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金剛 まちづくり推進局長金剛 まちづくり推進局長金剛 まちづくり推進局長金剛 まちづくり推進局長西川 水道局長西川 水道局長西川 水道局長西川 水道局長吉田 教育長吉田 教育長吉田 教育長吉田 教育長安田 警察本部長安田 警察本部長安田 警察本部長安田 警察本部長 ほか、関係職員ほか、関係職員ほか、関係職員ほか、関係職員なしなしなしなし傍 聴 者傍 聴 者傍 聴 者傍 聴 者 議第６５号 平成２８年度奈良県水道用水供給事業費特別会計剰余金の処分議第６５号 平成２８年度奈良県水道用水供給事業費特別会計剰余金の処分議第６５号 平成２８年度奈良県水道用水供給事業費特別会計剰余金の処分議第６５号 平成２８年度奈良県水道用水供給事業費特別会計剰余金の処分議 事議 事議 事議 事 及び決算の認定について及び決算の認定について及び決算の認定について及び決算の認定について議第６７号 平成２８年度奈良県歳入歳出決算の認定について議第６７号 平成２８年度奈良県歳入歳出決算の認定について議第６７号 平成２８年度奈良県歳入歳出決算の認定について議第６７号 平成２８年度奈良県歳入歳出決算の認定について報第２９号 健全化判断比率及び資金不足比率の報告について報第２９号 健全化判断比率及び資金不足比率の報告について報第２９号 健全化判断比率及び資金不足比率の報告について報第２９号 健全化判断比率及び資金不足比率の報告について＜会議の経過＞＜会議の経過＞＜会議の経過＞＜会議の経過＞ただいまから本日の会議を開きます。ただいまから本日の会議を開きます。ただいまから本日の会議を開きます。ただいまから本日の会議を開きます。○中村委員長○中村委員長○中村委員長○中村委員長本日の欠席は、川田委員です。また、井岡委員と中野委員はおくれるとの連絡を受けて本日の欠席は、川田委員です。また、井岡委員と中野委員はおくれるとの連絡を受けて本日の欠席は、川田委員です。また、井岡委員と中野委員はおくれるとの連絡を受けて本日の欠席は、川田委員です。また、井岡委員と中野委員はおくれるとの連絡を受けていますので、ご了解願います。いますので、ご了解願います。いますので、ご了解願います。いますので、ご了解願います。初めに、傍聴についてですが、当委員会は本日より５日間開催されますが、傍聴の申し初めに、傍聴についてですが、当委員会は本日より５日間開催されますが、傍聴の申し初めに、傍聴についてですが、当委員会は本日より５日間開催されますが、傍聴の申し初めに、傍聴についてですが、当委員会は本日より５日間開催されますが、傍聴の申し出があった場合は、２０名を限度に入室していただきますので、ご承知おきをお願いしま出があった場合は、２０名を限度に入室していただきますので、ご承知おきをお願いしま出があった場合は、２０名を限度に入室していただきますので、ご承知おきをお願いしま出があった場合は、２０名を限度に入室していただきますので、ご承知おきをお願いします。す。す。す。なお、現在のところ、傍聴のお申し込みはありません。なお、現在のところ、傍聴のお申し込みはありません。なお、現在のところ、傍聴のお申し込みはありません。なお、現在のところ、傍聴のお申し込みはありません。それでは、本日は付託議案の説明をお願いするわけでありますが、委員に申し上げます。それでは、本日は付託議案の説明をお願いするわけでありますが、委員に申し上げます。それでは、本日は付託議案の説明をお願いするわけでありますが、委員に申し上げます。それでは、本日は付託議案の説明をお願いするわけでありますが、委員に申し上げます。質疑については、１２日からの部局別審査及び総括審査でお願いします。また、説明は、質疑については、１２日からの部局別審査及び総括審査でお願いします。また、説明は、質疑については、１２日からの部局別審査及び総括審査でお願いします。また、説明は、質疑については、１２日からの部局別審査及び総括審査でお願いします。また、説明は、会計管理者と総務部長を除きまして、順次部局別に説明をいただきますので、よろしくお会計管理者と総務部長を除きまして、順次部局別に説明をいただきますので、よろしくお会計管理者と総務部長を除きまして、順次部局別に説明をいただきますので、よろしくお会計管理者と総務部長を除きまして、順次部局別に説明をいただきますので、よろしくお願いします。願いします。願いします。願いします。なお、理事者の皆様は、着席のままで説明をお願いします。なお、理事者の皆様は、着席のままで説明をお願いします。なお、理事者の皆様は、着席のままで説明をお願いします。なお、理事者の皆様は、着席のままで説明をお願いします。それでは、初めに、会計管理者から平成２８年度決算の概それでは、初めに、会計管理者から平成２８年度決算の概それでは、初めに、会計管理者から平成２８年度決算の概それでは、初めに、会計管理者から平成２８年度決算の概要等要等要等要等の説明、の説明、の説明、の説明、引引引引きききき続続続続き総務部き総務部き総務部き総務部長から長から長から長から収支収支収支収支のののの状況状況状況状況及び健全化判断比率などの説明を願います。及び健全化判断比率などの説明を願います。及び健全化判断比率などの説明を願います。及び健全化判断比率などの説明を願います。なお、申し上げておきますが、理事者なお、申し上げておきますが、理事者なお、申し上げておきますが、理事者なお、申し上げておきますが、理事者側側側側にはにはにはには簡潔簡潔簡潔簡潔にご説明をお願いします。にご説明をお願いします。にご説明をお願いします。にご説明をお願いします。それでは、平成２８年度決算の概それでは、平成２８年度決算の概それでは、平成２８年度決算の概それでは、平成２８年度決算の概要要要要についてについてについてについて 「「「「平成２平成２平成２平成２○中澤会計管理者（会計局長）○中澤会計管理者（会計局長）○中澤会計管理者（会計局長）○中澤会計管理者（会計局長） 、、、、８年度８年度８年度８年度一般一般一般一般会計決算の概会計決算の概会計決算の概会計決算の概要」要」要」要」にににに基基基基づいて説明します。づいて説明します。づいて説明します。づいて説明します。「「「「平成２８年度平成２８年度平成２８年度平成２８年度一般一般一般一般会計決算の概会計決算の概会計決算の概会計決算の概要」要」要」要」１１１１ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、一般一般一般一般会計の決算の全会計の決算の全会計の決算の全会計の決算の全体像体像体像体像です。中ほどです。中ほどです。中ほどです。中ほどのののの表Ｂ欄表Ｂ欄表Ｂ欄表Ｂ欄の歳入決算の歳入決算の歳入決算の歳入決算額額額額は４は４は４は４，，，，８５０８５０８５０８５０億億億億８８８８，，，，１００１００１００１００万円万円万円万円、、、、Ｃ欄Ｃ欄Ｃ欄Ｃ欄の歳出決算の歳出決算の歳出決算の歳出決算額額額額は４は４は４は４，，，，８００８００８００８００億億億億
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６６６６，，，，１００１００１００１００万円万円万円万円です。です。です。です。Ｄ欄Ｄ欄Ｄ欄Ｄ欄のそののそののそののその差差差差であるであるであるである収支差収支差収支差収支差しししし引引引引きききき額額額額は、５０は、５０は、５０は、５０億億億億２２２２，，，，００００００００００００万円万円万円万円となとなとなとなり、このり、このり、このり、この額額額額からからからから翌翌翌翌年度年度年度年度へ繰へ繰へ繰へ繰りりりり越越越越しすしすしすしすべべべべきききき財源３財源３財源３財源３２２２２億億億億１１１１，，，，６００６００６００６００万円万円万円万円、これを、これを、これを、これを差差差差しししし引引引引いたいたいたいた実実実実質質質質収支額収支額収支額収支額が１８が１８が１８が１８億億億億４００４００４００４００万円万円万円万円となっています。となっています。となっています。となっています。２２２２ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、一般一般一般一般会計歳入の会計歳入の会計歳入の会計歳入の状況状況状況状況です。平成２８年度歳入の決算総です。平成２８年度歳入の決算総です。平成２８年度歳入の決算総です。平成２８年度歳入の決算総額額額額は、は、は、は、先先先先ほど申し上げほど申し上げほど申し上げほど申し上げましたとおり４ましたとおり４ましたとおり４ましたとおり４，，，，８５０８５０８５０８５０億億億億８８８８，，，，１００１００１００１００万円万円万円万円で、で、で、で、前前前前年度と比年度と比年度と比年度と比較較較較して２１０して２１０して２１０して２１０億億億億４４４４，，，，７００７００７００７００万円万円万円万円、、、、４４４４．．．．２２２２％％％％のののの減減減減となっています。歳入のとなっています。歳入のとなっています。歳入のとなっています。歳入の主主主主なななな内訳内訳内訳内訳については、については、については、については、グラフグラフグラフグラフにににに記載記載記載記載のとおりです。のとおりです。のとおりです。のとおりです。主主主主なななな増減増減増減増減について、について、について、について、３ペー３ペー３ペー３ページ、まジ、まジ、まジ、まずずずず、県、県、県、県税等税等税等税等です。です。です。です。法人税制法人税制法人税制法人税制のののの改改改改正正正正等等等等にににに伴伴伴伴い、い、い、い、法人法人法人法人２２２２税税税税はははは増加増加増加増加したものの、したものの、したものの、したものの、株式市況株式市況株式市況株式市況のののの低迷低迷低迷低迷によるによるによるによる配配配配当当当当割割割割県県県県民税民税民税民税及び及び及び及び株式等譲渡所得割株式等譲渡所得割株式等譲渡所得割株式等譲渡所得割県県県県民税民税民税民税のののの減減減減少少少少、、、、円高円高円高円高にににに伴う伴う伴う伴う全全全全国国国国のののの輸輸輸輸入入入入額額額額のののの減少減少減少減少による地による地による地による地方消方消方消方消費費費費税清税清税清税清算金の算金の算金の算金の減少減少減少減少などによりまして、などによりまして、などによりまして、などによりまして、前前前前年度に比年度に比年度に比年度に比べべべべて８８て８８て８８て８８億億億億９９９９，，，，４００４００４００４００万円万円万円万円、４、４、４、４．．．．９９９９％％％％のののの減減減減となっています。となっています。となっています。となっています。次に、地次に、地次に、地次に、地方交方交方交方交付付付付税税税税とととと臨時財臨時財臨時財臨時財政政政政対対対対策策策策債債債債の合計の合計の合計の合計額額額額は、地は、地は、地は、地方財方財方財方財政計政計政計政計画画画画において、地において、地において、地において、地方方方方全全全全体体体体のののの税税税税収増収増収増収増がががが見見見見込まれたことなどから、地込まれたことなどから、地込まれたことなどから、地込まれたことなどから、地方交方交方交方交付付付付税税税税とととと臨時財臨時財臨時財臨時財政政政政対対対対策策策策債債債債の総の総の総の総額額額額がががが減少減少減少減少したため、したため、したため、したため、前前前前年度に比年度に比年度に比年度に比べ３３億べ３３億べ３３億べ３３億６６６６，，，，７００７００７００７００万円万円万円万円、１、１、１、１．．．．８８８８％％％％のののの減減減減となりました。となりました。となりました。となりました。次の次の次の次の国庫支国庫支国庫支国庫支出金については、平成２６年度に出金については、平成２６年度に出金については、平成２６年度に出金については、平成２６年度に国国国国のののの補補補補正正正正予予予予算で算で算で算で措置措置措置措置され、平成２７年度にされ、平成２７年度にされ、平成２７年度にされ、平成２７年度に事業が事業が事業が事業が終終終終了した地域了した地域了した地域了した地域住民生活等緊急支援住民生活等緊急支援住民生活等緊急支援住民生活等緊急支援のためののためののためののための交交交交付金の付金の付金の付金の減や紀伊半島大減や紀伊半島大減や紀伊半島大減や紀伊半島大水水水水害害害害によりによりによりにより被災被災被災被災した土した土した土した土木施設木施設木施設木施設の平成２７年度の平成２７年度の平成２７年度の平成２７年度災害復旧完災害復旧完災害復旧完災害復旧完了に了に了に了に伴う国庫負担伴う国庫負担伴う国庫負担伴う国庫負担金の金の金の金の減減減減、平成２７年度に、平成２７年度に、平成２７年度に、平成２７年度に国国国国のののの補補補補正正正正予予予予算を算を算を算を活活活活用した医療用した医療用した医療用した医療介護提介護提介護提介護提供供供供体制改革体制改革体制改革体制改革推進推進推進推進交交交交付金の付金の付金の付金の減等減等減等減等により、により、により、により、前前前前年度に比年度に比年度に比年度に比べべべべて６２て６２て６２て６２億億億億８８８８，，，，６００６００６００６００万円万円万円万円、９、９、９、９．．．．７７７７％％％％のののの減減減減となっています。となっています。となっています。となっています。４４４４ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、繰繰繰繰入金及び入金及び入金及び入金及び繰越繰越繰越繰越金については、それ金については、それ金については、それ金については、それぞぞぞぞれれれれ記載記載記載記載のとおりです。のとおりです。のとおりです。のとおりです。次の県次の県次の県次の県債債債債については、については、については、については、投投投投資資資資的経的経的経的経費に費に費に費に充充充充当する当する当する当する通常債通常債通常債通常債は、は、は、は、防災行防災行防災行防災行政政政政通信通信通信通信ネネネネッッッットトトトワーク再整ワーク再整ワーク再整ワーク再整備備備備事業の事業の事業の事業の実施等実施等実施等実施等により、により、により、により、緊急防災緊急防災緊急防災緊急防災・・・・減災減災減災減災事業事業事業事業債債債債のののの発行増発行増発行増発行増などからなどからなどからなどから増加増加増加増加したものの、第したものの、第したものの、第したものの、第三セ三セ三セ三セクター等改革クター等改革クター等改革クター等改革推進推進推進推進債債債債は、平成２７年度に限り、は、平成２７年度に限り、は、平成２７年度に限り、は、平成２７年度に限り、公益財団法人公益財団法人公益財団法人公益財団法人奈良県林業奈良県林業奈良県林業奈良県林業基基基基金の事業の金の事業の金の事業の金の事業の再生再生再生再生にににに伴伴伴伴いいいい必要必要必要必要となるとなるとなるとなる損失補償損失補償損失補償損失補償にににに要要要要するするするする経経経経費に費に費に費に充充充充てるためにてるためにてるためにてるために発行発行発行発行したものであることから、皆したものであることから、皆したものであることから、皆したものであることから、皆減減減減となります。また、となります。また、となります。また、となります。また、臨時財臨時財臨時財臨時財政政政政対対対対策策策策債債債債がががが減少減少減少減少したしたしたした結果結果結果結果、５７、５７、５７、５７億億億億２２２２，，，，９００９００９００９００万円万円万円万円、８、８、８、８．．．．９９９９％％％％のののの減減減減となりました。となりました。となりました。となりました。また、県また、県また、県また、県債残額債残額債残額債残額は、平成２７年度には、平成２７年度には、平成２７年度には、平成２７年度に引引引引きききき続続続続き、２年連き、２年連き、２年連き、２年連続続続続決算決算決算決算ベースベースベースベースでででで減少減少減少減少しています。しています。しています。しています。５５５５ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、一般一般一般一般会計歳出の会計歳出の会計歳出の会計歳出の状況状況状況状況です。平成２８年度歳出の決算総です。平成２８年度歳出の決算総です。平成２８年度歳出の決算総です。平成２８年度歳出の決算総額額額額は、は、は、は、先先先先ほど申し上げほど申し上げほど申し上げほど申し上げましたとおり４ましたとおり４ましたとおり４ましたとおり４，，，，８００８００８００８００億億億億６６６６，，，，１００１００１００１００万円万円万円万円で、で、で、で、前前前前年度と比年度と比年度と比年度と比較較較較して２００して２００して２００して２００億億億億７７７７，，，，７００７００７００７００万円万円万円万円、、、、４４４４．．．．００００％％％％のののの減減減減となっています。また性質別のとなっています。また性質別のとなっています。また性質別のとなっています。また性質別の内訳内訳内訳内訳については、については、については、については、表表表表及び及び及び及び円グラフ円グラフ円グラフ円グラフにににに記載記載記載記載のとのとのとのとおりです。おりです。おりです。おりです。
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次に、次に、次に、次に、主主主主なななな増減増減増減増減について、６について、６について、６について、６ペーペーペーページ、まジ、まジ、まジ、まずずずず、、、、人件人件人件人件費ですが、費ですが、費ですが、費ですが、退退退退職職職職手手手手当は当は当は当は増加増加増加増加したものの、したものの、したものの、したものの、そのそのそのその他他他他については職員定については職員定については職員定については職員定数数数数のののの見直見直見直見直しなどによりしなどによりしなどによりしなどにより減少減少減少減少したしたしたした結果結果結果結果、、、、前前前前年度に比年度に比年度に比年度に比べべべべ５５５５，，，，１００１００１００１００万万万万円円円円のののの減減減減となりました。となりました。となりました。となりました。扶助扶助扶助扶助費については、費については、費については、費については、記載記載記載記載のとおりです。のとおりです。のとおりです。のとおりです。公債公債公債公債費については、費については、費については、費については、臨時財臨時財臨時財臨時財政政政政対対対対策策策策債債債債のののの償還償還償還償還がががが増加増加増加増加したことなどによりしたことなどによりしたことなどによりしたことなどにより償還元償還元償還元償還元金が金が金が金が増加増加増加増加ししししたため、たため、たため、たため、前前前前年度に比年度に比年度に比年度に比べべべべ１５１５１５１５億億億億７７７７，，，，９００９００９００９００万円万円万円万円のののの増増増増となりました。となりました。となりました。となりました。７７７７ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、普通建設普通建設普通建設普通建設事業費ですが、事業費ですが、事業費ですが、事業費ですが、前前前前年度に比年度に比年度に比年度に比べべべべ９９９９億億億億９９９９，３，３，３，３００００００００万円万円万円万円、１、１、１、１．．．．５５５５％％％％のののの増増増増ととととなりました。そのなりました。そのなりました。そのなりました。そのううううちちちち補助補助補助補助事業費は、事業費は、事業費は、事業費は、公共公共公共公共事業に係る事業に係る事業に係る事業に係る前前前前年度からの年度からの年度からの年度からの繰越繰越繰越繰越事業が事業が事業が事業が減少減少減少減少したこしたこしたこしたこととととやややや南奈良総合医療南奈良総合医療南奈良総合医療南奈良総合医療セセセセンンンンターターターターのののの整備整備整備整備が平成２７年度にが平成２７年度にが平成２７年度にが平成２７年度に完完完完了したこと了したこと了したこと了したこと等等等等により、により、により、により、前前前前年度に比年度に比年度に比年度に比べ減少べ減少べ減少べ減少しました。しました。しました。しました。また、また、また、また、単独単独単独単独事業費は、事業費は、事業費は、事業費は、防災行防災行防災行防災行政政政政通信通信通信通信ネネネネッッッットトトトワーク再整備やワーク再整備やワーク再整備やワーク再整備や農業農業農業農業研究研究研究研究開開開開発セ発セ発セ発センンンンターターターターのののの整備整備整備整備などなどなどなど主要主要主要主要ななななプロプロプロプロジジジジェクェクェクェクトが進トが進トが進トが進捗捗捗捗したことしたことしたことしたこと等等等等により、により、により、により、前前前前年度に比年度に比年度に比年度に比べ増加べ増加べ増加べ増加をしました。をしました。をしました。をしました。次に、次に、次に、次に、災害復旧災害復旧災害復旧災害復旧事業費については、平成２事業費については、平成２事業費については、平成２事業費については、平成２３３３３年度の年度の年度の年度の紀伊半島大紀伊半島大紀伊半島大紀伊半島大水水水水害害害害によりによりによりにより被災被災被災被災したしたしたした公共公共公共公共土土土土木施設木施設木施設木施設のののの災害復旧災害復旧災害復旧災害復旧が平成２７年度にが平成２７年度にが平成２７年度にが平成２７年度に完完完完了したことにより、了したことにより、了したことにより、了したことにより、前前前前年度に比年度に比年度に比年度に比べ３べ３べ３べ３００００億３，億３，億３，億３，１０１０１０１０００００万円万円万円万円、６０、６０、６０、６０．．．．６６６６％％％％のののの減減減減になりました。になりました。になりました。になりました。次に、次に、次に、次に、物件物件物件物件費ですが、平成２７年度に費ですが、平成２７年度に費ですが、平成２７年度に費ですが、平成２７年度に国国国国の平成２６年度の平成２６年度の平成２６年度の平成２６年度補補補補正正正正予予予予算を算を算を算を活活活活用し、奈良県用し、奈良県用し、奈良県用し、奈良県プレプレプレプレミアム商品券発行ミアム商品券発行ミアム商品券発行ミアム商品券発行事業などの事業などの事業などの事業などの消消消消費費費費喚起喚起喚起喚起のためののためののためののための取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを実施実施実施実施したことにより、平成２８したことにより、平成２８したことにより、平成２８したことにより、平成２８年度は年度は年度は年度は前前前前年度に比年度に比年度に比年度に比べべべべ１４１４１４１４億億億億９９９９，，，，６００６００６００６００万円万円万円万円、９、９、９、９．．．．４４４４％％％％のののの減減減減となりました。となりました。となりました。となりました。次に、次に、次に、次に、補助補助補助補助費費費費等等等等ですが、ですが、ですが、ですが、国国国国のののの社社社社会保会保会保会保障制障制障制障制度に関する度に関する度に関する度に関する経経経経費が費が費が費が引引引引きききき続続続続きききき増加増加増加増加していますが、していますが、していますが、していますが、平成２７年度に限り平成２７年度に限り平成２７年度に限り平成２７年度に限り実施実施実施実施したしたしたした公益財団法人公益財団法人公益財団法人公益財団法人奈良県林業奈良県林業奈良県林業奈良県林業基基基基金の事業の金の事業の金の事業の金の事業の再生再生再生再生にににに伴う損失補償伴う損失補償伴う損失補償伴う損失補償がががが皆皆皆皆減減減減したこと、また県したこと、また県したこと、また県したこと、また県税収税収税収税収入が入が入が入が減少減少減少減少したことにしたことにしたことにしたことに伴伴伴伴い、県い、県い、県い、県税交税交税交税交付金付金付金付金等等等等がががが大幅大幅大幅大幅にににに減少減少減少減少いたしまいたしまいたしまいたしました。これらなどにより、した。これらなどにより、した。これらなどにより、した。これらなどにより、前前前前年度に比年度に比年度に比年度に比べべべべ９２９２９２９２億億億億７７７７，，，，６００６００６００６００万円万円万円万円、６、６、６、６．．．．６６６６％％％％のののの減減減減となりましとなりましとなりましとなりました。た。た。た。８８８８ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、積立積立積立積立金、金、金、金、貸貸貸貸付金については付金については付金については付金については記載記載記載記載のとおりです。のとおりです。のとおりです。のとおりです。歳出決算の歳出決算の歳出決算の歳出決算の目的目的目的目的別の別の別の別の内訳内訳内訳内訳については、については、については、については、表表表表及び及び及び及び円グラフ円グラフ円グラフ円グラフにににに記載記載記載記載のとおりです。のとおりです。のとおりです。のとおりです。９９９９ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、収支収支収支収支のののの状況状況状況状況です。歳入、歳出とも平成２７年度に比です。歳入、歳出とも平成２７年度に比です。歳入、歳出とも平成２７年度に比です。歳入、歳出とも平成２７年度に比べべべべ、それ、それ、それ、それぞぞぞぞれ２１０れ２１０れ２１０れ２１０億円億円億円億円、、、、２００２００２００２００億円減少億円減少億円減少億円減少し、さらにし、さらにし、さらにし、さらに翌翌翌翌年度に年度に年度に年度に繰繰繰繰りりりり越越越越すすすす財源財源財源財源が２が２が２が２億円増加億円増加億円増加億円増加したことから、したことから、したことから、したことから、収支額収支額収支額収支額はははは前前前前年度に比年度に比年度に比年度に比べべべべて１２て１２て１２て１２億円減少億円減少億円減少億円減少したところです。なお、平成２８年度のしたところです。なお、平成２８年度のしたところです。なお、平成２８年度のしたところです。なお、平成２８年度の実実実実質質質質収支収支収支収支はははは先先先先ほど説明ほど説明ほど説明ほど説明しましたとおりですが、１８しましたとおりですが、１８しましたとおりですが、１８しましたとおりですが、１８億億億億４００４００４００４００万円万円万円万円となりました。となりました。となりました。となりました。１０１０１０１０ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、公営企公営企公営企公営企業会計業会計業会計業会計以外以外以外以外の特別会計の決算について、歳入決算の特別会計の決算について、歳入決算の特別会計の決算について、歳入決算の特別会計の決算について、歳入決算額額額額の合計は２の合計は２の合計は２の合計は２，，，，１１１１
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９９９９３億３億３億３億５５５５，，，，９００９００９００９００万円万円万円万円、歳出決算、歳出決算、歳出決算、歳出決算額額額額の合計は２の合計は２の合計は２の合計は２，，，，１５２１５２１５２１５２億億億億６６６６，，，，９００９００９００９００万円万円万円万円、その、その、その、その差差差差しししし引引引引ききききは４０は４０は４０は４０億億億億９９９９，，，，００００００００００００万円万円万円万円です。です。です。です。以以以以上が平成２８年度の上が平成２８年度の上が平成２８年度の上が平成２８年度の一般一般一般一般会計・特別会計決算の概会計・特別会計決算の概会計・特別会計決算の概会計・特別会計決算の概要要要要です。です。です。です。何何何何ととととぞぞぞぞよろしくご審議の上、よろしくご審議の上、よろしくご審議の上、よろしくご審議の上、ご承認をご承認をご承認をご承認を賜賜賜賜りますよりますよりますよりますよううううお願いします。お願いします。お願いします。お願いします。私私私私からからからから同じ同じ同じ同じ資資資資料料料料１１１１１１１１ペーペーペーページのジのジのジの財財財財政政政政状況状況状況状況のののの指標指標指標指標について説明します。について説明します。について説明します。について説明します。○辻本総務部長○辻本総務部長○辻本総務部長○辻本総務部長地地地地方公共団体方公共団体方公共団体方公共団体のののの財財財財政の健全化に関する政の健全化に関する政の健全化に関する政の健全化に関する法律法律法律法律にににに基基基基づき、づき、づき、づき、財財財財政の健全化をあらわす政の健全化をあらわす政の健全化をあらわす政の健全化をあらわす指標指標指標指標としとしとしとして、４つ、健全化判断比率とて、４つ、健全化判断比率とて、４つ、健全化判断比率とて、４つ、健全化判断比率と公営企公営企公営企公営企業の資金不足比率を算定しています。業の資金不足比率を算定しています。業の資金不足比率を算定しています。業の資金不足比率を算定しています。各指標各指標各指標各指標のののの内容内容内容内容及及及及び算定び算定び算定び算定対象対象対象対象については、１２については、１２については、１２については、１２ペーペーペーページにジにジにジに範囲範囲範囲範囲をををを示示示示していますけれども、これらのしていますけれども、これらのしていますけれども、これらのしていますけれども、これらの指標指標指標指標にはにはにはには法法法法令令令令でででで早期早期早期早期健全化健全化健全化健全化基準等基準等基準等基準等が定められています。そのが定められています。そのが定められています。そのが定められています。その基準基準基準基準をををを超え超え超え超えますと、ますと、ますと、ますと、財財財財政健全化計政健全化計政健全化計政健全化計画等画等画等画等をををを策定して、策定して、策定して、策定して、国国国国の関の関の関の関与与与与のもとのもとのもとのもと財財財財政の健全化政の健全化政の健全化政の健全化等等等等にににに取取取取りりりり組む組む組む組むことがことがことがことが義義義義務づけられています。平成務づけられています。平成務づけられています。平成務づけられています。平成２８年度決算に２８年度決算に２８年度決算に２８年度決算に基基基基づくそれづくそれづくそれづくそれぞぞぞぞれの比率については１１れの比率については１１れの比率については１１れの比率については１１ペーペーペーページのジのジのジの表表表表のとおりです。いのとおりです。いのとおりです。いのとおりです。いずずずずれもれもれもれも早期早期早期早期健全化健全化健全化健全化基準等基準等基準等基準等を上を上を上を上回回回回るるるる状況状況状況状況にはにはにはには至至至至っていません。っていません。っていません。っていません。以以以以上で上で上で上で財財財財政政政政状況状況状況状況のののの指標指標指標指標についての説明をについての説明をについての説明をについての説明を終終終終わります。わります。わります。わります。続続続続きまして、決算審査のきまして、決算審査のきまして、決算審査のきまして、決算審査の参考参考参考参考資資資資料料料料としてとしてとしてとして配配配配付しております付しております付しております付しております「「「「平成２８年度平成２８年度平成２８年度平成２８年度重点課題重点課題重点課題重点課題に関に関に関に関するするするする評価」評価」評価」評価」で、概で、概で、概で、概要版要版要版要版と本と本と本と本編編編編があります。があります。があります。があります。内容内容内容内容については特に説明をしませんけれども、については特に説明をしませんけれども、については特に説明をしませんけれども、については特に説明をしませんけれども、本県の本県の本県の本県のＰＤＣＡサイクルＰＤＣＡサイクルＰＤＣＡサイクルＰＤＣＡサイクルの中で、の中で、の中で、の中で、右肩右肩右肩右肩ににににＣＣＣＣ、、、、チェックチェックチェックチェックとなっていますとおり、となっていますとおり、となっていますとおり、となっていますとおり、ＰＤＣＡＰＤＣＡＰＤＣＡＰＤＣＡののののチェックチェックチェックチェックのののの段階段階段階段階のものをまとめたものです。のものをまとめたものです。のものをまとめたものです。のものをまとめたものです。今後今後今後今後もももも行財行財行財行財政マネジメントのマネジメント政マネジメントのマネジメント政マネジメントのマネジメント政マネジメントのマネジメントササササイクルイクルイクルイクルを推進するために、を推進するために、を推進するために、を推進するために、チェック内容チェック内容チェック内容チェック内容をををを生生生生かしてまいりたいとかしてまいりたいとかしてまいりたいとかしてまいり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。内容内容内容内容につにつにつについては、ごらんいただけれいては、ごらんいただけれいては、ごらんいただけれいては、ごらんいただければ結構ば結構ば結構ば結構かとかとかとかと思思思思います。います。います。います。以以以以上です。上です。上です。上です。続続続続きまして、歳入歳出のきまして、歳入歳出のきまして、歳入歳出のきまして、歳入歳出のううううち、歳入歳出決算報告ち、歳入歳出決算報告ち、歳入歳出決算報告ち、歳入歳出決算報告書等書等書等書等によりまして、によりまして、によりまして、によりまして、私私私私からはからはからはからは一般一般一般一般会計会計会計会計の歳入決算の全の歳入決算の全の歳入決算の全の歳入決算の全体体体体それから総務部に関する歳出決算について、説明しますそれから総務部に関する歳出決算について、説明しますそれから総務部に関する歳出決算について、説明しますそれから総務部に関する歳出決算について、説明します 「「「「平成２８年平成２８年平成２８年平成２８年。。。。度奈良県歳入歳出決算報告度奈良県歳入歳出決算報告度奈良県歳入歳出決算報告度奈良県歳入歳出決算報告書」書」書」書」２２２２ペーペーペーページ、第１ジ、第１ジ、第１ジ、第１款款款款県県県県税税税税です。です。です。です。収収収収入入入入済済済済額額額額は、は、は、は、予予予予算現算現算現算現額額額額にににに対対対対しししして９て９て９て９億億億億９９９９，，，，８００８００８００８００万円万円万円万円余の余の余の余の増増増増となりました。これは、となりました。これは、となりました。これは、となりました。これは、一一一一番番番番右右右右のののの欄欄欄欄、、、、△△△△９９８９９８９９８９９８，，，，７５８７５８７５８７５８，，，，４４４４０５０５０５０５円円円円となっていますけれども、となっていますけれども、となっていますけれども、となっていますけれども、三三三三角角角角がががが立立立立っていますのは、っていますのは、っていますのは、っていますのは、予予予予算に算に算に算に対対対対してしてしてして増額増額増額増額があったとがあったとがあったとがあったといいいいううううことです。県ことです。県ことです。県ことです。県税税税税はそのよはそのよはそのよはそのよううううになっていますけれども、不になっていますけれども、不になっていますけれども、不になっていますけれども、不納納納納欠欠欠欠損額損額損額損額は、２は、２は、２は、２億億億億４４４４，３，３，３，３００００００００万円万円万円万円余になっており、余になっており、余になっており、余になっており、主主主主なものとしては、第１なものとしては、第１なものとしては、第１なものとしては、第１項項項項の県の県の県の県民税民税民税民税、第９、第９、第９、第９項項項項のののの自動車自動車自動車自動車税税税税です。です。です。です。次に、次に、次に、次に、３ペー３ペー３ペー３ページ、第５ジ、第５ジ、第５ジ、第５款款款款地地地地方交方交方交方交付付付付税税税税について、について、について、について、収収収収入入入入済済済済額額額額はははは予予予予算現算現算現算現額額額額にににに対対対対して７００して７００して７００して７００万円万円万円万円余の余の余の余の増増増増となっています。となっています。となっています。となっています。第７第７第７第７款款款款分分分分担担担担金及び金及び金及び金及び負担負担負担負担金については、金については、金については、金については、収収収収入入入入済済済済額額額額はははは予予予予算現算現算現算現額額額額にににに対対対対して７して７して７して７，，，，６００６００６００６００万円万円万円万円余の余の余の余の減収減収減収減収となっています。なお、不となっています。なお、不となっています。なお、不となっています。なお、不納納納納欠欠欠欠損額損額損額損額、、、、収収収収入入入入未済未済未済未済額額額額ともともともとも児童児童児童児童措置措置措置措置費費費費負担負担負担負担金金金金等等等等です。です。です。です。
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次に、第８次に、第８次に、第８次に、第８款使款使款使款使用用用用料料料料及び及び及び及び手数料手数料手数料手数料については、については、については、については、収収収収入入入入済済済済額額額額はははは予予予予算現算現算現算現額額額額にににに対対対対してしてしてして３億３億３億３億７７７７，３，３，３，３００００００００万円万円万円万円余の余の余の余の減減減減となっています。となっています。となっています。となっています。主主主主なものは、第１なものは、第１なものは、第１なものは、第１項使項使項使項使用用用用料料料料ののののううううちちちち高等高等高等高等学校授学校授学校授学校授業業業業料等料等料等料等です。です。です。です。収収収収入入入入未済未済未済未済額額額額のののの主主主主なものについては、県なものについては、県なものについては、県なものについては、県営住営住営住営住宅使宅使宅使宅使用用用用料等料等料等料等です。です。です。です。第９第９第９第９款款款款国庫支国庫支国庫支国庫支出金について、出金について、出金について、出金について、収収収収入入入入済済済済額額額額はははは予予予予算現算現算現算現額額額額にににに対対対対して１４４して１４４して１４４して１４４億３，億３，億３，億３，００００００００００００万円万円万円万円余の余の余の余の減減減減となっております。このとなっております。このとなっております。このとなっております。このううううち事業のち事業のち事業のち事業の繰繰繰繰りりりり越越越越しによるもの、平成２９年度にしによるもの、平成２９年度にしによるもの、平成２９年度にしによるもの、平成２９年度に繰繰繰繰りりりり越越越越したのしたのしたのしたので平成２８年度に歳入できなかったものが９９で平成２８年度に歳入できなかったものが９９で平成２８年度に歳入できなかったものが９９で平成２８年度に歳入できなかったものが９９億億億億９９９９，，，，８００８００８００８００万円万円万円万円余余余余含含含含まれています。このまれています。このまれています。このまれています。このほかほかほかほか補助対象補助対象補助対象補助対象事業の事業の事業の事業の減減減減、、、、一一一一部事業の部事業の部事業の部事業の国庫国庫国庫国庫認認認認証証証証減減減減によるによるによるによる減減減減です。です。です。です。第１０第１０第１０第１０款款款款財財財財産産産産収収収収入について、入について、入について、入について、収収収収入入入入済済済済額額額額はははは予予予予算現算現算現算現額額額額にににに対対対対して１２して１２して１２して１２億億億億６６６６，，，，８００８００８００８００万円万円万円万円余の余の余の余の減減減減となっています。となっています。となっています。となっています。主主主主なものは、第１なものは、第１なものは、第１なものは、第１項項項項財財財財産産産産運運運運用用用用収収収収入については、入については、入については、入については、預預預預金の金の金の金の利利利利率が率が率が率が低低低低水水水水準準準準であであであであったことったことったことったこと等等等等によりによりによりにより基基基基金金金金運運運運用用用用収収収収入が入が入が入が減減減減となっています。第２となっています。第２となっています。第２となっています。第２項項項項財財財財産産産産売払売払売払売払収収収収入では、土地入では、土地入では、土地入では、土地建物建物建物建物売払売払売払売払収収収収入の入の入の入の減減減減です。です。です。です。第１２第１２第１２第１２款款款款繰繰繰繰入金です。入金です。入金です。入金です。収収収収入入入入済済済済額額額額はははは予予予予算現算現算現算現額額額額にににに対対対対して２９して２９して２９して２９億億億億６６６６，，，，５００５００５００５００万円万円万円万円余の余の余の余の減減減減となっとなっとなっとなっています。ています。ています。ています。主主主主なものは、第２なものは、第２なものは、第２なものは、第２項項項項基基基基金金金金繰繰繰繰入金の入金の入金の入金のううううち、ち、ち、ち、対象対象対象対象事業の事業の事業の事業の執執執執行減行減行減行減にににに伴う伴う伴う伴う地域医療地域医療地域医療地域医療介護介護介護介護総合総合総合総合確確確確保保保保基基基基金金金金等等等等からのからのからのからの繰繰繰繰り入れがり入れがり入れがり入れが減減減減ったことによるものです。ったことによるものです。ったことによるものです。ったことによるものです。４４４４ペーペーペーページをお願いします。第１４ジをお願いします。第１４ジをお願いします。第１４ジをお願いします。第１４款諸款諸款諸款諸収収収収入です。入です。入です。入です。収収収収入入入入済済済済額額額額はははは予予予予算現算現算現算現額額額額にににに対対対対して４して４して４して４３億３億３億３億６６６６，，，，３３３３００００００００万円万円万円万円余の余の余の余の減減減減となっています。となっています。となっています。となっています。主主主主なものは、第４なものは、第４なものは、第４なものは、第４項項項項受託事業受託事業受託事業受託事業収収収収入の入の入の入のううううち文化ち文化ち文化ち文化財財財財修修修修理理理理等等等等受託事業受託事業受託事業受託事業収収収収入が入が入が入が減減減減ったことによるものです。なお、不ったことによるものです。なお、不ったことによるものです。なお、不ったことによるものです。なお、不納納納納欠欠欠欠損額損額損額損額については、については、については、については、主主主主なものはなものはなものはなものは重重重重加加加加算金及び算金及び算金及び算金及び雑雑雑雑入入入入等等等等です。また、です。また、です。また、です。また、収収収収入入入入未済未済未済未済額額額額については、については、については、については、高高高高校修学校修学校修学校修学資金資金資金資金貸貸貸貸付金付金付金付金元元元元金金金金収収収収入及び入及び入及び入及び大大大大学修学学修学学修学学修学資金資金資金資金貸貸貸貸付金付金付金付金元元元元金金金金収収収収入の延入の延入の延入の延滞滞滞滞等等等等によるものです。によるものです。によるものです。によるものです。最最最最後後後後に、第１５に、第１５に、第１５に、第１５款款款款県県県県債債債債について、について、について、について、収収収収入入入入済済済済額額額額はははは予予予予算現算現算現算現額額額額にににに対対対対して１５９して１５９して１５９して１５９億億億億７７７７，，，，１００１００１００１００万円万円万円万円余の余の余の余の減減減減となっていますが、このとなっていますが、このとなっていますが、このとなっていますが、このううううち事業のち事業のち事業のち事業の繰繰繰繰りりりり越越越越しによるものが８４しによるものが８４しによるものが８４しによるものが８４億億億億９９９９，，，，００００００００００００万円万円万円万円余余余余含含含含まれています。まれています。まれています。まれています。以以以以上で歳入の説明を上で歳入の説明を上で歳入の説明を上で歳入の説明を終終終終わります。わります。わります。わります。続続続続きまして、総務部に関係する歳出の説明です。５きまして、総務部に関係する歳出の説明です。５きまして、総務部に関係する歳出の説明です。５きまして、総務部に関係する歳出の説明です。５ペーペーペーページ、まジ、まジ、まジ、まずずずず、第１、第１、第１、第１款款款款議会費につい議会費につい議会費につい議会費については、ては、ては、ては、予予予予算現算現算現算現額額額額及び及び及び及び支支支支出出出出済済済済額額額額はははは記載記載記載記載のとおりです。のとおりです。のとおりです。のとおりです。次に、第２次に、第２次に、第２次に、第２款款款款総務費です。ま総務費です。ま総務費です。ま総務費です。まずずずず、、、、主主主主に総務部の管理部に総務部の管理部に総務部の管理部に総務部の管理部門門門門に係るに係るに係るに係る経経経経費で、第１費で、第１費で、第１費で、第１項項項項総務管理総務管理総務管理総務管理費ですけれども、不用費ですけれども、不用費ですけれども、不用費ですけれども、不用額額額額については、については、については、については、基基基基金金金金運運運運用用用用収収収収入の入の入の入の減等減等減等減等によります県によります県によります県によります県債債債債管理管理管理管理基基基基金金金金や財や財や財や財政政政政調調調調整基整基整基整基金金金金等へ等へ等へ等へのののの積立積立積立積立金の金の金の金の減減減減をはをはをはをはじじじじめとするめとするめとするめとする諸々諸々諸々諸々の不用の不用の不用の不用執執執執行残行残行残行残によるものです。１つによるものです。１つによるものです。１つによるものです。１つ飛飛飛飛びまびまびまびまして第して第して第して第３３３３項徴項徴項徴項徴税税税税費ですけれども、不用費ですけれども、不用費ですけれども、不用費ですけれども、不用額額額額については、については、については、については、主主主主にににに税収税収税収税収入の入の入の入の払戻払戻払戻払戻金金金金や還や還や還や還付付付付加加加加算金、算金、算金、算金、市市市市町町町町村村村村へへへへの県の県の県の県民税民税民税民税徴徴徴徴収取収取収取収取扱扱扱扱交交交交付金の付金の付金の付金の減減減減によるものです。によるものです。によるものです。によるものです。
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８８８８ペーペーペーページ、第１４ジ、第１４ジ、第１４ジ、第１４款款款款公債公債公債公債費です。不用費です。不用費です。不用費です。不用額額額額は、は、は、は、主主主主に県に県に県に県債債債債借借借借り入れにり入れにり入れにり入れに伴う手数料伴う手数料伴う手数料伴う手数料のののの減少減少減少減少によによによによるものです。るものです。るものです。るものです。第１５第１５第１５第１５款諸款諸款諸款諸支支支支出金ですけれども、不用出金ですけれども、不用出金ですけれども、不用出金ですけれども、不用額額額額は、は、は、は、主主主主に水道事業会計に水道事業会計に水道事業会計に水道事業会計へへへへの出資金のの出資金のの出資金のの出資金の減減減減によるもによるもによるもによるものです。のです。のです。のです。続続続続きまして、２２きまして、２２きまして、２２きまして、２２ペーペーペーページ、奈良県ジ、奈良県ジ、奈良県ジ、奈良県証紙証紙証紙証紙収収収収入特別会計です。県の入特別会計です。県の入特別会計です。県の入特別会計です。県の収収収収入入入入証紙証紙証紙証紙のののの消消消消印印印印実実実実績績績績額額額額ををををこの特別会計の歳出からこの特別会計の歳出からこの特別会計の歳出からこの特別会計の歳出から使使使使用用用用料料料料、、、、手数料手数料手数料手数料、県、県、県、県税等税等税等税等のののの属属属属するするするする一般一般一般一般会計の当会計の当会計の当会計の当該該該該歳入歳入歳入歳入科科科科目目目目に振りに振りに振りに振りかかかかええええるるるる手続手続手続手続をををを行う行う行う行うための会計です。歳入歳出のための会計です。歳入歳出のための会計です。歳入歳出のための会計です。歳入歳出の状況状況状況状況については、２２については、２２については、２２については、２２ペーペーペーページ、２ジ、２ジ、２ジ、２３ペー３ペー３ペー３ページジジジにににに記載記載記載記載のとおりです。のとおりです。のとおりです。のとおりです。３３３３００００ペーペーペーページは、奈良県ジは、奈良県ジは、奈良県ジは、奈良県公債公債公債公債管理特別会計です。この特別会計で管理特別会計です。この特別会計で管理特別会計です。この特別会計で管理特別会計です。この特別会計で借換借換借換借換債債債債を管理することにを管理することにを管理することにを管理することによりまして、よりまして、よりまして、よりまして、一般一般一般一般会計会計会計会計等等等等のののの実実実実質質質質的的的的な歳入歳出な歳入歳出な歳入歳出な歳入歳出規模規模規模規模や公債負担や公債負担や公債負担や公債負担の明の明の明の明確確確確化を化を化を化を図図図図ることをることをることをることを目的目的目的目的にににに設置設置設置設置しているものです。歳入歳出のしているものです。歳入歳出のしているものです。歳入歳出のしているものです。歳入歳出の状況状況状況状況については、については、については、については、３３３３００００ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、３３３３１１１１ペーペーペーページにジにジにジに記載記載記載記載のとのとのとのとおりです。なお、不用おりです。なお、不用おりです。なお、不用おりです。なお、不用額額額額は、県は、県は、県は、県債債債債借借借借入入入入利利利利率の率の率の率の低低低低下下下下によるものです。によるものです。によるものです。によるものです。以以以以上で歳入歳出決算報告上で歳入歳出決算報告上で歳入歳出決算報告上で歳入歳出決算報告書書書書による説明をによる説明をによる説明をによる説明を終終終終わります。わります。わります。わります。最最最最後後後後にににに 「主要施「主要施「主要施「主要施策の成策の成策の成策の成果果果果に関する報告に関する報告に関する報告に関する報告書」書」書」書」で、で、で、で、後後後後ほど危機管理監が説明しますものほど危機管理監が説明しますものほど危機管理監が説明しますものほど危機管理監が説明しますもの以以以以、、、、外外外外の総務部に関する事の総務部に関する事の総務部に関する事の総務部に関する事項項項項を説明します。を説明します。を説明します。を説明します。８８８８ペーペーペーページ、奈良県地ジ、奈良県地ジ、奈良県地ジ、奈良県地方方方方創創創創生生生生推進事業では、奈良県の地推進事業では、奈良県の地推進事業では、奈良県の地推進事業では、奈良県の地方方方方創創創創生生生生総合総合総合総合戦略戦略戦略戦略によるによるによるによる取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを推進するとともに、奈良県地推進するとともに、奈良県地推進するとともに、奈良県地推進するとともに、奈良県地方方方方創創創創生生生生本部会議及び地本部会議及び地本部会議及び地本部会議及び地方方方方創創創創生生生生シシシシンンンンポポポポジジジジウウウウムムムムを開催したところを開催したところを開催したところを開催したところです。です。です。です。地域地域地域地域フフフフォォォォーラムーラムーラムーラム開催事業は、地域の開催事業は、地域の開催事業は、地域の開催事業は、地域の課題課題課題課題解決につなげることを解決につなげることを解決につなげることを解決につなげることを目的目的目的目的に、知事、に、知事、に、知事、に、知事、市市市市町町町町村長、村長、村長、村長、テテテテーーーーマのマのマのマの専門家専門家専門家専門家によるによるによるによるパパパパネネネネルルルルディディディディススススカカカカッッッッショショショションを中ンを中ンを中ンを中心心心心とするとするとするとするフフフフォォォォーラムーラムーラムーラムを県を県を県を県内各内各内各内各地で９地で９地で９地で９回回回回開催しました。開催しました。開催しました。開催しました。９９９９ペーペーペーページ、県域ジ、県域ジ、県域ジ、県域フフフファシリティァシリティァシリティァシリティマネジメント推進事業は、県域におけるマネジメント推進事業は、県域におけるマネジメント推進事業は、県域におけるマネジメント推進事業は、県域における公共施設公共施設公共施設公共施設のののの再配置再配置再配置再配置をををを検討検討検討検討するために、するために、するために、するために、小小小小地域、地域、地域、地域、字字字字単単単単位ぐ位ぐ位ぐ位ぐらいの地域でのらいの地域でのらいの地域でのらいの地域での将来将来将来将来人人人人口を推計し、地口を推計し、地口を推計し、地口を推計し、地図図図図にににに表示表示表示表示するするするするシシシシスススステテテテムムムムを開を開を開を開発発発発するとともに、するとともに、するとともに、するとともに、市市市市町町町町村が保村が保村が保村が保有有有有する文化する文化する文化する文化施設施設施設施設のののの利利利利用用用用状況等状況等状況等状況等の比の比の比の比較較較較分分分分析析析析をををを行行行行い、い、い、い、市市市市町町町町村間での村間での村間での村間での共同共同共同共同利利利利用用用用等等等等のののの検討検討検討検討をををを行行行行いました。いました。いました。いました。新新新新たなたなたなたなパパパパーーーーソソソソネネネネルルルルマネジメントマネジメントマネジメントマネジメント研究研究研究研究事業は、事業は、事業は、事業は、パパパパーーーーソソソソネネネネルルルルマネジメントのマネジメントのマネジメントのマネジメントの基基基基本本本本方方方方針針針針をををを含含含含むむむむ奈良県奈良県奈良県奈良県行行行行政政政政経営改革経営改革経営改革経営改革推進推進推進推進プログラムプログラムプログラムプログラムをことしをことしをことしをことし３３３３月に策定したところです。月に策定したところです。月に策定したところです。月に策定したところです。１０１０１０１０ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、実実実実践践践践的的的的かつかつかつかつ効効効効果的果的果的果的なななな研研研研修修修修のののの実施実施実施実施は、職は、職は、職は、職位位位位にににに応応応応じじじじた職員た職員た職員た職員基基基基本本本本研研研研修修修修、、、、公公公公募選択募選択募選択募選択制制制制のののの各各各各種能力種能力種能力種能力開開開開発研発研発研発研修修修修のほか、のほか、のほか、のほか、各各各各機関機関機関機関へへへへのののの派遣派遣派遣派遣研研研研修修修修等等等等をををを実施実施実施実施しました。しました。しました。しました。刊刊刊刊行物等行物等行物等行物等による県政による県政による県政による県政広広広広報では、県報では、県報では、県報では、県民民民民だより奈良だより奈良だより奈良だより奈良等等等等によるによるによるによる記載記載記載記載のとおりののとおりののとおりののとおりの刊刊刊刊行物行物行物行物をををを発行発行発行発行しししし
