもと思います。ことしもと思います。ことしもと思います。ことしも実実実実証証証証実実実実験験験験をををを繰繰繰繰りりりり返返返返してされるということは、してされるということは、してされるということは、してされるということは、何何何何らかのプらかのプらかのプらかのプララララスアルスアルスアルスアルフフフフ

ァァァァの発の発の発の発展展展展があったりとか、もうがあったりとか、もうがあったりとか、もうがあったりとか、もう少少少少しここのところをしここのところをしここのところをしここのところを深深深深くくくく突突突突きききき詰詰詰詰めてめてめてめて考え考え考え考えててててみみみみななななけけけければ、れば、れば、れば、実実実実

態態態態としてすることができないという、ある程度のとしてすることができないという、ある程度のとしてすることができないという、ある程度のとしてすることができないという、ある程度の課題課題課題課題のののの整整整整理が理が理が理が去去去去年からことしに年からことしに年からことしに年からことしに向向向向かってかってかってかって

いく中でされているのだと思います。そこのところの成果をいく中でされているのだと思います。そこのところの成果をいく中でされているのだと思います。そこのところの成果をいく中でされているのだと思います。そこのところの成果を教え教え教え教えていただきたいと思いまていただきたいと思いまていただきたいと思いまていただきたいと思いま

す。す。す。す。

もう一つが、もう一つが、もう一つが、もう一つが、先先先先ほどからほどからほどからほどから何何何何度も出ております田ん度も出ております田ん度も出ております田ん度も出ております田んぼぼぼぼのののの話話話話ですですですですけけけけれども。れども。れども。れども。去去去去年から田ん年から田ん年から田ん年から田んぼぼぼぼ

を１を１を１を１反弱反弱反弱反弱ほどさせてもらっていまして、ほどさせてもらっていまして、ほどさせてもらっていまして、ほどさせてもらっていまして、何何何何でそのようなことをさせてもらっているのかとでそのようなことをさせてもらっているのかとでそのようなことをさせてもらっているのかとでそのようなことをさせてもらっているのかと

いったら、田んいったら、田んいったら、田んいったら、田んぼぼぼぼがががが余余余余っていてっていてっていてっていて仕仕仕仕方方方方ないから、ないから、ないから、ないから、遊遊遊遊びでもいいからびでもいいからびでもいいからびでもいいからややややってってってってみみみみませんかというませんかというませんかというませんかという

おおおお声声声声をかをかをかをかけけけけていただいてさせてもらっています。いざ田んていただいてさせてもらっています。いざ田んていただいてさせてもらっています。いざ田んていただいてさせてもらっています。いざ田んぼぼぼぼををををややややってってってってみみみみると、本ると、本ると、本ると、本当当当当にににに周周周周りりりり

にににに耕作放棄耕作放棄耕作放棄耕作放棄地が地が地が地が多多多多いということにいということにいということにいということに改改改改めてめてめてめて気気気気づづづづかされました。かされました。かされました。かされました。
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そんな中で、知りそんな中で、知りそんな中で、知りそんな中で、知り合合合合いになったいになったいになったいになった方方方方からからからから少少少少しししし見見見見に来てほしいと田んに来てほしいと田んに来てほしいと田んに来てほしいと田んぼぼぼぼにににに呼呼呼呼んでいただいてんでいただいてんでいただいてんでいただいて

行って行って行って行ってみみみみると、イると、イると、イると、イノノノノシシシシシシシシのののの被被被被害害害害がががが余余余余りにもりにもりにもりにもひひひひどいからどいからどいからどいから見見見見てほしいということでした。てほしいということでした。てほしいということでした。てほしいということでした。実実実実際際際際

見見見見に行ってに行ってに行ってに行ってみみみみると、そのると、そのると、そのると、その方方方方の４の４の４の４反反反反ほどの田んほどの田んほどの田んほどの田んぼぼぼぼの８の８の８の８割割割割をををを荒荒荒荒らされてしまっていて、これでらされてしまっていて、これでらされてしまっていて、これでらされてしまっていて、これで

はははは売売売売り物にならないというおり物にならないというおり物にならないというおり物にならないというお話話話話でした。でした。でした。でした。実実実実際際際際にににに台風台風台風台風でも来たのかというでも来たのかというでも来たのかというでも来たのかというぐぐぐぐらい、そこだらい、そこだらい、そこだらい、そこだけけけけ

べべべべちちちちゃゃゃゃっとっとっとっと稲稲稲稲がががが倒倒倒倒れてしまっているという田んれてしまっているという田んれてしまっているという田んれてしまっているという田んぼぼぼぼがありました。がありました。がありました。がありました。

鳥鳥鳥鳥獣害獣害獣害獣害についてについてについてについて聞聞聞聞いてほしいと言われたので、いてほしいと言われたので、いてほしいと言われたので、いてほしいと言われたので、電電電電柵柵柵柵などがありますとおなどがありますとおなどがありますとおなどがありますとお話話話話をすればいいをすればいいをすればいいをすればいい

のかと思っていたら、のかと思っていたら、のかと思っていたら、のかと思っていたら、当然電当然電当然電当然電柵柵柵柵も全も全も全も全面面面面にににに張張張張りめりめりめりめぐぐぐぐらされているわらされているわらされているわらされているわけけけけです、です、です、です、市市市市のののの補助補助補助補助もとっもとっもとっもとっ

ておられて、対策ももちろんなされている。ておられて、対策ももちろんなされている。ておられて、対策ももちろんなされている。ておられて、対策ももちろんなされている。けけけけれども、そのれども、そのれども、そのれども、その方方方方がいうにはがいうにはがいうにはがいうには去去去去年は来なかっ年は来なかっ年は来なかっ年は来なかっ

た、おととしは来なかったというところにまで、どんどんイた、おととしは来なかったというところにまで、どんどんイた、おととしは来なかったというところにまで、どんどんイた、おととしは来なかったというところにまで、どんどんイノノノノシシやシシやシシやシシや鹿鹿鹿鹿ははははややややってくるので、ってくるので、ってくるので、ってくるので、

これではもう来年はこれではもう来年はこれではもう来年はこれではもう来年は耕作耕作耕作耕作できない、ここの４できない、ここの４できない、ここの４できない、ここの４反反反反のののの耕作耕作耕作耕作はもうはもうはもうはもうややややめるとおっしめるとおっしめるとおっしめるとおっしゃゃゃゃっていましっていましっていましっていまし

た。た。た。た。

先先先先程質疑のあった、山の程質疑のあった、山の程質疑のあった、山の程質疑のあった、山の辺辺辺辺のののの道道道道の対策で、１年の対策で、１年の対策で、１年の対策で、１年間間間間活活活活動動動動をしてをしてをしてをして７反７反７反７反のののの耕作放棄耕作放棄耕作放棄耕作放棄地が地が地が地が解解解解消消消消ささささ

れたとおれたとおれたとおれたとお話話話話もあったかと思うのですもあったかと思うのですもあったかと思うのですもあったかと思うのですけけけけれども、れども、れども、れども、ややややめてしまわれるめてしまわれるめてしまわれるめてしまわれる方方方方というのは、本というのは、本というのは、本というのは、本当当当当に簡に簡に簡に簡

