
---- 1111 ----

経 済 労 働 委 員 会 記 録経 済 労 働 委 員 会 記 録経 済 労 働 委 員 会 記 録経 済 労 働 委 員 会 記 録開催日時開催日時開催日時開催日時 平成２９年１２月１３日（水） １３：０４～１４：４５平成２９年１２月１３日（水） １３：０４～１４：４５平成２９年１２月１３日（水） １３：０４～１４：４５平成２９年１２月１３日（水） １３：０４～１４：４５開催場所開催場所開催場所開催場所 第３委員会室第３委員会室第３委員会室第３委員会室出席委員出席委員出席委員出席委員 ８名８名８名８名今井 光子 委員長今井 光子 委員長今井 光子 委員長今井 光子 委員長川口 延良 副委員長川口 延良 副委員長川口 延良 副委員長川口 延良 副委員長池田 慎久 委員池田 慎久 委員池田 慎久 委員池田 慎久 委員猪奥 美里 委員猪奥 美里 委員猪奥 美里 委員猪奥 美里 委員西川西川西川西川  委員委員委員委員松尾 勇臣 委員松尾 勇臣 委員松尾 勇臣 委員松尾 勇臣 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 中川 産業・雇用振興部長中川 産業・雇用振興部長中川 産業・雇用振興部長中川 産業・雇用振興部長福谷 農林部長 ほか、関係職員福谷 農林部長 ほか、関係職員福谷 農林部長 ほか、関係職員福谷 農林部長 ほか、関係職員傍 聴 者傍 聴 者傍 聴 者傍 聴 者 なしなしなしなし議 事議 事議 事議 事（１）議案の審査について（１）議案の審査について（１）議案の審査について（１）議案の審査について議第７０号 平成２９年度奈良県一般会計補正予算（第３号）議第７０号 平成２９年度奈良県一般会計補正予算（第３号）議第７０号 平成２９年度奈良県一般会計補正予算（第３号）議第７０号 平成２９年度奈良県一般会計補正予算（第３号）（経済労働委員会 所管分）（経済労働委員会 所管分）（経済労働委員会 所管分）（経済労働委員会 所管分）議第７１号 奈良県附属機関に関する条例の一部を改正する条例議第７１号 奈良県附属機関に関する条例の一部を改正する条例議第７１号 奈良県附属機関に関する条例の一部を改正する条例議第７１号 奈良県附属機関に関する条例の一部を改正する条例議第７６号 奈良県労働会館条例及び奈良県産業会館条例の一部を改正する議第７６号 奈良県労働会館条例及び奈良県産業会館条例の一部を改正する議第７６号 奈良県労働会館条例及び奈良県産業会館条例の一部を改正する議第７６号 奈良県労働会館条例及び奈良県産業会館条例の一部を改正する条例条例条例条例議第９５号 平成２９年度奈良県一般会計補正予算（第４号）議第９５号 平成２９年度奈良県一般会計補正予算（第４号）議第９５号 平成２９年度奈良県一般会計補正予算（第４号）議第９５号 平成２９年度奈良県一般会計補正予算（第４号）（経済労働委員会 所管分）（経済労働委員会 所管分）（経済労働委員会 所管分）（経済労働委員会 所管分）報第３１号 地方自治法第１８０条第１項の規定による専決処分の報告につ報第３１号 地方自治法第１８０条第１項の規定による専決処分の報告につ報第３１号 地方自治法第１８０条第１項の規定による専決処分の報告につ報第３１号 地方自治法第１８０条第１項の規定による専決処分の報告についていていていて自動車事故にかかる損害賠償額の決定について自動車事故にかかる損害賠償額の決定について自動車事故にかかる損害賠償額の決定について自動車事故にかかる損害賠償額の決定について（経済労働委員会 所管分）（経済労働委員会 所管分）（経済労働委員会 所管分）（経済労働委員会 所管分）（２）その他（２）その他（２）その他（２）その他



---- 2222 ----

＜会議の経過＞＜会議の経過＞＜会議の経過＞＜会議の経過＞○今井委員長○今井委員長○今井委員長○今井委員長 ただいまから経済労働委員会を開会いたします。ただいまから経済労働委員会を開会いたします。ただいまから経済労働委員会を開会いたします。ただいまから経済労働委員会を開会いたします。理事者におきまして、和田農林部次長が欠席されておりますので、ご了承をお願いいた理事者におきまして、和田農林部次長が欠席されておりますので、ご了承をお願いいた理事者におきまして、和田農林部次長が欠席されておりますので、ご了承をお願いいた理事者におきまして、和田農林部次長が欠席されておりますので、ご了承をお願いいたします。します。します。します。本日、傍聴の申し出がありましたら、２０名を限度に入室をしていただきますので、ご本日、傍聴の申し出がありましたら、２０名を限度に入室をしていただきますので、ご本日、傍聴の申し出がありましたら、２０名を限度に入室をしていただきますので、ご本日、傍聴の申し出がありましたら、２０名を限度に入室をしていただきますので、ご承知ください。承知ください。承知ください。承知ください。それでは、案件に入ります。それでは、案件に入ります。それでは、案件に入ります。それでは、案件に入ります。まず、付託案件の審査を行います。まず、付託案件の審査を行います。まず、付託案件の審査を行います。まず、付託案件の審査を行います。当委員会に付託を受けました議案は、委員会次第に記載のとおりであります。当委員会に付託を受けました議案は、委員会次第に記載のとおりであります。当委員会に付託を受けました議案は、委員会次第に記載のとおりであります。当委員会に付託を受けました議案は、委員会次第に記載のとおりであります。なお、審査に先立ち申し上げておきますが、委員長報告につきましては、正副委員長会なお、審査に先立ち申し上げておきますが、委員長報告につきましては、正副委員長会なお、審査に先立ち申し上げておきますが、委員長報告につきましては、正副委員長会なお、審査に先立ち申し上げておきますが、委員長報告につきましては、正副委員長会議の申し合わせにより、付託を受けました議案の審査結果についてのみの報告となります議の申し合わせにより、付託を受けました議案の審査結果についてのみの報告となります議の申し合わせにより、付託を受けました議案の審査結果についてのみの報告となります議の申し合わせにより、付託を受けました議案の審査結果についてのみの報告となりますので、あらかじめご了承願います。ので、あらかじめご了承願います。ので、あらかじめご了承願います。ので、あらかじめご了承願います。それでは、付託案件につきまして、産業・雇用振興部長、農林部長の順に説明をお願いそれでは、付託案件につきまして、産業・雇用振興部長、農林部長の順に説明をお願いそれでは、付託案件につきまして、産業・雇用振興部長、農林部長の順に説明をお願いそれでは、付託案件につきまして、産業・雇用振興部長、農林部長の順に説明をお願いします。します。します。します。なお、理事者の皆様におかれましては、着席にてご説明、ご報告をお願いいたします。なお、理事者の皆様におかれましては、着席にてご説明、ご報告をお願いいたします。なお、理事者の皆様におかれましては、着席にてご説明、ご報告をお願いいたします。なお、理事者の皆様におかれましては、着席にてご説明、ご報告をお願いいたします。○中川産業・雇用振興部長○中川産業・雇用振興部長○中川産業・雇用振興部長○中川産業・雇用振興部長 委員長から着座にて説明とのご配慮をいただきましたので、委員長から着座にて説明とのご配慮をいただきましたので、委員長から着座にて説明とのご配慮をいただきましたので、委員長から着座にて説明とのご配慮をいただきましたので、着席して説明させていただきたいと思います。着席して説明させていただきたいと思います。着席して説明させていただきたいと思います。着席して説明させていただきたいと思います。平成２９年１２月定例県議会に提出しております産業・雇用振興部関係の議案について平成２９年１２月定例県議会に提出しております産業・雇用振興部関係の議案について平成２９年１２月定例県議会に提出しております産業・雇用振興部関係の議案について平成２９年１２月定例県議会に提出しております産業・雇用振興部関係の議案について説明させていただきます。説明させていただきます。説明させていただきます。説明させていただきます。資料「平成２９年１２月定例県議会提出予算案の概要」の７ページ、平成２９年度一般資料「平成２９年１２月定例県議会提出予算案の概要」の７ページ、平成２９年度一般資料「平成２９年１２月定例県議会提出予算案の概要」の７ページ、平成２９年度一般資料「平成２９年１２月定例県議会提出予算案の概要」の７ページ、平成２９年度一般会計補正予算案（第４号）で、９億８，７９０万円余になっています。こちらは給与改定会計補正予算案（第４号）で、９億８，７９０万円余になっています。こちらは給与改定会計補正予算案（第４号）で、９億８，７９０万円余になっています。こちらは給与改定会計補正予算案（第４号）で、９億８，７９０万円余になっています。こちらは給与改定の関係に伴う増額です。平成２９年度の奈良県人事委員会勧告の趣旨にのりまして、給与の関係に伴う増額です。平成２９年度の奈良県人事委員会勧告の趣旨にのりまして、給与の関係に伴う増額です。平成２９年度の奈良県人事委員会勧告の趣旨にのりまして、給与の関係に伴う増額です。平成２９年度の奈良県人事委員会勧告の趣旨にのりまして、給与改定を実施することで増額をしています。９億８，７９０万円余のうち産業・雇用振興部改定を実施することで増額をしています。９億８，７９０万円余のうち産業・雇用振興部改定を実施することで増額をしています。９億８，７９０万円余のうち産業・雇用振興部改定を実施することで増額をしています。９億８，７９０万円余のうち産業・雇用振興部に係るものは９２９万円余です。に係るものは９２９万円余です。に係るものは９２９万円余です。に係るものは９２９万円余です。資料「平成２９年度一般会計補正予算案その他資料「平成２９年度一般会計補正予算案その他資料「平成２９年度一般会計補正予算案その他資料「平成２９年度一般会計補正予算案その他」」」」、平成２９年１２月１日提出の、１０、平成２９年１２月１日提出の、１０、平成２９年１２月１日提出の、１０、平成２９年１２月１日提出の、１０ページ、議第７１号です。奈良県附属機関に関する条例の一部を改正する条例で、知事のページ、議第７１号です。奈良県附属機関に関する条例の一部を改正する条例で、知事のページ、議第７１号です。奈良県附属機関に関する条例の一部を改正する条例で、知事のページ、議第７１号です。奈良県附属機関に関する条例の一部を改正する条例で、知事の附属機関に、いこいの村大和高原事業者選定委員会を追加するための所要の改正です。奈附属機関に、いこいの村大和高原事業者選定委員会を追加するための所要の改正です。奈附属機関に、いこいの村大和高原事業者選定委員会を追加するための所要の改正です。奈附属機関に、いこいの村大和高原事業者選定委員会を追加するための所要の改正です。奈良市針町にあります宿泊施設、いこいの村大和高原ですが、現事業者との契約が平成３０良市針町にあります宿泊施設、いこいの村大和高原ですが、現事業者との契約が平成３０良市針町にあります宿泊施設、いこいの村大和高原ですが、現事業者との契約が平成３０良市針町にあります宿泊施設、いこいの村大和高原ですが、現事業者との契約が平成３０年８月年８月年８月年８月末末末末にににに満満満満了となります。了となります。了となります。了となります。新新新新たな事業者をたな事業者をたな事業者をたな事業者を公募公募公募公募して、選定するための委員会を設して、選定するための委員会を設して、選定するための委員会を設して、選定するための委員会を設置置置置しよしよしよしようとするものです。うとするものです。うとするものです。うとするものです。
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続続続続いて、２７ページ、議第７６号、奈良県労働委員会条例及び奈良県産業委員会条例のいて、２７ページ、議第７６号、奈良県労働委員会条例及び奈良県産業委員会条例のいて、２７ページ、議第７６号、奈良県労働委員会条例及び奈良県産業委員会条例のいて、２７ページ、議第７６号、奈良県労働委員会条例及び奈良県産業委員会条例の一部を改正する条例です。大和高田市にあります中和労働会館の産業会館一部を改正する条例です。大和高田市にあります中和労働会館の産業会館一部を改正する条例です。大和高田市にあります中和労働会館の産業会館一部を改正する条例です。大和高田市にあります中和労働会館の産業会館へへへへのののの移転移転移転移転に伴い、に伴い、に伴い、に伴い、貸貸貸貸し会議室のし会議室のし会議室のし会議室の使使使使用料、用料、用料、用料、後納後納後納後納に係る規定なに係る規定なに係る規定なに係る規定などどどどについて所要の改正をしようとするものです。について所要の改正をしようとするものです。について所要の改正をしようとするものです。について所要の改正をしようとするものです。施行日は平成３０年４月１日です。施行日は平成３０年４月１日です。施行日は平成３０年４月１日です。施行日は平成３０年４月１日です。以以以以上が産業・雇用振興部の関係の議案です。上が産業・雇用振興部の関係の議案です。上が産業・雇用振興部の関係の議案です。上が産業・雇用振興部の関係の議案です。何何何何ととととぞぞぞぞ慎慎慎慎重重重重にご審議のほにご審議のほにご審議のほにご審議のほどどどどよよよよろろろろしくお願いしくお願いしくお願いしくお願いします。します。します。します。以以以以上です。上です。上です。上です。○福谷農林部長○福谷農林部長○福谷農林部長○福谷農林部長 続続続続いて、農林部関係の議案について説明させていただきます。着席にていて、農林部関係の議案について説明させていただきます。着席にていて、農林部関係の議案について説明させていただきます。着席にていて、農林部関係の議案について説明させていただきます。着席にて説明させていただきます。説明させていただきます。説明させていただきます。説明させていただきます。資料「平成２９年１２月定例県議会提出予算案の概要」の２ページ、１資料「平成２９年１２月定例県議会提出予算案の概要」の２ページ、１資料「平成２９年１２月定例県議会提出予算案の概要」の２ページ、１資料「平成２９年１２月定例県議会提出予算案の概要」の２ページ、１台風台風台風台風２１号２１号２１号２１号等等等等にににによるよるよるよる災災災災害害害害へへへへのののの対応対応対応対応についてです。農地及び農業用施設についてです。農地及び農業用施設についてです。農地及び農業用施設についてです。農地及び農業用施設災災災災害害害害復旧復旧復旧復旧事業で、事業で、事業で、事業で、被災被災被災被災したしたしたした天天天天理市、理市、理市、理市、五條五條五條五條市な市な市な市などどどどの農地の農地の農地の農地やややや農農農農道道道道、、、、パイプラインパイプラインパイプラインパイプライン、ため池、ため池、ため池、ため池等等等等の農業用施設について、の農業用施設について、の農業用施設について、の農業用施設について、早期早期早期早期にににに対応対応対応対応すすすするための経るための経るための経るための経費費費費として記載のとおり補正をお願いするものです。として記載のとおり補正をお願いするものです。として記載のとおり補正をお願いするものです。として記載のとおり補正をお願いするものです。林林林林道災道災道災道災害害害害復旧復旧復旧復旧事業から林地事業から林地事業から林地事業から林地崩壊防止崩壊防止崩壊防止崩壊防止事業までの４事業については、事業までの４事業については、事業までの４事業については、事業までの４事業については、天天天天理市、理市、理市、理市、五條五條五條五條市、市、市、市、吉吉吉吉野野野野町な町な町な町などどどどでででで被災被災被災被災した林した林した林した林道や道や道や道や林地の林地の林地の林地の崩壊崩壊崩壊崩壊をををを早期早期早期早期にににに復旧復旧復旧復旧するための経するための経するための経するための経費費費費として、それとして、それとして、それとして、それぞぞぞぞれ記載れ記載れ記載れ記載のとおり補正をお願いするものです。のとおり補正をお願いするものです。のとおり補正をお願いするものです。のとおり補正をお願いするものです。３ページ、３林業・３ページ、３林業・３ページ、３林業・３ページ、３林業・木材木材木材木材産業の振興です。奈良の産業の振興です。奈良の産業の振興です。奈良の産業の振興です。奈良の木づ木づ木づ木づかいかいかいかい研究研究研究研究事業で、県産事業で、県産事業で、県産事業で、県産材材材材のののの特色特色特色特色をををを生生生生かしたかしたかしたかした商品商品商品商品開開開開発や発や発や発や、、、、新新新新たな用たな用たな用たな用途へ途へ途へ途へのののの活活活活用を用を用を用を図図図図るため、県産るため、県産るため、県産るため、県産材材材材を用いたを用いたを用いたを用いた弦楽器弦楽器弦楽器弦楽器のののの製作製作製作製作にににに向向向向けて県産けて県産けて県産けて県産材材材材の人の人の人の人工乾燥工乾燥工乾燥工乾燥及びその振動及びその振動及びその振動及びその振動特性特性特性特性のののの調調調調査に要する経査に要する経査に要する経査に要する経費費費費について、記載のとおり補正について、記載のとおり補正について、記載のとおり補正について、記載のとおり補正をお願いするものです。をお願いするものです。をお願いするものです。をお願いするものです。５ページ、５ページ、５ページ、５ページ、繰越繰越繰越繰越明明明明許費許費許費許費補正です。治補正です。治補正です。治補正です。治山山山山事業で、事業で、事業で、事業で、災災災災害関害関害関害関連緊急連緊急連緊急連緊急治治治治山山山山事業、林地事業、林地事業、林地事業、林地荒廃防止荒廃防止荒廃防止荒廃防止施施施施設設設設災災災災害害害害復旧復旧復旧復旧事業については、国から事業については、国から事業については、国から事業については、国から激甚災激甚災激甚災激甚災害の害の害の害の指指指指定を受けました定を受けました定を受けました定を受けました台風台風台風台風２１号による２１号による２１号による２１号による被災被災被災被災規規規規模模模模が大きいことから、が大きいことから、が大きいことから、が大きいことから、十十十十分な分な分な分な工期工期工期工期をををを確保確保確保確保するため記載のとおりするため記載のとおりするため記載のとおりするため記載のとおり繰繰繰繰りりりり越越越越しをお願いするものしをお願いするものしをお願いするものしをお願いするものです。また、治です。また、治です。また、治です。また、治山山山山事業では、ことし８月の事業では、ことし８月の事業では、ことし８月の事業では、ことし８月の台風台風台風台風５号の５号の５号の５号の豪雨豪雨豪雨豪雨により現地の地により現地の地により現地の地により現地の地形形形形がががが変化変化変化変化し、し、し、し、再再再再測量測量測量測量及び計及び計及び計及び計画変更画変更画変更画変更がががが必必必必要となり、要となり、要となり、要となり、工工工工法の法の法の法の検討等検討等検討等検討等にににに不測不測不測不測の日の日の日の日時時時時を要したため、記載のとおりを要したため、記載のとおりを要したため、記載のとおりを要したため、記載のとおり繰繰繰繰りりりり越越越越しをお願いするものです。しをお願いするものです。しをお願いするものです。しをお願いするものです。７ページ、事業概要のその他で、給与改定に伴う増額について、給与改定を実施するこ７ページ、事業概要のその他で、給与改定に伴う増額について、給与改定を実施するこ７ページ、事業概要のその他で、給与改定に伴う増額について、給与改定を実施するこ７ページ、事業概要のその他で、給与改定に伴う増額について、給与改定を実施することにより増額となる９億８，７００万円余のうち農林部に関するものは２，９００万円余とにより増額となる９億８，７００万円余のうち農林部に関するものは２，９００万円余とにより増額となる９億８，７００万円余のうち農林部に関するものは２，９００万円余とにより増額となる９億８，７００万円余のうち農林部に関するものは２，９００万円余です。です。です。です。資料「平成２９年度一般会計補正予算その他」の６２ページ、報第３１号の地方自治法資料「平成２９年度一般会計補正予算その他」の６２ページ、報第３１号の地方自治法資料「平成２９年度一般会計補正予算その他」の６２ページ、報第３１号の地方自治法資料「平成２９年度一般会計補正予算その他」の６２ページ、報第３１号の地方自治法第１８０条第１項の規定による専決処分の報告についてです。第１８０条第１項の規定による専決処分の報告についてです。第１８０条第１項の規定による専決処分の報告についてです。第１８０条第１項の規定による専決処分の報告についてです。
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このうち農林部所管分についてご説明します。自動車事故に係る損害賠償額の決定につこのうち農林部所管分についてご説明します。自動車事故に係る損害賠償額の決定につこのうち農林部所管分についてご説明します。自動車事故に係る損害賠償額の決定につこのうち農林部所管分についてご説明します。自動車事故に係る損害賠償額の決定についてです。農林部に関する事項は６３ページの１及び６４ページの８の計２件で、損害賠いてです。農林部に関する事項は６３ページの１及び６４ページの８の計２件で、損害賠いてです。農林部に関する事項は６３ページの１及び６４ページの８の計２件で、損害賠いてです。農林部に関する事項は６３ページの１及び６４ページの８の計２件で、損害賠償額の合計額は１２３万２，９４３円です。それ償額の合計額は１２３万２，９４３円です。それ償額の合計額は１２３万２，９４３円です。それ償額の合計額は１２３万２，９４３円です。それぞぞぞぞれの事故の概要、損害賠償のれの事故の概要、損害賠償のれの事故の概要、損害賠償のれの事故の概要、損害賠償の相手相手相手相手方、方、方、方、損害賠償額、専決年月日は記載のとおりです。損害賠償額、専決年月日は記載のとおりです。損害賠償額、専決年月日は記載のとおりです。損害賠償額、専決年月日は記載のとおりです。以以以以上をもちまして農林部の提出議案の説明を上をもちまして農林部の提出議案の説明を上をもちまして農林部の提出議案の説明を上をもちまして農林部の提出議案の説明を終終終終わらせていただきます。ご審議よわらせていただきます。ご審議よわらせていただきます。ご審議よわらせていただきます。ご審議よろろろろしくしくしくしくお願いします。お願いします。お願いします。お願いします。○今井委員長○今井委員長○今井委員長○今井委員長 ただいまの説明につきまして、ただいまの説明につきまして、ただいまの説明につきまして、ただいまの説明につきまして、質疑質疑質疑質疑があれがあれがあれがあればばばばごごごご発言発言発言発言願います。願います。願います。願います。なお、その他の事項につきましては、なお、その他の事項につきましては、なお、その他の事項につきましては、なお、その他の事項につきましては、後後後後ほほほほど質問ど質問ど質問ど質問を行いますので、ご了承を願います。を行いますので、ご了承を願います。を行いますので、ご了承を願います。を行いますので、ご了承を願います。○池田委員○池田委員○池田委員○池田委員 ただいま補正予算の関係でご説明がありました。関ただいま補正予算の関係でご説明がありました。関ただいま補正予算の関係でご説明がありました。関ただいま補正予算の関係でご説明がありました。関連連連連してしてしてして質問質問質問質問をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただきたいと思います。農林部にだきたいと思います。農林部にだきたいと思います。農林部にだきたいと思います。農林部に対対対対して、先ほして、先ほして、先ほして、先ほどどどども補正予算の中で大きなも補正予算の中で大きなも補正予算の中で大きなも補正予算の中で大きな被被被被害があったと報害があったと報害があったと報害があったと報告され、告され、告され、告され、早速早速早速早速補正予算を補正予算を補正予算を補正予算を組ん組ん組ん組んでいただいているわけですけれでいただいているわけですけれでいただいているわけですけれでいただいているわけですけれどどどども、も、も、も、台風台風台風台風２１号の２１号の２１号の２１号の被被被被害の害の害の害の復復復復旧旧旧旧についてです。今、補正予算が出されて、についてです。今、補正予算が出されて、についてです。今、補正予算が出されて、についてです。今、補正予算が出されて、我々我々我々我々としてとしてとしてとして認認認認めていく方めていく方めていく方めていく方向向向向にもちにもちにもちにもちろんろんろんろんあるとあるとあるとあると思うのですけれ思うのですけれ思うのですけれ思うのですけれどどどども、今も、今も、今も、今後後後後ののののスケスケスケスケジジジジュュュューーーールルルルとして、として、として、として、どどどどういうういうういうういう手手手手順で順で順で順で復旧復旧復旧復旧がががが進進進進められていくめられていくめられていくめられていくのか、またのか、またのか、またのか、また復旧復旧復旧復旧のめのめのめのめどどどどについてもおについてもおについてもおについてもお聞聞聞聞かせいただきたいと思います。かせいただきたいと思います。かせいただきたいと思います。かせいただきたいと思います。特特特特にににに来来来来年年年年春春春春の田の田の田の田植え植え植え植え等等等等にににに影響影響影響影響があるのかないのか、できることならがあるのかないのか、できることならがあるのかないのか、できることならがあるのかないのか、できることならば影響ば影響ば影響ば影響がないようにしっかりとがないようにしっかりとがないようにしっかりとがないようにしっかりと作作作作業を業を業を業を前倒前倒前倒前倒しでしでしでしで早早早早めていただくことが大めていただくことが大めていただくことが大めていただくことが大切切切切だと思います。そのあたりのだと思います。そのあたりのだと思います。そのあたりのだと思います。そのあたりのスケスケスケスケジジジジュュュューーーールルルル、お、お、お、お考え考え考え考え、お、お、お、お聞聞聞聞かせいただきたいと思います。かせいただきたいと思います。かせいただきたいと思います。かせいただきたいと思います。○小林農村振興課長○小林農村振興課長○小林農村振興課長○小林農村振興課長 台風台風台風台風２１号による２１号による２１号による２１号による被被被被害の害の害の害の復旧復旧復旧復旧について、今について、今について、今について、今後後後後ののののスケスケスケスケジジジジュュュューーーールルルル及びめ及びめ及びめ及びめどどどど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。今今今今後後後後ののののスケスケスケスケジジジジュュュューーーールルルルにおいては、においては、においては、においては、各各各各市町村、地市町村、地市町村、地市町村、地元元元元がががが確認確認確認確認の上、１２月８日までに申の上、１２月８日までに申の上、１２月８日までに申の上、１２月８日までに申請請請請をををを出していただいている査定設計出していただいている査定設計出していただいている査定設計出していただいている査定設計書書書書をををを取取取取りまとめ、１２月１１日から１月中りまとめ、１２月１１日から１月中りまとめ、１２月１１日から１月中りまとめ、１２月１１日から１月中旬旬旬旬をめをめをめをめどどどどに国にに国にに国にに国により現地査定を受けることとしています。申より現地査定を受けることとしています。申より現地査定を受けることとしています。申より現地査定を受けることとしています。申請請請請がありました農地５４６がありました農地５４６がありました農地５４６がありました農地５４６カカカカ所、農業用施設所、農業用施設所、農業用施設所、農業用施設２６６２６６２６６２６６カカカカ所の現地査定を受けることになっています。所の現地査定を受けることになっています。所の現地査定を受けることになっています。所の現地査定を受けることになっています。災災災災害査定により事業害査定により事業害査定により事業害査定により事業費費費費が決まりますが決まりますが決まりますが決まりますと、と、と、と、復旧工復旧工復旧工復旧工事に着事に着事に着事に着手手手手できますので、できますので、できますので、できますので、各各各各市町村が市町村が市町村が市町村が随時工随時工随時工随時工事の事の事の事の発注発注発注発注を行うことになります。を行うことになります。を行うことになります。を行うことになります。各各各各市町村では、市町村では、市町村では、市町村では、来春来春来春来春の田の田の田の田植え植え植え植え、、、、作作作作付に付に付に付に間間間間に合うように今、に合うように今、に合うように今、に合うように今、復旧復旧復旧復旧を計を計を計を計画画画画していただいていますしていただいていますしていただいていますしていただいていますが、規が、規が、規が、規模や状況模や状況模や状況模や状況によってはおくれるとこによってはおくれるとこによってはおくれるとこによってはおくれるところろろろもあります。そういうとこもあります。そういうとこもあります。そういうとこもあります。そういうところろろろについてもについてもについてもについても仮復旧仮復旧仮復旧仮復旧というというというという形形形形で、で、で、で、作作作作付に付に付に付に間間間間に合うようにに合うようにに合うようにに合うように努力努力努力努力していきたいということです。いずれにしましてしていきたいということです。いずれにしましてしていきたいということです。いずれにしましてしていきたいということです。いずれにしましても、も、も、も、作作作作付付付付へへへへのののの影響影響影響影響がががが最小最小最小最小限になるように市町村とも限になるように市町村とも限になるように市町村とも限になるように市町村ともどどどどもももも早期復旧早期復旧早期復旧早期復旧にににに向向向向けてけてけてけて対応対応対応対応してまいりしてまいりしてまいりしてまいりたいとたいとたいとたいと考え考え考え考えています。ています。ています。ています。以以以以上です。上です。上です。上です。○池田委員○池田委員○池田委員○池田委員 ぜひ影響ぜひ影響ぜひ影響ぜひ影響をををを極力最小極力最小極力最小極力最小限にと限にと限にと限にとどどどどめていただきますように、市町村にも県からめていただきますように、市町村にも県からめていただきますように、市町村にも県からめていただきますように、市町村にも県からイイイイ