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たところです。たところです。たところです。たところです。１１１１１１１１ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、テテテテレレレレビビビビによる県政による県政による県政による県政広広広広報では、県報では、県報では、県報では、県民民民民だより奈良のだより奈良のだより奈良のだより奈良のテテテテレレレレビビビビ版「版「版「版「なら いいなら いいなら いいなら いいね！ね！ね！ね！」」」」など、など、など、など、記載記載記載記載のののの番番番番組組組組により県政により県政により県政により県政情情情情報を報を報を報を発信発信発信発信したところです。したところです。したところです。したところです。ススススママママホホホホアプアプアプアプリリリリによる奈良のによる奈良のによる奈良のによる奈良のニュニュニュニュース発信ース発信ース発信ース発信事業では、奈良の地域事業では、奈良の地域事業では、奈良の地域事業では、奈良の地域ニュニュニュニュース等ース等ース等ース等のののの情情情情報を報を報を報を発信発信発信発信するするするする無無無無料アプ料アプ料アプ料アプリリリリ、、、、ナナナナラプラスラプラスラプラスラプラスを開を開を開を開設設設設したところです。したところです。したところです。したところです。１２１２１２１２ペーペーペーページ、県ジ、県ジ、県ジ、県庁舎厨房庁舎厨房庁舎厨房庁舎厨房等整備等整備等整備等整備事業では、県事業では、県事業では、県事業では、県庁舎庁舎庁舎庁舎６６６６階階階階において、職員の福において、職員の福において、職員の福において、職員の福利厚利厚利厚利厚生生生生としてとしてとしてとして民民民民間事業者による間事業者による間事業者による間事業者による食食食食事事事事提提提提供事業を供事業を供事業を供事業を行う行う行う行うためのためのためのための厨房厨房厨房厨房等等等等のののの整備整備整備整備をををを行行行行いました。いました。いました。いました。１１１１３ペー３ペー３ペー３ページ、マジ、マジ、マジ、マイイイイナナナナンンンンババババー制ー制ー制ー制度の推進は、度の推進は、度の推進は、度の推進は、統統統統合合合合宛宛宛宛名名名名シシシシスススステテテテムムムムの保の保の保の保守守守守等等等等をををを行う行う行う行うとともに、とともに、とともに、とともに、ママママイイイイナナナナンンンンババババーーーー事務を事務を事務を事務を行う行う行う行うネネネネッッッットトトトワークワークワークワークととととイイイインンンンターターターターネネネネッッッット、ト、ト、ト、外外外外との環境を分との環境を分との環境を分との環境を分離離離離するためのするためのするためのするための作作作作業を業を業を業を行行行行いました。いました。いました。いました。自自自自治治治治体体体体情情情情報報報報セセセセキュリティキュリティキュリティキュリティクラクラクラクラウドウドウドウド構構構構築築築築事業は、県事業は、県事業は、県事業は、県内市内市内市内市町町町町村の村の村の村のイイイインンンンターターターターネネネネッッッットの出口をトの出口をトの出口をトの出口を一一一一元元元元化し、不正化し、不正化し、不正化し、不正アクセスアクセスアクセスアクセスのののの集集集集中監中監中監中監視視視視をををを行う等行う等行う等行う等のため、のため、のため、のため、情情情情報報報報セセセセキュリティキュリティキュリティキュリティクラクラクラクラウドウドウドウドをををを構構構構築築築築したしたしたしたところです。ところです。ところです。ところです。１４１４１４１４ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、友好友好友好友好提提提提携携携携地地地地方方方方政政政政府府府府とのとのとのとの友好友好友好友好交交交交流流流流事業では、中事業では、中事業では、中事業では、中国国国国陝陝陝陝西西西西省省省省やややや韓韓韓韓国国国国忠忠忠忠清清清清南道、南道、南道、南道、ススススイスイスイスイス・・・・ベルベルベルベルンンンン州州州州へへへへのののの派遣派遣派遣派遣、、、、セミセミセミセミナナナナーーーーの開催、の開催、の開催、の開催、友好友好友好友好交交交交流流流流提提提提携協携協携協携協定定定定書書書書にににに基基基基づくづくづくづく交交交交流流流流を推進したを推進したを推進したを推進したところです。ところです。ところです。ところです。東東東東アアアアジジジジアアアア地地地地方方方方政政政政府府府府会合の開催では、６会合の開催では、６会合の開催では、６会合の開催では、６カカカカ国国国国４１地４１地４１地４１地方方方方政政政政府府府府のののの参加参加参加参加をををを得得得得て第７て第７て第７て第７回回回回会合を開催会合を開催会合を開催会合を開催しました。しました。しました。しました。１５１５１５１５ペーペーペーページ、奈良県ジ、奈良県ジ、奈良県ジ、奈良県統統統統計計計計リテリテリテリテララララシシシシーーーー向向向向上事業では、上事業では、上事業では、上事業では、統統統統計計計計重重重重視視視視の文化を県全域に定着させ、の文化を県全域に定着させ、の文化を県全域に定着させ、の文化を県全域に定着させ、統統統統計計計計リテリテリテリテララララシシシシーーーーのののの向向向向上を上を上を上を図図図図るため、奈良るため、奈良るため、奈良るため、奈良スタッスタッスタッスタットトトトイベイベイベイベントなどのントなどのントなどのントなどの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを実施実施実施実施しました。しました。しました。しました。望望望望ましい地ましい地ましい地ましい地方税方税方税方税のありのありのありのあり方方方方調調調調査事業では、地査事業では、地査事業では、地査事業では、地方消方消方消方消費費費費税税税税のののの清清清清算算算算基準基準基準基準のののの見直見直見直見直しなど、しなど、しなど、しなど、望望望望ましいましいましいましい地地地地方税方税方税方税のありのありのありのあり方方方方についてのについてのについてのについての調調調調査査査査研究研究研究研究をををを実施実施実施実施しました。しました。しました。しました。１６１６１６１６ペーペーペーページ、県ジ、県ジ、県ジ、県税収税収税収税収納納納納手段手段手段手段のののの拡拡拡拡大大大大事業では、事業では、事業では、事業では、納納納納税税税税者の者の者の者の利便利便利便利便性を性を性を性を向向向向上させるため、上させるため、上させるため、上させるため、ココココンンンンビビビビニエニエニエニエンンンンスススススススストトトトアアアアでのでのでのでの自動車自動車自動車自動車税等税等税等税等のののの納納納納付など、付など、付など、付など、多多多多様な県様な県様な県様な県税収税収税収税収納納納納手段手段手段手段をををを提提提提供したところです。供したところです。供したところです。供したところです。以以以以上です。よろしくお願いします。上です。よろしくお願いします。上です。よろしくお願いします。上です。よろしくお願いします。引引引引きききき続続続続き危機管理監き危機管理監き危機管理監き危機管理監所所所所管の管の管の管の主要施主要施主要施主要施策の成策の成策の成策の成果果果果について説明しますについて説明しますについて説明しますについて説明します 「「「「平成平成平成平成○中危機管理監○中危機管理監○中危機管理監○中危機管理監 。。。。２８年度２８年度２８年度２８年度主要施主要施主要施主要施策の成策の成策の成策の成果果果果に関する報告に関する報告に関する報告に関する報告書」書」書」書」の１６の１６の１６の１６ペーペーペーページ、安全・安ジ、安全・安ジ、安全・安ジ、安全・安心心心心のののの確確確確保（保（保（保（防災防災防災防災危機管危機管危機管危機管理の理の理の理の強強強強化）の１、県土の化）の１、県土の化）の１、県土の化）の１、県土の防災防災防災防災力力力力のののの向向向向上についてです。奈良県上についてです。奈良県上についてです。奈良県上についてです。奈良県国国国国土土土土強靱強靱強靱強靱化地域計化地域計化地域計化地域計画画画画推進事業推進事業推進事業推進事業は、本県では、本県では、本県では、本県で想想想想定される定される定される定される大大大大規模自然規模自然規模自然規模自然災害災害災害災害にににに備え備え備え備え、、、、国国国国、地、地、地、地方方方方が連が連が連が連携携携携した事した事した事した事前防災前防災前防災前防災・・・・減災減災減災減災、、、、迅速迅速迅速迅速なななな復復復復興興興興復旧復旧復旧復旧に資するに資するに資するに資する施施施施策を総合策を総合策を総合策を総合的的的的かつ計かつ計かつ計かつ計画的画的画的画的にににに実施実施実施実施するため、平成２８年５月、奈良県するため、平成２８年５月、奈良県するため、平成２８年５月、奈良県するため、平成２８年５月、奈良県国国国国
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土土土土強靱強靱強靱強靱化地域計化地域計化地域計化地域計画画画画を策定するとともに、本計を策定するとともに、本計を策定するとともに、本計を策定するとともに、本計画画画画の着の着の着の着実実実実な推進をな推進をな推進をな推進を図図図図るためのるためのるためのるための具具具具体的体的体的体的な事業をな事業をな事業をな事業を取取取取りまとめましたりまとめましたりまとめましたりまとめましたアクアクアクアクショショショションンンンプラプラプラプランをンをンをンを毎毎毎毎年度策定することとしており、平成２８年度から年度策定することとしており、平成２８年度から年度策定することとしており、平成２８年度から年度策定することとしており、平成２８年度からその進その進その進その進捗捗捗捗管理に管理に管理に管理に努努努努めているところです。めているところです。めているところです。めているところです。市市市市町町町町村村村村住民住民住民住民避難避難避難避難対対対対策策策策支援支援支援支援事業は、これまでから事業は、これまでから事業は、これまでから事業は、これまでから住民住民住民住民避難避難避難避難に関するに関するに関するに関する課題等課題等課題等課題等の解の解の解の解消消消消にににに向向向向けてけてけてけて支援支援支援支援をををを行行行行ってきたところですが、平成２８年度はってきたところですが、平成２８年度はってきたところですが、平成２８年度はってきたところですが、平成２８年度は大大大大和川和川和川和川流流流流域での域での域での域での避難勧避難勧避難勧避難勧告告告告等発令基準等発令基準等発令基準等発令基準を策を策を策を策定するための定するための定するための定するための検討検討検討検討会の開催会の開催会の開催会の開催や市や市や市や市町町町町村職員を村職員を村職員を村職員を対象対象対象対象としたとしたとしたとした避難避難避難避難所所所所運運運運営研営研営研営研修修修修をををを実施実施実施実施しました。しました。しました。しました。みんなでみんなでみんなでみんなで取取取取りりりり組む組む組む組む奈良県奈良県奈良県奈良県防災活防災活防災活防災活動動動動推進事業は、県推進事業は、県推進事業は、県推進事業は、県民民民民のののの防災防災防災防災意識意識意識意識のののの高高高高揚揚揚揚をををを図図図図るためるためるためるため防災防災防災防災講講講講演演演演会を開催したほか、会を開催したほか、会を開催したほか、会を開催したほか、災害災害災害災害からからからから身身身身をををを守守守守るためのるためのるためのるための備え備え備え備えをしていただくための県をしていただくための県をしていただくための県をしていただくための県民民民民向向向向けけけけ啓啓啓啓発発発発パパパパンンンンフレッフレッフレッフレットトトト「「「「わがわがわがわが家家家家のののの災害対災害対災害対災害対策策策策」」」」をををを作作作作成、成、成、成、配配配配布布布布しました。しました。しました。しました。また、また、また、また、約約約約１１１１１１１１万万万万８８８８，，，，００００００００００００人人人人のののの参加参加参加参加をいただいてをいただいてをいただいてをいただいて実施実施実施実施しました県しました県しました県しました県内一内一内一内一斉斉斉斉地地地地震訓練ナ震訓練ナ震訓練ナ震訓練ナララララ・・・・シシシシェイクアェイクアェイクアェイクアウウウウトをはトをはトをはトをはじじじじめ、奈良県め、奈良県め、奈良県め、奈良県防災防災防災防災の日及びの日及びの日及びの日及び防災防災防災防災週週週週間において間において間において間において市市市市町町町町村・関係機関村・関係機関村・関係機関村・関係機関等等等等と連と連と連と連携携携携しながらしながらしながらしながら防災防災防災防災訓練訓練訓練訓練やややや啓啓啓啓発イベ発イベ発イベ発イベントをントをントをントを集集集集中中中中的的的的にににに実施実施実施実施しました。しました。しました。しました。１７１７１７１７ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、災害対災害対災害対災害対応応応応市市市市町町町町村連村連村連村連携訓練携訓練携訓練携訓練実施実施実施実施事業は、事業は、事業は、事業は、市市市市町町町町村村村村防災担防災担防災担防災担当職員に当職員に当職員に当職員に対対対対してしてしてして災害対災害対災害対災害対応応応応のののの基基基基礎礎礎礎知知知知識識識識のののの習習習習得や得や得や得や過去過去過去過去のののの災害対災害対災害対災害対応応応応の教の教の教の教訓訓訓訓等等等等の理解をの理解をの理解をの理解を促促促促すためのすためのすためのすための講演講演講演講演やグループやグループやグループやグループ討討討討議な議な議な議などをどをどをどを実施実施実施実施したところです。したところです。したところです。したところです。近畿府近畿府近畿府近畿府県合県合県合県合同防災同防災同防災同防災訓練訓練訓練訓練のののの実施実施実施実施は、は、は、は、近畿近畿近畿近畿２２２２府府府府７県及び関西７県及び関西７県及び関西７県及び関西広広広広域連合合域連合合域連合合域連合合同同同同によるによるによるによる防災防災防災防災訓練訓練訓練訓練をををを五條五條五條五條市市市市においてにおいてにおいてにおいて行行行行い、い、い、い、自衛隊自衛隊自衛隊自衛隊、警察、、警察、、警察、、警察、消防等消防等消防等消防等のののの防災防災防災防災機関機関機関機関や住民や住民や住民や住民１０４１０４１０４１０４団体団体団体団体、、、、約約約約２２２２，，，，５００５００５００５００名の名の名の名の参加参加参加参加のもと、のもと、のもと、のもと、救救救救出、出、出、出、救救救救助や助や助や助や避難避難避難避難所所所所運運運運営等営等営等営等のののの訓練訓練訓練訓練などなどなどなど災害発生時災害発生時災害発生時災害発生時の初の初の初の初動動動動体制体制体制体制のののの確確確確認のた認のた認のた認のためのめのめのめの訓練訓練訓練訓練をををを実施実施実施実施しました。しました。しました。しました。奈良県奈良県奈良県奈良県広広広広域域域域防災防災防災防災拠拠拠拠点整備基点整備基点整備基点整備基本本本本構構構構想想想想策定事業は、南策定事業は、南策定事業は、南策定事業は、南海海海海トトトトラフラフラフラフ巨巨巨巨大大大大地地地地震震震震等等等等がががが発生発生発生発生したしたしたした際際際際、県、県、県、県内外内外内外内外からのからのからのからの大大大大量量量量のののの人的人的人的人的・・・・物的支援物的支援物的支援物的支援を受け入れて、を受け入れて、を受け入れて、を受け入れて、被災被災被災被災地を地を地を地を迅速迅速迅速迅速にににに支援支援支援支援できるできるできるできる広広広広域域域域防災防災防災防災拠拠拠拠点点点点のののの整備整備整備整備に関するに関するに関するに関する基基基基本本本本的的的的なななな方方方方針針針針を策定するため、を策定するため、を策定するため、を策定するため、施設施設施設施設の機の機の機の機能能能能及び及び及び及び規模規模規模規模等等等等についてのについてのについてのについての検討検討検討検討をををを行行行行ったところです。ったところです。ったところです。ったところです。奈良県奈良県奈良県奈良県防災行防災行防災行防災行政政政政通信通信通信通信ネネネネッッッットトトトワーク再整備ワーク再整備ワーク再整備ワーク再整備事業は、事業は、事業は、事業は、耐耐耐耐災災災災性の性の性の性の強強強強いいいい通信回通信回通信回通信回線線線線のののの整備整備整備整備ととととＬＬＬＬアラアラアラアラーーーート（ト（ト（ト（災害災害災害災害情情情情報報報報共共共共有シ有シ有シ有シスススステテテテムムムム）も）も）も）も利利利利用できる用できる用できる用できる防災防災防災防災情情情情報報報報シシシシスススステテテテムムムムをををを構構構構築築築築しました。しました。しました。しました。陸陸陸陸上上上上自衛隊駐屯自衛隊駐屯自衛隊駐屯自衛隊駐屯地地地地誘致誘致誘致誘致推進事業は、推進事業は、推進事業は、推進事業は、陸陸陸陸上上上上自衛隊駐屯自衛隊駐屯自衛隊駐屯自衛隊駐屯地地地地等等等等の県の県の県の県内内内内誘致誘致誘致誘致のののの早期実早期実早期実早期実現に現に現に現に向向向向け、け、け、け、防防防防衛省衛省衛省衛省等等等等にににに対対対対するするするする配置要配置要配置要配置要望望望望やややや情情情情報報報報収収収収集集集集をををを行う行う行う行うとともに、とともに、とともに、とともに、候候候候補補補補地地地地選選選選定のための定のための定のための定のための航空航空航空航空レーレーレーレーザザザザーーーー計計計計測測測測によるによるによるによる立体画像立体画像立体画像立体画像のののの作作作作成成成成やややや土地造成に土地造成に土地造成に土地造成に向向向向けたけたけたけた所要所要所要所要のののの検討検討検討検討をををを行行行行ったところです。また、県ったところです。また、県ったところです。また、県ったところです。また、県民民民民のののの誘致誘致誘致誘致機機機機運運運運のののの醸醸醸醸成のため、成のため、成のため、成のため、駐屯駐屯駐屯駐屯地地地地見見見見学学学学行行行行事事事事や防災や防災や防災や防災講演講演講演講演会を開催しました。会を開催しました。会を開催しました。会を開催しました。１８１８１８１８ペーペーペーページ、医療のジ、医療のジ、医療のジ、医療の充実充実充実充実、、、、救救救救急急急急医療医療医療医療体制体制体制体制のののの充実充実充実充実の、奈良県の、奈良県の、奈良県の、奈良県救救救救急急急急医療管医療管医療管医療管制制制制シシシシスススステテテテムムムム（（（（ｅ－ｅ－ｅ－ｅ－
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ＭＭＭＭＡＡＡＡＴＴＴＴＣＣＣＣＨＨＨＨ）事業は、平成２）事業は、平成２）事業は、平成２）事業は、平成２３３３３年１月から年１月から年１月から年１月から運運運運用している用している用している用している救救救救急急急急搬送搬送搬送搬送ルールルールルールルールをををを支援支援支援支援するため、するため、するため、するため、平成２４年平成２４年平成２４年平成２４年３３３３月に月に月に月に消防消防消防消防機関に、平成２５年４月に医療機関に機関に、平成２５年４月に医療機関に機関に、平成２５年４月に医療機関に機関に、平成２５年４月に医療機関に導導導導入し、入し、入し、入し、適適適適正な正な正な正な運運運運用に用に用に用に努努努努めてめてめてめているところです。また、平成２８年度には、いるところです。また、平成２８年度には、いるところです。また、平成２８年度には、いるところです。また、平成２８年度には、ｅ－Ｍｅ－Ｍｅ－Ｍｅ－ＭＡＡＡＡＴＴＴＴＣＣＣＣＨＨＨＨの入の入の入の入力項力項力項力項目目目目をををを簡簡簡簡素素素素化するため化するため化するため化するためののののシシシシスススステテテテム改ム改ム改ム改修修修修をををを行行行行ったところです。ったところです。ったところです。ったところです。今後今後今後今後ともともともとも消防消防消防消防機関と医療機関との連機関と医療機関との連機関と医療機関との連機関と医療機関との連携携携携をををを図図図図って、って、って、って、迅迅迅迅速速速速・・・・的的的的確確確確なななな救救救救急急急急搬送搬送搬送搬送のののの実実実実現に現に現に現に努努努努めるめるめるめる所所所所存存存存です。です。です。です。次に、安全・安次に、安全・安次に、安全・安次に、安全・安心心心心のののの確確確確保（保（保（保（防災防災防災防災危機管理の危機管理の危機管理の危機管理の強強強強化）の１、化）の１、化）の１、化）の１、消防消防消防消防力力力力のののの強強強強化についてです。化についてです。化についてです。化についてです。消消消消防防防防力強力強力強力強化化化化支援支援支援支援事業は、事業は、事業は、事業は、市市市市町町町町村が計村が計村が計村が計画的画的画的画的にににに行行行行いますいますいますいます消防施設や設備消防施設や設備消防施設や設備消防施設や設備のののの整備整備整備整備をををを促促促促進するため、進するため、進するため、進するため、平成２８年度は平成２８年度は平成２８年度は平成２８年度は記載記載記載記載のとおり、７のとおり、７のとおり、７のとおり、７市市市市町町町町村に村に村に村に補助補助補助補助をををを行行行行ったところです。ったところです。ったところです。ったところです。広広広広域域域域消防通信消防通信消防通信消防通信シシシシスススステテテテム補助ム補助ム補助ム補助事業は、事業は、事業は、事業は、消防消防消防消防のののの広広広広域化に域化に域化に域化に伴う消防伴う消防伴う消防伴う消防救救救救急急急急デデデデジジジジタルタルタルタル無線無線無線無線等等等等のののの整備整備整備整備にににに対対対対して、して、して、して、市市市市町町町町村村村村等等等等のののの実負担額実負担額実負担額実負担額の２分の１のの２分の１のの２分の１のの２分の１の補助補助補助補助をををを行行行行ったところです。ったところです。ったところです。ったところです。１９１９１９１９ペーペーペーページ、２、安全・安ジ、２、安全・安ジ、２、安全・安ジ、２、安全・安心心心心まちづくりの推進です。安全・安まちづくりの推進です。安全・安まちづくりの推進です。安全・安まちづくりの推進です。安全・安心心心心まちづくり推進事業は、まちづくり推進事業は、まちづくり推進事業は、まちづくり推進事業は、警察本部と警察本部と警察本部と警察本部と協働協働協働協働してしてしてして犯罪抑止犯罪抑止犯罪抑止犯罪抑止とととと交通交通交通交通事事事事故故故故防防防防止止止止に係る中長に係る中長に係る中長に係る中長期的期的期的期的なななな大大大大綱綱綱綱、安全・安、安全・安、安全・安、安全・安心心心心のののの確確確確保の保の保の保のための奈良県ための奈良県ための奈良県ための奈良県基基基基本計本計本計本計画画画画を本年を本年を本年を本年３３３３月に策定しました。また、月に策定しました。また、月に策定しました。また、月に策定しました。また、自自自自主防主防主防主防犯犯犯犯・・・・防災防災防災防災リリリリーーーーダダダダーーーーのののの養養養養成成成成にににに努努努努めるとともに、安全・安めるとともに、安全・安めるとともに、安全・安めるとともに、安全・安心心心心まちづくりまちづくりまちづくりまちづくりアアアアドバドバドバドバイイイイザザザザーーーーのののの派遣派遣派遣派遣、、、、自自自自主防災組主防災組主防災組主防災組織織織織がががが主体主体主体主体となとなとなとなってってってって実施実施実施実施するするするする防災防災防災防災訓練訓練訓練訓練へへへへのののの支援支援支援支援などをなどをなどをなどを行行行行い、地域におけるい、地域におけるい、地域におけるい、地域における自自自自主防災主防災主防災主防災力力力力・・・・防防防防犯力犯力犯力犯力のののの強強強強化を化を化を化を図図図図ったところです。ったところです。ったところです。ったところです。次に、安全・安次に、安全・安次に、安全・安次に、安全・安心心心心のののの確確確確保（保（保（保（犯罪抑止犯罪抑止犯罪抑止犯罪抑止及び及び及び及び交通交通交通交通事事事事故抑止故抑止故抑止故抑止対対対対策の推進）の１、治安策の推進）の１、治安策の推進）の１、治安策の推進）の１、治安対対対対策の策の策の策の強強強強化についてです。地域化についてです。地域化についてです。地域化についてです。地域防防防防犯力犯力犯力犯力のののの向向向向上・上・上・上・強強強強化事業は、地域の化事業は、地域の化事業は、地域の化事業は、地域の防防防防犯力犯力犯力犯力をををを高高高高めるために、めるために、めるために、めるために、防防防防犯犯犯犯活活活活動動動動をををを行う企行う企行う企行う企業業業業等等等等を地域を地域を地域を地域防防防防犯犯犯犯ササササポポポポーーーート事業ト事業ト事業ト事業所所所所としてとしてとしてとして登録登録登録登録していただくしていただくしていただくしていただく制制制制度を推進し、平成２度を推進し、平成２度を推進し、平成２度を推進し、平成２８年度８年度８年度８年度末末末末までに県までに県までに県までに県内内内内７８の事業７８の事業７８の事業７８の事業所所所所にににに登録登録登録登録をいただいたほか、をいただいたほか、をいただいたほか、をいただいたほか、自自自自主防主防主防主防犯犯犯犯活活活活動動動動にににに伴う防伴う防伴う防伴う防犯カ犯カ犯カ犯カメメメメララララのののの設置設置設置設置をををを行う行う行う行う自自自自治会治会治会治会やややや自自自自主防主防主防主防犯犯犯犯団体団体団体団体をををを支援支援支援支援するするするする市市市市町町町町村に村に村に村に対対対対してしてしてして補助補助補助補助をしたところです。をしたところです。をしたところです。をしたところです。２０２０２０２０ペーペーペーページ、２、ジ、２、ジ、２、ジ、２、交通交通交通交通安全の推進についてです。安全の推進についてです。安全の推進についてです。安全の推進についてです。交通交通交通交通安全安全安全安全対対対対策推進事業は、地域で策推進事業は、地域で策推進事業は、地域で策推進事業は、地域で交通交通交通交通安全に安全に安全に安全に取取取取りりりり組む企組む企組む企組む企業業業業等等等等をををを交通交通交通交通安全安全安全安全ササササポポポポーーーート事業ト事業ト事業ト事業所所所所としてとしてとしてとして登録登録登録登録いただくいただくいただくいただく制制制制度を推進して、平度を推進して、平度を推進して、平度を推進して、平成２８年度成２８年度成２８年度成２８年度末末末末までに県までに県までに県までに県内内内内１１１１１１１１３３３３の事業の事業の事業の事業所所所所にににに登録登録登録登録をいただいたところです。また、平成２８をいただいたところです。また、平成２８をいただいたところです。また、平成２８をいただいたところです。また、平成２８年度を初年度とする第１０次奈良県年度を初年度とする第１０次奈良県年度を初年度とする第１０次奈良県年度を初年度とする第１０次奈良県交通交通交通交通安全計安全計安全計安全計画画画画にににに基基基基づき、づき、づき、づき、交通交通交通交通のののの状況や状況や状況や状況や地域の地域の地域の地域の実実実実態態態態にににに即即即即したしたしたした交通交通交通交通安全に関する安全に関する安全に関する安全に関する施施施施策に策に策に策に取取取取りりりり組組組組んでいるところです。んでいるところです。んでいるところです。んでいるところです。以以以以上で危機管理監上で危機管理監上で危機管理監上で危機管理監所所所所管の管の管の管の主要施主要施主要施主要施策の成策の成策の成策の成果果果果の説明をの説明をの説明をの説明を終終終終わります。よろしくご審議のほどおわります。よろしくご審議のほどおわります。よろしくご審議のほどおわります。よろしくご審議のほどお願いを申し上げます。願いを申し上げます。願いを申し上げます。願いを申し上げます。引引引引きききき続続続続きまして、地域振興部に関係する歳出決算について説明しまきまして、地域振興部に関係する歳出決算について説明しまきまして、地域振興部に関係する歳出決算について説明しまきまして、地域振興部に関係する歳出決算について説明しま○村田地域振興部長○村田地域振興部長○村田地域振興部長○村田地域振興部長すすすす 「「「「平成２８年度奈良県歳入歳出決算報告平成２８年度奈良県歳入歳出決算報告平成２８年度奈良県歳入歳出決算報告平成２８年度奈良県歳入歳出決算報告書」書」書」書」の５の５の５の５ペーペーペーページ、歳出ですけれども、第２ジ、歳出ですけれども、第２ジ、歳出ですけれども、第２ジ、歳出ですけれども、第２款款款款。。。。
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総務費、第４総務費、第４総務費、第４総務費、第４項選挙項選挙項選挙項選挙費の不用費の不用費の不用費の不用額額額額についてはについてはについてはについては記載記載記載記載のとおりですけれども、こちらはのとおりですけれども、こちらはのとおりですけれども、こちらはのとおりですけれども、こちらは参参参参議議議議院院院院議議議議員員員員選挙選挙選挙選挙費で費で費で費で諸諸諸諸経経経経費の費の費の費の節節節節減等減等減等減等によるものです。によるものです。によるものです。によるものです。第第第第３３３３款款款款第１第１第１第１項項項項地域振興地域振興地域振興地域振興調調調調整整整整費の費の費の費の翌翌翌翌年度年度年度年度へへへへのののの繰越額繰越額繰越額繰越額はははは記載記載記載記載のとおりです。のとおりです。のとおりです。のとおりです。主主主主な理な理な理な理由由由由として、として、として、として、地地地地方方方方創創創創生生生生に係るに係るに係るに係る国国国国のののの補補補補正正正正予予予予算を算を算を算を活活活活用して、用して、用して、用して、昨昨昨昨年１２月及び本年２月に年１２月及び本年２月に年１２月及び本年２月に年１２月及び本年２月に補補補補正正正正予予予予算に計上しま算に計上しま算に計上しま算に計上しました事業費をした事業費をした事業費をした事業費を繰繰繰繰りりりり越越越越したもので、したもので、したもので、したもので、主主主主には（には（には（には（仮称仮称仮称仮称）奈良県）奈良県）奈良県）奈良県国国国国際芸術家際芸術家際芸術家際芸術家村村村村整備整備整備整備事業です。事業です。事業です。事業です。第２第２第２第２項項項項市市市市町町町町村振興費の不用村振興費の不用村振興費の不用村振興費の不用額額額額は、奈良は、奈良は、奈良は、奈良モデモデモデモデルルルル推進推進推進推進貸貸貸貸付事業において、付事業において、付事業において、付事業において、貸貸貸貸付付付付額額額額がががが減減減減となっとなっとなっとなったほか、たほか、たほか、たほか、諸諸諸諸経経経経費の費の費の費の節節節節減等減等減等減等によるものです。によるものです。によるものです。によるものです。第第第第３３３３項項項項文化・教育費の文化・教育費の文化・教育費の文化・教育費の翌翌翌翌年度年度年度年度繰越額繰越額繰越額繰越額はははは記載記載記載記載のとおりです。のとおりです。のとおりです。のとおりです。主主主主な理な理な理な理由由由由としては、地としては、地としては、地としては、地方方方方創創創創生生生生に係るに係るに係るに係る国国国国のののの補補補補正正正正予予予予算を算を算を算を活活活活用して、本年２月に用して、本年２月に用して、本年２月に用して、本年２月に補補補補正正正正予予予予算に計上した事業費を算に計上した事業費を算に計上した事業費を算に計上した事業費を繰繰繰繰りりりり越越越越したものしたものしたものしたものです。です。です。です。８８８８ペーペーペーページ、第１２ジ、第１２ジ、第１２ジ、第１２款款款款教育費、第８教育費、第８教育費、第８教育費、第８項項項項大大大大学学学学費ですけれども、費ですけれども、費ですけれども、費ですけれども、翌翌翌翌年度年度年度年度繰越額繰越額繰越額繰越額はははは記載記載記載記載のとおりのとおりのとおりのとおりです。県です。県です。県です。県立大立大立大立大学学学学整備整備整備整備事業で、地質事業で、地質事業で、地質事業で、地質調調調調査の業務委託において、査の業務委託において、査の業務委託において、査の業務委託において、工工工工法法法法検討検討検討検討等等等等に不に不に不に不測測測測の日の日の日の日数数数数をををを要要要要したため、したため、したため、したため、今今今今年度に年度に年度に年度に繰繰繰繰りりりり越越越越しをしをしをしを行行行行ったものです。ったものです。ったものです。ったものです。以以以以上が歳入歳出決算報告上が歳入歳出決算報告上が歳入歳出決算報告上が歳入歳出決算報告書書書書についての説明です。についての説明です。についての説明です。についての説明です。引引引引きききき続続続続きききき 「「「「平成２８年度平成２８年度平成２８年度平成２８年度主要施主要施主要施主要施策の策の策の策の、、、、成成成成果果果果に関する報告に関する報告に関する報告に関する報告書」書」書」書」２２２２２２２２ペーペーペーページ、文化の振興の（ジ、文化の振興の（ジ、文化の振興の（ジ、文化の振興の（仮称仮称仮称仮称）奈良県）奈良県）奈良県）奈良県国国国国際芸術家際芸術家際芸術家際芸術家村村村村整備整備整備整備事業は、事業は、事業は、事業は、歴歴歴歴史文化資史文化資史文化資史文化資源活源活源活源活用の用の用の用の先先先先駆駆駆駆的的的的拠拠拠拠点点点点であります（であります（であります（であります（仮称仮称仮称仮称）奈良県）奈良県）奈良県）奈良県国国国国際芸術家際芸術家際芸術家際芸術家村の村の村の村の施設施設施設施設・・・・設備等設備等設備等設備等のののの整備整備整備整備にににに向向向向けたけたけたけた基基基基本計本計本計本計画画画画の策定などをの策定などをの策定などをの策定などを行行行行ったところです。ったところです。ったところです。ったところです。続続続続いて、２６いて、２６いて、２６いて、２６ペーペーペーページ、安全・安ジ、安全・安ジ、安全・安ジ、安全・安心心心心のののの確確確確保の水道保の水道保の水道保の水道施設等施設等施設等施設等耐震耐震耐震耐震化化化化等等等等事業は、県事業は、県事業は、県事業は、県内内内内水道事業水道事業水道事業水道事業体体体体がががが行う行う行う行う水道水道水道水道施設等施設等施設等施設等のののの耐震耐震耐震耐震化化化化やややや広広広広域化に関する域化に関する域化に関する域化に関する施設整備等施設整備等施設整備等施設整備等にににに対対対対して、して、して、して、国国国国からのからのからのからの交交交交付金を受け付金を受け付金を受け付金を受けてててて補助補助補助補助をををを行行行行ったところです。ったところです。ったところです。ったところです。簡簡簡簡易易易易水道水道水道水道等整備等整備等整備等整備推進事業は、推進事業は、推進事業は、推進事業は、市市市市町町町町村が村が村が村が実施実施実施実施しましたしましたしましたしました簡簡簡簡易易易易水道の水道の水道の水道の整備整備整備整備事業及び事業及び事業及び事業及び災害復旧災害復旧災害復旧災害復旧事事事事業の業の業の業の公債公債公債公債費に費に費に費に対対対対して、して、して、して、各市各市各市各市町町町町村に村に村に村に補助補助補助補助をしました。をしました。をしました。をしました。県域水道県域水道県域水道県域水道フフフファシリティァシリティァシリティァシリティマネジメント推進事業は、２８マネジメント推進事業は、２８マネジメント推進事業は、２８マネジメント推進事業は、２８市市市市町町町町村の水道事業の現村の水道事業の現村の水道事業の現村の水道事業の現状状状状分分分分析析析析をををを行行行行い、い、い、い、将来将来将来将来的的的的にににに単独経営単独経営単独経営単独経営する場合と県する場合と県する場合と県する場合と県営営営営水道との水道との水道との水道との統統統統合を合を合を合を行行行行った場合のった場合のった場合のった場合のシシシシミミミミュュュュレーレーレーレーショショショションの比ンの比ンの比ンの比較較較較をををを行う行う行う行うものです。これについては、本年度も事業をものです。これについては、本年度も事業をものです。これについては、本年度も事業をものです。これについては、本年度も事業を継継継継続続続続し、し、し、し、今後今後今後今後の県域水道の県域水道の県域水道の県域水道一体一体一体一体化に化に化に化に向向向向けてのけてのけてのけての基基基基礎礎礎礎資資資資料料料料とするとするとするとする予予予予定です。定です。定です。定です。簡簡簡簡易易易易水道水道水道水道技術技術技術技術支援体制構支援体制構支援体制構支援体制構築モデ築モデ築モデ築モデルルルル事業は、事業は、事業は、事業は、モデモデモデモデルルルル地地地地区区区区でのでのでのでの簡簡簡簡易易易易水道について水質管理水道について水質管理水道について水質管理水道について水質管理やややや運転運転運転運転管理管理管理管理面面面面のののの改改改改善善善善提提提提案を案を案を案を行う行う行う行うなどのなどのなどのなどの支援支援支援支援をををを行行行行ったところです。ったところです。ったところです。ったところです。２７２７２７２７ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、エエエエネネネネルルルルギギギギーーーー政策の推進の政策の推進の政策の推進の政策の推進のエエエエネネネネルルルルギギギギーーーービビビビジジジジョョョョン推進事業は、地域振興にン推進事業は、地域振興にン推進事業は、地域振興にン推進事業は、地域振興に役役役役立立立立つつつつ小小小小水水水水力力力力発発発発電導電導電導電導入として、入として、入として、入として、設備設置設備設置設備設置設備設置にににに対対対対するするするする補助補助補助補助をををを実施実施実施実施しました。また、事業しました。また、事業しました。また、事業しました。また、事業所所所所省エ省エ省エ省エネ推ネ推ネ推ネ推
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進事業進事業進事業進事業補助補助補助補助金により、金により、金により、金により、省エ省エ省エ省エネネネネ節電節電節電節電成成成成果果果果があると認められるがあると認められるがあると認められるがあると認められる設備改設備改設備改設備改修修修修をををを行う行う行う行う県県県県内内内内の中の中の中の中小小小小企企企企業業業業者及び者及び者及び者及び社社社社会福祉会福祉会福祉会福祉法人法人法人法人にににに対対対対してしてしてして補助補助補助補助をををを実施実施実施実施しました。しました。しました。しました。再生再生再生再生可能エ可能エ可能エ可能エネネネネルルルルギギギギー等ー等ー等ー等導導導導入推進事業は、入推進事業は、入推進事業は、入推進事業は、国国国国からからからから配配配配分を受けました分を受けました分を受けました分を受けましたググググリリリリーーーーンンンンニュニュニュニューーーーディディディディーーーール基ル基ル基ル基金を金を金を金を活活活活用して、地域の用して、地域の用して、地域の用して、地域の避難避難避難避難所や防災所や防災所や防災所や防災拠拠拠拠点等点等点等点等のののの非非非非常時常時常時常時のののの電電電電源源源源確確確確保のため、保のため、保のため、保のため、再生再生再生再生可能エ可能エ可能エ可能エネネネネルルルルギギギギーーーーのののの活活活活用用用用やややや蓄電蓄電蓄電蓄電池池池池等等等等のののの導導導導入を入を入を入を行行行行ったところです。ったところです。ったところです。ったところです。ススススママママーーーートトトトハウハウハウハウス普ス普ス普ス普及及及及促促促促進事業は、進事業は、進事業は、進事業は、住住住住宅宅宅宅用用用用太陽太陽太陽太陽光光光光発発発発電シ電シ電シ電シスススステテテテムムムムとあわせましたとあわせましたとあわせましたとあわせました蓄電蓄電蓄電蓄電池池池池ややややエエエエネネネネフフフファァァァームームームーム及び及び及び及び太陽熱太陽熱太陽熱太陽熱利利利利用用用用シシシシスススステテテテム等ム等ム等ム等をををを設置設置設置設置されたごされたごされたごされたご家家家家庭庭庭庭をををを対象対象対象対象にににに補助補助補助補助をををを実施実施実施実施しました。しました。しました。しました。小小小小型風型風型風型風力力力力発発発発電導電導電導電導入入入入可能可能可能可能性性性性研究研究研究研究事業は、事業は、事業は、事業は、風風風風況況況況調調調調査を査を査を査を行行行行いまして県全域のいまして県全域のいまして県全域のいまして県全域の風風風風況況況況ママママップップップップをををを作作作作成成成成するとともに、するとともに、するとともに、するとともに、小小小小型風型風型風型風力力力力発発発発電電電電のののの導導導導入入入入可能可能可能可能性について性について性について性について検討検討検討検討したところです。したところです。したところです。したところです。、 、、 、、 、、 、２８２８２８２８ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、市市市市町町町町村村村村へへへへのののの支援支援支援支援、１、奈良、１、奈良、１、奈良、１、奈良モデモデモデモデルルルルの推進ではの推進ではの推進ではの推進では 「「「「奈良奈良奈良奈良モデモデモデモデル」ル」ル」ル」推進推進推進推進補助補助補助補助金金金金「「「「奈良奈良奈良奈良モデモデモデモデル」ル」ル」ル」推進推進推進推進貸貸貸貸付事業によりまして、付事業によりまして、付事業によりまして、付事業によりまして、広広広広域連域連域連域連携携携携にににに取取取取りりりり組む記載組む記載組む記載組む記載のののの市市市市町町町町村村村村等等等等にににに対対対対し、し、し、し、補助補助補助補助、、、、貸貸貸貸し付けをし付けをし付けをし付けを行行行行ったところです。ったところです。ったところです。ったところです。２９２９２９２９ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、市市市市町町町町村村村村税税収税税収税税収税税収確確確確保保保保強強強強化事業は、化事業は、化事業は、化事業は、市市市市町町町町村村村村税税税税のののの滞納滞納滞納滞納者に者に者に者に対対対対して、して、して、して、電電電電話話話話によるによるによるによる納納納納付の付の付の付の呼呼呼呼びかけをびかけをびかけをびかけを行う行う行う行うココココールセールセールセールセンンンンターターターターをををを検討検討検討検討、、、、モデモデモデモデル市ル市ル市ル市町町町町がががが協働協働協働協働でででで設置設置設置設置したところです。したところです。したところです。したところです。２、２、２、２、行行行行政政政政経営経営経営経営向向向向上上上上へへへへのののの取組支援取組支援取組支援取組支援のののの市市市市町町町町村振興資金村振興資金村振興資金村振興資金貸貸貸貸付事業は、付事業は、付事業は、付事業は、記載記載記載記載のののの市市市市町町町町村の事業に村の事業に村の事業に村の事業に対対対対してしてしてして必要必要必要必要な資金な資金な資金な資金貸貸貸貸付を付を付を付を行行行行いました。いました。いました。いました。がんがんがんがんばばばばるるるる市市市市町町町町村村村村応応応応援表援表援表援表彰彰彰彰事業は、事業は、事業は、事業は、優優優優良な良な良な良な行行行行政政政政運運運運営営営営にににに努力努力努力努力しているしているしているしている市市市市町町町町村村村村や市や市や市や市町町町町村職員を村職員を村職員を村職員を顕彰顕彰顕彰顕彰する政策する政策する政策する政策自自自自慢慢慢慢大大大大会及びがん会及びがん会及びがん会及びがんばばばばるるるる市市市市町町町町村村村村応応応応援表援表援表援表彰彰彰彰式式式式をををを実施実施実施実施しました。しました。しました。しました。市市市市町町町町村村村村行行行行政政政政経営経営経営経営力向力向力向力向上上上上支援支援支援支援事業では、奈良県・事業では、奈良県・事業では、奈良県・事業では、奈良県・市市市市町町町町村長村長村長村長サミッサミッサミッサミットを開催しました。トを開催しました。トを開催しました。トを開催しました。市市市市町町町町村地村地村地村地方方方方創創創創生支援生支援生支援生支援事業は、県・事業は、県・事業は、県・事業は、県・市市市市町町町町村地村地村地村地方方方方創創創創生生生生連連連連携携携携会議を開催したところです。会議を開催したところです。会議を開催したところです。会議を開催したところです。３３３３００００ペーペーペーページ、文化の振興、１、文化ジ、文化の振興、１、文化ジ、文化の振興、１、文化ジ、文化の振興、１、文化芸術芸術芸術芸術イベイベイベイベントの開催です。ントの開催です。ントの開催です。ントの開催です。ムムムムジジジジークフェスークフェスークフェスークフェストなら２トなら２トなら２トなら２０１６開催事業は、０１６開催事業は、０１６開催事業は、０１６開催事業は、世界遺世界遺世界遺世界遺産の産の産の産の社社社社寺寺寺寺をはをはをはをはじじじじめ１６め１６め１６め１６３３３３会場、会場、会場、会場、３３３３００の００の００の００の公公公公演演演演を１６日間にわたを１６日間にわたを１６日間にわたを１６日間にわたり開催したところです。り開催したところです。り開催したところです。り開催したところです。国民国民国民国民文化文化文化文化祭祭祭祭開催開催開催開催準備準備準備準備事業は、現在本県で開催をしています事業は、現在本県で開催をしています事業は、現在本県で開催をしています事業は、現在本県で開催をしています国民国民国民国民文化文化文化文化祭祭祭祭のののの準備準備準備準備にににに向向向向けて、けて、けて、けて、総合総合総合総合フェスフェスフェスフェスティバティバティバティバル等実施ル等実施ル等実施ル等実施計計計計画画画画の策定、の策定、の策定、の策定、プレイベプレイベプレイベプレイベントントントントやややや広広広広報報報報活活活活動動動動等等等等をををを行行行行ったところです。ったところです。ったところです。ったところです。全全全全国障害国障害国障害国障害者者者者芸術芸術芸術芸術・文化・文化・文化・文化祭祭祭祭開催開催開催開催準備準備準備準備事業は、事業は、事業は、事業は、同じ同じ同じ同じくただいま開催しています全くただいま開催しています全くただいま開催しています全くただいま開催しています全国障害国障害国障害国障害者者者者芸芸芸芸術術術術・文化・文化・文化・文化祭祭祭祭にににに向向向向けて、けて、けて、けて、プレイベプレイベプレイベプレイベントントントントやややや広広広広報報報報活活活活動動動動等等等等をををを行行行行ったところです。ったところです。ったところです。ったところです。奈良県奈良県奈良県奈良県大大大大芸術芸術芸術芸術祭祭祭祭の開催は、９月から１１月の間、県の開催は、９月から１１月の間、県の開催は、９月から１１月の間、県の開催は、９月から１１月の間、県内内内内において、全部で７６０の催事のにおいて、全部で７６０の催事のにおいて、全部で７６０の催事のにおいて、全部で７６０の催事の文化文化文化文化芸術芸術芸術芸術イベイベイベイベントをントをントをントを実施実施実施実施開催したところです。開催したところです。開催したところです。開催したところです。３３３３１１１１ペーペーペーページ、文化の振興、１、ジ、文化の振興、１、ジ、文化の振興、１、ジ、文化の振興、１、歴歴歴歴史文化資史文化資史文化資史文化資源源源源ののののデデデデータベースータベースータベースータベース化、化、化、化、整備整備整備整備・・・・活活活活用の用の用の用の支援支援支援支援です。です。です。です。
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総合総合総合総合的的的的文化文化文化文化施施施施策策策策検討検討検討検討事業は、文化・事業は、文化・事業は、文化・事業は、文化・芸術芸術芸術芸術の振興に関する総合の振興に関する総合の振興に関する総合の振興に関する総合的的的的・・・・戦略戦略戦略戦略的的的的なななな施施施施策を推進する策を推進する策を推進する策を推進するためのためのためのための有識有識有識有識者会議を者会議を者会議を者会議を設置設置設置設置・・・・運運運運営営営営をし、奈良県文化振興をし、奈良県文化振興をし、奈良県文化振興をし、奈良県文化振興大大大大綱綱綱綱を策定したところです。を策定したところです。を策定したところです。を策定したところです。文化資文化資文化資文化資源源源源デデデデータベース構ータベース構ータベース構ータベース構築築築築事業では、県事業では、県事業では、県事業では、県内内内内のののの歴歴歴歴史文化資史文化資史文化資史文化資源源源源をををを網羅網羅網羅網羅しますしますしますしますデデデデータベースータベースータベースータベースをををを構構構構築築築築し、し、し、し、ホホホホームペーームペーームペーームページジジジ「「「「いかす・ならいかす・ならいかす・ならいかす・なら」へ」へ」へ」へ順次順次順次順次公公公公開をしているところです。開をしているところです。開をしているところです。開をしているところです。文化資文化資文化資文化資源整備活源整備活源整備活源整備活用事業は、文化資用事業は、文化資用事業は、文化資用事業は、文化資源活源活源活源活用用用用補助補助補助補助金として、金として、金として、金として、国国国国、県、、県、、県、、県、指指指指定文化定文化定文化定文化財財財財のののの活活活活用を進用を進用を進用を進めます８つのめます８つのめます８つのめます８つの市市市市町町町町村、６つの村、６つの村、６つの村、６つの民民民民間間間間団体団体団体団体にににに対対対対してしてしてして補助補助補助補助をしたところです。をしたところです。をしたところです。をしたところです。次の史次の史次の史次の史跡跡跡跡等整備活等整備活等整備活等整備活用用用用補助補助補助補助金として、史金として、史金として、史金として、史跡跡跡跡等等等等のののの積積積積極極極極的的的的なななな整備整備整備整備・・・・活活活活用を進める８つの用を進める８つの用を進める８つの用を進める８つの市市市市町町町町村村村村にににに対対対対してしてしてして補助補助補助補助をしました。をしました。をしました。をしました。２、２、２、２、歴歴歴歴史文化資史文化資史文化資史文化資源源源源のののの情情情情報報報報発信発信発信発信強強強強化・化・化・化・国国国国際際際際展展展展開です （開です （開です （開です （仮称仮称仮称仮称））））聖聖聖聖徳徳徳徳太子太子太子太子プロプロプロプロジジジジェクェクェクェクト推進ト推進ト推進ト推進。。。。事業は、事業は、事業は、事業は、聖聖聖聖徳徳徳徳太子太子太子太子シシシシンンンンポポポポジジジジウウウウムムムムを開催するなど、を開催するなど、を開催するなど、を開催するなど、聖聖聖聖徳徳徳徳太子没太子没太子没太子没後後後後１４００年である平成１４００年である平成１４００年である平成１４００年である平成３３３３３３３３年に年に年に年に向向向向けて、けて、けて、けて、ゆゆゆゆかりのかりのかりのかりの市市市市町町町町村と連村と連村と連村と連携携携携をし、県をし、県をし、県をし、県民や民や民や民や観光観光観光観光客客客客にににに対対対対してしてしてして聖聖聖聖徳徳徳徳太子太子太子太子のののの魅魅魅魅力力力力をををを発信発信発信発信ししししたところです。たところです。たところです。たところです。３３３３２２２２ペーペーペーページ、文化資ジ、文化資ジ、文化資ジ、文化資源源源源情情情情報報報報発信発信発信発信強強強強化事業は、化事業は、化事業は、化事業は、映映映映像や像や像や像や冊子冊子冊子冊子をををを作作作作成し、県成し、県成し、県成し、県民や民や民や民や観光観光観光観光客客客客にににに対対対対しししして奈良のて奈良のて奈良のて奈良の歴歴歴歴史文化の史文化の史文化の史文化の魅魅魅魅力力力力やややや背背背背景をわかり景をわかり景をわかり景をわかりややややすくすくすくすく伝伝伝伝ええええるるるる歴歴歴歴史史史史展展展展示示示示を推進したところです。を推進したところです。を推進したところです。を推進したところです。３３ペー３３ペー３３ペー３３ページ、４、ジ、４、ジ、４、ジ、４、記紀記紀記紀記紀・・・・万万万万葉葉葉葉プロプロプロプロジジジジェクェクェクェクトの推進についてですトの推進についてですトの推進についてですトの推進についてです 「「「「古代古代古代古代歴歴歴歴史文化史文化史文化史文化賞賞賞賞」」」」連連連連。。。。携携携携事業は、事業は、事業は、事業は、島島島島根根根根県をは県をは県をは県をはじじじじめとするめとするめとするめとする古代古代古代古代ににににゆゆゆゆかりのある４県と連かりのある４県と連かりのある４県と連かりのある４県と連携携携携してしてしてしてシシシシンンンンポポポポジジジジウウウウムムムムを開催を開催を開催を開催し、奈良県のし、奈良県のし、奈良県のし、奈良県の歴歴歴歴史史史史的的的的魅魅魅魅力力力力をををを首都圏首都圏首都圏首都圏でででで広広広広くくくく発信発信発信発信しました。しました。しました。しました。日本日本日本日本書紀書紀書紀書紀をををを学学学学ぶぶぶぶ事業は、日本事業は、日本事業は、日本事業は、日本書紀書紀書紀書紀のののの歴歴歴歴史史史史的価的価的価的価値値値値をわかりをわかりをわかりをわかりややややすくすくすくすく伝伝伝伝ええええるためのるためのるためのるための講演講演講演講演会会会会やややや小小小小学学学学生生生生向向向向けのけのけのけの古代衣装古代衣装古代衣装古代衣装体体体体験験験験などのなどのなどのなどのイベイベイベイベントを開催したところです。ントを開催したところです。ントを開催したところです。ントを開催したところです。３３３３４４４４ペーペーペーページ、教育ジ、教育ジ、教育ジ、教育施施施施策振興費、策振興費、策振興費、策振興費、学学学学びのびのびのびの支援支援支援支援、１、地域の教育、１、地域の教育、１、地域の教育、１、地域の教育力力力力のののの充実充実充実充実です。教育政策推です。教育政策推です。教育政策推です。教育政策推進事業は、総合教育会議及び奈良県教育進事業は、総合教育会議及び奈良県教育進事業は、総合教育会議及び奈良県教育進事業は、総合教育会議及び奈良県教育サミッサミッサミッサミットを開催するなど、教育の振興に関する総トを開催するなど、教育の振興に関する総トを開催するなど、教育の振興に関する総トを開催するなど、教育の振興に関する総合合合合的的的的なななな施施施施策を推進しました。策を推進しました。策を推進しました。策を推進しました。就就就就学学学学前前前前教育教育教育教育調調調調査査査査研究研究研究研究事業は、事業は、事業は、事業は、京都京都京都京都大大大大学学学学と連と連と連と連携携携携をして、教育現場におけるをして、教育現場におけるをして、教育現場におけるをして、教育現場における効効効効果的果的果的果的な教育な教育な教育な教育手手手手法法法法をををを調調調調査・査・査・査・研究研究研究研究するとともに、するとともに、するとともに、するとともに、就就就就学学学学前前前前教育推進事業において教育推進事業において教育推進事業において教育推進事業において就就就就学学学学前前前前教育教育教育教育セセセセンンンンターターターターのののの運運運運営営営営をををを行う行う行う行うなど、奈良県など、奈良県など、奈良県など、奈良県版版版版就就就就学学学学前前前前教育教育教育教育プログラムプログラムプログラムプログラムの策定にの策定にの策定にの策定に向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを実施実施実施実施したところです。したところです。したところです。したところです。２、２、２、２、私私私私学学学学の振興についてです。の振興についてです。の振興についてです。の振興についてです。私立私立私立私立学校学校学校学校教育教育教育教育経常経常経常経常費費費費補助補助補助補助金は、金は、金は、金は、高等高等高等高等学校学校学校学校１７１７１７１７校校校校、中、中、中、中学校学校学校学校１１１１１１１１校校校校、、、、小学校小学校小学校小学校６６６６校校校校にににに対対対対してしてしてして補助補助補助補助をををを実施実施実施実施しますとともに、しますとともに、しますとともに、しますとともに、３３３３５５５５ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、私立私立私立私立幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園教育教育教育教育経経経経常常常常費費費費補助補助補助補助金として、４金として、４金として、４金として、４３３３３のののの幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園にににに対対対対しししし補助補助補助補助をををを実施実施実施実施したところです。したところです。したところです。したところです。国国国国のののの助助助助成成成成制制制制度であります度であります度であります度であります私立高等私立高等私立高等私立高等学校学校学校学校等等等等就就就就学学学学支援支援支援支援事業、県の事業、県の事業、県の事業、県の助助助助成成成成制制制制度であります度であります度であります度であります私立高私立高私立高私立高等等等等学校授学校授学校授学校授業業業業料料料料軽軽軽軽減補助減補助減補助減補助金をあわせて金をあわせて金をあわせて金をあわせて実施実施実施実施して、して、して、して、私立高私立高私立高私立高校校校校に在に在に在に在学学学学しますしますしますします生生生生徒徒徒徒をををを持持持持つつつつ家家家家庭庭庭庭の教の教の教の教