単単単単ににににややややめてしまわれるのです。めてしまわれるのです。めてしまわれるのです。めてしまわれるのです。今今今今は、は、は、は、鳥鳥鳥鳥獣害獣害獣害獣害対策というのは県が対策というのは県が対策というのは県が対策というのは県が市町市町市町市町村村村村に対してに対してに対してに対して補助補助補助補助をすをすをすをす

るということになっていまするということになっていまするということになっていまするということになっていますけけけけれども、もう一れども、もう一れども、もう一れども、もう一歩踏歩踏歩踏歩踏み込み込み込み込んだ対策のありんだ対策のありんだ対策のありんだ対策のあり方方方方を県でとっていを県でとっていを県でとっていを県でとってい

ってもいいってもいいってもいいってもいい時時時時期期期期なのかと思います。この点についておなのかと思います。この点についておなのかと思います。この点についておなのかと思います。この点についてお聞聞聞聞かせいただかせいただかせいただかせいただけけけければと思います。ればと思います。ればと思います。ればと思います。

もう一つ、もう一つ、もう一つ、もう一つ、先先先先ほど来、米ほど来、米ほど来、米ほど来、米価価価価がががが下下下下がってきて、もう全がってきて、もう全がってきて、もう全がってきて、もう全然然然然ペイしないというおペイしないというおペイしないというおペイしないというお話話話話でした。一でした。一でした。一でした。一

方方方方、奈良にありますお、奈良にありますお、奈良にありますお、奈良にありますお酒酒酒酒をつくっておられるをつくっておられるをつくっておられるをつくっておられる酒酒酒酒屋屋屋屋さんにさんにさんにさんに聞聞聞聞くと、くと、くと、くと、酒酒酒酒米は奈良県内から米は奈良県内から米は奈良県内から米は奈良県内から買買買買わわわわ

ずにほとんど県ずにほとんど県ずにほとんど県ずにほとんど県外外外外からからからから買買買買われているというおわれているというおわれているというおわれているというお話話話話もあります。おもあります。おもあります。おもあります。お金金金金にならないからといってにならないからといってにならないからといってにならないからといって

田ん田ん田ん田んぼぼぼぼづづづづくりをくりをくりをくりをややややめてしまわれるめてしまわれるめてしまわれるめてしまわれる方方方方もいらっしもいらっしもいらっしもいらっしゃゃゃゃるというるというるというるという実実実実情情情情がありますので、ある程度がありますので、ある程度がありますので、ある程度がありますので、ある程度

集約集約集約集約化化化化してしてしてして酒酒酒酒米米米米づづづづくりをしてもらくりをしてもらくりをしてもらくりをしてもらええええるようなるようなるようなるような働働働働きかきかきかきかけけけけも一つも一つも一つも一つ有有有有効効効効ではないかと思うのですではないかと思うのですではないかと思うのですではないかと思うのです

けけけけれども、その点についてどういうれども、その点についてどういうれども、その点についてどういうれども、その点についてどういう検討検討検討検討をされているか、をされているか、をされているか、をされているか、検討検討検討検討されているとしたらこういされているとしたらこういされているとしたらこういされているとしたらこうい

うことですとうことですとうことですとうことですと教え教え教え教えていただきたいと思います。ていただきたいと思います。ていただきたいと思います。ていただきたいと思います。以上以上以上以上、３点です。、３点です。、３点です。、３点です。

○岡野奈良の木ブランド課長○岡野奈良の木ブランド課長○岡野奈良の木ブランド課長○岡野奈良の木ブランド課長 木質木質木質木質ババババイイイイオマオマオマオマスのスのスのスの実実実実証証証証実実実実験験験験についておについておについておについてお答え答え答え答えいたします。いたします。いたします。いたします。

県では、猪奥委員もお県では、猪奥委員もお県では、猪奥委員もお県では、猪奥委員もお述べ述べ述べ述べになりましたように、になりましたように、になりましたように、になりましたように、昨昨昨昨年度から木質年度から木質年度から木質年度から木質ババババイイイイオマオマオマオマスススス実実実実証証証証実実実実験験験験をををを

行っておりまして、これは林地に行っておりまして、これは林地に行っておりまして、これは林地に行っておりまして、これは林地に放置放置放置放置されているされているされているされている未利未利未利未利用用用用材材材材のののの有有有有効利効利効利効利用と用と用と用とエネエネエネエネルルルルギギギギーーーーへへへへの活の活の活の活

用という２つの大きな用という２つの大きな用という２つの大きな用という２つの大きな目的目的目的目的がございます。がございます。がございます。がございます。

昨昨昨昨年度は、年度は、年度は、年度は、御御御御杖杖杖杖村村村村と川と川と川と川上村上村上村上村の県の県の県の県有有有有林を林を林を林を使使使使いまして、そこからいまして、そこからいまして、そこからいまして、そこから間伐材間伐材間伐材間伐材をををを搬搬搬搬出してきてペ出してきてペ出してきてペ出してきてペレレレレ

ットをットをットをットを製製製製造し、県造し、県造し、県造し、県有有有有施施施施設設設設でそのストーでそのストーでそのストーでそのストーブブブブを入れたり、農業用を入れたり、農業用を入れたり、農業用を入れたり、農業用ハウハウハウハウスでスでスでスで使使使使ったりしてったりしてったりしてったりして熱熱熱熱利利利利用用用用

を行っております。を行っております。を行っております。を行っております。昨昨昨昨年度の年度の年度の年度の見え見え見え見えてきたてきたてきたてきた課題課題課題課題ということで、質問の中でもごということで、質問の中でもごということで、質問の中でもごということで、質問の中でもご紹紹紹紹介介介介いただきいただきいただきいただき
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ましたましたましたましたけけけけれど、れど、れど、れど、搬搬搬搬出するときの出するときの出するときの出するときの経経経経費費費費がががが高高高高いということで、それには、いということで、それには、いということで、それには、いということで、それには、ややややはりはりはりはり狭狭狭狭いいいい作作作作業所の業所の業所の業所の

中でも中でも中でも中でも効率効率効率効率的的的的にににに作作作作業ができる業ができる業ができる業ができる汎汎汎汎用の用の用の用の機機機機械械械械がなかなかないので、奈良のがなかなかないので、奈良のがなかなかないので、奈良のがなかなかないので、奈良の土土土土地に地に地に地に合合合合うような形うような形うような形うような形

にににに改改改改良する良する良する良する必必必必要があるのかというような要があるのかというような要があるのかというような要があるのかというような課題や課題や課題や課題や木質ペ木質ペ木質ペ木質ペレレレレットのットのットのットの製製製製造におきましては小造におきましては小造におきましては小造におきましては小型型型型のののの

製製製製造造造造機機機機ででででややややっておりますっておりますっておりますっておりますけけけけれども、そのれども、そのれども、そのれども、その製製製製造造造造工工工工程で一部程で一部程で一部程で一部効率効率効率効率のののの悪悪悪悪い部い部い部い部分分分分があったというこがあったというこがあったというこがあったというこ

とがとがとがとが見え見え見え見えてまいりました。てまいりました。てまいりました。てまいりました。

実実実実は、は、は、は、今今今今年度も年度も年度も年度も継継継継続して行っております続して行っております続して行っております続して行っておりますけけけけれども、れども、れども、れども、去去去去年の年の年の年の実実実実験験験験の中での中での中での中で改改改改良を良を良を良を加え加え加え加えることることることること