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ニシアチブニシアチブニシアチブニシアチブをとってをとってをとってをとって進進進進めていただけるようにお願いしたいと思います。めていただけるようにお願いしたいと思います。めていただけるようにお願いしたいと思います。めていただけるようにお願いしたいと思います。もう１もう１もう１もう１点点点点、１２月８日に申、１２月８日に申、１２月８日に申、１２月８日に申請請請請のののの締締締締めめめめ切切切切りがあったということですけれりがあったということですけれりがあったということですけれりがあったということですけれどどどども、今も、今も、今も、今後後後後、例、例、例、例ええええばばばばききききょょょょうううう台風台風台風台風２１号で２１号で２１号で２１号で被被被被害があったであ害があったであ害があったであ害があったであろろろろうううう被被被被害害害害箇箇箇箇所が所が所が所が発見発見発見発見されたされたされたされた場場場場合、合、合、合、何何何何かかかか対応対応対応対応できるできるできるできる手手手手だてがあるのか。これは１２月８日でだてがあるのか。これは１２月８日でだてがあるのか。これは１２月８日でだてがあるのか。これは１２月８日で締締締締めめめめ切切切切っているので、これっているので、これっているので、これっているので、これ以以以以上はもう受け付けら上はもう受け付けら上はもう受け付けら上はもう受け付けられませれませれませれませんんんんということなのか、そのあたりのということなのか、そのあたりのということなのか、そのあたりのということなのか、そのあたりの考え考え考え考え方、方、方、方、対応対応対応対応のののの仕仕仕仕方についてお方についてお方についてお方についてお聞聞聞聞かせいただきかせいただきかせいただきかせいただきたいと思います。たいと思います。たいと思います。たいと思います。○小林農村振興課長○小林農村振興課長○小林農村振興課長○小林農村振興課長 農地、農業用施設の農地、農業用施設の農地、農業用施設の農地、農業用施設の災災災災害害害害復旧復旧復旧復旧事業については、事業については、事業については、事業については、災災災災害害害害発生後発生後発生後発生後３３３３週間以週間以週間以週間以内内内内にににに近畿近畿近畿近畿農農農農政局へ政局へ政局へ政局へのののの被被被被害報告を行うことになっています。これが先ほ害報告を行うことになっています。これが先ほ害報告を行うことになっています。これが先ほ害報告を行うことになっています。これが先ほど述べど述べど述べど述べました農地ました農地ました農地ました農地災災災災害、農業用施設害、農業用施設害、農業用施設害、農業用施設災災災災害の８１２害の８１２害の８１２害の８１２カカカカ所になっています。これらの中から県、所になっています。これらの中から県、所になっています。これらの中から県、所になっています。これらの中から県、各各各各市町村、農市町村、農市町村、農市町村、農家家家家のののの方方方方 々々々々と現地をと現地をと現地をと現地を確認確認確認確認して、市町村がして、市町村がして、市町村がして、市町村が災災災災害害害害復旧復旧復旧復旧事業で事業で事業で事業で復旧復旧復旧復旧を行うを行うを行うを行う箇箇箇箇所を所を所を所を災災災災害害害害発生後発生後発生後発生後６０日６０日６０日６０日以内以内以内以内に査定設計に査定設計に査定設計に査定設計書書書書をををを取取取取りまとめ、国りまとめ、国りまとめ、国りまとめ、国へへへへ申申申申請請請請することになっています。この地することになっています。この地することになっています。この地することになっています。この地区区区区について、現地について、現地について、現地について、現地査定を受けることになっています。き査定を受けることになっています。き査定を受けることになっています。き査定を受けることになっています。きょょょょう申う申う申う申請請請請がありますと、まだ６０日がありますと、まだ６０日がありますと、まだ６０日がありますと、まだ６０日以内以内以内以内ということということということということになりますので、になりますので、になりますので、になりますので、何何何何とかとかとかとか間間間間に合うとに合うとに合うとに合うと考え考え考え考えていますけれていますけれていますけれていますけれどどどども、も、も、も、早期復旧早期復旧早期復旧早期復旧がががが災災災災害害害害復旧復旧復旧復旧のののの目的目的目的目的でででですので、すので、すので、すので、早期早期早期早期にににに対応対応対応対応していただきたいとしていただきたいとしていただきたいとしていただきたいと考え考え考え考えています。ています。ています。ています。以以以以上です。上です。上です。上です。○池田委員○池田委員○池田委員○池田委員 そういうそういうそういうそういう制制制制度というか、度というか、度というか、度というか、仕組仕組仕組仕組みがあるということです。みがあるということです。みがあるということです。みがあるということです。ふふふふだだだだんんんん人が余り入ら人が余り入ら人が余り入ら人が余り入らないないないない場場場場所で所で所で所で被被被被害があったかもしれないわけで、害があったかもしれないわけで、害があったかもしれないわけで、害があったかもしれないわけで、発見発見発見発見から６０日から６０日から６０日から６０日以内以内以内以内の申の申の申の申請請請請であれであれであれであればばばばというというというということです。今ことです。今ことです。今ことです。今後後後後そういうものがもし出てくるならそういうものがもし出てくるならそういうものがもし出てくるならそういうものがもし出てくるならばばばば、、、、ぜひ対応ぜひ対応ぜひ対応ぜひ対応していただきたい。そのこしていただきたい。そのこしていただきたい。そのこしていただきたい。そのことをお願いして、また一日もとをお願いして、また一日もとをお願いして、また一日もとをお願いして、また一日も早早早早いいいい復旧復旧復旧復旧をお願いして、をお願いして、をお願いして、をお願いして、質問質問質問質問をををを終終終終わりたいと思います。わりたいと思います。わりたいと思います。わりたいと思います。○和田委員○和田委員○和田委員○和田委員 議第７６号の奈良県労働会館条例及び奈良県産業会館条例の一部を改正する議第７６号の奈良県労働会館条例及び奈良県産業会館条例の一部を改正する議第７６号の奈良県労働会館条例及び奈良県産業会館条例の一部を改正する議第７６号の奈良県労働会館条例及び奈良県産業会館条例の一部を改正する条例について条例について条例について条例について質問質問質問質問したいと思います。したいと思います。したいと思います。したいと思います。２９ページで、理２９ページで、理２９ページで、理２９ページで、理由由由由が上げられています。中和労働会館のが上げられています。中和労働会館のが上げられています。中和労働会館のが上げられています。中和労働会館の移転移転移転移転に伴い、に伴い、に伴い、に伴い、使使使使用料を定める用料を定める用料を定める用料を定めるななななどどどどの改正をしたいということで、いの改正をしたいということで、いの改正をしたいということで、いの改正をしたいということで、いろろろろいいいいろろろろと説明を受けたいと思うのです。まずは趣旨と説明を受けたいと思うのです。まずは趣旨と説明を受けたいと思うのです。まずは趣旨と説明を受けたいと思うのです。まずは趣旨として、この奈良県産業会館として、この奈良県産業会館として、この奈良県産業会館として、この奈良県産業会館へへへへ中和労働会館を中和労働会館を中和労働会館を中和労働会館を移転移転移転移転させる、このたびの施させる、このたびの施させる、このたびの施させる、このたびの施策策策策実施ですが、実施ですが、実施ですが、実施ですが、そのそのそのその際際際際、中和労働会館の、中和労働会館の、中和労働会館の、中和労働会館の利利利利用用用用状況状況状況状況ははははどどどどのようなものであったのか。また、労働のようなものであったのか。また、労働のようなものであったのか。また、労働のようなものであったのか。また、労働組組組組合、合、合、合、利利利利用用用用関係者からの関係者からの関係者からの関係者からの意見意見意見意見、要、要、要、要望望望望は出ていなかったのか。このことがまず１は出ていなかったのか。このことがまず１は出ていなかったのか。このことがまず１は出ていなかったのか。このことがまず１点目点目点目点目です。です。です。です。２２２２点目点目点目点目は、奈良県産業会館は、奈良県産業会館は、奈良県産業会館は、奈良県産業会館へ移へ移へ移へ移るとなると、あのるとなると、あのるとなると、あのるとなると、あの建物建物建物建物のののの器器器器はははは変変変変わることがないわけで、わることがないわけで、わることがないわけで、わることがないわけで、そうしますと部そうしますと部そうしますと部そうしますと部屋屋屋屋のののの利利利利用は用は用は用は手狭手狭手狭手狭になるのではないかとになるのではないかとになるのではないかとになるのではないかと懸念懸念懸念懸念しますが、そのしますが、そのしますが、そのしますが、その点点点点ははははどどどどのようにのようにのようにのようにおおおお考え考え考え考えなのか。また、料なのか。また、料なのか。また、料なのか。また、料金金金金改定となると、高くなるのか、改定となると、高くなるのか、改定となると、高くなるのか、改定となると、高くなるのか、使使使使いいいいややややすくなるのか、こういっすくなるのか、こういっすくなるのか、こういっすくなるのか、こういったたたた点点点点についてご説明いただきたい。についてご説明いただきたい。についてご説明いただきたい。についてご説明いただきたい。○石井雇用政策課長○石井雇用政策課長○石井雇用政策課長○石井雇用政策課長 中和労働会館の中和労働会館の中和労働会館の中和労働会館の移転移転移転移転についてごについてごについてごについてご答弁答弁答弁答弁申し上げます。申し上げます。申し上げます。申し上げます。
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１１１１点目点目点目点目は、中和労働会館の現は、中和労働会館の現は、中和労働会館の現は、中和労働会館の現在在在在のののの利利利利用用用用状況状況状況状況ですけれですけれですけれですけれどどどども、平成２８年度のも、平成２８年度のも、平成２８年度のも、平成２８年度の稼稼稼稼働働働働状況状況状況状況は、は、は、は、３９３９３９３９．．．．５５５５％％％％です。また、です。また、です。また、です。また、利利利利用者から用者から用者から用者からどどどどういった要ういった要ういった要ういった要望望望望があったのか、があったのか、があったのか、があったのか、声声声声をををを聞聞聞聞いたのかといういたのかといういたのかといういたのかというごごごご質問質問質問質問ですが、ですが、ですが、ですが、移転移転移転移転については今については今については今については今回回回回ご審議いただいていますので、それについてというごご審議いただいていますので、それについてというごご審議いただいていますので、それについてというごご審議いただいていますので、それについてというご意見意見意見意見ではなくて、これまでからではなくて、これまでからではなくて、これまでからではなくて、これまでから障障障障害者、高害者、高害者、高害者、高齢齢齢齢者について、者について、者について、者について、エレベエレベエレベエレベーーーータタタターがありませーがありませーがありませーがありませんんんんのでのでのでので利利利利用しにくいというご用しにくいというご用しにくいというご用しにくいというご意見意見意見意見はははは頂戴頂戴頂戴頂戴していました。していました。していました。していました。２２２２点目点目点目点目の部の部の部の部屋屋屋屋の料の料の料の料金金金金ははははどどどどうなるのか、部うなるのか、部うなるのか、部うなるのか、部屋屋屋屋がががが手狭手狭手狭手狭なのではないかということですけれなのではないかということですけれなのではないかということですけれなのではないかということですけれどどどども、おっしも、おっしも、おっしも、おっしゃゃゃゃるように、るように、るように、るように、建物建物建物建物が２つあったものが１つになりますので、部が２つあったものが１つになりますので、部が２つあったものが１つになりますので、部が２つあったものが１つになりますので、部屋数屋数屋数屋数としては中としては中としては中としては中和労働会館は、今５室で３室の和労働会館は、今５室で３室の和労働会館は、今５室で３室の和労働会館は、今５室で３室の貸貸貸貸し館になり、そのため２室のし館になり、そのため２室のし館になり、そのため２室のし館になり、そのため２室の減減減減ということです。また、ということです。また、ということです。また、ということです。また、産業会館については、中和労働会館に３室を産業会館については、中和労働会館に３室を産業会館については、中和労働会館に３室を産業会館については、中和労働会館に３室を転転転転用する用する用する用する形形形形になりますので、実になりますので、実になりますので、実になりますので、実質的質的質的質的には３室には３室には３室には３室のののの減減減減ということです。それから、料ということです。それから、料ということです。それから、料ということです。それから、料金金金金ですけれですけれですけれですけれどどどども、現も、現も、現も、現在在在在、産業会館で設定しています額、産業会館で設定しています額、産業会館で設定しています額、産業会館で設定しています額をそのままをそのままをそのままをそのまま転転転転用しますので、額については用しますので、額については用しますので、額については用しますので、額については変変変変わらないわらないわらないわらない状況状況状況状況です。です。です。です。以以以以上です。上です。上です。上です。○和田委員○和田委員○和田委員○和田委員 労働労働労働労働組組組組合との合との合との合との話話話話し合いなし合いなし合いなし合いなどどどどはされていますか。これが１つ。はされていますか。これが１つ。はされていますか。これが１つ。はされていますか。これが１つ。それから、産業会館では、中和労働会館の機それから、産業会館では、中和労働会館の機それから、産業会館では、中和労働会館の機それから、産業会館では、中和労働会館の機能能能能をそのまま３室をそのまま３室をそのまま３室をそのまま３室確保確保確保確保してしてしてして充充充充てるというこてるというこてるというこてるということで、これについてとで、これについてとで、これについてとで、これについて問題問題問題問題、、、、懸念懸念懸念懸念すすすすべべべべき事項はありますか。産業会館のき事項はありますか。産業会館のき事項はありますか。産業会館のき事項はありますか。産業会館の側側側側としては３室としては３室としては３室としては３室減減減減るるるることになります。このことで産業会館のことになります。このことで産業会館のことになります。このことで産業会館のことになります。このことで産業会館の運営運営運営運営機機機機能的能的能的能的なななな役割役割役割役割を、これまでを、これまでを、これまでを、これまでどどどどおりおりおりおり維持維持維持維持できるできるできるできるのかのかのかのかどどどどうか、このうか、このうか、このうか、この点点点点、改めてお、改めてお、改めてお、改めてお答え答え答え答えいただきたいと思います。いただきたいと思います。いただきたいと思います。いただきたいと思います。○石井雇用政策課長○石井雇用政策課長○石井雇用政策課長○石井雇用政策課長 中和労働会館に今入っておられる労働の関係の方に、事中和労働会館に今入っておられる労働の関係の方に、事中和労働会館に今入っておられる労働の関係の方に、事中和労働会館に今入っておられる労働の関係の方に、事前前前前にににに状況状況状況状況にににについて申し上げているとこついて申し上げているとこついて申し上げているとこついて申し上げているところろろろです。です。です。です。２２２２点目点目点目点目で、部で、部で、部で、部屋数屋数屋数屋数がががが減少減少減少減少することによってすることによってすることによってすることによって懸念懸念懸念懸念する事項がないかということですけれする事項がないかということですけれする事項がないかということですけれする事項がないかということですけれどどどども、先ほも、先ほも、先ほも、先ほどどどど申し上げたように、中和労働会館については申し上げたように、中和労働会館については申し上げたように、中和労働会館については申し上げたように、中和労働会館については稼稼稼稼働働働働率率率率が３９が３９が３９が３９．．．．５５５５％％％％ですし、産業ですし、産業ですし、産業ですし、産業会館は、平成２８年度の会館は、平成２８年度の会館は、平成２８年度の会館は、平成２８年度の稼稼稼稼働働働働率率率率が２８が２８が２８が２８．．．．４４４４％％％％となっていますので、そのとなっていますので、そのとなっていますので、そのとなっていますので、その点点点点を加を加を加を加味味味味しますと、しますと、しますと、しますと、それほそれほそれほそれほどどどどのののの支障支障支障支障ははははどどどどうかと思っています。うかと思っています。うかと思っています。うかと思っています。以以以以上です。上です。上です。上です。○和田委員○和田委員○和田委員○和田委員 このこのこのこの移転移転移転移転の理の理の理の理由由由由として、中和労働会館がとして、中和労働会館がとして、中和労働会館がとして、中和労働会館が随随随随分分分分老朽化老朽化老朽化老朽化したということ、これにしたということ、これにしたということ、これにしたということ、これについて理ついて理ついて理ついて理解解解解はできます。このはできます。このはできます。このはできます。この新新新新しくしくしくしく移移移移るについて、るについて、るについて、るについて、稼稼稼稼働働働働率率率率のののの状況状況状況状況も説明いただきました。も説明いただきました。も説明いただきました。も説明いただきました。また、また、また、また、利利利利用している労働用している労働用している労働用している労働組組組組合の方とも合の方とも合の方とも合の方とも話話話話し合いをされているということで、順し合いをされているということで、順し合いをされているということで、順し合いをされているということで、順調調調調にににに整整整整理さ理さ理さ理されるのかと受けとめます。中和労働会館のれるのかと受けとめます。中和労働会館のれるのかと受けとめます。中和労働会館のれるのかと受けとめます。中和労働会館の跡跡跡跡地の地の地の地の利利利利用ということで、用ということで、用ということで、用ということで、将来的将来的将来的将来的なななな展望展望展望展望はありはありはありはありますか。ますか。ますか。ますか。○石井雇用政策課長○石井雇用政策課長○石井雇用政策課長○石井雇用政策課長 中和労働会館の中和労働会館の中和労働会館の中和労働会館の跡跡跡跡地の地の地の地の活活活活用ですけれ用ですけれ用ですけれ用ですけれどどどども、この中和労働会館があるも、この中和労働会館があるも、この中和労働会館があるも、この中和労働会館がある大和高田市において、ことし１０月にまち大和高田市において、ことし１０月にまち大和高田市において、ことし１０月にまち大和高田市において、ことし１０月にまちづづづづくりくりくりくり基基基基本本本本構想構想構想構想がががが公表公表公表公表されています。その中にされています。その中にされています。その中にされています。その中において、中和労働会館付おいて、中和労働会館付おいて、中和労働会館付おいて、中和労働会館付近近近近一一一一帯帯帯帯をにをにをにをにぎぎぎぎわい・わい・わい・わい・交流拠点交流拠点交流拠点交流拠点としてとしてとしてとして活活活活用することが用することが用することが用することが盛盛盛盛りりりり込込込込まれてまれてまれてまれて
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います。中和労働会館のいます。中和労働会館のいます。中和労働会館のいます。中和労働会館の跡跡跡跡地地地地活活活活用については今用については今用については今用については今後後後後、県と地、県と地、県と地、県と地元元元元の大和高田市のの大和高田市のの大和高田市のの大和高田市の担担担担当部当部当部当部局間局間局間局間でででで協協協協議、議、議、議、検討検討検討検討を行うとを行うとを行うとを行うと聞聞聞聞いています。いています。いています。いています。以以以以上です。上です。上です。上です。○和田委員○和田委員○和田委員○和田委員 それでは、まちそれでは、まちそれでは、まちそれでは、まちづづづづくりのためにしっかりとこの中和労働会館のくりのためにしっかりとこの中和労働会館のくりのためにしっかりとこの中和労働会館のくりのためにしっかりとこの中和労働会館の跡跡跡跡地地地地活活活活用を成用を成用を成用を成功功功功させるようさせるようさせるようさせるよう頑頑頑頑張張張張ってください。ってください。ってください。ってください。以以以以上です。上です。上です。上です。○岩田委員○岩田委員○岩田委員○岩田委員 いこいの村大和高原事業者選定委員会が設いこいの村大和高原事業者選定委員会が設いこいの村大和高原事業者選定委員会が設いこいの村大和高原事業者選定委員会が設置置置置されるということですが、されるということですが、されるということですが、されるということですが、貸貸貸貸ししししているわけだから、そのているわけだから、そのているわけだから、そのているわけだから、その期期期期日が日が日が日が来来来来るからこういう委員会をつくられると思うのですけれるからこういう委員会をつくられると思うのですけれるからこういう委員会をつくられると思うのですけれるからこういう委員会をつくられると思うのですけれどどどども、も、も、も、貸貸貸貸すということは、次、今が１００円ですということは、次、今が１００円ですということは、次、今が１００円ですということは、次、今が１００円で貸貸貸貸していたら１１０円というように高いほうしていたら１１０円というように高いほうしていたら１１０円というように高いほうしていたら１１０円というように高いほうがよいわけです。この今がよいわけです。この今がよいわけです。この今がよいわけです。この今ややややっている業者はっている業者はっている業者はっている業者はどどどどこがこがこがこがややややっているのか知りませっているのか知りませっているのか知りませっているのか知りませんんんんけれけれけれけれどどどども、経も、経も、経も、経営営営営者は一者は一者は一者は一生懸生懸生懸生懸命命命命自分の自分の自分の自分の企企企企業がうまくいくように業がうまくいくように業がうまくいくように業がうまくいくように努力努力努力努力して、今して、今して、今して、今ググググララララウウウウンンンンドゴドゴドゴドゴルルルルフフフフななななどどどど、い、い、い、いろろろろいいいいろろろろで大分にで大分にで大分にで大分にぎぎぎぎわっているように思うのです。そわっているように思うのです。そわっているように思うのです。そわっているように思うのです。そんんんんな中で、な中で、な中で、な中で、期期期期限が限が限が限が来来来来たからこういうことたからこういうことたからこういうことたからこういうことをされるのはいいとしても、そのをされるのはいいとしても、そのをされるのはいいとしても、そのをされるのはいいとしても、その辺辺辺辺はこういう業者がいれはこういう業者がいれはこういう業者がいれはこういう業者がいればばばば、あそこはよいな、いくらで、あそこはよいな、いくらで、あそこはよいな、いくらで、あそこはよいな、いくらで貸貸貸貸しているのだしているのだしているのだしているのだろろろろうな、あれよりもううな、あれよりもううな、あれよりもううな、あれよりもう少少少少し高く出したらし高く出したらし高く出したらし高く出したら借借借借りられないのかなということで、りられないのかなということで、りられないのかなということで、りられないのかなということで、ただただただただ金金金金額だけでそういう額だけでそういう額だけでそういう額だけでそういう形形形形になっても、現になっても、現になっても、現になっても、現在や在や在や在やっている人、それだったらちっている人、それだったらちっている人、それだったらちっている人、それだったらちょょょょっとなと思っとなと思っとなと思っとなと思ったりもするので、そのったりもするので、そのったりもするので、そのったりもするので、その点点点点は選定委員会がは選定委員会がは選定委員会がは選定委員会がどどどどうされるのか、おうされるのか、おうされるのか、おうされるのか、お聞聞聞聞かせ願いたいです。かせ願いたいです。かせ願いたいです。かせ願いたいです。○石井雇用政策課長○石井雇用政策課長○石井雇用政策課長○石井雇用政策課長 いこいの村大和高原ですけれいこいの村大和高原ですけれいこいの村大和高原ですけれいこいの村大和高原ですけれどどどども、今のとこも、今のとこも、今のとこも、今のところ公募ろ公募ろ公募ろ公募条件、事業者の条件、事業者の条件、事業者の条件、事業者の選定について、選定に当たり選定について、選定に当たり選定について、選定に当たり選定について、選定に当たり評価評価評価評価基基基基準準準準は、今は、今は、今は、今後後後後選定委員会の委員のご選定委員会の委員のご選定委員会の委員のご選定委員会の委員のご意見意見意見意見をいただいた上をいただいた上をいただいた上をいただいた上で決めていきたいと思っています。ただし事業者の選定に当たっては、提案で決めていきたいと思っています。ただし事業者の選定に当たっては、提案で決めていきたいと思っています。ただし事業者の選定に当たっては、提案で決めていきたいと思っています。ただし事業者の選定に当たっては、提案価格価格価格価格だけではだけではだけではだけではなくて施設のなくて施設のなくて施設のなくて施設の利活利活利活利活用の用の用の用の観観観観点点点点からからからから最最最最適適適適な提案であるかなな提案であるかなな提案であるかなな提案であるかなどどどど、提案者の経、提案者の経、提案者の経、提案者の経営状況営状況営状況営状況、事業計、事業計、事業計、事業計画画画画とととと収収収収支支支支計計計計画画画画についてについてについてについてどどどどうなっているか、地うなっているか、地うなっているか、地うなっているか、地元へ元へ元へ元へのののの貢献貢献貢献貢献ななななどどどどについて、さまについて、さまについて、さまについて、さまざざざざまなまなまなまな観観観観点点点点がががが必必必必要要要要ではないかと思っています。ではないかと思っています。ではないかと思っています。ではないかと思っています。以以以以上です。上です。上です。上です。○岩田委員○岩田委員○岩田委員○岩田委員 今の今の今の今の意見意見意見意見をををを聞聞聞聞いたらそうですかというようないたらそうですかというようないたらそうですかというようないたらそうですかというような話話話話ですが、ですが、ですが、ですが、私私私私がががが言言言言いたいのは、いたいのは、いたいのは、いたいのは、そういう中でも、現そういう中でも、現そういう中でも、現そういう中でも、現在や在や在や在やっている人が自分なりにっている人が自分なりにっている人が自分なりにっている人が自分なりに努力努力努力努力をしておられると思う。をしておられると思う。をしておられると思う。をしておられると思う。同同同同じようなじようなじようなじような提案であっても、その提案であっても、その提案であっても、その提案であっても、その点点点点はははは十十十十分分分分考考考考慮していただきたいと思いますので、よ慮していただきたいと思いますので、よ慮していただきたいと思いますので、よ慮していただきたいと思いますので、よろろろろしくお願いししくお願いししくお願いししくお願いします。ます。ます。ます。○松尾委員○松尾委員○松尾委員○松尾委員 災災災災害に関害に関害に関害に関連連連連して、１して、１して、１して、１点点点点だけだけだけだけ確認確認確認確認と要と要と要と要望望望望をさせていただきたいと思います。をさせていただきたいと思います。をさせていただきたいと思います。をさせていただきたいと思います。南南南南部・部・部・部・東東東東部地部地部地部地域域域域振興振興振興振興対策特対策特対策特対策特別別別別委員会でも、今委員会でも、今委員会でも、今委員会でも、今回回回回のののの災災災災害で害で害で害で気気気気づづづづいたことをいたことをいたことをいたことを言言言言わせていただいたわせていただいたわせていただいたわせていただいたのですけれのですけれのですけれのですけれどどどど、県、県、県、県土マネ土マネ土マネ土マネジジジジメメメメンンンントトトト部、農林部の部部、農林部の部部、農林部の部部、農林部の部局局局局のののの横断横断横断横断的的的的なななな連連連連携携携携が本当にできていなかが本当にできていなかが本当にできていなかが本当にできていなかったと思っているのです。現ったと思っているのです。現ったと思っているのです。現ったと思っているのです。現場場場場に入りますと、ここから上が農林部で、ここからに入りますと、ここから上が農林部で、ここからに入りますと、ここから上が農林部で、ここからに入りますと、ここから上が農林部で、ここから下下下下は県は県は県は県土土土土マネマネマネマネジジジジメメメメンンンントトトト部でというようなことを部でというようなことを部でというようなことを部でというようなことを言言言言っているっているっているっている状況状況状況状況だったので、本当にこのだったので、本当にこのだったので、本当にこのだったので、本当にこの災災災災害を害を害を害を教訓教訓教訓教訓にして、にして、にして、にして、同同同同じことがないようにしっかりしたじことがないようにしっかりしたじことがないようにしっかりしたじことがないようにしっかりした制制制制度をつくっていただきたいと思っています。度をつくっていただきたいと思っています。度をつくっていただきたいと思っています。度をつくっていただきたいと思っています。