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育費育費育費育費負担負担負担負担をををを軽軽軽軽減減減減するためのするためのするためのするための支援支援支援支援をををを行行行行ったところです。ったところです。ったところです。ったところです。３３３３６６６６ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、３３３３、県、県、県、県立大立大立大立大学学学学のののの充実充実充実充実です。です。です。です。公立大公立大公立大公立大学学学学法人法人法人法人奈良県奈良県奈良県奈良県立大立大立大立大学学学学評価評価評価評価委員会委員会委員会委員会等等等等運運運運営営営営事事事事業は、奈良県業は、奈良県業は、奈良県業は、奈良県立大立大立大立大学学学学評価評価評価評価委員会によります県委員会によります県委員会によります県委員会によります県立大立大立大立大学学学学の業務の業務の業務の業務実実実実績績績績評価評価評価評価をををを実施実施実施実施しました。しました。しました。しました。これこれこれこれ以以以以降降降降、文化会、文化会、文化会、文化会館館館館、、、、民民民民俗俗俗俗博博博博物物物物館館館館、、、、図図図図書書書書情情情情報報報報館館館館、、、、美美美美術術術術館館館館、、、、万万万万葉葉葉葉文化文化文化文化館館館館、、、、橿原橿原橿原橿原考考考考古古古古学学学学研究研究研究研究所所所所、、、、同同同同附附附附属属属属博博博博物物物物館館館館といといといといううううことで、ことで、ことで、ことで、３３３３９９９９ペーペーペーページまでジまでジまでジまで記載記載記載記載のとおり、のとおり、のとおり、のとおり、多多多多様な文化様な文化様な文化様な文化芸術芸術芸術芸術活活活活動動動動をををを展展展展開したところです。開したところです。開したところです。開したところです。１９１１９１１９１１９１ペーペーペーページ、教育費、県ジ、教育費、県ジ、教育費、県ジ、教育費、県立大立大立大立大学学学学費、費、費、費、学学学学びのびのびのびの支援支援支援支援、県、県、県、県立大立大立大立大学学学学のののの充実充実充実充実です。です。です。です。公立大公立大公立大公立大学学学学法人法人法人法人奈良県奈良県奈良県奈良県立大立大立大立大学運学運学運学運営営営営費費費費交交交交付金及び付金及び付金及び付金及び公立大公立大公立大公立大学学学学法人法人法人法人奈良県奈良県奈良県奈良県立大立大立大立大学学学学中中中中期目標期目標期目標期目標関連費関連費関連費関連費補助補助補助補助金は、平成金は、平成金は、平成金は、平成２７年４月に２７年４月に２７年４月に２７年４月に公立大公立大公立大公立大学学学学法人へ法人へ法人へ法人へ移移移移行行行行した奈良県した奈良県した奈良県した奈良県立大立大立大立大学学学学にににに対対対対して、業務して、業務して、業務して、業務運運運運営営営営にににに必要必要必要必要なななな財源財源財源財源など、など、など、など、所要所要所要所要のののの額額額額をををを交交交交付しました。県付しました。県付しました。県付しました。県立大立大立大立大学学学学整備整備整備整備事業は、事業は、事業は、事業は、対対対対話型話型話型話型少人数少人数少人数少人数教育教育教育教育制制制制度に度に度に度に対対対対応応応応するするするする施設設施設設施設設施設設備備備備のためののためののためののための基基基基本計本計本計本計画画画画の策定、県の策定、県の策定、県の策定、県立大立大立大立大学学学学改改改改修修修修事業は、県事業は、県事業は、県事業は、県立大立大立大立大学学学学の１号の１号の１号の１号館館館館及び２号及び２号及び２号及び２号館館館館のののの耐震耐震耐震耐震改改改改修工修工修工修工事をそれ事をそれ事をそれ事をそれぞぞぞぞれれれれ実施実施実施実施したところです。したところです。したところです。したところです。以以以以上で平成２８年度の地域振興部の上で平成２８年度の地域振興部の上で平成２８年度の地域振興部の上で平成２８年度の地域振興部の主要施主要施主要施主要施策についての説明を策についての説明を策についての説明を策についての説明を終終終終わります。よろしくごわります。よろしくごわります。よろしくごわります。よろしくご審議をいただきますよ審議をいただきますよ審議をいただきますよ審議をいただきますよううううお願い申し上げます。お願い申し上げます。お願い申し上げます。お願い申し上げます。所所所所管の事業について説明します管の事業について説明します管の事業について説明します管の事業について説明します 「「「「平成２８年度平成２８年度平成２８年度平成２８年度主要施主要施主要施主要施策の成策の成策の成策の成果果果果○山本南部東部振興監○山本南部東部振興監○山本南部東部振興監○山本南部東部振興監 。。。。に関する報告に関する報告に関する報告に関する報告書」書」書」書」２２２２２２２２ペーペーペーページ、南部地域・東部地域の振興の奥ジ、南部地域・東部地域の振興の奥ジ、南部地域・東部地域の振興の奥ジ、南部地域・東部地域の振興の奥大大大大和振興和振興和振興和振興プロプロプロプロジジジジェクェクェクェクトトトト検討検討検討検討事業では、事業では、事業では、事業では、仕仕仕仕事づくりに関します事づくりに関します事づくりに関します事づくりに関します記載記載記載記載の２の２の２の２件件件件のののの検討検討検討検討をををを行行行行っています。っています。っています。っています。奥奥奥奥大大大大和和和和魅魅魅魅力力力力創出創出創出創出モデモデモデモデルルルル検討検討検討検討事業では、吉野事業では、吉野事業では、吉野事業では、吉野町町町町上上上上市市市市地地地地区区区区のにのにのにのにぎぎぎぎわいのわいのわいのわいの再生再生再生再生にににに取取取取りりりり組組組組みましみましみましみました。た。た。た。全全全全国国国国過過過過疎問疎問疎問疎問題題題題シシシシンンンンポポポポジジジジウウウウムムムム２０１６２０１６２０１６２０１６ｉｎｉｎｉｎｉｎなら開催事業では全なら開催事業では全なら開催事業では全なら開催事業では全国国国国の、奥の、奥の、奥の、奥大大大大和振興和振興和振興和振興シシシシンンンンポポポポジジジジウウウウムムムム開催事業では県開催事業では県開催事業では県開催事業では県内内内内の、地域振興関係者によりますの、地域振興関係者によりますの、地域振興関係者によりますの、地域振興関係者によりますシシシシンンンンポポポポジジジジウウウウムムムムを開催しました。を開催しました。を開催しました。を開催しました。２２２２３ペー３ペー３ペー３ページ （２）知ってもらジ （２）知ってもらジ （２）知ってもらジ （２）知ってもらううううの奥の奥の奥の奥大大大大和和和和プロプロプロプロモモモモーーーーショショショション事業では、ン事業では、ン事業では、ン事業では、旅旅旅旅行行行行雑雑雑雑誌誌誌誌やややや首都圏首都圏首都圏首都圏、、、、のののの主要主要主要主要駅駅駅駅ののののデデデデジジジジタルサイタルサイタルサイタルサイネネネネーーーージなどによりまして、地域ジなどによりまして、地域ジなどによりまして、地域ジなどによりまして、地域情情情情報・観光報・観光報・観光報・観光情情情情報の報の報の報の発信発信発信発信をををを行行行行いましいましいましいました。そのほか、奥た。そのほか、奥た。そのほか、奥た。そのほか、奥大大大大和の和の和の和の食食食食によるによるによるによるプロプロプロプロモモモモーーーーショショショション事業、ン事業、ン事業、ン事業、大手大手大手大手百貨店百貨店百貨店百貨店連連連連携携携携プロプロプロプロモモモモーーーーショショショション事ン事ン事ン事業などを業などを業などを業などを実施実施実施実施しています （しています （しています （しています （３３３３））））訪訪訪訪れてもられてもられてもられてもらうううう、、、、体体体体験験験験してもらしてもらしてもらしてもらううううの奥の奥の奥の奥大大大大和の特和の特和の特和の特色色色色をををを活活活活かしかしかしかし。。。。たたたたイベイベイベイベント開催事業では、ント開催事業では、ント開催事業では、ント開催事業では、ええええんがわんがわんがわんがわ音楽祭ｉｎ洞音楽祭ｉｎ洞音楽祭ｉｎ洞音楽祭ｉｎ洞川、川、川、川、木木木木造造造造校舎校舎校舎校舎現現現現代美代美代美代美術術術術館館館館、奥、奥、奥、奥大大大大和和和和ゆゆゆゆううううゆゆゆゆうううう祭祭祭祭などを開催しました。などを開催しました。などを開催しました。などを開催しました。２４２４２４２４ペーペーペーページジジジ 「「「「弘弘弘弘法大法大法大法大師師師師の道の道の道の道」」」」魅魅魅魅力力力力発発発発掘掘掘掘事業では、吉野事業では、吉野事業では、吉野事業では、吉野町町町町、、、、天天天天川村川村川村川村洞洞洞洞川から川から川から川から高高高高野山まで野山まで野山まで野山まで、、、、のトのトのトのトレイルラレイルラレイルラレイルランンンンニニニニンンンングイベグイベグイベグイベントを開催しました。１９９名のントを開催しました。１９９名のントを開催しました。１９９名のントを開催しました。１９９名の参加参加参加参加者がありました。者がありました。者がありました。者がありました。奥奥奥奥大大大大和の特和の特和の特和の特色色色色をををを活活活活かしたかしたかしたかしたイベイベイベイベントントントント支援支援支援支援事業では、おもてなし事業事業では、おもてなし事業事業では、おもてなし事業事業では、おもてなし事業やややや地域の地域の地域の地域の自然自然自然自然環境環境環境環境等等等等をををを
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活活活活かしたかしたかしたかした新新新新たなたなたなたなイベイベイベイベントの開催にントの開催にントの開催にントの開催に対対対対し、し、し、し、支援支援支援支援をををを行行行行いました。いました。いました。いました。近近近近鉄鉄鉄鉄と連と連と連と連携携携携した奥した奥した奥した奥大大大大和の和の和の和の魅魅魅魅力力力力発信発信発信発信事業では、事業では、事業では、事業では、近畿近畿近畿近畿日本日本日本日本鉄鉄鉄鉄道道道道株式株式株式株式会会会会社社社社と連と連と連と連携携携携して、して、して、して、旅旅旅旅行商行商行商行商品品品品の造成の造成の造成の造成や主要や主要や主要や主要駅駅駅駅１４４１４４１４４１４４駅駅駅駅に年間をに年間をに年間をに年間を通じ通じ通じ通じ、、、、ポポポポスタースタースタースターをををを掲掲掲掲示示示示しました。しました。しました。しました。路路路路線バ線バ線バ線バススススをををを活活活活用した奥用した奥用した奥用した奥大大大大和和和和へへへへのののの誘誘誘誘客客客客促促促促進事業では、奥進事業では、奥進事業では、奥進事業では、奥大大大大和地域和地域和地域和地域へへへへのののの宿泊宿泊宿泊宿泊観光観光観光観光客客客客ののののババババスススス運運運運賃賃賃賃にににに対対対対してしてしてして補助補助補助補助をををを行行行行いました。いました。いました。いました。宿泊客宿泊客宿泊客宿泊客数数数数は、は、は、は、期期期期間中延間中延間中延間中延べべべべ２２２２万万万万２２２２，，，，７００７００７００７００人人人人であり、当であり、当であり、当であり、当該該該該実実実実施前施前施前施前の平成２５年度と比の平成２５年度と比の平成２５年度と比の平成２５年度と比べべべべますと、平成２６年度ますと、平成２６年度ますと、平成２６年度ますと、平成２６年度以以以以降降降降、、、、３割前後３割前後３割前後３割前後のののの増加増加増加増加といといといというううう推推推推移移移移をしてをしてをしてをしています。います。います。います。安安安安心心心心してしてしてして暮暮暮暮らしらしらしらし続続続続ける奥ける奥ける奥ける奥大大大大和和和和生活支援生活支援生活支援生活支援事業では、事業では、事業では、事業では、買買買買いいいい物手段や物手段や物手段や物手段や移移移移動動動動手段手段手段手段のののの確確確確保に保に保に保に向向向向けたけたけたけた市市市市町町町町村村村村等等等等ののののモデモデモデモデル的ル的ル的ル的なななな取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを支援支援支援支援しました。しました。しました。しました。２５２５２５２５ペーペーペーページ （２）ジ （２）ジ （２）ジ （２）移移移移りりりり住住住住んでもらんでもらんでもらんでもらううううの奥の奥の奥の奥大大大大和和和和移移移移住住住住促促促促進事業では、進事業では、進事業では、進事業では、移移移移住住住住情情情情報の報の報の報の発信や発信や発信や発信や空空空空、、、、きききき家バ家バ家バ家バンンンンクサミックサミックサミックサミットの開催、トの開催、トの開催、トの開催、移移移移住住住住促促促促進進進進施設施設施設施設のののの整備整備整備整備、地域受入、地域受入、地域受入、地域受入協協協協議会議会議会議会へへへへのののの支援支援支援支援などをなどをなどをなどを行行行行いまいまいまいました。した。した。した。奥奥奥奥大大大大和和和和移移移移住住住住・定・定・定・定住住住住連連連連携協携協携協携協議会議会議会議会運運運運営営営営事業では、県と奥事業では、県と奥事業では、県と奥事業では、県と奥大大大大和地域１９和地域１９和地域１９和地域１９市市市市町町町町村で村で村で村で構構構構成する成する成する成する協協協協議議議議会によりまして、会によりまして、会によりまして、会によりまして、移移移移住住住住情情情情報の報の報の報の発信発信発信発信、、、、相談窓相談窓相談窓相談窓口の口の口の口の充実充実充実充実にににに向向向向けたけたけたけた研究研究研究研究会、会、会、会、移移移移住体住体住体住体験ツ験ツ験ツ験ツアーアーアーアーなどなどなどなどをををを実施実施実施実施しました。しました。しました。しました。ふふふふるさと創るさと創るさと創るさと創生生生生協力隊協力隊協力隊協力隊等設置等設置等設置等設置・・・・支援支援支援支援事業では、事業では、事業では、事業では、ふふふふるさと創るさと創るさと創るさと創生生生生協力隊協力隊協力隊協力隊、、、、ふふふふるさとるさとるさとるさと復復復復興興興興協力隊協力隊協力隊協力隊のののの設置や設置や設置や設置や意意意意見交見交見交見交換換換換会の開催、会の開催、会の開催、会の開催、起起起起業に業に業に業に対対対対するするするする支援支援支援支援などをなどをなどをなどを行行行行いました。いました。いました。いました。２８２８２８２８ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、ううううだ・だ・だ・だ・アアアアニニニニママママルルルルパパパパークークークーク費費費費「「「「いのちの教育いのちの教育いのちの教育いのちの教育」」」」展展展展開事業では、開事業では、開事業では、開事業では、動動動動物物物物とのとのとのとのふふふふれあれあれあれあいいいい体体体体験験験験やややや動動動動物物物物をををを通通通通してのしてのしてのしての命命命命のののの大大大大切切切切さをさをさをさを学学学学ぶぶぶぶため、県ため、県ため、県ため、県内内内内小学校小学校小学校小学校４８４８４８４８校校校校ををををモデモデモデモデルルルル校校校校にににに指指指指定して、定して、定して、定して、出出出出前前前前授授授授業業業業等等等等をををを実施実施実施実施しました。しました。しました。しました。以以以以上で上で上で上で所所所所管の管の管の管の主要施主要施主要施主要施策についての説明を策についての説明を策についての説明を策についての説明を終終終終わります。よろしくご審議のほどお願いいたわります。よろしくご審議のほどお願いいたわります。よろしくご審議のほどお願いいたわります。よろしくご審議のほどお願いいたします。します。します。します。 続続続続きまして、観光局に関係します歳出決算について説明しますきまして、観光局に関係します歳出決算について説明しますきまして、観光局に関係します歳出決算について説明しますきまして、観光局に関係します歳出決算について説明します 「「「「平成平成平成平成○森田観光局長○森田観光局長○森田観光局長○森田観光局長 。。。。２８年度奈良県歳入歳出決算報告２８年度奈良県歳入歳出決算報告２８年度奈良県歳入歳出決算報告２８年度奈良県歳入歳出決算報告書」書」書」書」５５５５ペーペーペーページ、第ジ、第ジ、第ジ、第３３３３款款款款地域振興費、第４地域振興費、第４地域振興費、第４地域振興費、第４項項項項観光費です。観光費です。観光費です。観光費です。翌翌翌翌年度年度年度年度繰越額繰越額繰越額繰越額は、は、は、は、約約約約４４４４，，，，００００００００００００万円万円万円万円ですが、これは、地ですが、これは、地ですが、これは、地ですが、これは、地方方方方創創創創生生生生に係るに係るに係るに係る国国国国のののの補補補補正正正正予予予予算を算を算を算を活活活活用用用用して、本年２月にして、本年２月にして、本年２月にして、本年２月に補補補補正正正正予予予予算で計上した事業費を算で計上した事業費を算で計上した事業費を算で計上した事業費を繰繰繰繰りりりり越越越越したものしたものしたものしたもの等等等等です。です。です。です。以以以以上で歳入歳出決算報告上で歳入歳出決算報告上で歳入歳出決算報告上で歳入歳出決算報告書書書書についての観光局の分の説明をについての観光局の分の説明をについての観光局の分の説明をについての観光局の分の説明を終終終終わります。わります。わります。わります。「「「「平成２８年度平成２８年度平成２８年度平成２８年度主要施主要施主要施主要施策の成策の成策の成策の成果果果果に関する報告に関する報告に関する報告に関する報告書」書」書」書」にににに基基基基づき、観光局の事づき、観光局の事づき、観光局の事づき、観光局の事項項項項を説明します。を説明します。を説明します。を説明します。３３３３９９９９ペーペーペーページ、観光の振興、１、観光ジ、観光の振興、１、観光ジ、観光の振興、１、観光ジ、観光の振興、１、観光キキキキャャャャンンンンペーペーペーペーンンンン等等等等によるによるによるによる魅魅魅魅力力力力のののの発信発信発信発信として、として、として、として、巡巡巡巡る奈良る奈良る奈良る奈良推進事業では、推進事業では、推進事業では、推進事業では、滞滞滞滞在在在在周遊型周遊型周遊型周遊型観光を推進するため、県観光を推進するため、県観光を推進するため、県観光を推進するため、県内内内内のののの社社社社寺寺寺寺等等等等と連と連と連と連携携携携して、して、して、して、巡巡巡巡る奈良をる奈良をる奈良をる奈良をキキキキ
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ーワーーワーーワーーワードドドドにににに社社社社寺寺寺寺のののの秘宝秘仏秘宝秘仏秘宝秘仏秘宝秘仏の特別開の特別開の特別開の特別開帳帳帳帳などをなどをなどをなどを実施実施実施実施し、そのし、そのし、そのし、その情情情情報を報を報を報を広広広広くくくく発信発信発信発信したところです。したところです。したところです。したところです。持持持持続的続的続的続的観光観光観光観光力パ力パ力パ力パワーアップ補助ワーアップ補助ワーアップ補助ワーアップ補助金ですが、平成２金ですが、平成２金ですが、平成２金ですが、平成２３３３３年度から６年にわたり年度から６年にわたり年度から６年にわたり年度から６年にわたり市市市市町町町町村などが村などが村などが村などが行行行行います、観光地のにいます、観光地のにいます、観光地のにいます、観光地のにぎぎぎぎわいづくりなど、県わいづくりなど、県わいづくりなど、県わいづくりなど、県内内内内でのでのでのでの周遊周遊周遊周遊、、、、宿泊宿泊宿泊宿泊をををを促促促促進する進する進する進する新規新規新規新規性性性性やややや拡拡拡拡充充充充性性性性のあるのあるのあるのある取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを支援支援支援支援してきました。この事業については、してきました。この事業については、してきました。この事業については、してきました。この事業については、今今今今年度より年度より年度より年度より外国人外国人外国人外国人観光観光観光観光客客客客受け受け受け受け入れのために入れのために入れのために入れのために模模模模様が様が様が様がええええをしまして、をしまして、をしまして、をしまして、市市市市町町町町村村村村等等等等がががが行う行う行う行う多多多多言語言語言語言語化の化の化の化の取取取取りりりり組組組組み、み、み、み、外国人外国人外国人外国人向向向向けのけのけのけの体体体体験験験験メメメメニュニュニュニューーーーの開の開の開の開発発発発などのなどのなどのなどの先先先先駆駆駆駆的取的取的取的取りりりり組組組組みみみみ支援支援支援支援のののの外国人外国人外国人外国人観光観光観光観光客周遊客周遊客周遊客周遊滞滞滞滞在在在在促促促促進事業とい進事業とい進事業とい進事業というううう形形形形にににに見直見直見直見直したところです。したところです。したところです。したところです。次に、４０次に、４０次に、４０次に、４０ペーペーペーページ、奈良県観光ジ、奈良県観光ジ、奈良県観光ジ、奈良県観光キキキキャャャャンンンンペーペーペーペーン事業では、ン事業では、ン事業では、ン事業では、毎毎毎毎年年年年重点重点重点重点テテテテーーーーマをマをマをマを設設設設定して定して定して定して実施実施実施実施しており、平成２８年度はしており、平成２８年度はしており、平成２８年度はしており、平成２８年度は春春春春日日日日大社大社大社大社第第第第六十六十六十六十次次次次式式式式年造年造年造年造替替替替をををを契契契契機とした観光機とした観光機とした観光機とした観光キキキキャャャャンンンンペーペーペーペーンをンをンをンを展展展展開しました。開しました。開しました。開しました。具具具具体的体的体的体的には、には、には、には、首都圏首都圏首都圏首都圏でのでのでのでの旅旅旅旅行商品行商品行商品行商品の造成・の造成・の造成・の造成・販販販販売売売売にににに向向向向けたけたけたけた商商商商談談談談会、会、会、会、誘誘誘誘客客客客イベイベイベイベンンンントの開催、トの開催、トの開催、トの開催、テテテテレレレレビビビビ等等等等のメのメのメのメディディディディアアアアをををを活活活活用した用した用した用した広広広広報報報報宣伝宣伝宣伝宣伝などをなどをなどをなどを行行行行いました。いました。いました。いました。同じ同じ同じ同じくくくく首都圏首都圏首都圏首都圏でのでのでのでの取取取取りりりり組組組組みですが、みですが、みですが、みですが、首都圏首都圏首都圏首都圏情情情情報報報報発信プロ発信プロ発信プロ発信プロジジジジェクェクェクェクト事業として、ト事業として、ト事業として、ト事業として、首都圏首都圏首都圏首都圏かかかからの観光らの観光らの観光らの観光客客客客をををを呼呼呼呼び込び込び込び込むむむむため、ため、ため、ため、百貨店百貨店百貨店百貨店等等等等での観光での観光での観光での観光物物物物産産産産展展展展等等等等、、、、誘誘誘誘客客客客イベイベイベイベントントントントやややや東東東東京駅京駅京駅京駅での観光での観光での観光での観光情情情情報報報報発信発信発信発信などをなどをなどをなどを展展展展開しました。開しました。開しました。開しました。３，３，３，３，宿泊宿泊宿泊宿泊産業の育成産業の育成産業の育成産業の育成支援支援支援支援のののの宿泊宿泊宿泊宿泊観光観光観光観光客客客客のののの増加増加増加増加にににに向向向向けたけたけたけた冬冬冬冬期イベ期イベ期イベ期イベントントントント展展展展開事業では、開事業では、開事業では、開事業では、冬冬冬冬期期期期ののののオオオオフフフフシシシシーーーーズズズズンンンン閑散閑散閑散閑散期期期期におけるにおけるにおけるにおける宿泊宿泊宿泊宿泊観光観光観光観光客客客客のののの増加増加増加増加をををを図図図図るため、平成２９年１月２５日からるため、平成２９年１月２５日からるため、平成２９年１月２５日からるため、平成２９年１月２５日から１月２９日にかけて、平１月２９日にかけて、平１月２９日にかけて、平１月２９日にかけて、平城宮跡城宮跡城宮跡城宮跡において、において、において、において、誘誘誘誘客客客客イベイベイベイベントとして奈良ントとして奈良ントとして奈良ントとして奈良大立大立大立大立山まつりを開催し山まつりを開催し山まつりを開催し山まつりを開催しました。ました。ました。ました。４２４２４２４２ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、外国人外国人外国人外国人観光観光観光観光客客客客のののの誘致誘致誘致誘致の関連、の関連、の関連、の関連、イイイインンンンバウバウバウバウンンンンドドドド観光観光観光観光客客客客のののの誘致誘致誘致誘致関連事業です。奈関連事業です。奈関連事業です。奈関連事業です。奈良県良県良県良県外国人外国人外国人外国人観光観光観光観光客客客客交交交交流流流流館館館館整備整備整備整備事業では、事業では、事業では、事業では、外国人外国人外国人外国人観光観光観光観光客客客客が県が県が県が県内内内内の観光の観光の観光の観光情情情情報を入報を入報を入報を入手手手手し、し、し、し、交交交交流流流流やややや宿泊宿泊宿泊宿泊できるできるできるできる拠拠拠拠点施設点施設点施設点施設として、として、として、として、旧旧旧旧猿沢荘猿沢荘猿沢荘猿沢荘を奈良県を奈良県を奈良県を奈良県外国人外国人外国人外国人観光観光観光観光客客客客交交交交流流流流館館館館（（（（猿沢猿沢猿沢猿沢イイイイン）としてン）としてン）としてン）として整整整整備備備備しました。しました。しました。しました。昨昨昨昨年度中に全ての年度中に全ての年度中に全ての年度中に全ての工工工工事が事が事が事が完完完完了し、平成２９年了し、平成２９年了し、平成２９年了し、平成２９年３３３３月に全月に全月に全月に全館オ館オ館オ館オープープープープンのンのンのンの運運運運びとなびとなびとなびとなったところです。ったところです。ったところです。ったところです。同じ同じ同じ同じくくくく猿沢猿沢猿沢猿沢イイイインですが、奈良県ンですが、奈良県ンですが、奈良県ンですが、奈良県外国人外国人外国人外国人観光観光観光観光客客客客交交交交流流流流館館館館運運運運営営営営事業として、平成２７年７月に事業として、平成２７年７月に事業として、平成２７年７月に事業として、平成２７年７月に先行先行先行先行オオオオープープープープンしていました観光案ンしていました観光案ンしていました観光案ンしていました観光案内内内内部部部部門門門門にににに加え加え加え加えまして、まして、まして、まして、宿泊宿泊宿泊宿泊部部部部門門門門のののの運運運運営や営や営や営や文化文化文化文化体体体体験験験験などのなどのなどのなどのサーサーサーサービビビビス等ス等ス等ス等をををを一体的一体的一体的一体的に開に開に開に開始始始始したところです。トしたところです。トしたところです。トしたところです。トリリリリップアップアップアップアドバドバドバドバイイイイザザザザーーーーといといといというううう、口、口、口、口ココココミサイミサイミサイミサイトトトトでは、では、では、では、人人人人気気気気ラララランンンンキキキキンンンンググググが上が上が上が上位位位位ににににラララランンンンククククされて、されて、されて、されて、評評評評判も判も判も判も得得得得ています。ています。ています。ています。以以以以上で平成２８年度観光局の上で平成２８年度観光局の上で平成２８年度観光局の上で平成２８年度観光局の主要施主要施主要施主要施策についての説明を策についての説明を策についての説明を策についての説明を終終終終わります。よろしくご審議のわります。よろしくご審議のわります。よろしくご審議のわります。よろしくご審議のほどお願いします。ほどお願いします。ほどお願いします。ほどお願いします。 健康福祉部健康福祉部健康福祉部健康福祉部所所所所管の歳出管の歳出管の歳出管の歳出予予予予算について説明します算について説明します算について説明します算について説明します 「「「「平成２８年度奈平成２８年度奈平成２８年度奈平成２８年度奈○土井健康福祉部長○土井健康福祉部長○土井健康福祉部長○土井健康福祉部長 。。。。
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良県歳入歳出決算報告良県歳入歳出決算報告良県歳入歳出決算報告良県歳入歳出決算報告書」書」書」書」の５の５の５の５ペーペーペーページ、第４ジ、第４ジ、第４ジ、第４款款款款健康福祉費です。第１健康福祉費です。第１健康福祉費です。第１健康福祉費です。第１項項項項地域福祉費の不用地域福祉費の不用地域福祉費の不用地域福祉費の不用額額額額は、は、は、は、後期高後期高後期高後期高齢齢齢齢者医療保者医療保者医療保者医療保険険険険基基基基盤盤盤盤安定化事業において、保安定化事業において、保安定化事業において、保安定化事業において、保険険険険料料料料のののの負担負担負担負担軽軽軽軽減減減減のののの対象対象対象対象となるとなるとなるとなる低所低所低所低所得得得得者者者者等等等等のののの実実実実績績績績人数人数人数人数が当初が当初が当初が当初見見見見込みを込みを込みを込みを下下下下回回回回ったことったことったことったこと等等等等によるものです。によるものです。によるものです。によるものです。第２第２第２第２項項項項障害障害障害障害福祉費の福祉費の福祉費の福祉費の繰越額繰越額繰越額繰越額は、県は、県は、県は、県立障害立障害立障害立障害福祉福祉福祉福祉施設建施設建施設建施設建替替替替整備整備整備整備事業事業事業事業等等等等において、において、において、において、整備整備整備整備のののの前提前提前提前提となるとなるとなるとなる敷敷敷敷地の境地の境地の境地の境界界界界確確確確定定定定等等等等に不に不に不に不測測測測の日の日の日の日時時時時をををを要要要要したことしたことしたことしたこと等等等等によりによりによりにより繰繰繰繰りりりり越越越越したことによるものでしたことによるものでしたことによるものでしたことによるものです。不用す。不用す。不用す。不用額額額額は、は、は、は、障害障害障害障害者医療給付事業において、者医療給付事業において、者医療給付事業において、者医療給付事業において、自自自自立支援立支援立支援立支援医療費医療費医療費医療費等等等等のののの実実実実績績績績が当初が当初が当初が当初見見見見込みを込みを込みを込みを下下下下回回回回ったことったことったことったこと等等等等によるものです。によるものです。によるものです。によるものです。第第第第３３３３項項項項長長長長寿寿寿寿社社社社会費の会費の会費の会費の繰越額繰越額繰越額繰越額は、は、は、は、老老老老人人人人福祉福祉福祉福祉施設整備施設整備施設整備施設整備事業事業事業事業等等等等において、事業において、事業において、事業において、事業主体主体主体主体のおくれにのおくれにのおくれにのおくれによりよりよりより繰繰繰繰りりりり越越越越したことによるものです。不用したことによるものです。不用したことによるものです。不用したことによるものです。不用額額額額は、地域は、地域は、地域は、地域密密密密着着着着型型型型サーサーサーサービビビビス等整備ス等整備ス等整備ス等整備促促促促進事業にお進事業にお進事業にお進事業において、事業いて、事業いて、事業いて、事業主体主体主体主体における計における計における計における計画画画画変更変更変更変更等等等等によるによるによるによる整備整備整備整備箇箇箇箇所数所数所数所数が当初のが当初のが当初のが当初の見見見見込みを込みを込みを込みを下下下下回回回回ったことったことったことったこと等等等等にににによるものです。よるものです。よるものです。よるものです。第５第５第５第５項項項項生活生活生活生活保保保保護護護護費の不用費の不用費の不用費の不用額額額額は、は、は、は、生活生活生活生活保保保保護護護護費事業において、医療費事業において、医療費事業において、医療費事業において、医療扶助扶助扶助扶助における医療費における医療費における医療費における医療費等等等等のののの実実実実績績績績が当初が当初が当初が当初見見見見込みを込みを込みを込みを下下下下回回回回ったことったことったことったこと等等等等によるものです。によるものです。によるものです。によるものです。続続続続きましてきましてきましてきまして 「「「「平成２８年度平成２８年度平成２８年度平成２８年度主要施主要施主要施主要施策の成策の成策の成策の成果果果果に関する報告に関する報告に関する報告に関する報告書」書」書」書」にににに基基基基づき、づき、づき、づき、所所所所管の事管の事管の事管の事項項項項にににに、、、、ついて説明します。ついて説明します。ついて説明します。ついて説明します。４４４４４４４４ペーペーペーページ、福祉のジ、福祉のジ、福祉のジ、福祉の充実充実充実充実、１、福祉・、１、福祉・、１、福祉・、１、福祉・介護サー介護サー介護サー介護サービビビビススススのののの人人人人材材材材の育成と定着です。福祉・の育成と定着です。福祉・の育成と定着です。福祉・の育成と定着です。福祉・介介介介護人護人護人護人材材材材確確確確保に保に保に保に向向向向けたけたけたけた協働協働協働協働連連連連携携携携事業は、事業は、事業は、事業は、求求求求職者にとってわかり職者にとってわかり職者にとってわかり職者にとってわかりややややすく、安すく、安すく、安すく、安心心心心してしてしてして就就就就職できる職できる職できる職できる環境を環境を環境を環境を整備整備整備整備するため、するため、するため、するため、一一一一定の定の定の定の基準基準基準基準をををを満満満満たした事業たした事業たした事業たした事業所所所所を知事が認を知事が認を知事が認を知事が認証証証証するするするする 「「「「奈良県福祉・奈良県福祉・奈良県福祉・奈良県福祉・介介介介、、、、護護護護事業事業事業事業所所所所認認認認証証証証制制制制度度度度」」」」のののの運運運運用を用を用を用を昨昨昨昨年、平成２８年１２月から開年、平成２８年１２月から開年、平成２８年１２月から開年、平成２８年１２月から開始始始始しています。しています。しています。しています。昨昨昨昨年度は１１年度は１１年度は１１年度は１１３３３３事業事業事業事業所所所所を認を認を認を認証証証証したところです。したところです。したところです。したところです。２、県２、県２、県２、県民民民民誰誰誰誰もが地域で安もが地域で安もが地域で安もが地域で安心心心心してしてしてして暮暮暮暮らすためのらすためのらすためのらすための施施施施策の策の策の策の充実充実充実充実のののの小小小小さなさなさなさな拠拠拠拠点点点点づくり推進事業にづくり推進事業にづくり推進事業にづくり推進事業については、県域におけるついては、県域におけるついては、県域におけるついては、県域における小小小小地域での地域福祉を推進するため、地域での地域福祉を推進するため、地域での地域福祉を推進するため、地域での地域福祉を推進するため、モデモデモデモデルルルル地域において、地域地域において、地域地域において、地域地域において、地域のののの誰誰誰誰もがもがもがもが集集集集い、い、い、い、交交交交流流流流し、し、し、し、相談相談相談相談できるできるできるできる拠拠拠拠点整備等点整備等点整備等点整備等にににに対対対対してしてしてして補助補助補助補助をををを行行行行いました。いました。いました。いました。４５４５４５４５ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、３３３３、、、、生活生活生活生活・・・・就労就労就労就労・・・・住住住住宅宅宅宅等等等等のののの支援支援支援支援のののの生活生活生活生活困窮困窮困窮困窮者者者者自自自自立支援対立支援対立支援対立支援対策事業は、奈良県策事業は、奈良県策事業は、奈良県策事業は、奈良県中和・吉野中和・吉野中和・吉野中和・吉野生活生活生活生活自自自自立サ立サ立サ立サポポポポーーーートトトトセセセセンンンンターターターターをををを運運運運営営営営し、し、し、し、生活生活生活生活困窮困窮困窮困窮者者者者へへへへのののの相談相談相談相談支援支援支援支援、、、、就労就労就労就労にににに向向向向けたけたけたけた準備支援準備支援準備支援準備支援をををを実施実施実施実施するとともに、するとともに、するとともに、するとともに、生活生活生活生活保保保保護護護護世帯世帯世帯世帯等等等等のののの子子子子どもどもどもどもへへへへのののの学習学習学習学習支援等支援等支援等支援等をををを実施実施実施実施しました。しました。しました。しました。４６４６４６４６ペーペーペーページ、４、ジ、４、ジ、４、ジ、４、国民国民国民国民健康保健康保健康保健康保険険険険対対対対策の策の策の策の国民国民国民国民健康保健康保健康保健康保険険険険財財財財政政政政調調調調整交整交整交整交付金は、付金は、付金は、付金は、市市市市町町町町村村村村国国国国保間の保間の保間の保間の財財財財政政政政力力力力の不の不の不の不均衡均衡均衡均衡をををを調調調調整整整整するためのするためのするためのするための助助助助成を成を成を成を実施実施実施実施をしました。をしました。をしました。をしました。４７４７４７４７ペーペーペーページ、６、福祉医療ジ、６、福祉医療ジ、６、福祉医療ジ、６、福祉医療対対対対策は、策は、策は、策は、子子子子ども医療費ども医療費ども医療費ども医療費助助助助成事業をは成事業をは成事業をは成事業をはじじじじめ、め、め、め、記載記載記載記載の４つの事業の４つの事業の４つの事業の４つの事業について、事業について、事業について、事業について、事業主体主体主体主体のののの市市市市町町町町村に村に村に村に対対対対してそれしてそれしてそれしてそれぞぞぞぞれれれれ経経経経費の２分の１を費の２分の１を費の２分の１を費の２分の１を助助助助成しました。成しました。成しました。成しました。
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次に、健康づくりの推進の健康次に、健康づくりの推進の健康次に、健康づくりの推進の健康次に、健康づくりの推進の健康スススステテテテーーーーショショショションンンン設置設置設置設置促促促促進事業については、健康づくりを進事業については、健康づくりを進事業については、健康づくりを進事業については、健康づくりを実実実実施施施施できるできるできるできる拠拠拠拠点点点点としてとしてとしてとして橿原橿原橿原橿原市市市市とととと王寺王寺王寺王寺町町町町に健康に健康に健康に健康スススステテテテーーーーショショショションをンをンをンを設置設置設置設置するとともに、するとともに、するとともに、するとともに、新新新新たに健康たに健康たに健康たに健康スススステテテテーーーーショショショションをンをンをンを運運運運営営営営するするするする市市市市町町町町村に村に村に村に対対対対して、して、して、して、設置設置設置設置にににに要要要要するするするする経経経経費に費に費に費に対対対対し、し、し、し、補助補助補助補助をををを行行行行いました。いました。いました。いました。４８４８４８４８ペーペーペーページジジジ 「ス「ス「ス「スママママホホホホ」」」」をををを活活活活用した用した用した用した生活支援サー生活支援サー生活支援サー生活支援サービビビビス提ス提ス提ス提供事業は、山間部の供事業は、山間部の供事業は、山間部の供事業は、山間部の高高高高齢齢齢齢者者者者等等等等をををを、、、、対象対象対象対象ににににススススママママーーーートトトトフフフフォォォォンをンをンをンを活活活活用した用した用した用した生活支援サー生活支援サー生活支援サー生活支援サービビビビス等ス等ス等ス等をををを提提提提供するため、県が開供するため、県が開供するため、県が開供するため、県が開発アプ発アプ発アプ発アプリリリリをををを搭搭搭搭載載載載したしたしたしたススススママママーーーートトトトフフフフォォォォンのンのンのンの導導導導入を入を入を入を促促促促進しました。進しました。進しました。進しました。４９４９４９４９ペーペーペーページ、がんジ、がんジ、がんジ、がん検検検検診診診診推進事業では推進事業では推進事業では推進事業では 「「「「がんがんがんがん検検検検診診診診を受けよを受けよを受けよを受けようううう！！！！」」」」奈良県奈良県奈良県奈良県民民民民会議の開催会議の開催会議の開催会議の開催等等等等、、、、のののの啓啓啓啓発活発活発活発活動動動動のほか、のほか、のほか、のほか、個個個個別受別受別受別受診診診診勧勧勧勧奨奨奨奨にににに要要要要するするするする経経経経費に費に費に費に対対対対し、し、し、し、補助補助補助補助をををを行行行行いました。いました。いました。いました。５０５０５０５０ペーペーペーページ、福祉のジ、福祉のジ、福祉のジ、福祉の充実充実充実充実、２、地域、２、地域、２、地域、２、地域生活基生活基生活基生活基盤盤盤盤のののの整備整備整備整備のののの障害障害障害障害者者者者グループグループグループグループホホホホーム等整備ーム等整備ーム等整備ーム等整備事業事業事業事業及び及び及び及び障害障害障害障害者福祉者福祉者福祉者福祉施設整備施設整備施設整備施設整備事業については、それ事業については、それ事業については、それ事業については、それぞぞぞぞれれれれ記載記載記載記載のののの施設施設施設施設のののの整備整備整備整備にににに要要要要するするするする経経経経費に費に費に費に対対対対ししししてててて補助補助補助補助をををを行行行行いました。いました。いました。いました。５１５１５１５１ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、３３３３、、、、障害障害障害障害者の者の者の者の就労就労就労就労とととと社社社社会会会会参加参加参加参加促促促促進のまほろ進のまほろ進のまほろ進のまほろば「ば「ば「ば「あいあいあいあいササササポポポポーーーートトトト運動運動運動運動」」」」推進事推進事推進事推進事業については、さま業については、さま業については、さま業については、さまざざざざまなまなまなまな障害障害障害障害の特性の特性の特性の特性等等等等を理解し、ちを理解し、ちを理解し、ちを理解し、ちょょょょっとしたっとしたっとしたっとした配配配配慮慮慮慮をををを実施実施実施実施、、、、実実実実践践践践するするするする「「「「あいあいあいあいササササポポポポーーーートトトト運動運動運動運動」等」等」等」等をををを行行行行い、県い、県い、県い、県民民民民理解の理解の理解の理解の促促促促進に進に進に進に取取取取りりりり組組組組みました。みました。みました。みました。５２５２５２５２ペーペーペーページ、はたらくジ、はたらくジ、はたらくジ、はたらく障害障害障害障害者者者者応応応応援プレミアム商品券発行援プレミアム商品券発行援プレミアム商品券発行援プレミアム商品券発行事業は、事業は、事業は、事業は、授授授授産産産産商品等商品等商品等商品等のののの購購購購入を入を入を入を対対対対象象象象としたとしたとしたとしたプレミアム商品券プレミアム商品券プレミアム商品券プレミアム商品券をををを発行発行発行発行するとともに、するとともに、するとともに、するとともに、商品商品商品商品のののの販販販販売売売売会である、はたらく会である、はたらく会である、はたらく会である、はたらく障害障害障害障害者者者者応応応応援フェア援フェア援フェア援フェアを開催しました。を開催しました。を開催しました。を開催しました。５５５５３ペー３ペー３ペー３ページ、５、ジ、５、ジ、５、ジ、５、介護人介護人介護人介護人材材材材のののの確確確確保及び保及び保及び保及び介護介護介護介護保保保保険険険険制制制制度の着度の着度の着度の着実実実実なななな運運運運営営営営のののの介護人介護人介護人介護人材材材材確確確確保保保保対対対対策推策推策推策推進進進進補助補助補助補助事業は、地域医療事業は、地域医療事業は、地域医療事業は、地域医療介護介護介護介護総合総合総合総合確確確確保保保保基基基基金を金を金を金を活活活活用し、用し、用し、用し、市市市市町町町町村村村村等等等等がががが実施実施実施実施するするするする多多多多様な様な様な様な介護人介護人介護人介護人材材材材確確確確保の保の保の保の取取取取りりりり組組組組みにみにみにみに対対対対してしてしてして補助補助補助補助をををを行行行行いました。いました。いました。いました。５４５４５４５４ペーペーペーページ、特別ジ、特別ジ、特別ジ、特別養養養養護護護護老老老老人人人人ホホホホームームームームのののの整備整備整備整備は、は、は、は、記載記載記載記載のののの施設施設施設施設のののの整備整備整備整備にににに要要要要するするするする経経経経費に費に費に費に対対対対してしてしてして補補補補助助助助をををを行行行行いました。いました。いました。いました。６、地域６、地域６、地域６、地域包包包包括括括括ケケケケアアアアシシシシスススステテテテムムムムのののの構構構構築築築築の、の、の、の、市市市市町町町町村地域村地域村地域村地域包包包包括括括括ケケケケアアアア推進事業は、地域推進事業は、地域推進事業は、地域推進事業は、地域包包包包括括括括ケケケケアアアアシシシシスススステテテテムムムムのののの構構構構築築築築にににに向向向向けた全けた全けた全けた全体構体構体構体構想想想想の策定の策定の策定の策定等等等等にににに取取取取りりりり組む市組む市組む市組む市町町町町村に村に村に村に対対対対してしてしてして補助補助補助補助をををを行行行行いました。いました。いました。いました。５５５５５５５５ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、退退退退院調院調院調院調整ルール整ルール整ルール整ルールづくり推進事業は、づくり推進事業は、づくり推進事業は、づくり推進事業は、介護介護介護介護がががが必要必要必要必要なななな高高高高齢齢齢齢者が者が者が者が退退退退院院院院にににに際際際際し、し、し、し、円円円円滑滑滑滑に在に在に在に在宅宅宅宅療療療療養養養養にににに移移移移行行行行できるよできるよできるよできるようううう、、、、病病病病院院院院ととととケケケケアアアアマネジマネジマネジマネジャャャャーーーーとのとのとのとの退退退退院調院調院調院調整ルール整ルール整ルール整ルールづくりにづくりにづくりにづくりに取取取取りりりり組む市組む市組む市組む市町町町町村に村に村に村に対対対対し、し、し、し、補助補助補助補助をををを行行行行いました。いました。いました。いました。５６５６５６５６ペーペーペーページ、認知ジ、認知ジ、認知ジ、認知症症症症初初初初期期期期集集集集中中中中支援チーム支援チーム支援チーム支援チーム員員員員研研研研修修修修・認知・認知・認知・認知症症症症地域地域地域地域支援支援支援支援推進員推進員推進員推進員研研研研修修修修事業は、平事業は、平事業は、平事業は、平成成成成３３３３０年４月に全０年４月に全０年４月に全０年４月に全市市市市町町町町村において認知村において認知村において認知村において認知症症症症初初初初期期期期集集集集中中中中支援チーム支援チーム支援チーム支援チーム及び認知及び認知及び認知及び認知症症症症地域地域地域地域支援支援支援支援推進員を推進員を推進員を推進員を配置配置配置配置するため、するため、するため、するため、必要必要必要必要なななな人人人人材材材材をををを養養養養成する成する成する成する研研研研修修修修をををを実施実施実施実施しました。しました。しました。しました。
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５７５７５７５７ペーペーペーページ、７、ジ、７、ジ、７、ジ、７、高高高高齢齢齢齢者の者の者の者の生生生生きがいづくりの推進のきがいづくりの推進のきがいづくりの推進のきがいづくりの推進の高高高高齢齢齢齢者者者者ススススポポポポーーーーツツツツ文化文化文化文化交交交交流流流流大大大大会開催事会開催事会開催事会開催事業は、なら業は、なら業は、なら業は、ならシニシニシニシニア元ア元ア元ア元気気気気フェスタフェスタフェスタフェスタとして、として、として、として、高高高高齢齢齢齢者の者の者の者のススススポポポポーーーーツツツツ・文化・文化・文化・文化活活活活動動動動のののの励励励励みみみみや発表や発表や発表や発表の場との場との場との場となるなるなるなる大大大大会を開催しました。会を開催しました。会を開催しました。会を開催しました。以以以以上が平成２８年度健康福祉部上が平成２８年度健康福祉部上が平成２８年度健康福祉部上が平成２８年度健康福祉部所所所所管の管の管の管の主要施主要施主要施主要施策の説明です。ご審議のほどよろしくお願策の説明です。ご審議のほどよろしくお願策の説明です。ご審議のほどよろしくお願策の説明です。ご審議のほどよろしくお願いいたします。いいたします。いいたします。いいたします。 それでは、こども・女性局それでは、こども・女性局それでは、こども・女性局それでは、こども・女性局所所所所管の歳出決算について説明します。管の歳出決算について説明します。管の歳出決算について説明します。管の歳出決算について説明します。○福西こども・女性局長○福西こども・女性局長○福西こども・女性局長○福西こども・女性局長「「「「平成２８年度奈良県歳入歳出決算報告平成２８年度奈良県歳入歳出決算報告平成２８年度奈良県歳入歳出決算報告平成２８年度奈良県歳入歳出決算報告書」書」書」書」の５の５の５の５ペーペーペーページ、第４ジ、第４ジ、第４ジ、第４款款款款健康福祉費の健康福祉費の健康福祉費の健康福祉費のううううち、第４ち、第４ち、第４ち、第４項項項項こども・女性費です。こども・女性費です。こども・女性費です。こども・女性費です。翌翌翌翌年度年度年度年度繰越額繰越額繰越額繰越額、不用、不用、不用、不用額額額額についてはについてはについてはについては記載記載記載記載のとおりです。のとおりです。のとおりです。のとおりです。繰越額繰越額繰越額繰越額は、は、は、は、ならならならなら結結結結婚婚婚婚総合総合総合総合応応応応援援援援事業において、事業において、事業において、事業において、国国国国の平成２８年度の平成２８年度の平成２８年度の平成２８年度補補補補正に正に正に正に伴伴伴伴い、２月い、２月い、２月い、２月補補補補正正正正予予予予算に計上した算に計上した算に計上した算に計上したことによるもの、ことによるもの、ことによるもの、ことによるもの、放放放放課後課後課後課後児童児童児童児童クラクラクラクラブブブブの創の創の創の創設設設設にににに要要要要するするするする経経経経費を費を費を費を市市市市町町町町村に村に村に村に補助補助補助補助するするするする放放放放課後課後課後課後児童児童児童児童ククククララララブブブブ施設整備施設整備施設整備施設整備費費費費補助補助補助補助事業において、事業事業において、事業事業において、事業事業において、事業主体主体主体主体のおくれによりのおくれによりのおくれによりのおくれにより繰繰繰繰りりりり越越越越したものです。また、したものです。また、したものです。また、したものです。また、不用不用不用不用額額額額については、については、については、については、児童児童児童児童手手手手当県当県当県当県負担負担負担負担金において、金において、金において、金において、対象対象対象対象となるとなるとなるとなる児童児童児童児童がががが減少減少減少減少したことしたことしたことしたこと等等等等によるによるによるによるものです。ものです。ものです。ものです。１６１６１６１６ペーペーペーページ、奈良県ジ、奈良県ジ、奈良県ジ、奈良県母子父子寡婦母子父子寡婦母子父子寡婦母子父子寡婦福祉資金福祉資金福祉資金福祉資金貸貸貸貸付金特別会計の歳入歳出決算です。ま付金特別会計の歳入歳出決算です。ま付金特別会計の歳入歳出決算です。ま付金特別会計の歳入歳出決算です。まずずずず、、、、歳入決算で、第２歳入決算で、第２歳入決算で、第２歳入決算で、第２款款款款繰越繰越繰越繰越金、第金、第金、第金、第３３３３款諸款諸款諸款諸収収収収入に係る入に係る入に係る入に係る収収収収入入入入済済済済額額額額は、は、は、は、予予予予算現算現算現算現額額額額にににに対対対対してはそれしてはそれしてはそれしてはそれぞぞぞぞれ９００れ９００れ９００れ９００万円万円万円万円余、７００余、７００余、７００余、７００万円万円万円万円余の余の余の余の増増増増となっています。となっています。となっています。となっています。主主主主な理な理な理な理由由由由としては、としては、としては、としては、償還償還償還償還利利利利子子子子のののの改改改改善善善善により、により、により、により、貸貸貸貸付金付金付金付金元元元元利利利利収収収収入が入が入が入が予予予予算算算算額額額額のののの見見見見込みよりも込みよりも込みよりも込みよりも増加増加増加増加したことしたことしたことしたこと等等等等によるものです。によるものです。によるものです。によるものです。１７１７１７１７ペーペーペーページ、歳出決算です。第１ジ、歳出決算です。第１ジ、歳出決算です。第１ジ、歳出決算です。第１款款款款健康福祉費、第１健康福祉費、第１健康福祉費、第１健康福祉費、第１項項項項母子父子寡婦母子父子寡婦母子父子寡婦母子父子寡婦福祉資金福祉資金福祉資金福祉資金貸貸貸貸付事業付事業付事業付事業費に係る不用費に係る不用費に係る不用費に係る不用額額額額は、は、は、は、記載記載記載記載のとおりです。のとおりです。のとおりです。のとおりです。主主主主な理な理な理な理由由由由としては、としては、としては、としては、貸貸貸貸し付けし付けし付けし付け件数件数件数件数が当初が当初が当初が当初見見見見込みよ込みよ込みよ込みよりもりもりもりも減少減少減少減少したことによるものです。したことによるものです。したことによるものです。したことによるものです。続続続続きましてきましてきましてきまして 「「「「平成２８年度平成２８年度平成２８年度平成２８年度主要施主要施主要施主要施策の成策の成策の成策の成果果果果に関する報告に関する報告に関する報告に関する報告書」書」書」書」にににに基基基基づき、づき、づき、づき、所所所所管の事業に管の事業に管の事業に管の事業に、、、、ついて説明します。５８ついて説明します。５８ついて説明します。５８ついて説明します。５８ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、少少少少子子子子化化化化対対対対策・女性の策・女性の策・女性の策・女性の活活活活躍躍躍躍促促促促進、１、進、１、進、１、進、１、少少少少子子子子化化化化対対対対策の推進と策の推進と策の推進と策の推進としてしてしてして 「「「「ならならならなら子子子子育て育て育て育て応応応応援団」援団」援団」援団」広広広広報・報・報・報・啓啓啓啓発発発発事業では、なら事業では、なら事業では、なら事業では、なら子子子子育て育て育て育て応応応応援団等援団等援団等援団等のののの広広広広報のため、報のため、報のため、報のため、子子子子、、、、育て育て育て育て応応応応援イベ援イベ援イベ援イベントントントント「「「「みんなでみんなでみんなでみんなで子子子子育て育て育て育て応応応応援援援援デデデデイ」イ」イ」イ」を開催して、を開催して、を開催して、を開催して、約約約約３，３，３，３，５００名の５００名の５００名の５００名の来来来来場者の場者の場者の場者の方方方方 々々々々ににににＰＰＰＰＲＲＲＲをしました。をしました。をしました。をしました。５９５９５９５９ペーペーペーページ、２、女性のジ、２、女性のジ、２、女性のジ、２、女性の活活活活躍躍躍躍促促促促進として、進として、進として、進として、子子子子育て女性育て女性育て女性育て女性就就就就職職職職支援支援支援支援事業では、事業では、事業では、事業では、子子子子育て女性育て女性育て女性育て女性就就就就職職職職相談窓相談窓相談窓相談窓口において、口において、口において、口において、子子子子育て中の女性の育て中の女性の育て中の女性の育て中の女性の就就就就活活活活をををを支援支援支援支援するため、するため、するため、するため、就就就就職職職職相談相談相談相談やややや求求求求人人人人情情情情報報報報等等等等のののの提提提提供をしました。供をしました。供をしました。供をしました。６０６０６０６０ペーペーペーページ、女性ジ、女性ジ、女性ジ、女性起起起起業業業業家家家家・・・・経営経営経営経営者者者者活活活活躍躍躍躍促促促促進事業では、女性進事業では、女性進事業では、女性進事業では、女性起起起起業業業業家家家家等へ等へ等へ等へのののの専門専門専門専門的ス的ス的ス的スキキキキルやルやルやルや経営ス経営ス経営ス経営スキキキキルルルルのののの向向向向上を上を上を上を目的目的目的目的にににに各各各各種種種種セミセミセミセミナナナナーーーーを開催しました。を開催しました。を開催しました。を開催しました。