によってによってによってによってココココストをもうストをもうストをもうストをもう少少少少しししし下げ下げ下げ下げることができるのではないかということが、いろいろなることができるのではないかということが、いろいろなることができるのではないかということが、いろいろなることができるのではないかということが、いろいろな専専専専

門門門門家家家家からのアからのアからのアからのアドバドバドバドバイスでもイスでもイスでもイスでも見え見え見え見えてきましたので、引き続き取り組んでいるところです。てきましたので、引き続き取り組んでいるところです。てきましたので、引き続き取り組んでいるところです。てきましたので、引き続き取り組んでいるところです。具具具具

体的体的体的体的には、には、には、には、先先先先ほどほどほどほど申申申申しましたように、木しましたように、木しましたように、木しましたように、木材材材材のののの搬搬搬搬出の出の出の出の機機機機械械械械のののの改改改改良をいたしまして、より良をいたしまして、より良をいたしまして、より良をいたしまして、より効率効率効率効率

的的的的なななな機機機機械械械械にする取り組にする取り組にする取り組にする取り組みみみみををををややややりまして、それをりまして、それをりまして、それをりまして、それを改改改改良したものを良したものを良したものを良したものを導導導導入して入して入して入してみみみみようということようということようということようということ

ですとかですとかですとかですとか製製製製造造造造機機機機械械械械の一部の一部の一部の一部改改改改良をしております。このような取り組良をしております。このような取り組良をしております。このような取り組良をしております。このような取り組みみみみをををを今現今現今現今現在在在在まさに行ってまさに行ってまさに行ってまさに行って

いるいるいるいる最最最最中でございます中でございます中でございます中でございますけけけけれども、れども、れども、れども、今今今今年度も成果を取りまとめまして、年度も成果を取りまとめまして、年度も成果を取りまとめまして、年度も成果を取りまとめまして、昨昨昨昨年度の年度の年度の年度の実実実実験験験験にににに比比比比べべべべ

てどのくらいのてどのくらいのてどのくらいのてどのくらいのココココストがストがストがストが下下下下がるのかということ、がるのかということ、がるのかということ、がるのかということ、今後今後今後今後のののの見見見見通しはどうかということを取り通しはどうかということを取り通しはどうかということを取り通しはどうかということを取り

まとめて発まとめて発まとめて発まとめて発表表表表したいと思っております。したいと思っております。したいと思っております。したいと思っております。

これとこれとこれとこれと並並並並行いたしまして、行いたしまして、行いたしまして、行いたしまして、市町市町市町市町村や民間村や民間村や民間村や民間のののの方々方々方々方々を交を交を交を交ええええたたたた検討検討検討検討会会会会ややややフォフォフォフォーーーーララララム等ム等ム等ム等ののののソソソソフフフフトトトト

の取り組の取り組の取り組の取り組みみみみも行っておりまして、皆さんにいろいろなデーも行っておりまして、皆さんにいろいろなデーも行っておりまして、皆さんにいろいろなデーも行っておりまして、皆さんにいろいろなデータタタタもお出ししているもお出ししているもお出ししているもお出ししている状況状況状況状況でござでござでござでござ

います。います。います。います。以上以上以上以上です。です。です。です。

○和田農業水産振興課長○和田農業水産振興課長○和田農業水産振興課長○和田農業水産振興課長 鳥鳥鳥鳥獣害獣害獣害獣害対策についてお対策についてお対策についてお対策についてお尋ね尋ね尋ね尋ねでございます。でございます。でございます。でございます。

猪奥委員お猪奥委員お猪奥委員お猪奥委員お述べ述べ述べ述べのように、のように、のように、のように、市町市町市町市町村村村村・県が一・県が一・県が一・県が一体体体体となってとなってとなってとなって鳥鳥鳥鳥獣害獣害獣害獣害対策として、対策として、対策として、対策として、防防防防御御御御柵等柵等柵等柵等のののの設設設設

置置置置等等等等に取り組んできたわに取り組んできたわに取り組んできたわに取り組んできたわけけけけです。委員がおです。委員がおです。委員がおです。委員がお述べ述べ述べ述べのように、それにものように、それにものように、それにものように、それにも増増増増してしてしてして鳥鳥鳥鳥獣獣獣獣の活の活の活の活動動動動といといといとい

いますか、いますか、いますか、いますか、被被被被害害害害ははははふえふえふえふえているているているている状況状況状況状況にあると認にあると認にあると認にあると認識識識識しております。しております。しております。しております。

従来、従来、従来、従来、鳥鳥鳥鳥獣害獣害獣害獣害対策につきましては、もうご対策につきましては、もうご対策につきましては、もうご対策につきましては、もうご承承承承知と思います知と思います知と思います知と思いますけけけけれども、れども、れども、れども、集落集落集落集落のののの体体体体制等制等制等制等を含を含を含を含

めためためためた人材人材人材人材のののの育育育育成、また、これらに対しまして成、また、これらに対しまして成、また、これらに対しまして成、また、これらに対しまして集落等集落等集落等集落等をををを守守守守るための里山るための里山るための里山るための里山等等等等のののの整整整整備ということ備ということ備ということ備ということ

で、で、で、で、集落集落集落集落の環境の環境の環境の環境整整整整備、またそれに備、またそれに備、またそれに備、またそれに増増増増してしてしてして被被被被害害害害のののの防防防防除除除除ということで、ということで、ということで、ということで、柵柵柵柵やややや一定の一定の一定の一定の防防防防御御御御策をと策をと策をと策をと

っているっているっているっている方方方方式式式式、また、それに、また、それに、また、それに、また、それに増増増増してしてしてして個個個個体体体体数調数調数調数調整整整整ということで、ということで、ということで、ということで、実実実実際際際際にににに捕獲捕獲捕獲捕獲してしてしてして数数数数をををを減減減減らすらすらすらす

という、この４つの大きな取り組という、この４つの大きな取り組という、この４つの大きな取り組という、この４つの大きな取り組みみみみの中での中での中での中で現現現現在在在在鳥鳥鳥鳥獣害獣害獣害獣害対策に取り組んでいるところでござ対策に取り組んでいるところでござ対策に取り組んでいるところでござ対策に取り組んでいるところでござ

います。います。います。います。

こういった中で、ますますこういった中で、ますますこういった中で、ますますこういった中で、ますます鳥鳥鳥鳥獣害等獣害等獣害等獣害等にににに悩悩悩悩んでおられるところもあるかと思いますんでおられるところもあるかと思いますんでおられるところもあるかと思いますんでおられるところもあるかと思いますけけけけれどれどれどれど

も、も、も、も、基基基基本は本は本は本はややややはりはりはりはり集落集落集落集落のののの人々人々人々人々のののの鳥鳥鳥鳥獣害獣害獣害獣害に対する取組に対する取組に対する取組に対する取組体体体体制制制制といいますか、といいますか、といいますか、といいますか、例例例例ええええばばばば現現現現在在在在、、、、防防防防御御御御