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被被被被害を受けた害を受けた害を受けた害を受けた住民住民住民住民の方の方の方の方 々々々々にとっては、こっちは農林部で、こっちは県にとっては、こっちは農林部で、こっちは県にとっては、こっちは農林部で、こっちは県にとっては、こっちは農林部で、こっちは県土マネ土マネ土マネ土マネジジジジメメメメンンンントトトト部で部で部で部でというのは本当に関係のないというのは本当に関係のないというのは本当に関係のないというのは本当に関係のない話話話話ですので、これからしっかりとですので、これからしっかりとですので、これからしっかりとですので、これからしっかりと協協協協議を議を議を議を進進進進めていただきたいめていただきたいめていただきたいめていただきたいと、要と、要と、要と、要望望望望を１を１を１を１点点点点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。○今井委員長○今井委員長○今井委員長○今井委員長 要要要要望望望望でよでよでよでよろろろろしいですしいですしいですしいですねねねね。。。。○松尾委員○松尾委員○松尾委員○松尾委員 はい。はい。はい。はい。○今井委員長○今井委員長○今井委員長○今井委員長 ほかにごほかにごほかにごほかにござざざざいませいませいませいませんんんんか。か。か。か。委員会委員会委員会委員会運営運営運営運営のののの都都都都合によりまして、副委員長と合によりまして、副委員長と合によりまして、副委員長と合によりまして、副委員長と進進進進行を行を行を行を交交交交代代代代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。○川口（延）副委員長○川口（延）副委員長○川口（延）副委員長○川口（延）副委員長 それでは、委員長にかわり委員会をそれでは、委員長にかわり委員会をそれでは、委員長にかわり委員会をそれでは、委員長にかわり委員会を進進進進めさせていただきます。めさせていただきます。めさせていただきます。めさせていただきます。○今井委員長○今井委員長○今井委員長○今井委員長 先ほ先ほ先ほ先ほどどどど和田委員が和田委員が和田委員が和田委員が言言言言われていました中和労働会館と産業会館のわれていました中和労働会館と産業会館のわれていました中和労働会館と産業会館のわれていました中和労働会館と産業会館の統統統統合の合の合の合の問題問題問題問題でおでおでおでお尋ね尋ね尋ね尋ねしたいと思います。中和労働会館はもともと労働者のしたいと思います。中和労働会館はもともと労働者のしたいと思います。中和労働会館はもともと労働者のしたいと思います。中和労働会館はもともと労働者の文文文文化化化化のののの向向向向上と福上と福上と福上と福利利利利の増の増の増の増進進進進とととといういういういう目的目的目的目的があったと、条例にもそのようにがあったと、条例にもそのようにがあったと、条例にもそのようにがあったと、条例にもそのように書書書書かれていますし、産業会館は産業の振興をかれていますし、産業会館は産業の振興をかれていますし、産業会館は産業の振興をかれていますし、産業会館は産業の振興を図図図図るためとるためとるためとるためと書書書書かれています。一かれています。一かれています。一かれています。一緒緒緒緒になることによって、これらの施になることによって、これらの施になることによって、これらの施になることによって、これらの施策策策策がおがおがおがお互互互互いによりいによりいによりいにより進ん進ん進ん進んででででいく方いく方いく方いく方向向向向であれであれであれであればばばば、それでいいと思うのです。今、、それでいいと思うのです。今、、それでいいと思うのです。今、、それでいいと思うのです。今、話話話話をををを聞聞聞聞いていましたら、規いていましたら、規いていましたら、規いていましたら、規模模模模もももも縮縮縮縮小小小小さささされ、れ、れ、れ、利利利利用用用用勝勝勝勝手手手手もももも悪悪悪悪いと、６月のときに中和労働会館の大会議室のいと、６月のときに中和労働会館の大会議室のいと、６月のときに中和労働会館の大会議室のいと、６月のときに中和労働会館の大会議室のククククーーーーララララーがーがーがーが使え使え使え使えないとおないとおないとおないとお話話話話しさせていただいたこともありましたけれしさせていただいたこともありましたけれしさせていただいたこともありましたけれしさせていただいたこともありましたけれどどどども、だも、だも、だも、だんんんんだだだだん老朽化ん老朽化ん老朽化ん老朽化に伴い、に伴い、に伴い、に伴い、使え使え使え使えなくなっなくなっなくなっなくなっていく中で、ていく中で、ていく中で、ていく中で、利利利利用用用用状況状況状況状況においてそにおいてそにおいてそにおいてそんんんんなになになになに稼稼稼稼働働働働率率率率が高くないから２つ合わせれが高くないから２つ合わせれが高くないから２つ合わせれが高くないから２つ合わせればばばばいけるのでいけるのでいけるのでいけるのではないかという提案に受けはないかという提案に受けはないかという提案に受けはないかという提案に受け取取取取れるのです。この本れるのです。この本れるのです。この本れるのです。この本来来来来のののの目的目的目的目的からからからから考え考え考え考えたときに、今たときに、今たときに、今たときに、今回回回回出てい出てい出てい出ている一る一る一る一緒緒緒緒になるということは、になるということは、になるということは、になるということは、どどどどうううう考え考え考え考えているのかをおているのかをおているのかをおているのか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。○石井雇用政策課長○石井雇用政策課長○石井雇用政策課長○石井雇用政策課長 まず、この中和労働会館のまず、この中和労働会館のまず、この中和労働会館のまず、この中和労働会館の移転移転移転移転のののの考え考え考え考え方についてご説明申し上げま方についてご説明申し上げま方についてご説明申し上げま方についてご説明申し上げます。す。す。す。委員長お委員長お委員長お委員長お述べ述べ述べ述べのとおり、中和労働会館については県のとおり、中和労働会館については県のとおり、中和労働会館については県のとおり、中和労働会館については県内内内内労働者の労働者の労働者の労働者の文文文文化化化化のののの向向向向上と福上と福上と福上と福利利利利の増の増の増の増進進進進をををを図図図図ることと、労ることと、労ることと、労ることと、労使使使使関係の関係の関係の関係の健全健全健全健全なななな発展発展発展発展に資することをに資することをに資することをに資することを目的目的目的目的に設に設に設に設置置置置しており、労働会館そのしており、労働会館そのしており、労働会館そのしており、労働会館そのものはものはものはものは存存存存続続続続すすすすべべべべきときときときと認認認認識識識識しています。しかしながら、委員長おしています。しかしながら、委員長おしています。しかしながら、委員長おしています。しかしながら、委員長お述べ述べ述べ述べのように、この施設は、のように、この施設は、のように、この施設は、のように、この施設は、昭昭昭昭和５４年に和５４年に和５４年に和５４年に建建建建てられ、３８年は経てられ、３８年は経てられ、３８年は経てられ、３８年は経過過過過しており、しており、しており、しており、老朽化老朽化老朽化老朽化しているしているしているしている状況状況状況状況です。です。です。です。ククククーーーーララララーもーもーもーもエエエエアアアアココココンンンンも故も故も故も故障障障障していますし、そのためにはしていますし、そのためにはしていますし、そのためにはしていますし、そのためには全面全面全面全面的的的的なななな更新更新更新更新にににに多多多多額の額の額の額の費費費費用がかかる用がかかる用がかかる用がかかる状況状況状況状況です。です。です。です。そのほかそのほかそのほかそのほか雨雨雨雨漏漏漏漏りなりなりなりなどどどどもあり、今もあり、今もあり、今もあり、今後応急後応急後応急後応急措措措措置置置置でででで対対対対処し処し処し処し切切切切れない施設、設れない施設、設れない施設、設れない施設、設備備備備ののののふふふふぐぐぐぐあいがあいがあいがあいが突突突突発発発発的的的的にににに発生発生発生発生することもすることもすることもすることも考え考え考え考えられ、会館のられ、会館のられ、会館のられ、会館の利利利利用者に、用者に、用者に、用者に、著著著著しくごしくごしくごしくご迷惑迷惑迷惑迷惑をかけるのではないかとをかけるのではないかとをかけるのではないかとをかけるのではないかと懸懸懸懸念念念念しているとこしているとこしているとこしているところろろろです。です。です。です。その一方で、先ほその一方で、先ほその一方で、先ほその一方で、先ほどどどども申し上げましたけれも申し上げましたけれも申し上げましたけれも申し上げましたけれどどどども、地も、地も、地も、地元元元元の大和高田市でまちの大和高田市でまちの大和高田市でまちの大和高田市でまちづづづづくりの関係くりの関係くりの関係くりの関係でででで活活活活用したいというご要用したいというご要用したいというご要用したいというご要望望望望があり、今があり、今があり、今があり、今後後後後この現この現この現この現在在在在の中和労働会館にの中和労働会館にの中和労働会館にの中和労働会館に対対対対してしてしてして多多多多額の額の額の額の投投投投資を行資を行資を行資を行
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うことはうことはうことはうことは避避避避けるけるけるけるべべべべきときときときと判断判断判断判断したとこしたとこしたとこしたところろろろです。このようなことから、です。このようなことから、です。このようなことから、です。このようなことから、老朽化老朽化老朽化老朽化に伴いに伴いに伴いに伴いややややむむむむをををを得得得得ず中和労働会館についてはず中和労働会館についてはず中和労働会館についてはず中和労働会館については移転移転移転移転することとしましたが、そのすることとしましたが、そのすることとしましたが、そのすることとしましたが、その際際際際には県の方針であるには県の方針であるには県の方針であるには県の方針である既存既存既存既存施施施施設を設を設を設を集集集集約約約約化化化化してしてしてして有効有効有効有効利利利利用する方針を用する方針を用する方針を用する方針を念念念念頭頭頭頭にににに置置置置きききき検討検討検討検討を行ったとこを行ったとこを行ったとこを行ったところろろろ、産業会館、産業会館、産業会館、産業会館へへへへのののの移転移転移転移転がががが適適適適当と当と当と当と判断判断判断判断したとこしたとこしたとこしたところろろろです。です。です。です。一一一一体体体体化化化化に伴い、今に伴い、今に伴い、今に伴い、今後後後後ますますますますますますますます活活活活用されることが用されることが用されることが用されることが望望望望ましいと思っていますので、先ほましいと思っていますので、先ほましいと思っていますので、先ほましいと思っていますので、先ほどどどどおおおおっしっしっしっしゃゃゃゃったように、産業会館については産業振興のったように、産業会館については産業振興のったように、産業会館については産業振興のったように、産業会館については産業振興の観観観観点点点点から、また労働会館については労から、また労働会館については労から、また労働会館については労から、また労働会館については労働者の働者の働者の働者の活活活活動の動の動の動の拠点拠点拠点拠点として、今として、今として、今として、今後後後後も関係者とも関係者とも関係者とも関係者と協協協協議しながらさま議しながらさま議しながらさま議しながらさまざざざざまなまなまなまな観観観観点点点点からからからから効効効効果果果果的的的的なななな活活活活用用用用方法について方法について方法について方法について検討検討検討検討したいと思っています。したいと思っています。したいと思っています。したいと思っています。以以以以上です。上です。上です。上です。○今井委員長○今井委員長○今井委員長○今井委員長 地地地地元元元元ですので、２つの施設をですので、２つの施設をですので、２つの施設をですので、２つの施設を見見見見てまいりました。その中で、産業会館のほてまいりました。その中で、産業会館のほてまいりました。その中で、産業会館のほてまいりました。その中で、産業会館のほうがこのうがこのうがこのうがこのパンパンパンパンフフフフレレレレットットットットがあるのですけれがあるのですけれがあるのですけれがあるのですけれどどどども、も、も、も、パンパンパンパンフフフフレレレレットットットットの中でも４の中でも４の中でも４の中でも４階階階階というというというというススススペーペーペーペーススススが入っていませが入っていませが入っていませが入っていませんんんん。４。４。４。４階階階階ががががインインインインキキキキュベュベュベュベーーーータタタター施設でー施設でー施設でー施設で貸貸貸貸し室になっているのですけれし室になっているのですけれし室になっているのですけれし室になっているのですけれどどどども、も、も、も、現現現現在在在在１２室ある中で、２室だけが１２室ある中で、２室だけが１２室ある中で、２室だけが１２室ある中で、２室だけが利利利利用で、あいてる用で、あいてる用で、あいてる用で、あいてる状況状況状況状況でしたので、会館のでしたので、会館のでしたので、会館のでしたので、会館のススススペーペーペーペーススススがががが狭狭狭狭くなっていくのであれくなっていくのであれくなっていくのであれくなっていくのであればばばば、４、４、４、４階階階階ののののススススペーペーペーペーススススをうまくをうまくをうまくをうまく活活活活用する用する用する用するべべべべきではないかと思いました。きではないかと思いました。きではないかと思いました。きではないかと思いました。それと、それと、それと、それと、駐駐駐駐車車車車場場場場ですけれですけれですけれですけれどどどども、今、中和労働会館が９０も、今、中和労働会館が９０も、今、中和労働会館が９０も、今、中和労働会館が９０台台台台駐駐駐駐車できる車できる車できる車できる駐駐駐駐車車車車場場場場があり、産があり、産があり、産があり、産業会館が２つ業会館が２つ業会館が２つ業会館が２つ駐駐駐駐車車車車場場場場があり、１５０があり、１５０があり、１５０があり、１５０台台台台になります。になります。になります。になります。確確確確かにかにかにかに駅駅駅駅にににに近近近近いといういといういといういという利点利点利点利点はありますはありますはありますはありますけれけれけれけれどどどども、その分車をも、その分車をも、その分車をも、その分車を利利利利用してくる方にとれ用してくる方にとれ用してくる方にとれ用してくる方にとれば利ば利ば利ば利用しにくくなりますし、今、用しにくくなりますし、今、用しにくくなりますし、今、用しにくくなりますし、今、向向向向いにあるいにあるいにあるいにあるシシシショッピョッピョッピョッピンンンングセグセグセグセンタンタンタンターのーのーのーの建建建建てかてかてかてかえ工え工え工え工事をしていますので、今でも産業会館を事をしていますので、今でも産業会館を事をしていますので、今でも産業会館を事をしていますので、今でも産業会館を利利利利用するとき用するとき用するとき用するときにににに駐駐駐駐車車車車場場場場がいっがいっがいっがいっぱぱぱぱいであれいであれいであれいであればばばばそちらのそちらのそちらのそちらのシシシショッピョッピョッピョッピンンンングセグセグセグセンタンタンタンターをーをーをーを利利利利用して、み用して、み用して、み用して、みんんんんなちなちなちなちょょょょっとっとっとっと買買買買いいいい物物物物をしてをしてをしてをして帰帰帰帰るるるる使使使使い方ない方ない方ない方などどどどもしています。それももしています。それももしています。それももしています。それも使え使え使え使えない条件でない条件でない条件でない条件でややややることは、とてもることは、とてもることは、とてもることは、とても難難難難しいしいしいしい面面面面があるのではないかとがあるのではないかとがあるのではないかとがあるのではないかと感感感感じましたので、じましたので、じましたので、じましたので、意見意見意見意見として申し上げておきたいと思います。として申し上げておきたいと思います。として申し上げておきたいと思います。として申し上げておきたいと思います。○川口（延）副委員長○川口（延）副委員長○川口（延）副委員長○川口（延）副委員長 意見意見意見意見でよでよでよでよろろろろしいですか。しいですか。しいですか。しいですか。○今井委員長○今井委員長○今井委員長○今井委員長 はい。はい。はい。はい。○川口（延）副委員長○川口（延）副委員長○川口（延）副委員長○川口（延）副委員長 それでは、委員長とそれでは、委員長とそれでは、委員長とそれでは、委員長と進進進進行を行を行を行を交交交交代代代代いたします。いたします。いたします。いたします。○今井委員長○今井委員長○今井委員長○今井委員長 それでは、その他の議案につきまして、それでは、その他の議案につきまして、それでは、その他の議案につきまして、それでは、その他の議案につきまして、何何何何かかかか質疑質疑質疑質疑はごはごはごはござざざざいませいませいませいませんんんんか。か。か。か。ほかになけれほかになけれほかになけれほかになければばばば、これをもちまして付託議案についての、これをもちまして付託議案についての、これをもちまして付託議案についての、これをもちまして付託議案についての質疑質疑質疑質疑をををを終終終終わります。わります。わります。わります。続続続続いて、付託議案につきまして、委員のいて、付託議案につきまして、委員のいて、付託議案につきまして、委員のいて、付託議案につきまして、委員の意見意見意見意見をををを求求求求めます。ごめます。ごめます。ごめます。ご発言発言発言発言願います。願います。願います。願います。○池田委員○池田委員○池田委員○池田委員 自自自自由由由由民主党民主党民主党民主党としては、当委員会に付託されておりますとしては、当委員会に付託されておりますとしては、当委員会に付託されておりますとしては、当委員会に付託されております全全全全ての議案にての議案にての議案にての議案に賛賛賛賛成しま成しま成しま成します。す。す。す。○西川委員○西川委員○西川委員○西川委員 自自自自民党民党民党民党奈良も議案の奈良も議案の奈良も議案の奈良も議案の全全全全てにてにてにてに賛賛賛賛成させていただきます。成させていただきます。成させていただきます。成させていただきます。○和田委員○和田委員○和田委員○和田委員 創創創創生生生生奈良です。付託議案、奈良です。付託議案、奈良です。付託議案、奈良です。付託議案、全全全全てててて賛賛賛賛成させていただきます。成させていただきます。成させていただきます。成させていただきます。
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○松尾委員○松尾委員○松尾委員○松尾委員 日本日本日本日本維新維新維新維新の会は、議第９５号、平成２９年度奈良県一般会計補正予算案（第の会は、議第９５号、平成２９年度奈良県一般会計補正予算案（第の会は、議第９５号、平成２９年度奈良県一般会計補正予算案（第の会は、議第９５号、平成２９年度奈良県一般会計補正予算案（第４号）ですが、これは職員の給与改定が入っていますので、本当に奈良県４号）ですが、これは職員の給与改定が入っていますので、本当に奈良県４号）ですが、これは職員の給与改定が入っていますので、本当に奈良県４号）ですが、これは職員の給与改定が入っていますので、本当に奈良県民民民民の皆さの皆さの皆さの皆さんんんんの給の給の給の給与所与所与所与所得得得得が上がらない中で、が上がらない中で、が上がらない中で、が上がらない中で、公公公公務務務務員の給料を上げるのは、員の給料を上げるのは、員の給料を上げるのは、員の給料を上げるのは、我々我々我々我々はははは反反反反対対対対させていただきたいとさせていただきたいとさせていただきたいとさせていただきたいと思います。思います。思います。思います。○猪奥委員○猪奥委員○猪奥委員○猪奥委員 民民民民進進進進党党党党はははは全全全全ての議案にての議案にての議案にての議案に賛賛賛賛成します。成します。成します。成します。○川口（延）副委員長○川口（延）副委員長○川口（延）副委員長○川口（延）副委員長 自自自自民党絆民党絆民党絆民党絆です。付託議案です。付託議案です。付託議案です。付託議案全全全全てについててについててについててについて賛賛賛賛成させていただきます。成させていただきます。成させていただきます。成させていただきます。○今井委員長○今井委員長○今井委員長○今井委員長 それでは、ただいまより付託を受けましたそれでは、ただいまより付託を受けましたそれでは、ただいまより付託を受けましたそれでは、ただいまより付託を受けました各各各各議案について議案について議案について議案について採採採採決を行います。決を行います。決を行います。決を行います。まず、議第９５号中・当委員会所管分につきましては委員よりまず、議第９５号中・当委員会所管分につきましては委員よりまず、議第９５号中・当委員会所管分につきましては委員よりまず、議第９５号中・当委員会所管分につきましては委員より反反反反対対対対のののの意見意見意見意見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、起起起起立により立により立により立により採採採採決いたします。決いたします。決いたします。決いたします。議第９５号中・当委員会所管分につきまして、原案議第９５号中・当委員会所管分につきまして、原案議第９５号中・当委員会所管分につきまして、原案議第９５号中・当委員会所管分につきまして、原案どどどどおりおりおりおり可可可可決することに、決することに、決することに、決することに、賛賛賛賛成の方の成の方の成の方の成の方の起起起起立を立を立を立を求求求求めます。めます。めます。めます。（（（（賛賛賛賛成者成者成者成者起起起起立）立）立）立）ご着席願います。ご着席願います。ご着席願います。ご着席願います。起起起起立立立立多多多多数数数数であります。よって議第９５号中、当委員会所管分につきまであります。よって議第９５号中、当委員会所管分につきまであります。よって議第９５号中、当委員会所管分につきまであります。よって議第９５号中、当委員会所管分につきましては、原案しては、原案しては、原案しては、原案どどどどおりにおりにおりにおりに可可可可決することに決しました。決することに決しました。決することに決しました。決することに決しました。次に、議第７０号中・当委員会所管分、議第７１号及び議第７６号につきまして、次に、議第７０号中・当委員会所管分、議第７１号及び議第７６号につきまして、次に、議第７０号中・当委員会所管分、議第７１号及び議第７６号につきまして、次に、議第７０号中・当委員会所管分、議第７１号及び議第７６号につきまして、簡易簡易簡易簡易採採採採決により行いたいと思いますが、ご決により行いたいと思いますが、ご決により行いたいと思いますが、ご決により行いたいと思いますが、ご異異異異議ありませ議ありませ議ありませ議ありませんんんんか。か。か。か。（（（（「「「「異異異異議なし」と議なし」と議なし」と議なし」と呼ぶ呼ぶ呼ぶ呼ぶ者あり）者あり）者あり）者あり）それでは、おそれでは、おそれでは、おそれでは、お諮諮諮諮りいたします。りいたします。りいたします。りいたします。議第７０号中・当委員会所管分、議第７１号及び議第７６号について、原案議第７０号中・当委員会所管分、議第７１号及び議第７６号について、原案議第７０号中・当委員会所管分、議第７１号及び議第７６号について、原案議第７０号中・当委員会所管分、議第７１号及び議第７６号について、原案どどどどおりおりおりおり可可可可決決決決することにごすることにごすることにごすることにご異異異異議ありませ議ありませ議ありませ議ありませんんんんか。か。か。か。（（（（「「「「異異異異議なし」と議なし」と議なし」と議なし」と呼ぶ呼ぶ呼ぶ呼ぶ者あり）者あり）者あり）者あり）ごごごご異異異異議がないものと議がないものと議がないものと議がないものと認認認認めます。めます。めます。めます。よって、議第７０号中・当委員会所管分、議第７１号及び議第７６号は、原案よって、議第７０号中・当委員会所管分、議第７１号及び議第７６号は、原案よって、議第７０号中・当委員会所管分、議第７１号及び議第７６号は、原案よって、議第７０号中・当委員会所管分、議第７１号及び議第７６号は、原案どどどどおりおりおりおり可可可可決することに決しました。決することに決しました。決することに決しました。決することに決しました。次に、報告案件についてであります。次に、報告案件についてであります。次に、報告案件についてであります。次に、報告案件についてであります。議第３１号中・当委員会所管分につきましては、先ほ議第３１号中・当委員会所管分につきましては、先ほ議第３１号中・当委員会所管分につきましては、先ほ議第３１号中・当委員会所管分につきましては、先ほどどどどの説明をもって、理事者よりの説明をもって、理事者よりの説明をもって、理事者よりの説明をもって、理事者より詳詳詳詳細細細細な報告を受けたこととさせていただきますので、ご了承願います。な報告を受けたこととさせていただきますので、ご了承願います。な報告を受けたこととさせていただきますので、ご了承願います。な報告を受けたこととさせていただきますので、ご了承願います。これをもちまして、付託議案の審査をこれをもちまして、付託議案の審査をこれをもちまして、付託議案の審査をこれをもちまして、付託議案の審査を終終終終わります。わります。わります。わります。次に、その他事項に入ります。次に、その他事項に入ります。次に、その他事項に入ります。次に、その他事項に入ります。農林部長から、平成２９年農林部長から、平成２９年農林部長から、平成２９年農林部長から、平成２９年台風台風台風台風２１号に関する農林部関係２１号に関する農林部関係２１号に関する農林部関係２１号に関する農林部関係被被被被害の概要について害の概要について害の概要について害の概要について外外外外１件の１件の１件の１件の
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報告を行いたいとの申し出がありましたので、ご報告をお願いします。報告を行いたいとの申し出がありましたので、ご報告をお願いします。報告を行いたいとの申し出がありましたので、ご報告をお願いします。報告を行いたいとの申し出がありましたので、ご報告をお願いします。○福谷農林部長○福谷農林部長○福谷農林部長○福谷農林部長 農林部からの報告事項としまして、平成２９年農林部からの報告事項としまして、平成２９年農林部からの報告事項としまして、平成２９年農林部からの報告事項としまして、平成２９年台風台風台風台風２１号に関する農林２１号に関する農林２１号に関する農林２１号に関する農林部関係部関係部関係部関係被被被被害の概要について説明させていただきます。着席にて説明させていただきます。害の概要について説明させていただきます。着席にて説明させていただきます。害の概要について説明させていただきます。着席にて説明させていただきます。害の概要について説明させていただきます。着席にて説明させていただきます。おおおお手元手元手元手元の報告資料１の１ページ、の報告資料１の１ページ、の報告資料１の１ページ、の報告資料１の１ページ、台風台風台風台風２１号による農林業の２１号による農林業の２１号による農林業の２１号による農林業の被災状況被災状況被災状況被災状況について、について、について、について、特特特特にににに被被被被害が害が害が害が激激激激しかったしかったしかったしかった五條五條五條五條では、１０月２０日では、１０月２０日では、１０月２０日では、１０月２０日午午午午前前前前１２１２１２１２時時時時から２３日から２３日から２３日から２３日午午午午前前前前１２１２１２１２時時時時までの７２までの７２までの７２までの７２時間時間時間時間に１０月の平に１０月の平に１０月の平に１０月の平均降均降均降均降水水水水量量量量の約２の約２の約２の約２．．．．６６６６倍倍倍倍となる３２４となる３２４となる３２４となる３２４．．．．５５５５ミリメミリメミリメミリメーーーートトトトルルルルを記を記を記を記録録録録、また、また、また、また吉野吉野吉野吉野ではではではでは同同同同じじじじ期間期間期間期間に１０月の平に１０月の平に１０月の平に１０月の平均降均降均降均降水水水水量量量量の約２の約２の約２の約２．．．．３３３３倍倍倍倍をををを観観観観測測測測するなするなするなするなどどどど記記記記録録録録的的的的な大な大な大な大雨雨雨雨となりました。となりました。となりました。となりました。このため県このため県このため県このため県内内内内では３６市町村ででは３６市町村ででは３６市町村ででは３６市町村で多多多多数数数数の農林業の農林業の農林業の農林業被被被被害が害が害が害が発生発生発生発生しました。しました。しました。しました。被災箇被災箇被災箇被災箇所は１，２５所は１，２５所は１，２５所は１，２５９件に上り、このうち農業の９件に上り、このうち農業の９件に上り、このうち農業の９件に上り、このうち農業の被災箇被災箇被災箇被災箇所は９２８件、林業の所は９２８件、林業の所は９２８件、林業の所は９２８件、林業の被災箇被災箇被災箇被災箇所は３３１件に所は３３１件に所は３３１件に所は３３１件に達達達達するするするする状状状状況況況況となっています。となっています。となっています。となっています。２ページ、まず、農業関係の２ページ、まず、農業関係の２ページ、まず、農業関係の２ページ、まず、農業関係の被被被被害についてご説明します。農業関係の害についてご説明します。農業関係の害についてご説明します。農業関係の害についてご説明します。農業関係の被被被被害は、農地・施害は、農地・施害は、農地・施害は、農地・施設の設の設の設の被被被被害が８１２害が８１２害が８１２害が８１２カカカカ所、農所、農所、農所、農作物被作物被作物被作物被害が９３害が９３害が９３害が９３カカカカ所、所、所、所、畜畜畜畜産産産産被被被被害が２３害が２３害が２３害が２３カカカカ所、所、所、所、被被被被害額は県害額は県害額は県害額は県全体全体全体全体でででで約２５億円となっています。約２５億円となっています。約２５億円となっています。約２５億円となっています。主主主主なななな被災箇被災箇被災箇被災箇所の概要ですが、所の概要ですが、所の概要ですが、所の概要ですが、左左左左のののの写真写真写真写真をごらをごらをごらをごらんんんんいただきたいいただきたいいただきたいいただきたいと思います。と思います。と思います。と思います。五條五條五條五條市市市市生生生生子で子で子で子で柿柿柿柿のののの樹園樹園樹園樹園地が約６，０００平方地が約６，０００平方地が約６，０００平方地が約６，０００平方メメメメーーーートトトトル崩ル崩ル崩ル崩落落落落し、し、し、し、流流流流出した出した出した出した土砂土砂土砂土砂がががが道道道道路路路路やややや住宅住宅住宅住宅、、、、河河河河川川川川等等等等にににに被被被被害を与害を与害を与害を与ええええています。ています。ています。ています。次に、農業用施設について、次に、農業用施設について、次に、農業用施設について、次に、農業用施設について、五條五條五條五條市市市市百百百百谷で農業用谷で農業用谷で農業用谷で農業用パイプラインパイプラインパイプラインパイプラインがががが破破破破損したほか、損したほか、損したほか、損したほか、葛城葛城葛城葛城市市市市中中中中戸戸戸戸ではため池ののりではため池ののりではため池ののりではため池ののり面面面面がががが崩崩崩崩れるなれるなれるなれるなどどどどのののの被被被被害が害が害が害が発生発生発生発生しています。農地については月しています。農地については月しています。農地については月しています。農地については月ヶ瀬桃ヶ瀬桃ヶ瀬桃ヶ瀬桃香香香香野野野野においてにおいてにおいてにおいて茶畑茶畑茶畑茶畑１，０００平方１，０００平方１，０００平方１，０００平方メメメメーーーートトトトルルルルがががが崩壊崩壊崩壊崩壊し、し、し、し、宇陀宇陀宇陀宇陀市市市市菟菟菟菟田田田田野野野野大大大大神神神神では水田のあでは水田のあでは水田のあでは水田のあぜぜぜぜがががが崩崩崩崩れるなれるなれるなれるなどどどどのののの被被被被害が害が害が害が発生発生発生発生しています。しています。しています。しています。３ページ、３ページ、３ページ、３ページ、同同同同じく林業関係のじく林業関係のじく林業関係のじく林業関係の被被被被害についてご説明します。林業関係の害についてご説明します。林業関係の害についてご説明します。林業関係の害についてご説明します。林業関係の被被被被害は、林地害は、林地害は、林地害は、林地被被被被害害害害が１８０が１８０が１８０が１８０カカカカ所、林所、林所、林所、林道被道被道被道被害が９２害が９２害が９２害が９２カカカカ所、所、所、所、作作作作業業業業道被道被道被道被害が５９害が５９害が５９害が５９カカカカ所、所、所、所、被被被被害額は県害額は県害額は県害額は県全体全体全体全体で約１１億で約１１億で約１１億で約１１億円となっています。円となっています。円となっています。円となっています。主主主主なななな被災箇被災箇被災箇被災箇所の概要ですが、所の概要ですが、所の概要ですが、所の概要ですが、左左左左のののの写真写真写真写真をごらをごらをごらをごらんんんんいただきたいと思いまいただきたいと思いまいただきたいと思いまいただきたいと思います。す。す。す。吉野吉野吉野吉野町町町町楢楢楢楢井で井で井で井で山山山山腹腹腹腹が約８，０００平方が約８，０００平方が約８，０００平方が約８，０００平方メメメメーーーートトトトルルルルにわたってにわたってにわたってにわたって崩壊崩壊崩壊崩壊し、し、し、し、流流流流出した出した出した出した土砂土砂土砂土砂がががが道道道道路路路路やややや住宅住宅住宅住宅等等等等にににに被被被被害を与害を与害を与害を与ええええました。ました。ました。ました。次に、中次に、中次に、中次に、中央央央央のののの写真写真写真写真で、で、で、で、曽爾曽爾曽爾曽爾村村村村葛葛葛葛地地地地内内内内でででで山山山山腹腹腹腹がががが崩壊崩壊崩壊崩壊し、し、し、し、既存既存既存既存の治の治の治の治山山山山施設が施設が施設が施設が破破破破損するな損するな損するな損するなどどどど、、、、各各各各地で林地の地で林地の地で林地の地で林地の被被被被害が害が害が害が発生発生発生発生しています。また、林しています。また、林しています。また、林しています。また、林道道道道についてはについてはについてはについては天天天天川村の林川村の林川村の林川村の林道道道道、、、、桑桑桑桑の谷の谷の谷の谷線線線線におにおにおにおいていていていて路面路面路面路面がががが陥没陥没陥没陥没するなするなするなするなどどどどのののの被被被被害が害が害が害が発生発生発生発生しました。しました。しました。しました。作作作作業業業業道道道道については、については、については、については、五條五條五條五條市の大市の大市の大市の大峰峰峰峰２号２号２号２号線線線線でででで路肩路肩路肩路肩が損が損が損が損壊壊壊壊するなするなするなするなどどどどのののの被被被被害が害が害が害が発生発生発生発生し、林業の施業にし、林業の施業にし、林業の施業にし、林業の施業に多多多多大な大な大な大な支障支障支障支障をををを来来来来しています。しています。しています。しています。これらのこれらのこれらのこれらの被被被被害に害に害に害に対対対対しては、市町村、しては、市町村、しては、市町村、しては、市町村、生生生生産者産者産者産者団体団体団体団体ななななどどどど、関係者と一、関係者と一、関係者と一、関係者と一体体体体になって県になって県になって県になって県内内内内農林業農林業農林業農林業の一日もの一日もの一日もの一日も早早早早いいいい復旧復旧復旧復旧、、、、復復復復興に興に興に興に向向向向けけけけ努力努力努力努力してまいります。してまいります。してまいります。してまいります。