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６１６１６１６１ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、３３３３、、、、仕仕仕仕事と事と事と事と子子子子育ての育ての育ての育ての両両両両立支援立支援立支援立支援として、保育として、保育として、保育として、保育所人所人所人所人材材材材ババババンンンンクククク運運運運営営営営事業では、保事業では、保事業では、保事業では、保育育育育士士士士人人人人材材材材ババババンンンンククククにおいて、保育において、保育において、保育において、保育士士士士のののの仕仕仕仕事の事の事の事の求求求求人人人人、、、、求求求求職マ職マ職マ職マッチッチッチッチンンンンググググをををを行行行行ったったったった結果結果結果結果、７１名の、７１名の、７１名の、７１名の就就就就職が決定しました。職が決定しました。職が決定しました。職が決定しました。６２６２６２６２ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、放放放放課後課後課後課後児童児童児童児童健全育成事業費健全育成事業費健全育成事業費健全育成事業費補助補助補助補助では、では、では、では、昼昼昼昼間保間保間保間保護護護護者のいない者のいない者のいない者のいない家家家家庭庭庭庭のののの児童児童児童児童の健の健の健の健全育成を全育成を全育成を全育成を図図図図るために、るために、るために、るために、放放放放課後課後課後課後児童児童児童児童クラクラクラクラブブブブをををを運運運運営営営営する、奈良する、奈良する、奈良する、奈良市市市市ほかほかほかほか３３３３２２２２市市市市町町町町村に村に村に村に対対対対してしてしてして運運運運営営営営費の費の費の費の補助補助補助補助をををを行行行行いました。いました。いました。いました。６４６４６４６４ペーペーペーページ、６、ジ、６、ジ、６、ジ、６、児童児童児童児童虐待虐待虐待虐待対対対対策として、策として、策として、策として、児童児童児童児童虐待虐待虐待虐待防防防防止止止止支援支援支援支援事業では、中事業では、中事業では、中事業では、中央央央央こどもこどもこどもこども家家家家庭相庭相庭相庭相談談談談セセセセンンンンターターターターにおいて、において、において、において、３３３３６５日２４６５日２４６５日２４６５日２４時時時時間間間間体制体制体制体制でででで虐待虐待虐待虐待対対対対応応応応をををを行う行う行う行うとともに、とともに、とともに、とともに、市市市市町町町町村村村村等へ等へ等へ等へ虐待虐待虐待虐待対対対対応応応応にににに対対対対するするするする有識有識有識有識者からなる者からなる者からなる者からなるスースースースーパパパパーアーアーアーアドバドバドバドバイスチームイスチームイスチームイスチームをををを派遣派遣派遣派遣するなど、するなど、するなど、するなど、各各各各種種種種のののの施施施施策を策を策を策を実実実実施施施施しました。しました。しました。しました。６５６５６５６５ペーペーペーページ、８、ジ、８、ジ、８、ジ、８、母子母子母子母子家家家家庭庭庭庭等等等等にににに対対対対するするするする助助助助成及び成及び成及び成及び自自自自立支援立支援立支援立支援として、として、として、として、子子子子どものどものどものどもの「「「「心心心心とととと学学学学びびびび」」」」ササササポポポポーーーート事業では、ト事業では、ト事業では、ト事業では、ひひひひとりとりとりとり親親親親家家家家庭庭庭庭のののの子子子子どもにどもにどもにどもに対対対対してしてしてして心心心心ののののケケケケアアアア、、、、学習学習学習学習支援支援支援支援をををを実施実施実施実施しました。しました。しました。しました。６６６６６６６６ペーペーペーページ、２、女性ジ、２、女性ジ、２、女性ジ、２、女性相談相談相談相談保保保保護対護対護対護対策策策策等等等等のののの充実充実充実充実として、女性として、女性として、女性として、女性相談相談相談相談対対対対策事業では、策事業では、策事業では、策事業では、ＤＤＤＤＶＶＶＶ被害被害被害被害者者者者等等等等のののの一時一時一時一時保保保保護護護護及び及び及び及び生活指生活指生活指生活指導導導導をををを行行行行い、い、い、い、ＤＤＤＤＶＶＶＶ被害被害被害被害者の者の者の者の自自自自立支援立支援立支援立支援をををを実施実施実施実施しました。しました。しました。しました。１９９１９９１９９１９９ペーペーペーページ、奈良県ジ、奈良県ジ、奈良県ジ、奈良県母子父子寡婦母子父子寡婦母子父子寡婦母子父子寡婦福祉資金福祉資金福祉資金福祉資金貸貸貸貸付金特別会計です。１、付金特別会計です。１、付金特別会計です。１、付金特別会計です。１、母子母子母子母子福祉資金の福祉資金の福祉資金の福祉資金の貸貸貸貸付として、付として、付として、付として、母子母子母子母子家家家家庭庭庭庭及び及び及び及び父母父母父母父母のいないのいないのいないのいない児童児童児童児童のののの経経経経済済済済的的的的自自自自立や生活立や生活立や生活立や生活意意意意欲欲欲欲のののの向向向向上を上を上を上を図図図図るため、るため、るため、るため、修学修学修学修学資金資金資金資金やややや技能習技能習技能習技能習得得得得資金など１９１資金など１９１資金など１９１資金など１９１件件件件、、、、約約約約９９９９，，，，９００９００９００９００万円万円万円万円のののの貸貸貸貸付を付を付を付を行行行行いました。いました。いました。いました。以以以以上で平成２８年度こども・女性局の上で平成２８年度こども・女性局の上で平成２８年度こども・女性局の上で平成２８年度こども・女性局の主要主要主要主要事業についての説明を事業についての説明を事業についての説明を事業についての説明を終終終終わります。よろしくわります。よろしくわります。よろしくわります。よろしくご審議をお願いします。ご審議をお願いします。ご審議をお願いします。ご審議をお願いします。続続続続きまして、医療政策部に関係する歳出決算について説明します。きまして、医療政策部に関係する歳出決算について説明します。きまして、医療政策部に関係する歳出決算について説明します。きまして、医療政策部に関係する歳出決算について説明します。○林医療政策部長○林医療政策部長○林医療政策部長○林医療政策部長「「「「平成２８年度歳入歳出決算報告平成２８年度歳入歳出決算報告平成２８年度歳入歳出決算報告平成２８年度歳入歳出決算報告書」書」書」書」５５５５ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、一般一般一般一般会計の決算の概会計の決算の概会計の決算の概会計の決算の概要要要要について説明しまについて説明しまについて説明しまについて説明します。第５す。第５す。第５す。第５款款款款医療政策費です。医療政策費です。医療政策費です。医療政策費です。繰越額繰越額繰越額繰越額、不用、不用、不用、不用額額額額のののの主主主主なものについて説明します。６なものについて説明します。６なものについて説明します。６なものについて説明します。６ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、第１第１第１第１項項項項地域医療費では、地域医療費では、地域医療費では、地域医療費では、翌翌翌翌年度年度年度年度繰越額繰越額繰越額繰越額はははは記載記載記載記載のとおりですが、医療のとおりですが、医療のとおりですが、医療のとおりですが、医療施設防災対施設防災対施設防災対施設防災対策推進事業策推進事業策推進事業策推進事業につき、につき、につき、につき、国国国国の平成２８年度の平成２８年度の平成２８年度の平成２８年度補補補補正正正正予予予予算に算に算に算に対対対対応応応応するため、するため、するため、するため、記載記載記載記載の金の金の金の金額額額額をををを繰繰繰繰りりりり越越越越したことによるしたことによるしたことによるしたことによるものです。不用ものです。不用ものです。不用ものです。不用額額額額はははは記載記載記載記載のとおりですが、奈良県のとおりですが、奈良県のとおりですが、奈良県のとおりですが、奈良県立立立立医医医医科科科科大大大大学学学学及び医療及び医療及び医療及び医療セセセセンンンンターターターター・南和地域・南和地域・南和地域・南和地域公立公立公立公立病病病病院院院院等整備基等整備基等整備基等整備基金金金金運運運運用用用用益積立益積立益積立益積立金において、金において、金において、金において、運運運運用用用用利利利利率が当初の率が当初の率が当初の率が当初の見見見見込みを込みを込みを込みを下下下下回回回回ったことによったことによったことによったことによるるるる運運運運用用用用益益益益のののの減減減減などによるものです。第２などによるものです。第２などによるものです。第２などによるものです。第２項項項項保健保健保健保健予防予防予防予防費では、不用費では、不用費では、不用費では、不用額額額額はははは記載記載記載記載のとおりですが、のとおりですが、のとおりですが、のとおりですが、精神精神精神精神障害障害障害障害者医療費者医療費者医療費者医療費助助助助成事業において、成事業において、成事業において、成事業において、助助助助成成成成対象対象対象対象者が当初の者が当初の者が当初の者が当初の見見見見込みを込みを込みを込みを下下下下回回回回ったことなどによったことなどによったことなどによったことなどによるものです。第るものです。第るものです。第るものです。第３３３３項項項項薬薬薬薬務費では、不用務費では、不用務費では、不用務費では、不用額額額額はははは記載記載記載記載のとおりで、ほのとおりで、ほのとおりで、ほのとおりで、ほぼぼぼぼ予予予予算現算現算現算現額額額額どおりのどおりのどおりのどおりの執執執執行行行行ととととなっています。なっています。なっています。なっています。
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以以以以上が上が上が上が一般一般一般一般会計の決算の概会計の決算の概会計の決算の概会計の決算の概要要要要です。です。です。です。次に、次に、次に、次に、公立大公立大公立大公立大学学学学法人法人法人法人奈良県奈良県奈良県奈良県立立立立医医医医科科科科大大大大学学学学関係関係関係関係経経経経費特別会計歳入歳出決算についてご説明し費特別会計歳入歳出決算についてご説明し費特別会計歳入歳出決算についてご説明し費特別会計歳入歳出決算についてご説明します。１０ます。１０ます。１０ます。１０ペーペーペーページ、歳入決算です。第１ジ、歳入決算です。第１ジ、歳入決算です。第１ジ、歳入決算です。第１款款款款繰繰繰繰入金において、入金において、入金において、入金において、収収収収入入入入済済済済額額額額がががが予予予予算現算現算現算現額額額額にににに対対対対してしてしてして２２２２，，，，５００５００５００５００万円万円万円万円余りの余りの余りの余りの減減減減となっていますが、となっていますが、となっていますが、となっていますが、対象対象対象対象事業費の事業費の事業費の事業費の減減減減によるものです。によるものです。によるものです。によるものです。第２第２第２第２款諸款諸款諸款諸収収収収入において、入において、入において、入において、同じ同じ同じ同じく７く７く７く７，，，，６００６００６００６００万円万円万円万円余りの余りの余りの余りの減減減減となっていますが、となっていますが、となっていますが、となっていますが、貸貸貸貸付金付金付金付金元元元元利利利利収収収収入が入が入が入が予予予予算算算算額額額額のののの見見見見込みよりも込みよりも込みよりも込みよりも減少減少減少減少したことによるものです。したことによるものです。したことによるものです。したことによるものです。第第第第３３３３款款款款県県県県債債債債において、において、において、において、同じ同じ同じ同じく７く７く７く７億億億億８８８８，３，３，３，３００００００００万円万円万円万円余りの余りの余りの余りの減減減減となっていますが、となっていますが、となっていますが、となっていますが、対象対象対象対象事業事業事業事業費の費の費の費の減減減減によるものです。によるものです。によるものです。によるものです。１１１１１１１１ペーペーペーページ、歳出決算です。不用ジ、歳出決算です。不用ジ、歳出決算です。不用ジ、歳出決算です。不用額額額額はははは記載記載記載記載のとおりです。これは、のとおりです。これは、のとおりです。これは、のとおりです。これは、公立大公立大公立大公立大学学学学法人法人法人法人奈良県奈良県奈良県奈良県立立立立医医医医科科科科大大大大学学学学整備整備整備整備費費費費貸貸貸貸付金において、事業費が付金において、事業費が付金において、事業費が付金において、事業費が減減減減になったことによるになったことによるになったことによるになったことによる貸貸貸貸付金の付金の付金の付金の減減減減などによるなどによるなどによるなどによるものです。ものです。ものです。ものです。以以以以上が上が上が上が公立大公立大公立大公立大学学学学法人法人法人法人奈良県奈良県奈良県奈良県立立立立医医医医科科科科大大大大学学学学関係関係関係関係経経経経費特別会計歳入歳出決算の概費特別会計歳入歳出決算の概費特別会計歳入歳出決算の概費特別会計歳入歳出決算の概要要要要です。です。です。です。次に、地次に、地次に、地次に、地方独立行方独立行方独立行方独立行政政政政法人法人法人法人奈良県奈良県奈良県奈良県立立立立病病病病院院院院機機機機構構構構関係関係関係関係経経経経費特別会計歳入歳出決算について説明費特別会計歳入歳出決算について説明費特別会計歳入歳出決算について説明費特別会計歳入歳出決算について説明します。します。します。します。３３３３４４４４ペーペーペーページ、歳入決算です。第２ジ、歳入決算です。第２ジ、歳入決算です。第２ジ、歳入決算です。第２款諸款諸款諸款諸収収収収入は、入は、入は、入は、収収収収入入入入済済済済額額額額がががが予予予予算現算現算現算現額額額額にににに対対対対して４０して４０して４０して４０億億億億７７７７，，，，４００４００４００４００万円万円万円万円余りの余りの余りの余りの減減減減となっています。これは、当初となっています。これは、当初となっています。これは、当初となっています。これは、当初想想想想定していた定していた定していた定していた病病病病院院院院機機機機構へ構へ構へ構へのののの貸貸貸貸付付付付金が金が金が金が実施実施実施実施されなかったことにより、されなかったことにより、されなかったことにより、されなかったことにより、貸貸貸貸付金付金付金付金元元元元利利利利収収収収入が入が入が入が予予予予算算算算額額額額のののの見見見見込みよりも込みよりも込みよりも込みよりも減少減少減少減少したことしたことしたことしたことによるものです。によるものです。によるものです。によるものです。第第第第３３３３款款款款県県県県債債債債は、は、は、は、同じ同じ同じ同じく４く４く４く４億３，億３，億３，億３，７００７００７００７００万円万円万円万円余りの余りの余りの余りの減減減減となっていますが、となっていますが、となっていますが、となっていますが、対象対象対象対象事業費の事業費の事業費の事業費の減減減減によるものです。によるものです。によるものです。によるものです。第４第４第４第４款款款款国庫支国庫支国庫支国庫支出金は、出金は、出金は、出金は、収収収収入入入入済済済済額額額額がががが予予予予算現算現算現算現額額額額を２を２を２を２億億億億１１１１，，，，００００００００００００万円万円万円万円余り上余り上余り上余り上回回回回っていますが、っていますが、っていますが、っていますが、新新新新たにたにたにたに国国国国からのからのからのからの補助補助補助補助金を金を金を金を活活活活用したことによるものです。用したことによるものです。用したことによるものです。用したことによるものです。３３３３５５５５ペーペーペーページ、歳出決算です。不用ジ、歳出決算です。不用ジ、歳出決算です。不用ジ、歳出決算です。不用額額額額はははは記載記載記載記載のとおりですが、当初のとおりですが、当初のとおりですが、当初のとおりですが、当初想想想想定していた定していた定していた定していた病病病病院院院院機機機機構構構構へへへへのののの短短短短期期期期無利無利無利無利子子子子貸貸貸貸し付けがし付けがし付けがし付けが実施実施実施実施されなかったことによるされなかったことによるされなかったことによるされなかったことによる貸貸貸貸付金の付金の付金の付金の減減減減などによるものです。などによるものです。などによるものです。などによるものです。以以以以上が地上が地上が地上が地方独立行方独立行方独立行方独立行政政政政法人法人法人法人奈良県奈良県奈良県奈良県立立立立病病病病院院院院機機機機構構構構関係関係関係関係経経経経費特別会計歳入歳出決算の概費特別会計歳入歳出決算の概費特別会計歳入歳出決算の概費特別会計歳入歳出決算の概要要要要です。です。です。です。次に、奈良県次に、奈良県次に、奈良県次に、奈良県病病病病院院院院事業事業事業事業清清清清算費特別会計歳入歳出決算について説明します。算費特別会計歳入歳出決算について説明します。算費特別会計歳入歳出決算について説明します。算費特別会計歳入歳出決算について説明します。３３３３６６６６ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、歳入決算です。第１歳入決算です。第１歳入決算です。第１歳入決算です。第１款款款款繰繰繰繰入金において、入金において、入金において、入金において、収収収収入入入入済済済済額額額額がががが予予予予算現算現算現算現額額額額にににに対対対対して１して１して１して１，，，，６００６００６００６００万円万円万円万円余り余り余り余りのののの減減減減となっていますが、となっていますが、となっていますが、となっていますが、病病病病院院院院事業の事業の事業の事業の清清清清算費用が算費用が算費用が算費用が減減減減となったことなどによるものです。となったことなどによるものです。となったことなどによるものです。となったことなどによるものです。３３３３７７７７ペーペーペーページ、歳出決算です。不用ジ、歳出決算です。不用ジ、歳出決算です。不用ジ、歳出決算です。不用額額額額はははは記載記載記載記載のとおりですが、のとおりですが、のとおりですが、のとおりですが、病病病病院院院院事業の事業の事業の事業の清清清清算費用が算費用が算費用が算費用が減減減減ととととなったことなどによるものです。なったことなどによるものです。なったことなどによるものです。なったことなどによるものです。以以以以上が奈良県上が奈良県上が奈良県上が奈良県病病病病院院院院事業事業事業事業精精精精算費特別会計歳入歳出決算の概算費特別会計歳入歳出決算の概算費特別会計歳入歳出決算の概算費特別会計歳入歳出決算の概要要要要です。です。です。です。
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続続続続きましてきましてきましてきまして 「「「「平成２８年度平成２８年度平成２８年度平成２８年度主要施主要施主要施主要施策の成策の成策の成策の成果果果果に関する報告に関する報告に関する報告に関する報告書」書」書」書」にににに基基基基づき、医療政策部にづき、医療政策部にづき、医療政策部にづき、医療政策部に、、、、係る事係る事係る事係る事項項項項について説明します。７０について説明します。７０について説明します。７０について説明します。７０ペーペーペーページ、１、奈良県総合医療ジ、１、奈良県総合医療ジ、１、奈良県総合医療ジ、１、奈良県総合医療セセセセンンンンターターターターのののの移移移移転転転転整備整備整備整備です。です。です。です。奈良県総合医療奈良県総合医療奈良県総合医療奈良県総合医療セセセセンンンンターターターターのののの移移移移転転転転整備整備整備整備を進めるため、を進めるため、を進めるため、を進めるため、各各各各種調種調種調種調査業務などを査業務などを査業務などを査業務などを実施実施実施実施しました。しました。しました。しました。加え加え加え加えて２、地て２、地て２、地て２、地方独立行方独立行方独立行方独立行政政政政法人法人法人法人奈良県奈良県奈良県奈良県立立立立病病病病院院院院機機機機構構構構のののの運運運運営支援等営支援等営支援等営支援等では、奈良県では、奈良県では、奈良県では、奈良県立立立立病病病病院院院院機機機機構補構補構補構補助助助助事業として、認定事業として、認定事業として、認定事業として、認定看看看看護護護護師師師師資資資資格格格格取得取得取得取得をををを目指目指目指目指すすすす看看看看護護護護師師師師がががが養養養養成成成成施設施設施設施設の進の進の進の進学学学学にににに要要要要するするするする経経経経費に費に費に費に対対対対ししししてててて補助補助補助補助をををを実施実施実施実施しました。しました。しました。しました。３３３３、地域医療の、地域医療の、地域医療の、地域医療の充実充実充実充実では、奈良県総合医療では、奈良県総合医療では、奈良県総合医療では、奈良県総合医療セセセセンンンンターターターター周辺周辺周辺周辺地域まちづくり推進事業として、地域まちづくり推進事業として、地域まちづくり推進事業として、地域まちづくり推進事業として、まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり協協協協議会の開催議会の開催議会の開催議会の開催等等等等をををを通じ通じ通じ通じ、、、、導導導導入機入機入機入機能能能能等等等等のののの検討検討検討検討をををを行行行行ったほか、マったほか、マったほか、マったほか、マイイイイ健康健康健康健康カカカカーーーードドドドのののの導導導導入に入に入に入に向向向向けたけたけたけた検討検討検討検討などをなどをなどをなどを行行行行いました。いました。いました。いました。４、南和地域の医療４、南和地域の医療４、南和地域の医療４、南和地域の医療提提提提供供供供体制体制体制体制のののの充実充実充実充実では、南和地域では、南和地域では、南和地域では、南和地域公立公立公立公立病病病病院新院新院新院新体制整備支援体制整備支援体制整備支援体制整備支援事業として、事業として、事業として、事業として、南和地域南和地域南和地域南和地域公立３公立３公立３公立３病病病病院院院院の機の機の機の機能能能能再編再編再編再編、、、、役役役役割割割割分分分分担担担担などになどになどになどに取取取取りりりり組む組む組む組む南和南和南和南和広広広広域医療域医療域医療域医療企企企企業業業業団団団団にににに対対対対し、し、し、し、五五五五條條條條病病病病院院院院のののの整備整備整備整備にににに要要要要するするするする経経経経費などの費などの費などの費などの補助補助補助補助をををを実施実施実施実施したほか、南和したほか、南和したほか、南和したほか、南和広広広広域医療域医療域医療域医療企企企企業業業業団団団団運運運運営営営営費費費費補助補助補助補助事事事事業において、平成２８年４月の南奈良総合医療業において、平成２８年４月の南奈良総合医療業において、平成２８年４月の南奈良総合医療業において、平成２８年４月の南奈良総合医療セセセセンンンンターターターター開開開開院院院院にににに伴う立伴う立伴う立伴う立ち上がりのち上がりのち上がりのち上がりの支援支援支援支援をををを行行行行ううううなど、など、など、など、記載記載記載記載の事業をの事業をの事業をの事業を実施実施実施実施しました。しました。しました。しました。７１７１７１７１ペーペーペーページ、５、地域医療のジ、５、地域医療のジ、５、地域医療のジ、５、地域医療の充実充実充実充実です。地域医療です。地域医療です。地域医療です。地域医療介護介護介護介護総合総合総合総合確確確確保保保保基基基基金金金金積立積立積立積立金として、地域金として、地域金として、地域金として、地域における医療及びにおける医療及びにおける医療及びにおける医療及び介護介護介護介護の総合の総合の総合の総合的的的的なななな確確確確保を保を保を保を促促促促進するため造成した当進するため造成した当進するため造成した当進するため造成した当該該該該基基基基金に金に金に金に積積積積みみみみ立立立立てをてをてをてを行行行行いいいいました。また、ました。また、ました。また、ました。また、同基同基同基同基金を金を金を金を活活活活用し、用し、用し、用し、病床病床病床病床機機機機能能能能分化・連分化・連分化・連分化・連携促携促携促携促進進進進基基基基盤盤盤盤整備整備整備整備事業にて事業にて事業にて事業にて患患患患者の在者の在者の在者の在宅宅宅宅復復復復帰帰帰帰支援や支援や支援や支援や在在在在宅宅宅宅患患患患者の者の者の者の緊急時緊急時緊急時緊急時の受け入れなどの機の受け入れなどの機の受け入れなどの機の受け入れなどの機能能能能をををを備え備え備え備えた地域た地域た地域た地域包包包包括括括括ケケケケアアアア病床病床病床病床のののの整備整備整備整備にににに対対対対すすすするるるる補助補助補助補助をををを行行行行ったほか、地域医療・ったほか、地域医療・ったほか、地域医療・ったほか、地域医療・介護介護介護介護連連連連携携携携ＩＩＩＩＣＣＣＣＴ導Ｔ導Ｔ導Ｔ導入推進事業において、医療機関間入推進事業において、医療機関間入推進事業において、医療機関間入推進事業において、医療機関間や介や介や介や介護サー護サー護サー護サービビビビスススス事業事業事業事業所所所所のののの情情情情報報報報共共共共有有有有をををを効効効効率化するための率化するための率化するための率化するためのＩＩＩＩＣＣＣＣＴシＴシＴシＴシスススステテテテムムムムのののの構構構構築築築築についてについてについてについて検討検討検討検討するするするするとともに、地域医療とともに、地域医療とともに、地域医療とともに、地域医療支援支援支援支援病病病病院院院院体制整備体制整備体制整備体制整備事業で、地域医療事業で、地域医療事業で、地域医療事業で、地域医療支援支援支援支援病病病病院院院院において、において、において、において、共同共同共同共同利利利利用用用用施設施設施設施設としてのとしてのとしてのとしての磁気磁気磁気磁気共共共共鳴鳴鳴鳴断断断断層撮影装層撮影装層撮影装層撮影装置置置置、いわ、いわ、いわ、いわゆゆゆゆるるるるＭＭＭＭＲＩＲＩＲＩＲＩをををを整備整備整備整備することにすることにすることにすることに対対対対しししし補助補助補助補助をををを行う行う行う行うなど、など、など、など、記載記載記載記載の事業をの事業をの事業をの事業を実施実施実施実施しました。しました。しました。しました。７２７２７２７２ペーペーペーページ、６、ジ、６、ジ、６、ジ、６、救救救救急急急急医療医療医療医療体制体制体制体制のののの充実充実充実充実です。奈良県です。奈良県です。奈良県です。奈良県救救救救急急急急安安安安心心心心セセセセンンンンターターターター運運運運営営営営事業にて、事業にて、事業にて、事業にて、救救救救急急急急医療医療医療医療電電電電話相談窓話相談窓話相談窓話相談窓口、口、口、口、♯♯♯♯７１１９の７１１９の７１１９の７１１９の運運運運営営営営をををを行行行行いました。いました。いました。いました。ドドドドクタークタークタークターヘヘヘヘリリリリ共同共同共同共同利利利利用事業において、用事業において、用事業において、用事業において、大大大大阪阪阪阪府府府府、和、和、和、和歌歌歌歌山県、山県、山県、山県、三重三重三重三重県の県の県の県のドドドドクタークタークタークターヘヘヘヘリリリリをををを共同共同共同共同利利利利用しました。用しました。用しました。用しました。ドドドドクタークタークタークターヘヘヘヘリ運航リ運航リ運航リ運航推進事業では、平成２９年推進事業では、平成２９年推進事業では、平成２９年推進事業では、平成２９年３３３３月２１日に月２１日に月２１日に月２１日に運航運航運航運航を開を開を開を開始始始始した県した県した県した県独独独独自自自自ののののドドドドククククターターターターヘヘヘヘリリリリのののの導導導導入入入入準備準備準備準備及び及び及び及び運航運航運航運航にににに要要要要する費用について、奈良県する費用について、奈良県する費用について、奈良県する費用について、奈良県立立立立医医医医科科科科大大大大学学学学附附附附属属属属病病病病院院院院及び南和及び南和及び南和及び南和広広広広域医療域医療域医療域医療企企企企業業業業団団団団にににに対対対対し、し、し、し、補助補助補助補助をををを行行行行いました。いました。いました。いました。
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７７７７３ペー３ペー３ペー３ページ、７、ジ、７、ジ、７、ジ、７、周周周周産産産産期期期期医療医療医療医療体制体制体制体制のののの充実充実充実充実です。です。です。です。周周周周産産産産期期期期母子母子母子母子医療医療医療医療セセセセンンンンターターターター運運運運営営営営事業におい事業におい事業におい事業において、安て、安て、安て、安心心心心して出産できるして出産できるして出産できるして出産できる体制体制体制体制をををを確確確確立立立立するため、総合するため、総合するため、総合するため、総合周周周周産産産産期期期期母子母子母子母子医療医療医療医療セセセセンンンンターへターへターへターへのののの助助助助成など成など成など成など体制体制体制体制のののの充実充実充実充実をををを図図図図ってきました。ってきました。ってきました。ってきました。また、また、また、また、以以以以下下下下の事業に順次の事業に順次の事業に順次の事業に順次記載記載記載記載のとおり、のとおり、のとおり、のとおり、ハハハハイイイイリリリリスクスクスクスク妊婦妊婦妊婦妊婦のののの搬送搬送搬送搬送先先先先調調調調整整整整をををを行う行う行う行う搬送コ搬送コ搬送コ搬送コーーーーデデデディィィィネネネネーターーターーターーターのののの設置設置設置設置、産、産、産、産科科科科医・医・医・医・新新新新生生生生児科児科児科児科医などの処医などの処医などの処医などの処遇遇遇遇改改改改善善善善、産、産、産、産婦婦婦婦人人人人科科科科一一一一次次次次救救救救急急急急のののの体制整備体制整備体制整備体制整備ななななどをどをどをどを行行行行いました。いました。いました。いました。８、８、８、８、災害災害災害災害医療医療医療医療体制体制体制体制のののの充実充実充実充実では、では、では、では、災害災害災害災害拠拠拠拠点点点点病病病病院院院院などのなどのなどのなどの耐震耐震耐震耐震化化化化促促促促進、医療進、医療進、医療進、医療施設施設施設施設のののの防防防防火火火火対対対対策の策の策の策の促促促促進などを進などを進などを進などを実施実施実施実施しました。しました。しました。しました。７４７４７４７４ペーペーペーページ、９、ジ、９、ジ、９、ジ、９、へへへへき地医療き地医療き地医療き地医療体制体制体制体制のののの充実充実充実充実では、では、では、では、へへへへき地き地き地き地診診診診療療療療所所所所の医の医の医の医師師師師確確確確保を保を保を保を図図図図るなど、るなど、るなど、るなど、記記記記載載載載の事業をの事業をの事業をの事業を実施実施実施実施しました。しました。しました。しました。１０、医１０、医１０、医１０、医師師師師のののの確確確確保です。医保です。医保です。医保です。医師師師師配置配置配置配置シシシシスススステテテテムムムムのののの運運運運営営営営で、県費で、県費で、県費で、県費奨奨奨奨学学学学生配置セ生配置セ生配置セ生配置センンンンターターターターのののの運運運運営や営や営や営や奈良県奈良県奈良県奈良県立立立立医医医医科科科科大大大大学学学学における地域医療における地域医療における地域医療における地域医療学講学講学講学講座座座座のののの運運運運営営営営、医、医、医、医師師師師配置評価配置評価配置評価配置評価委員会の委員会の委員会の委員会の運運運運営営営営などをなどをなどをなどを行行行行いいいいました。ました。ました。ました。７５７５７５７５ペーペーペーページ、医ジ、医ジ、医ジ、医師師師師確確確確保保保保修学修学修学修学資金資金資金資金貸貸貸貸付金で、付金で、付金で、付金で、緊急緊急緊急緊急医医医医師師師師確確確確保保保保修学修学修学修学資金と医資金と医資金と医資金と医師師師師確確確確保保保保修学修学修学修学資金の資金の資金の資金の貸貸貸貸し付けをし付けをし付けをし付けを行行行行いました。いました。いました。いました。７６７６７６７６ペーペーペーページ、１１、ジ、１１、ジ、１１、ジ、１１、看看看看護護護護師師師師等等等等のののの確確確確保保保保対対対対策において、策において、策において、策において、看看看看護護護護師師師師等等等等修学修学修学修学資金資金資金資金貸貸貸貸付金、付金、付金、付金、ナナナナースセースセースセースセンンンンターターターター機機機機能強能強能強能強化事業、７７化事業、７７化事業、７７化事業、７７ペーペーペーページのジのジのジの新新新新人人人人看看看看護護護護職員職員職員職員卒卒卒卒後研後研後研後研修修修修事業、事業、事業、事業、看看看看護護護護職員資質職員資質職員資質職員資質向向向向上上上上支援支援支援支援事事事事業、業、業、業、訪問看訪問看訪問看訪問看護人護人護人護人材材材材育成育成育成育成支援支援支援支援事業、７８事業、７８事業、７８事業、７８ペーペーペーページの在ジの在ジの在ジの在宅宅宅宅医療医療医療医療看看看看護人護人護人護人材材材材育成育成育成育成支援支援支援支援事業など事業など事業など事業など各各各各種種種種のののの事業を事業を事業を事業を行行行行い、い、い、い、看看看看護護護護師師師師等等等等の県の県の県の県内内内内就就就就職の職の職の職の促促促促進進進進やややや資質資質資質資質向向向向上、上、上、上、復復復復職職職職支援支援支援支援及び及び及び及び勤勤勤勤務環境の務環境の務環境の務環境の改改改改善善善善、、、、訪問訪問訪問訪問看看看看護護護護・在・在・在・在宅宅宅宅看看看看護人護人護人護人材材材材の育成にの育成にの育成にの育成に努努努努めました。めました。めました。めました。１２、１２、１２、１２、感染症感染症感染症感染症予防対予防対予防対予防対策事業策事業策事業策事業等等等等のののの充実充実充実充実では、では、では、では、ヒヒヒヒトトトトパパパパピピピピローローローローママママウウウウイルスイルスイルスイルス感染症感染症感染症感染症予防予防予防予防接接接接種種種種後後後後相相相相談談談談事業において、事業において、事業において、事業において、予防予防予防予防接接接接種種種種後後後後の健康の健康の健康の健康被害被害被害被害にににに対対対対する総合する総合する総合する総合相談窓相談窓相談窓相談窓口を口を口を口を設置設置設置設置したほか、７９したほか、７９したほか、７９したほか、７９ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、感染症感染症感染症感染症予防対予防対予防対予防対策事業として、策事業として、策事業として、策事業として、感染症患感染症患感染症患感染症患者に者に者に者に適適適適切切切切な医療をな医療をな医療をな医療を確確確確保するための保するための保するための保するための感染症感染症感染症感染症指指指指定医定医定医定医療機関に療機関に療機関に療機関に対対対対するするするする補助補助補助補助をををを行行行行いました。いました。いました。いました。新新新新型型型型イイイインンンンフルフルフルフルエエエエンンンンザザザザ対対対対策事業として、策事業として、策事業として、策事業として、発生発生発生発生にににに備え備え備え備え、、、、抗抗抗抗イイイインンンンフルフルフルフルエエエエンンンンザウザウザウザウイルスイルスイルスイルス薬薬薬薬の保管の保管の保管の保管管理管理管理管理や備や備や備や備蓄蓄蓄蓄更更更更新新新新をををを実施実施実施実施するなど、するなど、するなど、するなど、記載記載記載記載の事業をの事業をの事業をの事業を実施実施実施実施しました。しました。しました。しました。１１１１３３３３、、、、難難難難病病病病対対対対策の策の策の策の充実充実充実充実では、では、では、では、指指指指定定定定難難難難病病病病対対対対策事業において、策事業において、策事業において、策事業において、指指指指定定定定難難難難病病病病及び特定及び特定及び特定及び特定疾患疾患疾患疾患等等等等に係に係に係に係る医療費のる医療費のる医療費のる医療費の助助助助成を成を成を成を行行行行ったほか、８０ったほか、８０ったほか、８０ったほか、８０ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、小児小児小児小児慢慢慢慢性特定性特定性特定性特定疾病疾病疾病疾病対対対対策事業を策事業を策事業を策事業を実施実施実施実施するなど、するなど、するなど、するなど、難難難難病病病病対対対対策の策の策の策の充実充実充実充実をををを図図図図りました。りました。りました。りました。１４、がん１４、がん１４、がん１４、がん対対対対策の推進では、がん策の推進では、がん策の推進では、がん策の推進では、がん診診診診療連療連療連療連携携携携推進事業において、奈良県推進事業において、奈良県推進事業において、奈良県推進事業において、奈良県立立立立医医医医科科科科大大大大学学学学附附附附属属属属病病病病
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院院院院をはをはをはをはじじじじめとするがんめとするがんめとするがんめとするがん診診診診療連療連療連療連携拠携拠携拠携拠点点点点病病病病院院院院等等等等にににに対対対対するするするする補助補助補助補助をををを実施実施実施実施しました。しました。しました。しました。８１８１８１８１ペーペーペーページ、ならのがんジ、ならのがんジ、ならのがんジ、ならのがん登録登録登録登録推進事業において、がんの推進事業において、がんの推進事業において、がんの推進事業において、がんの予防や予防や予防や予防や医療の推進に医療の推進に医療の推進に医療の推進に役役役役立立立立てるたてるたてるたてるための全めの全めの全めの全国国国国及び地域がん及び地域がん及び地域がん及び地域がん登録登録登録登録をををを実施実施実施実施するなど、するなど、するなど、するなど、記載記載記載記載の事業をの事業をの事業をの事業を実施実施実施実施しました。しました。しました。しました。自自自自殺殺殺殺予防緊急対予防緊急対予防緊急対予防緊急対策では、策では、策では、策では、自自自自殺殺殺殺対対対対策策策策強強強強化事業において、化事業において、化事業において、化事業において、市市市市町町町町村村村村等等等等のののの自自自自殺殺殺殺対対対対策に関する策に関する策に関する策に関する活活活活動動動動へへへへのののの補助や人補助や人補助や人補助や人材材材材育成など総合育成など総合育成など総合育成など総合的的的的なななな自自自自殺殺殺殺対対対対策に策に策に策に取取取取りりりり組組組組みました。みました。みました。みました。８２８２８２８２ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、精神精神精神精神障害障害障害障害者医療者医療者医療者医療対対対対策の策の策の策の精神精神精神精神科救科救科救科救急急急急医療医療医療医療シシシシスススステテテテムムムムのののの運運運運営営営営では、では、では、では、精神疾患精神疾患精神疾患精神疾患のののの症症症症状状状状のののの急急急急変変変変にににに対対対対応応応応するため、２４するため、２４するため、２４するため、２４時時時時間受け入れ間受け入れ間受け入れ間受け入れ可能可能可能可能なななな精神精神精神精神科救科救科救科救急急急急医療医療医療医療体制体制体制体制のののの整備整備整備整備をををを行行行行いましいましいましいました。た。た。た。精神精神精神精神障害障害障害障害者福祉者福祉者福祉者福祉対対対対策の策の策の策の精神精神精神精神障害障害障害障害者医療費者医療費者医療費者医療費助助助助成事業において、成事業において、成事業において、成事業において、精神精神精神精神障害障害障害障害者に係る医療費の者に係る医療費の者に係る医療費の者に係る医療費の公公公公費費費費負担負担負担負担にににに取取取取りりりり組む組む組む組むとともに、とともに、とともに、とともに、精神精神精神精神障害障害障害障害者保健福祉者保健福祉者保健福祉者保健福祉手手手手帳帳帳帳１・２１・２１・２１・２級級級級所所所所持持持持者の医療費者の医療費者の医療費者の医療費助助助助成を成を成を成を実実実実施施施施するなど、するなど、するなど、するなど、精神精神精神精神障害障害障害障害者に者に者に者に対対対対する医療福祉のする医療福祉のする医療福祉のする医療福祉の充実充実充実充実をををを図図図図りました。りました。りました。りました。８８８８３ペー３ペー３ペー３ページ、ジ、ジ、ジ、母子母子母子母子保健の保健の保健の保健の充実充実充実充実では、不では、不では、不では、不妊妊妊妊にににに悩悩悩悩む方へむ方へむ方へむ方への特定治療の特定治療の特定治療の特定治療支援支援支援支援事業として、特定不事業として、特定不事業として、特定不事業として、特定不妊妊妊妊治療を受けられる治療を受けられる治療を受けられる治療を受けられる方方方方にににに対対対対して医療費して医療費して医療費して医療費助助助助成を成を成を成を実施実施実施実施しました。しました。しました。しました。次次次次代代代代のののの親親親親育成事業において、育成事業において、育成事業において、育成事業において、思思思思春春春春期期期期・・・・青青青青年年年年期プロ期プロ期プロ期プロジジジジェクェクェクェクト会議の開催ト会議の開催ト会議の開催ト会議の開催や大や大や大や大学学学学生等生等生等生等をををを対象対象対象対象とした健康教育をとした健康教育をとした健康教育をとした健康教育を実施実施実施実施するなど、するなど、するなど、するなど、記載記載記載記載の事業をの事業をの事業をの事業を実施実施実施実施しました。しました。しました。しました。８５８５８５８５ペーペーペーページ、医ジ、医ジ、医ジ、医薬薬薬薬品品品品産業産業産業産業活活活活性化の性化の性化の性化の漢漢漢漢方方方方のメのメのメのメッッッッカカカカ推進推進推進推進プロプロプロプロジジジジェクェクェクェクト事業では、県ト事業では、県ト事業では、県ト事業では、県内内内内製薬製薬製薬製薬企企企企業業業業等等等等とのトとのトとのトとのトウキウキウキウキ単単単単味製剤味製剤味製剤味製剤の承認の承認の承認の承認取得取得取得取得にににに向向向向けたけたけたけた検討検討検討検討会、会、会、会、寄寄寄寄付付付付型型型型クラクラクラクラウドウドウドウドフフフファァァァンンンンディディディディンンンンググググをををを活活活活用した用した用した用した漢漢漢漢方生方生方生方生薬薬薬薬ののののＰＰＰＰＲＲＲＲ事業の事業の事業の事業の実施実施実施実施のほか、県産のほか、県産のほか、県産のほか、県産生生生生薬薬薬薬の付の付の付の付加価加価加価加価値値値値向向向向上と上と上と上と製製製製品品品品化の推進化の推進化の推進化の推進やイやイやイやインンンンバウバウバウバウンンンンドドドド消消消消費費費費拡拡拡拡大大大大に係るに係るに係るに係る取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを実施実施実施実施しました。しました。しました。しました。次に、次に、次に、次に、薬薬薬薬局の局の局の局の活活活活用を用を用を用を図図図図るため、るため、るため、るため、記載記載記載記載の事業をの事業をの事業をの事業を実施実施実施実施しました。しました。しました。しました。８６８６８６８６ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、無無無無承認承認承認承認無無無無許許許許可可可可医医医医薬薬薬薬品品品品検検検検査査査査等対等対等対等対策策策策強強強強化を化を化を化を図図図図るため、るため、るため、るため、記載記載記載記載の事業をの事業をの事業をの事業を実施実施実施実施しまししまししまししました。た。た。た。以以以以上で医療政策部の上で医療政策部の上で医療政策部の上で医療政策部の主要施主要施主要施主要施策の策の策の策のううううち、ち、ち、ち、一般一般一般一般会計に係る会計に係る会計に係る会計に係る施施施施策の成策の成策の成策の成果果果果の説明をの説明をの説明をの説明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、特別会計に係るいて、特別会計に係るいて、特別会計に係るいて、特別会計に係る施施施施策の成策の成策の成策の成果果果果を説明します。１９７を説明します。１９７を説明します。１９７を説明します。１９７ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、公立大公立大公立大公立大学学学学法人法人法人法人奈良県奈良県奈良県奈良県立立立立医医医医科科科科大大大大学学学学関係関係関係関係経経経経費特別会計に関するもので、１、費特別会計に関するもので、１、費特別会計に関するもので、１、費特別会計に関するもので、１、公立大公立大公立大公立大学学学学法人法人法人法人奈良県奈良県奈良県奈良県立立立立医医医医科科科科大大大大学学学学のののの運運運運営営営営支援支援支援支援では、では、では、では、同法人同法人同法人同法人における医における医における医における医師師師師やややや看看看看護護護護師師師師のののの養養養養成成成成等等等等、業務、業務、業務、業務運運運運営営営営にににに必要必要必要必要なななな経経経経費の費の費の費の一一一一部として部として部として部として運運運運営営営営費費費費交交交交付金を付金を付金を付金を交交交交付するとともに、付するとともに、付するとともに、付するとともに、臨臨臨臨床床床床研研研研修修修修医の医の医の医の確確確確保など政策医療保など政策医療保など政策医療保など政策医療面面面面のののの充実支援充実支援充実支援充実支援をををを図図図図りましりましりましりました。た。た。た。１９８１９８１９８１９８ペーペーペーページ、２、ジ、２、ジ、２、ジ、２、公立大公立大公立大公立大学学学学法人法人法人法人奈良県奈良県奈良県奈良県立立立立医医医医科科科科大大大大学学学学のののの施設等整備支援施設等整備支援施設等整備支援施設等整備支援において、において、において、において、同法人同法人同法人同法人にににに対対対対するするするする施設等整備支援施設等整備支援施設等整備支援施設等整備支援などをなどをなどをなどを行う行う行う行うとともに、奈良県とともに、奈良県とともに、奈良県とともに、奈良県立立立立医医医医科科科科大大大大学学学学教育教育教育教育研究研究研究研究部部部部門門門門のののの移移移移転転転転やややや医医医医
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大大大大周辺周辺周辺周辺まちづくりの推進のため、まちづくりの推進のため、まちづくりの推進のため、まちづくりの推進のため、記載記載記載記載の事業をの事業をの事業をの事業を実施実施実施実施しました。しました。しました。しました。２０９２０９２０９２０９ペーペーペーページ、地ジ、地ジ、地ジ、地方独立行方独立行方独立行方独立行政政政政法人法人法人法人奈良県奈良県奈良県奈良県立立立立病病病病院院院院機機機機構構構構関係関係関係関係経経経経費特別会計に関するものです。費特別会計に関するものです。費特別会計に関するものです。費特別会計に関するものです。１、地１、地１、地１、地方独立行方独立行方独立行方独立行政政政政法人法人法人法人奈良県奈良県奈良県奈良県立立立立病病病病院院院院機機機機構構構構のののの運運運運営支援営支援営支援営支援では、政策医療のでは、政策医療のでは、政策医療のでは、政策医療の実施実施実施実施など業務など業務など業務など業務運運運運営営営営にににに必要必要必要必要なななな経経経経費の費の費の費の一一一一部として部として部として部として運運運運営営営営費費費費交交交交付金を付金を付金を付金を交交交交付したほか、２、地付したほか、２、地付したほか、２、地付したほか、２、地方独立行方独立行方独立行方独立行政政政政法人法人法人法人奈良県奈良県奈良県奈良県立立立立病病病病院院院院機機機機構構構構のののの施設等整備支援施設等整備支援施設等整備支援施設等整備支援において、において、において、において、記載記載記載記載の事業をの事業をの事業をの事業を実施実施実施実施しました。しました。しました。しました。２１０２１０２１０２１０ペーペーペーページ、奈良県ジ、奈良県ジ、奈良県ジ、奈良県病病病病院院院院事業事業事業事業清清清清算費特別会計に関するものです。歳入の算費特別会計に関するものです。歳入の算費特別会計に関するものです。歳入の算費特別会計に関するものです。歳入の確確確確保において、保において、保において、保において、県県県県立立立立五條五條五條五條病病病病院院院院に係るに係るに係るに係る回収回収回収回収困困困困難難難難なななな個個個個人人人人未未未未収収収収金について、金について、金について、金について、債債債債権権権権回収回収回収回収のののの民民民民間委託を間委託を間委託を間委託を実施実施実施実施しました。しました。しました。しました。以以以以上で平成２８年度医療政策部の上で平成２８年度医療政策部の上で平成２８年度医療政策部の上で平成２８年度医療政策部の主要施主要施主要施主要施策の策の策の策のううううち、特別会計に係るち、特別会計に係るち、特別会計に係るち、特別会計に係る施施施施策の成策の成策の成策の成果果果果の説明をの説明をの説明をの説明を終終終終わります。わります。わります。わります。以以以以上で平成２８年度医療政策部の上で平成２８年度医療政策部の上で平成２８年度医療政策部の上で平成２８年度医療政策部の主要施主要施主要施主要施策についての説明を策についての説明を策についての説明を策についての説明を終終終終わります。よろしくご審わります。よろしくご審わります。よろしくご審わります。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。議のほどお願い申し上げます。議のほどお願い申し上げます。議のほどお願い申し上げます。 くらし創造部景観・環境局に関係する歳出決算くらし創造部景観・環境局に関係する歳出決算くらし創造部景観・環境局に関係する歳出決算くらし創造部景観・環境局に関係する歳出決算○桝田くらし創造部長兼景観・環境局長○桝田くらし創造部長兼景観・環境局長○桝田くらし創造部長兼景観・環境局長○桝田くらし創造部長兼景観・環境局長について説明しますについて説明しますについて説明しますについて説明します 「「「「平成２８年度奈良県歳入歳出決算報告平成２８年度奈良県歳入歳出決算報告平成２８年度奈良県歳入歳出決算報告平成２８年度奈良県歳入歳出決算報告書」書」書」書」の６の６の６の６ペーペーペーページ、第６ジ、第６ジ、第６ジ、第６款款款款くくくく。。。。らし創造費です。らし創造費です。らし創造費です。らし創造費です。予予予予算現算現算現算現額額額額、、、、支支支支出出出出済済済済額額額額はははは記載記載記載記載のとおりです。のとおりです。のとおりです。のとおりです。翌翌翌翌年度年度年度年度繰越額繰越額繰越額繰越額はははは記載記載記載記載のとおりのとおりのとおりのとおりです。第１です。第１です。第１です。第１項項項項青青青青少少少少年・年・年・年・社社社社会会会会活活活活動動動動推進費は、野推進費は、野推進費は、野推進費は、野外活外活外活外活動動動動セセセセンンンンターターターター多多多多目的目的目的目的ホホホホールールールール及び及び及び及び大大大大型型型型ロッロッロッロッジジジジのののの耐震耐震耐震耐震大大大大規模規模規模規模改改改改修工修工修工修工事について、平成２８年度中に入事について、平成２８年度中に入事について、平成２８年度中に入事について、平成２８年度中に入札札札札が不が不が不が不調調調調となりまして、となりまして、となりまして、となりまして、再再再再度の入度の入度の入度の入札札札札手続手続手続手続に日に日に日に日時時時時をををを要要要要することとなったためすることとなったためすることとなったためすることとなったため繰繰繰繰りりりり越越越越ししたものです。ししたものです。ししたものです。ししたものです。続続続続きまして、不用きまして、不用きまして、不用きまして、不用額額額額ですが、ですが、ですが、ですが、記載記載記載記載のとおりです。のとおりです。のとおりです。のとおりです。主主主主な理な理な理な理由由由由として、第６として、第６として、第６として、第６項項項項景観・景観・景観・景観・自然自然自然自然環境費の環境費の環境費の環境費のううううち、ち、ち、ち、歴歴歴歴史史史史的的的的風風風風土保土保土保土保存存存存買買買買入事業に係る入事業に係る入事業に係る入事業に係る国庫国庫国庫国庫認認認認証証証証減減減減によるものです。によるものです。によるものです。によるものです。以以以以上が歳出決算の説明です。上が歳出決算の説明です。上が歳出決算の説明です。上が歳出決算の説明です。、 、、 、、 、、 、続続続続きましてきましてきましてきまして 「「「「平成２８年度平成２８年度平成２８年度平成２８年度主要施主要施主要施主要施策の成策の成策の成策の成果果果果に関する報告に関する報告に関する報告に関する報告書」書」書」書」にににに基基基基づき、くらし創造部づき、くらし創造部づき、くらし創造部づき、くらし創造部景観・環境局に係る事景観・環境局に係る事景観・環境局に係る事景観・環境局に係る事項項項項について、について、について、について、主主主主なものを説明します。８８なものを説明します。８８なものを説明します。８８なものを説明します。８８ペーペーペーページ、１、地域ジ、１、地域ジ、１、地域ジ、１、地域貢献貢献貢献貢献活活活活動動動動へへへへのののの参画参画参画参画促促促促進です。進です。進です。進です。災害災害災害災害ボボボボラララランンンンティティティティアアアア本部機本部機本部機本部機能強能強能強能強化事業では、化事業では、化事業では、化事業では、災害発生時災害発生時災害発生時災害発生時にににに被災被災被災被災地地地地へへへへのののの迅速迅速迅速迅速・・・・円円円円滑滑滑滑なななな支援支援支援支援をををを行う行う行う行うため、関係機関との連ため、関係機関との連ため、関係機関との連ため、関係機関との連携携携携・・・・協働協働協働協働体制体制体制体制のののの構構構構築築築築とあわせ、とあわせ、とあわせ、とあわせ、災害災害災害災害ボボボボラララランンンンティティティティアアアアのののの養養養養成成成成研研研研修修修修を開催し、を開催し、を開催し、を開催し、災害災害災害災害ボボボボラララランンンンティティティティアアアア本部本部本部本部運運運運営営営営及び機及び機及び機及び機能能能能体制体制体制体制をををを強強強強化しました。化しました。化しました。化しました。次に、２、地域次に、２、地域次に、２、地域次に、２、地域課題課題課題課題の解決にの解決にの解決にの解決に取取取取りりりり組む団体組む団体組む団体組む団体のののの支援支援支援支援として、奈良県として、奈良県として、奈良県として、奈良県協働協働協働協働推進推進推進推進基基基基金金金金運運運運営営営営事業事業事業事業では、県では、県では、県では、県民や企民や企民や企民や企業業業業等等等等からのからのからのからの寄附寄附寄附寄附金を奈良県金を奈良県金を奈良県金を奈良県協働協働協働協働推進推進推進推進基基基基金に金に金に金に積積積積みみみみ立立立立てて、てて、てて、てて、寄附寄附寄附寄附者が者が者が者が賛賛賛賛同同同同するするするするＮＮＮＮＰＰＰＰＯＯＯＯ等等等等のののの団体団体団体団体によるによるによるによる活活活活動動動動やややや寄附寄附寄附寄附者が者が者が者が設設設設定した定した定した定したテテテテーーーーマにマにマにマに沿沿沿沿ってってってってＮＮＮＮＰＰＰＰＯＯＯＯ等等等等のののの団体団体団体団体がががが実施実施実施実施するするするする事業に事業に事業に事業に対対対対してしてしてして補助補助補助補助をををを行行行行いました。いました。いました。いました。８９８９８９８９ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、ＮＮＮＮＰＰＰＰＯＯＯＯ法人活法人活法人活法人活性化性化性化性化促促促促進事業では、進事業では、進事業では、進事業では、ＮＮＮＮＰＰＰＰＯＯＯＯ法人法人法人法人のののの実実実実情情情情をををを踏踏踏踏ままままええええ、、、、活活活活動動動動休休休休止止止止及及及及