柵等柵等柵等柵等をををを設設設設置置置置されたところにおきましても、施されたところにおきましても、施されたところにおきましても、施されたところにおきましても、施設設設設のののの補補補補修修修修管理管理管理管理やややや、管理、管理、管理、管理体体体体制制制制がうまくいっていがうまくいっていがうまくいっていがうまくいってい
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るか、るか、るか、るか、柵柵柵柵をつくったをつくったをつくったをつくった後後後後のののの鳥鳥鳥鳥獣害獣害獣害獣害のののの侵侵侵侵入入入入路路路路の観察の観察の観察の観察等等等等を含めて、施を含めて、施を含めて、施を含めて、施設設設設のののの増増増増強強強強ができているかなができているかなができているかなができているかな

ど、そういったところのど、そういったところのど、そういったところのど、そういったところの研研研研修修修修といいますか、事といいますか、事といいますか、事といいますか、事後後後後の対策もの対策もの対策もの対策も必必必必要と思っています。要と思っています。要と思っています。要と思っています。

また、また、また、また、近近近近年年年年ＩＩＩＩＣＴＣＴＣＴＣＴ等等等等のののの技術技術技術技術が発が発が発が発達達達達しておりまして、しておりまして、しておりまして、しておりまして、有有有有害害害害鳥鳥鳥鳥獣獣獣獣はははは夜夜夜夜間間間間活活活活動動動動するわするわするわするわけけけけですですですですけけけけ

れども、そういったものがれども、そういったものがれども、そういったものがれども、そういったものがカカカカメメメメララララ等等等等を通して、を通して、を通して、を通して、人人人人がががが見見見見ていなくても観察できて、ていなくても観察できて、ていなくても観察できて、ていなくても観察できて、自動的自動的自動的自動的にににに

鳥鳥鳥鳥獣獣獣獣がががが集集集集まったときに一まったときに一まったときに一まったときに一斉斉斉斉にににに捕獲捕獲捕獲捕獲できるできるできるできる装装装装置置置置でありますが、でありますが、でありますが、でありますが、現現現現在在在在開発中というところで、開発中というところで、開発中というところで、開発中というところで、

徐徐徐徐 々々々々にそういったところでにそういったところでにそういったところでにそういったところで実実実実践践践践しているところもございます。しているところもございます。しているところもございます。しているところもございます。

そのような取り組そのような取り組そのような取り組そのような取り組みみみみを通して、一度にはいかないと思いますを通して、一度にはいかないと思いますを通して、一度にはいかないと思いますを通して、一度にはいかないと思いますけけけけれども、皆さんのご協力れども、皆さんのご協力れども、皆さんのご協力れども、皆さんのご協力

のもとのもとのもとのもと鳥鳥鳥鳥獣獣獣獣被被被被害害害害に対して取り組んでもらいたいと思っていますし、に対して取り組んでもらいたいと思っていますし、に対して取り組んでもらいたいと思っていますし、に対して取り組んでもらいたいと思っていますし、我我我我 々々々々もももも精精精精いっいっいっいっぱぱぱぱいいいい支援支援支援支援

していきたいと思っております。していきたいと思っております。していきたいと思っております。していきたいと思っております。以上以上以上以上です。です。です。です。

○奥田副知事○奥田副知事○奥田副知事○奥田副知事 数数数数字字字字的的的的によくわかりませんが、によくわかりませんが、によくわかりませんが、によくわかりませんが、今今今今、大和、大和、大和、大和郡郡郡郡山山山山市市市市のののの民間民間民間民間で農業をで農業をで農業をで農業をややややっておらっておらっておらっておら

れるれるれるれる方方方方で、トで、トで、トで、トママママトのトのトのトの水耕栽水耕栽水耕栽水耕栽培培培培をををを手手手手広くしておられる広くしておられる広くしておられる広くしておられる方方方方ですですですですけけけけれども、米れども、米れども、米れども、米作作作作もかなりつくっもかなりつくっもかなりつくっもかなりつくっ

ておられまして、１０ておられまして、１０ておられまして、１０ておられまして、１０町歩町歩町歩町歩ほどの田んほどの田んほどの田んほどの田んぼぼぼぼをををを請請請請けけけけ負負負負って米って米って米って米作作作作をしておらます。をしておらます。をしておらます。をしておらます。今今今今、ご、ご、ご、ご指摘指摘指摘指摘がががが

あったように、あったように、あったように、あったように、酒酒酒酒米は山田米は山田米は山田米は山田錦錦錦錦とととと雄雄雄雄町町町町のののの二二二二大大大大品目品目品目品目がががが席席席席巻巻巻巻をしております。奈良県もごをしております。奈良県もごをしております。奈良県もごをしております。奈良県もご多分多分多分多分にににに

漏漏漏漏れず、山田れず、山田れず、山田れず、山田錦錦錦錦をををを兵庫兵庫兵庫兵庫県から県から県から県から移移移移入しているわ入しているわ入しているわ入しているわけけけけです。それで、奈良にです。それで、奈良にです。それで、奈良にです。それで、奈良に露露露露葉葉葉葉風風風風という地という地という地という地元元元元産産産産

の米がありまして、これを大和の米がありまして、これを大和の米がありまして、これを大和の米がありまして、これを大和郡郡郡郡山山山山市市市市の農の農の農の農家家家家のののの方方方方が地が地が地が地元元元元のののの酒酒酒酒蔵蔵蔵蔵業者と業者と業者と業者と提携提携提携提携して、して、して、して、今今今今年度か年度か年度か年度か

ら、トら、トら、トら、トンンンン数数数数をををを忘忘忘忘れましたれましたれましたれましたけけけけれども、れども、れども、れども、請請請請負負負負ををををややややっておられます。これを産業・っておられます。これを産業・っておられます。これを産業・っておられます。これを産業・雇雇雇雇用振興部の用振興部の用振興部の用振興部の

産業総産業総産業総産業総合合合合振興振興振興振興セセセセンンンンタタタターのーのーのーの仲仲仲仲介介介介で、その地で、その地で、その地で、その地元元元元の農業者をの農業者をの農業者をの農業者を現現現現在在在在探探探探して、そしてして、そしてして、そしてして、そして酒酒酒酒蔵蔵蔵蔵ととととママママッッッッチチチチンンンン

ググググをして、をして、をして、をして、露露露露葉葉葉葉風風風風を生産していこうとしています。山田を生産していこうとしています。山田を生産していこうとしています。山田を生産していこうとしています。山田錦錦錦錦をつくったら一をつくったら一をつくったら一をつくったら一番番番番いいのですいいのですいいのですいいのですけけけけ

れども、山田れども、山田れども、山田れども、山田錦錦錦錦のののの原種原種原種原種はははは兵庫兵庫兵庫兵庫県ということで、県ということで、県ということで、県ということで、門門門門外外外外不不不不出ということでかなり出ということでかなり出ということでかなり出ということでかなり厳格厳格厳格厳格に管理をに管理をに管理をに管理を

されておりますので、奈良県で山田されておりますので、奈良県で山田されておりますので、奈良県で山田されておりますので、奈良県で山田錦錦錦錦の一部をつくっているところがあるのですの一部をつくっているところがあるのですの一部をつくっているところがあるのですの一部をつくっているところがあるのですけけけけれども、れども、れども、れども、