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続続続続いて、いて、いて、いて、公公公公益財団益財団益財団益財団法人奈良県林業法人奈良県林業法人奈良県林業法人奈良県林業基金基金基金基金のののの解解解解散散散散について説明させていただきます。報告資について説明させていただきます。報告資について説明させていただきます。報告資について説明させていただきます。報告資料２、奈良県林業料２、奈良県林業料２、奈良県林業料２、奈良県林業基金基金基金基金のののの解解解解散散散散です。です。です。です。昭昭昭昭和５８年１２月に水和５８年１２月に水和５８年１２月に水和５８年１２月に水源源源源のののの涵養涵養涵養涵養ななななどどどど森森森森林の林の林の林の公公公公益益益益的的的的機機機機能能能能の増の増の増の増進進進進、林業労働者の、林業労働者の、林業労働者の、林業労働者の就就就就労機会の増大及び労機会の増大及び労機会の増大及び労機会の増大及び後後後後継継継継者の者の者の者の確保等確保等確保等確保等をををを目的目的目的目的として設立された奈良県として設立された奈良県として設立された奈良県として設立された奈良県林業林業林業林業基金基金基金基金は、平成２９年３月３１日には、平成２９年３月３１日には、平成２９年３月３１日には、平成２９年３月３１日に解解解解散散散散し、平成２９年４月１日より林業振興し、平成２９年４月１日より林業振興し、平成２９年４月１日より林業振興し、平成２９年４月１日より林業振興課課課課内内内内にににに清清清清算法人を設算法人を設算法人を設算法人を設置置置置をしてをしてをしてをして清清清清算業算業算業算業務務務務を行ってきましたが、平成２９年１０月４日に開を行ってきましたが、平成２９年１０月４日に開を行ってきましたが、平成２９年１０月４日に開を行ってきましたが、平成２９年１０月４日に開催催催催されたされたされたされた評評評評議員会をもって議員会をもって議員会をもって議員会をもって清清清清算法人の業算法人の業算法人の業算法人の業務務務務をををを完完完完了し、平成２９年１０月１６日の了し、平成２９年１０月１６日の了し、平成２９年１０月１６日の了し、平成２９年１０月１６日の清清清清算結了算結了算結了算結了登登登登記をもっ記をもっ記をもっ記をもってててて全全全全てのてのてのての清清清清算事算事算事算事務務務務をををを終終終終了しました。了しました。了しました。了しました。清清清清算算算算時時時時にににに保保保保有有有有するするするする残残残残余余余余財財財財産は、平成２８年度産は、平成２８年度産は、平成２８年度産は、平成２８年度末末末末の正の正の正の正味味味味財財財財産から産から産から産から清清清清算業算業算業算業務務務務をををを遂遂遂遂行するために要した行するために要した行するために要した行するために要した費費費費用を用を用を用を差差差差しししし引引引引いた現いた現いた現いた現金金金金９，９００万円余となり、９，９００万円余となり、９，９００万円余となり、９，９００万円余となり、定定定定款款款款にににに基づ基づ基づ基づき奈良県にき奈良県にき奈良県にき奈良県に帰帰帰帰属することから、県は平成２９年９月２７日付で一般会計に受け属することから、県は平成２９年９月２７日付で一般会計に受け属することから、県は平成２９年９月２７日付で一般会計に受け属することから、県は平成２９年９月２７日付で一般会計に受け入れを行いました。奈良県林業入れを行いました。奈良県林業入れを行いました。奈良県林業入れを行いました。奈良県林業基金基金基金基金が経が経が経が経営営営営してまいりました分してまいりました分してまいりました分してまいりました分収造収造収造収造林契約地の管理及び奈林契約地の管理及び奈林契約地の管理及び奈林契約地の管理及び奈良県林業良県林業良県林業良県林業基金基金基金基金が受託していました県が受託していました県が受託していました県が受託していました県営営営営林の管理業林の管理業林の管理業林の管理業務務務務については、平成２９年度から県がについては、平成２９年度から県がについては、平成２９年度から県がについては、平成２９年度から県が直直直直営営営営で管理しており、で管理しており、で管理しており、で管理しており、適適適適正かつ正かつ正かつ正かつ効効効効率率率率のよいのよいのよいのよい森森森森林管理を林管理を林管理を林管理を目指目指目指目指したいとしたいとしたいとしたいと考え考え考え考えています。ています。ています。ています。以以以以上が農林部の報告事項となります。よ上が農林部の報告事項となります。よ上が農林部の報告事項となります。よ上が農林部の報告事項となります。よろろろろしくご審議をお願いします。しくご審議をお願いします。しくご審議をお願いします。しくご審議をお願いします。○今井委員長○今井委員長○今井委員長○今井委員長 ただいまの報告またはその他の事項もただいまの報告またはその他の事項もただいまの報告またはその他の事項もただいまの報告またはその他の事項も含含含含めまして、めまして、めまして、めまして、質問質問質問質問があれがあれがあれがあればばばばごごごご発言発言発言発言願願願願います。います。います。います。○池田委員○池田委員○池田委員○池田委員 それでは、１それでは、１それでは、１それでは、１点質問点質問点質問点質問させていただきたいと思います。させていただきたいと思います。させていただきたいと思います。させていただきたいと思います。我我我我が会が会が会が会派派派派の自の自の自の自由由由由民主党民主党民主党民主党のののの代代代代表質問表質問表質問表質問でもでもでもでも質問質問質問質問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、積積積積水水水水化化化化学学学学工工工工業業業業株式株式株式株式会会会会社社社社のののの工場移転工場移転工場移転工場移転に伴う県のに伴う県のに伴う県のに伴う県の対応対応対応対応について、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詳詳詳詳しくおしくおしくおしくお聞聞聞聞かせいただきたいと思います。かせいただきたいと思います。かせいただきたいと思います。かせいただきたいと思います。まず、このまず、このまず、このまず、この積積積積水水水水化化化化学学学学工工工工業業業業株式株式株式株式会会会会社社社社のののの工場移転工場移転工場移転工場移転に伴って県としてのに伴って県としてのに伴って県としてのに伴って県としての考え考え考え考えを本会議で知事かを本会議で知事かを本会議で知事かを本会議で知事からららら伺伺伺伺いました。先月いました。先月いました。先月いました。先月末末末末には奈良県からには奈良県からには奈良県からには奈良県から積積積積水水水水化化化化学学学学工工工工業業業業株式株式株式株式会会会会社社社社へへへへ申し入れを行って、一定の申し入れを行って、一定の申し入れを行って、一定の申し入れを行って、一定の土土土土地地地地利利利利用に関する用に関する用に関する用に関する協力協力協力協力をををを求求求求めるめるめるめる文文文文書書書書を提出をされたということですけれを提出をされたということですけれを提出をされたということですけれを提出をされたということですけれどどどども、も、も、も、どどどどのようなのようなのようなのような内内内内容容容容であったのか、ご説明いただきたいと思います。であったのか、ご説明いただきたいと思います。であったのか、ご説明いただきたいと思います。であったのか、ご説明いただきたいと思います。○箕輪企業立地推進課長○箕輪企業立地推進課長○箕輪企業立地推進課長○箕輪企業立地推進課長 委員お委員お委員お委員お述べ述べ述べ述べのののの積積積積水水水水化化化化学学学学工工工工業業業業株式株式株式株式会会会会社社社社のののの工場移転工場移転工場移転工場移転に伴う県のに伴う県のに伴う県のに伴う県の対応対応対応対応についてについてについてについて答弁答弁答弁答弁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。奈良市奈良市奈良市奈良市三三三三条大条大条大条大路路路路地地地地内内内内にありますにありますにありますにあります積積積積水水水水化化化化学学学学工工工工業業業業株式株式株式株式会会会会社社社社奈良奈良奈良奈良営営営営業所においては、業所においては、業所においては、業所においては、最近工場最近工場最近工場最近工場をををを移転移転移転移転し、当し、当し、当し、当該該該該地に地に地に地に住宅住宅住宅住宅をつくる計をつくる計をつくる計をつくる計画画画画があるとのがあるとのがあるとのがあるとの情情情情報を報を報を報を積積積積水水水水化化化化学学学学工工工工業業業業株式株式株式株式会会会会社社社社からいただからいただからいただからいただいたとこいたとこいたとこいたところろろろです。これを受けて、県では平成２９年１１月２９日付でです。これを受けて、県では平成２９年１１月２９日付でです。これを受けて、県では平成２９年１１月２９日付でです。これを受けて、県では平成２９年１１月２９日付で積積積積水水水水化化化化学学学学工工工工業業業業株式株式株式株式会会会会社代社代社代社代表取締役表取締役表取締役表取締役社社社社長長長長宛宛宛宛てに知事名で、まちてに知事名で、まちてに知事名で、まちてに知事名で、まちづづづづくり計くり計くり計くり計画画画画に関する要に関する要に関する要に関する要望望望望のののの文文文文書書書書を提出させていたを提出させていたを提出させていたを提出させていただいたとこだいたとこだいたとこだいたところろろろです。そのです。そのです。そのです。その内内内内容容容容ですが、ですが、ですが、ですが、工場工場工場工場のののの移転移転移転移転に伴うに伴うに伴うに伴う跡跡跡跡地地地地活活活活用については、用については、用については、用については、積積積積水水水水化化化化学学学学工工工工業業業業株式株式株式株式会会会会社社社社のののの協力協力協力協力のもと地のもと地のもと地のもと地域域域域の振興に資するようにの振興に資するようにの振興に資するようにの振興に資するように跡跡跡跡地の処分について配慮と地の処分について配慮と地の処分について配慮と地の処分について配慮と協力協力協力協力をお願をお願をお願をお願
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いする旨の申し入れを行ったとこいする旨の申し入れを行ったとこいする旨の申し入れを行ったとこいする旨の申し入れを行ったところろろろです。です。です。です。以以以以上です。上です。上です。上です。○池田委員○池田委員○池田委員○池田委員 そのそのそのその反反反反応応応応というか、というか、というか、というか、回答回答回答回答といったものはまだ出ていないのだといったものはまだ出ていないのだといったものはまだ出ていないのだといったものはまだ出ていないのだろろろろうと思います。うと思います。うと思います。うと思います。知事も知事も知事も知事も述べ述べ述べ述べておられますように、このまちておられますように、このまちておられますように、このまちておられますように、このまちづづづづくり計くり計くり計くり計画画画画にににに対対対対する要する要する要する要望望望望の中にもご説明のとおの中にもご説明のとおの中にもご説明のとおの中にもご説明のとおり、り、り、り、書書書書かれたということですけれかれたということですけれかれたということですけれかれたということですけれどどどども、地も、地も、地も、地域域域域振興に資する振興に資する振興に資する振興に資する土土土土地地地地利利利利用を用を用を用をぜひ図ぜひ図ぜひ図ぜひ図っていくっていくっていくっていく必必必必要要要要が、奈良県としても、奈良市としてもあるのではないかとが、奈良県としても、奈良市としてもあるのではないかとが、奈良県としても、奈良市としてもあるのではないかとが、奈良県としても、奈良市としてもあるのではないかと考え考え考え考えています。けさの奈良ています。けさの奈良ています。けさの奈良ています。けさの奈良新聞新聞新聞新聞にも報にも報にも報にも報道道道道がありましたけれがありましたけれがありましたけれがありましたけれどどどども、今も、今も、今も、今後後後後県としての県としての県としての県としての考え考え考え考え、、、、具体具体具体具体的的的的ななななプランプランプランプラン、、、、土土土土地地地地利利利利用に関す用に関す用に関す用に関するるるる構想構想構想構想の提の提の提の提示示示示もももも検討検討検討検討されているということですが、今のされているということですが、今のされているということですが、今のされているということですが、今の段階段階段階段階でおでおでおでお話話話話しできることがあれしできることがあれしできることがあれしできることがあればばばばおおおお聞聞聞聞かせいただきたいと思います。かせいただきたいと思います。かせいただきたいと思います。かせいただきたいと思います。○箕輪企業立地推進課長○箕輪企業立地推進課長○箕輪企業立地推進課長○箕輪企業立地推進課長 積積積積水水水水化化化化学学学学工工工工業業業業株式株式株式株式会会会会社社社社のののの工場工場工場工場用地については、この地用地については、この地用地については、この地用地については、この地区区区区がががが特特特特別別別別史史史史跡跡跡跡平平平平城宮城宮城宮城宮跡跡跡跡、平、平、平、平城宮城宮城宮城宮跡跡跡跡歴史歴史歴史歴史公公公公園園園園にににに隣接隣接隣接隣接しているとともに、平しているとともに、平しているとともに、平しているとともに、平城京城京城京城京のののの朱雀朱雀朱雀朱雀大大大大路路路路に当たるに当たるに当たるに当たる区区区区域域域域をををを含む歴史文含む歴史文含む歴史文含む歴史文化化化化資資資資源源源源としてのとしてのとしてのとしての意意意意義義義義が大きいとこが大きいとこが大きいとこが大きいところろろろです。です。です。です。並並並並びに、びに、びに、びに、観観観観光・光・光・光・交流交流交流交流資資資資源源源源としてとしてとしてとしてののののポテポテポテポテンシンシンシンシャャャャルルルルがががが極極極極めて大きいとこめて大きいとこめて大きいとこめて大きいところろろろです。そのためこの地にです。そのためこの地にです。そのためこの地にです。そのためこの地にふふふふさわしいまちさわしいまちさわしいまちさわしいまちづづづづくりをくりをくりをくりを進進進進めることは、地めることは、地めることは、地めることは、地域域域域をををを活性化活性化活性化活性化させるとともに、させるとともに、させるとともに、させるとともに、後後後後世世世世にににに天天天天平の平の平の平の歴史歴史歴史歴史を受けを受けを受けを受け継ぐ継ぐ継ぐ継ぐためのためのためのための極極極極めてめてめてめて重重重重要なことと要なことと要なことと要なことと考え考え考え考えています。したがいまして、このています。したがいまして、このています。したがいまして、このています。したがいまして、この積積積積水水水水化化化化学学学学工工工工業業業業株式株式株式株式会会会会社社社社のののの工場跡工場跡工場跡工場跡地の地の地の地の譲渡譲渡譲渡譲渡先については、県が決定先については、県が決定先については、県が決定先については、県が決定権権権権をををを持持持持っているわけではありませっているわけではありませっているわけではありませっているわけではありませんんんん。けれ。けれ。けれ。けれどどどども、も、も、も、隣接隣接隣接隣接する平する平する平する平城宮城宮城宮城宮跡跡跡跡歴史歴史歴史歴史公公公公園園園園と一と一と一と一体体体体となった地となった地となった地となった地区区区区としてとしてとしてとして歴史価値歴史価値歴史価値歴史価値のののの向向向向上、に上、に上、に上、にぎぎぎぎわいわいわいわいづづづづくりをくりをくりをくりを図図図図ることがることがることがることが重重重重要要要要であることから、今であることから、今であることから、今であることから、今後後後後のののの活活活活用計用計用計用計画等画等画等画等について会について会について会について会社社社社側側側側に提案を行っていきたいということでに提案を行っていきたいということでに提案を行っていきたいということでに提案を行っていきたいということで申し入れをさせていただきました。申し入れをさせていただきました。申し入れをさせていただきました。申し入れをさせていただきました。具体具体具体具体的的的的ななななプランプランプランプランのののの検討検討検討検討はこれからです。できれはこれからです。できれはこれからです。できれはこれからです。できればばばば文文文文化化化化、、、、観観観観光の事業を光の事業を光の事業を光の事業を通通通通じて地じて地じて地じて地元元元元の経済の経済の経済の経済に資する方に資する方に資する方に資する方向向向向でででで検討検討検討検討することができれすることができれすることができれすることができればばばばとととと考え考え考え考えているとこているとこているとこているところろろろです。です。です。です。以以以以上です。上です。上です。上です。○池田委員○池田委員○池田委員○池田委員 この件について、今、奈良県がそういう要この件について、今、奈良県がそういう要この件について、今、奈良県がそういう要この件について、今、奈良県がそういう要望望望望を出されたということですけれを出されたということですけれを出されたということですけれを出されたということですけれどどどども、も、も、も、同同同同様に奈良市との様に奈良市との様に奈良市との様に奈良市との連連連連携携携携も当も当も当も当然然然然必必必必要になってこようかと思いますが、奈良市との要になってこようかと思いますが、奈良市との要になってこようかと思いますが、奈良市との要になってこようかと思いますが、奈良市との話話話話しししし合いについては、合いについては、合いについては、合いについては、どどどどのようになっているでしのようになっているでしのようになっているでしのようになっているでしょょょょうか。うか。うか。うか。○箕輪企業立地推進課長○箕輪企業立地推進課長○箕輪企業立地推進課長○箕輪企業立地推進課長 このこのこのこの積積積積水水水水化化化化学学学学工工工工業業業業株式株式株式株式会会会会社社社社がある地がある地がある地がある地元元元元の奈良市とのの奈良市とのの奈良市とのの奈良市との連連連連携携携携はははは非常非常非常非常にににに重重重重要と要と要と要と考え考え考え考えているとこているとこているとこているところろろろです。この地です。この地です。この地です。この地域域域域ににににふふふふさわしいまちさわしいまちさわしいまちさわしいまちづづづづくりを行うためにも奈良市くりを行うためにも奈良市くりを行うためにも奈良市くりを行うためにも奈良市とととと密接密接密接密接にににに連連連連携携携携、、、、協力協力協力協力してまいりたいというとこしてまいりたいというとこしてまいりたいというとこしてまいりたいというところろろろです。です。です。です。以以以以上です。上です。上です。上です。○池田委員○池田委員○池田委員○池田委員 ぜひぜひぜひぜひ奈良市と一奈良市と一奈良市と一奈良市と一緒緒緒緒になって、またになって、またになって、またになって、また土土土土地地地地利利利利用を今用を今用を今用を今後後後後、県がい、県がい、県がい、県がいろろろろいいいいろろろろな提案されな提案されな提案されな提案されていく中で、ていく中で、ていく中で、ていく中で、積積積積水水水水化化化化学学学学工工工工業業業業株式株式株式株式会会会会社社社社も一定の理も一定の理も一定の理も一定の理解解解解、配慮、、配慮、、配慮、、配慮、協力協力協力協力をしていただけるならをしていただけるならをしていただけるならをしていただけるならばばばば、、、、ぜひぜひぜひぜひ地地地地元元元元のののの意見意見意見意見もももも取取取取り入れて、よいまちり入れて、よいまちり入れて、よいまちり入れて、よいまちづづづづくり、くり、くり、くり、エエエエリリリリアアアアにしていただきたいと思います。にしていただきたいと思います。にしていただきたいと思います。にしていただきたいと思います。先ほ先ほ先ほ先ほどどどどもごもごもごもご答弁答弁答弁答弁になりましたけれになりましたけれになりましたけれになりましたけれどどどども、も、も、も、整整整整備備備備がががが進進進進むむむむ平平平平城宮城宮城宮城宮跡跡跡跡歴史歴史歴史歴史公公公公園園園園のすのすのすのすぐぐぐぐ大大大大宮通宮通宮通宮通りをりをりをりを
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挟挟挟挟んんんんでででで南南南南側側側側のののの場場場場所ですので、一所ですので、一所ですので、一所ですので、一体体体体となったまちとなったまちとなったまちとなったまちづづづづくり、くり、くり、くり、土土土土地地地地利利利利用が用が用が用が必必必必要であ要であ要であ要であろろろろうと思いまうと思いまうと思いまうと思います。例す。例す。例す。例えばえばえばえば、、、、朱雀朱雀朱雀朱雀大大大大路路路路のののの復元復元復元復元をををを軸軸軸軸にににに観観観観光光光光交流交流交流交流、、、、観観観観光関光関光関光関連連連連の施設があのの施設があのの施設があのの施設があの場場場場所としては所としては所としては所としては非常非常非常非常にににに望望望望ましいし、ましいし、ましいし、ましいし、拠点整拠点整拠点整拠点整備備備備としてはとしてはとしてはとしては非常非常非常非常にににに効効効効果がある、果がある、果がある、果がある、価値価値価値価値のあるものになるのではないかとのあるものになるのではないかとのあるものになるのではないかとのあるものになるのではないかと考え考え考え考えています。ています。ています。ています。ぜひぜひぜひぜひ引引引引きききき続続続続き、き、き、き、積積積積水水水水化化化化学学学学工工工工業業業業株式株式株式株式会会会会社社社社とととと話話話話し合いをし合いをし合いをし合いを密密密密にににに持持持持っていただき、っていただき、っていただき、っていただき、よいまちよいまちよいまちよいまちづづづづくり、くり、くり、くり、土土土土地地地地利利利利用を用を用を用を図図図図れますようにお願い申し上げて、れますようにお願い申し上げて、れますようにお願い申し上げて、れますようにお願い申し上げて、質問質問質問質問をををを終終終終わりたいと思いわりたいと思いわりたいと思いわりたいと思います。ます。ます。ます。以以以以上です。上です。上です。上です。○猪奥委員○猪奥委員○猪奥委員○猪奥委員 ２２２２点点点点おおおお伺伺伺伺いしたいと思います。まず、いしたいと思います。まず、いしたいと思います。まず、いしたいと思います。まず、私私私私もももも代代代代表質問表質問表質問表質問でででで聞聞聞聞きました農福きました農福きました農福きました農福連連連連携携携携にににについてついてついてついて質問質問質問質問させていただきます。農福させていただきます。農福させていただきます。農福させていただきます。農福連連連連携携携携はははは非常非常非常非常に大に大に大に大切切切切なことでなことでなことでなことで進進進進めていきたいとおめていきたいとおめていきたいとおめていきたいとお答え答え答え答えいただきました。その中で、現いただきました。その中で、現いただきました。その中で、現いただきました。その中で、現在在在在２００２００２００２００カカカカ所の事業所のうち４４所の事業所のうち４４所の事業所のうち４４所の事業所のうち４４カカカカ所の事業所で農業所の事業所で農業所の事業所で農業所の事業所で農業生生生生産産産産活活活活動を行っていますというご動を行っていますというご動を行っていますというご動を行っていますというご答弁答弁答弁答弁をををを頂戴頂戴頂戴頂戴したのですけれしたのですけれしたのですけれしたのですけれどどどども、この２００も、この２００も、この２００も、この２００カカカカ所の事業所と所の事業所と所の事業所と所の事業所というのは福いうのは福いうのは福いうのは福祉祉祉祉事業所２００事業所２００事業所２００事業所２００カカカカ所のうち４４所のうち４４所のうち４４所のうち４４カカカカ所で農業所で農業所で農業所で農業生生生生産を産を産を産をややややっているということでしっているということでしっているということでしっているということでしょょょょうか、うか、うか、うか、教教教教ええええてください。てください。てください。てください。○小坂農林部次長（農政担当、担い手・農地マネジメント課長事務取扱）○小坂農林部次長（農政担当、担い手・農地マネジメント課長事務取扱）○小坂農林部次長（農政担当、担い手・農地マネジメント課長事務取扱）○小坂農林部次長（農政担当、担い手・農地マネジメント課長事務取扱） 健康健康健康健康福福福福祉祉祉祉部で部で部で部で押押押押ささささええええているているているている数数数数字字字字だとだとだとだと認認認認識識識識していますけれしていますけれしていますけれしていますけれどどどども、今、も、今、も、今、も、今、手元手元手元手元にごにごにごにござざざざいませいませいませいませんんんんので、ので、ので、ので、後後後後ほほほほど確ど確ど確ど確認認認認してご説明させていただけたらと思います。してご説明させていただけたらと思います。してご説明させていただけたらと思います。してご説明させていただけたらと思います。○猪奥委員○猪奥委員○猪奥委員○猪奥委員 では、またでは、またでは、またでは、また後後後後ほほほほどどどど教教教教ええええてください。てください。てください。てください。恐恐恐恐らく福らく福らく福らく福祉祉祉祉事業所の事業所の事業所の事業所の数数数数ではないかと思っではないかと思っではないかと思っではないかと思っているのです。ているのです。ているのです。ているのです。進進進進めていく上で、めていく上で、めていく上で、めていく上で、代代代代表質問表質問表質問表質問でも知事に申し上げましたけれでも知事に申し上げましたけれでも知事に申し上げましたけれでも知事に申し上げましたけれどどどども、今、奈良県で、福も、今、奈良県で、福も、今、奈良県で、福も、今、奈良県で、福祉祉祉祉事事事事業所で農業に業所で農業に業所で農業に業所で農業に携携携携わってもいいというとこわってもいいというとこわってもいいというとこわってもいいというところろろろにににに対対対対して農業をして農業をして農業をして農業を教教教教ええええるという一方るという一方るという一方るという一方向向向向のののの取取取取りりりり組組組組みみみみが行われています。これからごが行われています。これからごが行われています。これからごが行われています。これからご答弁答弁答弁答弁の中でもの中でもの中でもの中でも頂戴頂戴頂戴頂戴しました中しました中しました中しました中間支間支間支間支援援援援をををを進進進進めていくに当たっめていくに当たっめていくに当たっめていくに当たっては、ては、ては、ては、障障障障害を害を害を害を持持持持っておられる方はこういうっておられる方はこういうっておられる方はこういうっておられる方はこういう特性特性特性特性があって、例があって、例があって、例があって、例えばえばえばえばダウダウダウダウンンンン症症症症であれであれであれであればばばばこういこういこういこういうことができて、できなくて、うことができて、できなくて、うことができて、できなくて、うことができて、できなくて、障障障障害害害害種別種別種別種別ごとにこの子はこういうことができて、できなくごとにこの子はこういうことができて、できなくごとにこの子はこういうことができて、できなくごとにこの子はこういうことができて、できなくてという、てという、てという、てという、障障障障害者の害者の害者の害者の就就就就労に当たってできること、できないことを理労に当たってできること、できないことを理労に当たってできること、できないことを理労に当たってできること、できないことを理解解解解されている方がされている方がされている方がされている方が間間間間にににに入ることが大事と思います。入ることが大事と思います。入ることが大事と思います。入ることが大事と思います。ジジジジョョョョブブブブココココーーーーチチチチをこの農福をこの農福をこの農福をこの農福連連連連携携携携のののの場場場場でもでもでもでも推推推推進進進進していただくことがしていただくことがしていただくことがしていただくことが必必必必要と思っているのです要と思っているのです要と思っているのです要と思っているのですけれけれけれけれどどどども、農業も、農業も、農業も、農業版版版版のジのジのジのジョョョョブブブブココココーーーーチチチチのののの導導導導入について、今お入について、今お入について、今お入について、今お考え考え考え考えがあれがあれがあれがあればばばば教教教教えええ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と思います。と思います。と思います。と思います。○小坂農林部次長（農政担当、担い手・農地マネジメント課長事務取扱）○小坂農林部次長（農政担当、担い手・農地マネジメント課長事務取扱）○小坂農林部次長（農政担当、担い手・農地マネジメント課長事務取扱）○小坂農林部次長（農政担当、担い手・農地マネジメント課長事務取扱） 猪奥委員から猪奥委員から猪奥委員から猪奥委員からごごごご質問質問質問質問があった、中があった、中があった、中があった、中間的間的間的間的ななななマッマッマッマッチンチンチンチンググググは一部他県で行っているとこは一部他県で行っているとこは一部他県で行っているとこは一部他県で行っているところろろろがあり、まだ奈良県があり、まだ奈良県があり、まだ奈良県があり、まだ奈良県はそのはそのはそのはその制制制制度を行っていないわけですけれ度を行っていないわけですけれ度を行っていないわけですけれ度を行っていないわけですけれどどどど、いずれにしても、、いずれにしても、、いずれにしても、、いずれにしても、何何何何らかのらかのらかのらかの形形形形でそういうでそういうでそういうでそういうマッマッマッマッ