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びびびび実実実実態態態態のないのないのないのない法人へ法人へ法人へ法人へのののの指指指指導導導導をををを強強強強化するとともに、会計事務化するとともに、会計事務化するとともに、会計事務化するとともに、会計事務やややや運運運運営実営実営実営実務に関する務に関する務に関する務に関する相談相談相談相談会会会会やややや説説説説明会を開催し、明会を開催し、明会を開催し、明会を開催し、ＮＮＮＮＰＰＰＰＯＯＯＯ法人法人法人法人のののの活活活活性化に性化に性化に性化に向向向向けたけたけたけた支援支援支援支援をををを行行行行いました。いました。いました。いました。９０９０９０９０ペーペーペーページ、２、ジ、２、ジ、２、ジ、２、青青青青少少少少年健全育成の推進として、年健全育成の推進として、年健全育成の推進として、年健全育成の推進として、青青青青少少少少年年年年社社社社会会会会的的的的自自自自立支援立支援立支援立支援事業では事業では事業では事業では 「「「「奈奈奈奈、、、、良県良県良県良県ひひひひきこもりきこもりきこもりきこもり相談窓相談窓相談窓相談窓口口口口」」」」を開を開を開を開設設設設し、し、し、し、ひひひひきこもりのきこもりのきこもりのきこもりの状状状状態態態態にある本にある本にある本にある本人人人人とととと家家家家族族族族へへへへのののの電電電電話相談話相談話相談話相談、、、、来来来来所所所所相談相談相談相談、県中南部、県中南部、県中南部、県中南部へへへへの出の出の出の出張相談張相談張相談張相談、、、、臨臨臨臨床床床床心心心心理理理理士士士士によるによるによるによる訪問訪問訪問訪問支援支援支援支援をををを実施実施実施実施しました。しました。しました。しました。同じペー同じペー同じペー同じページ、１、だれもがいつでもジ、１、だれもがいつでもジ、１、だれもがいつでもジ、１、だれもがいつでも楽楽楽楽しめるしめるしめるしめるススススポポポポーーーーツツツツの推進です。総合の推進です。総合の推進です。総合の推進です。総合型型型型地域地域地域地域ススススポポポポーーーーツツツツクラクラクラクラブブブブ育成・育成・育成・育成・充実充実充実充実事業では、総合事業では、総合事業では、総合事業では、総合型型型型地域地域地域地域ススススポポポポーーーーツツツツクラクラクラクラブブブブのののの充実充実充実充実・・・・発発発発展展展展をををを図図図図るためのるためのるためのるための支援支援支援支援ととととして、して、して、して、クラクラクラクラブブブブアアアアドバドバドバドバイイイイザザザザーーーーのののの設置設置設置設置、、、、クラクラクラクラブブブブや市や市や市や市町町町町村村村村へへへへのののの巡巡巡巡回指回指回指回指導導導導訪問訪問訪問訪問などをなどをなどをなどを実施実施実施実施しました。しました。しました。しました。９１９１９１９１ペーペーペーページ、２、地域でジ、２、地域でジ、２、地域でジ、２、地域で楽楽楽楽ししししむスむスむスむスポポポポーーーーツツツツの推進として、奈良マの推進として、奈良マの推進として、奈良マの推進として、奈良マララララソソソソン開催ン開催ン開催ン開催支援支援支援支援事業では、事業では、事業では、事業では、昨昨昨昨年１２月１０日、１１日の年１２月１０日、１１日の年１２月１０日、１１日の年１２月１０日、１１日の両両両両日にかけ開催されました第７日にかけ開催されました第７日にかけ開催されました第７日にかけ開催されました第７回大回大回大回大会、奈良マ会、奈良マ会、奈良マ会、奈良マララララソソソソン２０１ン２０１ン２０１ン２０１６の６の６の６の支援支援支援支援をををを行行行行いました。７いました。７いました。７いました。７，，，，００００００００００００人人人人をををを超え超え超え超えるるるるボボボボラララランンンンティティティティアやスタッフアやスタッフアやスタッフアやスタッフのののの協力協力協力協力のもと、総のもと、総のもと、総のもと、総計１計１計１計１万万万万７７７７，，，，００００００００００００人人人人をををを超え超え超え超えるるるる多多多多くのくのくのくのラララランンンンナナナナーーーーがががが参加参加参加参加されました。されました。されました。されました。サイクルスサイクルスサイクルスサイクルスポポポポーーーーツツツツイベイベイベイベントントントント支援支援支援支援事業では、事業では、事業では、事業では、サイクルスサイクルスサイクルスサイクルスポポポポーーーーツツツツのののの魅魅魅魅力力力力をよりをよりをよりをより多多多多くのくのくのくの人人人人に知に知に知に知ってもらい、ってもらい、ってもらい、ってもらい、ススススポポポポーーーーツツツツ振興振興振興振興やややや地域振興につなげることを地域振興につなげることを地域振興につなげることを地域振興につなげることを目的目的目的目的として、奥として、奥として、奥として、奥大大大大和地域の和地域の和地域の和地域の起起起起伏伏伏伏にににに富富富富んだ地んだ地んだ地んだ地勢勢勢勢をををを生生生生かしたかしたかしたかしたサイクルスサイクルスサイクルスサイクルスポポポポーーーーツツツツイベイベイベイベントの開催にントの開催にントの開催にントの開催に対対対対するするするする支援支援支援支援をををを行行行行いました。いました。いました。いました。９２９２９２９２ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、３３３３、あこがれ・、あこがれ・、あこがれ・、あこがれ・感感感感動動動動をををを生むス生むス生むス生むスポポポポーーーーツツツツの推進として、トの推進として、トの推進として、トの推進として、トップアスップアスップアスップアスリリリリーーーート育成ト育成ト育成ト育成事業では、ト事業では、ト事業では、ト事業では、トップアスップアスップアスップアスリリリリーーーートトトトや指や指や指や指導導導導者の育成を者の育成を者の育成を者の育成を図図図図るため、るため、るため、るため、ナショナナショナナショナナショナルルルルトトトトレーレーレーレーニニニニンンンングセグセグセグセンンンンタタタターーーーなどなどなどなどへへへへ県県県県内内内内のトのトのトのトップップップップ選選選選手や指手や指手や指手や指導導導導者を者を者を者を派遣派遣派遣派遣し、すし、すし、すし、すぐぐぐぐれたトれたトれたトれたトレーレーレーレーニニニニンンンンググググ環境において、環境において、環境において、環境において、優秀優秀優秀優秀なななな指指指指導導導導者を者を者を者を招招招招いてのトいてのトいてのトいてのトレーレーレーレーニニニニンンンングや指グや指グや指グや指導導導導者者者者研研研研修修修修等等等等をををを実施実施実施実施しました。また、しました。また、しました。また、しました。また、障害障害障害障害者者者者ススススポポポポーーーーツツツツの推進にの推進にの推進にの推進に向向向向け、け、け、け、将来パ将来パ将来パ将来パララララリリリリンンンンピピピピック等ック等ック等ック等でででで活活活活躍躍躍躍できる、すできる、すできる、すできる、すぐぐぐぐれた資質のあるれた資質のあるれた資質のあるれた資質のある選選選選手手手手のののの発発発発掘掘掘掘・育・育・育・育成成成成イベイベイベイベントを開催しました。ントを開催しました。ントを開催しました。ントを開催しました。９９９９３ペー３ペー３ペー３ページ、ジ、ジ、ジ、ラグラグラグラグビビビビーワールーワールーワールーワールドカドカドカドカップップップップ・東・東・東・東京京京京五五五五輪輪輪輪キキキキャャャャンンンンププププ地地地地招招招招致致致致事業では、事業では、事業では、事業では、ラグラグラグラグビビビビーワーワーワーワールールールールドカドカドカドカップップップップ２０１９及び２０２０年東２０１９及び２０２０年東２０１９及び２０２０年東２０１９及び２０２０年東京オ京オ京オ京オリリリリンンンンピピピピックックックック・・・・パパパパララララリリリリンンンンピピピピックックックックののののキキキキャャャャンンンンププププ地地地地招招招招致致致致にににに向向向向け、関係け、関係け、関係け、関係市市市市町町町町村と連村と連村と連村と連携携携携し、し、し、し、オオオオースースースーストトトトララララリリリリアやアやアやアやシシシシンンンンガガガガポポポポールールールールなどなどなどなど海海海海外チーム外チーム外チーム外チーム関係者関係者関係者関係者へへへへのののの招招招招致致致致活活活活動動動動やややや県県県県内施設内施設内施設内施設のののの視視視視察の受け入れを察の受け入れを察の受け入れを察の受け入れを行行行行いました。また、いました。また、いました。また、いました。また、オオオオリリリリンンンンピピピピアアアアン、ン、ン、ン、パパパパララララリリリリンンンンピピピピアアアアンンンン等等等等のトのトのトのトップアスップアスップアスップアスリリリリーーーートをトをトをトを招招招招いたいたいたいた啓啓啓啓発イベ発イベ発イベ発イベントを開催しました。ントを開催しました。ントを開催しました。ントを開催しました。９４９４９４９４ペーペーペーページ、４、ジ、４、ジ、４、ジ、４、ススススポポポポーーーーツツツツ環境の環境の環境の環境の整備整備整備整備として、として、として、として、橿原橿原橿原橿原公公公公苑苑苑苑整備整備整備整備事業では、事業では、事業では、事業では、陸陸陸陸上上上上競競競競技技技技場にお場にお場にお場において、年間をいて、年間をいて、年間をいて、年間を通通通通してしてしてして利利利利用できる用できる用できる用できる冬芝冬芝冬芝冬芝のののの養養養養成成成成ややややトトトトラックラックラックラックの部分の部分の部分の部分張替張替張替張替、、、、競競競競技技技技用用用用備品備品備品備品のののの更更更更新新新新などなどなどなどをををを行行行行いました。いました。いました。いました。人人人人権権権権施施施施策の推進では、なら・策の推進では、なら・策の推進では、なら・策の推進では、なら・ヒヒヒヒュュュューーーーマンマンマンマンフェスフェスフェスフェスティバティバティバティバルルルルを開催するとともに、さまを開催するとともに、さまを開催するとともに、さまを開催するとともに、さまざざざざまままま
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な機会な機会な機会な機会やややや場場場場所所所所をををを活活活活用した９５用した９５用した９５用した９５ペーペーペーページから９６ジから９６ジから９６ジから９６ペーペーペーページにジにジにジに記載記載記載記載の事業をの事業をの事業をの事業を実施実施実施実施し、し、し、し、若若若若い年い年い年い年齢層齢層齢層齢層へへへへのののの人人人人権権権権啓啓啓啓発発発発をををを行う行う行う行うなど、など、など、など、人人人人権権権権施施施施策の推進に策の推進に策の推進に策の推進に努努努努めました。めました。めました。めました。９７９７９７９７ペーペーペーページ、１、ジ、１、ジ、１、ジ、１、食食食食品品品品の安全・安の安全・安の安全・安の安全・安心確心確心確心確保保保保対対対対策として、策として、策として、策として、食食食食品品品品のののの検検検検査による安全査による安全査による安全査による安全確確確確認事業で認事業で認事業で認事業では、は、は、は、食食食食品品品品のののの抜抜抜抜きききき取取取取りりりり検検検検査査査査ややややとととと畜畜畜畜場における場における場における場における食食食食肉肉肉肉のののの衛衛衛衛生生生生検検検検査などの事業を査などの事業を査などの事業を査などの事業を実施実施実施実施し、し、し、し、食食食食品品品品の安の安の安の安全・安全・安全・安全・安心心心心のののの確確確確保に保に保に保に努努努努めました。めました。めました。めました。２、２、２、２、消消消消費者の費者の費者の費者の啓啓啓啓発等発等発等発等として、として、として、として、消消消消費者費者費者費者行行行行政政政政強強強強化・化・化・化・活活活活性化事業では、県及び性化事業では、県及び性化事業では、県及び性化事業では、県及び市市市市町町町町村の村の村の村の消消消消費費費費生生生生活活活活相談窓相談窓相談窓相談窓口の機口の機口の機口の機能能能能をををを充実充実充実充実強強強強化するため、化するため、化するため、化するため、相談相談相談相談員の員の員の員のレベルアップ研レベルアップ研レベルアップ研レベルアップ研修修修修等等等等をををを実施実施実施実施するとともに、するとともに、するとともに、するとともに、消消消消費者に費者に費者に費者に対対対対するするするする啓啓啓啓発発発発にににに努努努努めました。めました。めました。めました。同じペー同じペー同じペー同じページ、１、ジ、１、ジ、１、ジ、１、温暖温暖温暖温暖化化化化防防防防止止止止など総合など総合など総合など総合的的的的な環境な環境な環境な環境施施施施策の推進として、きれいに策の推進として、きれいに策の推進として、きれいに策の推進として、きれいに暮暮暮暮らす奈良らす奈良らす奈良らす奈良県県県県スタイルスタイルスタイルスタイル推進事業では、県、推進事業では、県、推進事業では、県、推進事業では、県、市市市市町町町町村、村、村、村、団体団体団体団体、、、、企企企企業業業業等等等等でででで構構構構成する、きれいに成する、きれいに成する、きれいに成する、きれいに暮暮暮暮らす奈良県らす奈良県らす奈良県らす奈良県スタイルスタイルスタイルスタイル推進推進推進推進協協協協議会を議会を議会を議会を設立設立設立設立しました。しました。しました。しました。ごみ処理ごみ処理ごみ処理ごみ処理広広広広域化奈良域化奈良域化奈良域化奈良モデモデモデモデルルルル推進事業では、推進事業では、推進事業では、推進事業では、市市市市町町町町村の村の村の村の行財行財行財行財政政政政効効効効率の率の率の率の向向向向上及び安定上及び安定上及び安定上及び安定的的的的なごみなごみなごみなごみ処理の処理の処理の処理の継継継継続続続続をををを図図図図るため、奈良るため、奈良るため、奈良るため、奈良モデモデモデモデルルルルによりによりによりにより実施実施実施実施するごみ処理するごみ処理するごみ処理するごみ処理施設施設施設施設のののの整備整備整備整備にににに対対対対してしてしてして財財財財政政政政支援支援支援支援をををを行行行行いました。いました。いました。いました。９９９９９９９９ペーペーペーページ、２、環境保全ジ、２、環境保全ジ、２、環境保全ジ、２、環境保全対対対対策の推進として、産業策の推進として、産業策の推進として、産業策の推進として、産業廃廃廃廃棄棄棄棄物物物物のののの適適適適正処理の推進（監正処理の推進（監正処理の推進（監正処理の推進（監視視視視体制体制体制体制強強強強化）では、平日だけでなく、土化）では、平日だけでなく、土化）では、平日だけでなく、土化）では、平日だけでなく、土曜曜曜曜日、日日、日日、日日、日曜曜曜曜日、日、日、日、祝祝祝祝日、日、日、日、夜夜夜夜間においても監間においても監間においても監間においても監視パ視パ視パ視パトトトトロールロールロールロールをををを実施実施実施実施し、産業し、産業し、産業し、産業廃廃廃廃棄棄棄棄物物物物処理処理処理処理等等等等の不の不の不の不適適適適正事案の正事案の正事案の正事案の未然未然未然未然防防防防止止止止、、、、早期発見等早期発見等早期発見等早期発見等にににに努努努努めました。めました。めました。めました。３３３３、産業、産業、産業、産業廃廃廃廃棄棄棄棄物税物税物税物税のののの活活活活用として、産業用として、産業用として、産業用として、産業廃廃廃廃棄棄棄棄物税物税物税物税をををを活活活活用し、用し、用し、用し、循循循循環環環環型型型型社社社社会の推進、産業会の推進、産業会の推進、産業会の推進、産業廃廃廃廃棄棄棄棄物物物物のののの排排排排出出出出抑抑抑抑制や減制や減制や減制や減量量量量化、不化、不化、不化、不法投法投法投法投棄棄棄棄等等等等の監の監の監の監視視視視体制体制体制体制のののの強強強強化を化を化を化を図図図図るため、１００るため、１００るため、１００るため、１００ペーペーペーページまでにジまでにジまでにジまでに記記記記載載載載の事業にの事業にの事業にの事業に取取取取りりりり組組組組みました。みました。みました。みました。１０１１０１１０１１０１ペーペーペーページ、１、景観計ジ、１、景観計ジ、１、景観計ジ、１、景観計画画画画、景観、景観、景観、景観条例条例条例条例、、、、既既既既存規存規存規存規制制制制誘導誘導誘導誘導制制制制度の度の度の度の活活活活用として、良用として、良用として、良用として、良好好好好な景観な景観な景観な景観のさらなるのさらなるのさらなるのさらなる向向向向上、上、上、上、好好好好ましくない景観のましくない景観のましくない景観のましくない景観の改改改改善善善善をををを目指目指目指目指してしてしてして記載記載記載記載の事業をの事業をの事業をの事業を実施実施実施実施しました。しました。しました。しました。植栽植栽植栽植栽整備整備整備整備推進推進推進推進補助補助補助補助金では、金では、金では、金では、植栽植栽植栽植栽景観の景観の景観の景観の向向向向上に上に上に上に取取取取りりりり組む市組む市組む市組む市町町町町村村村村へへへへのののの支援支援支援支援をををを行行行行いました。いました。いました。いました。「「「「ならならならなら四季彩四季彩四季彩四季彩のののの庭庭庭庭」」」」づくりづくりづくりづくり普普普普及推進事業では、なら及推進事業では、なら及推進事業では、なら及推進事業では、なら四季彩四季彩四季彩四季彩のののの庭庭庭庭シシシシンンンンボボボボルルルルママママークプレーークプレーークプレーークプレートトトトのののの設置や設置や設置や設置や植栽植栽植栽植栽ジジジジャャャャーーーーナナナナルルルルをををを作作作作成、成、成、成、配配配配布布布布しました。しました。しました。しました。１０２１０２１０２１０２ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、屋屋屋屋外外外外広広広広告告告告物物物物適適適適正化推進事業では、景観に正化推進事業では、景観に正化推進事業では、景観に正化推進事業では、景観に配配配配慮慮慮慮し、し、し、し、統統統統一一一一感感感感のあるのあるのあるのある広広広広告景観告景観告景観告景観の創出にの創出にの創出にの創出に向向向向け、け、け、け、既既既既存広存広存広存広告告告告物物物物のののの回収や回収や回収や回収や撤撤撤撤去去去去へへへへのののの支援支援支援支援をををを行行行行いました。いました。いました。いました。２、２、２、２、歴歴歴歴史史史史的的的的風風風風土保土保土保土保存存存存地の地の地の地の買買買買入・入・入・入・整備整備整備整備として、として、として、として、歴歴歴歴史史史史的的的的風風風風土保土保土保土保存存存存買買買買入事業では、入事業では、入事業では、入事業では、古都古都古都古都保保保保存存存存法法法法にににに基基基基づき、奈良づき、奈良づき、奈良づき、奈良市市市市、、、、天天天天理理理理市市市市、明日、明日、明日、明日香香香香村にある村にある村にある村にある歴歴歴歴史史史史的的的的風風風風土特別保土特別保土特別保土特別保存存存存地地地地区区区区内内内内の土地２１の土地２１の土地２１の土地２１件件件件、、、、約約約約５５５５万万万万９９９９，，，，０００平０００平０００平０００平方方方方メメメメーーーートトトトルルルルのののの買買買買い入れをい入れをい入れをい入れを行行行行いました。いました。いました。いました。
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１０１０１０１０３ペー３ペー３ペー３ページ、ジ、ジ、ジ、３３３３、、、、生物生物生物生物多多多多様性保全の推進として、奈良県様性保全の推進として、奈良県様性保全の推進として、奈良県様性保全の推進として、奈良県レッレッレッレッドデドデドデドデータータータータブブブブック改ック改ック改ック改訂訂訂訂及び及び及び及び外外外外来種リ来種リ来種リ来種リスススストトトト作作作作成事業では、現地成事業では、現地成事業では、現地成事業では、現地調調調調査をもとに査をもとに査をもとに査をもとに改改改改訂訂訂訂委員会を開催し、平成２８年度委員会を開催し、平成２８年度委員会を開催し、平成２８年度委員会を開催し、平成２８年度末末末末に野に野に野に野生生物目生生物目生生物目生生物目録録録録とともに奈良県とともに奈良県とともに奈良県とともに奈良県レッレッレッレッドデドデドデドデータータータータブブブブックックックックのののの改改改改訂訂訂訂版版版版をををを発行発行発行発行しました。しました。しました。しました。４、４、４、４、自然自然自然自然環境の保全と環境の保全と環境の保全と環境の保全と整備整備整備整備として、として、として、として、国国国国定定定定公公公公園園園園等施設整備等施設整備等施設整備等施設整備事業では、事業では、事業では、事業では、利利利利用者の用者の用者の用者の快快快快適適適適性、性、性、性、利利利利便便便便性を性を性を性を向向向向上させるため、上させるため、上させるため、上させるため、自然自然自然自然歩歩歩歩道道道道やややや利利利利用用用用施設施設施設施設のののの整備整備整備整備をををを行行行行いました。いました。いました。いました。曽爾曽爾曽爾曽爾高高高高原原原原ススススススススキキキキ景観景観景観景観向向向向上事業では、上事業では、上事業では、上事業では、ススススススススキキキキ景観の保全景観の保全景観の保全景観の保全活活活活用のため、用のため、用のため、用のため、侵侵侵侵入入入入防防防防止止止止柵柵柵柵をををを設置設置設置設置ししししました。ました。ました。ました。以以以以上で平成２８年度くらし創造部景観・環境局の上で平成２８年度くらし創造部景観・環境局の上で平成２８年度くらし創造部景観・環境局の上で平成２８年度くらし創造部景観・環境局の主要施主要施主要施主要施策についての説明を策についての説明を策についての説明を策についての説明を終終終終わります。わります。わります。わります。よろしくご審議のほどお願いします。よろしくご審議のほどお願いします。よろしくご審議のほどお願いします。よろしくご審議のほどお願いします。産業・雇用振興部に関します歳出決算について説明します。産業・雇用振興部に関します歳出決算について説明します。産業・雇用振興部に関します歳出決算について説明します。産業・雇用振興部に関します歳出決算について説明します。○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「「「「平成２８年度奈良県歳入歳出決算報告平成２８年度奈良県歳入歳出決算報告平成２８年度奈良県歳入歳出決算報告平成２８年度奈良県歳入歳出決算報告書」書」書」書」６６６６ペーペーペーページ、第７ジ、第７ジ、第７ジ、第７款款款款雇用政策費、第２雇用政策費、第２雇用政策費、第２雇用政策費、第２項項項項職業職業職業職業訓訓訓訓練練練練費です。不用費です。不用費です。不用費です。不用額額額額はははは記載記載記載記載のとおりですが、のとおりですが、のとおりですが、のとおりですが、民民民民間教育間教育間教育間教育訓練訓練訓練訓練施設等施設等施設等施設等のののの活活活活用用用用型型型型職業職業職業職業訓練訓練訓練訓練事業での事業での事業での事業での訓練訓練訓練訓練受受受受講講講講者者者者見見見見込みが込みが込みが込みが減減減減ったことにより不用ったことにより不用ったことにより不用ったことにより不用額額額額がががが生じ生じ生じ生じています。ています。ています。ています。第９第９第９第９款款款款産業振興費、第１産業振興費、第１産業振興費、第１産業振興費、第１項項項項地域産業費です。地域産業費です。地域産業費です。地域産業費です。翌翌翌翌年度の年度の年度の年度の繰越額繰越額繰越額繰越額はははは記載記載記載記載のとおりです。中のとおりです。中のとおりです。中のとおりです。中小小小小企企企企業会業会業会業会館館館館本本本本館館館館耐震耐震耐震耐震改改改改修工修工修工修工事の入事の入事の入事の入札札札札不不不不調調調調によりまして、によりまして、によりまして、によりまして、今今今今年度に年度に年度に年度に繰繰繰繰りりりり越越越越しをしたものです。しをしたものです。しをしたものです。しをしたものです。不用不用不用不用額額額額については、については、については、については、商商商商工工工工会会会会等経営改等経営改等経営改等経営改善善善善普普普普及事業及事業及事業及事業補助補助補助補助のののの補助対象経補助対象経補助対象経補助対象経費の費の費の費の減減減減によるものです。によるものです。によるものです。によるものです。７７７７ペーペーペーページ、第２ジ、第２ジ、第２ジ、第２項項項項産業政策費です。産業政策費です。産業政策費です。産業政策費です。翌翌翌翌年度の年度の年度の年度の繰越額繰越額繰越額繰越額はははは記載記載記載記載のとおりですが、のとおりですが、のとおりですが、のとおりですが、国補国補国補国補正正正正予予予予算算算算地地地地方方方方創出創出創出創出拠拠拠拠点整備交点整備交点整備交点整備交付金に付金に付金に付金に対対対対応応応応するために２月議会でするために２月議会でするために２月議会でするために２月議会で補補補補正正正正予予予予算をお願いしたもので （算をお願いしたもので （算をお願いしたもので （算をお願いしたもので （仮仮仮仮、、、、称称称称）奈良県）奈良県）奈良県）奈良県国国国国際芸術家際芸術家際芸術家際芸術家村村村村ホテホテホテホテルルルル誘致誘致誘致誘致事業事業事業事業等等等等によるものです。不用によるものです。不用によるものです。不用によるものです。不用額額額額については、中南和振については、中南和振については、中南和振については、中南和振興のための産業興のための産業興のための産業興のための産業集集集集積積積積地地地地形形形形成事業の成事業の成事業の成事業の減等減等減等減等によるものです。によるものです。によるものです。によるものです。第第第第３３３３項項項項金金金金融融融融対対対対策費です。不用策費です。不用策費です。不用策費です。不用額額額額はははは記載記載記載記載のとおりですが、のとおりですが、のとおりですが、のとおりですが、制制制制度度度度融融融融資資資資利利利利子子子子補補補補給金給金給金給金等等等等のののの減等減等減等減等にににによるものです。よるものです。よるものです。よるものです。１２１２１２１２ペーペーペーページ、奈良県ジ、奈良県ジ、奈良県ジ、奈良県営営営営競輪競輪競輪競輪事業費特別会計です。歳入合計、事業費特別会計です。歳入合計、事業費特別会計です。歳入合計、事業費特別会計です。歳入合計、収収収収入入入入済済済済額額額額１１１１３３３３６６６６億億億億８８８８，３，３，３，３００００００００万円万円万円万円余です。歳出合計は１余です。歳出合計は１余です。歳出合計は１余です。歳出合計は１３３３３５５５５億億億億６６６６，３，３，３，３００００００００万円万円万円万円余となっており、歳入歳出余となっており、歳入歳出余となっており、歳入歳出余となっており、歳入歳出差引残額差引残額差引残額差引残額１１１１億億億億２２２２，，，，００００００００００００万円万円万円万円余、余、余、余、黒黒黒黒字字字字となっています。となっています。となっています。となっています。２０２０２０２０ペーペーペーページ、奈良県中ジ、奈良県中ジ、奈良県中ジ、奈良県中小小小小企企企企業振興資金業振興資金業振興資金業振興資金貸貸貸貸付金特別会計です。歳入合計ですが、付金特別会計です。歳入合計ですが、付金特別会計です。歳入合計ですが、付金特別会計です。歳入合計ですが、収収収収入入入入済済済済額額額額２１２１２１２１億億億億７７７７，，，，９００９００９００９００万円万円万円万円余になっています。２１余になっています。２１余になっています。２１余になっています。２１ペーペーペーページ、歳出ですが、歳出合計ジ、歳出ですが、歳出合計ジ、歳出ですが、歳出合計ジ、歳出ですが、歳出合計支支支支出出出出済済済済額額額額１１１１１１１１億億億億２００２００２００２００万円万円万円万円余となっており、１０余となっており、１０余となっており、１０余となっており、１０億億億億７７７７，，，，７００７００７００７００万円万円万円万円余の余の余の余の残額残額残額残額のののの黒黒黒黒字字字字となっています。となっています。となっています。となっています。これは、次年度これは、次年度これは、次年度これは、次年度以以以以降降降降のののの貸貸貸貸付金付金付金付金や償還や償還や償還や償還のののの原原原原資となるものです。資となるものです。資となるものです。資となるものです。２０２０２０２０ペーペーペーページにジにジにジに戻戻戻戻って、不って、不って、不って、不納納納納欠欠欠欠損額損額損額損額は、は、は、は、記載記載記載記載のとおりです。これは、のとおりです。これは、のとおりです。これは、のとおりです。これは、時時時時効効効効、、、、倒倒倒倒産による産による産による産による債債債債
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務の務の務の務の消消消消滅滅滅滅、、、、回収回収回収回収不不不不能能能能によるによるによるによる債債債債権放権放権放権放棄棄棄棄を認めていただいたものです。を認めていただいたものです。を認めていただいたものです。を認めていただいたものです。収収収収入入入入未済未済未済未済額額額額はははは記載記載記載記載のとのとのとのとおりですが、おりですが、おりですが、おりですが、経営経営経営経営不振によります延不振によります延不振によります延不振によります延滞滞滞滞等等等等によるものです。によるものです。によるものです。によるものです。続続続続きましてきましてきましてきまして「「「「平成２８年度平成２８年度平成２８年度平成２８年度主要施主要施主要施主要施策の成策の成策の成策の成果果果果に関する報告に関する報告に関する報告に関する報告書」書」書」書」により産業・雇用振興部ににより産業・雇用振興部ににより産業・雇用振興部ににより産業・雇用振興部に係ります事係ります事係ります事係ります事項項項項について説明します。１０６について説明します。１０６について説明します。１０６について説明します。１０６ペーペーペーページ、雇用政策の関係です。１、ジ、雇用政策の関係です。１、ジ、雇用政策の関係です。１、ジ、雇用政策の関係です。１、働働働働ききききややややすいすいすいすい職場づくりの推進で、職場づくりの推進で、職場づくりの推進で、職場づくりの推進で、働働働働きききき方改方改方改方改善善善善事業、本県の事業、本県の事業、本県の事業、本県の実実実実態態態態にににに即即即即してしてしてして働働働働きききき方改方改方改方改善善善善のののの施施施施策を策を策を策を検討検討検討検討するするするするとともに、県とともに、県とともに、県とともに、県内内内内事業者事業者事業者事業者等へ等へ等へ等へのののの周周周周知の知の知の知のセミセミセミセミナナナナーーーー、、、、シシシシンンンンポポポポジジジジウウウウムムムムを開催しました。を開催しました。を開催しました。を開催しました。１０７１０７１０７１０７ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、離離離離職者職者職者職者等再等再等再等再就就就就職職職職支援対支援対支援対支援対策で、策で、策で、策で、民民民民間教育間教育間教育間教育訓練訓練訓練訓練施設等活施設等活施設等活施設等活用用用用型型型型職業職業職業職業訓練訓練訓練訓練事業で事業で事業で事業です。す。す。す。離離離離職者職者職者職者等等等等をををを対象対象対象対象にしてにしてにしてにして民民民民間職業間職業間職業間職業訓練訓練訓練訓練施設等施設等施設等施設等をををを活活活活用した職業用した職業用した職業用した職業訓練訓練訓練訓練をををを実施実施実施実施し、し、し、し、再再再再就就就就職を職を職を職を支支支支援援援援しています。しています。しています。しています。高等高等高等高等技術専門校技術専門校技術専門校技術専門校職業職業職業職業訓練訓練訓練訓練充実充実充実充実事業では、職業事業では、職業事業では、職業事業では、職業訓練訓練訓練訓練のののの訓練訓練訓練訓練内容内容内容内容をををを充実充実充実充実して、して、して、して、今回今回今回今回は観光マは観光マは観光マは観光マーーーーケケケケティティティティンンンンググググココココースースースースをををを新新新新設設設設しました。また、しました。また、しました。また、しました。また、訓練訓練訓練訓練内容内容内容内容のののの見直見直見直見直しを進めるために、しを進めるために、しを進めるために、しを進めるために、ニニニニーーーーズズズズ調調調調査を査を査を査を実施実施実施実施しました。しました。しました。しました。１０８１０８１０８１０８ペーペーペーページ、１、雇用のマジ、１、雇用のマジ、１、雇用のマジ、１、雇用のマッチッチッチッチンンンング支援グ支援グ支援グ支援でででで労労労労働働働働市市市市場創出場創出場創出場創出対対対対策事業では、県策事業では、県策事業では、県策事業では、県内内内内中中中中小小小小企企企企業業業業のののの人人人人材材材材確確確確保保保保支援支援支援支援として、奈良ととして、奈良ととして、奈良ととして、奈良と高高高高田のしごと田のしごと田のしごと田のしごとｉｉｉｉセセセセンンンンターターターターにマにマにマにマッチッチッチッチンンンングアグアグアグアドバドバドバドバイイイイザザザザーーーーをををを設置設置設置設置し、し、し、し、求求求求人人人人求求求求職のマ職のマ職のマ職のマッチッチッチッチンンンンググググをををを実施実施実施実施しました。しました。しました。しました。社社社社会会会会復復復復帰帰帰帰促促促促進進進進就労就労就労就労支援支援支援支援事業です。事業です。事業です。事業です。社社社社会会会会復復復復帰帰帰帰をををを目指目指目指目指しますしますしますします施設施設施設施設出出出出所所所所者者者者等等等等の雇用をの雇用をの雇用をの雇用を促促促促進する進する進する進するといといといといううううことで、ことで、ことで、ことで、学識学識学識学識経経経経験験験験者、者、者、者、民民民民間事業者間事業者間事業者間事業者等等等等とのとのとのとの意意意意見交見交見交見交換換換換の開催したこととともに、出の開催したこととともに、出の開催したこととともに、出の開催したこととともに、出所所所所者者者者等等等等の雇用のの雇用のの雇用のの雇用の重要重要重要重要性を性を性を性を考え考え考え考えるるるるシシシシンンンンポポポポジジジジウウウウムムムム、、、、セミセミセミセミナナナナーーーーを開催しています。を開催しています。を開催しています。を開催しています。２、奈良らしい特２、奈良らしい特２、奈良らしい特２、奈良らしい特色色色色のある雇用の創出で、県のある雇用の創出で、県のある雇用の創出で、県のある雇用の創出で、県内内内内就労就労就労就労あっせん・あっせん・あっせん・あっせん・起起起起業業業業支援支援支援支援事業では、事業では、事業では、事業では、実実実実務務務務経経経経験験験験豊豊豊豊富富富富なななな人人人人材材材材をををを対象対象対象対象に県に県に県に県内内内内中中中中小小小小企企企企業業業業へへへへのののの就労就労就労就労のあっせん及びのあっせん及びのあっせん及びのあっせん及び起起起起業業業業支援支援支援支援をををを実施実施実施実施しています。しています。しています。しています。県県県県内内内内就労就労就労就労あっせん・あっせん・あっせん・あっせん・起起起起業業業業支援セ支援セ支援セ支援センンンンターターターター、また、また、また、またプロフェップロフェップロフェップロフェッショナショナショナショナル人ル人ル人ル人材材材材のののの戦略拠戦略拠戦略拠戦略拠点点点点といといといというううう形形形形でででで対対対対応応応応しています。しています。しています。しています。１０９１０９１０９１０９ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、３３３３、、、、若若若若者の者の者の者の就労就労就労就労支援支援支援支援、県、県、県、県内企内企内企内企業業業業へへへへのののの魅魅魅魅力力力力発信発信発信発信で、中間で、中間で、中間で、中間的的的的就労就労就労就労ササササポポポポーーーート事ト事ト事ト事業では、業では、業では、業では、働働働働くことに不安をくことに不安をくことに不安をくことに不安を抱抱抱抱ええええますますますます若若若若年年年年無無無無業者の業者の業者の業者の早期早期早期早期のののの就労就労就労就労にににに向向向向けまして、ジけまして、ジけまして、ジけまして、ジョョョョブブブブココココーチーチーチーチのきめのきめのきめのきめ細細細細かなかなかなかなササササポポポポーーーートのトのトのトの元元元元でででで就労就労就労就労訓練訓練訓練訓練をををを実施実施実施実施しています。しています。しています。しています。若若若若年者処年者処年者処年者処遇遇遇遇改改改改善促善促善促善促進事業では、進事業では、進事業では、進事業では、若若若若年者の職場定着率年者の職場定着率年者の職場定着率年者の職場定着率向向向向上に上に上に上に向向向向けまして、正けまして、正けまして、正けまして、正規規規規雇用化を雇用化を雇用化を雇用化を図図図図るため、県るため、県るため、県るため、県内内内内事業事業事業事業所所所所をををを対象対象対象対象に、に、に、に、専門家専門家専門家専門家によりますによりますによりますによります個個個個別別別別支援支援支援支援をををを実施実施実施実施しています。しています。しています。しています。ＵＵＵＵ・・・・ＩＩＩＩ・・・・ＪＪＪＪターターターターンンンン就就就就職職職職促促促促進事業では、東進事業では、東進事業では、東進事業では、東京京京京と奈良のと奈良のと奈良のと奈良の相談窓相談窓相談窓相談窓口において、県口において、県口において、県口において、県内内内内就就就就職の職の職の職の促促促促進進進進をををを図図図図るために、るために、るために、るために、首都圏首都圏首都圏首都圏のののの大大大大学学学学、、、、民民民民間の間の間の間の企企企企業業業業やややや近近近近県の県の県の県の大大大大学学学学へへへへ出出出出向向向向きましてきましてきましてきまして相談窓相談窓相談窓相談窓口口口口等等等等をををを設置設置設置設置しています。しています。しています。しています。
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１１０１１０１１０１１０ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、ふふふふるさとるさとるさとるさとワーワーワーワーキキキキンンンンググググホリデホリデホリデホリデーーーー事業では、事業では、事業では、事業では、都都都都市市市市部の部の部の部の大大大大学学学学生等生等生等生等がががが一一一一定定定定期期期期間地間地間地間地方方方方にににに滞滞滞滞在して、在して、在して、在して、働働働働きながら地きながら地きながら地きながら地方住民方住民方住民方住民とのとのとのとの交交交交流流流流などをなどをなどをなどを通じ通じ通じ通じて地域のて地域のて地域のて地域の暮暮暮暮らしらしらしらしぶぶぶぶりをりをりをりを学学学学ぶぶぶぶ国内版国内版国内版国内版ワーワーワーワーキキキキンンンンググググホリデホリデホリデホリデーーーーをををを実施実施実施実施しました。平成２９年２月からしました。平成２９年２月からしました。平成２９年２月からしました。平成２９年２月から３３３３月、４１名の月、４１名の月、４１名の月、４１名の参加参加参加参加をいただいをいただいをいただいをいただいています。ています。ています。ています。１１１１３３３３６６６６ペーペーペーページ、産業振興の関係です。１、付ジ、産業振興の関係です。１、付ジ、産業振興の関係です。１、付ジ、産業振興の関係です。１、付加価加価加価加価値値値値獲獲獲獲得得得得のののの支援支援支援支援で、奈良県産で、奈良県産で、奈良県産で、奈良県産エコエコエコエコスタイスタイスタイスタイルルルル創出事業では、奈良県創出事業では、奈良県創出事業では、奈良県創出事業では、奈良県繊維繊維繊維繊維工工工工業業業業協協協協同組同組同組同組合連合会が合連合会が合連合会が合連合会が行行行行います奈良にいます奈良にいます奈良にいます奈良に縁縁縁縁のあるのあるのあるのある素素素素材材材材、、、、葛葛葛葛和和和和紙紙紙紙繊維繊維繊維繊維をををを活活活活用した用した用した用したエコエコエコエコスタイル商品スタイル商品スタイル商品スタイル商品開開開開発発発発にににに対対対対してしてしてして補助補助補助補助をををを行行行行いました。いました。いました。いました。商商商商工工工工会会会会等経営改等経営改等経営改等経営改善善善善普普普普及事業及事業及事業及事業補助補助補助補助は、は、は、は、商商商商工工工工会、会、会、会、商商商商工工工工会議会議会議会議所所所所、、、、商商商商工工工工会連合会が会連合会が会連合会が会連合会が行行行行いますいますいますいます経営経営経営経営改改改改善善善善普普普普及事業に及事業に及事業に及事業に対対対対してのしてのしてのしての補助補助補助補助です。です。です。です。商商商商工工工工会会会会等等等等地域地域地域地域魅魅魅魅力力力力づくりづくりづくりづくり支援支援支援支援事業として、農林業事業として、農林業事業として、農林業事業として、農林業やややや観観観観光業など地域のさま光業など地域のさま光業など地域のさま光業など地域のさまざざざざまな産業にまな産業にまな産業にまな産業に携携携携わりますわりますわりますわります団体団体団体団体とととと協働協働協働協働してしてしてして商商商商工工工工会会会会等等等等がががが実施実施実施実施されます地域されます地域されます地域されます地域のののの活活活活性化に資する性化に資する性化に資する性化に資する取取取取りりりり組組組組みにみにみにみに対対対対してしてしてして補助補助補助補助をををを行行行行ったものです。ったものです。ったものです。ったものです。中中中中小小小小企企企企業連業連業連業連携携携携組組組組織織織織対対対対策事業策事業策事業策事業補助補助補助補助は、中は、中は、中は、中小小小小企企企企業業業業団体団体団体団体中中中中央央央央会が会が会が会が行行行行います中います中います中います中小小小小企企企企業の業の業の業の組組組組織織織織化及化及化及化及び育成び育成び育成び育成指指指指導導導導事業に事業に事業に事業に対対対対してのしてのしてのしての補助補助補助補助です。また、中です。また、中です。また、中です。また、中小小小小企企企企業業業業組組組組合合合合支援支援支援支援強強強強化事業として、県化事業として、県化事業として、県化事業として、県内内内内中中中中小小小小企企企企業業業業組組組組合が合が合が合が行行行行いますいますいますいます活活活活性化を性化を性化を性化を図図図図るためのるためのるためのるための取取取取りりりり組組組組みにみにみにみに対対対対してしてしてして補助補助補助補助をををを行行行行ったものです。ったものです。ったものです。ったものです。１１１１３３３３７７７７ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、国内外へ国内外へ国内外へ国内外へのののの販路販路販路販路開開開開拓拓拓拓支援支援支援支援です。です。です。です。小規模小規模小規模小規模零細零細零細零細地場産業振興地場産業振興地場産業振興地場産業振興補助補助補助補助事業では、事業では、事業では、事業では、履履履履物見物見物見物見本本本本市市市市、、、、毛皮毛皮毛皮毛皮革フェア革フェア革フェア革フェア ＩＮＩＮＩＮＩＮ ＵＵＵＵＴＴＴＴＡＡＡＡＮＯＮＯＮＯＮＯ、、、、履履履履物物物物デザデザデザデザイイイイン開ン開ン開ン開発発発発、、、、ススススポポポポーーーーツツツツ用用用用品品品品デザデザデザデザイイイイン開ン開ン開ン開発発発発にににに対対対対するするするする支援支援支援支援です。です。です。です。南部・東部振興南部・東部振興南部・東部振興南部・東部振興物物物物産産産産販販販販売促売促売促売促進進進進支援支援支援支援事業は、南部・東部地域の事業は、南部・東部地域の事業は、南部・東部地域の事業は、南部・東部地域の市市市市町町町町村が村が村が村が物物物物産産産産展展展展を開催またを開催またを開催またを開催または出は出は出は出店店店店されるされるされるされる経経経経費に費に費に費に対対対対してのしてのしてのしての補助補助補助補助です。です。です。です。１１１１３３３３８８８８ペーペーペーページ、１、ジ、１、ジ、１、ジ、１、リリリリーーーーディディディディンンンンググググ分野・分野・分野・分野・チチチチャャャャレレレレンジ分野における産業育成として、ンジ分野における産業育成として、ンジ分野における産業育成として、ンジ分野における産業育成として、漢漢漢漢方方方方のメのメのメのメッッッッカカカカ推進推進推進推進プロプロプロプロジジジジェクェクェクェクト事業では、ト事業では、ト事業では、ト事業では、生生生生薬薬薬薬のののの生生生生産産産産拡拡拡拡大大大大から関連しますから関連しますから関連しますから関連します商品商品商品商品・・・・サーサーサーサービビビビススススの創の創の創の創出出出出等等等等にににに向向向向けまして、部局けまして、部局けまして、部局けまして、部局横横横横断の断の断の断のプロプロプロプロジジジジェクェクェクェクトトトトチームチームチームチームによるによるによるによる検討検討検討検討会会会会等等等等をををを実施実施実施実施しています。しています。しています。しています。今今今今年度年度年度年度新新新新しいしいしいしい取取取取りりりり組組組組みとして、みとして、みとして、みとして、大大大大和ト和ト和ト和トウキウキウキウキの総合の総合の総合の総合ＰＰＰＰＲＲＲＲサイサイサイサイトを開トを開トを開トを開設設設設し、し、し、し、グラグラグラグランンンンフロフロフロフロントントントント大大大大阪阪阪阪等等等等ででででＰＰＰＰＲＲＲＲイベイベイベイベントをントをントをントを実施実施実施実施しています。しています。しています。しています。ならならならならクラクラクラクラウドウドウドウドフフフファァァァンンンンディディディディンンンング活グ活グ活グ活用用用用支援支援支援支援事業は、県事業は、県事業は、県事業は、県内内内内中中中中小小小小企企企企業の特業の特業の特業の特色色色色ある地場産業ある地場産業ある地場産業ある地場産業やややや技術技術技術技術力力力力にににに優優優優れたれたれたれた商品商品商品商品のののの販販販販売促売促売促売促進進進進等等等等をををを図図図図るために、マるために、マるために、マるために、マイクロ投イクロ投イクロ投イクロ投資資資資導導導導入入入入等等等等にににに必要必要必要必要となるとなるとなるとなるフフフファァァァンンンンドドドド組組組組成に成に成に成に対対対対してしてしてして支援支援支援支援をするものです。をするものです。をするものです。をするものです。１１１１３３３３９９９９ペーペーペーページ、２、付ジ、２、付ジ、２、付ジ、２、付加価加価加価加価値値値値獲獲獲獲得得得得のののの支援支援支援支援で、地域産業振興で、地域産業振興で、地域産業振興で、地域産業振興セセセセンンンンターターターター事業は、事業は、事業は、事業は、公益財団法公益財団法公益財団法公益財団法人人人人奈良県地場産業振興奈良県地場産業振興奈良県地場産業振興奈良県地場産業振興セセセセンンンンターターターターがががが実施実施実施実施するするするする窓窓窓窓口口口口相談相談相談相談業務または業務または業務または業務または専門家専門家専門家専門家相談相談相談相談派遣派遣派遣派遣事業に事業に事業に事業に対対対対すすすするるるる補助補助補助補助です。また、あわせてです。また、あわせてです。また、あわせてです。また、あわせて企企企企業業業業ガガガガイイイイドドドドブブブブックックックック英英英英語語語語版版版版をををを作作作作成したり、成したり、成したり、成したり、情情情情報報報報誌誌誌誌「「「「なら産業ジなら産業ジなら産業ジなら産業ジ
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ャャャャーーーーナナナナル」ル」ル」ル」のののの発行発行発行発行にににに対対対対してのしてのしてのしての支援支援支援支援です。です。です。です。３３３３、、、、国内外へ国内外へ国内外へ国内外へのののの販路販路販路販路開開開開拓拓拓拓支援支援支援支援といといといといううううことで、ことで、ことで、ことで、海海海海外外外外展展展展開開開開促促促促進進進進体制体制体制体制強強強強化事業は、県化事業は、県化事業は、県化事業は、県内企内企内企内企業の業の業の業の海海海海外外外外展展展展開の開の開の開の促促促促進及び進及び進及び進及び体制体制体制体制強強強強化を化を化を化を図図図図るために、ジるために、ジるために、ジるために、ジェェェェトトトトロロロロの地の地の地の地方方方方事務事務事務事務所所所所の県の県の県の県内内内内招招招招致致致致をををを検討検討検討検討してしてしてしています。また、県います。また、県います。また、県います。また、県内企内企内企内企業に業に業に業に対対対対して、して、して、して、海海海海外外外外展展展展開の開の開の開の状況状況状況状況、、、、海海海海外外外外進出の進出の進出の進出のニニニニーーーーズズズズ・・・・意向意向意向意向またはまたはまたはまたは今後今後今後今後のののの展展展展望望望望のののの調調調調査をしました。査をしました。査をしました。査をしました。続続続続きまして、１、きまして、１、きまして、１、きまして、１、誘致誘致誘致誘致活活活活動動動動のののの強強強強化で、化で、化で、化で、企企企企業業業業立立立立地地地地促促促促進進進進補助補助補助補助事業では、県事業では、県事業では、県事業では、県内内内内のののの工工工工場また場また場また場また研究研究研究研究所等所等所等所等のののの立立立立地に地に地に地に対対対対するするするする補助や補助や補助や補助や新規新規新規新規雇用に雇用に雇用に雇用に対対対対するするするする補助補助補助補助のののの加加加加算をしています。算をしています。算をしています。算をしています。１４０１４０１４０１４０ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、戦略戦略戦略戦略的企的企的企的企業業業業誘致誘致誘致誘致事業では事業では事業では事業では企企企企業業業業立立立立地地地地ココココンンンンシシシシェルェルェルェルジジジジュュュュのののの設置設置設置設置、、、、企企企企業業業業誘致誘致誘致誘致トトトトッッッップセミプセミプセミプセミナナナナーーーーをををを大大大大阪と東阪と東阪と東阪と東京京京京で開催しました。合計で開催しました。合計で開催しました。合計で開催しました。合計欄欄欄欄は、は、は、は、工工工工場場場場立立立立地地地地件数件数件数件数、平成２８年度、平成２８年度、平成２８年度、平成２８年度３３３３２２２２件件件件になっています。になっています。になっています。になっています。２、２、２、２、誘致誘致誘致誘致にににに向向向向けたけたけたけたイイイインンンンフラ整備フラ整備フラ整備フラ整備では、中南和振興のための産業では、中南和振興のための産業では、中南和振興のための産業では、中南和振興のための産業集集集集積積積積地地地地形形形形成事業で、成事業で、成事業で、成事業で、京京京京奈奈奈奈和和和和自動車自動車自動車自動車道道道道御御御御所イ所イ所イ所インンンンターチェターチェターチェターチェンジンジンジンジ周辺周辺周辺周辺において、産業において、産業において、産業において、産業集集集集積積積積地の創出に地の創出に地の創出に地の創出に向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを実実実実施施施施しているところです。しているところです。しているところです。しているところです。奈良の奈良の奈良の奈良の飲飲飲飲食食食食店店店店・・・・宿泊宿泊宿泊宿泊施設施設施設施設育成育成育成育成支援支援支援支援資金資金資金資金利利利利子子子子補助補助補助補助事業では、事業では、事業では、事業では、多多多多様な様な様な様な宿泊宿泊宿泊宿泊施設施設施設施設の創業・開業の創業・開業の創業・開業の創業・開業やややや既既既既存存存存宿泊宿泊宿泊宿泊施設施設施設施設のののの魅魅魅魅力向力向力向力向上を上を上を上を図図図図るために、るために、るために、るために、制制制制度度度度融融融融資資資資借借借借受者に受者に受者に受者に対対対対してしてしてして直直直直接接接接のののの利利利利子子子子補補補補給給給給補助補助補助補助をををを実施実施実施実施したものです。したものです。したものです。したものです。１４１１４１１４１１４１ペーペーペーページ、１、ジ、１、ジ、１、ジ、１、リリリリーーーーディディディディンンンンググググ分野・分野・分野・分野・チチチチャャャャレレレレンジ分野における産業育成で、ンジ分野における産業育成で、ンジ分野における産業育成で、ンジ分野における産業育成で、ＩＩＩＩｏｏｏｏＴＴＴＴにににによりますよりますよりますよりますデデデデータ活ータ活ータ活ータ活用用用用先先先先進地域進地域進地域進地域形形形形成事業です。成事業です。成事業です。成事業です。ＩＩＩＩｏｏｏｏＴＴＴＴによるによるによるによるデデデデータ活ータ活ータ活ータ活用用用用先先先先進地域推進進地域推進進地域推進進地域推進研究研究研究研究会会会会を開催したこととともに、を開催したこととともに、を開催したこととともに、を開催したこととともに、ＩＩＩＩｏｏｏｏＴシＴシＴシＴシスススステテテテムムムムをををを活活活活用して、観光用して、観光用して、観光用して、観光客客客客の皆様のの皆様のの皆様のの皆様の動向動向動向動向をををを把握把握把握把握できるできるできるできる観光観光観光観光消消消消費費費費促促促促進進進進アプアプアプアプリリリリ 「「「「ならたんならたんならたんならたん」」」」を開を開を開を開発発発発してしてしてして実実実実験験験験実施実施実施実施をしました。をしました。をしました。をしました。、、、、産業振興総合産業振興総合産業振興総合産業振興総合セセセセンンンンターターターター中中中中期期期期開開開開発方発方発方発方針針針針推進事業です。奈良県産業振興総合推進事業です。奈良県産業振興総合推進事業です。奈良県産業振興総合推進事業です。奈良県産業振興総合セセセセンンンンターターターター中中中中期研期研期研期研究究究究開開開開発方発方発方発方針針針針にににに基基基基づき、づき、づき、づき、グローグローグローグローババババルルルルニニニニッチッチッチッチトトトトップ企ップ企ップ企ップ企業、業、業、業、新新新新産業分野の創出・育成に産業分野の創出・育成に産業分野の創出・育成に産業分野の創出・育成に向向向向けてけてけてけて研研研研究究究究開開開開発発発発を推進するものです。機を推進するものです。機を推進するものです。機を推進するものです。機能能能能性性性性醸醸醸醸造造造造食食食食品品品品の開の開の開の開発等発等発等発等、１５、１５、１５、１５テテテテーーーーマのマのマのマの重点研究重点研究重点研究重点研究にににに取取取取りりりり組組組組んんんんでいます。でいます。でいます。でいます。１４２１４２１４２１４２ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、高高高高付付付付加価加価加価加価値値値値獲獲獲獲得支援補助得支援補助得支援補助得支援補助事業です。県事業です。県事業です。県事業です。県内企内企内企内企業が業が業が業が技術力技術力技術力技術力をををを活活活活用して、用して、用して、用して、新新新新ししししいいいい製製製製品や品や品や品や自自自自社社社社ブブブブラララランンンンドドドドの開の開の開の開発等発等発等発等により、により、により、により、高高高高付付付付加価加価加価加価値値値値をををを獲獲獲獲得得得得しよしよしよしよううううとするとするとするとする取取取取りりりり組組組組みにみにみにみに対対対対するするするする補助補助補助補助です。です。です。です。運運運運輸輸輸輸事業振興事業振興事業振興事業振興助助助助成成成成補助補助補助補助は、奈良県は、奈良県は、奈良県は、奈良県ババババスススス協協協協会と奈良県ト会と奈良県ト会と奈良県ト会と奈良県トラックラックラックラック協協協協会が会が会が会が行行行行われますわれますわれますわれますババババスススス停留停留停留停留所所所所のののの改改改改善善善善、、、、ドドドドライライライライブブブブレレレレココココーーーーダダダダーーーーのののの導導導導入入入入等等等等にににに対対対対するするするする補助補助補助補助です。です。です。です。地域地域地域地域イイイイノノノノベーベーベーベーショショショション創出ン創出ン創出ン創出支援支援支援支援事業は、事業は、事業は、事業は、研究研究研究研究成成成成果果果果の県の県の県の県内企内企内企内企業業業業へへへへのののの技術技術技術技術移移移移転転転転をををを促促促促進する進する進する進するココココーーーー