原種原種原種原種のののの培培培培養養養養を行うか、それともを行うか、それともを行うか、それともを行うか、それとも露露露露葉葉葉葉風風風風という奈良県にあるという奈良県にあるという奈良県にあるという奈良県にある酒酒酒酒米をこれから振興していくか、米をこれから振興していくか、米をこれから振興していくか、米をこれから振興していくか、

これをちこれをちこれをちこれをちょょょょっとっとっとっと今今今今、、、、モモモモデルデルデルデル的的的的にににに進進進進めているめているめているめている途途途途上上上上でございます。でございます。でございます。でございます。

○猪奥委員○猪奥委員○猪奥委員○猪奥委員 ありがとうございました。木質ありがとうございました。木質ありがとうございました。木質ありがとうございました。木質ババババイイイイオマオマオマオマスススス利利利利用にはたくさん用にはたくさん用にはたくさん用にはたくさんネネネネッッッッククククがあるとがあるとがあるとがあると

思うのです思うのです思うのです思うのですけけけけれども、一つ一つ越れども、一つ一つ越れども、一つ一つ越れども、一つ一つ越ええええていっていただいて、ていっていただいて、ていっていただいて、ていっていただいて、先先先先程岡委員の質問にあったよう程岡委員の質問にあったよう程岡委員の質問にあったよう程岡委員の質問にあったよう

に、交に、交に、交に、交番番番番がががが新新新新しくなるときは、しくなるときは、しくなるときは、しくなるときは、ボボボボイイイイララララーとして入るようになったり、いろいろなーとして入るようになったり、いろいろなーとして入るようになったり、いろいろなーとして入るようになったり、いろいろな庁舎庁舎庁舎庁舎内で内で内で内で

もももも使使使使われるようなわれるようなわれるようなわれるような格格格格好好好好でできればいいと思っております。これからもでできればいいと思っております。これからもでできればいいと思っております。これからもでできればいいと思っております。これからも頑張頑張頑張頑張ってください。ってください。ってください。ってください。

鳥鳥鳥鳥獣害獣害獣害獣害の対策ですの対策ですの対策ですの対策ですけけけけれども、れども、れども、れども、私私私私がががが見見見見に行くと、地に行くと、地に行くと、地に行くと、地元元元元のののの方方方方というのは、もうそれなりにかというのは、もうそれなりにかというのは、もうそれなりにかというのは、もうそれなりにか

なりの対策をなりの対策をなりの対策をなりの対策を当然当然当然当然とっておられるのです。おりもとっておられるのです。おりもとっておられるのです。おりもとっておられるのです。おりも設設設設置置置置されていて、されていて、されていて、されていて、柵柵柵柵もももも設設設設置置置置されていて、されていて、されていて、されていて、

草草草草が生が生が生が生ええええている所が１か所でもあったら、それがアースになってている所が１か所でもあったら、それがアースになってている所が１か所でもあったら、それがアースになってている所が１か所でもあったら、それがアースになって電電電電柵柵柵柵のののの効効効効果がなくなるか果がなくなるか果がなくなるか果がなくなるか

ら、地ら、地ら、地ら、地元元元元のののの人み人み人み人みんなでんなでんなでんなで草草草草をををを刈刈刈刈ってもあのってもあのってもあのってもあの被被被被害害害害が出てきてしまいます。が出てきてしまいます。が出てきてしまいます。が出てきてしまいます。収穫収穫収穫収穫のののの前前前前のののの前前前前の日にの日にの日にの日に
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ほとんどほとんどほとんどほとんど荒荒荒荒らされて、らされて、らされて、らされて、金金金金にならないということであったら、農業をおにならないということであったら、農業をおにならないということであったら、農業をおにならないということであったら、農業をおややややめになられるめになられるめになられるめになられる契機契機契機契機

になってしまっているのだと思います。になってしまっているのだと思います。になってしまっているのだと思います。になってしまっているのだと思います。先先先先ほどおっしほどおっしほどおっしほどおっしゃゃゃゃっていただいた、っていただいた、っていただいた、っていただいた、ＩＩＩＩＣＴＣＴＣＴＣＴをををを使使使使ったったったった

夜夜夜夜間レ間レ間レ間レーーーーダダダダーも開発中ということです。でも、それをいざーも開発中ということです。でも、それをいざーも開発中ということです。でも、それをいざーも開発中ということです。でも、それをいざ設設設設置置置置しようとなったらすごくおしようとなったらすごくおしようとなったらすごくおしようとなったらすごくお

金金金金がかかってしまいます。もうただでさがかかってしまいます。もうただでさがかかってしまいます。もうただでさがかかってしまいます。もうただでさええええおおおお金金金金がかかる農業に、米のがかかる農業に、米のがかかる農業に、米のがかかる農業に、米の値段値段値段値段もももも落落落落ちていてのちていてのちていてのちていての

ところに、プところに、プところに、プところに、プララララスアルスアルスアルスアルフフフファァァァというのは非常にというのは非常にというのは非常にというのは非常に厳厳厳厳しいと思いますので、しいと思いますので、しいと思いますので、しいと思いますので、ＩＩＩＩＣＴＣＴＣＴＣＴができたら、ができたら、ができたら、ができたら、

ぜひぜひぜひぜひとも県のとも県のとも県のとも県の手手手手厚厚厚厚いいいい手手手手だてをお願いしたいと思います。だてをお願いしたいと思います。だてをお願いしたいと思います。だてをお願いしたいと思います。

最後最後最後最後に、に、に、に、酒酒酒酒米です米です米です米ですけけけけれども、山田れども、山田れども、山田れども、山田錦錦錦錦はははは普普普普通のお米の通のお米の通のお米の通のお米の倍倍倍倍ぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの値段値段値段値段でででで買買買買っていただっていただっていただっていただけけけけるるるる

らしいのです。らしいのです。らしいのです。らしいのです。露露露露葉葉葉葉風風風風もももも倍倍倍倍とは言わないとは言わないとは言わないとは言わないけけけけれども、１れども、１れども、１れども、１．．．．５５５５倍倍倍倍程度の程度の程度の程度の値段値段値段値段でででで買買買買っていただっていただっていただっていただけけけけ

るということで、これからるということで、これからるということで、これからるということで、これからシシシシフフフフトしていっていただトしていっていただトしていっていただトしていっていただけけけけるるるる強強強強い産業の一つになるのではないい産業の一つになるのではないい産業の一つになるのではないい産業の一つになるのではない

かと思いますので、しっかりとかと思いますので、しっかりとかと思いますので、しっかりとかと思いますので、しっかりと研究研究研究研究していただいて、農していただいて、農していただいて、農していただいて、農家家家家にもつくっていただにもつくっていただにもつくっていただにもつくっていただけけけけるように、るように、るように、るように、

奥田副知事の奥田副知事の奥田副知事の奥田副知事の得意得意得意得意なななな分分分分野だと思いますので、野だと思いますので、野だと思いますので、野だと思いますので、膝膝膝膝をををを突突突突きききき詰詰詰詰めあわせた議めあわせた議めあわせた議めあわせた議論論論論をしていただきたをしていただきたをしていただきたをしていただきた

いと思います。いと思います。いと思います。いと思います。以上以上以上以上でででで終終終終わります。ありがとうございます。わります。ありがとうございます。わります。ありがとうございます。わります。ありがとうございます。