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チンチンチンチンググググをするというか、をするというか、をするというか、をするというか、ミミミミススススマッマッマッマッチチチチがががが起起起起こらないように、きちこらないように、きちこらないように、きちこらないように、きちんんんんと農林部とと農林部とと農林部とと農林部と健康健康健康健康福福福福祉祉祉祉部と部と部と部とでででで連連連連携携携携してしてしてして対応対応対応対応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。また、ジまた、ジまた、ジまた、ジョョョョブブブブココココーーーーチチチチという名という名という名という名称称称称ががががどどどどうかはあるのですけれうかはあるのですけれうかはあるのですけれうかはあるのですけれどどどども、もちも、もちも、もちも、もちろんろんろんろんマッマッマッマッチンチンチンチンググググ的的的的なななな従従従従来来来来の農業法人の農業法人の農業法人の農業法人やややや農業者に農業者に農業者に農業者に障障障障害者の方を受け入れていただくのもありますし、害者の方を受け入れていただくのもありますし、害者の方を受け入れていただくのもありますし、害者の方を受け入れていただくのもありますし、既存既存既存既存のののの社社社社会福会福会福会福祉祉祉祉法人が農業に法人が農業に法人が農業に法人が農業に参参参参入していくことも県としては入していくことも県としては入していくことも県としては入していくことも県としては推推推推進進進進していますし、していますし、していますし、していますし、バックバックバックバックアアアアッッッッププププしてしてしてしていきたいと思っています。いきたいと思っています。いきたいと思っています。いきたいと思っています。障障障障害者もい害者もい害者もい害者もいろろろろいいいいろろろろなななな特性特性特性特性の方がいるので、農の方がいるので、農の方がいるので、農の方がいるので、農作作作作業の業の業の業のタイプタイプタイプタイプに合わせて、きちに合わせて、きちに合わせて、きちに合わせて、きちんんんんとできるとできるとできるとできるのか、ジのか、ジのか、ジのか、ジョョョョブブブブココココーーーーチチチチというか、そういうきちというか、そういうきちというか、そういうきちというか、そういうきちんんんんとととと指指指指導導導導、、、、アアアアドバドバドバドバイスイスイスイスができる方はができる方はができる方はができる方は非常非常非常非常にににに重重重重要だと思います。要だと思います。要だと思います。要だと思います。既既既既に農林部でそういった農業に農林部でそういった農業に農林部でそういった農業に農林部でそういった農業技術技術技術技術をををを社社社社会福会福会福会福祉祉祉祉法人の職員に法人の職員に法人の職員に法人の職員に技術技術技術技術指指指指導導導導するするするするのは行っているわけですけれのは行っているわけですけれのは行っているわけですけれのは行っているわけですけれどどどども、今、猪奥委員がおっしも、今、猪奥委員がおっしも、今、猪奥委員がおっしも、今、猪奥委員がおっしゃゃゃゃったったったった観観観観点点点点もきちもきちもきちもきちんんんんとととと意意意意識識識識してしてしてして取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを進進進進めていきたいと思っています。めていきたいと思っています。めていきたいと思っています。めていきたいと思っています。○猪奥委員○猪奥委員○猪奥委員○猪奥委員 私私私私がおがおがおがお邪魔邪魔邪魔邪魔したしたしたした三三三三重重重重県では、県では、県では、県では、ややややり方をり方をり方をり方を教教教教ええええていただく農業振興ていただく農業振興ていただく農業振興ていただく農業振興セセセセンタンタンタンターで、ーで、ーで、ーで、農福農福農福農福連連連連携携携携のののの担担担担当者も当者も当者も当者も置置置置いていていていて活活活活動されていますので、動されていますので、動されていますので、動されていますので、ぜひぜひぜひぜひ奈良県も奈良県も奈良県も奈良県も力力力力を入れていただきたいを入れていただきたいを入れていただきたいを入れていただきたいと思います。と思います。と思います。と思います。先ほ先ほ先ほ先ほどどどどの２００の２００の２００の２００カカカカ所の事業所で、福所の事業所で、福所の事業所で、福所の事業所で、福祉祉祉祉分分分分野野野野のののの数数数数はははは把握把握把握把握されているのですけれされているのですけれされているのですけれされているのですけれどどどども、ではも、ではも、ではも、では農業の事業者のとこ農業の事業者のとこ農業の事業者のとこ農業の事業者のところろろろでででで何何何何人雇用されているかというのは、人雇用されているかというのは、人雇用されているかというのは、人雇用されているかというのは、多多多多分実分実分実分実態態態態としてとしてとしてとして捉捉捉捉ええええられていられていられていられていないと思いますので、福ないと思いますので、福ないと思いますので、福ないと思いますので、福祉祉祉祉の分の分の分の分野野野野、農業の分、農業の分、農業の分、農業の分野野野野、関係なく、関係なく、関係なく、関係なく障障障障害者で今、実害者で今、実害者で今、実害者で今、実際際際際に農業にに農業にに農業にに農業にどどどどののののくらいくらいくらいくらい携携携携わっておられるのか、わっておられるのか、わっておられるのか、わっておられるのか、形形形形態別態別態別態別にしっかりにしっかりにしっかりにしっかり集集集集計して、まず実計して、まず実計して、まず実計して、まず実態態態態をををを把握把握把握把握してもらうとしてもらうとしてもらうとしてもらうとこここころろろろからからからからスタスタスタスターーーートトトトしていただけれしていただけれしていただけれしていただければばばばと思います。この分と思います。この分と思います。この分と思います。この分野野野野はははは以以以以上です。上です。上です。上です。次に、奈良県次に、奈良県次に、奈良県次に、奈良県未未未未来来来来投投投投資資資資促促促促進基進基進基進基本計本計本計本計画画画画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ます。今ほいします。今ほいします。今ほいします。今ほどどどどこの奈良県この奈良県この奈良県この奈良県未未未未来来来来投投投投資資資資促促促促進進進進計計計計画画画画についてについてについてについて見見見見ていましたら、ていましたら、ていましたら、ていましたら、何何何何となくとなくとなくとなく私私私私のののの感感感感想想想想ですけれですけれですけれですけれどどどども、これまで奈良県がも、これまで奈良県がも、これまで奈良県がも、これまで奈良県が取取取取りりりり組ん組ん組ん組んできたことをこの計できたことをこの計できたことをこの計できたことをこの計画画画画に、に、に、に、言言言言葉葉葉葉はははは悪悪悪悪いですけれいですけれいですけれいですけれどどどども、も、も、も、焼焼焼焼きききき直直直直しているだけというしているだけというしているだけというしているだけという印印印印象象象象を受けました。そこでおを受けました。そこでおを受けました。そこでおを受けました。そこでお伺伺伺伺いしたいのですけれいしたいのですけれいしたいのですけれいしたいのですけれどどどども、まずこれをつくるときに、市町村も、まずこれをつくるときに、市町村も、まずこれをつくるときに、市町村も、まずこれをつくるときに、市町村と一と一と一と一緒緒緒緒になってつくられたのでしになってつくられたのでしになってつくられたのでしになってつくられたのでしょょょょうか。この計うか。この計うか。この計うか。この計画画画画をつくるに当たっての市町村とのをつくるに当たっての市町村とのをつくるに当たっての市町村とのをつくるに当たっての市町村との連連連連携携携携体体体体制制制制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ます。いします。いします。いします。○箕輪企業立地推進課長○箕輪企業立地推進課長○箕輪企業立地推進課長○箕輪企業立地推進課長 奈良県奈良県奈良県奈良県未未未未来来来来投投投投資資資資促促促促進基進基進基進基本計本計本計本計画画画画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申し上げます。申し上げます。申し上げます。申し上げます。この計この計この計この計画画画画は９月は９月は９月は９月末末末末に国からに国からに国からに国から同同同同意意意意をいただきましたが、それまでつくるをいただきましたが、それまでつくるをいただきましたが、それまでつくるをいただきましたが、それまでつくる過過過過程程程程で、そので、そので、そので、その前前前前に、に、に、に、この計この計この計この計画画画画はははは従従従従来来来来からからからから企企企企業立地業立地業立地業立地促促促促進進進進法に法に法に法に基づ基づ基づ基づく奈良県く奈良県く奈良県く奈良県企企企企業立地業立地業立地業立地促促促促進進進進計計計計画画画画をををを策策策策定していました定していました定していました定していましたが、その計が、その計が、その計が、その計画画画画自自自自体体体体、県と、県と、県と、県と全全全全市町村市町村市町村市町村共共共共同同同同でつくっているものです。でつくっているものです。でつくっているものです。でつくっているものです。企企企企業立地業立地業立地業立地促促促促進進進進法改め地法改め地法改め地法改め地域域域域未未未未来来来来投投投投資資資資促促促促進進進進法に法に法に法に基づ基づ基づ基づく当く当く当く当該該該該計計計計画画画画ですので、この計ですので、この計ですので、この計ですので、この計画画画画もももも前前前前計計計計画画画画からからからから後後後後退退退退しないように、しないように、しないように、しないように、全全全全
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ての市町村のての市町村のての市町村のての市町村の参参参参画画画画を法を法を法を法律律律律が改正されたが改正されたが改正されたが改正された直直直直後後後後から一から一から一から一緒緒緒緒にににに策策策策定することにしました。ですから、定することにしました。ですから、定することにしました。ですから、定することにしました。ですから、県と県と県と県と全全全全市町村、要は県市町村、要は県市町村、要は県市町村、要は県全域全域全域全域でこの計でこの計でこの計でこの計画画画画を実施したときに事業者がを実施したときに事業者がを実施したときに事業者がを実施したときに事業者が恩恩恩恩恵を受けていただける恵を受けていただける恵を受けていただける恵を受けていただける制制制制度に度に度に度に策策策策定させていただいた次第です。定させていただいた次第です。定させていただいた次第です。定させていただいた次第です。以以以以上です。上です。上です。上です。○猪奥委員○猪奥委員○猪奥委員○猪奥委員 そうすると、そうすると、そうすると、そうすると、協協協協議会議会議会議会や連や連や連や連絡絡絡絡会のようなとこ会のようなとこ会のようなとこ会のようなところろろろがあって、そこで皆さがあって、そこで皆さがあって、そこで皆さがあって、そこで皆さんんんんと一と一と一と一緒緒緒緒につくられたということでしにつくられたということでしにつくられたということでしにつくられたということでしょょょょうか。それともうか。それともうか。それともうか。それとも企企企企業立地業立地業立地業立地促促促促進進進進法の計法の計法の計法の計画画画画をこれにをこれにをこれにをこれにババババージージージージョョョョンンンンアアアアッッッッププププをさせたので、をさせたので、をさせたので、をさせたので、企企企企業立地業立地業立地業立地促促促促進進進進法をつくっている法をつくっている法をつくっている法をつくっている段階段階段階段階で市町村皆さで市町村皆さで市町村皆さで市町村皆さんんんんのごのごのごのご意見意見意見意見が載っが載っが載っが載っているので、この計ているので、この計ているので、この計ているので、この計画画画画をつくるに当たっては改めてそういうをつくるに当たっては改めてそういうをつくるに当たっては改めてそういうをつくるに当たっては改めてそういう協協協協議の議の議の議の場場場場はははは持持持持っていないといっていないといっていないといっていないということでしうことでしうことでしうことでしょょょょうか。うか。うか。うか。○箕輪企業立地推進課長○箕輪企業立地推進課長○箕輪企業立地推進課長○箕輪企業立地推進課長 当当当当該該該該計計計計画画画画においては、においては、においては、においては、従従従従来来来来のののの工場や研究工場や研究工場や研究工場や研究所だけでなく、さま所だけでなく、さま所だけでなく、さま所だけでなく、さまざざざざまな分まな分まな分まな分野野野野のののの投投投投資に関しての資に関しての資に関しての資に関しての支支支支援援援援をするとこをするとこをするとこをするところろろろが大きなが大きなが大きなが大きな目目目目玉玉玉玉となっています。改めてとなっています。改めてとなっています。改めてとなっています。改めて基基基基本計本計本計本計画画画画にににに掲掲掲掲げるげるげるげる取取取取りりりり組組組組みの中で、今までみの中で、今までみの中で、今までみの中で、今まで掲掲掲掲げておりました成長げておりました成長げておりました成長げておりました成長物づ物づ物づ物づくり分くり分くり分くり分野や野や野や野や情情情情報報報報通通通通信信信信だけでだけでだけでだけでなく、いなく、いなく、いなく、いろろろろいいいいろろろろなななな商商商商業、業、業、業、ササササーーーービビビビスススス業に業に業に業に広広広広げたげたげたげた取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが可可可可能能能能ではないかということでではないかということでではないかということでではないかということで策策策策定定定定しています。計しています。計しています。計しています。計画画画画をををを策策策策定するときには定するときには定するときには定するときには全全全全ての市町村に一ての市町村に一ての市町村に一ての市町村に一旦旦旦旦投投投投げかけて、それをげかけて、それをげかけて、それをげかけて、それを集集集集約して、約して、約して、約して、策策策策定しています。定しています。定しています。定しています。協協協協議会という議会という議会という議会という任任任任意意意意のののの団体団体団体団体のようなものはつくっていませのようなものはつくっていませのようなものはつくっていませのようなものはつくっていませんんんんけれけれけれけれどどどども、一も、一も、一も、一堂堂堂堂に会する説明に会する説明に会する説明に会する説明会も行い、会も行い、会も行い、会も行い、随時担随時担随時担随時担当者と当者と当者と当者と協協協協議を行いながら議を行いながら議を行いながら議を行いながら策策策策定したものです。定したものです。定したものです。定したものです。以以以以上です。上です。上です。上です。○猪奥委員○猪奥委員○猪奥委員○猪奥委員 そうですよそうですよそうですよそうですよねねねね、、、、企企企企業立地業立地業立地業立地促促促促進進進進法は法は法は法は物づ物づ物づ物づくりがくりがくりがくりがメメメメーーーーンンンンだったのが、だったのが、だったのが、だったのが、観観観観光な光な光な光などどどどののののソソソソフト面フト面フト面フト面もももも使使使使っていただくものとしてこれができているわけですから、っていただくものとしてこれができているわけですから、っていただくものとしてこれができているわけですから、っていただくものとしてこれができているわけですから、幅広幅広幅広幅広になっているになっているになっているになっているのはわかるのですけれのはわかるのですけれのはわかるのですけれのはわかるのですけれどどどども、いまいちも、いまいちも、いまいちも、いまいちどどどどこにこにこにこにタタタターーーーゲゲゲゲットットットットをををを絞絞絞絞りりりり込ん込ん込ん込んでいるか、計でいるか、計でいるか、計でいるか、計画画画画をををを読読読読んんんんでもわからないというでもわからないというでもわからないというでもわからないという感感感感想想想想をををを抱抱抱抱きました。きました。きました。きました。市市市市単位単位単位単位で計で計で計で計画画画画をつくっているとこをつくっているとこをつくっているとこをつくっているところろろろは、は、は、は、都都都都道道道道府府府府県でもありますけれ県でもありますけれ県でもありますけれ県でもありますけれどどどども、奈良県はとりも、奈良県はとりも、奈良県はとりも、奈良県はとりああああええええず県でず県でず県でず県で全域全域全域全域の計の計の計の計画画画画をつくったということで、例をつくったということで、例をつくったということで、例をつくったということで、例えばえばえばえば柱柱柱柱の一つにそうめの一つにそうめの一つにそうめの一つにそうめんんんんが入っていまが入っていまが入っていまが入っていますが、すが、すが、すが、桜桜桜桜井市が今井市が今井市が今井市が今後後後後これをこれをこれをこれを推推推推進進進進し、計し、計し、計し、計画画画画をつくっていくとか、奈良市がをつくっていくとか、奈良市がをつくっていくとか、奈良市がをつくっていくとか、奈良市が観観観観光の分光の分光の分光の分野野野野の計の計の計の計画画画画をつくっていくとか、そういう市町村の動きはありますか。をつくっていくとか、そういう市町村の動きはありますか。をつくっていくとか、そういう市町村の動きはありますか。をつくっていくとか、そういう市町村の動きはありますか。○箕輪企業立地推進課長○箕輪企業立地推進課長○箕輪企業立地推進課長○箕輪企業立地推進課長 猪奥委員がおっし猪奥委員がおっし猪奥委員がおっし猪奥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、基基基基本計本計本計本計画画画画にににに掲掲掲掲げるげるげるげる取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの中で、その一つに中で、その一つに中で、その一つに中で、その一つに三三三三輪素麺輪素麺輪素麺輪素麺等等等等のののの特特特特産産産産物物物物をををを活活活活用した農林水産・地用した農林水産・地用した農林水産・地用した農林水産・地域域域域商商商商社社社社というというというという取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを掲掲掲掲げています。これにおいてもげています。これにおいてもげています。これにおいてもげています。これにおいてもメメメメーーーーンンンンはははは特特特特産産産産物物物物をををを活活活活用したという用したという用したという用したという取取取取りりりり組組組組みですので、みですので、みですので、みですので、最最最最初初初初、、、、策策策策定の定の定の定の考え考え考え考え方として、まず県と方として、まず県と方として、まず県と方として、まず県と全全全全市町村で市町村で市町村で市町村で取取取取りりりり組組組組むむむむのだから、この計のだから、この計のだから、この計のだから、この計画画画画でででで網羅網羅網羅網羅できるようできるようできるようできるようにというにというにというにという考え考え考え考えでさせていただいているとこでさせていただいているとこでさせていただいているとこでさせていただいているところろろろです。です。です。です。新新新新たに市町村たに市町村たに市町村たに市町村独独独独自で計自で計自で計自で計画画画画をををを策策策策定するこ定するこ定するこ定することはとはとはとは可可可可能能能能ですので、それはですので、それはですので、それはですので、それは別別別別にににに考え考え考え考えられられられられ得得得得るとは思いますが、現るとは思いますが、現るとは思いますが、現るとは思いますが、現在在在在でででで独独独独自に自に自に自に策策策策定されると定されると定されると定されると
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いういういういう話話話話はははは聞聞聞聞いていませいていませいていませいていませんんんん。。。。以以以以上です。上です。上です。上です。○猪奥委員○猪奥委員○猪奥委員○猪奥委員 これに関これに関これに関これに関連連連連してもう１してもう１してもう１してもう１点点点点、、、、民民民民間間間間事業者が事業計事業者が事業計事業者が事業計事業者が事業計画画画画をををを作作作作成してそれを県が承成してそれを県が承成してそれを県が承成してそれを県が承認認認認できるようになっていますけれできるようになっていますけれできるようになっていますけれできるようになっていますけれどどどども、も、も、も、民民民民間間間間事業者は今のとこ事業者は今のとこ事業者は今のとこ事業者は今のところろろろまだ奈良県では地まだ奈良県では地まだ奈良県では地まだ奈良県では地域域域域経済経済経済経済牽牽牽牽引引引引事業計事業計事業計事業計画画画画をつくっておられないと思うのですけれをつくっておられないと思うのですけれをつくっておられないと思うのですけれをつくっておられないと思うのですけれどどどども、も、も、も、作作作作成の成の成の成の状況状況状況状況をををを教教教教ええええてください。てください。てください。てください。○箕輪企業立地推進課長○箕輪企業立地推進課長○箕輪企業立地推進課長○箕輪企業立地推進課長 ９月９月９月９月末末末末から当から当から当から当該該該該計計計計画画画画をををを発発発発効効効効してしてしてして以以以以降降降降、１件の承、１件の承、１件の承、１件の承認認認認をしています。をしています。をしています。をしています。その他、その他、その他、その他、物づ物づ物づ物づくりくりくりくり企企企企業、いわ業、いわ業、いわ業、いわゆゆゆゆるるるる製製製製造造造造業者を中業者を中業者を中業者を中心心心心にににに問問問問い合わせがあるのは１０件い合わせがあるのは１０件い合わせがあるのは１０件い合わせがあるのは１０件程程程程度で、度で、度で、度で、今今今今継継継継続続続続してしてしてして協協協協議をしているとこ議をしているとこ議をしているとこ議をしているところろろろです。です。です。です。以以以以上です。上です。上です。上です。○猪奥委員○猪奥委員○猪奥委員○猪奥委員 繰繰繰繰りりりり返返返返しになりますけれしになりますけれしになりますけれしになりますけれどどどども、この計も、この計も、この計も、この計画画画画、まず第一、まず第一、まず第一、まず第一歩歩歩歩としてはおつくりになとしてはおつくりになとしてはおつくりになとしてはおつくりになられたというられたというられたというられたという状況状況状況状況と思っているのです。国のほうでせっかくと思っているのです。国のほうでせっかくと思っているのです。国のほうでせっかくと思っているのです。国のほうでせっかく物づ物づ物づ物づくりだけではなくて、いくりだけではなくて、いくりだけではなくて、いくりだけではなくて、いろろろろいいいいろろろろな分な分な分な分野野野野にににに使え使え使え使えて、かつ先て、かつ先て、かつ先て、かつ先進的進的進的進的なななな取取取取りりりり組組組組みも承みも承みも承みも承認認認認してもらしてもらしてもらしてもらええええるという法るという法るという法るという法律律律律であり、法であり、法であり、法であり、法の趣旨であの趣旨であの趣旨であの趣旨であろろろろうかと思います。今まで県がうかと思います。今まで県がうかと思います。今まで県がうかと思います。今まで県がややややってきたことをまとめられただけのように、ってきたことをまとめられただけのように、ってきたことをまとめられただけのように、ってきたことをまとめられただけのように、失礼失礼失礼失礼ながらながらながらながら私私私私にはにはにはには見え見え見え見えるのです。そうではなくて、一るのです。そうではなくて、一るのです。そうではなくて、一るのです。そうではなくて、一歩歩歩歩もももも二歩二歩二歩二歩もももも踏踏踏踏みみみみ込ん込ん込ん込んでいけるようなでいけるようなでいけるようなでいけるような計計計計画画画画、法、法、法、法律律律律になっているはずで、国におになっているはずで、国におになっているはずで、国におになっているはずで、国にお伺伺伺伺いすると、いすると、いすると、いすると、ババババージージージージョョョョンアンアンアンアッッッッププププをををを何回何回何回何回してもしてもしてもしても構構構構わわわわないということですので、さらなるないということですので、さらなるないということですので、さらなるないということですので、さらなるババババージージージージョョョョンアンアンアンアッッッッププププをををを期期期期待待待待しています。しています。しています。しています。以以以以上です。上です。上です。上です。○松尾委員○松尾委員○松尾委員○松尾委員 災災災災害の報告を受けたので、これに関して、事害の報告を受けたので、これに関して、事害の報告を受けたので、これに関して、事害の報告を受けたので、これに関して、事前前前前にににに話話話話していないのでしていないのでしていないのでしていないので答え答え答え答えられられられられるるるる範囲範囲範囲範囲で結で結で結で結構構構構です。です。です。です。吉野吉野吉野吉野町町町町楢楢楢楢井の現井の現井の現井の現場場場場ですが、ですが、ですが、ですが、昨昨昨昨年に年に年に年に砂砂砂砂防防防防堰堤堰堤堰堤堰堤のののの工工工工事をしていただいていたのです。その事をしていただいていたのです。その事をしていただいていたのです。その事をしていただいていたのです。その砂砂砂砂防防防防堰堤堰堤堰堤堰堤も今も今も今も今やややや無無無無残残残残なななな形形形形でででで飛飛飛飛んんんんでしまっているのですが、この原でしまっているのですが、この原でしまっているのですが、この原でしまっているのですが、この原因因因因ななななどどどどは今わかっていたらは今わかっていたらは今わかっていたらは今わかっていたら教教教教ええええていただきたいです。ていただきたいです。ていただきたいです。ていただきたいです。○阪口森林整備課長○阪口森林整備課長○阪口森林整備課長○阪口森林整備課長 このこのこのこの場場場場所については、平成２７年７月の所については、平成２７年７月の所については、平成２７年７月の所については、平成２７年７月の雨雨雨雨で一度で一度で一度で一度小小小小さなさなさなさな崩壊崩壊崩壊崩壊がががが起起起起ここここって、そのって、そのって、そのって、その後後後後、、、、小小小小さいさいさいさい崩壊崩壊崩壊崩壊ということで、改めて平成２８年１月ということで、改めて平成２８年１月ということで、改めて平成２８年１月ということで、改めて平成２８年１月ぐぐぐぐらいになってらいになってらいになってらいになってココココンンンンササササルルルルタンタンタンタントトトトに次の治に次の治に次の治に次の治山山山山事業をするために事業をするために事業をするために事業をするために調調調調査をしていただいたとこ査をしていただいたとこ査をしていただいたとこ査をしていただいたところろろろ、、、、崩壊崩壊崩壊崩壊地の上部に地の上部に地の上部に地の上部に亀裂亀裂亀裂亀裂ががががあることがわかりました。あることがわかりました。あることがわかりました。あることがわかりました。亀裂亀裂亀裂亀裂があって、しかも動いているがあって、しかも動いているがあって、しかも動いているがあって、しかも動いている状況状況状況状況でしたので、それをまずでしたので、それをまずでしたので、それをまずでしたので、それをまず観観観観測測測測していかなけれしていかなけれしていかなけれしていかなければばばばならないということで、ならないということで、ならないということで、ならないということで、観観観観測測測測して、して、して、して、具体具体具体具体的的的的には地には地には地には地盤伸盤伸盤伸盤伸縮縮縮縮計を３計を３計を３計を３基基基基と、と、と、と、レレレレーーーーダダダダーーーー探探探探査といいまして、査といいまして、査といいまして、査といいまして、レレレレーーーーダダダダーを当ててーを当ててーを当ててーを当てて移移移移動を動を動を動を見見見見るのを、あとるのを、あとるのを、あとるのを、あと雨量雨量雨量雨量計を設計を設計を設計を設置置置置し、そし、そし、そし、そこからこからこからこから無無無無線線線線でででで飛飛飛飛ばばばばして、県して、県して、県して、県やややや町な町な町な町などどどど地地地地元元元元ででででチチチチェェェェックックックックできるできるできるできる体体体体制制制制をとっていました。をとっていました。をとっていました。をとっていました。そういった中で、平成２８年度補正予算がありましたので、それで谷そういった中で、平成２８年度補正予算がありましたので、それで谷そういった中で、平成２８年度補正予算がありましたので、それで谷そういった中で、平成２８年度補正予算がありましたので、それで谷どどどどめを設めを設めを設めを設置置置置し、し、し、し、続続続続いて、いて、いて、いて、来来来来年度また設年度また設年度また設年度また設置置置置しようとしていたのですけれしようとしていたのですけれしようとしていたのですけれしようとしていたのですけれどどどども、今も、今も、今も、今回回回回のののの台風台風台風台風２１号の２１号の２１号の２１号の想想想想定定定定外外外外と思と思と思と思ええええる大る大る大る大雨雨雨雨で、そので、そので、そので、その滑滑滑滑っていたっていたっていたっていた山山山山腹腹腹腹がががが崩崩崩崩れて、れて、れて、れて、土土土土石石石石流流流流となってできていた谷となってできていた谷となってできていた谷となってできていた谷どどどどめめめめ工工工工というというというという構構構構造造造造物物物物がががが壊壊壊壊れたという、れたという、れたという、れたという、以以以以上の経上の経上の経上の経緯緯緯緯があります。があります。があります。があります。