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ディディディディネネネネーターーターーターーターのののの活活活活動動動動にににに対対対対してしてしてして補助補助補助補助をするものです。関西文化をするものです。関西文化をするものです。関西文化をするものです。関西文化学術学術学術学術研究研究研究研究都都都都市市市市機機機機構構構構またはまたはまたはまたは国立国立国立国立高等高等高等高等専門学校専門学校専門学校専門学校機機機機構構構構、奈良、奈良、奈良、奈良工工工工業業業業高等高等高等高等専門学校専門学校専門学校専門学校へへへへのののの支援支援支援支援です。です。です。です。１４１４１４１４３ペー３ペー３ペー３ページ、ジ、ジ、ジ、海海海海外外外外販路販路販路販路拡拡拡拡大支援大支援大支援大支援事業です。事業です。事業です。事業です。ニュニュニュニューーーーヨヨヨヨーク国ーク国ーク国ーク国際ギ際ギ際ギ際ギフフフフトトトトフェアへフェアへフェアへフェアへの出の出の出の出店店店店のののの支援や支援や支援や支援や海海海海外外外外出出出出店店店店するするするする際際際際ののののテテテテスススストトトト販販販販売売売売、マ、マ、マ、マーーーーケケケケッッッットトトト調調調調査に査に査に査に要要要要するするするする経経経経費に費に費に費に対対対対するするするする補助補助補助補助です。です。です。です。ＳＳＳＳＰＡＰＡＰＡＰＡ、、、、製製製製造から造から造から造から小売小売小売小売までまでまでまでモデモデモデモデル構ル構ル構ル構築築築築事業は、事業は、事業は、事業は、製製製製造から造から造から造から小売小売小売小売までをまでをまでをまでを一一一一貫貫貫貫してしてしてして行う行う行う行うＳＳＳＳＰＡＰＡＰＡＰＡモデモデモデモデルルルルをををを構構構構築築築築するために、するために、するために、するために、専門家専門家専門家専門家ののののアアアアドバドバドバドバイスイスイスイスをををを踏踏踏踏ままままええええてててて商品商品商品商品開開開開発発発発、、、、首都圏首都圏首都圏首都圏における出における出における出における出店店店店機会を機会を機会を機会を提提提提供したものです。供したものです。供したものです。供したものです。起起起起業の業の業の業の促促促促進とい進とい進とい進といううううことで、ことで、ことで、ことで、空空空空きききき店店店店舗舗舗舗発生発生発生発生未然未然未然未然防防防防止止止止・解・解・解・解消支援消支援消支援消支援事業では、県事業では、県事業では、県事業では、県内商内商内商内商店店店店街街街街のののの空空空空きききき店店店店舗舗舗舗の解の解の解の解消消消消にににに向向向向けて、創業けて、創業けて、創業けて、創業予予予予定者または定者または定者または定者または既既既既存存存存店店店店経営経営経営経営者を者を者を者を対象対象対象対象に、に、に、に、商人商人商人商人塾塾塾塾をををを引引引引きききき続続続続き開催き開催き開催き開催しています。また、しています。また、しています。また、しています。また、空空空空きききき店店店店舗舗舗舗をををを活活活活用した用した用した用した実実実実験店験店験店験店舗舗舗舗をををを運運運運営営営営し、し、し、し、昨昨昨昨年度は年度は年度は年度は御御御御所市所市所市所市、田、田、田、田原原原原本本本本町町町町でででで実実実実験店験店験店験店舗舗舗舗をををを運運運運営営営営しました。しました。しました。しました。１４４１４４１４４１４４ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、後後後後継継継継者者者者確確確確保推進事業は、保推進事業は、保推進事業は、保推進事業は、後後後後継継継継者の者の者の者の実実実実態態態態に関するに関するに関するに関するアアアアンンンンケケケケーーーートトトト調調調調査を査を査を査を実施実施実施実施しししして、て、て、て、後後後後継継継継者の者の者の者の確確確確保の保の保の保の支援支援支援支援にににに向向向向けたけたけたけたデデデデータベースータベースータベースータベースをををを作作作作成しました。成しました。成しました。成しました。奈良奈良奈良奈良起起起起業業業業家家家家創出創出創出創出促促促促進事業は、進事業は、進事業は、進事業は、潜潜潜潜在在在在的的的的なななな起起起起業業業業家家家家のののの掘掘掘掘りりりり起起起起こしをこしをこしをこしを図図図図るとともに、県るとともに、県るとともに、県るとともに、県内内内内でのでのでのでの起起起起業に業に業に業に向向向向けた機けた機けた機けた機運運運運のののの醸醸醸醸成を成を成を成を目的目的目的目的に、に、に、に、ビビビビジネジネジネジネスプラスプラスプラスプランのンのンのンのココココンンンンテテテテスススストを開催しました。トを開催しました。トを開催しました。トを開催しました。「「「「奈良奈良奈良奈良ブブブブラララランンンンドドドド」」」」開開開開発支援発支援発支援発支援事業は、事業は、事業は、事業は、自自自自社社社社ののののブブブブラララランンンンドドドド化を化を化を化を目指目指目指目指します中します中します中します中小小小小企企企企業に業に業に業に対対対対して、して、して、して、製製製製品品品品開開開開発や発や発や発や販路販路販路販路開開開開拓拓拓拓にににに対対対対するするするする支援支援支援支援をををを行行行行ったところです。ったところです。ったところです。ったところです。１４５１４５１４５１４５ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、制制制制度度度度融融融融資の資の資の資の利利利利子子子子補補補補給です。中給です。中給です。中給です。中小小小小企企企企業者の金業者の金業者の金業者の金融融融融円円円円滑滑滑滑化を化を化を化を図図図図りますために、りますために、りますために、りますために、中中中中小小小小企企企企業の事業資金業の事業資金業の事業資金業の事業資金借借借借り入れに係ります１４５、１４６、１４７り入れに係ります１４５、１４６、１４７り入れに係ります１４５、１４６、１４７り入れに係ります１４５、１４６、１４７ペーペーペーページのジのジのジの各各各各資金について、資金について、資金について、資金について、利利利利子子子子のののの一一一一部または全部を金部または全部を金部または全部を金部または全部を金融融融融機関に機関に機関に機関に利利利利子子子子補補補補給をしました。給をしました。給をしました。給をしました。１４７１４７１４７１４７ペーペーペーページ、資金ごとのジ、資金ごとのジ、資金ごとのジ、資金ごとの利利利利子子子子補補補補給金給金給金給金額額額額はははは記載記載記載記載のとおりですが、全のとおりですが、全のとおりですが、全のとおりですが、全体体体体で５で５で５で５３３件３３件３３件３３件、、、、約約約約７７７７００００億円億円億円億円のののの貸貸貸貸し付けをしました。し付けをしました。し付けをしました。し付けをしました。保保保保証証証証料補料補料補料補給は、給は、給は、給は、利利利利子子子子補補補補給とあわせて中給とあわせて中給とあわせて中給とあわせて中小小小小企企企企業の業の業の業の負担負担負担負担軽軽軽軽減減減減のために中のために中のために中のために中小小小小企企企企業者が業者が業者が業者が支支支支払払払払うううう保保保保証証証証料料料料のののの一一一一部を奈良県部を奈良県部を奈良県部を奈良県信信信信用保用保用保用保証協証協証協証協会に会に会に会に対対対対してしてしてして補助補助補助補助をしました。をしました。をしました。をしました。２０１２０１２０１２０１ペーペーペーページ、中ジ、中ジ、中ジ、中小小小小企企企企業振興資金業振興資金業振興資金業振興資金貸貸貸貸付金特別会計です。付金特別会計です。付金特別会計です。付金特別会計です。設備設備設備設備導導導導入を入を入を入を図図図図ります県ります県ります県ります県内内内内小規模小規模小規模小規模企企企企業者業者業者業者やややや創業者が創業者が創業者が創業者が行行行行いますいますいますいます貸与貸与貸与貸与事業について、事業について、事業について、事業について、公益財団法人公益財団法人公益財団法人公益財団法人奈良県地域産業振興奈良県地域産業振興奈良県地域産業振興奈良県地域産業振興セセセセンンンンターターターターにににに対対対対して、して、して、して、原原原原資の資の資の資の一一一一部の部の部の部の貸貸貸貸し付けをし付けをし付けをし付けを行行行行いました。いました。いました。いました。小規模小規模小規模小規模企企企企業業業業等設備投等設備投等設備投等設備投資資資資支援支援支援支援といといといといううううことで、ことで、ことで、ことで、貸貸貸貸付付付付件数件数件数件数１２１２１２１２件件件件でした。でした。でした。でした。以以以以上で平成２８年度産業・雇用振興部の上で平成２８年度産業・雇用振興部の上で平成２８年度産業・雇用振興部の上で平成２８年度産業・雇用振興部の主要施主要施主要施主要施策について、説明を策について、説明を策について、説明を策について、説明を終終終終わります。よろしわります。よろしわります。よろしわります。よろしくご審議のほどお願いします。くご審議のほどお願いします。くご審議のほどお願いします。くご審議のほどお願いします。
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それでは、それでは、それでは、それでは、午午午午前前前前中の会議はこれをもって中の会議はこれをもって中の会議はこれをもって中の会議はこれをもって終終終終了します。了します。了します。了します。○中村委員長○中村委員長○中村委員長○中村委員長午午午午後後後後の会議は１の会議は１の会議は１の会議は１時時時時より開会をしたいとより開会をしたいとより開会をしたいとより開会をしたいと思思思思いますので、しいますので、しいますので、しいますので、しばばばばらくらくらくらく休休休休憩憩憩憩をします。をします。をします。をします。１２：０５分１２：０５分１２：０５分１２：０５分 休休休休憩憩憩憩１１１１３３３３：０４分：０４分：０４分：０４分 再再再再開開開開では、では、では、では、午午午午前前前前中に中に中に中に引引引引きききき続続続続きまして会議をきまして会議をきまして会議をきまして会議を再再再再開します。開します。開します。開します。○中村委員長○中村委員長○中村委員長○中村委員長理事者の皆さんにおかれましては、着席のままご説明願います。理事者の皆さんにおかれましては、着席のままご説明願います。理事者の皆さんにおかれましては、着席のままご説明願います。理事者の皆さんにおかれましては、着席のままご説明願います。それでは、農林部長から順にご説明願います。それでは、農林部長から順にご説明願います。それでは、農林部長から順にご説明願います。それでは、農林部長から順にご説明願います。農林部に関係する歳出農林部に関係する歳出農林部に関係する歳出農林部に関係する歳出予予予予算について説明します算について説明します算について説明します算について説明します 「「「「平成２８年度歳入歳平成２８年度歳入歳平成２８年度歳入歳平成２８年度歳入歳○福谷農林部長○福谷農林部長○福谷農林部長○福谷農林部長 。。。。出決算報告出決算報告出決算報告出決算報告書」書」書」書」６６６６ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、一般一般一般一般会計について説明します。第８会計について説明します。第８会計について説明します。第８会計について説明します。第８款款款款農林水産業費です。第１農林水産業費です。第１農林水産業費です。第１農林水産業費です。第１項項項項農業費ですが、農業費ですが、農業費ですが、農業費ですが、翌翌翌翌年度年度年度年度繰越額繰越額繰越額繰越額はははは記載記載記載記載のとおりです。これは、のとおりです。これは、のとおりです。これは、のとおりです。これは、ＮＮＮＮＡＡＡＡＦＦＦＦＩＩＩＩＣＣＣＣをををを核核核核としたとしたとしたとした賑賑賑賑わわわわいづくり事業いづくり事業いづくり事業いづくり事業やややや中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域所得所得所得所得向向向向上上上上支援支援支援支援事業事業事業事業等等等等でででで国国国国のののの補補補補正正正正予予予予算に算に算に算に対対対対応応応応したことなどによるしたことなどによるしたことなどによるしたことなどによるものです。また、不用ものです。また、不用ものです。また、不用ものです。また、不用額額額額のののの主主主主なものは、農業の６次産業化なものは、農業の６次産業化なものは、農業の６次産業化なものは、農業の６次産業化支援支援支援支援事業事業事業事業やややや鳥獣鳥獣鳥獣鳥獣被害防被害防被害防被害防止止止止対対対対策事策事策事策事業における業における業における業における国庫国庫国庫国庫認認認認証証証証減減減減などによるものです。などによるものです。などによるものです。などによるものです。第２第２第２第２項項項項畜畜畜畜産業費です。産業費です。産業費です。産業費です。翌翌翌翌年度年度年度年度繰越額繰越額繰越額繰越額は、は、は、は、主主主主にににに畜畜畜畜産産産産競競競競争争争争力強力強力強力強化化化化対対対対策策策策整備整備整備整備事業における事業事業における事業事業における事業事業における事業実施主体実施主体実施主体実施主体のおくれによるものです。また、不用のおくれによるものです。また、不用のおくれによるものです。また、不用のおくれによるものです。また、不用額額額額のののの主主主主なものは、なものは、なものは、なものは、同じ同じ同じ同じくくくく畜畜畜畜産産産産競競競競争争争争力強力強力強力強化化化化対対対対策策策策整備整備整備整備事業において、事業において、事業において、事業において、施設整備施設整備施設整備施設整備の事業の事業の事業の事業数数数数のののの減減減減によるものです。によるものです。によるものです。によるものです。第第第第３３３３項項項項農地費です。農地費です。農地費です。農地費です。翌翌翌翌年度年度年度年度繰越額繰越額繰越額繰越額は、県は、県は、県は、県営営営営ため池ため池ため池ため池整備整備整備整備事業事業事業事業やややや農地農地農地農地有効有効有効有効活活活活用用用用促促促促進事業など進事業など進事業など進事業などにおいて、進入において、進入において、進入において、進入路路路路の地の地の地の地元元元元調調調調整整整整に不に不に不に不測測測測の日の日の日の日数数数数をををを要要要要したことなどによるもののほか、したことなどによるもののほか、したことなどによるもののほか、したことなどによるもののほか、国国国国のののの補補補補正正正正予予予予算に算に算に算に対対対対応応応応したことによるものです。また不用したことによるものです。また不用したことによるものです。また不用したことによるものです。また不用額額額額のののの主主主主なものは、農地マネジメント推進事なものは、農地マネジメント推進事なものは、農地マネジメント推進事なものは、農地マネジメント推進事業業業業等等等等のののの補助対象補助対象補助対象補助対象事業費の事業費の事業費の事業費の減減減減によるもののほか、によるもののほか、によるもののほか、によるもののほか、国庫国庫国庫国庫認認認認証証証証減減減減などによるものです。などによるものです。などによるものです。などによるものです。第４第４第４第４項項項項林業費です。林業費です。林業費です。林業費です。翌翌翌翌年度年度年度年度繰越額繰越額繰越額繰越額は、治山事業において、は、治山事業において、は、治山事業において、は、治山事業において、工工工工事の事の事の事の施行施行施行施行にににに伴う伴う伴う伴う地地地地元元元元調調調調整整整整にににに不不不不測測測測の日の日の日の日数数数数をををを要要要要したことなどによるもののほか、したことなどによるもののほか、したことなどによるもののほか、したことなどによるもののほか、国国国国のののの補補補補正正正正予予予予算に算に算に算に対対対対応応応応したことによるものしたことによるものしたことによるものしたことによるものです。また不用です。また不用です。また不用です。また不用額額額額のののの主主主主なものは、なものは、なものは、なものは、施施施施業業業業放放放放置置置置林林林林整備整備整備整備事業における入事業における入事業における入事業における入札札札札差差差差金など金など金など金などやややや林道林道林道林道整備整備整備整備事事事事業における業における業における業における国庫国庫国庫国庫認認認認証証証証減減減減のほか林業金のほか林業金のほか林業金のほか林業金融融融融対対対対策における策における策における策における貸貸貸貸付金の付金の付金の付金の要要要要望望望望減減減減などによるものです。などによるものです。などによるものです。などによるものです。８８８８ペーペーペーページ、第１ジ、第１ジ、第１ジ、第１３３３３款款款款災害復旧災害復旧災害復旧災害復旧費、第１費、第１費、第１費、第１項項項項農林水産農林水産農林水産農林水産施設災害復旧施設災害復旧施設災害復旧施設災害復旧費です。費です。費です。費です。翌翌翌翌年度年度年度年度へへへへのののの繰越繰越繰越繰越額額額額は、林道は、林道は、林道は、林道災害復旧災害復旧災害復旧災害復旧事業における事業事業における事業事業における事業事業における事業主体主体主体主体のののの工工工工事のおくれなどによるものです。また不用事のおくれなどによるものです。また不用事のおくれなどによるものです。また不用事のおくれなどによるものです。また不用額額額額は、は、は、は、主主主主に現年のに現年のに現年のに現年の災害復旧災害復旧災害復旧災害復旧事業の事業の事業の事業の減減減減によるものです。によるものです。によるものです。によるものです。次に、特別会計について説明します。１８次に、特別会計について説明します。１８次に、特別会計について説明します。１８次に、特別会計について説明します。１８ペーペーペーページ、奈良県農業ジ、奈良県農業ジ、奈良県農業ジ、奈良県農業改改改改良資金良資金良資金良資金貸貸貸貸付金特別会計付金特別会計付金特別会計付金特別会計です。まです。まです。まです。まずずずず、歳入ですが、第１、歳入ですが、第１、歳入ですが、第１、歳入ですが、第１款款款款繰繰繰繰入金について、入金について、入金について、入金について、収収収収入入入入済済済済額額額額ははははゼゼゼゼロロロロとなっています。これとなっています。これとなっています。これとなっています。これは、は、は、は、訴訟訴訟訴訟訴訟費用として費用として費用として費用として一般一般一般一般会計からの会計からの会計からの会計からの繰繰繰繰入金を計上していたものですが、入金を計上していたものですが、入金を計上していたものですが、入金を計上していたものですが、結果結果結果結果としてとしてとしてとして訴訟訴訟訴訟訴訟案案案案
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件件件件がなかったことによるものです。がなかったことによるものです。がなかったことによるものです。がなかったことによるものです。第第第第３３３３款諸款諸款諸款諸収収収収入ですが、入ですが、入ですが、入ですが、調調調調定定定定額額額額はははは予予予予算現算現算現算現額額額額にににに対対対対して８００して８００して８００して８００万円万円万円万円余の余の余の余の増増増増となっています。ことなっています。ことなっています。ことなっています。これは、定れは、定れは、定れは、定期的期的期的期的なななな償還償還償還償還のほかにのほかにのほかにのほかに繰繰繰繰り上げり上げり上げり上げ償還償還償還償還があったことによるものです。第２があったことによるものです。第２があったことによるものです。第２があったことによるものです。第２項項項項貸貸貸貸付金付金付金付金元元元元利利利利収収収収入の入の入の入の収収収収入入入入未済未済未済未済額額額額は、は、は、は、借借借借り受け者のり受け者のり受け者のり受け者の経営経営経営経営悪悪悪悪化によるものですが、化によるものですが、化によるものですが、化によるものですが、今後今後今後今後もももも引引引引きききき続続続続きききき収収収収入の入の入の入の確確確確保に保に保に保に努努努努めたいとめたいとめたいとめ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。１９１９１９１９ペーペーペーページの歳出ですが、第１ジの歳出ですが、第１ジの歳出ですが、第１ジの歳出ですが、第１款款款款農林水産業費、第１農林水産業費、第１農林水産業費、第１農林水産業費、第１項項項項農業農業農業農業改改改改良資金良資金良資金良資金貸貸貸貸付事業費の不用付事業費の不用付事業費の不用付事業費の不用額額額額は、は、は、は、借借借借入申し込みがなかったためです。入申し込みがなかったためです。入申し込みがなかったためです。入申し込みがなかったためです。２６２６２６２６ペーペーペーページ、奈良県林業ジ、奈良県林業ジ、奈良県林業ジ、奈良県林業改改改改善善善善資金資金資金資金貸貸貸貸付金特別会計です。ま付金特別会計です。ま付金特別会計です。ま付金特別会計です。まずずずず歳入ですが、第２歳入ですが、第２歳入ですが、第２歳入ですが、第２款款款款繰越繰越繰越繰越金金金金は、は、は、は、収収収収入入入入済済済済額額額額はははは予予予予算現算現算現算現額額額額にににに対対対対して１して１して１して１億億億億４４４４，，，，９００９００９００９００万円万円万円万円余の余の余の余の増増増増となっています。これはとなっています。これはとなっています。これはとなっています。これは前前前前年年年年度剰余金の度剰余金の度剰余金の度剰余金の増増増増によるものです。によるものです。によるものです。によるものです。第第第第３３３３款諸款諸款諸款諸収収収収入は、入は、入は、入は、収収収収入入入入済済済済額額額額はははは予予予予算現算現算現算現額額額額にににに対対対対して５して５して５して５，，，，２００２００２００２００万円万円万円万円余の余の余の余の減減減減となっています。となっています。となっています。となっています。これは、林業これは、林業これは、林業これは、林業改改改改善善善善資金資金資金資金貸貸貸貸付金の付金の付金の付金の貸貸貸貸付付付付額額額額のののの減減減減によるものです。第２によるものです。第２によるものです。第２によるものです。第２項項項項貸貸貸貸付金付金付金付金元元元元利利利利収収収収入の入の入の入の収収収収入入入入未済未済未済未済額額額額は、は、は、は、借借借借り受け者のり受け者のり受け者のり受け者の経営経営経営経営悪悪悪悪化によるものですが、化によるものですが、化によるものですが、化によるものですが、今後今後今後今後もももも収収収収入の入の入の入の確確確確保に保に保に保に努努努努めます。めます。めます。めます。２７２７２７２７ペーペーペーページの歳出ですが、第１ジの歳出ですが、第１ジの歳出ですが、第１ジの歳出ですが、第１款款款款農林水産業費、第１農林水産業費、第１農林水産業費、第１農林水産業費、第１項項項項林業林業林業林業改改改改善善善善資金資金資金資金貸貸貸貸付事業費の不用付事業費の不用付事業費の不用付事業費の不用額額額額は、資金は、資金は、資金は、資金需需需需要要要要のののの減減減減によるものです。によるものです。によるものです。によるものです。２８２８２８２８ペーペーペーページ、奈良県中ジ、奈良県中ジ、奈良県中ジ、奈良県中央央央央卸卸卸卸売売売売市市市市場事業費特別会計です。ま場事業費特別会計です。ま場事業費特別会計です。ま場事業費特別会計です。まずずずず歳入ですが、第１歳入ですが、第１歳入ですが、第１歳入ですが、第１款使款使款使款使用用用用料料料料及び及び及び及び手数料手数料手数料手数料について、について、について、について、収収収収入入入入済済済済額額額額はははは予予予予算現算現算現算現額額額額にににに対対対対しまして９００しまして９００しまして９００しまして９００万円万円万円万円余の余の余の余の減減減減となっています。となっています。となっています。となっています。これはこれはこれはこれは売売売売上上上上高高高高のののの減減減減にににに伴う伴う伴う伴う売売売売上上上上高高高高使使使使用用用用料料料料のののの減減減減などによるものです。などによるものです。などによるものです。などによるものです。第第第第３３３３款款款款繰越繰越繰越繰越金について、金について、金について、金について、収収収収入入入入済済済済額額額額はははは予予予予算現算現算現算現額額額額にににに対対対対して１して１して１して１，，，，００００００００００００万円万円万円万円余の余の余の余の増増増増となっていとなっていとなっていとなっています。これはます。これはます。これはます。これは前前前前年度余剰金の年度余剰金の年度余剰金の年度余剰金の増増増増によるものです。によるものです。によるものです。によるものです。第４第４第４第４款諸款諸款諸款諸収収収収入について、入について、入について、入について、収収収収入入入入済済済済額額額額はははは予予予予算現算現算現算現額額額額にににに対対対対して２して２して２して２，，，，５００５００５００５００万円万円万円万円余の余の余の余の減減減減となっていとなっていとなっていとなっています。これはます。これはます。これはます。これは電電電電気気気気使使使使用用用用料料料料などのなどのなどのなどの減減減減によるものです。によるものです。によるものです。によるものです。第５第５第５第５款款款款県県県県債債債債ですが、ですが、ですが、ですが、収収収収入入入入済済済済額額額額はははは予予予予算現算現算現算現額額額額にににに対対対対して５００して５００して５００して５００万円万円万円万円余の余の余の余の減減減減となっています。ことなっています。ことなっています。ことなっています。これはれはれはれは施設整備施設整備施設整備施設整備費などの費などの費などの費などの減減減減によるものです。によるものです。によるものです。によるものです。収収収収入入入入未済未済未済未済額額額額が第１が第１が第１が第１款使款使款使款使用用用用料料料料及び及び及び及び手数料手数料手数料手数料及び第４及び第４及び第４及び第４款諸款諸款諸款諸収収収収入で入で入で入で生じ生じ生じ生じていますが、これらはていますが、これらはていますが、これらはていますが、これらは市市市市場の場の場の場の施設施設施設施設使使使使用用用用料料料料及び及び及び及び電電電電気気気気使使使使用用用用料料料料などで、などで、などで、などで、市市市市場場場場内内内内業者の業者の業者の業者の経営状況経営状況経営状況経営状況のののの悪悪悪悪化化化化等等等等によりによりによりにより納納納納付が付が付が付が遅遅遅遅延延延延しているものです。そのしているものです。そのしているものです。そのしているものです。そのううううち９月ち９月ち９月ち９月末末末末現在で２６現在で２６現在で２６現在で２６万円万円万円万円余が余が余が余が納納納納付されていますが、付されていますが、付されていますが、付されていますが、引引引引きききき続続続続きききき債債債債権権権権のののの回収回収回収回収にににに努努努努めます。めます。めます。めます。２９２９２９２９ペーペーペーページ、歳出ですが、第１ジ、歳出ですが、第１ジ、歳出ですが、第１ジ、歳出ですが、第１款款款款農林水産業費、第１農林水産業費、第１農林水産業費、第１農林水産業費、第１項項項項中中中中央央央央卸卸卸卸売売売売市市市市場事業費の不用場事業費の不用場事業費の不用場事業費の不用額額額額は、は、は、は、諸諸諸諸経経経経費の費の費の費の節節節節減等減等減等減等によるものです。平成２８年度においては、歳出によるものです。平成２８年度においては、歳出によるものです。平成２８年度においては、歳出によるものです。平成２８年度においては、歳出抑抑抑抑制制制制と歳入と歳入と歳入と歳入確確確確保に保に保に保に努努努努めためためためた
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結果結果結果結果、歳入が６、歳入が６、歳入が６、歳入が６億億億億２２２２，，，，６００６００６００６００万円万円万円万円余、歳出が５余、歳出が５余、歳出が５余、歳出が５億億億億９９９９，，，，１００１００１００１００万円万円万円万円余となり、歳入歳出余となり、歳入歳出余となり、歳入歳出余となり、歳入歳出差差差差しししし引引引引きききき残高残高残高残高がががが３，３，３，３，４００４００４００４００万円万円万円万円余となっています。余となっています。余となっています。余となっています。続続続続きましてきましてきましてきまして 「「「「平成２８年度平成２８年度平成２８年度平成２８年度主要施主要施主要施主要施策の成策の成策の成策の成果果果果に関する報告に関する報告に関する報告に関する報告書」書」書」書」の農林部に係る事の農林部に係る事の農林部に係る事の農林部に係る事項項項項につにつにつにつ、、、、いて、１１２いて、１１２いて、１１２いて、１１２ペーペーペーページ、農業・ジ、農業・ジ、農業・ジ、農業・畜畜畜畜産・水産業の振興に関する産・水産業の振興に関する産・水産業の振興に関する産・水産業の振興に関する取取取取りりりり組組組組みについての説明です。みについての説明です。みについての説明です。みについての説明です。１、１、１、１、担担担担いいいい手手手手のののの経営基経営基経営基経営基盤盤盤盤強強強強化化化化支援支援支援支援ですが、農業ですが、農業ですが、農業ですが、農業人人人人材材材材活活活活用事業では、用事業では、用事業では、用事業では、意意意意欲欲欲欲あるあるあるある担担担担いいいい手手手手の農業の農業の農業の農業経経経経営営営営拡拡拡拡大や大や大や大や耕耕耕耕作作作作放放放放棄棄棄棄地の解地の解地の解地の解消消消消にににに向向向向けて、奈良県けて、奈良県けて、奈良県けて、奈良県高高高高齢齢齢齢者者者者人人人人材材材材ババババンンンンククククをををを活活活活用した用した用した用した取取取取りりりり組組組組みにみにみにみに対対対対ししししてててて支援支援支援支援をしました。をしました。をしました。をしました。２、奈良の２、奈良の２、奈良の２、奈良の美味美味美味美味しいしいしいしい「「「「食食食食」」」」の創造との創造との創造との創造と発信発信発信発信です。１１です。１１です。１１です。１１３ペー３ペー３ペー３ページ、ジ、ジ、ジ、首都圏首都圏首都圏首都圏でのでのでのでの大大大大和野和野和野和野菜菜菜菜等等等等販販販販路路路路開開開開拓拓拓拓事業ですが、事業ですが、事業ですが、事業ですが、首都圏首都圏首都圏首都圏における知事トにおける知事トにおける知事トにおける知事トップセールスやップセールスやップセールスやップセールスや飲飲飲飲食食食食店店店店ののののシシシシェフェフェフェフにににに対対対対するするするするＰＰＰＰＲＲＲＲ、、、、生生生生産者産者産者産者向向向向けのけのけのけの講演講演講演講演会の会の会の会の実施等実施等実施等実施等により、により、により、により、大大大大和野和野和野和野菜菜菜菜など県産農など県産農など県産農など県産農作作作作物物物物のののの首都圏首都圏首都圏首都圏へへへへのののの販路販路販路販路開開開開拓拓拓拓にににに取取取取りりりり組組組組みました。みました。みました。みました。首都圏首都圏首都圏首都圏でのならのでのならのでのならのでのならの「「「「食食食食」Ｐ」Ｐ」Ｐ」ＰＲＲＲＲ事業では、東事業では、東事業では、東事業では、東京都京都京都京都内内内内のののの百貨店百貨店百貨店百貨店、、、、新新新新宿宿宿宿高島高島高島高島屋屋屋屋において奈良のにおいて奈良のにおいて奈良のにおいて奈良の食食食食と観光と観光と観光と観光フェアフェアフェアフェアを開催し、を開催し、を開催し、を開催し、首都圏首都圏首都圏首都圏での県産農での県産農での県産農での県産農作作作作物物物物、、、、加加加加工工工工品等品等品等品等のののの食食食食と観光のと観光のと観光のと観光のＰＰＰＰＲＲＲＲをををを行行行行いましいましいましいました。また、奈良のた。また、奈良のた。また、奈良のた。また、奈良の食食食食とととと魅魅魅魅力力力力をををを発信発信発信発信する東する東する東する東京京京京のののの拠拠拠拠点点点点でありますでありますでありますであります「「「「ときのもりときのもりときのもりときのもり」」」」では、県産では、県産では、県産では、県産食食食食材材材材ののののイイイイメメメメーーーージジジジアップやアップやアップやアップやブブブブラララランンンンド力ド力ド力ド力のののの向向向向上を上を上を上を図図図図るため、るため、るため、るため、首都圏首都圏首都圏首都圏のメのメのメのメディディディディアアアアをををを対象対象対象対象にした１にした１にした１にした１周周周周年年年年記記記記念念念念イベイベイベイベントをはントをはントをはントをはじじじじめ、さまめ、さまめ、さまめ、さまざざざざまなまなまなまなイベイベイベイベントをントをントをントを実施実施実施実施しました。しました。しました。しました。１１４１１４１１４１１４ペーペーペーページ、奈良の農・林・ジ、奈良の農・林・ジ、奈良の農・林・ジ、奈良の農・林・食食食食賑賑賑賑わい創出わい創出わい創出わい創出支援支援支援支援事業では、農・林・事業では、農・林・事業では、農・林・事業では、農・林・食食食食ののののＰＰＰＰＲＲＲＲ及び及び及び及び賑賑賑賑わわわわいの創出による地域いの創出による地域いの創出による地域いの創出による地域ブブブブラララランンンンドドドドのののの活活活活性化を性化を性化を性化を図図図図るため、県とのまちづくり連るため、県とのまちづくり連るため、県とのまちづくり連るため、県とのまちづくり連携協携協携協携協定の地域にな定の地域にな定の地域にな定の地域になりますりますりますります御御御御所所所所駅周辺駅周辺駅周辺駅周辺及び及び及び及び天天天天理理理理市市市市庁舎庁舎庁舎庁舎前前前前広広広広場において、農場において、農場において、農場において、農作作作作物等物等物等物等をををを生生生生産者が産者が産者が産者が直直直直接販接販接販接販売売売売するマするマするマするマルルルルシシシシェェェェをををを支援支援支援支援し、延し、延し、延し、延べべべべ９９９９，，，，９００９００９００９００人人人人のののの来来来来場者を場者を場者を場者を集集集集めました。めました。めました。めました。産業産業産業産業構構構構造の造の造の造の改革改革改革改革、、、、意意意意欲欲欲欲あるあるあるある企企企企業・業・業・業・起起起起業業業業家家家家へへへへのののの重点支援重点支援重点支援重点支援です。です。です。です。漢漢漢漢方方方方のメのメのメのメッッッッカカカカ推進推進推進推進プロプロプロプロジジジジェェェェククククト事業（ト事業（ト事業（ト事業（薬薬薬薬用用用用作作作作物物物物のののの生生生生産産産産流流流流通通通通振興）では、振興）では、振興）では、振興）では、大大大大和ト和ト和ト和トウキウキウキウキややややシシシシャャャャククククヤヤヤヤクククク、、、、ミミミミシシシシママママサイサイサイサイココココといといといといったったったった薬薬薬薬用用用用作作作作物物物物のののの生生生生産振興を産振興を産振興を産振興を図図図図るるるる市市市市町町町町村の村の村の村の取取取取りりりり組組組組みにみにみにみに対対対対するするするする支援や支援や支援や支援や農業農業農業農業生生生生産産産産法人等法人等法人等法人等をををを対象対象対象対象にににに薬薬薬薬用用用用作作作作物物物物のののの栽培栽培栽培栽培技術技術技術技術指指指指導導導導や経営や経営や経営や経営分分分分析析析析等等等等をををを実施実施実施実施しました。しました。しました。しました。チチチチャャャャレレレレンジンジンジンジ品目等品目等品目等品目等のののの生生生生産産産産拡拡拡拡大大大大及び及び及び及びリリリリーーーーディディディディンンンング品目等グ品目等グ品目等グ品目等ののののブブブブラララランンンンドドドド化ですが、化ですが、化ですが、化ですが、チチチチャャャャレレレレンジンジンジンジ品目支援品目支援品目支援品目支援事業では、県の特産事業では、県の特産事業では、県の特産事業では、県の特産品品品品としてとしてとしてとして将来将来将来将来性が性が性が性が期期期期待待待待できるできるできるできるチチチチャャャャレレレレンジンジンジンジ品目品目品目品目として、として、として、として、サクラサクラサクラサクランンンンボボボボ、、、、切切切切りりりり花花花花ダリダリダリダリアアアア、、、、大大大大和野和野和野和野菜菜菜菜、、、、イチイチイチイチジジジジク等ク等ク等ク等をををを位位位位置置置置づけ、安定づけ、安定づけ、安定づけ、安定生生生生産産産産技術技術技術技術のののの普普普普及・定着及・定着及・定着及・定着や生や生や生や生産産産産拡拡拡拡大大大大にににに向向向向けてけてけてけて支援支援支援支援しました。しました。しました。しました。１１５１１５１１５１１５ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、リリリリーーーーディディディディンンンング品目支援グ品目支援グ品目支援グ品目支援事業では、県の事業では、県の事業では、県の事業では、県の主要品目主要品目主要品目主要品目であるであるであるである茶茶茶茶、、、、イチイチイチイチゴゴゴゴ、、、、キキキキクククク、、、、柿柿柿柿ををををリリリリーーーーディディディディンンンング品目グ品目グ品目グ品目としてとしてとしてとして位位位位置置置置づけ、づけ、づけ、づけ、柿柿柿柿のののの高品高品高品高品質質質質果実生果実生果実生果実生産をは産をは産をは産をはじじじじめ、め、め、め、高高高高級級級級かかかかぶぶぶぶせせせせ茶茶茶茶のののの生生生生
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産、県産産、県産産、県産産、県産小ギ小ギ小ギ小ギククククののののブブブブラララランンンンド確ド確ド確ド確立立立立にににに向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組組組組みみみみ等等等等をををを支援支援支援支援しました。しました。しました。しました。奈良県農奈良県農奈良県農奈良県農畜畜畜畜水産水産水産水産物物物物ブブブブラララランンンンドドドド認認認認証証証証推進事業では、推進事業では、推進事業では、推進事業では、品品品品質による県産農質による県産農質による県産農質による県産農畜畜畜畜水産水産水産水産物物物物ブブブブラララランンンンドドドド認認認認証証証証制制制制度を創度を創度を創度を創設設設設し、し、し、し、大大大大きさきさきさきさやややや形形形形といったといったといったといった外外外外観だけではなく観だけではなく観だけではなく観だけではなく糖糖糖糖度などの度などの度などの度などの内容内容内容内容、成分で、成分で、成分で、成分で品品品品質質質質基準基準基準基準をををを満満満満たしたたしたたしたたしたブブブブラララランンンンドドドド品品品品のののの柿柿柿柿、、、、イチイチイチイチゴゴゴゴ及び及び及び及び大大大大和和和和牛牛牛牛の認の認の認の認証証証証を推進しました。を推進しました。を推進しました。を推進しました。１１６１１６１１６１１６ペーペーペーページ、２、ジ、２、ジ、２、ジ、２、鳥獣鳥獣鳥獣鳥獣被害対被害対被害対被害対策の推進です。策の推進です。策の推進です。策の推進です。被害防被害防被害防被害防止止止止計計計計画画画画にににに基基基基づきづきづきづき市市市市町町町町村が村が村が村が実施実施実施実施をすをすをすをするるるる捕獲捕獲捕獲捕獲のののの取取取取りりりり組組組組み、み、み、み、侵侵侵侵入入入入防防防防止止止止柵柵柵柵のののの設置等設置等設置等設置等にににに対対対対するするするする支援支援支援支援をををを行う行う行う行う鳥獣鳥獣鳥獣鳥獣被害防被害防被害防被害防止止止止対対対対策事業のほか、策事業のほか、策事業のほか、策事業のほか、記載記載記載記載のとおりのとおりのとおりのとおり鳥獣鳥獣鳥獣鳥獣被害対被害対被害対被害対策を策を策を策を実施実施実施実施しました。しました。しました。しました。１１７１１７１１７１１７ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、３３３３、、、、担担担担いいいい手へ手へ手へ手へのののの支援支援支援支援ですが、農業ですが、農業ですが、農業ですが、農業新規新規新規新規参参参参入者入者入者入者支援支援支援支援事業では、事業では、事業では、事業では、新規新規新規新規就就就就農農農農希希希希望望望望者に者に者に者に対対対対し、し、し、し、就就就就農に農に農に農に向向向向けた事けた事けた事けた事前研前研前研前研修修修修と受け入れ農と受け入れ農と受け入れ農と受け入れ農家家家家によるによるによるによる実実実実践践践践研研研研修修修修をををを実施実施実施実施しました。しました。しました。しました。経営体経営体経営体経営体育成育成育成育成支援支援支援支援事業では、事業では、事業では、事業では、人人人人・農地・農地・農地・農地プラプラプラプランにンにンにンに位位位位置置置置づけられた地域の中づけられた地域の中づけられた地域の中づけられた地域の中心心心心経営体等経営体等経営体等経営体等がががが行う行う行う行う農業用農業用農業用農業用施設施設施設施設のののの整備や整備や整備や整備や農業用機農業用機農業用機農業用機械械械械のののの導導導導入入入入等等等等にににに対対対対するするするする支援支援支援支援をををを行行行行いました。いました。いました。いました。１１８１１８１１８１１８ペーペーペーページ、５、農業ジ、５、農業ジ、５、農業ジ、５、農業研究研究研究研究開開開開発セ発セ発セ発センンンンターターターターにおけるにおけるにおけるにおける研究研究研究研究開開開開発発発発のののの高高高高度化ですが、農業度化ですが、農業度化ですが、農業度化ですが、農業研究研究研究研究開開開開発セ発セ発セ発センンンンター整備ター整備ター整備ター整備事業では、農業事業では、農業事業では、農業事業では、農業研究研究研究研究開開開開発セ発セ発セ発センンンンターターターターをををを旧旧旧旧農業農業農業農業大大大大学校学校学校学校跡跡跡跡地に地に地に地に整備整備整備整備するため、するため、するため、するため、新新新新施設や施設や施設や施設やほ場のほ場のほ場のほ場の工工工工事を事を事を事を行行行行い、い、い、い、昨昨昨昨年９月に年９月に年９月に年９月に移移移移転転転転をををを終え終え終え終えました。ました。ました。ました。新新新新品品品品種種種種・・・・優優優優良良良良系系系系統統統統育成事業では、育成事業では、育成事業では、育成事業では、商品商品商品商品性の性の性の性の高高高高いいいいイチイチイチイチゴゴゴゴ品品品品種種種種やややや産地間産地間産地間産地間競競競競争争争争にににに打打打打ちちちち勝勝勝勝つつつつキキキキクククク品品品品種種種種など県など県など県など県オオオオリリリリジジジジナナナナルルルルのののの優優優優良良良良品品品品種種種種等等等等の育成にの育成にの育成にの育成に取取取取りりりり組組組組みました。そのみました。そのみました。そのみました。その他記載他記載他記載他記載のとおり、のとおり、のとおり、のとおり、各各各各種種種種のののの研究研究研究研究開開開開発等発等発等発等の事業をの事業をの事業をの事業を実施実施実施実施しました。しました。しました。しました。１１９１１９１１９１１９ペーペーペーページ、７、ジ、７、ジ、７、ジ、７、畜畜畜畜産産産産物物物物のののの生生生生産振興の県産産振興の県産産振興の県産産振興の県産蜂蜜蜂蜜蜂蜜蜂蜜ブブブブラララランンンンド確ド確ド確ド確立立立立事業では、事業では、事業では、事業では、消消消消費者の費者の費者の費者のニニニニーーーーズズズズに合った安に合った安に合った安に合った安心心心心安全な県産安全な県産安全な県産安全な県産蜂蜜蜂蜜蜂蜜蜂蜜をををを提提提提供するため、供するため、供するため、供するため、ブブブブラララランンンンドドドド要件要件要件要件及び出及び出及び出及び出荷荷荷荷体制体制体制体制とととと品品品品質質質質検検検検査査査査体体体体制制制制をををを確確確確立立立立し、名し、名し、名し、名称称称称を奈良県産を奈良県産を奈良県産を奈良県産高高高高級級級級蜂蜜蜂蜜蜂蜜蜂蜜「大「大「大「大和の和の和の和の雫雫雫雫」」」」としてとしてとしてとしてブブブブラララランンンンドドドド化を推進しました。化を推進しました。化を推進しました。化を推進しました。１２０１２０１２０１２０ペーペーペーページ、９、ジ、９、ジ、９、ジ、９、技術技術技術技術開開開開発発発発の推進ですが、次の推進ですが、次の推進ですが、次の推進ですが、次世代世代世代世代大大大大和和和和肉肉肉肉鶏鶏鶏鶏造成事業では、造成事業では、造成事業では、造成事業では、生生生生産性産性産性産性やややや肉肉肉肉質の質の質の質の改改改改善善善善等等等等をををを図図図図るため、るため、るため、るため、新新新新たなたなたなたな交配交配交配交配をををを研究研究研究研究し、し、し、し、優優優優れた次れた次れた次れた次世代世代世代世代のののの大大大大和和和和肉肉肉肉鶏鶏鶏鶏の造成にの造成にの造成にの造成に取取取取りりりり組組組組みみみみました。ました。ました。ました。１０、土地１０、土地１０、土地１０、土地改改改改良事業（県良事業（県良事業（県良事業（県営営営営事業 （県事業 （県事業 （県事業 （県営営営営ほ場ほ場ほ場ほ場整備整備整備整備事業）から、１２事業）から、１２事業）から、１２事業）から、１２３ペー３ペー３ペー３ページ、２１、農ジ、２１、農ジ、２１、農ジ、２１、農））））道道道道整備整備整備整備事業（事業（事業（事業（一般一般一般一般農道農道農道農道整備整備整備整備事業）まで、ほ場事業）まで、ほ場事業）まで、ほ場事業）まで、ほ場やややや用用用用排排排排水水水水路路路路、農道などの農業、農道などの農業、農道などの農業、農道などの農業基基基基盤盤盤盤のののの整備整備整備整備をををを実実実実施施施施しました。しました。しました。しました。なお、１２２なお、１２２なお、１２２なお、１２２ペーペーペーページ、１７、農村資ジ、１７、農村資ジ、１７、農村資ジ、１７、農村資源源源源をををを活活活活用したに用したに用したに用したにぎぎぎぎわい創出では、農村資わい創出では、農村資わい創出では、農村資わい創出では、農村資源源源源をををを活活活活用し用し用し用した地域づくり事業た地域づくり事業た地域づくり事業た地域づくり事業等等等等、、、、記載記載記載記載のとおりのとおりのとおりのとおり実施実施実施実施をし、地域資をし、地域資をし、地域資をし、地域資源源源源をををを生生生生かした農村地域のかした農村地域のかした農村地域のかした農村地域の活活活活性化を推性化を推性化を推性化を推進しているところです。進しているところです。進しているところです。進しているところです。１２４１２４１２４１２４ペーペーペーページ、２２、農地ジ、２２、農地ジ、２２、農地ジ、２２、農地防災防災防災防災事業、２事業、２事業、２事業、２３３３３、、、、国営国営国営国営総合農地総合農地総合農地総合農地防災防災防災防災事業費事業費事業費事業費負担負担負担負担金では、農地金では、農地金では、農地金では、農地
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防災防災防災防災の観の観の観の観点点点点からため池のからため池のからため池のからため池の整備整備整備整備、農業用、農業用、農業用、農業用河河河河川川川川工作工作工作工作物物物物のののの改改改改修修修修等等等等をををを実施実施実施実施するとともに、ため池のするとともに、ため池のするとともに、ため池のするとともに、ため池の現現現現況況況況調調調調査査査査やややや耐震耐震耐震耐震性の性の性の性の点点点点検調検調検調検調査査査査等等等等をををを行う市行う市行う市行う市町町町町村に村に村に村に対対対対するするするする支援支援支援支援をををを行行行行っています。っています。っています。っています。１２５１２５１２５１２５ペーペーペーページ、２５、農地のジ、２５、農地のジ、２５、農地のジ、２５、農地の有効有効有効有効活活活活用の中山間地域用の中山間地域用の中山間地域用の中山間地域等直等直等直等直接接接接支支支支払払払払事業では、農業事業では、農業事業では、農業事業では、農業生生生生産産産産条条条条件件件件が不が不が不が不利利利利な中山間地域な中山間地域な中山間地域な中山間地域等等等等において、において、において、において、面面面面的的的的にまとまりのある農用地をにまとまりのある農用地をにまとまりのある農用地をにまとまりのある農用地を対象対象対象対象に農業に農業に農業に農業生生生生産産産産活活活活動動動動等等等等をををを行う行う行う行う農業者などに農業者などに農業者などに農業者などに対対対対してしてしてして支援支援支援支援をををを行行行行いました。いました。いました。いました。多面多面多面多面的的的的機機機機能能能能支支支支払払払払事業では、農地事業では、農地事業では、農地事業では、農地やややや農業用農業用農業用農業用施設施設施設施設の保全管理の保全管理の保全管理の保全管理活活活活動動動動、、、、多面多面多面多面的的的的機機機機能能能能のののの維維維維持持持持管理の管理の管理の管理のためのためのためのための取取取取りりりり組組組組みなどを地域みなどを地域みなどを地域みなどを地域ぐぐぐぐるみでるみでるみでるみで行う活行う活行う活行う活動動動動組組組組織織織織にににに対対対対してしてしてして支援支援支援支援しました。しました。しました。しました。続続続続きまして、林業・きまして、林業・きまして、林業・きまして、林業・木木木木材材材材産業の振興に関する産業の振興に関する産業の振興に関する産業の振興に関する取取取取りりりり組組組組みについて説明します。１２８みについて説明します。１２８みについて説明します。１２８みについて説明します。１２８ペーペーペーページ、７、県産ジ、７、県産ジ、７、県産ジ、７、県産木木木木製製製製品品品品の開の開の開の開発発発発及び及び及び及び販路販路販路販路開開開開拓拓拓拓の奈良のの奈良のの奈良のの奈良の木人木人木人木人材材材材養養養養成事業では、成事業では、成事業では、成事業では、大大大大工工工工や住や住や住や住宅宅宅宅販販販販売売売売営営営営業業業業担担担担当者などを当者などを当者などを当者などを対象対象対象対象に、奈良のに、奈良のに、奈良のに、奈良の木木木木のののの魅魅魅魅力力力力をををを学学学学ぶぶぶぶ講講講講義や義や義や義や現地現地現地現地見見見見学学学学をををを行う「行う「行う「行う「奈良の奈良の奈良の奈良の木木木木のののの匠匠匠匠養養養養成成成成塾塾塾塾」」」」のほか、のほか、のほか、のほか、建建建建築築築築をををを学学学学ぶぶぶぶ学学学学生生生生をををを対象対象対象対象としたとしたとしたとした「「「「奈良の奈良の奈良の奈良の木大木大木大木大学学学学」」」」を開催しました。を開催しました。を開催しました。を開催しました。奈良県産奈良県産奈良県産奈良県産材材材材活活活活用用用用贈贈贈贈りりりり物物物物開開開開発発発発事業では、県産事業では、県産事業では、県産事業では、県産材材材材をををを使使使使用した用した用した用した贈贈贈贈りりりり物物物物８８８８点点点点とそのとそのとそのとそのパパパパッッッッケケケケーーーージジジジデデデデザザザザイイイインを開ンを開ンを開ンを開発発発発・・・・商品商品商品商品化するとともに、化するとともに、化するとともに、化するとともに、パパパパンンンンフレッフレッフレッフレットをトをトをトを制制制制作作作作しました。しました。しました。しました。１２９１２９１２９１２９ペーペーペーページ、県産ジ、県産ジ、県産ジ、県産材首都圏販路材首都圏販路材首都圏販路材首都圏販路拡拡拡拡大大大大事業では事業では事業では事業では 「「「「ＨＨＨＨＯＯＯＯＵＳＥＵＳＥＵＳＥＵＳＥ ＶＩＶＩＶＩＶＩＳＳＳＳＩＯＮＩＯＮＩＯＮＩＯＮ ２０１２０１２０１２０１、、、、６６６６」や木」や木」や木」や木材問材問材問材問屋屋屋屋などがなどがなどがなどが集集集集まるまるまるまる首都圏首都圏首都圏首都圏市市市市場での場での場での場での「「「「優優優優良奈良県産良奈良県産良奈良県産良奈良県産材展材展材展材展」」」」をををを通じ通じ通じ通じて、県産て、県産て、県産て、県産材材材材のののの首首首首都圏都圏都圏都圏へへへへのののの新新新新たなたなたなたな販路販路販路販路の開の開の開の開拓拓拓拓にににに取取取取りりりり組組組組みました。みました。みました。みました。８、林業８、林業８、林業８、林業木木木木材材材材産業の産業の産業の産業の再生再生再生再生では、森林では、森林では、森林では、森林整備加整備加整備加整備加速速速速化・林業化・林業化・林業化・林業再生交再生交再生交再生交付金を付金を付金を付金を活活活活用した用した用した用した緑緑緑緑の産業の産業の産業の産業再再再再生プロ生プロ生プロ生プロジジジジェクェクェクェクト事業として、ト事業として、ト事業として、ト事業として、木木木木材材材材のののの加加加加工工工工施設や施設や施設や施設や不不不不燃壁燃壁燃壁燃壁材材材材の開の開の開の開発発発発にににに対対対対するするするする補助補助補助補助のほか、のほか、のほか、のほか、記載記載記載記載のとおりのとおりのとおりのとおり支援支援支援支援をををを行行行行いました。いました。いました。いました。１１１１３３３３００００ペーペーペーページ、奈良県ジ、奈良県ジ、奈良県ジ、奈良県木木木木材材材材生生生生産推進事業では、第１産推進事業では、第１産推進事業では、第１産推進事業では、第１種種種種木木木木材材材材生生生生産林において、産林において、産林において、産林において、意意意意欲欲欲欲ある林ある林ある林ある林業事業業事業業事業業事業体体体体がががが行う行う行う行う奈良奈良奈良奈良型型型型作作作作業道の開業道の開業道の開業道の開設や設や設や設や林業機林業機林業機林業機械械械械のののの導導導導入入入入等等等等にににに対対対対するするするする支援支援支援支援のほか、のほか、のほか、のほか、木木木木材材材材生生生生産に産に産に産に係る係る係る係る各各各各種種種種のののの研研研研修修修修をををを実施実施実施実施しました。しました。しました。しました。１１１１３３３３２２２２ペーペーペーページ、１５、林道ジ、１５、林道ジ、１５、林道ジ、１５、林道整備整備整備整備事業において、県事業において、県事業において、県事業において、県営営営営林道川林道川林道川林道川股股股股天天天天辻辻辻辻線線線線ほか１ほか１ほか１ほか１路路路路線線線線の開の開の開の開設設設設及及及及びびびび高高高高野辻阪本野辻阪本野辻阪本野辻阪本線線線線ほか６ほか６ほか６ほか６路路路路線線線線にににに対対対対するするするする市市市市町町町町村村村村へへへへのののの補助補助補助補助をはをはをはをはじじじじめ、め、め、め、記載記載記載記載のとおり林道のとおり林道のとおり林道のとおり林道整備整備整備整備を進を進を進を進めました。めました。めました。めました。１１１１３３ペー３３ペー３３ペー３３ページ、１７、森林環境ジ、１７、森林環境ジ、１７、森林環境ジ、１７、森林環境税税税税のののの活活活活用ですが、森林環境用ですが、森林環境用ですが、森林環境用ですが、森林環境税税税税をををを財源財源財源財源として、として、として、として、記載記載記載記載のとおのとおのとおのとおり、り、り、り、強強強強度の間度の間度の間度の間伐伐伐伐やややや森林の森林の森林の森林の公益的公益的公益的公益的機機機機能能能能のののの普普普普及及及及啓啓啓啓発発発発などをなどをなどをなどを実施実施実施実施しました。しました。しました。しました。１８、治山事業ですが、山地治山事業をは１８、治山事業ですが、山地治山事業をは１８、治山事業ですが、山地治山事業をは１８、治山事業ですが、山地治山事業をはじじじじめ、め、め、め、記載記載記載記載のとおり治山事業をのとおり治山事業をのとおり治山事業をのとおり治山事業を実施実施実施実施をしたとをしたとをしたとをしたところです。ころです。ころです。ころです。続続続続きまして、きまして、きまして、きまして、災害復旧災害復旧災害復旧災害復旧費について説明します。１９４費について説明します。１９４費について説明します。１９４費について説明します。１９４ペーペーペーページ、農地及び農業用ジ、農地及び農業用ジ、農地及び農業用ジ、農地及び農業用施設災害施設災害施設災害施設災害