○宮木委員○宮木委員○宮木委員○宮木委員 事事事事前前前前の通告はしていなかったのですの通告はしていなかったのですの通告はしていなかったのですの通告はしていなかったのですけけけけれども、警察本部におれども、警察本部におれども、警察本部におれども、警察本部にお伺伺伺伺いいたします。いいたします。いいたします。いいたします。

現現現現在在在在、、、、青少青少青少青少年の非行の問年の非行の問年の非行の問年の非行の問題題題題がががが多多多多様様様様化化化化しています。しています。しています。しています。学学学学校校校校でもしかりです。本来ならでもしかりです。本来ならでもしかりです。本来ならでもしかりです。本来なら学学学学校校校校内内内内

での対での対での対での対処処処処、対、対、対、対応応応応がががが必必必必要ですが、要ですが、要ですが、要ですが、青少青少青少青少年の年の年の年の育育育育成のために警察の成のために警察の成のために警察の成のために警察の指指指指導導導導もももも必必必必要だと思います。そ要だと思います。そ要だと思います。そ要だと思います。そ

こでおこでおこでおこでお伺伺伺伺いしたいのですいしたいのですいしたいのですいしたいのですけけけけれども、れども、れども、れども、学学学学校校校校と警察のと警察のと警察のと警察の連携連携連携連携の中で、非行の中で、非行の中で、非行の中で、非行防止防止防止防止と立ちと立ちと立ちと立ち直直直直りりりり支援支援支援支援のののの

ためスためスためスためスククククールールールールサポサポサポサポーーーータタタターがーがーがーが配配配配置置置置されていました。このスされていました。このスされていました。このスされていました。このスククククールールールールサポサポサポサポーーーータタタターというのはどのーというのはどのーというのはどのーというのはどの

ようなようなようなような方方方方がしておられるのか、また、その主な活がしておられるのか、また、その主な活がしておられるのか、また、その主な活がしておられるのか、また、その主な活動動動動についておについておについておについてお伺伺伺伺いいたします。いいたします。いいたします。いいたします。

○薮内生活安全部長○薮内生活安全部長○薮内生活安全部長○薮内生活安全部長 おおおお尋ね尋ね尋ね尋ねの奈良県警察スの奈良県警察スの奈良県警察スの奈良県警察スククククールールールールサポサポサポサポーーーータタタターーーー制制制制度でございます度でございます度でございます度でございますけけけけれども、れども、れども、れども、

これは問これは問これは問これは問題題題題行行行行動動動動のののの多多多多いいいい学学学学校校校校のののの支援支援支援支援をををを目的目的目的目的に、平成２２年４月からに、平成２２年４月からに、平成２２年４月からに、平成２２年４月から運運運運用を開用を開用を開用を開始始始始したしたしたした制制制制度でご度でご度でご度でご

ざいます。ざいます。ざいます。ざいます。運運運運用用用用当当当当初は警察初は警察初は警察初は警察官官官官ののののＯＢＯＢＯＢＯＢ３３３３人人人人を奈良、を奈良、を奈良、を奈良、橿橿橿橿原原原原、、、、高高高高田の３警察田の３警察田の３警察田の３警察署署署署にににに配配配配置置置置して、して、して、して、配配配配置置置置

警察警察警察警察署署署署管内の管内の管内の管内の学学学学校校校校へへへへのののの支援支援支援支援を行っておりました。を行っておりました。を行っておりました。を行っておりました。

市町市町市町市町村教育村教育村教育村教育委員会委員会委員会委員会やややや学学学学校校校校から要から要から要から要請請請請がががが多多多多くありまして、平成２５年の４月からは９名、本くありまして、平成２５年の４月からは９名、本くありまして、平成２５年の４月からは９名、本くありまして、平成２５年の４月からは９名、本

年４月からはさらに３名の年４月からはさらに３名の年４月からはさらに３名の年４月からはさらに３名の増増増増員をしていただきまして、１５名員をしていただきまして、１５名員をしていただきまして、１５名員をしていただきまして、１５名体体体体制制制制でででで運運運運用をしております。用をしております。用をしております。用をしております。

このこのこのこの間間間間、管内の、管内の、管内の、管内の学学学学校校校校に対するに対するに対するに対する訪訪訪訪問あるいは非行・問あるいは非行・問あるいは非行・問あるいは非行・被被被被害防止害防止害防止害防止教教教教室の開室の開室の開室の開催催催催、あるいは問、あるいは問、あるいは問、あるいは問題題題題行行行行動動動動

のののの多多多多いいいい学学学学校校校校以以以以外外外外のののの学学学学校校校校に対するに対するに対するに対する支援支援支援支援活活活活動動動動、これもあわせて、これもあわせて、これもあわせて、これもあわせて推進推進推進推進をしているところでございをしているところでございをしているところでございをしているところでござい

まして、まして、まして、まして、学学学学校校校校関係者関係者関係者関係者等等等等にスにスにスにスククククールールールールサポサポサポサポーーーータタタターのーのーのーの存在存在存在存在やややや役役役役割割割割を広くを広くを広くを広く周周周周知するとともに、知するとともに、知するとともに、知するとともに、教教教教職職職職

員員員員等等等等とのとのとのとの連携連携連携連携強強強強化化化化によりますによりますによりますによります学学学学校校校校等等等等のののの支援支援支援支援にににに努努努努めているところでございます。めているところでございます。めているところでございます。めているところでございます。以上以上以上以上でござでござでござでござ

います。います。います。います。

○宮木委員○宮木委員○宮木委員○宮木委員 先先先先ほどおほどおほどおほどお話話話話ししましたように、問ししましたように、問ししましたように、問ししましたように、問題題題題のののの多多多多様様様様化化化化というようなことがありまして、というようなことがありまして、というようなことがありまして、というようなことがありまして、
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暴暴暴暴力とかいろいろな力とかいろいろな力とかいろいろな力とかいろいろな案案案案件件件件の中で、の中で、の中で、の中で、ＯＢＯＢＯＢＯＢのののの方方方方というのはいろいろなことに対というのはいろいろなことに対というのはいろいろなことに対というのはいろいろなことに対応応応応されて、されて、されて、されて、今今今今まままま

でのでのでのでの経験経験経験経験でででで多分多分多分多分よきよきよきよき指指指指導導導導、またその、またその、またその、またその後後後後の対の対の対の対処処処処をされていると思うのですをされていると思うのですをされていると思うのですをされていると思うのですけけけけれども、れども、れども、れども、今今今今、、、、子子子子

どもたちのどもたちのどもたちのどもたちの間間間間ではではではでは携携携携帯帯帯帯電話電話電話電話のののの利利利利用用用用等等等等で、で、で、で、今今今今までこんな問までこんな問までこんな問までこんな問題題題題がががが起起起起こらなかった、いこらなかった、いこらなかった、いこらなかった、いじじじじめめめめ等等等等もももも

含めてです含めてです含めてです含めてですけけけけれども、そういうことがれども、そういうことがれども、そういうことがれども、そういうことが起起起起こっているこっているこっているこっている現状現状現状現状とかありますので、とかありますので、とかありますので、とかありますので、ＯＢＯＢＯＢＯＢのののの方方方方もももも新新新新