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○松尾委員○松尾委員○松尾委員○松尾委員 いずれにしても、いずれにしても、いずれにしても、いずれにしても、危険危険危険危険なななな箇箇箇箇所だと所だと所だと所だと認認認認識識識識していた。それでしていた。それでしていた。それでしていた。それで雨量雨量雨量雨量計も計も計も計もレレレレーーーーダダダダーも、ーも、ーも、ーも、計計計計測器測器測器測器も設も設も設も設置置置置してしてしてして観観観観測測測測していた。その中で、していた。その中で、していた。その中で、していた。その中で、来来来来年度もう一つ大きな年度もう一つ大きな年度もう一つ大きな年度もう一つ大きな堰堤堰堤堰堤堰堤をつくってとめにをつくってとめにをつくってとめにをつくってとめにいこうといういこうといういこうといういこうというややややさきのさきのさきのさきの話話話話です。その予定をわかっている人です。その予定をわかっている人です。その予定をわかっている人です。その予定をわかっている人達達達達もいて、県がもいて、県がもいて、県がもいて、県が放放放放置置置置したからだしたからだしたからだしたからだというというというという話話話話も出ていたりして、いつも出ていたりして、いつも出ていたりして、いつも出ていたりして、いつどどどどれだけのれだけのれだけのれだけの雨雨雨雨がががが降降降降るか、るか、るか、るか、想想想想定定定定外外外外のののの雨雨雨雨もたくさもたくさもたくさもたくさんんんん降降降降るようるようるようるようなななな気気気気象象象象状況状況状況状況になってきています。こういったとこになってきています。こういったとこになってきています。こういったとこになってきています。こういったところろろろに関してしっかりに関してしっかりに関してしっかりに関してしっかり備備備備ええええて、て、て、て、前倒前倒前倒前倒しで事しで事しで事しで事業をしていかないと、業をしていかないと、業をしていかないと、業をしていかないと、被被被被害がとまっていかないのではないかと思っています。害がとまっていかないのではないかと思っています。害がとまっていかないのではないかと思っています。害がとまっていかないのではないかと思っています。ぜひぜひぜひぜひそういそういそういそういうとこうとこうとこうところろろろまで、先ほまで、先ほまで、先ほまで、先ほどどどど部部部部局局局局横断横断横断横断のののの話話話話をさせていただいたのですが、本当にをさせていただいたのですが、本当にをさせていただいたのですが、本当にをさせていただいたのですが、本当に検討検討検討検討していただしていただしていただしていただけたらと思います。けたらと思います。けたらと思います。けたらと思います。これもこれもこれもこれも災災災災害に関して、害に関して、害に関して、害に関して、吉野吉野吉野吉野町でも農地が町でも農地が町でも農地が町でも農地が浸浸浸浸水して水して水して水して作物作物作物作物がだめになってしまった方がいて、がだめになってしまった方がいて、がだめになってしまった方がいて、がだめになってしまった方がいて、悲惨悲惨悲惨悲惨なななな状況状況状況状況ですが、ですが、ですが、ですが、新新新新規規規規就就就就農者の補農者の補農者の補農者の補助助助助金金金金をいただいて、今からそのをいただいて、今からそのをいただいて、今からそのをいただいて、今からその夢夢夢夢をををを持持持持って農業にって農業にって農業にって農業に参参参参入入入入していこうというしていこうというしていこうというしていこうというややややさきに、大さきに、大さきに、大さきに、大根根根根畑畑畑畑が水につかってが水につかってが水につかってが水につかって全全全全くくくく収収収収穫穫穫穫ががががゼロゼロゼロゼロになり、今年度の所になり、今年度の所になり、今年度の所になり、今年度の所得得得得ががががゼロゼロゼロゼロというというというという状況状況状況状況です。こういうとこです。こういうとこです。こういうとこです。こういうところろろろにににに対対対対してのしてのしてのしての手手手手だては日本だては日本だては日本だては日本共共共共産産産産党党党党のののの代代代代表質問表質問表質問表質問で、で、で、で、個個個個人人人人へへへへの賠償はなかなかの賠償はなかなかの賠償はなかなかの賠償はなかなかややややっていけないというっていけないというっていけないというっていけないという話話話話を知事がおっしを知事がおっしを知事がおっしを知事がおっしゃゃゃゃっていましたけれっていましたけれっていましたけれっていましたけれどどどど、本、本、本、本当に当に当に当に太太太太田議員が田議員が田議員が田議員が言言言言ったとおりで、ったとおりで、ったとおりで、ったとおりで、過過過過去去去去にににに五條五條五條五條市で、市で、市で、市で、私私私私も経済労働委員会に入らせていただも経済労働委員会に入らせていただも経済労働委員会に入らせていただも経済労働委員会に入らせていただいていたので、いていたので、いていたので、いていたので、ビビビビニニニニーーーールルルルハハハハウウウウススススのののの災災災災害に害に害に害に支支支支援援援援制制制制度を度を度を度を適適適適用したという用したという用したという用したという話話話話を委員会でを委員会でを委員会でを委員会で聞聞聞聞いたよいたよいたよいたように思うのです。あれと今はうに思うのです。あれと今はうに思うのです。あれと今はうに思うのです。あれと今は全全全全くくくく違違違違うのか、あのときは果たしてうのか、あのときは果たしてうのか、あのときは果たしてうのか、あのときは果たしてどんどんどんどんなななな形形形形でででで援援援援助助助助できたのできたのできたのできたのかをかをかをかを教教教教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。○田中農業水産振興課長○田中農業水産振興課長○田中農業水産振興課長○田中農業水産振興課長 過過過過去去去去にににに五條五條五條五條市で市で市で市でビビビビニニニニーーーールルルルハハハハウウウウススススのののの災災災災害に害に害に害に対対対対して県が補して県が補して県が補して県が補助助助助したのしたのしたのしたのは、平成２６年２月のは、平成２６年２月のは、平成２６年２月のは、平成２６年２月の雪雪雪雪害だと思います。平成２６年２月の害だと思います。平成２６年２月の害だと思います。平成２６年２月の害だと思います。平成２６年２月の雪雪雪雪害については、害については、害については、害については、全全全全国国国国的的的的に、に、に、に、特特特特に関に関に関に関東東東東ですごいですごいですごいですごい被被被被害が害が害が害が発生発生発生発生して、県して、県して、県して、県内内内内でもでもでもでも五條五條五條五條市市市市並並並並びにびにびにびに宇陀宇陀宇陀宇陀市で市で市で市でハハハハウウウウススススのののの倒壊倒壊倒壊倒壊ななななどどどど、農、農、農、農業施設に大きな業施設に大きな業施設に大きな業施設に大きな被被被被害が害が害が害が発生発生発生発生しました。本しました。本しました。本しました。本雪雪雪雪害については、害については、害については、害については、全全全全国国国国的的的的にににに甚甚甚甚大な農業施設大な農業施設大な農業施設大な農業施設被被被被害で害で害で害であったため、国が農業あったため、国が農業あったため、国が農業あったため、国が農業ハハハハウウウウス等ス等ス等ス等の自の自の自の自然然然然対策対策対策対策として、として、として、として、被災被災被災被災者者者者向向向向け経け経け経け経営営営営体体体体育育育育成成成成支支支支援援援援事業という事業という事業という事業という事業を事業を事業を事業を発発発発動しました。そこで国の補動しました。そこで国の補動しました。そこで国の補動しました。そこで国の補助助助助ルルルルーーーールルルルにににに基づ基づ基づ基づき、県、市町村のき、県、市町村のき、県、市町村のき、県、市町村の義務義務義務義務負負負負担担担担を上を上を上を上乗乗乗乗せすせすせすせすることにより、果ることにより、果ることにより、果ることにより、果樹樹樹樹棚棚棚棚ややややビビビビニニニニーーーールルルルハハハハウウウウススススの農業施設のの農業施設のの農業施設のの農業施設の撤去撤去撤去撤去、、、、再建再建再建再建にににに対対対対してしてしてして支支支支援援援援したとこしたとこしたとこしたところろろろです。国が２分の１で、県、市町村１２分の１という補です。国が２分の１で、県、市町村１２分の１という補です。国が２分の１で、県、市町村１２分の１という補です。国が２分の１で、県、市町村１２分の１という補助助助助率率率率でででで支支支支援援援援しました。しました。しました。しました。以以以以上です。上です。上です。上です。○松尾委員○松尾委員○松尾委員○松尾委員 国の国の国の国の制制制制度がこのとき大きくてできたということだと思うのですが、今の度がこのとき大きくてできたということだと思うのですが、今の度がこのとき大きくてできたということだと思うのですが、今の度がこのとき大きくてできたということだと思うのですが、今の吉野吉野吉野吉野町の町の町の町の新新新新規規規規就就就就農された方の農された方の農された方の農された方の話話話話をををを聞聞聞聞いて、いて、いて、いて、気気気気のののの毒毒毒毒だと思いますよだと思いますよだと思いますよだと思いますよねねねね。かといって。かといって。かといって。かといって何何何何もできないもできないもできないもできないというのも、というのも、というのも、というのも、制制制制度度度度的的的的にはよくわかるのです。わかるのですけれにはよくわかるのです。わかるのですけれにはよくわかるのです。わかるのですけれにはよくわかるのです。わかるのですけれどどどど、いつ、いつ、いつ、いつ起起起起こるかわからなこるかわからなこるかわからなこるかわからないいいい災災災災害に害に害に害に対対対対して、して、して、して、何何何何とかとかとかとか違違違違うううう形形形形でででで制制制制度でも設計しておかなけれ度でも設計しておかなけれ度でも設計しておかなけれ度でも設計しておかなければばばば、農、農、農、農家家家家人口が人口が人口が人口がどんどん減どんどん減どんどん減どんどん減っていくのではないかと思っています。っていくのではないかと思っています。っていくのではないかと思っています。っていくのではないかと思っています。ビビビビニニニニーーーールルルルハハハハウウウウススススななななどどどどハハハハウウウウススススでしたらでしたらでしたらでしたら共共共共済に入れる済に入れる済に入れる済に入れる
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のでしのでしのでしのでしょょょょうけれうけれうけれうけれどどどど、、、、全全全全くくくく青空青空青空青空でででで栽培栽培栽培栽培するものにはするものにはするものにはするものには共共共共済にも入れない。また、済にも入れない。また、済にも入れない。また、済にも入れない。また、共共共共済に入るの済に入るの済に入るの済に入るのもももも非常非常非常非常に高いに高いに高いに高い掛掛掛掛金金金金なので、それもなので、それもなので、それもなので、それも足足足足かせになっていると思うのです。そかせになっていると思うのです。そかせになっていると思うのです。そかせになっていると思うのです。そんんんんなことがありまなことがありまなことがありまなことがありましたので、したので、したので、したので、災災災災害を害を害を害を教訓教訓教訓教訓にということなので、にということなので、にということなので、にということなので、ぜひぜひぜひぜひよよよよろろろろしくお願いしたいと思います。しくお願いしたいと思います。しくお願いしたいと思います。しくお願いしたいと思います。違違違違うううう党党党党のののの代代代代表質問表質問表質問表質問にあったことにあったことにあったことにあったことばばばばっかりで申しわけないのですが、ときのもりのっかりで申しわけないのですが、ときのもりのっかりで申しわけないのですが、ときのもりのっかりで申しわけないのですが、ときのもりの話話話話に行に行に行に行きたいと思うのですが、本当に今までおきたいと思うのですが、本当に今までおきたいと思うのですが、本当に今までおきたいと思うのですが、本当に今までお話話話話しさせてもらってきて、しさせてもらってきて、しさせてもらってきて、しさせてもらってきて、答弁答弁答弁答弁をををを聞聞聞聞いていたら、いていたら、いていたら、いていたら、もうもうもうもう聞聞聞聞いていられなくて、いていられなくて、いていられなくて、いていられなくて、再再再再度度度度確認確認確認確認させていただきます。これの契約は一させていただきます。これの契約は一させていただきます。これの契約は一させていただきます。これの契約は一体体体体いつまであるいつまであるいつまであるいつまであるのか、まず１のか、まず１のか、まず１のか、まず１点点点点教教教教ええええていただきたい。ていただきたい。ていただきたい。ていただきたい。それと、知事のそれと、知事のそれと、知事のそれと、知事の答弁答弁答弁答弁で、１５０もので、１５０もので、１５０もので、１５０ものメメメメディディディディアアアアにににに取取取取り上げられて、これをおり上げられて、これをおり上げられて、これをおり上げられて、これをお金金金金にににに換換換換算する算する算する算すると、すごいと、すごいと、すごいと、すごい宣伝宣伝宣伝宣伝費費費費になりましたというおになりましたというおになりましたというおになりましたというお話話話話もあったのですが、１５０というもあったのですが、１５０というもあったのですが、１５０というもあったのですが、１５０という数数数数字字字字まで出てまで出てまで出てまで出てきていますから、本当に１５０きていますから、本当に１５０きていますから、本当に１５０きていますから、本当に１５０取取取取り上げられたり上げられたり上げられたり上げられたメメメメディディディディアアアアは、きちは、きちは、きちは、きちんんんんと皆さと皆さと皆さと皆さんんんんはわかっていはわかっていはわかっていはわかっているのだるのだるのだるのだろろろろうと思うので、うと思うので、うと思うので、うと思うので、情情情情報を報を報を報を教教教教ええええていただきたいです。ていただきたいです。ていただきたいです。ていただきたいです。○辻本マーケティング課長○辻本マーケティング課長○辻本マーケティング課長○辻本マーケティング課長 まず、松尾委員から契約の関係で、いつまでかということでまず、松尾委員から契約の関係で、いつまでかということでまず、松尾委員から契約の関係で、いつまでかということでまず、松尾委員から契約の関係で、いつまでかということですけれすけれすけれすけれどどどども、も、も、も、賃賃賃賃貸貸貸貸借借借借契約及び業契約及び業契約及び業契約及び業務務務務運営運営運営運営委託契約は、委託契約は、委託契約は、委託契約は、両両両両方とも平成３２年３月３１日までに方とも平成３２年３月３１日までに方とも平成３２年３月３１日までに方とも平成３２年３月３１日までになっています。なっています。なっています。なっています。もう１もう１もう１もう１点点点点、１５０もの、１５０もの、１５０もの、１５０ものメメメメディディディディアアアアにということですけれにということですけれにということですけれにということですけれどどどども、中も、中も、中も、中身身身身についてはについてはについてはについては雑誌雑誌雑誌雑誌ややややウウウウエエエエブブブブ、、、、新聞等新聞等新聞等新聞等もももも少々少々少々少々あります。あとあります。あとあります。あとあります。あとＳＮＳＳＮＳＳＮＳＳＮＳななななどどどどもももも含含含含めてめてめてめて全全全全部で１５１となっています。部で１５１となっています。部で１５１となっています。部で１５１となっています。以以以以上上上上です。です。です。です。○松尾委員○松尾委員○松尾委員○松尾委員 ＳＮＳＳＮＳＳＮＳＳＮＳをををを含含含含めて１５０なのですか。めて１５０なのですか。めて１５０なのですか。めて１５０なのですか。私私私私ののののフフフフェェェェイスブイスブイスブイスブックックックックの「いいの「いいの「いいの「いいねねねね！！！！」でも」でも」でも」でも１２０１２０１２０１２０ぐぐぐぐらいらいらいらい絶絶絶絶対対対対にににに押押押押されるのですよ。本当にそされるのですよ。本当にそされるのですよ。本当にそされるのですよ。本当にそんんんんなとこなとこなとこなところろろろからもうからもうからもうからもう全全全全くくくく信信信信じれないのでじれないのでじれないのでじれないのですけれすけれすけれすけれどどどど、、、、ミミミミシュランシュランシュランシュランのののの星星星星をとりました。をとりました。をとりました。をとりました。ミミミミシュランシュランシュランシュランのののの星星星星をとるのは、知事のをとるのは、知事のをとるのは、知事のをとるのは、知事の話話話話ですけれですけれですけれですけれどえどえどえどえらいことで、らいことで、らいことで、らいことで、非常非常非常非常にににに宣伝宣伝宣伝宣伝効効効効果もあってという果もあってという果もあってという果もあってという話話話話だと思うのですけれだと思うのですけれだと思うのですけれだと思うのですけれどどどど、その、その、その、そのミミミミシュラシュラシュラシュランンンンのののの星星星星をとってまでも、これも人のをとってまでも、これも人のをとってまでも、これも人のをとってまでも、これも人の質問質問質問質問の資料をの資料をの資料をの資料を使使使使わせてもらって申しわけない、わせてもらって申しわけない、わせてもらって申しわけない、わせてもらって申しわけない、宮宮宮宮本次本次本次本次郎郎郎郎議員の資料です。この議員の資料です。この議員の資料です。この議員の資料です。この技術技術技術技術提案に、提案に、提案に、提案に、全然達全然達全然達全然達しないのですよ。これだけしないのですよ。これだけしないのですよ。これだけしないのですよ。これだけややややってもらっても、ってもらっても、ってもらっても、ってもらっても、達達達達しないのです、しないのです、しないのです、しないのです、技術技術技術技術提案に。これだけ説明、提案に。これだけ説明、提案に。これだけ説明、提案に。これだけ説明、質問質問質問質問をさせていただいて、当をさせていただいて、当をさせていただいて、当をさせていただいて、当然然然然のこととしのこととしのこととしのこととしてててて技術技術技術技術提案提案提案提案どどどどおり、このおり、このおり、このおり、この売売売売り上げの７り上げの７り上げの７り上げの７％％％％がががが家家家家賃賃賃賃のののの半半半半分になるという分になるという分になるという分になるという目目目目標標標標をををを達達達達成してくださ成してくださ成してくださ成してくださいといういといういといういという話話話話はしているはずです。今のそのはしているはずです。今のそのはしているはずです。今のそのはしているはずです。今のその営営営営業業業業状況状況状況状況ははははどどどどうなっているか、うなっているか、うなっているか、うなっているか、教教教教ええええてください。てください。てください。てください。○辻本マーケティング課長○辻本マーケティング課長○辻本マーケティング課長○辻本マーケティング課長 今の今の今の今の売売売売り上げ、経り上げ、経り上げ、経り上げ、経営状況営状況営状況営状況について、平成２８年度についてはについて、平成２８年度についてはについて、平成２８年度についてはについて、平成２８年度についてはいいいいろろろろいいいいろろろろなとこなとこなとこなところろろろで報告させていただいていますけれで報告させていただいていますけれで報告させていただいていますけれで報告させていただいていますけれどどどども、１月に開設しましたので、１も、１月に開設しましたので、１も、１月に開設しましたので、１も、１月に開設しましたので、１月から１２月という年次で報告させていただきます。平成２８年の月から１２月という年次で報告させていただきます。平成２８年の月から１２月という年次で報告させていただきます。平成２８年の月から１２月という年次で報告させていただきます。平成２８年の売売売売り上げが５，８１４り上げが５，８１４り上げが５，８１４り上げが５，８１４万２，５１４円、これが万２，５１４円、これが万２，５１４円、これが万２，５１４円、これが技術技術技術技術提案提案提案提案書書書書にににに対対対対するするするする達達達達成成成成率率率率では４２では４２では４２では４２．．．．９９９９％％％％でした。今年、１１月でした。今年、１１月でした。今年、１１月でした。今年、１１月
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までのまでのまでのまでの売売売売り上げ実り上げ実り上げ実り上げ実績績績績ですけれですけれですけれですけれどどどども、５，９５１万５，７５５円で、これもも、５，９５１万５，７５５円で、これもも、５，９５１万５，７５５円で、これもも、５，９５１万５，７５５円で、これも技術技術技術技術提案提案提案提案書書書書にににに対対対対しては４８しては４８しては４８しては４８％％％％というというというという達達達達成成成成率率率率になっています。になっています。になっています。になっています。ただ、ただ、ただ、ただ、言言言言いわけになるかもしれませいわけになるかもしれませいわけになるかもしれませいわけになるかもしれませんんんんけれけれけれけれどどどども、も、も、も、前前前前年年年年比比比比になりますと、ことしの１月かになりますと、ことしの１月かになりますと、ことしの１月かになりますと、ことしの１月から１１月、ら１１月、ら１１月、ら１１月、去去去去年の１月から１１月までの年の１月から１１月までの年の１月から１１月までの年の１月から１１月までの比比比比率率率率では、２０では、２０では、２０では、２０％％％％程程程程度度度度アアアアッッッッププププしています。この平しています。この平しています。この平しています。この平成２９年１１月で、成２９年１１月で、成２９年１１月で、成２９年１１月で、技術技術技術技術提案提案提案提案書書書書のののの売売売売り上げにり上げにり上げにり上げに対対対対するするするする達達達達成成成成率率率率が７０が７０が７０が７０．．．．２２２２％％％％と、今までのと、今までのと、今までのと、今までの数数数数字字字字を大を大を大を大幅幅幅幅に上に上に上に上回回回回っているとこっているとこっているとこっているところろろろです。今、松尾委員からもおっしです。今、松尾委員からもおっしです。今、松尾委員からもおっしです。今、松尾委員からもおっしゃゃゃゃっていただきました、１っていただきました、１っていただきました、１っていただきました、１２月には２月には２月には２月にはミミミミシュランシュランシュランシュランから２年から２年から２年から２年連続連続連続連続でででで星星星星１つをいただいていますので、これも一１つをいただいていますので、これも一１つをいただいていますので、これも一１つをいただいていますので、これも一応応応応効効効効果と果と果と果とププププラスラスラスラスにににに考え考え考え考えながら、これからもながら、これからもながら、これからもながら、これからも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、売売売売り上げ増大のためにいり上げ増大のためにいり上げ増大のためにいり上げ増大のためにいろろろろいいいいろ取ろ取ろ取ろ取りりりり組組組組みみみみをををを進進進進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います。ています。ています。ています。以以以以上です。上です。上です。上です。○松尾委員○松尾委員○松尾委員○松尾委員 技術技術技術技術提案提案提案提案書書書書の中で、の中で、の中で、の中で、売売売売り上げが上がりましたというのでも、り上げが上がりましたというのでも、り上げが上がりましたというのでも、り上げが上がりましたというのでも、売売売売り上げがり上げがり上げがり上げが達達達達成成成成できていないです。約できていないです。約できていないです。約できていないです。約束束束束、、、、技術技術技術技術提案された約提案された約提案された約提案された約束束束束にはにはにはには達達達達してもらっていないのです。その理してもらっていないのです。その理してもらっていないのです。その理してもらっていないのです。その理由由由由はははは何何何何ですか。ですか。ですか。ですか。○辻本マーケティング課長○辻本マーケティング課長○辻本マーケティング課長○辻本マーケティング課長 当当当当初初初初の計の計の計の計画画画画そのものについては、そのものについては、そのものについては、そのものについては、売売売売り上げ予り上げ予り上げ予り上げ予測等々測等々測等々測等々もももも含含含含めてめてめてめて事事事事前調前調前調前調査させていただいたと。査させていただいたと。査させていただいたと。査させていただいたと。プラスプラスプラスプラスこの業者、この業者、この業者、この業者、運営運営運営運営者を者を者を者を募募募募集集集集するときに、するときに、するときに、するときに、運営運営運営運営者から者から者から者から売売売売り上げの計り上げの計り上げの計り上げの計画画画画ということで上げていただいていたものです。ということで上げていただいていたものです。ということで上げていただいていたものです。ということで上げていただいていたものです。達達達達成できない理成できない理成できない理成できない理由由由由に関しては、に関しては、に関しては、に関しては、いいいいろろろろいいいいろろろろ諸諸諸諸要要要要因因因因はあるとは思うのですけれはあるとは思うのですけれはあるとは思うのですけれはあるとは思うのですけれどどどども、まだまだも、まだまだも、まだまだも、まだまだ認認認認知されていない部分があると知されていない部分があると知されていない部分があると知されていない部分があるというとこいうとこいうとこいうところろろろです。あと、です。あと、です。あと、です。あと、回転率回転率回転率回転率もももも含含含含めて一めて一めて一めて一応応応応試試試試算はしていただいているのですけれ算はしていただいているのですけれ算はしていただいているのですけれ算はしていただいているのですけれどどどども、も、も、も、そのそのそのその回転率回転率回転率回転率までもまでもまでもまでも至至至至っていないとこっていないとこっていないとこっていないところろろろです。おです。おです。おです。お答え答え答え答えになっているかになっているかになっているかになっているかどどどどうか、申しわけごうか、申しわけごうか、申しわけごうか、申しわけござざざざいませいませいませいませんんんん。。。。○松尾委員○松尾委員○松尾委員○松尾委員 いずれにしてもいずれにしてもいずれにしてもいずれにしても目目目目標標標標にににに達達達達していないのですから、しっかり現していないのですから、しっかり現していないのですから、しっかり現していないのですから、しっかり現状状状状を分を分を分を分析析析析して、して、して、して、目目目目標標標標にににに達達達達するためのするためのするためのするための努力努力努力努力をしてもらわないと、これだけ分、約をしてもらわないと、これだけ分、約をしてもらわないと、これだけ分、約をしてもらわないと、これだけ分、約束束束束どどどどおりになっていなくて、おりになっていなくて、おりになっていなくて、おりになっていなくて、ずっと平成３３年まで県のずっと平成３３年まで県のずっと平成３３年まで県のずっと平成３３年まで県の税税税税金金金金が入っていくのです。当が入っていくのです。当が入っていくのです。当が入っていくのです。当初初初初の改の改の改の改修修修修費費費費に１億円をかけて、に１億円をかけて、に１億円をかけて、に１億円をかけて、家家家家賃賃賃賃に２，０００万円を出してもらって、に２，０００万円を出してもらって、に２，０００万円を出してもらって、に２，０００万円を出してもらって、誰誰誰誰かかかか営営営営業しませ業しませ業しませ業しませんんんんかといったら、かといったら、かといったら、かといったら、誰誰誰誰でもしたい、でもしたい、でもしたい、でもしたい、私私私私でもしたいですよとでもしたいですよとでもしたいですよとでもしたいですよと言言言言ったのですけれったのですけれったのですけれったのですけれどどどどねねねね。とにかくこの約。とにかくこの約。とにかくこの約。とにかくこの約束束束束をををを守守守守っていただきたいのっていただきたいのっていただきたいのっていただきたいのです。開設当です。開設当です。開設当です。開設当初初初初、、、、質問質問質問質問もさせていただいている中で、日もさせていただいている中で、日もさせていただいている中で、日もさせていただいている中で、日曜曜曜曜日の日の日の日の夜夜夜夜からと、月からと、月からと、月からと、月曜曜曜曜日は日は日は日は休休休休んんんんででででいますと、いますと、いますと、いますと、週週週週休休休休１１１１．．．．５日ですという５日ですという５日ですという５日ですという話話話話もされたと思うのですけれもされたと思うのですけれもされたと思うのですけれもされたと思うのですけれどどどど、今の、今の、今の、今の営営営営業業業業状況状況状況状況ははははどどどどううううなっているのですか。なっているのですか。なっているのですか。なっているのですか。○辻本マーケティング課長○辻本マーケティング課長○辻本マーケティング課長○辻本マーケティング課長 現現現現状状状状では、当では、当では、当では、当初初初初は、は、は、は、レスレスレスレストトトトランランランランで、月で、月で、月で、月曜曜曜曜日、日、日、日、火曜火曜火曜火曜日とお日とお日とお日とお休休休休みみみみをいただいていたと思うのですけれをいただいていたと思うのですけれをいただいていたと思うのですけれをいただいていたと思うのですけれどどどども、おも、おも、おも、お待待待待ちいただけますでしちいただけますでしちいただけますでしちいただけますでしょょょょうか。うか。うか。うか。デデデデーーーータタタタをををを見見見見つつつつけたいと思いますので、申しわけごけたいと思いますので、申しわけごけたいと思いますので、申しわけごけたいと思いますので、申しわけござざざざいませいませいませいませんんんん。。。。