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復旧復旧復旧復旧事業及び林道事業及び林道事業及び林道事業及び林道災害復旧災害復旧災害復旧災害復旧事業において、事業において、事業において、事業において、記載記載記載記載のとおり、のとおり、のとおり、のとおり、災害災害災害災害によるによるによるによる被害被害被害被害にににに対対対対するするするする復旧復旧復旧復旧事事事事業を業を業を業を行行行行ったったったった市市市市町町町町村に村に村に村に対対対対し、し、し、し、所要所要所要所要のののの助助助助成成成成措置措置措置措置をををを行行行行いました。いました。いました。いました。続続続続きまして、農林部きまして、農林部きまして、農林部きまして、農林部所所所所管の特別会計について説明します。２００管の特別会計について説明します。２００管の特別会計について説明します。２００管の特別会計について説明します。２００ペーペーペーページ、奈良県農業ジ、奈良県農業ジ、奈良県農業ジ、奈良県農業改改改改良資金良資金良資金良資金貸貸貸貸付金特別会計です。農業付金特別会計です。農業付金特別会計です。農業付金特別会計です。農業改改改改良資金良資金良資金良資金貸貸貸貸付金では、平成２６年度から付金では、平成２６年度から付金では、平成２６年度から付金では、平成２６年度から株式株式株式株式会会会会社社社社日本政日本政日本政日本政策金策金策金策金融融融融公庫公庫公庫公庫のののの青青青青年年年年等等等等就就就就農資金農資金農資金農資金制制制制度が度が度が度が始始始始まったことから、まったことから、まったことから、まったことから、就就就就農農農農施設等施設等施設等施設等資金については、現在、資金については、現在、資金については、現在、資金については、現在、経経経経過過過過措置措置措置措置のののの運運運運用となっています。用となっています。用となっています。用となっています。新規新規新規新規就就就就農者の農者の農者の農者の経営経営経営経営開開開開始始始始にににに必要必要必要必要な資金については、な資金については、な資金については、な資金については、青青青青年年年年等等等等就就就就農資金農資金農資金農資金制制制制度による度による度による度による貸貸貸貸し付けし付けし付けし付けへへへへ順次順次順次順次移移移移行行行行していることから、していることから、していることから、していることから、貸貸貸貸し付けし付けし付けし付け実実実実績績績績はありません。はありません。はありません。はありません。２０６２０６２０６２０６ペーペーペーページ、奈良県林業ジ、奈良県林業ジ、奈良県林業ジ、奈良県林業改改改改善善善善資金資金資金資金貸貸貸貸付金特別会計です。林業付金特別会計です。林業付金特別会計です。林業付金特別会計です。林業改改改改善善善善資金資金資金資金貸貸貸貸付事業では、付事業では、付事業では、付事業では、記載記載記載記載のとおり、林業用機のとおり、林業用機のとおり、林業用機のとおり、林業用機械械械械・・・・施設施設施設施設のののの導導導導入に入に入に入に必要必要必要必要な資金について、な資金について、な資金について、な資金について、無利無利無利無利子子子子でのでのでのでの貸貸貸貸し付けをし付けをし付けをし付けを実実実実施施施施しました。しました。しました。しました。２０７２０７２０７２０７ペーペーペーページ、奈良県中ジ、奈良県中ジ、奈良県中ジ、奈良県中央央央央卸卸卸卸売売売売市市市市場事業費特別会計です。平成２８年度の場事業費特別会計です。平成２８年度の場事業費特別会計です。平成２８年度の場事業費特別会計です。平成２８年度の青青青青果果果果・水産・水産・水産・水産物物物物関連関連関連関連店店店店舗舗舗舗の総の総の総の総取取取取扱扱扱扱高高高高は１５は１５は１５は１５万万万万４４４４，，，，０００トン余、総０００トン余、総０００トン余、総０００トン余、総取取取取扱扱扱扱金金金金額額額額は４８２は４８２は４８２は４８２億億億億９９９９，，，，８００８００８００８００万円万円万円万円余余余余となっています。となっています。となっています。となっています。以以以以上で平成２８年度農林部の上で平成２８年度農林部の上で平成２８年度農林部の上で平成２８年度農林部の主要施主要施主要施主要施策についての説明を策についての説明を策についての説明を策についての説明を終終終終わります。よろしくご審議のわります。よろしくご審議のわります。よろしくご審議のわります。よろしくご審議のほどお願いをいたします。ほどお願いをいたします。ほどお願いをいたします。ほどお願いをいたします。 県土マネジメント部に関する歳出決算について説明します。県土マネジメント部に関する歳出決算について説明します。県土マネジメント部に関する歳出決算について説明します。県土マネジメント部に関する歳出決算について説明します。○山田県土マネジメント部長○山田県土マネジメント部長○山田県土マネジメント部長○山田県土マネジメント部長「「「「平成２８年度奈良県歳入歳出決算報告平成２８年度奈良県歳入歳出決算報告平成２８年度奈良県歳入歳出決算報告平成２８年度奈良県歳入歳出決算報告書」書」書」書」７７７７ペーペーペーページ、県土マネジメント部、まちづくりジ、県土マネジメント部、まちづくりジ、県土マネジメント部、まちづくりジ、県土マネジメント部、まちづくり推進局の推進局の推進局の推進局の一般一般一般一般会計の歳出について説明します。第１０会計の歳出について説明します。第１０会計の歳出について説明します。第１０会計の歳出について説明します。第１０款款款款、、、、予予予予算現算現算現算現額額額額、、、、支支支支出出出出済済済済額額額額、、、、翌翌翌翌年年年年繰越繰越繰越繰越額額額額、不用、不用、不用、不用額額額額はははは記載記載記載記載のとおりです。全部で８のとおりです。全部で８のとおりです。全部で８のとおりです。全部で８項項項項目目目目あります。あります。あります。あります。繰繰繰繰りりりり越越越越しのしのしのしの主主主主な理な理な理な理由由由由は、地は、地は、地は、地元元元元調調調調整や整や整や整や用地用地用地用地交交交交渉渉渉渉のののの難航難航難航難航、、、、台台台台風風風風、、、、豪雨豪雨豪雨豪雨等等等等のののの影影影影響響響響といといといといううううことがことがことがことが大大大大きくきくきくきく挙挙挙挙げられます。不用げられます。不用げられます。不用げられます。不用額額額額につにつにつについては、いては、いては、いては、共通共通共通共通の理の理の理の理由由由由として、として、として、として、直直直直轄轄轄轄道道道道路路路路の、特に道の、特に道の、特に道の、特に道路路路路の事業の事業の事業の事業負担負担負担負担金が当初より金が当初より金が当初より金が当初より少少少少なかったこなかったこなかったこなかったこと、と、と、と、国庫補助国庫補助国庫補助国庫補助事業の事業の事業の事業の国庫国庫国庫国庫認認認認証証証証減減減減がががが大大大大きな理きな理きな理きな理由由由由です。です。です。です。８８８８ペーペーペーページ、第１ジ、第１ジ、第１ジ、第１３３３３款款款款災害復旧災害復旧災害復旧災害復旧費、第２費、第２費、第２費、第２項項項項の土の土の土の土木施設災害復旧木施設災害復旧木施設災害復旧木施設災害復旧費です。費です。費です。費です。予予予予算現算現算現算現額額額額、、、、繰越額繰越額繰越額繰越額、、、、不用不用不用不用額額額額はははは記載記載記載記載のとおりです。のとおりです。のとおりです。のとおりです。繰繰繰繰りりりり越越越越しのしのしのしの主主主主なななな原原原原因因因因としては、現場としては、現場としては、現場としては、現場条条条条件件件件で、で、で、で、実実実実際際際際に入ってみに入ってみに入ってみに入ってみると地ると地ると地ると地盤盤盤盤がががが思思思思ったよりもったよりもったよりもったよりも悪悪悪悪かったなどかったなどかったなどかったなど工工工工法法法法のののの再再再再検討検討検討検討がががが必要必要必要必要になったことになったことになったことになったことやややや用地用地用地用地交交交交渉渉渉渉のののの難航難航難航難航が理が理が理が理由由由由です。不用の理です。不用の理です。不用の理です。不用の理由由由由としては、としては、としては、としては、台台台台風風風風１６号の１６号の１６号の１６号の災害災害災害災害査定を査定を査定を査定を精精精精査した査した査した査した結果結果結果結果、この、この、この、この額額額額が算出が算出が算出が算出されたといされたといされたといされたといううううことです。ことです。ことです。ことです。２４２４２４２４ペーペーペーページ、奈良県ジ、奈良県ジ、奈良県ジ、奈良県流流流流域域域域下下下下水道事業費の歳入歳出決算水道事業費の歳入歳出決算水道事業費の歳入歳出決算水道事業費の歳入歳出決算書書書書です。歳入について、です。歳入について、です。歳入について、です。歳入について、予予予予算現算現算現算現額額額額とととと収収収収入入入入済済済済額額額額の比の比の比の比較較較較で、第１で、第１で、第１で、第１款款款款分分分分担担担担金及び金及び金及び金及び負担負担負担負担金で２金で２金で２金で２億億億億５５５５，，，，００００００００００００万円万円万円万円余りの余りの余りの余りの減減減減、第２、第２、第２、第２款款款款国国国国庫支庫支庫支庫支出金で８出金で８出金で８出金で８億億億億１１１１，，，，００００００００００００万円万円万円万円余りの余りの余りの余りの減減減減、第６、第６、第６、第６款款款款県県県県債債債債でででで３億３億３億３億２２２２，，，，６００６００６００６００万円万円万円万円余りの余りの余りの余りの減減減減になになになにな
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っています。このっています。このっています。このっています。この減減減減は、いは、いは、いは、いずずずずれもれもれもれも国庫補助国庫補助国庫補助国庫補助事業の事業の事業の事業の国庫国庫国庫国庫認認認認証証証証減減減減にににに伴う伴う伴う伴う歳入の歳入の歳入の歳入の減額減額減額減額です。です。です。です。第４第４第４第４款款款款繰越繰越繰越繰越金ですが、１金ですが、１金ですが、１金ですが、１億億億億５５５５，，，，８００８００８００８００万円万円万円万円余の余の余の余の増増増増となっています。これは、平成２７年となっています。これは、平成２７年となっています。これは、平成２７年となっています。これは、平成２７年度の度の度の度の維維維維持持持持管理費が当初の管理費が当初の管理費が当初の管理費が当初の予予予予定よりも定よりも定よりも定よりも少少少少なかったので、なかったので、なかったので、なかったので、繰越繰越繰越繰越金が金が金が金が増額増額増額増額されたといされたといされたといされたというううう理理理理由由由由によによによによります。ります。ります。ります。２５２５２５２５ペーペーペーページ、歳出です。ジ、歳出です。ジ、歳出です。ジ、歳出です。予予予予算現算現算現算現額額額額から不用から不用から不用から不用額額額額までまでまでまで記載記載記載記載のとおりです。のとおりです。のとおりです。のとおりです。繰繰繰繰りりりり越越越越しの理しの理しの理しの理由由由由は、は、は、は、先先先先ほど申しました、現場ほど申しました、現場ほど申しました、現場ほど申しました、現場条条条条件件件件によってによってによってによって工工工工法法法法のののの再再再再検討検討検討検討がががが必要必要必要必要になったといになったといになったといになったといううううことで、不ことで、不ことで、不ことで、不測測測測のののの日日日日数数数数をををを要要要要した場合にした場合にした場合にした場合に繰繰繰繰りりりり越越越越しがされています。不用については、ほかとしがされています。不用については、ほかとしがされています。不用については、ほかとしがされています。不用については、ほかと一一一一緒緒緒緒でででで国庫国庫国庫国庫認認認認証証証証減減減減もあるのですが、もあるのですが、もあるのですが、もあるのですが、下下下下水道の場合、水道の場合、水道の場合、水道の場合、電電電電気代気代気代気代のののの契契契契約約約約単価単価単価単価を決めるものですから、そのを決めるものですから、そのを決めるものですから、そのを決めるものですから、その変変変変動動動動によによによによるもので不用るもので不用るもので不用るもので不用額額額額が出ているといが出ているといが出ているといが出ているという状況う状況う状況う状況です。です。です。です。県土マネジメント部県土マネジメント部県土マネジメント部県土マネジメント部所所所所管の平成２８年度の歳入歳出決算報告は管の平成２８年度の歳入歳出決算報告は管の平成２８年度の歳入歳出決算報告は管の平成２８年度の歳入歳出決算報告は以以以以上です。上です。上です。上です。続続続続いていていていて「「「「平成２８年度平成２８年度平成２８年度平成２８年度主要施主要施主要施主要施策の成策の成策の成策の成果果果果に関する報告に関する報告に関する報告に関する報告書」書」書」書」の県土マネジメント部のの県土マネジメント部のの県土マネジメント部のの県土マネジメント部の主主主主なななな施施施施策について説明します。１５０策について説明します。１５０策について説明します。１５０策について説明します。１５０ペーペーペーページ、県土マネジメントジ、県土マネジメントジ、県土マネジメントジ、県土マネジメント諸諸諸諸費、費、費、費、効効効効率率率率的的的的・・・・効効効効果的果的果的果的なななな基基基基盤盤盤盤整整整整備備備備で、これはで、これはで、これはで、これは主主主主にににに維維維維持持持持管理に当たるものです。道管理に当たるものです。道管理に当たるものです。道管理に当たるものです。道路路路路事業には事業には事業には事業には維維維維持持持持管理と管理と管理と管理と整備整備整備整備とととと直直直直轄轄轄轄のののの負担負担負担負担金とい金とい金とい金といううううのがのがのがのが大大大大きくありますが、きくありますが、きくありますが、きくありますが、維維維維持持持持管理に当たるものとして、ま管理に当たるものとして、ま管理に当たるものとして、ま管理に当たるものとして、まずずずず橋橋橋橋りりりりょょょょううううのののの耐震耐震耐震耐震補補補補強強強強事業で事業で事業で事業でレベルレベルレベルレベル２２２２等等等等の地の地の地の地震震震震にににに対対対対してしてしてして今今今今、、、、耐震耐震耐震耐震補補補補強強強強をしていますが、をしていますが、をしていますが、をしていますが、３３３３８８８８橋橋橋橋ののののううううち６ち６ち６ち６橋橋橋橋がががが完完完完了了了了しました。しました。しました。しました。次に道次に道次に道次に道路路路路災害防災害防災害防災害防除事業については、除事業については、除事業については、除事業については、法法法法面面面面対対対対策策策策工工工工事を２０事を２０事を２０事を２０路路路路線線線線行行行行いました。いました。いました。いました。１５１１５１１５１１５１ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、老老老老朽朽朽朽化化化化対対対対策、道策、道策、道策、道路路路路施設点施設点施設点施設点検検検検・・・・診診診診断は、断は、断は、断は、点点点点検検検検・・・・診診診診断をして、５年に１度断をして、５年に１度断をして、５年に１度断をして、５年に１度診診診診断した上で断した上で断した上で断した上で老老老老朽朽朽朽化化化化対対対対策を策を策を策を実施実施実施実施していこしていこしていこしていこううううといといといというううう流流流流れで、れで、れで、れで、老老老老朽朽朽朽化化化化対対対対策事業を全部で１８４策事業を全部で１８４策事業を全部で１８４策事業を全部で１８４橋橋橋橋ののののううううちちちち約約約約４０４０４０４０橋橋橋橋、トンネ、トンネ、トンネ、トンネルルルルは６トンネは６トンネは６トンネは６トンネルルルルののののううううち１トンネち１トンネち１トンネち１トンネルルルルがががが完完完完了しています。了しています。了しています。了しています。１５１１５１１５１１５１ペーペーペーページのジのジのジの協働協働協働協働の推進といの推進といの推進といの推進といううううところで、ところで、ところで、ところで、額額額額はさほどはさほどはさほどはさほど大大大大きくないのですが、きくないのですが、きくないのですが、きくないのですが、大大大大宮宮宮宮通通通通りりりりのののの植栽植栽植栽植栽及び及び及び及び修修修修景の景の景の景の整備整備整備整備ををををややややっています。っています。っています。っています。大大大大宮宮宮宮通通通通りでりでりでりで植栽植栽植栽植栽やややや花壇花壇花壇花壇整備整備整備整備、、、、イルミイルミイルミイルミネネネネーーーーショショショションをンをンをンを実施実施実施実施しました。管理の中でのしました。管理の中でのしました。管理の中でのしました。管理の中での一一一一つの成つの成つの成つの成果果果果です。です。です。です。１５２１５２１５２１５２ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、市市市市町町町町村村村村へへへへのののの支援支援支援支援で、で、で、で、先先先先ほど申しましたほど申しましたほど申しましたほど申しました老老老老朽朽朽朽化のメン化のメン化のメン化のメンテナテナテナテナンンンンスサイクルスサイクルスサイクルスサイクルでででですが、これは奈良すが、これは奈良すが、これは奈良すが、これは奈良モデモデモデモデルルルルとして、として、として、として、各市各市各市各市町町町町村が村が村が村が一一一一緒緒緒緒ににににややややっていけるよっていけるよっていけるよっていけるよううううに、に、に、に、例例例例えば点えば点えば点えば点検検検検や設や設や設や設計の受託を県が計の受託を県が計の受託を県が計の受託を県が実施実施実施実施し、全し、全し、全し、全市市市市町町町町村が村が村が村が同じ同じ同じ同じ歩歩歩歩調調調調で進めるよで進めるよで進めるよで進めるよううううにににに行行行行っています。っています。っています。っています。１５２１５２１５２１５２ペーペーペーページのジのジのジの効効効効果的果的果的果的・・・・効効効効率率率率的的的的なななな基基基基盤盤盤盤整備整備整備整備ですが、ですが、ですが、ですが、先先先先ほどがほどがほどがほどが維維維維持持持持管理で、これからが管理で、これからが管理で、これからが管理で、これからが整整整整備備備備するするするする話話話話になります。道になります。道になります。道になります。道路路路路改改改改良事業とい良事業とい良事業とい良事業といううううことで、ことで、ことで、ことで、骨骨骨骨格格格格幹幹幹幹線線線線道道道道路路路路ネネネネッッッットトトトワークワークワークワーク、それ、それ、それ、それ以外以外以外以外にににに渋渋渋渋滞滞滞滞対対対対策策策策や通や通や通や通学学学学路路路路対対対対策事業を策事業を策事業を策事業を選択選択選択選択・・・・集集集集中で中で中で中で実施実施実施実施しています。しています。しています。しています。昨昨昨昨年度は、年度は、年度は、年度は、主主主主な供用な供用な供用な供用箇箇箇箇所所所所ととととして、して、して、して、丹丹丹丹生生生生ババババイイイイパパパパススススが供用したことをが供用したことをが供用したことをが供用したことを含含含含めてめてめてめて記載記載記載記載の５の５の５の５箇箇箇箇所所所所が供用され、が供用され、が供用され、が供用され、補助補助補助補助事業として事業として事業として事業として国国国国
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道２５号、１６５号、１６８号、１６９号など、県道２５号、１６５号、１６８号、１６９号など、県道２５号、１６５号、１６８号、１６９号など、県道２５号、１６５号、１６８号、１６９号など、県単独単独単独単独事業で事業で事業で事業で記載記載記載記載の事業をしています。の事業をしています。の事業をしています。の事業をしています。道道道道路路路路改改改改良良良良等基等基等基等基礎調礎調礎調礎調査は、道査は、道査は、道査は、道路網路網路網路網調調調調査で査で査で査で整備整備整備整備のののの必要必要必要必要性を性を性を性を調調調調査しながら、査しながら、査しながら、査しながら、例例例例えば国えば国えば国えば国道１６８道１６８道１６８道１６８号の号の号の号の十十十十津津津津川道川道川道川道路路路路ⅡⅡⅡⅡ期や期や期や期や新新新新天天天天辻辻辻辻工区工区工区工区のののの整備実整備実整備実整備実現に現に現に現に向向向向けたけたけたけた調調調調査をしているものです。査をしているものです。査をしているものです。査をしているものです。１５１５１５１５３ペー３ペー３ペー３ページ、ジ、ジ、ジ、交通交通交通交通環境の環境の環境の環境の充実充実充実充実です。です。です。です。交通対交通対交通対交通対策事業で、策事業で、策事業で、策事業で、ぐぐぐぐるっとるっとるっとるっとババババススススをををを活活活活用した用した用した用したパパパパークークークークアアアアンンンンドバドバドバドバスライスライスライスライドドドドのののの実施実施実施実施、奈良、奈良、奈良、奈良公公公公園園園園交通対交通対交通対交通対策事業で、策事業で、策事業で、策事業で、登登登登大大大大路路路路のののの自動車駐車自動車駐車自動車駐車自動車駐車場の場の場の場のターミターミターミターミナナナナルルルル化に化に化に化に向向向向けたけたけたけた工工工工事を事を事を事を実施実施実施実施しています。しています。しています。しています。１５４１５４１５４１５４ペーペーペーページ、４、ジ、４、ジ、４、ジ、４、直直直直轄轄轄轄道道道道路路路路事業費事業費事業費事業費負担負担負担負担金です。金です。金です。金です。国国国国土土土土交通交通交通交通省省省省でででで京京京京奈和奈和奈和奈和自動車自動車自動車自動車道、道、道、道、国国国国道２道２道２道２５号、１６８号５号、１６８号５号、１６８号５号、１６８号等等等等をををを整備整備整備整備されていて、そのされていて、そのされていて、そのされていて、その負担負担負担負担がががが記載記載記載記載のとおりです。おかげさまをもちまのとおりです。おかげさまをもちまのとおりです。おかげさまをもちまのとおりです。おかげさまをもちまして、ことし８月にして、ことし８月にして、ことし８月にして、ことし８月に京京京京奈和奈和奈和奈和自動車自動車自動車自動車道道道道大大大大和和和和御御御御所所所所道道道道路路路路は開は開は開は開通通通通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。次に、次に、次に、次に、公共交通公共交通公共交通公共交通のののの話話話話で、１５５で、１５５で、１５５で、１５５ペーペーペーページ、奈良県ジ、奈良県ジ、奈良県ジ、奈良県基基基基幹幹幹幹公共交通公共交通公共交通公共交通ネネネネッッッットトトトワークワークワークワーク確確確確保事業で、保事業で、保事業で、保事業で、奈良県奈良県奈良県奈良県基基基基幹幹幹幹公共交通公共交通公共交通公共交通ネネネネッッッットトトトワークワークワークワーク計計計計画画画画にににに位位位位置置置置づけられたづけられたづけられたづけられた路路路路線線線線のののの運運運運行行行行をををを確確確確保するため、保するため、保するため、保するため、運運運運行行行行経経経経費費費費ややややノノノノンンンンスススステテテテップップップップババババススススのののの導導導導入費用を入費用を入費用を入費用をババババスススス事業者に事業者に事業者に事業者に補助補助補助補助しました。しました。しました。しました。ももももう一う一う一う一つつつつ大大大大きなきなきなきな話話話話として、１５６として、１５６として、１５６として、１５６ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、リニリニリニリニアアアア中中中中央央央央新新新新幹幹幹幹線調線調線調線調査査査査検討検討検討検討事業があります。事業があります。事業があります。事業があります。これは、これは、これは、これは、ＪＪＪＪＲＲＲＲ東東東東海海海海からからからから協力協力協力協力をををを求求求求められるだろめられるだろめられるだろめられるだろううううといといといという前提う前提う前提う前提で、地で、地で、地で、地方方方方自自自自治治治治体体体体としてのとしてのとしてのとしての役役役役割割割割をををを果果果果たすためにたすためにたすためにたすためにリニリニリニリニアアアア中中中中央央央央新新新新幹幹幹幹線線線線のののの整備整備整備整備にににに向向向向けたけたけたけた調調調調査査査査検討検討検討検討をををを実施実施実施実施しているものです。しているものです。しているものです。しているものです。１５６１５６１５６１５６ペーペーペーページからジからジからジから河河河河川と川と川と川と砂砂砂砂防防防防のののの話話話話になります。これもになります。これもになります。これもになります。これも維維維維持持持持修修修修繕繕繕繕とととと整備整備整備整備があります。があります。があります。があります。河河河河川川川川維維維維持持持持修修修修繕繕繕繕とは、とは、とは、とは、維維維維持持持持管理管理管理管理指指指指針針針針にににに基基基基づいてづいてづいてづいて巡巡巡巡視視視視点点点点検検検検をををを実施実施実施実施すること、除すること、除すること、除すること、除草草草草やややや堆堆堆堆積積積積土土土土砂砂砂砂のののの撤撤撤撤去去去去をすること、をすること、をすること、をすること、護護護護岸岸岸岸などのなどのなどのなどの小規模小規模小規模小規模なななな修修修修繕繕繕繕をををを実施実施実施実施することです。することです。することです。することです。１５７１５７１５７１５７ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、河河河河川川川川改改改改良です。良です。良です。良です。予予予予算の算の算の算の項項項項立立立立てがありまして、南部東部地域で、てがありまして、南部東部地域で、てがありまして、南部東部地域で、てがありまして、南部東部地域で、補助補助補助補助事業事業事業事業と県と県と県と県単独単独単独単独事業でそれ事業でそれ事業でそれ事業でそれぞぞぞぞれれれれ３３３３河河河河川、２９川、２９川、２９川、２９河河河河川川川川挙挙挙挙げています。げています。げています。げています。新新新新宮宮宮宮川水川水川水川水系堆系堆系堆系堆積積積積土土土土砂砂砂砂処分推進事業ですが、処分推進事業ですが、処分推進事業ですが、処分推進事業ですが、神神神神納納納納川と上川と上川と上川と上湯湯湯湯川において川において川において川において堆堆堆堆積積積積土土土土砂砂砂砂のののの撤撤撤撤去去去去をををを実実実実施施施施しました。しました。しました。しました。１５８１５８１５８１５８ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、大大大大和川和川和川和川流流流流域総合治水域総合治水域総合治水域総合治水対対対対策推進事業で、策推進事業で、策推進事業で、策推進事業で、内内内内水水水水対対対対策事業、策事業、策事業、策事業、洪洪洪洪水水水水予予予予測モデ測モデ測モデ測モデルルルルのののの検討検討検討検討をををを実施実施実施実施しています。しています。しています。しています。補助補助補助補助事業として２５事業として２５事業として２５事業として２５河河河河川、県川、県川、県川、県単独単独単独単独事業で４６事業で４６事業で４６事業で４６河河河河川を川を川を川を実施実施実施実施していましていましていましています。す。す。す。１５９１５９１５９１５９ペーペーペーページからはジからはジからはジからは砂砂砂砂防防防防事業で、事業で、事業で、事業で、通常通常通常通常砂砂砂砂防防防防、地す、地す、地す、地すべべべべりりりり対対対対策、策、策、策、急急急急傾斜傾斜傾斜傾斜地地地地崩壊崩壊崩壊崩壊対対対対策をそれ策をそれ策をそれ策をそれぞぞぞぞれれれれ予予予予算化していますが、算化していますが、算化していますが、算化していますが、内容的内容的内容的内容的にはにはにはには砂砂砂砂防設備防設備防設備防設備をををを実施実施実施実施することによって、することによって、することによって、することによって、崩落崩落崩落崩落等等等等のののの災害災害災害災害をををを防防防防止止止止する事業です。する事業です。する事業です。する事業です。土土土土砂砂砂砂災害基災害基災害基災害基礎調礎調礎調礎調査・査・査・査・指指指指定推進事業ですが、土定推進事業ですが、土定推進事業ですが、土定推進事業ですが、土砂砂砂砂災害防災害防災害防災害防止止止止法法法法のののの改改改改正を正を正を正を踏踏踏踏ままままええええ、、、、基基基基礎調礎調礎調礎調査を査を査を査を実施実施実施実施して、して、して、して、結果結果結果結果をををを公表公表公表公表します。そのします。そのします。そのします。その結果結果結果結果にににに基基基基づいて土づいて土づいて土づいて土砂砂砂砂災害災害災害災害特別警特別警特別警特別警戒戒戒戒区区区区域、いわ域、いわ域、いわ域、いわゆゆゆゆるるるるレッレッレッレッ
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ド区ド区ド区ド区域を域を域を域を指指指指定していくとい定していくとい定していくとい定していくといううううことで、全部で５９４ことで、全部で５９４ことで、全部で５９４ことで、全部で５９４カカカカ所指所指所指所指定をしています。定をしています。定をしています。定をしています。１６０１６０１６０１６０ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、砂砂砂砂防指防指防指防指定地定地定地定地等等等等管理管理管理管理適適適適正化推進事業です。正化推進事業です。正化推進事業です。正化推進事業です。砂砂砂砂防指防指防指防指定地の定地の定地の定地の適適適適正な管理を推進正な管理を推進正な管理を推進正な管理を推進するために、現在のするために、現在のするために、現在のするために、現在の砂砂砂砂防指防指防指防指定地の定地の定地の定地の見直見直見直見直しをしをしをしを実施実施実施実施しています。しています。しています。しています。１６１１６１１６１１６１ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、先先先先ほどの道ほどの道ほどの道ほどの道路路路路とととと同じ同じ同じ同じ、、、、国国国国土土土土交通交通交通交通省省省省のののの直直直直轄轄轄轄事業の事業の事業の事業の負担負担負担負担金です。金です。金です。金です。直直直直轄河轄河轄河轄河川事川事川事川事業費業費業費業費負担負担負担負担金ですが、金ですが、金ですが、金ですが、大大大大和川、和川、和川、和川、紀紀紀紀の川のの川のの川のの川の河河河河川川川川改改改改修修修修、、、、遊遊遊遊水池水池水池水池整備整備整備整備、、、、紀伊半島大紀伊半島大紀伊半島大紀伊半島大水水水水害害害害でででで発生発生発生発生したしたしたした６６６６カカカカ所所所所のののの河河河河道道道道閉塞閉塞閉塞閉塞箇箇箇箇所所所所のののの対対対対策策策策工工工工事を事を事を事を負担負担負担負担しています。しています。しています。しています。１９５１９５１９５１９５ペーペーペーページ、土ジ、土ジ、土ジ、土木施設木施設木施設木施設のののの災害復旧災害復旧災害復旧災害復旧の関係です。１９５の関係です。１９５の関係です。１９５の関係です。１９５ペーペーペーページに平成２６年ジに平成２６年ジに平成２６年ジに平成２６年災災災災、平成２、平成２、平成２、平成２７年７年７年７年災災災災、平成２８年、平成２８年、平成２８年、平成２８年災災災災とありますが、平成２６年から平成２８年にかけてのとありますが、平成２６年から平成２８年にかけてのとありますが、平成２６年から平成２８年にかけてのとありますが、平成２６年から平成２８年にかけての災害復旧災害復旧災害復旧災害復旧で、で、で、で、それそれそれそれぞぞぞぞれの年度で５０れの年度で５０れの年度で５０れの年度で５０カカカカ所所所所、、、、３３３３８８８８カカカカ所所所所、４、４、４、４３３３３カカカカ所所所所のののの災害復旧災害復旧災害復旧災害復旧工工工工事を事を事を事を実施実施実施実施しています。しています。しています。しています。２０２２０２２０２２０２ペーペーペーページ、県土マネジメント部ジ、県土マネジメント部ジ、県土マネジメント部ジ、県土マネジメント部所所所所管の特別会計、管の特別会計、管の特別会計、管の特別会計、流流流流域域域域下下下下水道事業費特別会計の説明水道事業費特別会計の説明水道事業費特別会計の説明水道事業費特別会計の説明をします。をします。をします。をします。流流流流域域域域下下下下水道水道水道水道負負負負荷荷荷荷軽軽軽軽減等減等減等減等推進事業は不明水の推進事業は不明水の推進事業は不明水の推進事業は不明水の対対対対策策策策等等等等のののの実実実実態調態調態調態調査をしています。査をしています。査をしています。査をしています。次の次の次の次の段段段段から管理に関するから管理に関するから管理に関するから管理に関する参考参考参考参考資資資資料指標料指標料指標料指標で、４つの処理で、４つの処理で、４つの処理で、４つの処理セセセセンンンンターターターター、第、第、第、第一一一一処理・第処理・第処理・第処理・第二二二二処理・処理・処理・処理・宇陀宇陀宇陀宇陀川・吉野川川・吉野川川・吉野川川・吉野川流流流流域域域域下下下下水道があり、この処理水道があり、この処理水道があり、この処理水道があり、この処理汚汚汚汚水水水水量量量量を全部足しますと１を全部足しますと１を全部足しますと１を全部足しますと１億３，億３，億３，億３，００００００００００００万立万立万立万立方方方方メメメメーーーートトトトルルルルのののの汚汚汚汚水処理をこの４つの処理場で水処理をこの４つの処理場で水処理をこの４つの処理場で水処理をこの４つの処理場で行行行行い、それにかかった管理い、それにかかった管理い、それにかかった管理い、それにかかった管理経経経経費が費が費が費が記載記載記載記載のとおのとおのとおのとおりです。りです。りです。りです。２０４２０４２０４２０４ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、流流流流域域域域下下下下水道の水道の水道の水道の整備整備整備整備です。です。です。です。先先先先ほどは管理で、次はほどは管理で、次はほどは管理で、次はほどは管理で、次は整備整備整備整備ですが、ですが、ですが、ですが、例例例例えばえばえばえば、、、、大大大大和川上和川上和川上和川上流流流流・・・・宇陀宇陀宇陀宇陀川川川川流流流流域域域域下下下下水道第水道第水道第水道第一一一一処理処理処理処理区区区区のののの表表表表の中のの中のの中のの中の下下下下から２つから２つから２つから２つ目目目目、処理、処理、処理、処理施設施設施設施設更更更更新新新新とありまとありまとありまとありますが、すが、すが、すが、老老老老朽朽朽朽化した処理化した処理化した処理化した処理施設施設施設施設のののの更更更更新新新新について、４つの処理について、４つの処理について、４つの処理について、４つの処理区区区区でそれでそれでそれでそれぞぞぞぞれれれれ老老老老朽朽朽朽化に化に化に化に対対対対応応応応するたするたするたするため機め機め機め機械械械械設備や設備や設備や設備や電電電電気気気気設備設備設備設備のののの整備整備整備整備、、、、更更更更新新新新をををを行行行行いました。いました。いました。いました。平成２８年度の県土マネジメント部の平成２８年度の県土マネジメント部の平成２８年度の県土マネジメント部の平成２８年度の県土マネジメント部の主要施主要施主要施主要施策については策については策については策については以以以以上です。ご審議のほどよろ上です。ご審議のほどよろ上です。ご審議のほどよろ上です。ご審議のほどよ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。 「「「「平成２８年度奈良県歳入歳出決算報告平成２８年度奈良県歳入歳出決算報告平成２８年度奈良県歳入歳出決算報告平成２８年度奈良県歳入歳出決算報告書」書」書」書」で説明します。で説明します。で説明します。で説明します。○金剛まちづくり推進局長○金剛まちづくり推進局長○金剛まちづくり推進局長○金剛まちづくり推進局長１４１４１４１４ペーペーペーページ、奈良県ジ、奈良県ジ、奈良県ジ、奈良県自動車駐車自動車駐車自動車駐車自動車駐車場費特別会計の決算で、ま場費特別会計の決算で、ま場費特別会計の決算で、ま場費特別会計の決算で、まずずずず歳入です。歳入です。歳入です。歳入です。予予予予算現算現算現算現額額額額とととと収収収収入入入入済済済済額額額額との比との比との比との比較較較較について、について、について、について、主主主主なものを説明します。第１なものを説明します。第１なものを説明します。第１なものを説明します。第１款使款使款使款使用用用用料料料料及び及び及び及び手数料手数料手数料手数料については、については、については、については、収収収収入入入入済済済済額額額額はははは予予予予算現算現算現算現額額額額にににに対対対対して５００して５００して５００して５００万円万円万円万円余の余の余の余の増増増増となっています。これは、となっています。これは、となっています。これは、となっています。これは、大大大大仏仏仏仏前前前前、、、、登登登登大大大大路路路路のののの自自自自動車駐車動車駐車動車駐車動車駐車場場場場使使使使用用用用台台台台数数数数のののの増増増増によるものです。によるものです。によるものです。によるものです。１５１５１５１５ペーペーペーページ、歳出で、第１ジ、歳出で、第１ジ、歳出で、第１ジ、歳出で、第１款款款款県土マネジメント費、第１県土マネジメント費、第１県土マネジメント費、第１県土マネジメント費、第１項自動車駐車項自動車駐車項自動車駐車項自動車駐車場費です。場費です。場費です。場費です。記載記載記載記載ののののとおり、とおり、とおり、とおり、若若若若干干干干の不用が出ていますけれども、管理費のの不用が出ていますけれども、管理費のの不用が出ていますけれども、管理費のの不用が出ていますけれども、管理費の節節節節減減減減によるものです。によるものです。によるものです。によるものです。続続続続きましてきましてきましてきまして 「「「「平成２８年度平成２８年度平成２８年度平成２８年度主要施主要施主要施主要施策の成策の成策の成策の成果果果果に関する報告に関する報告に関する報告に関する報告書」書」書」書」１６１１６１１６１１６１ペーペーペーページ、まちづくジ、まちづくジ、まちづくジ、まちづく、、、、り推進総務費です。産業のり推進総務費です。産業のり推進総務費です。産業のり推進総務費です。産業の誘致誘致誘致誘致活活活活動動動動のののの強強強強化とい化とい化とい化といううううことで、ことで、ことで、ことで、工工工工業業業業ゾゾゾゾーーーーン創出ン創出ン創出ン創出プロプロプロプロジジジジェクェクェクェクト事ト事ト事ト事
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業です。業です。業です。業です。経経経経済済済済活活活活性化及び雇用の場の性化及び雇用の場の性化及び雇用の場の性化及び雇用の場の確確確確保を保を保を保を図図図図るため、るため、るため、るため、京京京京奈和奈和奈和奈和自動車自動車自動車自動車道、西名阪道、西名阪道、西名阪道、西名阪自動車自動車自動車自動車道道道道周周周周辺辺辺辺において、において、において、において、工工工工業業業業ゾゾゾゾーーーーンのンのンのンの予予予予定地を定地を定地を定地を調調調調査、査、査、査、抽抽抽抽出したものです。出したものです。出したものです。出したものです。宿泊宿泊宿泊宿泊力力力力のののの強強強強化の化の化の化のホテホテホテホテルルルルをををを核核核核としたとしたとしたとした賑賑賑賑わいとわいとわいとわいと交交交交流流流流のののの拠拠拠拠点整備点整備点整備点整備事業です。事業です。事業です。事業です。ココココンンンンベベベベンンンンショショショションンンン施施施施設整備設整備設整備設整備運運運運営等営等営等営等ののののＰＰＰＰＦＦＦＦＩＩＩＩの事業者と事業の事業者と事業の事業者と事業の事業者と事業契契契契約約約約のののの締締締締結結結結について議会で承認をいただきまして、について議会で承認をいただきまして、について議会で承認をいただきまして、について議会で承認をいただきまして、設設設設計に着計に着計に着計に着手手手手をしたものです。をしたものです。をしたものです。をしたものです。１６２１６２１６２１６２ペーペーペーページ、景観づくり・まちづくりの推進で、まちなみ資産とジ、景観づくり・まちづくりの推進で、まちなみ資産とジ、景観づくり・まちづくりの推進で、まちなみ資産とジ、景観づくり・まちづくりの推進で、まちなみ資産と芸術芸術芸術芸術をををを活活活活用したまち用したまち用したまち用したまちづくり推進事業です。県づくり推進事業です。県づくり推進事業です。県づくり推進事業です。県内内内内のののの歴歴歴歴史史史史的的的的なまちなみがなまちなみがなまちなみがなまちなみが残残残残る地域において、る地域において、る地域において、る地域において、空空空空きききき家家家家などをなどをなどをなどを積積積積極極極極的的的的にににに活活活活用しながら地域用しながら地域用しながら地域用しながら地域型型型型ののののアーアーアーアートトトトプロプロプロプロジジジジェクェクェクェクトトトト 「「「「奈良・奈良・奈良・奈良・町家町家町家町家のののの芸術芸術芸術芸術祭祭祭祭はならはならはならはならぁぁぁぁとととと」」」」を開催を開催を開催を開催、、、、したものです。したものです。したものです。したものです。１６１６１６１６３ペー３ペー３ペー３ページ、医ジ、医ジ、医ジ、医大大大大・・・・周辺周辺周辺周辺まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり検討検討検討検討事業です。奈良県事業です。奈良県事業です。奈良県事業です。奈良県立立立立医医医医科科科科大大大大学学学学移移移移転転転転をををを契契契契機とし機とし機とし機として、健康長て、健康長て、健康長て、健康長寿寿寿寿のまちづくり、またのまちづくり、またのまちづくり、またのまちづくり、また附附附附属属属属病病病病院院院院へへへへののののアクセスアクセスアクセスアクセスのののの検討検討検討検討をををを行行行行っています。っています。っています。っています。市市市市町町町町村とのまちづくり連村とのまちづくり連村とのまちづくり連村とのまちづくり連携携携携推進事業です。推進事業です。推進事業です。推進事業です。市市市市町町町町村とのまちづくりの連村とのまちづくりの連村とのまちづくりの連村とのまちづくりの連携協携協携協携協定を定を定を定を締締締締結結結結し、し、し、し、協働協働協働協働してまちづくりを進めており、そのしてまちづくりを進めており、そのしてまちづくりを進めており、そのしてまちづくりを進めており、その段階段階段階段階ごとにごとにごとにごとに応応応応じじじじて、１５て、１５て、１５て、１５市市市市町町町町村の村の村の村の取取取取りりりり組組組組みにみにみにみに対対対対ししししてててて補助補助補助補助をををを行行行行っています。っています。っています。っています。街街街街路路路路事業費、事業費、事業費、事業費、街街街街路路路路改改改改良事業です。良事業です。良事業です。良事業です。骨骨骨骨格格格格幹幹幹幹線線線線道道道道路路路路ネネネネッッッットトトトワークワークワークワーク、またそこ、またそこ、またそこ、またそこへへへへののののアクセスアクセスアクセスアクセス道道道道路路路路のののの整備整備整備整備を奈良を奈良を奈良を奈良橿原橿原橿原橿原線線線線ほか５ほか５ほか５ほか５路路路路線線線線でででで実施実施実施実施しています。しています。しています。しています。新新新新奈良県総合医療奈良県総合医療奈良県総合医療奈良県総合医療セセセセンンンンターターターター関連道関連道関連道関連道路路路路整備整備整備整備事業は、事業は、事業は、事業は、セセセセンンンンターへターへターへターへののののアクセスアクセスアクセスアクセスのための道のための道のための道のための道路路路路整整整整備備備備を進めています。を進めています。を進めています。を進めています。１６４１６４１６４１６４ペーペーペーページ （ジ （ジ （ジ （仮称仮称仮称仮称）奈良）奈良）奈良）奈良イイイインンンンターチェターチェターチェターチェンジンジンジンジ周辺周辺周辺周辺整備整備整備整備事業です。この事業です。この事業です。この事業です。このイイイインンンンターチェターチェターチェターチェンンンン、、、、ジと奈良ジと奈良ジと奈良ジと奈良市市市市の中の中の中の中心心心心部を部を部を部を結結結結ぶぶぶぶアクセスアクセスアクセスアクセス道道道道路路路路のののの整備整備整備整備、、、、周辺周辺周辺周辺地域の地域の地域の地域の整備方整備方整備方整備方策を策を策を策を検討検討検討検討するためのするためのするためのするための調調調調査を査を査を査を実施実施実施実施しました。しました。しました。しました。土地土地土地土地区区区区画整画整画整画整理事業です。平理事業です。平理事業です。平理事業です。平群群群群駅駅駅駅西地西地西地西地区区区区のののの区区区区画整画整画整画整理事業を理事業を理事業を理事業を実施実施実施実施するするするする組組組組合に合に合に合に対対対対してしてしてして補助補助補助補助をををを行行行行ううううことで、ことで、ことで、ことで、支障建物支障建物支障建物支障建物のののの移移移移転転転転及び及び及び及び工工工工事を推進したものです。事を推進したものです。事を推進したものです。事を推進したものです。１６５１６５１６５１６５ペーペーペーページ、ここからはジ、ここからはジ、ここからはジ、ここからは公公公公園園園園事業費です。まほろ事業費です。まほろ事業費です。まほろ事業費です。まほろばばばば健康健康健康健康パパパパークークークークの管理・の管理・の管理・の管理・運運運運営営営営で、で、で、で、スイスイスイスイムムムムピピピピアアアア奈良をは奈良をは奈良をは奈良をはじじじじめとした健康めとした健康めとした健康めとした健康増増増増進進進進施設施設施設施設などをなどをなどをなどをＰＰＰＰＦＦＦＦＩＩＩＩ手法手法手法手法によってによってによってによって一体的一体的一体的一体的にににに運運運運営営営営管理を管理を管理を管理を行行行行っています。っています。っています。っています。都都都都市公市公市公市公園園園園整備整備整備整備事業は、事業は、事業は、事業は、大大大大渕渕渕渕池池池池公公公公園園園園など４など４など４など４公公公公園園園園において、において、において、において、老老老老朽朽朽朽化した化した化した化した施設施設施設施設のののの補補補補修修修修、、、、整備整備整備整備をををを行行行行っています。っています。っています。っています。公公公公園園園園等活等活等活等活用用用用検討検討検討検討事業は、事業は、事業は、事業は、大大大大和和和和民民民民俗俗俗俗公公公公園園園園等等等等をより県をより県をより県をより県民民民民にににに親親親親しんでもらしんでもらしんでもらしんでもらええええる場とするためのる場とするためのる場とするためのる場とするための検討検討検討検討をををを実施実施実施実施したものです。したものです。したものです。したものです。
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１６６１６６１６６１６６ペーペーペーページ、観光の振興では、平ジ、観光の振興では、平ジ、観光の振興では、平ジ、観光の振興では、平城宮跡城宮跡城宮跡城宮跡のののの利利利利活活活活用推進事業で、用推進事業で、用推進事業で、用推進事業で、朱雀朱雀朱雀朱雀大大大大路路路路西西西西側側側側地地地地区区区区のののの施施施施設設設設のののの整備整備整備整備工工工工事を進めました。また、事を進めました。また、事を進めました。また、事を進めました。また、朱雀朱雀朱雀朱雀大大大大路路路路東東東東側側側側地地地地区区区区でのでのでのでの整備整備整備整備計計計計画画画画のののの検討検討検討検討をををを実施実施実施実施していましていましていましています。す。す。す。飛飛飛飛鳥鳥鳥鳥・・・・藤藤藤藤原原原原地域地域地域地域魅魅魅魅力向力向力向力向上事業です。特に史上事業です。特に史上事業です。特に史上事業です。特に史跡跡跡跡・名・名・名・名勝勝勝勝のののの飛飛飛飛鳥鳥鳥鳥京跡苑京跡苑京跡苑京跡苑池保池保池保池保存存存存整備整備整備整備に係るに係るに係るに係る設設設設計計計計をををを行う行う行う行うとともに、特別史とともに、特別史とともに、特別史とともに、特別史跡跡跡跡のののの藤藤藤藤原宮跡原宮跡原宮跡原宮跡のののの自然自然自然自然環境の環境の環境の環境の調調調調査を査を査を査を実施実施実施実施しています。しています。しています。しています。ややややまとまとまとまと花花花花ごよみ開催事業は、ごよみ開催事業は、ごよみ開催事業は、ごよみ開催事業は、馬馬馬馬見見見見丘陵丘陵丘陵丘陵公公公公園園園園でのでのでのでの記載記載記載記載ののののイベイベイベイベントを開催したものです。ントを開催したものです。ントを開催したものです。ントを開催したものです。奈良奈良奈良奈良公公公公園園園園施設施設施設施設魅魅魅魅力向力向力向力向上事業では、吉上事業では、吉上事業では、吉上事業では、吉城園周辺城園周辺城園周辺城園周辺地地地地区区区区、、、、高高高高畑畑畑畑町町町町裁裁裁裁判判判判所所所所跡跡跡跡地において、地において、地において、地において、整備整備整備整備、、、、活活活活用を用を用を用を行う行う行う行う事業者を事業者を事業者を事業者を公公公公募募募募し、決定したところです。し、決定したところです。し、決定したところです。し、決定したところです。１６７１６７１６７１６７ペーペーペーページ、平ジ、平ジ、平ジ、平城宮跡城宮跡城宮跡城宮跡内イベ内イベ内イベ内イベントントントント展展展展開事業で、開事業で、開事業で、開事業で、記載記載記載記載のののの春春春春、、、、夏夏夏夏、、、、秋秋秋秋のののの季季季季節節節節ごとのごとのごとのごとの多多多多彩彩彩彩ななななイベイベイベイベントをントをントをントを実施実施実施実施したものです。したものです。したものです。したものです。１６８１６８１６８１６８ペーペーペーページ、奈良ジ、奈良ジ、奈良ジ、奈良公公公公園園園園観光地域観光地域観光地域観光地域活活活活性化性化性化性化基基基基金事業です。なら金事業です。なら金事業です。なら金事業です。なら瑠璃絵瑠璃絵瑠璃絵瑠璃絵開催事業などを開催事業などを開催事業などを開催事業などを対象対象対象対象事業として、事業として、事業として、事業として、広広広広くくくく寄附寄附寄附寄附金を金を金を金を募募募募りまして、それをりまして、それをりまして、それをりまして、それを補助補助補助補助金として金として金として金として交交交交付をしたものです。付をしたものです。付をしたものです。付をしたものです。住住住住まいまちづくり総務費です。まいまちづくり総務費です。まいまちづくり総務費です。まいまちづくり総務費です。住住住住宅宅宅宅管理で、県管理で、県管理で、県管理で、県営住営住営住営住宅宅宅宅にににに指指指指定管理者定管理者定管理者定管理者制制制制度を度を度を度を導導導導入して、入して、入して、入して、ササササーーーービビビビスススス向向向向上、上、上、上、効効効効率率率率的的的的な管理にな管理にな管理にな管理に努努努努めています。めています。めています。めています。住生活住生活住生活住生活ビビビビジジジジョョョョン推進事業です。ン推進事業です。ン推進事業です。ン推進事業です。住住住住んでよしをんでよしをんでよしをんでよしを実実実実現するために、奈良県現するために、奈良県現するために、奈良県現するために、奈良県住生活基住生活基住生活基住生活基本計本計本計本計画画画画をををを平成２９年平成２９年平成２９年平成２９年３３３３月に月に月に月に改改改改定をしたところです。定をしたところです。定をしたところです。定をしたところです。１６９１６９１６９１６９ペーペーペーページ、南部地域・東部地域の振興で、南部・東部地域づくり推進ジ、南部地域・東部地域の振興で、南部・東部地域づくり推進ジ、南部地域・東部地域の振興で、南部・東部地域づくり推進ジ、南部地域・東部地域の振興で、南部・東部地域づくり推進支援支援支援支援事業の南事業の南事業の南事業の南部・東部部・東部部・東部部・東部集集集集落落落落づくりづくりづくりづくり支援支援支援支援事業は、県が事業は、県が事業は、県が事業は、県がココココンンンンサルタサルタサルタサルタントに委託して、関係するントに委託して、関係するントに委託して、関係するントに委託して、関係する市市市市町町町町村に村に村に村に対対対対しししして定て定て定て定住住住住のののの促促促促進、進、進、進、空空空空きききき家家家家のののの利利利利活活活活用などに用などに用などに用などに対対対対して総合して総合して総合して総合的的的的にににに技術技術技術技術支援支援支援支援をするものです。その次のをするものです。その次のをするものです。その次のをするものです。その次の復復復復興興興興住住住住宅宅宅宅建設等補助建設等補助建設等補助建設等補助事業は、事業は、事業は、事業は、五條五條五條五條市市市市、野、野、野、野迫迫迫迫川村、川村、川村、川村、十十十十津津津津川村の川村の川村の川村の復復復復興興興興住住住住宅宅宅宅建設建設建設建設関連事業関連事業関連事業関連事業へへへへのののの補補補補助助助助をををを行行行行ったものです。ったものです。ったものです。ったものです。住住住住まいまちづくりまいまちづくりまいまちづくりまいまちづくり建設建設建設建設費、県費、県費、県費、県営住営住営住営住宅宅宅宅建建建建替替替替事業です。事業です。事業です。事業です。廃廃廃廃止止止止をした県をした県をした県をした県営住営住営住営住宅宅宅宅の除の除の除の除却却却却工工工工事など事など事など事などもももも行行行行いました。あわせていました。あわせていました。あわせていました。あわせて天天天天理理理理団団団団地における地における地における地における敷敷敷敷地の地の地の地の活活活活用の用の用の用の基基基基本本本本構構構構想想想想のののの検討検討検討検討もももも行行行行いました。いました。いました。いました。近近近近鉄鉄鉄鉄大大大大福福福福駅周辺駅周辺駅周辺駅周辺地地地地区拠区拠区拠区拠点整備点整備点整備点整備事業については、これもまちづくり事業については、これもまちづくり事業については、これもまちづくり事業については、これもまちづくり包包包包括括括括協協協協定の地定の地定の地定の地区区区区のののの一一一一つつつつで、で、で、で、桜桜桜桜井井井井市市市市とととと一一一一緒緒緒緒に進めているに進めているに進めているに進めている多多多多世代世代世代世代居居居居住住住住のまちづくりにのまちづくりにのまちづくりにのまちづくりに向向向向けて、けて、けて、けて、桜桜桜桜井県井県井県井県営住営住営住営住宅宅宅宅のののの建建建建替替替替事事事事業を業を業を業を実施実施実施実施します。します。します。します。県県県県営住営住営住営住宅宅宅宅スススストトトトックックックック総合総合総合総合改改改改善善善善事業は、事業は、事業は、事業は、老老老老朽朽朽朽化が進化が進化が進化が進む団む団む団む団地においての地においての地においての地においての外外外外壁壁壁壁改改改改修修修修やややや屋屋屋屋上上上上防防防防水な水な水な水などのどのどのどの工工工工事を事を事を事を行行行行っています。っています。っています。っています。１７０１７０１７０１７０ペーペーペーページからはジからはジからはジからは建建建建築築築築指指指指導導導導費です。費です。費です。費です。住住住住宅宅宅宅・・・・建建建建築築築築物物物物耐震耐震耐震耐震対対対対策事業で、策事業で、策事業で、策事業で、既既既既存存存存のののの木木木木造造造造住住住住宅宅宅宅のののの耐震耐震耐震耐震診診診診断、断、断、断、改改改改修修修修事業、特事業、特事業、特事業、特殊殊殊殊建物建物建物建物のののの耐震耐震耐震耐震のののの精密診精密診精密診精密診断事業を断事業を断事業を断事業を実施実施実施実施しているしているしているしている市市市市町町町町村村村村へへへへのののの支援支援支援支援をををを行行行行