たな、たな、たな、たな、今現状今現状今現状今現状起起起起こっている問こっている問こっている問こっている問題題題題をををを勉強勉強勉強勉強していただいて、対していただいて、対していただいて、対していただいて、対応応応応をしていただきたいと思いまをしていただきたいと思いまをしていただきたいと思いまをしていただきたいと思いま

す。す。す。す。以上以上以上以上です。です。です。です。

○森川委員○森川委員○森川委員○森川委員 １点だ１点だ１点だ１点だけけけけ質問します。質問します。質問します。質問します。今今今今、農地を、農地を、農地を、農地を利利利利用して用して用して用して太陽太陽太陽太陽光発光発光発光発電電電電をををを進進進進められております。められております。められております。められております。

県農林部として、これから県農林部として、これから県農林部として、これから県農林部として、これから太陽太陽太陽太陽光発光発光発光発電電電電がががが進進進進められるにめられるにめられるにめられるに当当当当たって、農地がたって、農地がたって、農地がたって、農地が少少少少なくなっていく。なくなっていく。なくなっていく。なくなっていく。

一一一一遍遍遍遍にはいかないにはいかないにはいかないにはいかないけけけけれども、れども、れども、れども、逐逐逐逐次次次次、、、、耕作面積耕作面積耕作面積耕作面積がががが減減減減っていく。っていく。っていく。っていく。今後今後今後今後農地が農地が農地が農地が減減減減っていくことにっていくことにっていくことにっていくことに

対して、県はどのように取り組もうとされているのか。対して、県はどのように取り組もうとされているのか。対して、県はどのように取り組もうとされているのか。対して、県はどのように取り組もうとされているのか。今今今今あれば、あれば、あれば、あれば、教え教え教え教えていただきたい。ていただきたい。ていただきたい。ていただきたい。

県の県の県の県の耕作耕作耕作耕作農地の農地の農地の農地の確保確保確保確保というというというという面面面面でででで結構結構結構結構大事になってくると思います。大事になってくると思います。大事になってくると思います。大事になってくると思います。

それと、それにそれと、それにそれと、それにそれと、それに付付付付随随随随してといいますか、奈良県のしてといいますか、奈良県のしてといいますか、奈良県のしてといいますか、奈良県の土土土土地の用地の用地の用地の用途途途途というのはおのずと決めらというのはおのずと決めらというのはおのずと決めらというのはおのずと決めら

れて、れて、れて、れて、耕作耕作耕作耕作農地として農地として農地として農地として市市市市街街街街化化化化調調調調整整整整地域と決められている部地域と決められている部地域と決められている部地域と決められている部分分分分に、奈良県は特に、奈良県は特に、奈良県は特に、奈良県は特例例例例としてとしてとしてとして太陽太陽太陽太陽

光発光発光発光発電電電電施施施施設設設設のののの設設設設置置置置をされている部をされている部をされている部をされている部分分分分があります。それは、があります。それは、があります。それは、があります。それは、集落集落集落集落の中に農地を、の中に農地を、の中に農地を、の中に農地を、次次次次のののの世世世世代の代の代の代の

長長長長男男男男はそのはそのはそのはその継継継継承承承承はできるはできるはできるはできるけけけけれども、れども、れども、れども、次次次次男男男男についてはについてはについてはについては耕作耕作耕作耕作ができないということで、またもができないということで、またもができないということで、またもができないということで、またも

う一つはそのう一つはそのう一つはそのう一つはその集落集落集落集落の中にある農地をの中にある農地をの中にある農地をの中にある農地を改改改改修修修修して、農地の中をどうしても畑としてして、農地の中をどうしても畑としてして、農地の中をどうしても畑としてして、農地の中をどうしても畑として市市市市街街街街化化化化調調調調整整整整

地域として地域として地域として地域として使使使使っていっていっていっていけけけけないところを特ないところを特ないところを特ないところを特例例例例としてされている部としてされている部としてされている部としてされている部分分分分がある。がある。がある。がある。

ところが、その部ところが、その部ところが、その部ところが、その部分分分分について、について、について、について、今今今今、農地の中に、農地の中に、農地の中に、農地の中に工工工工場ができたり、どのような形でできる場ができたり、どのような形でできる場ができたり、どのような形でできる場ができたり、どのような形でできる

のかはわからないですのかはわからないですのかはわからないですのかはわからないですけけけけれども、れども、れども、れども、分分分分譲譲譲譲住住住住宅宅宅宅ができたりができたりができたりができたり工工工工場ができたり、特に場ができたり、特に場ができたり、特に場ができたり、特に浸浸浸浸水水水水するようするようするようするよう

な地域の農業振興地域にな地域の農業振興地域にな地域の農業振興地域にな地域の農業振興地域に工工工工場ができるところがところどころ場ができるところがところどころ場ができるところがところどころ場ができるところがところどころ目目目目立ってきています。立ってきています。立ってきています。立ってきています。

今今今今、、、、突突突突然然然然の質問でおの質問でおの質問でおの質問でお答え答え答え答えになれないと思うのですになれないと思うのですになれないと思うのですになれないと思うのですけけけけれども、そういうれども、そういうれども、そういうれども、そういう意味意味意味意味で、そういうで、そういうで、そういうで、そういう

地域の特地域の特地域の特地域の特例例例例として農地のとして農地のとして農地のとして農地の転転転転用、また用、また用、また用、また今後エネ今後エネ今後エネ今後エネルルルルギギギギーの開発としてーの開発としてーの開発としてーの開発として太陽太陽太陽太陽光発光発光発光発電電電電に活用していに活用していに活用していに活用してい

ったときに、おのずと県の農地がったときに、おのずと県の農地がったときに、おのずと県の農地がったときに、おのずと県の農地が減減減減っていくので、っていくので、っていくので、っていくので、今後今後今後今後どのような取り組どのような取り組どのような取り組どのような取り組みみみみをされようとをされようとをされようとをされようと

しているのか、できればしているのか、できればしているのか、できればしているのか、できれば教え教え教え教えていただきたい。ていただきたい。ていただきたい。ていただきたい。

○福谷農林部長○福谷農林部長○福谷農林部長○福谷農林部長 今今今今、森川委員から、農地の、森川委員から、農地の、森川委員から、農地の、森川委員から、農地の太陽太陽太陽太陽光発光発光発光発電電電電施施施施設設設設設設設設置置置置にににに伴伴伴伴うううう転転転転用なり、用なり、用なり、用なり、市市市市街街街街化化化化

調調調調整整整整区区区区域内、域内、域内、域内、恐恐恐恐らく農用地らく農用地らく農用地らく農用地区区区区域の中での域の中での域の中での域の中での工工工工場場場場建建建建設設設設についていろいろについていろいろについていろいろについていろいろ例例例例がががが見見見見られるられるられるられるけけけけれども、れども、れども、れども、

県として県として県として県として今後今後今後今後どういうどういうどういうどういうふふふふうにうにうにうに考え考え考え考えていくのかというおていくのかというおていくのかというおていくのかというお話話話話でございます。でございます。でございます。でございます。