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○今井委員長○今井委員長○今井委員長○今井委員長 すすすすぐぐぐぐに出ますか。に出ますか。に出ますか。に出ますか。○辻本マーケティング課長○辻本マーケティング課長○辻本マーケティング課長○辻本マーケティング課長 少少少少しだけおしだけおしだけおしだけお時間時間時間時間いただきたいと思います。申しわけごいただきたいと思います。申しわけごいただきたいと思います。申しわけごいただきたいと思います。申しわけござざざざいまいまいまいませせせせんんんん。。。。○小坂農林部次長（農政担当、担い手・農地マネジメント課長事務取扱）○小坂農林部次長（農政担当、担い手・農地マネジメント課長事務取扱）○小坂農林部次長（農政担当、担い手・農地マネジメント課長事務取扱）○小坂農林部次長（農政担当、担い手・農地マネジメント課長事務取扱） 先ほ先ほ先ほ先ほどどどどの松尾の松尾の松尾の松尾委員の大委員の大委員の大委員の大根根根根のののの新新新新規規規規就就就就農者のとこ農者のとこ農者のとこ農者のところろろろで、補で、補で、補で、補足足足足させていただいてよさせていただいてよさせていただいてよさせていただいてよろろろろしいでししいでししいでししいでしょょょょうか。うか。うか。うか。先ほ先ほ先ほ先ほどどどど委員がおっし委員がおっし委員がおっし委員がおっしゃゃゃゃったとおり、今のったとおり、今のったとおり、今のったとおり、今のハハハハウウウウスやスやスやスや施設施設施設施設園園園園芸芸芸芸ををををややややっている人は施設っている人は施設っている人は施設っている人は施設園園園園芸芸芸芸のののの共共共共済済済済制制制制度があるので、奈良県でいうと施設度があるので、奈良県でいうと施設度があるので、奈良県でいうと施設度があるので、奈良県でいうと施設園園園園芸芸芸芸ををををややややっている方のっている方のっている方のっている方の半半半半分分分分ぐぐぐぐらいが入っておららいが入っておららいが入っておららいが入っておられます。れます。れます。れます。半半半半分は入っておりませ分は入っておりませ分は入っておりませ分は入っておりませんんんん。ですので、そういった。ですので、そういった。ですので、そういった。ですので、そういった災災災災害に害に害に害に備備備備ええええててててぜひぜひぜひぜひ入ってくださ入ってくださ入ってくださ入ってくださいといといといと我々我々我々我々としてもきちとしてもきちとしてもきちとしてもきちんんんんとととと推推推推進進進進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。一方で、大一方で、大一方で、大一方で、大根根根根農農農農家家家家のようなのようなのようなのような青空青空青空青空ででででややややっている方は施設ではないので、おっている方は施設ではないので、おっている方は施設ではないので、おっている方は施設ではないので、お米米米米であれであれであれであればばばば共共共共済済済済制制制制度がありますけれ度がありますけれ度がありますけれ度がありますけれどどどども、大も、大も、大も、大根根根根は奈良県ではそういったは奈良県ではそういったは奈良県ではそういったは奈良県ではそういった野野野野菜菜菜菜はははは共共共共済がありませ済がありませ済がありませ済がありませんんんんので、大ので、大ので、大ので、大根根根根がががが流流流流されたというのは、されたというのは、されたというのは、されたというのは、既存既存既存既存のののの制制制制度では補う度では補う度では補う度では補う制制制制度は度は度は度は何何何何もないもないもないもない状況状況状況状況です。です。です。です。他方で、他方で、他方で、他方で、再来再来再来再来年から年から年から年から収収収収入入入入保保保保険険険険がががが始始始始まるので、まるので、まるので、まるので、収収収収入入入入保保保保険険険険はははは品目品目品目品目をををを問問問問わずに、わずに、わずに、わずに、共共共共済だと済だと済だと済だと植え植え植え植えてからてからてからてから収収収収穫穫穫穫までのまでのまでのまでの間間間間のののの災災災災害しか害しか害しか害しか対対対対象象象象になりませになりませになりませになりませんんんんけれけれけれけれどどどども、例も、例も、例も、例えばえばえばえば大大大大根根根根をををを収収収収穫穫穫穫してしてしてして家家家家のののの倉倉倉倉庫庫庫庫にににに積積積積んんんんでおいて、でおいて、でおいて、でおいて、雨雨雨雨でででで全全全全部水につかってだめになったな部水につかってだめになったな部水につかってだめになったな部水につかってだめになったなどどどどもももも含含含含めてめてめてめて対対対対象象象象になる、になる、になる、になる、品目品目品目品目関関関関係なしで係なしで係なしで係なしで収収収収入だけを入だけを入だけを入だけを見見見見てててて対対対対象象象象になるになるになるになるセセセセーーーーフテフテフテフティィィィーーーーネットネットネットネットがががが始始始始まります。例まります。例まります。例まります。例えばえばえばえば１，０００１，０００１，０００１，０００万円の万円の万円の万円の売売売売り上げが、あくまでり上げが、あくまでり上げが、あくまでり上げが、あくまで売売売売り上げの方ですと、り上げの方ですと、り上げの方ですと、り上げの方ですと、保保保保険険険険料が年料が年料が年料が年間間間間７万２，０００円で７万２，０００円で７万２，０００円で７万２，０００円で積積積積立立立立金金金金が２２万５，０００円とが２２万５，０００円とが２２万５，０００円とが２２万５，０００円と聞聞聞聞いています。いています。いています。いています。プラスプラスプラスプラスして事して事して事して事務務務務手数手数手数手数料が料が料が料が数数数数万円と万円と万円と万円と聞聞聞聞いていますいていますいていますいていますけれけれけれけれどどどど、、、、積積積積立立立立金金金金はいずれはいずれはいずれはいずれ戻戻戻戻ってくるもので、ってくるもので、ってくるもので、ってくるもので、発発発発動の動の動の動の際際際際には４には４には４には４倍倍倍倍になってになってになってになって返返返返ってくるものでってくるものでってくるものでってくるものです。他方です。他方です。他方です。他方で再来再来再来再来年から年から年から年から始始始始まるまるまるまる制制制制度は、度は、度は、度は、売売売売り上げ１，０００万円の人がり上げ１，０００万円の人がり上げ１，０００万円の人がり上げ１，０００万円の人が災災災災害害害害価格下落価格下落価格下落価格下落、、、、病病病病気気気気ななななどどどどでも理でも理でも理でも理由由由由をををを問問問問わず、ある年のわず、ある年のわず、ある年のわず、ある年の売売売売り上げが例り上げが例り上げが例り上げが例えばえばえばえば７００万円に７００万円に７００万円に７００万円に落落落落ちたとすると、１８０ちたとすると、１８０ちたとすると、１８０ちたとすると、１８０万円の補万円の補万円の補万円の補填填填填金金金金が出るので、が出るので、が出るので、が出るので、ぜひぜひぜひぜひ専業農専業農専業農専業農家家家家の方、の方、の方、の方、担担担担いいいい手手手手農農農農家家家家の方、農業での方、農業での方、農業での方、農業で生生生生計を立てている計を立てている計を立てている計を立てている方に、この方に、この方に、この方に、この収収収収入入入入保保保保険険険険に入ってもらうことも、に入ってもらうことも、に入ってもらうことも、に入ってもらうことも、制制制制度度度度周周周周知を知を知を知を含含含含めてきちめてきちめてきちめてきちんんんんとととと紹介紹介紹介紹介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思っています。めていきたいと思っています。めていきたいと思っています。めていきたいと思っています。○松尾委員○松尾委員○松尾委員○松尾委員 頭頭頭頭をををを冷冷冷冷ややややしていただき、していただき、していただき、していただき、小小小小坂坂坂坂農林部次長、ありがとうご農林部次長、ありがとうご農林部次長、ありがとうご農林部次長、ありがとうござざざざいます。います。います。います。そのそのそのその収収収収入入入入保保保保険険険険ができるみたいで、そのができるみたいで、そのができるみたいで、そのができるみたいで、その共共共共済も済も済も済も恐恐恐恐らくらくらくらく保保保保険険険険者、加入者が者、加入者が者、加入者が者、加入者が少少少少なくなってきて、なくなってきて、なくなってきて、なくなってきて、先般先般先般先般私私私私もおもおもおもお邪魔邪魔邪魔邪魔させていただいた、させていただいた、させていただいた、させていただいた、共共共共済済済済組組組組合も奈良県で一本に合合も奈良県で一本に合合も奈良県で一本に合合も奈良県で一本に合併併併併するというするというするというするという調調調調印式印式印式印式が行が行が行が行われたみたいで、そこでわれたみたいで、そこでわれたみたいで、そこでわれたみたいで、そこで共共共共済の理事からも済の理事からも済の理事からも済の理事からも聞聞聞聞いたのですけれいたのですけれいたのですけれいたのですけれどどどど、、、、共共共共済済済済掛掛掛掛金金金金が高いとが高いとが高いとが高いと言言言言ってってってっているのです。例いるのです。例いるのです。例いるのです。例えばえばえばえばこの７万円でこれだけこの７万円でこれだけこの７万円でこれだけこの７万円でこれだけ保障保障保障保障がありますというがありますというがありますというがありますという制制制制度があるかもしれない度があるかもしれない度があるかもしれない度があるかもしれないですけれですけれですけれですけれどどどど、今のその、今のその、今のその、今のそのケケケケーーーーススススでは、本当にことしでは、本当にことしでは、本当にことしでは、本当にことしややややり出したという方り出したという方り出したという方り出したという方 々々々々に、そのに、そのに、そのに、その負負負負担担担担をををを求求求求
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めるのもめるのもめるのもめるのも非常非常非常非常に、に、に、に、どどどどこまで本当にこまで本当にこまで本当にこまで本当に制制制制度で度で度で度で拾拾拾拾っていくのかはっていくのかはっていくのかはっていくのかは難難難難しい議しい議しい議しい議論論論論だと思うのですけれだと思うのですけれだと思うのですけれだと思うのですけれどどどど、こういう、こういう、こういう、こういう状況状況状況状況もあることをしっかりともあることをしっかりともあることをしっかりともあることをしっかりと認認認認識識識識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。○辻本マーケティング課長○辻本マーケティング課長○辻本マーケティング課長○辻本マーケティング課長 おおおお時間時間時間時間をいただきまして、済みませをいただきまして、済みませをいただきまして、済みませをいただきまして、済みませんんんん。。。。まず、当まず、当まず、当まず、当初初初初は１は１は１は１階階階階が月が月が月が月曜曜曜曜日、日、日、日、火曜火曜火曜火曜日をお日をお日をお日をお休休休休みさせていただいており、２みさせていただいており、２みさせていただいており、２みさせていただいており、２階階階階、、、、レスレスレスレストトトトランランランランは月は月は月は月曜曜曜曜日が日が日が日が休休休休み、み、み、み、火曜火曜火曜火曜日は日は日は日はディナディナディナディナーのみのーのみのーのみのーのみの営営営営業という業という業という業という形形形形をとらせていただいていました。をとらせていただいていました。をとらせていただいていました。をとらせていただいていました。松尾委員からのご松尾委員からのご松尾委員からのご松尾委員からのご指指指指摘摘摘摘も受けて、１も受けて、１も受けて、１も受けて、１階階階階は月は月は月は月曜曜曜曜日のみをお日のみをお日のみをお日のみをお休休休休みというみというみというみという形形形形で今、で今、で今、で今、営営営営業業業業時間時間時間時間、、、、営営営営業日業日業日業日数数数数をををを変更変更変更変更しています。しています。しています。しています。以以以以上です。上です。上です。上です。○松尾委員○松尾委員○松尾委員○松尾委員 休休休休みなしでみなしでみなしでみなしでややややっていただきたいというのが正っていただきたいというのが正っていただきたいというのが正っていただきたいというのが正直直直直なななな感感感感想想想想です。業者にこの自分です。業者にこの自分です。業者にこの自分です。業者にこの自分たちが出したたちが出したたちが出したたちが出した技術技術技術技術提案、これだけ奈良県の提案、これだけ奈良県の提案、これだけ奈良県の提案、これだけ奈良県の野野野野菜菜菜菜をををを首首首首都都都都圏圏圏圏でででで販販販販路路路路拡拡拡拡大したいですというのを大したいですというのを大したいですというのを大したいですというのを全全全全くくくく守守守守るるるる気気気気がないとしか思っていませがないとしか思っていませがないとしか思っていませがないとしか思っていませんんんん。こ。こ。こ。こんんんんなことがあったとしっかりと業者になことがあったとしっかりと業者になことがあったとしっかりと業者になことがあったとしっかりと業者に伝伝伝伝ええええてててていただきたいと思うのです。いただきたいと思うのです。いただきたいと思うのです。いただきたいと思うのです。あと、決算審査あと、決算審査あと、決算審査あと、決算審査特特特特別別別別委員会で川田議員も委員会で川田議員も委員会で川田議員も委員会で川田議員も質問質問質問質問させていただきましたけれさせていただきましたけれさせていただきましたけれさせていただきましたけれどどどど、これができ、これができ、これができ、これができて、本当に一て、本当に一て、本当に一て、本当に一体体体体幾幾幾幾らの大和らの大和らの大和らの大和野野野野菜菜菜菜がががが首首首首都都都都圏圏圏圏にににに販販販販路路路路拡拡拡拡大になっているかという大になっているかという大になっているかという大になっているかという数数数数字字字字が、なかなが、なかなが、なかなが、なかなか出てこないのですけれか出てこないのですけれか出てこないのですけれか出てこないのですけれどどどど、これを出してもらわないと、、これを出してもらわないと、、これを出してもらわないと、、これを出してもらわないと、言言言言いたいいたいいたいいたい放放放放題言題言題言題言われてわれてわれてわれて終終終終わってわってわってわってしまいますから、しっかりとそこも分しまいますから、しっかりとそこも分しまいますから、しっかりとそこも分しまいますから、しっかりとそこも分析析析析していただけますか。していただけますか。していただけますか。していただけますか。○辻本マーケティング課長○辻本マーケティング課長○辻本マーケティング課長○辻本マーケティング課長 今、今、今、今、数数数数字字字字だけのご報告になってしまいますけれだけのご報告になってしまいますけれだけのご報告になってしまいますけれだけのご報告になってしまいますけれどどどども、も、も、も、金金金金額額額額等々等々等々等々についても改めていについても改めていについても改めていについても改めていろろろろいいいいろろろろとととと検討検討検討検討させていただきたいと思います。させていただきたいと思います。させていただきたいと思います。させていただきたいと思います。まず、まず、まず、まず、数数数数字字字字だけですけれだけですけれだけですけれだけですけれどどどども、平成２７年度、ときのもりができるまで、も、平成２７年度、ときのもりができるまで、も、平成２７年度、ときのもりができるまで、も、平成２７年度、ときのもりができるまで、首首首首都都都都圏圏圏圏へへへへの出の出の出の出荷荷荷荷者については７者の者については７者の者については７者の者については７者の団体団体団体団体、農、農、農、農家家家家というというというという形形形形です。ときのもりができてからは、平成２８年です。ときのもりができてからは、平成２８年です。ときのもりができてからは、平成２８年です。ときのもりができてからは、平成２８年度は１５者で、県の事業度は１５者で、県の事業度は１５者で、県の事業度は１５者で、県の事業ベベベベーーーーススススでの出での出での出での出荷荷荷荷者ですので、者ですので、者ですので、者ですので、別別別別に県のに県のに県のに県のルルルルーーーートトトトをををを通通通通らずにらずにらずにらずに首首首首都都都都圏圏圏圏にににに送送送送られている方はまだつかめていないられている方はまだつかめていないられている方はまだつかめていないられている方はまだつかめていない状況状況状況状況です。です。です。です。もう１もう１もう１もう１点点点点、これも県事業、これも県事業、これも県事業、これも県事業ベベベベーーーーススススで、奈良県産ので、奈良県産ので、奈良県産ので、奈良県産の野野野野菜菜菜菜のののの流流流流通通通通量量量量は、平成２７年度が３万４は、平成２７年度が３万４は、平成２７年度が３万４は、平成２７年度が３万４４６４６４６４６キキキキロロロロググググララララムムムム、平成２８年度が３万８８９、平成２８年度が３万８８９、平成２８年度が３万８８９、平成２８年度が３万８８９キキキキロロロロググググララララムムムムと、１と、１と、１と、１．．．．５５５５％％％％ですが増加していまですが増加していまですが増加していまですが増加しています。す。す。す。個個個個別別別別の分で、大和まなについては平成２７年度は８６４の分で、大和まなについては平成２７年度は８６４の分で、大和まなについては平成２７年度は８６４の分で、大和まなについては平成２７年度は８６４キキキキロロロロググググララララムムムムであったとこであったとこであったとこであったところろろろが、が、が、が、平成２８年度は１，４６８平成２８年度は１，４６８平成２８年度は１，４６８平成２８年度は１，４６８キキキキロロロロググググララララムムムムと、と、と、と、流流流流通通通通量量量量については、いずれもについては、いずれもについては、いずれもについては、いずれも多多多多少少少少差差差差はありますはありますはありますはありますけれけれけれけれどどどども、も、も、も、伸伸伸伸びているびているびているびている状況状況状況状況です。です。です。です。○松尾委員○松尾委員○松尾委員○松尾委員 これはときのもりができたからというこれはときのもりができたからというこれはときのもりができたからというこれはときのもりができたからという数数数数字字字字ではないです。だからそこは本当ではないです。だからそこは本当ではないです。だからそこは本当ではないです。だからそこは本当に出るか出ないかわからないですけれに出るか出ないかわからないですけれに出るか出ないかわからないですけれに出るか出ないかわからないですけれどどどど、これだけその、これだけその、これだけその、これだけその技術技術技術技術提案を提案を提案を提案を守守守守ってもらっていないってもらっていないってもらっていないってもらっていないのですから、１のですから、１のですから、１のですから、１回回回回出してください。出してください。出してください。出してください。それと、それと、それと、それと、話話話話はそれるのですけれはそれるのですけれはそれるのですけれはそれるのですけれどどどど、、、、首首首首都都都都圏圏圏圏でのでのでのでの販販販販路路路路拡拡拡拡大のために農大のために農大のために農大のために農家家家家をををを援援援援助助助助しようといしようといしようといしようとい
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うことで、奈良県のうことで、奈良県のうことで、奈良県のうことで、奈良県の野野野野菜菜菜菜をををを首首首首都都都都圏圏圏圏にににに持持持持っていく、そのっていく、そのっていく、そのっていく、そのトトトトララララックックックックを県でを県でを県でを県で借借借借り上げてり上げてり上げてり上げて持持持持っていっていっていっていっていたと思うのですけれっていたと思うのですけれっていたと思うのですけれっていたと思うのですけれどどどど、あの、あの、あの、あの制制制制度は今もまだあるのですか。度は今もまだあるのですか。度は今もまだあるのですか。度は今もまだあるのですか。○辻本マーケティング課長○辻本マーケティング課長○辻本マーケティング課長○辻本マーケティング課長 今年度も今年度も今年度も今年度も継継継継続続続続しています。今、申し上げたしています。今、申し上げたしています。今、申し上げたしています。今、申し上げた野野野野菜菜菜菜のののの流流流流通通通通量量量量ななななどどどどのののの数数数数字字字字については、それを事業とについては、それを事業とについては、それを事業とについては、それを事業と呼呼呼呼んんんんでおり、そのでおり、そのでおり、そのでおり、その数量数量数量数量です。です。です。です。以以以以上です。上です。上です。上です。○松尾委員○松尾委員○松尾委員○松尾委員 それの出ているそれの出ているそれの出ているそれの出ている量量量量のののの数数数数字字字字でしでしでしでしょょょょう、う、う、う、多多多多分そうだ分そうだ分そうだ分そうだろろろろうと思った。うと思った。うと思った。うと思った。全然全然全然全然調調調調査をし査をし査をし査をしていなくて、しているのかていなくて、しているのかていなくて、しているのかていなくて、しているのかどどどどうかもわかりませうかもわかりませうかもわかりませうかもわかりませんんんんけれけれけれけれどどどど、よく、よく、よく、よく満タン満タン満タン満タンで行かずに、ほとで行かずに、ほとで行かずに、ほとで行かずに、ほとんんんんどどどど空空空空でででで走走走走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もももも聞聞聞聞いたのですけれいたのですけれいたのですけれいたのですけれどどどど、今の、今の、今の、今の状況状況状況状況ははははどどどどうなっていますか。うなっていますか。うなっていますか。うなっていますか。言言言言っっっっていませていませていませていませんんんんから、また資料をから、また資料をから、また資料をから、また資料を下下下下さい。今もさい。今もさい。今もさい。今も空空空空でででで東東東東名高名高名高名高速道速道速道速道路路路路をををを走走走走っていたら、っていたら、っていたら、っていたら、トトトトララララックックックックがががが気気気気のののの毒毒毒毒だと思って。だと思って。だと思って。だと思って。本当に本当に本当に本当に堂堂堂堂 々々々々めめめめぐぐぐぐりになってしまうと思うのですが、りになってしまうと思うのですが、りになってしまうと思うのですが、りになってしまうと思うのですが、最後最後最後最後に、決算審査に、決算審査に、決算審査に、決算審査特特特特別別別別委員会で川田委員会で川田委員会で川田委員会で川田議員が議員が議員が議員が質問質問質問質問させていただいたとき、農林部長からさせていただいたとき、農林部長からさせていただいたとき、農林部長からさせていただいたとき、農林部長から最後最後最後最後に、５年をめに、５年をめに、５年をめに、５年をめどどどどに１に１に１に１回回回回いいいいろろろろいいいいろろろろなこなこなこなことをとをとをとを検討検討検討検討させてほしいというさせてほしいというさせてほしいというさせてほしいという答弁答弁答弁答弁をいただいているのですけれをいただいているのですけれをいただいているのですけれをいただいているのですけれどどどど、、、、変変変変わらないですか。わらないですか。わらないですか。わらないですか。○福谷農林部長○福谷農林部長○福谷農林部長○福谷農林部長 先ほ先ほ先ほ先ほどどどどママママーーーーケケケケテテテティィィィンンンング課グ課グ課グ課長が申し上げたように、長が申し上げたように、長が申し上げたように、長が申し上げたように、期間期間期間期間が５年となっていが５年となっていが５年となっていが５年となっています。ですから、当ます。ですから、当ます。ですから、当ます。ですから、当然然然然のののの話話話話として、５年として、５年として、５年として、５年目目目目をををを迎迎迎迎ええええるるるる前前前前段段段段に、その次の５年になに、その次の５年になに、その次の５年になに、その次の５年になろろろろうかと思うかと思うかと思うかと思いますけれいますけれいますけれいますけれどどどども、それにも、それにも、それにも、それに向向向向かってかってかってかってどどどどういうういうういうういう形形形形でででで運営運営運営運営をしていく提案を受けるのか、をしていく提案を受けるのか、をしていく提案を受けるのか、をしていく提案を受けるのか、恐恐恐恐らくらくらくらくププププロロロロポポポポーーーーザザザザルルルルかかかか何何何何かになるかと思います。これも決まっていませかになるかと思います。これも決まっていませかになるかと思います。これも決まっていませかになるかと思います。これも決まっていませんんんんけれけれけれけれどどどども、その中でも、その中でも、その中でも、その中で検検検検討討討討をしていきたいと思っています。をしていきたいと思っています。をしていきたいと思っています。をしていきたいと思っています。以以以以上です。上です。上です。上です。○松尾委員○松尾委員○松尾委員○松尾委員 私私私私は５年をめは５年をめは５年をめは５年をめどどどどににににややややめていただけるものだと思っていたのですが、５年もめていただけるものだと思っていたのですが、５年もめていただけるものだと思っていたのですが、５年もめていただけるものだと思っていたのですが、５年も待待待待つのも本当につのも本当につのも本当につのも本当に嫌嫌嫌嫌です。とにかくです。とにかくです。とにかくです。とにかく最最最最初初初初の事業の趣旨は、の事業の趣旨は、の事業の趣旨は、の事業の趣旨は、首首首首都都都都圏圏圏圏に奈良県のに奈良県のに奈良県のに奈良県の野野野野菜菜菜菜をををを広広広広げようと、げようと、げようと、げようと、これだけの補これだけの補これだけの補これだけの補助助助助を出したらこれだけのを出したらこれだけのを出したらこれだけのを出したらこれだけの効効効効果が上がるということで果が上がるということで果が上がるということで果が上がるということでややややり出したと思うのです。り出したと思うのです。り出したと思うのです。り出したと思うのです。それそれそれそれ以以以以上の補上の補上の補上の補助助助助を出して、を出して、を出して、を出して、全全全全くくくくどどどどれだけ上がっているかわからない事業を本当に一れだけ上がっているかわからない事業を本当に一れだけ上がっているかわからない事業を本当に一れだけ上がっているかわからない事業を本当に一回回回回しっしっしっしっかりとかりとかりとかりと見見見見直直直直すすすすべべべべきですが、きですが、きですが、きですが、見見見見直直直直しはできないでししはできないでししはできないでししはできないでしょょょょうから、しっかりと業者のうから、しっかりと業者のうから、しっかりと業者のうから、しっかりと業者の尻尻尻尻をたたいをたたいをたたいをたたいていただいて、一ていただいて、一ていただいて、一ていただいて、一刻刻刻刻もももも早早早早く改く改く改く改善善善善していただけるようにお願いしたいと思います。していただけるようにお願いしたいと思います。していただけるようにお願いしたいと思います。していただけるようにお願いしたいと思います。終終終終わりまわりまわりまわります。す。す。す。○今井委員長○今井委員長○今井委員長○今井委員長 ほかにありますか。ほかにありますか。ほかにありますか。ほかにありますか。委員会委員会委員会委員会運営運営運営運営のののの都都都都合によりまして、副委員長と合によりまして、副委員長と合によりまして、副委員長と合によりまして、副委員長と進進進進行を行を行を行を交交交交代代代代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。○川口（延）副委員長○川口（延）副委員長○川口（延）副委員長○川口（延）副委員長 それでは、委員長にかわり委員会をそれでは、委員長にかわり委員会をそれでは、委員長にかわり委員会をそれでは、委員長にかわり委員会を進進進進めさせていただきます。めさせていただきます。めさせていただきます。めさせていただきます。○今井委員長○今井委員長○今井委員長○今井委員長 大分い大分い大分い大分いろろろろいいいいろろろろと出ていたのですけれと出ていたのですけれと出ていたのですけれと出ていたのですけれどどどども、一つはも、一つはも、一つはも、一つは台風災台風災台風災台風災害の関係です。今害の関係です。今害の関係です。今害の関係です。今回回回回、大きな、大きな、大きな、大きな災災災災害がありましたけれ害がありましたけれ害がありましたけれ害がありましたけれどどどども、国のも、国のも、国のも、国の基基基基準準準準にににに該該該該当しない当しない当しない当しない被被被被害が害が害が害が各各各各地で出ており、そ地で出ており、そ地で出ており、そ地で出ており、それをれをれをれをどどどどうううう救救救救済するのかということで、先日、農済するのかということで、先日、農済するのかということで、先日、農済するのかということで、先日、農民民民民連連連連の皆さの皆さの皆さの皆さんんんんが農林水産が農林水産が農林水産が農林水産省省省省まで要まで要まで要まで要望望望望に行かに行かに行かに行か