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ううううものです。ものです。ものです。ものです。建建建建築築築築基準法指基準法指基準法指基準法指定道定道定道定道路路路路等等等等調調調調査事業では、査事業では、査事業では、査事業では、建建建建築築築築基準法基準法基準法基準法上の上の上の上の情情情情報を報を報を報をデデデデータベースータベースータベースータベース化しています。化しています。化しています。化しています。以以以以上で平成２８年度まちづくり推進局の上で平成２８年度まちづくり推進局の上で平成２８年度まちづくり推進局の上で平成２８年度まちづくり推進局の主要施主要施主要施主要施策についての説明を策についての説明を策についての説明を策についての説明を終終終終わります。ご審議わります。ご審議わります。ご審議わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。のほどよろしくお願いいたします。のほどよろしくお願いいたします。のほどよろしくお願いいたします。平成２８年度奈良県水道用水供給事業費特別会計決算の概平成２８年度奈良県水道用水供給事業費特別会計決算の概平成２８年度奈良県水道用水供給事業費特別会計決算の概平成２８年度奈良県水道用水供給事業費特別会計決算の概要要要要について説について説について説について説○西川水道局長○西川水道局長○西川水道局長○西川水道局長。 、。 、。 、。 、明します明します明します明します 「「「「平成２９年１０月決算審査特別委員会資平成２９年１０月決算審査特別委員会資平成２９年１０月決算審査特別委員会資平成２９年１０月決算審査特別委員会資料料料料、奈良県水道局、奈良県水道局、奈良県水道局、奈良県水道局」」」」１１１１ペーペーペーページですがジですがジですがジですが予予予予算算算算額額額額にににに対対対対する決算する決算する決算する決算額額額額のののの状況状況状況状況についてについてについてについて記載記載記載記載しています。金しています。金しています。金しています。金額額額額はははは消消消消費費費費税税税税込みで、込みで、込みで、込みで、収収収収入の決算入の決算入の決算入の決算額額額額は、１１６は、１１６は、１１６は、１１６億億億億９９９９，，，，１００１００１００１００万円万円万円万円余となり、余となり、余となり、余となり、予予予予算算算算額額額額にににに対対対対しては、１しては、１しては、１しては、１億億億億１１１１，，，，１００１００１００１００万円万円万円万円余の余の余の余の減減減減となっています。これは、となっています。これは、となっています。これは、となっています。これは、配配配配水水水水収益収益収益収益及び及び及び及び固固固固定資産定資産定資産定資産売売売売却却却却益益益益がががが予予予予定より定より定より定より少少少少なかったことによるなかったことによるなかったことによるなかったことによるものです。ものです。ものです。ものです。支支支支出の決算出の決算出の決算出の決算額額額額は、９８は、９８は、９８は、９８億億億億５５５５，，，，８００８００８００８００万円万円万円万円余となり、余となり、余となり、余となり、予予予予算算算算額額額額と比と比と比と比較較較較して、８して、８して、８して、８億億億億２００２００２００２００万円万円万円万円余の不用となっています。これは、余の不用となっています。これは、余の不用となっています。これは、余の不用となっています。これは、主主主主としてとしてとしてとして薬薬薬薬品品品品費費費費やややや動力動力動力動力費費費費等等等等のののの減減減減によるものです。によるものです。によるものです。によるものです。次に、資本次に、資本次に、資本次に、資本的収的収的収的収入及び入及び入及び入及び支支支支出ですが、出ですが、出ですが、出ですが、収収収収入の決算入の決算入の決算入の決算額額額額は８は８は８は８億億億億５５５５，，，，８００８００８００８００万円万円万円万円余、余、余、余、予予予予算算算算額額額額に比に比に比に比べべべべましてましてましてまして３億３億３億３億６６６６，，，，４００４００４００４００万円万円万円万円余の余の余の余の減減減減となっています。これは、となっています。これは、となっています。これは、となっています。これは、主主主主としてとしてとしてとして国国国国のののの交交交交付金の認付金の認付金の認付金の認証証証証減減減減によるものです。によるものです。によるものです。によるものです。支支支支出の決算出の決算出の決算出の決算額額額額は７１は７１は７１は７１億億億億９９９９，，，，００００００００００００万円万円万円万円余で、平成２９年度余で、平成２９年度余で、平成２９年度余で、平成２９年度へへへへのののの繰繰繰繰りりりり越越越越しが１しが１しが１しが１億億億億２２２２，，，，７０７０７０７０００００万円万円万円万円、、、、予予予予算算算算額額額額と比と比と比と比較較較較して１６して１６して１６して１６億億億億７７７７，，，，９００９００９００９００万円万円万円万円余の不用となっています。これは、余の不用となっています。これは、余の不用となっています。これは、余の不用となっています。これは、先先先先ほほほほど申し上げましたど申し上げましたど申し上げましたど申し上げました国国国国のののの交交交交付金の認付金の認付金の認付金の認証証証証減減減減によるもの、によるもの、によるもの、によるもの、工工工工事事事事等等等等の入の入の入の入札札札札差差差差金などによるものです。金などによるものです。金などによるものです。金などによるものです。２２２２ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、先先先先ほど申し上げましたほど申し上げましたほど申し上げましたほど申し上げました収益的収支収益的収支収益的収支収益的収支のののの内訳内訳内訳内訳をををを記載記載記載記載したもので、金したもので、金したもので、金したもので、金額額額額はははは消消消消費費費費税税税税込込込込みでみでみでみで記載記載記載記載しています。合計しています。合計しています。合計しています。合計額額額額はははは先先先先ほど申し上げましたので、ほど申し上げましたので、ほど申し上げましたので、ほど申し上げましたので、内訳内訳内訳内訳のののの主主主主なものについて申しなものについて申しなものについて申しなものについて申し上げます。ま上げます。ま上げます。ま上げます。まずずずず、、、、収収収収入ですが、入ですが、入ですが、入ですが、配配配配水水水水収益収益収益収益、、、、収収収収入のもととなる入のもととなる入のもととなる入のもととなる有有有有収収収収水水水水量量量量が平成２８年度は７が平成２８年度は７が平成２８年度は７が平成２８年度は７，，，，７７７７３３３３５５５５万万万万トン余りとなり、トン余りとなり、トン余りとなり、トン余りとなり、前前前前年度比で２９０年度比で２９０年度比で２９０年度比で２９０万万万万トン余トン余トン余トン余増加増加増加増加しています。そのしています。そのしています。そのしています。その結果結果結果結果、、、、収収収収入は入は入は入は１０１０１０１０３億３億３億３億７００７００７００７００万円万円万円万円余となり、余となり、余となり、余となり、前前前前年度に比年度に比年度に比年度に比べべべべ約約約約３億円増加３億円増加３億円増加３億円増加しました。しました。しました。しました。支支支支出ですが、出ですが、出ですが、出ですが、主主主主なものはなものはなものはなものは原原原原水水水水浄浄浄浄水及び水及び水及び水及び送送送送水費２４水費２４水費２４水費２４億億億億８８８８，，，，１００１００１００１００万円万円万円万円余、余、余、余、減価償減価償減価償減価償却却却却費５７費５７費５７費５７億億億億２２２２，，，，２００２００２００２００万円万円万円万円余、余、余、余、支支支支払利払利払利払利息息息息８８８８億３，億３，億３，億３，８００８００８００８００万円万円万円万円余などです。余などです。余などです。余などです。利利利利益益益益については、については、については、については、消消消消費費費費税税税税抜抜抜抜きで計算しており、１６きで計算しており、１６きで計算しており、１６きで計算しており、１６億億億億６６６６，３，３，３，３００００００００万円万円万円万円余が当年度余が当年度余が当年度余が当年度純純純純利利利利益益益益となります。これにとなります。これにとなります。これにとなります。これに前前前前年度からの年度からの年度からの年度からの繰越繰越繰越繰越利利利利益益益益剰余金１００剰余金１００剰余金１００剰余金１００万円万円万円万円余を余を余を余を加え加え加え加えまして、平成２８年まして、平成２８年まして、平成２８年まして、平成２８年度の度の度の度の未未未未処分処分処分処分利利利利益益益益剰余金は１６剰余金は１６剰余金は１６剰余金は１６億億億億６６６６，，，，４００４００４００４００万円万円万円万円余となります。余となります。余となります。余となります。未未未未処分処分処分処分利利利利益益益益剰余金の処分については、県剰余金の処分については、県剰余金の処分については、県剰余金の処分については、県営営営営水道と水道と水道と水道と市市市市町町町町村水道の水道資産を県域全村水道の水道資産を県域全村水道の水道資産を県域全村水道の水道資産を県域全体体体体でででで最最最最適適適適化する県域水道化する県域水道化する県域水道化する県域水道フフフファシリティァシリティァシリティァシリティマネジメントを推進するため、マネジメントを推進するため、マネジメントを推進するため、マネジメントを推進するため、昨昨昨昨年度年度年度年度同同同同様、県域水道様、県域水道様、県域水道様、県域水道フフフファァァァ
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シリティシリティシリティシリティマネジメント推進マネジメント推進マネジメント推進マネジメント推進積立積立積立積立金に金に金に金に積積積積みみみみ立立立立てしたいとてしたいとてしたいとて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。積立額積立額積立額積立額については、については、については、については、奈良県水道用水供給事業の奈良県水道用水供給事業の奈良県水道用水供給事業の奈良県水道用水供給事業の設置等設置等設置等設置等に関するに関するに関するに関する条例条例条例条例により、により、により、により、利利利利益益益益の２０分の１の２０分の１の２０分の１の２０分の１以以以以上を上を上を上を減債積立減債積立減債積立減債積立金に金に金に金に積積積積みみみみ立立立立てることがてることがてることがてることが義義義義務づけられていますので、務づけられていますので、務づけられていますので、務づけられていますので、記載記載記載記載のとおり、のとおり、のとおり、のとおり、減債積立減債積立減債積立減債積立金に９金に９金に９金に９，，，，００００００００００００万円万円万円万円をををを積積積積みみみみ立立立立て、県域水道て、県域水道て、県域水道て、県域水道フフフファシリティァシリティァシリティァシリティマネジメントマネジメントマネジメントマネジメント積立積立積立積立金には１５金には１５金には１５金には１５億億億億７７７７，，，，００００００００００００万円万円万円万円をををを積積積積みみみみ立立立立てる案としています。てる案としています。てる案としています。てる案としています。３ペー３ペー３ペー３ページ、資本ジ、資本ジ、資本ジ、資本的収支的収支的収支的収支のののの内訳内訳内訳内訳です。です。です。です。支支支支出ですが、県域水道出ですが、県域水道出ですが、県域水道出ですが、県域水道フフフファシリティァシリティァシリティァシリティマネジメントのマネジメントのマネジメントのマネジメントの推進及び推進及び推進及び推進及び既既既既存存存存施設施設施設施設のののの更更更更新新新新改改改改良などに係る良などに係る良などに係る良などに係る建設改建設改建設改建設改良費として２６良費として２６良費として２６良費として２６億億億億９００９００９００９００万円万円万円万円余を余を余を余を支支支支出しま出しま出しま出しました。した。した。した。主主主主なものとしては、なものとしては、なものとしては、なものとしては、送送送送水水水水設備設備設備設備としてとしてとしてとして桜桜桜桜井井井井市市市市の県水の県水の県水の県水転換転換転換転換やややや川西川西川西川西町町町町のののの直結配直結配直結配直結配水を進める水を進める水を進める水を進めるためのためのためのための工工工工事を事を事を事を実施実施実施実施しました。また、上水しました。また、上水しました。また、上水しました。また、上水設備設備設備設備としては、としては、としては、としては、御御御御所所所所浄浄浄浄水場における水場における水場における水場における小小小小水水水水力力力力発発発発電電電電設設設設備備備備のののの設置設置設置設置工工工工事を事を事を事を行行行行い、ことし４月からい、ことし４月からい、ことし４月からい、ことし４月から稼稼稼稼働働働働したところです。したところです。したところです。したところです。建設改建設改建設改建設改良費の長良費の長良費の長良費の長期貸期貸期貸期貸付金については、県水付金については、県水付金については、県水付金については、県水転換転換転換転換を進めるためにを進めるためにを進めるためにを進めるために配配配配水管の水管の水管の水管の敷敷敷敷設設設設替替替替ええええ工工工工事な事な事な事などをどをどをどを行行行行いましたいましたいましたいました御御御御所市所市所市所市、、、、三三三三宅町宅町宅町宅町にににに貸貸貸貸し付けをし付けをし付けをし付けを行行行行ったものです。ったものです。ったものです。ったものです。企企企企業業業業債債債債につきましては、４５につきましては、４５につきましては、４５につきましては、４５億億億億７７７７，，，，５００５００５００５００万円万円万円万円余を余を余を余を償還償還償還償還しました。しました。しました。しました。これにこれにこれにこれに対対対対して、して、して、して、収収収収入の入の入の入の主主主主なものですが、なものですが、なものですが、なものですが、他他他他会計からの会計からの会計からの会計からの助助助助成金が成金が成金が成金が一一一一番番番番大大大大きなものとなってきなものとなってきなものとなってきなものとなっています。います。います。います。一般一般一般一般会計からの会計からの会計からの会計からの補助補助補助補助金については、そのほとんどが金については、そのほとんどが金については、そのほとんどが金については、そのほとんどが国国国国からのからのからのからの交交交交付金を付金を付金を付金を一一一一旦旦旦旦、、、、一般一般一般一般会計で受けた上で水道会計に会計で受けた上で水道会計に会計で受けた上で水道会計に会計で受けた上で水道会計に交交交交付しているものです。付しているものです。付しているものです。付しているものです。収支収支収支収支については、当年度資本については、当年度資本については、当年度資本については、当年度資本的収支的収支的収支的収支不足不足不足不足額額額額にににに記載記載記載記載のとおり６のとおり６のとおり６のとおり６３億３，３億３，３億３，３億３，２００２００２００２００万円万円万円万円余の不余の不余の不余の不足が足が足が足が生じ生じ生じ生じていますが、これについては、ていますが、これについては、ていますが、これについては、ていますが、これについては、補補補補填填填填財源財源財源財源にににに記載記載記載記載のとおり、のとおり、のとおり、のとおり、減債積立減債積立減債積立減債積立金及び金及び金及び金及び損益損益損益損益勘勘勘勘定定定定留留留留保資金保資金保資金保資金等等等等でででで補補補補填填填填をしたところです。をしたところです。をしたところです。をしたところです。４４４４ペーペーペーページ、平成２８年度ジ、平成２８年度ジ、平成２８年度ジ、平成２８年度末末末末の県の県の県の県営営営営水道の資産水道の資産水道の資産水道の資産等等等等のののの状況状況状況状況です。資産、です。資産、です。資産、です。資産、負債負債負債負債及び資本の部の及び資本の部の及び資本の部の及び資本の部の内訳内訳内訳内訳はははは記載記載記載記載のとおりで、総のとおりで、総のとおりで、総のとおりで、総額額額額は１は１は１は１，，，，５６５６５６５６３億３億３億３億５５５５，，，，１００１００１００１００万円万円万円万円となっており、となっており、となっており、となっており、前前前前年度年度年度年度末末末末に比に比に比に比べべべべ２５２５２５２５億億億億５５５５，，，，００００００００００００万円万円万円万円のののの減少減少減少減少となっています。となっています。となっています。となっています。５５５５ペーペーペーページ、県ジ、県ジ、県ジ、県営営営営水道の水道の水道の水道の経営状況経営状況経営状況経営状況について、について、について、について、経営経営経営経営分分分分析析析析資資資資料料料料のののの主主主主なものをなものをなものをなものを掲掲掲掲載載載載しています。しています。しています。しています。以以以以上で平成２８年度奈良県水道用水供給事業費特別会計決算の概上で平成２８年度奈良県水道用水供給事業費特別会計決算の概上で平成２８年度奈良県水道用水供給事業費特別会計決算の概上で平成２８年度奈良県水道用水供給事業費特別会計決算の概要要要要についての説明をについての説明をについての説明をについての説明を終終終終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。それではそれではそれではそれでは 「「「「平成２８年度歳入歳出決算報告平成２８年度歳入歳出決算報告平成２８年度歳入歳出決算報告平成２８年度歳入歳出決算報告書」書」書」書」７７７７ペーペーペーページ、教育委員会のジ、教育委員会のジ、教育委員会のジ、教育委員会の○吉田教育長○吉田教育長○吉田教育長○吉田教育長 、、、、所所所所管します歳入歳出決算事管します歳入歳出決算事管します歳入歳出決算事管します歳入歳出決算事項項項項について説明します。第１２について説明します。第１２について説明します。第１２について説明します。第１２款款款款教育費、第１教育費、第１教育費、第１教育費、第１項項項項から順にから順にから順にから順に繰越繰越繰越繰越額額額額及び不用及び不用及び不用及び不用額額額額のののの主主主主な理な理な理な理由由由由を申し上げます。第１を申し上げます。第１を申し上げます。第１を申し上げます。第１項項項項教育総務費で、教育総務費で、教育総務費で、教育総務費で、繰越額繰越額繰越額繰越額はははは記載記載記載記載のとおりでのとおりでのとおりでのとおりです。これは、す。これは、す。これは、す。これは、国国国国の平成２８年度２月の平成２８年度２月の平成２８年度２月の平成２８年度２月補補補補正正正正予予予予算である算である算である算である交交交交付金事業の付金事業の付金事業の付金事業の交交交交付金付金付金付金繰繰繰繰りりりり越越越越しによるもしによるもしによるもしによるものです。不用のです。不用のです。不用のです。不用額額額額は、は、は、は、国庫国庫国庫国庫認認認認証証証証減減減減による事業費のによる事業費のによる事業費のによる事業費の減減減減、初、初、初、初任任任任者者者者研研研研修修修修のののの非非非非常常常常勤勤勤勤講講講講師師師師配置数配置数配置数配置数のののの減減減減なななな
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どによるものです。どによるものです。どによるものです。どによるものです。次に、第２次に、第２次に、第２次に、第２項小学校項小学校項小学校項小学校費、第費、第費、第費、第３３３３項項項項中中中中学校学校学校学校費ですが、不用費ですが、不用費ですが、不用費ですが、不用額額額額はそれはそれはそれはそれぞぞぞぞれれれれ記載記載記載記載のとおりで、職のとおりで、職のとおりで、職のとおりで、職員の員の員の員の新新新新陳陳陳陳代代代代謝謝謝謝によるによるによるによる人件人件人件人件費の費の費の費の減減減減によるものです。によるものです。によるものです。によるものです。第４第４第４第４項項項項のののの高等高等高等高等学校学校学校学校費ですが、不用費ですが、不用費ですが、不用費ですが、不用額額額額はははは記載記載記載記載のとおりで、職員ののとおりで、職員ののとおりで、職員ののとおりで、職員の新新新新陳陳陳陳代代代代謝謝謝謝によるによるによるによる人件人件人件人件費の費の費の費の減減減減とととと高等高等高等高等学校耐震学校耐震学校耐震学校耐震化化化化工工工工事事事事等等等等の入の入の入の入札札札札残残残残などによるものです。などによるものです。などによるものです。などによるものです。次に、第５次に、第５次に、第５次に、第５項項項項の特別の特別の特別の特別支援支援支援支援学校学校学校学校費です。不用費です。不用費です。不用費です。不用額額額額はははは記載記載記載記載のとおりで、職員ののとおりで、職員ののとおりで、職員ののとおりで、職員の新新新新陳陳陳陳代代代代謝謝謝謝によるによるによるによる人件人件人件人件費の費の費の費の減減減減と特別と特別と特別と特別支援支援支援支援学校学校学校学校施設整備施設整備施設整備施設整備工工工工事の入事の入事の入事の入札札札札残残残残などによるものです。などによるものです。などによるものです。などによるものです。次に、第６次に、第６次に、第６次に、第６項項項項保健保健保健保健体体体体育費ですが、不用育費ですが、不用育費ですが、不用育費ですが、不用額額額額はははは記載記載記載記載のとおりで、県のとおりで、県のとおりで、県のとおりで、県立高立高立高立高校校校校芝芝芝芝生生生生化推進事業の化推進事業の化推進事業の化推進事業の入入入入札札札札残残残残などによるものです。などによるものです。などによるものです。などによるものです。次に、第７次に、第７次に、第７次に、第７項項項項文化文化文化文化財財財財保保保保存存存存費です。費です。費です。費です。繰越額繰越額繰越額繰越額はははは記載記載記載記載のとおりで、史のとおりで、史のとおりで、史のとおりで、史跡跡跡跡地の地の地の地の整備整備整備整備、、、、公公公公有有有有化での化での化での化での事業のおくれ事業のおくれ事業のおくれ事業のおくれやややや東東東東大大大大寺寺寺寺のののの回回回回廊廊廊廊のののの屋屋屋屋根根根根部分の保部分の保部分の保部分の保存修存修存修存修理において理において理において理において工工工工期期期期延長が延長が延長が延長が生じ生じ生じ生じたことにたことにたことにたことに伴伴伴伴い、い、い、い、補助補助補助補助事業及び事業及び事業及び事業及び修修修修理受託事業で理受託事業で理受託事業で理受託事業で所要所要所要所要のののの繰繰繰繰りりりり越越越越しをしをしをしを行行行行ったものです。不用ったものです。不用ったものです。不用ったものです。不用額額額額は、は、は、は、発発発発掘掘掘掘調調調調査査査査や重や重や重や重要要要要文化文化文化文化財財財財修修修修理の受託事業費の理の受託事業費の理の受託事業費の理の受託事業費の減減減減及び及び及び及び補助対象補助対象補助対象補助対象事業費の事業費の事業費の事業費の減減減減などによるものです。などによるものです。などによるものです。などによるものです。３３３３２２２２ペーペーペーページ、奈良県育成ジ、奈良県育成ジ、奈良県育成ジ、奈良県育成奨奨奨奨学学学学金金金金貸貸貸貸付金特別会計です。歳入歳出について説明します。歳付金特別会計です。歳入歳出について説明します。歳付金特別会計です。歳入歳出について説明します。歳付金特別会計です。歳入歳出について説明します。歳入については、第１入については、第１入については、第１入については、第１款諸款諸款諸款諸収収収収入、第１入、第１入、第１入、第１項項項項貸貸貸貸付金付金付金付金元元元元利利利利収収収収入ですが、入ですが、入ですが、入ですが、収収収収入入入入済済済済額額額額はははは予予予予算現算現算現算現額額額額にににに対対対対しししして６て６て６て６，，，，２００２００２００２００万円万円万円万円余の余の余の余の減減減減となっています。となっています。となっています。となっています。次に、次に、次に、次に、３３ペー３３ペー３３ペー３３ページ、歳出です。第１ジ、歳出です。第１ジ、歳出です。第１ジ、歳出です。第１款款款款教育費、第１教育費、第１教育費、第１教育費、第１項項項項育成育成育成育成奨奨奨奨学学学学金金金金貸貸貸貸付事業費で、不用付事業費で、不用付事業費で、不用付事業費で、不用額額額額は７は７は７は７，，，，５００５００５００５００万円万円万円万円余です。余です。余です。余です。奨奨奨奨学学学学金金金金貸貸貸貸し付けし付けし付けし付け人数人数人数人数のののの減減減減によるものです。によるものです。によるものです。によるものです。以以以以上が教育委員会上が教育委員会上が教育委員会上が教育委員会所所所所管の決算概管の決算概管の決算概管の決算概要要要要です。です。です。です。「「「「平成２８年度平成２８年度平成２８年度平成２８年度主要施主要施主要施主要施策の成策の成策の成策の成果果果果に関する報告に関する報告に関する報告に関する報告書」書」書」書」により教育委員会に係る事により教育委員会に係る事により教育委員会に係る事により教育委員会に係る事項項項項についてについてについてについて説明します。１７８説明します。１７８説明します。１７８説明します。１７８ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、少少少少子子子子化化化化対対対対策・女性の策・女性の策・女性の策・女性の活活活活躍躍躍躍推進の推進の推進の推進の生活支援ア生活支援ア生活支援ア生活支援アドバドバドバドバイイイイザザザザーーーー派遣派遣派遣派遣事事事事業では、業では、業では、業では、児童児童児童児童生生生生徒徒徒徒のののの生活経生活経生活経生活経済済済済上のさま上のさま上のさま上のさまざざざざまな不安まな不安まな不安まな不安やややや問問問問題題題題の解決にの解決にの解決にの解決に向向向向け、け、け、け、社社社社会福祉関係機関会福祉関係機関会福祉関係機関会福祉関係機関と連と連と連と連携携携携したしたしたした支援支援支援支援をををを実施実施実施実施するため、するため、するため、するため、社社社社会福祉会福祉会福祉会福祉士士士士等等等等をををを生活支援ア生活支援ア生活支援ア生活支援アドバドバドバドバイイイイザザザザーーーーとして県として県として県として県立立立立学校学校学校学校及及及及びびびび公立公立公立公立小小小小・中・中・中・中学校学校学校学校にににに派遣派遣派遣派遣しました。しました。しました。しました。１７９１７９１７９１７９ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、学学学学びのびのびのびの支援支援支援支援、、、、学校学校学校学校教育の教育の教育の教育の充実充実充実充実の教育政策推進事業では、全県の教育政策推進事業では、全県の教育政策推進事業では、全県の教育政策推進事業では、全県的的的的なななな児童児童児童児童生生生生徒徒徒徒のののの学力学力学力学力やややや学習学習学習学習状況状況状況状況をををを把握把握把握把握・分・分・分・分析析析析するため、県するため、県するため、県するため、県内内内内のののの小学小学小学小学４年４年４年４年生生生生、中、中、中、中学学学学１年１年１年１年生生生生をををを対象対象対象対象に、に、に、に、学学学学力力力力・・・・学習学習学習学習状況状況状況状況調調調調査を査を査を査を実施実施実施実施しました。また、教員のしました。また、教員のしました。また、教員のしました。また、教員の指指指指導導導導に関するに関するに関するに関する取取取取りりりり組組組組みみみみやややや教育環境を教育環境を教育環境を教育環境を把把把把握握握握・分・分・分・分析析析析するため、教員をするため、教員をするため、教員をするため、教員を対象対象対象対象にににに調調調調査も査も査も査も実施実施実施実施しました。しました。しました。しました。大大大大学学学学生等生等生等生等による不による不による不による不登校児童登校児童登校児童登校児童生生生生徒徒徒徒支援支援支援支援事業は事業は事業は事業は帝塚帝塚帝塚帝塚山山山山大大大大学学学学生生生生のののの提提提提案事業ですが、案事業ですが、案事業ですが、案事業ですが、児童児童児童児童生生生生徒徒徒徒ののののさまさまさまさまざざざざまなまなまなまな悩悩悩悩みのみのみのみの相談相相談相相談相相談相手手手手として、教員として、教員として、教員として、教員やスクールやスクールやスクールやスクールカウカウカウカウンンンンセラーセラーセラーセラーをををを目指目指目指目指すすすす大大大大学学学学生生生生ををををボボボボラララランンンン
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ティティティティアアアアとしてとしてとしてとして小学校小学校小学校小学校にににに派遣派遣派遣派遣しました。しました。しました。しました。１８０１８０１８０１８０ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、スクールスクールスクールスクールカウカウカウカウンンンンセラー等セラー等セラー等セラー等のののの配置配置配置配置では、いでは、いでは、いでは、いじじじじめめめめやややや不不不不登校登校登校登校等等等等、、、、多多多多様化する様化する様化する様化する生生生生徒徒徒徒のののの悩悩悩悩み、不安み、不安み、不安み、不安等等等等を解決するため、を解決するため、を解決するため、を解決するため、スクールスクールスクールスクールカウカウカウカウンンンンセラーセラーセラーセラーをををを公立公立公立公立中中中中学校学校学校学校全全全全校校校校にににに配置配置配置配置、、、、高高高高校校校校においてもにおいてもにおいてもにおいても重点的重点的重点的重点的にににに配置配置配置配置をををを行行行行いました。いました。いました。いました。主主主主権権権権者教育推進事業では、者教育推進事業では、者教育推進事業では、者教育推進事業では、高高高高校校校校生生生生がががが社社社社会会会会問問問問題題題題をををを題題題題材材材材にしてにしてにしてにして考え考え考え考えるるるる力力力力をををを身身身身につけるためのにつけるためのにつけるためのにつけるためのモデモデモデモデルルルル事業を事業を事業を事業を実施実施実施実施しました。また、教員しました。また、教員しました。また、教員しました。また、教員向向向向けにけにけにけに主主主主権権権権者教育副教者教育副教者教育副教者教育副教材材材材活活活活用の用の用の用の研研研研修修修修会も会も会も会も実施実施実施実施しましましましました。した。した。した。１８１１８１１８１１８１ペーペーペーページ、南部地域・東部地域の振興のジ、南部地域・東部地域の振興のジ、南部地域・東部地域の振興のジ、南部地域・東部地域の振興の小規模校小規模校小規模校小規模校におけるにおけるにおけるにおける協働学習協働学習協働学習協働学習をををを活活活活性化するた性化するた性化するた性化するためのめのめのめのＩＩＩＩＣＣＣＣＴＴＴＴ活活活活用事業では、用事業では、用事業では、用事業では、多多多多様な様な様な様な意意意意見見見見にににに触触触触れる機会がれる機会がれる機会がれる機会が少少少少ないなどのないなどのないなどのないなどの小規模校小規模校小規模校小規模校の教育上のの教育上のの教育上のの教育上の課課課課題題題題をををを克服克服克服克服するため、するため、するため、するため、学校学校学校学校同同同同士士士士ををををＩＩＩＩＣＣＣＣＴＴＴＴでででで結結結結んだんだんだんだ遠隔遠隔遠隔遠隔合合合合同同同同学習学習学習学習を６を６を６を６小学校小学校小学校小学校でででで実施実施実施実施しました。しました。しました。しました。少少少少子子子子化化化化対対対対策・女性の策・女性の策・女性の策・女性の活活活活躍躍躍躍促促促促進の進の進の進の子子子子どものどものどものどもの学学学学び場づくりび場づくりび場づくりび場づくり支援支援支援支援事業では、事業では、事業では、事業では、経経経経済済済済的的的的にににに困困困困難難難難な環な環な環な環境にある境にある境にある境にある子子子子どもどもどもども等等等等が安が安が安が安心心心心してしてしてして集集集集い、い、い、い、学習学習学習学習できる場できる場できる場できる場所所所所を地域でを地域でを地域でを地域でふふふふややややすため、すため、すため、すため、市市市市町町町町村と連村と連村と連村と連携携携携ししししてててて学学学学び場づくりび場づくりび場づくりび場づくり等等等等のののの活活活活動動動動をををを行う行う行う行う７７７７団体団体団体団体にににに対対対対し、し、し、し、補助補助補助補助をををを行行行行いました。いました。いました。いました。１８２１８２１８２１８２ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、学学学学びのびのびのびの支援支援支援支援、地域、地域、地域、地域ぐぐぐぐるみのるみのるみのるみの子子子子育て・教育の育て・教育の育て・教育の育て・教育の学校学校学校学校・地域・地域・地域・地域パパパパーーーートトトトナナナナーーーーシシシシップップップップ事業では、地域で事業では、地域で事業では、地域で事業では、地域で子子子子どもを育て、どもを育て、どもを育て、どもを育て、規規規規範範範範意識意識意識意識・・・・社社社社会性の会性の会性の会性の向向向向上上上上等等等等に資するに資するに資するに資する仕仕仕仕組組組組みとして、保みとして、保みとして、保みとして、保護護護護者、地域者、地域者、地域者、地域住民住民住民住民とととと「「「「学校コ学校コ学校コ学校コミミミミュニティ協ュニティ協ュニティ協ュニティ協議会議会議会議会」」」」をををを組組組組織織織織し、し、し、し、課題課題課題課題解決に解決に解決に解決に向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組組組組みを推進みを推進みを推進みを推進する県する県する県する県内３内３内３内３２２２２市市市市町町町町村、２２８村、２２８村、２２８村、２２８カカカカ所所所所にににに補助補助補助補助をををを行行行行いました。いました。いました。いました。理理理理科科科科観察・観察・観察・観察・実実実実験験験験支援支援支援支援員の員の員の員の派遣派遣派遣派遣では、理では、理では、理では、理科科科科のののの学力向学力向学力向学力向上を上を上を上を図図図図るため、観察・るため、観察・るため、観察・るため、観察・実実実実験験験験ををををササササポポポポーーーートトトトするするするする支援支援支援支援員を員を員を員を小学校小学校小学校小学校にににに派遣派遣派遣派遣しました。しました。しました。しました。１８１８１８１８３ペー３ペー３ペー３ページ、ジ、ジ、ジ、学学学学びのびのびのびの支援支援支援支援のののの公立高等公立高等公立高等公立高等学校学校学校学校等等等等就就就就学学学学支援支援支援支援事業では、事業では、事業では、事業では、公立高等公立高等公立高等公立高等学校学校学校学校において、において、において、において、教育に係る教育に係る教育に係る教育に係る経経経経済済済済的負担的負担的負担的負担のののの軽軽軽軽減減減減をををを図図図図るため、るため、るため、るため、授授授授業業業業料料料料相相相相当当当当額額額額のののの高等高等高等高等学校学校学校学校等等等等就就就就学学学学支援支援支援支援金を金を金を金を支支支支給し給し給し給しました。ました。ました。ました。１８４１８４１８４１８４ペーペーペーページ、県ジ、県ジ、県ジ、県内内内内就就就就業の業の業の業の促促促促進の進の進の進の高高高高校校校校生生生生キキキキャャャャリリリリアアアア教育総合教育総合教育総合教育総合支援支援支援支援事業では、事業では、事業では、事業では、高高高高校校校校生生生生ののののイイイインンンンターターターターンンンンシシシシップップップップを推進するため、を推進するため、を推進するため、を推進するため、キキキキャャャャリリリリアサアサアサアサポポポポーーーートトトトセセセセンンンンターターターターででででキキキキャャャャリリリリアプラアプラアプラアプランンンンナナナナーーーーを１名を１名を１名を１名増増増増員するとともに、員するとともに、員するとともに、員するとともに、キキキキャャャャリリリリアアアア教育教育教育教育支援支援支援支援員を員を員を員を配置配置配置配置することですることですることですることで就就就就職職職職希希希希望望望望者の者の者の者のササササポポポポーーーートをトをトをトを実施実施実施実施しましましましました。した。した。した。１８５１８５１８５１８５ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、学学学学びのびのびのびの支援支援支援支援、１、、１、、１、、１、高等高等高等高等学校学校学校学校教育教育教育教育等等等等のののの就就就就学学学学奨励奨励奨励奨励のののの国公立国公立国公立国公立のののの高高高高校校校校生等生等生等生等奨奨奨奨学学学学給給給給付金付金付金付金支支支支給事業では、給事業では、給事業では、給事業では、低所得低所得低所得低所得世帯世帯世帯世帯にににに対対対対して教して教して教して教科科科科書書書書費などの費などの費などの費などの就就就就学学学学のためにのためにのためにのために必要必要必要必要なななな経経経経費として給費として給費として給費として給付金を付金を付金を付金を支支支支給しました。給しました。給しました。給しました。１８６１８６１８６１８６ペーペーペーページ、安全・安ジ、安全・安ジ、安全・安ジ、安全・安心心心心のののの確確確確保（保（保（保（防災防災防災防災危機管理の危機管理の危機管理の危機管理の強強強強化）の化）の化）の化）の高等高等高等高等学校学校学校学校等等等等耐震耐震耐震耐震化事業では、化事業では、化事業では、化事業では、
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耐震耐震耐震耐震補補補補強強強強設設設設計を２計を２計を２計を２校校校校、、、、耐震耐震耐震耐震改改改改修工修工修工修工事を西の事を西の事を西の事を西の京京京京高高高高校校校校ほか１０ほか１０ほか１０ほか１０校校校校、、、、非非非非構構構構造部造部造部造部材材材材耐震耐震耐震耐震改改改改修工修工修工修工事を事を事を事を生生生生駒駒駒駒高高高高校校校校ほか２４ほか２４ほか２４ほか２４校校校校でででで実施実施実施実施しました。しました。しました。しました。学学学学びのびのびのびの支援支援支援支援、１、特別、１、特別、１、特別、１、特別支援支援支援支援学校学校学校学校教育教育教育教育設備設備設備設備のののの充実充実充実充実の特別の特別の特別の特別支援支援支援支援学校過学校過学校過学校過密密密密解解解解消施設等整備消施設等整備消施設等整備消施設等整備事業事業事業事業では、では、では、では、高等高等高等高等養養養養護護護護学校学校学校学校の分教室のの分教室のの分教室のの分教室の設置や設置や設置や設置や学習学習学習学習環境の環境の環境の環境の適適適適正化を正化を正化を正化を図図図図るためのるためのるためのるための空調空調空調空調設備設備設備設備のののの整備整備整備整備をををを行行行行ううううとともに、とともに、とともに、とともに、通通通通学学学学環境の環境の環境の環境の適適適適正化のための正化のための正化のための正化のためのスクールスクールスクールスクールババババスススス更更更更新新新新等等等等をををを実施実施実施実施しました。しました。しました。しました。１８７１８７１８７１８７ペーペーペーページ、安全・安ジ、安全・安ジ、安全・安ジ、安全・安心心心心のののの確確確確保の特別保の特別保の特別保の特別支援支援支援支援学校耐震学校耐震学校耐震学校耐震化事業では、化事業では、化事業では、化事業では、非非非非構構構構造部造部造部造部材材材材耐震耐震耐震耐震改改改改修修修修工工工工事を奈良事を奈良事を奈良事を奈良養養養養護護護護学校学校学校学校ほか２ほか２ほか２ほか２校校校校でででで実施実施実施実施しました。特別しました。特別しました。特別しました。特別支援支援支援支援学校学校学校学校のののの耐震耐震耐震耐震化事業については、平化事業については、平化事業については、平化事業については、平成２８年度の事業で成２８年度の事業で成２８年度の事業で成２８年度の事業で完完完完了となります。了となります。了となります。了となります。学学学学びのびのびのびの支援支援支援支援の県の県の県の県立高立高立高立高校校校校芝芝芝芝生生生生化推進事業では、化推進事業では、化推進事業では、化推進事業では、生生生生徒徒徒徒のののの体体体体力向力向力向力向上上上上やややや部部部部活活活活動動動動のののの活活活活性化を性化を性化を性化を図図図図るたるたるたるため、め、め、め、御御御御所実所実所実所実業業業業高高高高校校校校に次いで、に次いで、に次いで、に次いで、五條五條五條五條高高高高校校校校でででで人人人人工工工工芝芝芝芝生生生生化を化を化を化を実施実施実施実施しました。しました。しました。しました。１８８１８８１８８１８８ペーペーペーページ、南部地域・東部地域の振興の奈良県ジ、南部地域・東部地域の振興の奈良県ジ、南部地域・東部地域の振興の奈良県ジ、南部地域・東部地域の振興の奈良県立高等立高等立高等立高等学校学校学校学校全全全全国国国国募集募集募集募集事業では、全事業では、全事業では、全事業では、全国国国国募集募集募集募集をををを行う行う行う行う運動運動運動運動部部部部活活活活動動動動をををを充実充実充実充実させるため、させるため、させるため、させるため、備品等備品等備品等備品等のののの整備整備整備整備をををを実施実施実施実施しました。しました。しました。しました。１８９１８９１８９１８９ペーペーペーページ、文化の振興の文化ジ、文化の振興の文化ジ、文化の振興の文化ジ、文化の振興の文化財財財財保保保保存存存存事業費事業費事業費事業費補助補助補助補助金では、金では、金では、金では、建建建建造造造造物物物物の保の保の保の保存修存修存修存修理理理理等等等等として、として、として、として、平成２１年度から平成２１年度から平成２１年度から平成２１年度から実施実施実施実施しているしているしているしている薬師寺薬師寺薬師寺薬師寺東東東東塔塔塔塔の解の解の解の解体体体体修修修修理ほか４２理ほか４２理ほか４２理ほか４２件件件件、また、また、また、また美美美美術工芸術工芸術工芸術工芸品品品品のののの修修修修理理理理等等等等としては、東としては、東としては、東としては、東大大大大寺寺寺寺二二二二月月月月堂堂堂堂修修修修二二二二会会会会記記記記録録録録文文文文書書書書の保の保の保の保存修存修存修存修理ほか１７理ほか１７理ほか１７理ほか１７件件件件の計６１の計６１の計６１の計６１件件件件のののの補助補助補助補助をををを行行行行いいいいました。また、文化ました。また、文化ました。また、文化ました。また、文化財財財財のののの防防防防火火火火防災防災防災防災の推進のため、の推進のため、の推進のため、の推進のため、自動自動自動自動火火火火災災災災報知報知報知報知設備設備設備設備などのなどのなどのなどの整備整備整備整備・保・保・保・保守守守守に係に係に係に係るるるる補助補助補助補助に１１２に１１２に１１２に１１２件件件件、史、史、史、史跡跡跡跡地の地の地の地の公公公公有有有有化として化として化として化として大大大大安安安安寺寺寺寺旧旧旧旧境境境境内内内内ほか１１ほか１１ほか１１ほか１１件件件件、史、史、史、史跡跡跡跡地環境地環境地環境地環境整備整備整備整備としとしとしとして田て田て田て田原原原原本本本本町町町町のののの唐唐唐唐古古古古・・・・鍵鍵鍵鍵遺跡遺跡遺跡遺跡ほか１６ほか１６ほか１６ほか１６件件件件、史、史、史、史跡跡跡跡等等等等管理として管理として管理として管理として旧大旧大旧大旧大乗乗乗乗院院院院庭園庭園庭園庭園ほか１ほか１ほか１ほか１件件件件、、、、発発発発掘掘掘掘調調調調査では、奈良査では、奈良査では、奈良査では、奈良市市市市ほか１９ほか１９ほか１９ほか１９市市市市町町町町村に村に村に村に補助補助補助補助をををを行行行行いました。いました。いました。いました。１９０１９０１９０１９０ペーペーペーページ、中ジ、中ジ、中ジ、中世城世城世城世城郭郭郭郭調調調調査事業では、県査事業では、県査事業では、県査事業では、県内内内内の中の中の中の中世城世城世城世城郭郭郭郭について、文について、文について、文について、文献献献献調調調調査と査と査と査とデデデデータベータベータベータベースースースース化を化を化を化を実施実施実施実施し、し、し、し、今後今後今後今後のののの調調調調査計査計査計査計画等画等画等画等のののの検討検討検討検討のため、のため、のため、のため、調調調調査査査査研究研究研究研究委員会を開催しました。委員会を開催しました。委員会を開催しました。委員会を開催しました。文化文化文化文化財活財活財活財活用推進事業では （用推進事業では （用推進事業では （用推進事業では （仮称仮称仮称仮称）奈良県）奈良県）奈良県）奈良県国国国国際芸術家際芸術家際芸術家際芸術家村で村で村で村で活活活活用するため、用するため、用するため、用するため、仏仏仏仏像像像像のののの３Ｄ３Ｄ３Ｄ３Ｄデデデデ、、、、ータータータータ計計計計測測測測や重要や重要や重要や重要遺遺遺遺構構構構ののののＣＣＣＣＧＧＧＧ動動動動画画画画作作作作成など、文化成など、文化成など、文化成など、文化財財財財情情情情報の報の報の報の収収収収集集集集及び教育及び教育及び教育及び教育素素素素材材材材のののの作作作作成を成を成を成を行行行行いまいまいまいました。した。した。した。２０８２０８２０８２０８ペーペーペーページ、奈良県育成ジ、奈良県育成ジ、奈良県育成ジ、奈良県育成奨奨奨奨学学学学金金金金貸貸貸貸付金特別会計です。育成付金特別会計です。育成付金特別会計です。育成付金特別会計です。育成奨奨奨奨学学学学金として、金として、金として、金として、勉勉勉勉学学学学のののの意意意意欲欲欲欲がありながらがありながらがありながらがありながら経経経経済済済済的的的的理理理理由由由由によりによりによりにより就就就就学学学学がががが困困困困難難難難なななな高等高等高等高等学校学校学校学校等等等等のののの生生生生徒徒徒徒４６７名に４６７名に４６７名に４６７名に対対対対し、し、し、し、奨奨奨奨学学学学金を金を金を金を貸与貸与貸与貸与しました。しました。しました。しました。以以以以上で平成２８年度教育委員会の上で平成２８年度教育委員会の上で平成２８年度教育委員会の上で平成２８年度教育委員会の主要施主要施主要施主要施策についての説明を策についての説明を策についての説明を策についての説明を終終終終わります。よろしくご審わります。よろしくご審わります。よろしくご審わります。よろしくご審議のほどお願いいたします。議のほどお願いいたします。議のほどお願いいたします。議のほどお願いいたします。私私私私からは、警察本部関係の歳出決算とからは、警察本部関係の歳出決算とからは、警察本部関係の歳出決算とからは、警察本部関係の歳出決算と主要施主要施主要施主要施策について説明します。策について説明します。策について説明します。策について説明します。○安田警察本部長○安田警察本部長○安田警察本部長○安田警察本部長
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ままままずずずず、歳出決算ですが、歳出決算ですが、歳出決算ですが、歳出決算ですが 「「「「平成２８年度奈良県歳入歳出決算報告平成２８年度奈良県歳入歳出決算報告平成２８年度奈良県歳入歳出決算報告平成２８年度奈良県歳入歳出決算報告書」書」書」書」７７７７ペーペーペーページ、第１１ジ、第１１ジ、第１１ジ、第１１款款款款、、、、警察費です。第１警察費です。第１警察費です。第１警察費です。第１項項項項警察管理費の不用警察管理費の不用警察管理費の不用警察管理費の不用額額額額は５は５は５は５億億億億１１１１，，，，００００００００００００万円万円万円万円強強強強で、で、で、で、主主主主に警察職員の給に警察職員の給に警察職員の給に警察職員の給与与与与等等等等、、、、人件人件人件人件費の費の費の費の減減減減などによるものです。などによるものです。などによるものです。などによるものです。第２第２第２第２項項項項警察警察警察警察活活活活動動動動費の不用費の不用費の不用費の不用額額額額は２は２は２は２億億億億７７７７，，，，４００４００４００４００万円万円万円万円強強強強で、で、で、で、主主主主ににににヘヘヘヘリコリコリコリコプタープタープタープターテテテテレレレレビビビビのののの高高高高度度度度化化化化更更更更新新新新整備整備整備整備事業に係る入事業に係る入事業に係る入事業に係る入札札札札差差差差金などによるものです。金などによるものです。金などによるものです。金などによるものです。以以以以上が警察本部上が警察本部上が警察本部上が警察本部所所所所管の歳出決算の概管の歳出決算の概管の歳出決算の概管の歳出決算の概要要要要です。です。です。です。続続続続きまして、警察本部のきまして、警察本部のきまして、警察本部のきまして、警察本部の主要施主要施主要施主要施策です策です策です策です 「「「「平成２８年度平成２８年度平成２８年度平成２８年度主要施主要施主要施主要施策の成策の成策の成策の成果果果果に関する報告に関する報告に関する報告に関する報告。。。。書」書」書」書」１７２１７２１７２１７２ペーペーペーページ、安全・安ジ、安全・安ジ、安全・安ジ、安全・安心心心心のののの確確確確保の警察保の警察保の警察保の警察施設施設施設施設地地地地震震震震防災対防災対防災対防災対策推進事業ですが、県策推進事業ですが、県策推進事業ですが、県策推進事業ですが、県有有有有建建建建築築築築物物物物のののの耐震耐震耐震耐震改改改改修修修修等整備プログラム等整備プログラム等整備プログラム等整備プログラムにににに基基基基づきまして、づきまして、づきまして、づきまして、耐震耐震耐震耐震改改改改修工修工修工修工事が事が事が事が未未未未整備整備整備整備の５の５の５の５施設施設施設施設ののののううううち、ち、ち、ち、安全安全安全安全運転学校運転学校運転学校運転学校とととと運転運転運転運転免免免免許許許許課課課課別別別別館館館館のののの耐震耐震耐震耐震改改改改修工修工修工修工事及び事及び事及び事及び高高高高田警察田警察田警察田警察署署署署のののの耐震耐震耐震耐震改改改改修工修工修工修工事事事事実施設実施設実施設実施設計を計を計を計を行行行行ったものです。ったものです。ったものです。ったものです。１７４１７４１７４１７４ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、スススストトトトーーーーカカカカーーーー・・・・ＤＤＤＤＶＶＶＶ被害被害被害被害のののの未然未然未然未然防防防防止止止止・・・・被害被害被害被害拡拡拡拡大防大防大防大防止止止止対対対対策ですが、策ですが、策ですが、策ですが、スススストトトトーーーーカカカカーーーー・・・・ＤＤＤＤＶＶＶＶ事案の保事案の保事案の保事案の保護対象護対象護対象護対象者の安全を者の安全を者の安全を者の安全を確確確確保するため、保するため、保するため、保するため、一時一時一時一時避難避難避難避難先先先先のののの宿泊宿泊宿泊宿泊料料料料のののの負担負担負担負担をををを行行行行ったもったもったもったものです。のです。のです。のです。防防防防犯カ犯カ犯カ犯カメメメメラ設置ラ設置ラ設置ラ設置事業ですが、事業ですが、事業ですが、事業ですが、子子子子ども、女性、ども、女性、ども、女性、ども、女性、高高高高齢齢齢齢者が安全で安者が安全で安者が安全で安者が安全で安心心心心してしてしてして暮暮暮暮らせる地域らせる地域らせる地域らせる地域社社社社会会会会をををを実実実実現するために、現するために、現するために、現するために、駅駅駅駅前や交通要所前や交通要所前や交通要所前や交通要所、、、、住住住住宅宅宅宅、、、、学校学校学校学校周辺周辺周辺周辺等等等等にににに位位位位置置置置するするするする交交交交番番番番等等等等に計に計に計に計画的画的画的画的にににに防防防防犯犯犯犯カカカカメメメメララララをををを設置設置設置設置しているところですが、平成２８年度においては、しているところですが、平成２８年度においては、しているところですが、平成２８年度においては、しているところですが、平成２８年度においては、乗乗乗乗降客降客降客降客数数数数のののの多多多多いいいい駅駅駅駅前前前前にににに位位位位置置置置するするするする３交３交３交３交番番番番にににに防防防防犯カ犯カ犯カ犯カメメメメララララのののの整備整備整備整備をををを行行行行ったものです。ったものです。ったものです。ったものです。ヘヘヘヘリコリコリコリコプタープタープタープターテテテテレレレレビビビビ機上機上機上機上設備設備設備設備のののの高高高高度化度化度化度化更更更更新新新新整備整備整備整備ですが、県警ですが、県警ですが、県警ですが、県警ヘヘヘヘリコリコリコリコプタープタープタープターにににに搭搭搭搭載載載載されてされてされてされているいるいるいるヘヘヘヘリコリコリコリコプタープタープタープターテテテテレレレレビビビビののののリリリリースースースース契契契契約約約約期期期期間が間が間が間が満満満満了となったことから、現了となったことから、現了となったことから、現了となったことから、現行行行行ののののアアアアナナナナログ式対ログ式対ログ式対ログ式対応応応応機機機機器器器器からからからからデデデデジジジジタルタルタルタル、、、、アアアアナナナナログログログログ両両両両方方方方にににに対対対対応可能応可能応可能応可能な機な機な機な機器器器器へ高へ高へ高へ高度化度化度化度化更更更更新新新新をををを行行行行ったものです。ったものです。ったものです。ったものです。サイサイサイサイババババーーーー空空空空間の安全間の安全間の安全間の安全確確確確保の推進ですが、保の推進ですが、保の推進ですが、保の推進ですが、サイサイサイサイババババーーーー犯罪犯罪犯罪犯罪のののの取取取取りりりり締締締締まりまりまりまり体制体制体制体制強強強強化のため、警化のため、警化のため、警化のため、警察本部及び警察察本部及び警察察本部及び警察察本部及び警察署署署署ののののイイイインンンンターターターターネネネネッッッットトトト情情情情報報報報収収収収集集集集用用用用端端端端末末末末のののの更更更更新新新新整備整備整備整備をををを行行行行ったものです。ったものです。ったものです。ったものです。犯罪犯罪犯罪犯罪捜捜捜捜査用査用査用査用写真写真写真写真ののののデデデデジジジジタルタルタルタル化ですが、化ですが、化ですが、化ですが、犯罪犯罪犯罪犯罪捜捜捜捜査に査に査に査に必要必要必要必要なななな客客客客観観観観証拠証拠証拠証拠である現場である現場である現場である現場写真写真写真写真ののののデデデデジジジジタルタルタルタル化を化を化を化を図図図図るため、るため、るため、るため、画像画像画像画像修修修修正が不正が不正が不正が不可能可能可能可能ななななカカカカメメメメラ等ラ等ラ等ラ等のののの整備整備整備整備をををを行行行行ったものです。ったものです。ったものです。ったものです。客客客客観観観観証拠証拠証拠証拠をををを重重重重視視視視したしたしたした適適適適正正正正捜捜捜捜査の推進ですが、査の推進ですが、査の推進ですが、査の推進ですが、犯罪犯罪犯罪犯罪捜捜捜捜査における査における査における査における証拠証拠証拠証拠物件物件物件物件をををを確確確確実実実実かつかつかつかつ適適適適切切切切に保管管理するため、これらに保管管理するため、これらに保管管理するため、これらに保管管理するため、これら証拠証拠証拠証拠物件物件物件物件をををを一元的一元的一元的一元的に管理するに管理するに管理するに管理するシシシシスススステテテテムムムムのののの整備整備整備整備をををを行行行行ったものでったものでったものでったものです。す。す。す。１７５１７５１７５１７５ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、交通交通交通交通安全安全安全安全施設等整備施設等整備施設等整備施設等整備事業ですが、事業ですが、事業ですが、事業ですが、交通交通交通交通管管管管制セ制セ制セ制センンンンターターターターにおいて、において、において、において、エリエリエリエリア内ア内ア内ア内のののの信信信信号機の号機の号機の号機のココココントントントントロールロールロールロールをををを可能可能可能可能とするとするとするとする集集集集中中中中制制制制御御御御機２５機の機２５機の機２５機の機２５機の更更更更新新新新及び及び及び及び交通交通交通交通渋渋渋渋滞滞滞滞等等等等道道道道路路路路状況状況状況状況をををを
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把握把握把握把握するためのするためのするためのするための情情情情報報報報収収収収集集集集装装装装置置置置６６６６式式式式のののの更更更更新新新新や信や信や信や信号機の号機の号機の号機の新新新新設設設設・・・・改改改改良、道良、道良、道良、道路路路路標標標標識識識識等等等等のののの整備整備整備整備をををを行行行行っっっったものです。たものです。たものです。たものです。また、また、また、また、交通交通交通交通安全安全安全安全施設等整備施設等整備施設等整備施設等整備事業（事業（事業（事業（大大大大宮宮宮宮通通通通り）として （り）として （り）として （り）として （仮称仮称仮称仮称））））登登登登大大大大路路路路ババババスターミスターミスターミスターミナナナナルルルルのののの、、、、整備整備整備整備にににに伴う伴う伴う伴う県県県県庁庁庁庁西西西西交差点交差点交差点交差点のののの横横横横断断断断歩歩歩歩道道道道スクラスクラスクラスクランンンンブブブブルルルル化及び化及び化及び化及び信信信信号機の号機の号機の号機の改改改改良良良良等等等等のののの整備整備整備整備をををを行行行行ったもったもったもったものです。のです。のです。のです。次に、総合次に、総合次に、総合次に、総合的的的的なななな交通交通交通交通事事事事故抑止故抑止故抑止故抑止対対対対策推進事業ですが、策推進事業ですが、策推進事業ですが、策推進事業ですが、交通交通交通交通事事事事故情故情故情故情報報報報や交通取や交通取や交通取や交通取りりりり締締締締まりまりまりまり状況状況状況状況、、、、交通交通交通交通規規規規制制制制情情情情報報報報等等等等をををを一元的一元的一元的一元的に地理に地理に地理に地理情情情情報報報報シシシシスススステテテテムムムムにににに表示表示表示表示することで、することで、することで、することで、詳細詳細詳細詳細かつかつかつかつ高高高高度な事度な事度な事度な事故故故故分分分分析析析析をををを行う行う行う行うなど、など、など、など、交通交通交通交通事事事事故故故故防防防防止止止止対対対対策を推進するために策を推進するために策を推進するために策を推進するために交通交通交通交通事事事事故情故情故情故情報総合管理報総合管理報総合管理報総合管理シシシシスススステテテテムムムムのののの高高高高度化度化度化度化更更更更新新新新をををを行行行行ったものです。ったものです。ったものです。ったものです。以以以以上が平成２８年度の警察本部の上が平成２８年度の警察本部の上が平成２８年度の警察本部の上が平成２８年度の警察本部の主要施主要施主要施主要施策です。ご審議のほどよろしくお願いを申し上策です。ご審議のほどよろしくお願いを申し上策です。ご審議のほどよろしくお願いを申し上策です。ご審議のほどよろしくお願いを申し上げます。げます。げます。げます。 以以以以上をもちまして、議案の説明を上をもちまして、議案の説明を上をもちまして、議案の説明を上をもちまして、議案の説明を終終終終わります。わります。わります。わります。○中村委員長○中村委員長○中村委員長○中村委員長次次次次回回回回、１０月１２日、１０月１２日、１０月１２日、１０月１２日木木木木曜曜曜曜日は日は日は日は午午午午前前前前１０１０１０１０時時時時より歳入、総務部、県土マネジメント部及びまより歳入、総務部、県土マネジメント部及びまより歳入、総務部、県土マネジメント部及びまより歳入、総務部、県土マネジメント部及びまちづくり推進局の審査をちづくり推進局の審査をちづくり推進局の審査をちづくり推進局の審査を行行行行い、い、い、い、終終終終了了了了後後後後、地域振興部及び観光局の審査を、地域振興部及び観光局の審査を、地域振興部及び観光局の審査を、地域振興部及び観光局の審査を行行行行いますので、よいますので、よいますので、よいますので、よろしくお願いします。ろしくお願いします。ろしくお願いします。ろしくお願いします。それでは、これで本日の会議をそれでは、これで本日の会議をそれでは、これで本日の会議をそれでは、これで本日の会議を終終終終わります。わります。わります。わります。