まず１点、まず１点、まず１点、まず１点、太陽太陽太陽太陽光発光発光発光発電電電電につきましては、農用地につきましては、農用地につきましては、農用地につきましては、農用地区区区区域であっても、域であっても、域であっても、域であっても、先先先先ほどからいろいろごほどからいろいろごほどからいろいろごほどからいろいろご

質問いただいていますように、質問いただいていますように、質問いただいていますように、質問いただいていますように、営営営営農農農農型太陽型太陽型太陽型太陽光発光発光発光発電電電電としてとしてとしてとして制制制制度度度度上上上上も認められている部も認められている部も認められている部も認められている部分分分分が１が１が１が１

点あるということと、農用地点あるということと、農用地点あるということと、農用地点あるということと、農用地区区区区域内での域内での域内での域内での工工工工場場場場建建建建設等設等設等設等については、については、については、については、市町市町市町市町村村村村が特が特が特が特別別別別にににに条条条条例例例例で定で定で定で定
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めた場めた場めた場めた場合合合合に認められるというに認められるというに認められるというに認められるというケケケケースがあります。ただし、それはそのースがあります。ただし、それはそのースがあります。ただし、それはそのースがあります。ただし、それはその市町市町市町市町村村村村区区区区域内での農域内での農域内での農域内での農

地のありようを地のありようを地のありようを地のありようを十十十十分検討分検討分検討分検討したしたしたした上上上上でのでのでのでの話話話話という形のという形のという形のという形の整整整整理になっております。ですから、ただ理になっております。ですから、ただ理になっております。ですから、ただ理になっております。ですから、ただ

できたできたできたできた姿姿姿姿だだだだけけけけをををを見見見見るとそういうるとそういうるとそういうるとそういうふふふふうにうにうにうに見見見見られますられますられますられますけけけけれども、それなりのれども、それなりのれども、それなりのれども、それなりの整整整整理ができている理ができている理ができている理ができている

ということを１点ということを１点ということを１点ということを１点踏踏踏踏ままままええええていただきたいということがございます。ていただきたいということがございます。ていただきたいということがございます。ていただきたいということがございます。

ただ、おただ、おただ、おただ、お話話話話にありましたように、にありましたように、にありましたように、にありましたように、今後今後今後今後奈良県として、農地をどうしていくのかというの奈良県として、農地をどうしていくのかというの奈良県として、農地をどうしていくのかというの奈良県として、農地をどうしていくのかというの

は非常に大きなは非常に大きなは非常に大きなは非常に大きな命命命命題題題題であるとともに、であるとともに、であるとともに、であるとともに、解解解解決をしな決をしな決をしな決をしなけけけければいればいればいればいけけけけないないないない課題課題課題課題であるとであるとであるとであると我我我我 々々々々もももも考え考え考え考え

ております。そのような中で、知事から言われておりますのは、奈良県の農地のております。そのような中で、知事から言われておりますのは、奈良県の農地のております。そのような中で、知事から言われておりますのは、奈良県の農地のております。そのような中で、知事から言われておりますのは、奈良県の農地のマネマネマネマネジジジジメメメメ

ンンンントというトというトというトという視視視視点において、点において、点において、点において、今後今後今後今後いろいろいろいろいろいろいろいろ検討検討検討検討をしていこうということになっておりますのをしていこうということになっておりますのをしていこうということになっておりますのをしていこうということになっておりますの

で、そういったことも含めてで、そういったことも含めてで、そういったことも含めてで、そういったことも含めて今後今後今後今後その中でその中でその中でその中で検討検討検討検討をしていをしていをしていをしていけけけけたらということで、たらということで、たらということで、たらということで、少少少少しおしおしおしお答え答え答え答え

になっていないかわかりませんが、そのようにになっていないかわかりませんが、そのようにになっていないかわかりませんが、そのようにになっていないかわかりませんが、そのように考え考え考え考えているところでございます。ているところでございます。ているところでございます。ているところでございます。以上以上以上以上でごでごでごでご

ざいます。ざいます。ざいます。ざいます。

○森川委員○森川委員○森川委員○森川委員 県も、県も、県も、県も、今後今後今後今後は農業大は農業大は農業大は農業大学学学学校校校校のののの設設設設置や置や置や置やいろいろな場いろいろな場いろいろな場いろいろな場面面面面で、農地をで、農地をで、農地をで、農地を使使使使うという一つうという一つうという一つうという一つ

のスのスのスのスタタタタンンンンスがあるということで、計スがあるということで、計スがあるということで、計スがあるということで、計画画画画をつくっていただいたらと思います。をつくっていただいたらと思います。をつくっていただいたらと思います。をつくっていただいたらと思います。

ただ、ただ、ただ、ただ、我我我我 々々々々のののの目目目目からからからから見見見見て、こんなところに、いつもて、こんなところに、いつもて、こんなところに、いつもて、こんなところに、いつも浸浸浸浸水水水水をしているところにをしているところにをしているところにをしているところに家家家家がががが建建建建ったったったった

りりりり工工工工場が場が場が場が建建建建ったりという、すごくったりという、すごくったりという、すごくったりという、すごく不不不不思議でしようがないという疑問があり、思議でしようがないという疑問があり、思議でしようがないという疑問があり、思議でしようがないという疑問があり、今今今今のののの話話話話とは関とは関とは関とは関

係がないのです係がないのです係がないのです係がないのですけけけけれども、いろいろなれども、いろいろなれども、いろいろなれども、いろいろな意味意味意味意味で農地がで農地がで農地がで農地が減減減減らないようにもらないようにもらないようにもらないようにも気気気気をつをつをつをつけけけけていただいていただいていただいていただい

て活て活て活て活動動動動していただきたいと思います。していただきたいと思います。していただきたいと思います。していただきたいと思います。

○国中委員長○国中委員長○国中委員長○国中委員長 そのほかにございませんか。そのほかにございませんか。そのほかにございませんか。そのほかにございませんか。

（（（（「「「「なし」となし」となし」となし」と呼呼呼呼ぶぶぶぶ者あり）者あり）者あり）者あり）

ほかになほかになほかになほかになけけけければ、これをもってくらし創造部、景観・環境局、農林部、警察本部の審査れば、これをもってくらし創造部、景観・環境局、農林部、警察本部の審査れば、これをもってくらし創造部、景観・環境局、農林部、警察本部の審査れば、これをもってくらし創造部、景観・環境局、農林部、警察本部の審査

をををを終終終終わります。わります。わります。わります。

次回次回次回次回、１０月１４日、１０月１４日、１０月１４日、１０月１４日火曜火曜火曜火曜日は、日は、日は、日は、午前午前午前午前１０１０１０１０時時時時より地域振興部、観光局、国より地域振興部、観光局、国より地域振興部、観光局、国より地域振興部、観光局、国際際際際化推進化推進化推進化推進、、、、教育教育教育教育

委員会の審査を行い、その委員会の審査を行い、その委員会の審査を行い、その委員会の審査を行い、その終終終終了了了了後後後後にににに医療医療医療医療政政政政策部、策部、策部、策部、病病病病院院院院、、、、水道水道水道水道局の審査を行いますので、よ局の審査を行いますので、よ局の審査を行いますので、よ局の審査を行いますので、よ

ろしくお願いいたします。ろしくお願いいたします。ろしくお願いいたします。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終終終わります。わります。わります。わります。