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れたとれたとれたとれたと聞聞聞聞きました。農林水産きました。農林水産きました。農林水産きました。農林水産省省省省のののの回答回答回答回答としては、それとしては、それとしては、それとしては、それぞぞぞぞれのれのれのれの都都都都道道道道府府府府県が県が県が県が真真真真剣剣剣剣にににに取取取取りりりり組ん組ん組ん組んで、で、で、で、独独独独自の上自の上自の上自の上乗乗乗乗せをするから国もせをするから国もせをするから国もせをするから国も応応応応援援援援してほしいということであれしてほしいということであれしてほしいということであれしてほしいということであればばばば、農林水産、農林水産、農林水産、農林水産省省省省もそうしたもそうしたもそうしたもそうしたことをことをことをことを考え考え考え考えるというるというるというるという回答回答回答回答があったとがあったとがあったとがあったと聞聞聞聞いているのです。そのとき農いているのです。そのとき農いているのです。そのとき農いているのです。そのとき農民民民民連連連連の方の方の方の方 々々々々がががが聞聞聞聞いていいていいていいていますのは、４県から要ますのは、４県から要ますのは、４県から要ますのは、４県から要望望望望が出ていたということで、その中には奈良県が入っていなかったが出ていたということで、その中には奈良県が入っていなかったが出ていたということで、その中には奈良県が入っていなかったが出ていたということで、その中には奈良県が入っていなかったのですけれのですけれのですけれのですけれどどどども、奈良県では国にも、奈良県では国にも、奈良県では国にも、奈良県では国に対対対対してしてしてして具体具体具体具体的的的的ににににどんどんどんどんな要な要な要な要望望望望をされているのか、そのをされているのか、そのをされているのか、そのをされているのか、その点点点点ををををおおお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、それから、それから、それから、ネネネネオオオオニニニニココココチチチチノノノノイイイイドドドドの農の農の農の農薬薬薬薬が今、いが今、いが今、いが今、いろろろろいいいいろ問題ろ問題ろ問題ろ問題になっており、になっており、になっており、になっており、蜂蜂蜂蜂やややや赤赤赤赤トトトトンンンンボボボボががががいなくなった原いなくなった原いなくなった原いなくなった原因因因因とととと言言言言われているのですけれわれているのですけれわれているのですけれわれているのですけれどどどども、たも、たも、たも、たばばばばこにこにこにこに含含含含まれるまれるまれるまれるニニニニココココチンチンチンチンにににに似似似似た成分た成分た成分た成分ををををベベベベーーーーススススとするとするとするとする殺虫剤殺虫剤殺虫剤殺虫剤の農の農の農の農薬薬薬薬です。１９９０年です。１９９０年です。１９９０年です。１９９０年代代代代にににに登登登登場場場場して、して、して、して、世世世世界界界界で一で一で一で一番番番番使使使使われているわれているわれているわれている殺殺殺殺虫剤虫剤虫剤虫剤だとだとだとだと言言言言われているわけで、われているわけで、われているわけで、われているわけで、環境環境環境環境のののの影響影響影響影響だけではなく、だけではなく、だけではなく、だけではなく、神神神神経経経経発発発発達達達達障障障障害の関害の関害の関害の関連連連連ななななどどどど、人の、人の、人の、人の影響影響影響影響も明らかになりつつあります。も明らかになりつつあります。も明らかになりつつあります。も明らかになりつつあります。特特特特ににににＥＵＥＵＥＵＥＵの国の国の国の国 々々々々では、規では、規では、規では、規制制制制する動きになっていますが、する動きになっていますが、する動きになっていますが、する動きになっていますが、日本では日本では日本では日本ではむむむむししししろろろろ緩緩緩緩和の方和の方和の方和の方向向向向だとだとだとだと聞聞聞聞いていますけれいていますけれいていますけれいていますけれどどどども、奈良県ではこの農も、奈良県ではこの農も、奈良県ではこの農も、奈良県ではこの農薬薬薬薬が実が実が実が実際際際際ににににどどどどののののくらいくらいくらいくらい使使使使用されているのか、この用されているのか、この用されているのか、この用されているのか、この扱扱扱扱いについて奈良県はいについて奈良県はいについて奈良県はいについて奈良県はどどどどうされているのか、そのうされているのか、そのうされているのか、そのうされているのか、その点点点点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、ときのもりのそれから、ときのもりのそれから、ときのもりのそれから、ときのもりの話話話話で、１５０件もで、１５０件もで、１５０件もで、１５０件も雑誌雑誌雑誌雑誌に載ったということで、に載ったということで、に載ったということで、に載ったということで、普普普普通通通通であれであれであれであればばばばそそそそれでたくされでたくされでたくされでたくさんんんん客客客客がががが来来来来て予約がとれないて予約がとれないて予約がとれないて予約がとれない状況状況状況状況がががが想想想想定されるのです。先日、定されるのです。先日、定されるのです。先日、定されるのです。先日、宮宮宮宮本議員と本議員と本議員と本議員と山山山山村議村議村議村議員が行きましたのは員が行きましたのは員が行きましたのは員が行きましたのは土土土土曜曜曜曜日の日の日の日の夜夜夜夜だったのですけれだったのですけれだったのですけれだったのですけれどどどども、ほとも、ほとも、ほとも、ほとんどんどんどんどがらがらのがらがらのがらがらのがらがらの状状状状態態態態だったとだったとだったとだったと聞聞聞聞いており、本当にこれで大いており、本当にこれで大いており、本当にこれで大いており、本当にこれで大丈丈丈丈夫なのかと大夫なのかと大夫なのかと大夫なのかと大変変変変心心心心配しているのです。県もお配しているのです。県もお配しているのです。県もお配しているのです。県もお金金金金を出すのもを出すのもを出すのもを出すのも大大大大変変変変ですし、ですし、ですし、ですし、恐恐恐恐らく入っている事業者もそらく入っている事業者もそらく入っている事業者もそらく入っている事業者もそんんんんなななな内内内内容容容容でででで運営運営運営運営できるかできるかできるかできるかどどどどうかといううかといううかといううかという心心心心配もあ配もあ配もあ配もあります。今ります。今ります。今ります。今言言言言われたわれたわれたわれたトトトトララララックックックックでででで運ん運ん運ん運んでいるということですけれでいるということですけれでいるということですけれでいるということですけれどどどども、このも、このも、このも、この運ん運ん運ん運んでいるでいるでいるでいる野野野野菜菜菜菜をををを有有有有機機機機栽培栽培栽培栽培している業者も今している業者も今している業者も今している業者も今回台風回台風回台風回台風で大分で大分で大分で大分被被被被害を受けたという害を受けたという害を受けたという害を受けたという話話話話もももも聞聞聞聞いており、いており、いており、いており、誰誰誰誰が一が一が一が一体体体体これによっていいのかなという、そこれによっていいのかなという、そこれによっていいのかなという、そこれによっていいのかなという、そんんんんなななな感感感感じがしています。今、松尾委員からもじがしています。今、松尾委員からもじがしています。今、松尾委員からもじがしています。今、松尾委員からも話話話話がありがありがありがありましたように、ましたように、ましたように、ましたように、具体具体具体具体的的的的ににににどどどどうなのかを資料でうなのかを資料でうなのかを資料でうなのかを資料でぜひぜひぜひぜひ出していただきたいとお願いしたいと思出していただきたいとお願いしたいと思出していただきたいとお願いしたいと思出していただきたいとお願いしたいと思います。います。います。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 今井委員長から農林水産今井委員長から農林水産今井委員長から農林水産今井委員長から農林水産省省省省へへへへの要の要の要の要望望望望のののの内内内内容容容容で、農産で、農産で、農産で、農産物物物物、農業施設、また、農業施設、また、農業施設、また、農業施設、また林業ということで、林業ということで、林業ということで、林業ということで、非常非常非常非常にににに多多多多岐岐岐岐にわたりますのでにわたりますのでにわたりますのでにわたりますので私私私私からからからから答弁答弁答弁答弁させていただきたいと思いまさせていただきたいと思いまさせていただきたいと思いまさせていただきたいと思います。す。す。す。農林水産農林水産農林水産農林水産省省省省にににに対対対対して、農林部としては、１１月２９日にして、農林部としては、１１月２９日にして、農林部としては、１１月２９日にして、農林部としては、１１月２９日に直接私直接私直接私直接私もももも赴赴赴赴き、き、き、き、台風台風台風台風２１号によ２１号によ２１号によ２１号による本県の農林業る本県の農林業る本県の農林業る本県の農林業被被被被害に害に害に害に対対対対するするするする状況状況状況状況の説明をさせていただいて、国のさらなるの説明をさせていただいて、国のさらなるの説明をさせていただいて、国のさらなるの説明をさせていただいて、国のさらなる支支支支援援援援についてについてについてについて要要要要望望望望させていただきました。委員長のおさせていただきました。委員長のおさせていただきました。委員長のおさせていただきました。委員長のお話話話話にありましたように、農にありましたように、農にありましたように、農にありましたように、農民民民民連連連連の方が行かれたの方が行かれたの方が行かれたの方が行かれたセセセセ
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ククククシシシショョョョンンンンががががどどどどこかにあるかと思いますけれこかにあるかと思いますけれこかにあるかと思いますけれこかにあるかと思いますけれどどどど、、、、具体具体具体具体的的的的にににに私私私私から、から、から、から、私私私私らがらがらがらが直接直接直接直接行ったとこ行ったとこ行ったとこ行ったところろろろをごをごをごをご紹介紹介紹介紹介させていただきたいと思います。させていただきたいと思います。させていただきたいと思います。させていただきたいと思います。まず、まず、まず、まず、災災災災害害害害復旧復旧復旧復旧をををを統統統統括括括括するするするする危危危危機管理の機管理の機管理の機管理の評価評価評価評価審議審議審議審議官官官官という方がおられます。その方がという方がおられます。その方がという方がおられます。その方がという方がおられます。その方が災災災災害害害害復旧復旧復旧復旧をををを統統統統括括括括するとおするとおするとおするとお聞聞聞聞きしましたので、その審議きしましたので、その審議きしましたので、その審議きしましたので、その審議官官官官にににに直接直接直接直接要要要要望望望望に行かせていただきました。に行かせていただきました。に行かせていただきました。に行かせていただきました。また、加また、加また、加また、加ええええて、予算をつかさて、予算をつかさて、予算をつかさて、予算をつかさどどどどる大臣る大臣る大臣る大臣官房官房官房官房の予算の予算の予算の予算課課課課長、それから長、それから長、それから長、それから具体具体具体具体的的的的に農産に農産に農産に農産物物物物の関係をの関係をの関係をの関係をするするするする園園園園芸芸芸芸農産農産農産農産課課課課長と関係の長と関係の長と関係の長と関係の幹幹幹幹部にお願いしてきたとこ部にお願いしてきたとこ部にお願いしてきたとこ部にお願いしてきたところろろろです。です。です。です。幹幹幹幹部からは、当部からは、当部からは、当部からは、当然然然然、、、、激甚災激甚災激甚災激甚災害に害に害に害に指指指指定したので、その定したので、その定したので、その定したので、その制制制制度を度を度を度を十十十十分分分分活活活活用していただきたいということと、用していただきたいということと、用していただきたいということと、用していただきたいということと、運転運転運転運転資資資資金金金金をををを融融融融資資資資するするするするセセセセーーーーフテフテフテフティィィィーーーーネットネットネットネット資資資資金金金金、また、また、また、また被災被災被災被災施設の施設の施設の施設の復旧復旧復旧復旧のためののためののためののための近近近近代代代代化化化化資資資資金金金金ななななどどどど、、、、融融融融資資資資制制制制度の度の度の度の活活活活用もおっし用もおっし用もおっし用もおっしゃゃゃゃっておられました。あと、おっておられました。あと、おっておられました。あと、おっておられました。あと、お茶茶茶茶ですと、ですと、ですと、ですと、植え植え植え植えかかかかええええができる改ができる改ができる改ができる改植支植支植支植支援援援援事業も事業も事業も事業も別別別別途途途途メメメメニュニュニュニューとしてあるというごーとしてあるというごーとしてあるというごーとしてあるというご紹介紹介紹介紹介もいただき、加もいただき、加もいただき、加もいただき、加ええええて先ほて先ほて先ほて先ほどどどどからからからから話題話題話題話題に出ていますに出ていますに出ていますに出ています共共共共済済済済制制制制度の度の度の度の活活活活用についても、まずしていただいたら用についても、まずしていただいたら用についても、まずしていただいたら用についても、まずしていただいたらどどどどうかと。うかと。うかと。うかと。いずれにしましても、県としてもおいずれにしましても、県としてもおいずれにしましても、県としてもおいずれにしましても、県としてもお困困困困りのことがあるでしりのことがあるでしりのことがあるでしりのことがあるでしょょょょうから、そういうことがあうから、そういうことがあうから、そういうことがあうから、そういうことがあれれれればばばば遠遠遠遠慮なく慮なく慮なく慮なく相相相相談談談談をしてくださいをしてくださいをしてくださいをしてくださいねねねねというありがたいおというありがたいおというありがたいおというありがたいお言言言言葉葉葉葉もいただいたとこもいただいたとこもいただいたとこもいただいたところろろろです。県です。県です。県です。県としても、今としても、今としても、今としても、今後後後後いいいいろろろろいいいいろろろろな方のな方のな方のな方の声声声声にににに丁寧丁寧丁寧丁寧にににに耳耳耳耳をををを傾傾傾傾けて、関係機関、関係けて、関係機関、関係けて、関係機関、関係けて、関係機関、関係団体団体団体団体とととと連連連連携携携携をして、をして、をして、をして、国国国国庫庫庫庫補補補補助助助助もももも十十十十分分分分活活活活用しながら用しながら用しながら用しながら対応対応対応対応していきたいと。いずれにしても、していきたいと。いずれにしても、していきたいと。いずれにしても、していきたいと。いずれにしても、我々我々我々我々の思いとしても、の思いとしても、の思いとしても、の思いとしても、被災被災被災被災されたされたされたされた生生生生産者の一日も産者の一日も産者の一日も産者の一日も早早早早い経い経い経い経営営営営のののの完全完全完全完全復旧復旧復旧復旧を願っていますので、それにを願っていますので、それにを願っていますので、それにを願っていますので、それに向向向向けてあわせけてあわせけてあわせけてあわせてててて努力努力努力努力させていただきたいと思っています。させていただきたいと思っています。させていただきたいと思っています。させていただきたいと思っています。以以以以上です。上です。上です。上です。○田中農業水産振興課長○田中農業水産振興課長○田中農業水産振興課長○田中農業水産振興課長 ネネネネオオオオニニニニココココチチチチノノノノイイイイドドドド系系系系農農農農薬薬薬薬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。ネネネネオオオオニニニニココココチチチチノノノノイイイイドドドド系系系系農農農農薬薬薬薬は、は、は、は、簡簡簡簡単単単単にににに言言言言いますと、いますと、いますと、いますと、虫虫虫虫のののの神神神神経を興経を興経を興経を興奮奮奮奮させさせさせさせ続続続続けることでけることでけることでけることで虫虫虫虫をををを殺殺殺殺すという農すという農すという農すという農薬薬薬薬です。です。です。です。以前以前以前以前ありましたほかの農ありましたほかの農ありましたほかの農ありましたほかの農薬薬薬薬にににに比比比比べべべべ、人、人、人、人やややや水水水水生生物生生物生生物生生物にににに対対対対するするするする毒毒毒毒性性性性がががが弱弱弱弱く、く、く、く、植物植物植物植物体体体体へへへへのののの浸透浸透浸透浸透移移移移行行行行性性性性があり、があり、があり、があり、残効残効残効残効が長いが長いが長いが長い利点利点利点利点があるとがあるとがあるとがあると言言言言われています。われています。われています。われています。先ほ先ほ先ほ先ほどどどど国の国の国の国の話話話話もありましたけれもありましたけれもありましたけれもありましたけれどどどども、も、も、も、全全全全国または奈良県においても国または奈良県においても国または奈良県においても国または奈良県においても特特特特に水に水に水に水稲稲稲稲の、の、の、の、米米米米のののの品品品品質質質質低低低低下下下下をををを悪悪悪悪くするくするくするくするカカカカメメメメムムムムシ防シ防シ防シ防除除除除を中を中を中を中心心心心に、に、に、に、柿柿柿柿ななななどどどどの果の果の果の果樹樹樹樹や野や野や野や野菜菜菜菜ななななどへどへどへどへ幅広幅広幅広幅広くくくく使使使使用されてい用されてい用されてい用されている農る農る農る農薬薬薬薬です。先ほです。先ほです。先ほです。先ほどどどど今井委員長からもありましたけれ今井委員長からもありましたけれ今井委員長からもありましたけれ今井委員長からもありましたけれどどどども、も、も、も、欧米欧米欧米欧米では２０１３年にでは２０１３年にでは２０１３年にでは２０１３年に欧州食欧州食欧州食欧州食品品品品安安安安全全全全機関が一部の農機関が一部の農機関が一部の農機関が一部の農薬薬薬薬・一部の・一部の・一部の・一部の使使使使用法について、用法について、用法について、用法について、使使使使用できないとしているとこ用できないとしているとこ用できないとしているとこ用できないとしているところろろろです。です。です。です。我我我我が国においては、農林水産が国においては、農林水産が国においては、農林水産が国においては、農林水産省省省省も動いており、も動いており、も動いており、も動いており、ミミミミツツツツババババチチチチのののの被被被被害事例害事例害事例害事例調調調調査査査査やややや試験試験試験試験研究研究研究研究ななななどどどどししししていますが、ていますが、ていますが、ていますが、巣巣巣巣のののの周周周周辺辺辺辺のののの死死死死んんんんだだだだミミミミツツツツババババチチチチのののの発生発生発生発生ななななどどどどのののの被被被被害については、水害については、水害については、水害については、水稲稲稲稲ののののカカカカメメメメムムムムシ防シ防シ防シ防除除除除にににに使使使使用される用される用される用される殺虫剤殺虫剤殺虫剤殺虫剤をををを浴浴浴浴びたことが原びたことが原びたことが原びたことが原因因因因であるであるであるである可可可可能性能性能性能性が高いということが明らかになりが高いということが明らかになりが高いということが明らかになりが高いということが明らかになりました。ただ、それがました。ただ、それがました。ただ、それがました。ただ、それがネネネネオオオオニニニニココココチチチチノノノノイイイイドドドド系系系系農農農農薬薬薬薬をはじめとするをはじめとするをはじめとするをはじめとする各各各各種種種種殺虫剤殺虫剤殺虫剤殺虫剤のののの影響影響影響影響のののの程程程程度に度に度に度についてついてついてついて特特特特定できなかったと定できなかったと定できなかったと定できなかったと聞聞聞聞いています。いています。いています。いています。
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県としては、このような農県としては、このような農県としては、このような農県としては、このような農薬薬薬薬によるによるによるによるミミミミツツツツババババチチチチのののの被被被被害をできる限り害をできる限り害をできる限り害をできる限り回回回回避避避避するため、農するため、農するため、農するため、農薬薬薬薬をををを使使使使用する農用する農用する農用する農家家家家と、と、と、と、養養養養蜂蜂蜂蜂農農農農家家家家とのとのとのとの情情情情報報報報共共共共有有有有のののの徹底徹底徹底徹底がががが重重重重要だと要だと要だと要だと考え考え考え考えています。そのためています。そのためています。そのためています。そのため具体具体具体具体にににには、あらかじめは、あらかじめは、あらかじめは、あらかじめ特特特特に水に水に水に水稲稲稲稲が一が一が一が一番番番番よくよくよくよく使使使使われますので、水われますので、水われますので、水われますので、水稲栽培稲栽培稲栽培稲栽培のののの防防防防除暦除暦除暦除暦を奈良県のを奈良県のを奈良県のを奈良県の養養養養蜂蜂蜂蜂農農農農業業業業協協協協同同同同組組組組合に提合に提合に提合に提供供供供しているほか、一しているほか、一しているほか、一しているほか、一番番番番影響影響影響影響が高いと思われますが高いと思われますが高いと思われますが高いと思われますヘヘヘヘリコリコリコリコプタプタプタプターによるーによるーによるーによる防防防防除除除除計計計計画画画画が県に提出されたが県に提出されたが県に提出されたが県に提出された際際際際には、できる限りには、できる限りには、できる限りには、できる限り早早早早くくくく散散散散布布布布場場場場所を所を所を所を特特特特定して、定して、定して、定して、速や速や速や速やかに奈良県かに奈良県かに奈良県かに奈良県養養養養蜂蜂蜂蜂農農農農業業業業協協協協同同同同組組組組合に提合に提合に提合に提供供供供しているとこしているとこしているとこしているところろろろです。またです。またです。またです。また耕耕耕耕種種種種農農農農家家家家については、については、については、については、基基基基本本本本的的的的ににににドリフトドリフトドリフトドリフトで農で農で農で農薬薬薬薬ががががミミミミツツツツババババチチチチにつくことが一につくことが一につくことが一につくことが一番番番番のののの影響影響影響影響と思われますので、そういうと思われますので、そういうと思われますので、そういうと思われますので、そういうドリフトドリフトドリフトドリフト対策対策対策対策の農の農の農の農薬薬薬薬のののの適適適適正正正正使使使使用についても用についても用についても用についても指指指指導導導導しているとこしているとこしているとこしているところろろろです。今です。今です。今です。今後後後後ともともともともネネネネオオオオニニニニココココチチチチノノノノイイイイドドドド系系系系農農農農薬薬薬薬について、について、について、について、国な国な国な国などどどどからからからから情情情情報報報報収集収集収集収集をををを図図図図るとともに、農るとともに、農るとともに、農るとともに、農薬薬薬薬散散散散布布布布について、について、について、について、耕耕耕耕種種種種農農農農家家家家とととと養養養養蜂蜂蜂蜂農農農農家家家家とのとのとのとの情情情情報報報報共共共共有有有有にににに努努努努めたいと思っている次第です。めたいと思っている次第です。めたいと思っている次第です。めたいと思っている次第です。以以以以上です。上です。上です。上です。○福谷農林部長○福谷農林部長○福谷農林部長○福谷農林部長 ３つ３つ３つ３つ目目目目のときのもりの関係の資料ですが、松尾委員からもおのときのもりの関係の資料ですが、松尾委員からもおのときのもりの関係の資料ですが、松尾委員からもおのときのもりの関係の資料ですが、松尾委員からもお話話話話がありまがありまがありまがありましたように、まずそのしたように、まずそのしたように、まずそのしたように、まずその取取取取り上げていただいたり上げていただいたり上げていただいたり上げていただいたメメメメディディディディアアアアの関係の資料の関係の資料の関係の資料の関係の資料並並並並びに実びに実びに実びに実績績績績の資料につの資料につの資料につの資料について改めてまた委員の皆さいて改めてまた委員の皆さいて改めてまた委員の皆さいて改めてまた委員の皆さんんんんに配付をさせていただきたいと思います。に配付をさせていただきたいと思います。に配付をさせていただきたいと思います。に配付をさせていただきたいと思います。以以以以上です。上です。上です。上です。○今井委員長○今井委員長○今井委員長○今井委員長 先ほ先ほ先ほ先ほどどどどの農業の農業の農業の農業被被被被害の関係で、お害の関係で、お害の関係で、お害の関係で、お米米米米については、については、については、については、台風台風台風台風、長、長、長、長雨雨雨雨で県産ので県産ので県産ので県産のヒノヒヒノヒヒノヒヒノヒカカカカリリリリのののの収収収収穫穫穫穫もももも非常非常非常非常にににに影響影響影響影響が出ているとが出ているとが出ているとが出ていると聞聞聞聞いています。１２月になってもまだいています。１２月になってもまだいています。１２月になってもまだいています。１２月になってもまだ稲刈稲刈稲刈稲刈りができりができりができりができていないとこていないとこていないとこていないところろろろもあり、もあり、もあり、もあり、品質品質品質品質のののの低低低低下下下下もももも危惧危惧危惧危惧されているということですが、皆さされているということですが、皆さされているということですが、皆さされているということですが、皆さんんんんがががが困困困困ってってってっているのが、田いるのが、田いるのが、田いるのが、田んんんんぼぼぼぼにににに泥泥泥泥が入りが入りが入りが入り込ん込ん込ん込んで、で、で、で、ココココンンンンババババインインインインががががトトトトラブルラブルラブルラブルをををを起起起起こし、こし、こし、こし、多多多多額の額の額の額の修繕修繕修繕修繕費費費費がかがかがかがかかっているかっているかっているかっている状況状況状況状況です。です。です。です。悪悪悪悪条件の中の条件の中の条件の中の条件の中の無無無無理な理な理な理な稲刈稲刈稲刈稲刈りりりり作作作作業でこうした業でこうした業でこうした業でこうしたトトトトラブルラブルラブルラブルがががが起起起起きているときているときているときているということで、一定いうことで、一定いうことで、一定いうことで、一定面積面積面積面積以以以以上の上の上の上の米米米米農農農農家家家家とか、とか、とか、とか、集落集落集落集落営営営営業の業の業の業の組組組組織織織織がががが負負負負担担担担したしたしたしたココココンンンンババババインインインインのののの修修修修理理理理費費費費のののの負負負負担担担担のののの軽軽軽軽減減減減ななななどどどど、、、、京都京都京都京都府府府府ななななどどどどはははは何何何何かそうしたかそうしたかそうしたかそうした支支支支援援援援策策策策をされているようですけれをされているようですけれをされているようですけれをされているようですけれどどどども、そも、そも、そも、そうしたことなうしたことなうしたことなうしたことなどどどどもももも具体具体具体具体にににに検討検討検討検討していただき、本当に今、していただき、本当に今、していただき、本当に今、していただき、本当に今、頑頑頑頑張張張張っている農っている農っている農っている農家家家家の皆さの皆さの皆さの皆さんんんんがががが営営営営農農農農をををを続続続続けていけるよう、県としてのけていけるよう、県としてのけていけるよう、県としてのけていけるよう、県としての具体具体具体具体的的的的なななな対策対策対策対策をお願いしておきたいと思います。をお願いしておきたいと思います。をお願いしておきたいと思います。をお願いしておきたいと思います。ネネネネオオオオニニニニココココチチチチノノノノイイイイドドドド、国自、国自、国自、国自身身身身がまだ規がまだ規がまだ規がまだ規制制制制というとこというとこというとこというところろろろまで行っていませまで行っていませまで行っていませまで行っていませんんんんけれけれけれけれどどどども、実も、実も、実も、実際際際際にいにいにいにいろろろろいいいいろろろろなななな問題問題問題問題がががが世世世世界界界界各各各各地でも地でも地でも地でも起起起起こっていますし、こっていますし、こっていますし、こっていますし、確確確確かに子かに子かに子かに子どどどどものものものもの障障障障害でも害でも害でも害でも精精精精神神神神関係の関係の関係の関係の障障障障害も害も害も害もふえふえふえふえているということなているということなているということなているということなどどどどもあります。もあります。もあります。もあります。リリリリンンンンゴゴゴゴななななどどどど皮皮皮皮ををををむむむむいても中までいても中までいても中までいても中まで浸透浸透浸透浸透していしていしていしていますので、そこにもまたますので、そこにもまたますので、そこにもまたますので、そこにもまた確認確認確認確認されているというされているというされているというされているというデデデデーーーータタタタななななどどどども出ていますので、このも出ていますので、このも出ていますので、このも出ていますので、この取取取取りりりり扱扱扱扱いについてよくいについてよくいについてよくいについてよく研究研究研究研究していただき、していただき、していただき、していただき、安安安安全全全全・・・・安心安心安心安心な奈良県の農産な奈良県の農産な奈良県の農産な奈良県の農産物物物物ににににぜひぜひぜひぜひ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と思います。と思います。と思います。と思います。以以以以上です。上です。上です。上です。○川口（延）副委員長○川口（延）副委員長○川口（延）副委員長○川口（延）副委員長 それでは、委員長とそれでは、委員長とそれでは、委員長とそれでは、委員長と進進進進行を行を行を行を交交交交代代代代いたします。いたします。いたします。いたします。○松尾委員○松尾委員○松尾委員○松尾委員 委員会の議事委員会の議事委員会の議事委員会の議事録録録録もももも残残残残りますので、りますので、りますので、りますので、再再再再度度度度答弁答弁答弁答弁のののの確認確認確認確認だけしておきます。ときのだけしておきます。ときのだけしておきます。ときのだけしておきます。ときの
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もり、月もり、月もり、月もり、月曜曜曜曜日だけ日だけ日だけ日だけ休休休休みになったのですよみになったのですよみになったのですよみになったのですよねねねね。月。月。月。月曜曜曜曜日だけと日だけと日だけと日だけと聞聞聞聞いたので、そのいたので、そのいたので、そのいたので、その辺辺辺辺のののの確認確認確認確認だけ。だけ。だけ。だけ。○辻本マーケティング課長○辻本マーケティング課長○辻本マーケティング課長○辻本マーケティング課長 現現現現状状状状については、１については、１については、１については、１階階階階が定が定が定が定休休休休日が月日が月日が月日が月曜曜曜曜日、２日、２日、２日、２階階階階が月が月が月が月曜曜曜曜日と、日と、日と、日と、火曜火曜火曜火曜日は日は日は日はランチランチランチランチがががが休休休休みでみでみでみでディナディナディナディナーのみのーのみのーのみのーのみの営営営営業になります。業になります。業になります。業になります。○今井委員長○今井委員長○今井委員長○今井委員長 ほかになけれほかになけれほかになけれほかになければばばばこれをもちましてこれをもちましてこれをもちましてこれをもちまして質問質問質問質問をををを終終終終わらせていただきます。わらせていただきます。わらせていただきます。わらせていただきます。次に、委員長報告についてでありますが、本会議で次に、委員長報告についてでありますが、本会議で次に、委員長報告についてでありますが、本会議で次に、委員長報告についてでありますが、本会議で反反反反対討対討対討対討論論論論をされるをされるをされるをされる場場場場合には、委員長合には、委員長合には、委員長合には、委員長報告に報告に報告に報告に反反反反対意見対意見対意見対意見を記載しないこととなっております。日本を記載しないこととなっております。日本を記載しないこととなっております。日本を記載しないこととなっております。日本維新維新維新維新の会はの会はの会はの会は反反反反対討対討対討対討論論論論をされますをされますをされますをされますか。か。か。か。○松尾委員○松尾委員○松尾委員○松尾委員 反反反反対討対討対討対討論論論論します。します。します。します。○今井委員長○今井委員長○今井委員長○今井委員長 では、議第９５号中、当委員会所管分につきましては、委員長報告にでは、議第９５号中、当委員会所管分につきましては、委員長報告にでは、議第９５号中、当委員会所管分につきましては、委員長報告にでは、議第９５号中、当委員会所管分につきましては、委員長報告に反反反反対対対対意見意見意見意見を記載いたしませを記載いたしませを記載いたしませを記載いたしませんんんんので、よので、よので、よので、よろろろろしくお願いいたします。しくお願いいたします。しくお願いいたします。しくお願いいたします。次に、委員長報告についてでありますが、正副委員長に一次に、委員長報告についてでありますが、正副委員長に一次に、委員長報告についてでありますが、正副委員長に一次に、委員長報告についてでありますが、正副委員長に一任任任任願願願願ええええますでしますでしますでしますでしょょょょうか。うか。うか。うか。（（（（「「「「はい」とはい」とはい」とはい」と呼ぶ呼ぶ呼ぶ呼ぶ者あり）者あり）者あり）者あり）それでは、そのようにさせていただきます。それでは、そのようにさせていただきます。それでは、そのようにさせていただきます。それでは、そのようにさせていただきます。これをもちまして本日の委員会をこれをもちまして本日の委員会をこれをもちまして本日の委員会をこれをもちまして本日の委員会を終終終終了いたします。了いたします。了いたします。了いたします。


