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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○中村委員長理事者においては、宮本警察本部交通部長が欠席をされていますので、かわりに桑原交理事者においては、宮本警察本部交通部長が欠席をされていますので、かわりに桑原交理事者においては、宮本警察本部交通部長が欠席をされていますので、かわりに桑原交理事者においては、宮本警察本部交通部長が欠席をされていますので、かわりに桑原交通部参事官が出席されていますので、ご了解を願います。通部参事官が出席されていますので、ご了解を願います。通部参事官が出席されていますので、ご了解を願います。通部参事官が出席されていますので、ご了解を願います。なお、本日１名の方から傍聴の申し出がありましたので、入室をしていただきます。なお、本日１名の方から傍聴の申し出がありましたので、入室をしていただきます。なお、本日１名の方から傍聴の申し出がありましたので、入室をしていただきます。なお、本日１名の方から傍聴の申し出がありましたので、入室をしていただきます。それでは、最初に林業について伺います。奈良県では林業・木材産業振興プそれでは、最初に林業について伺います。奈良県では林業・木材産業振興プそれでは、最初に林業について伺います。奈良県では林業・木材産業振興プそれでは、最初に林業について伺います。奈良県では林業・木材産業振興プ○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員ランを策定されまして、高級材を選んで出荷する林業から、木材の丸ごとを生かすＡ、Ｂ、ランを策定されまして、高級材を選んで出荷する林業から、木材の丸ごとを生かすＡ、Ｂ、ランを策定されまして、高級材を選んで出荷する林業から、木材の丸ごとを生かすＡ、Ｂ、ランを策定されまして、高級材を選んで出荷する林業から、木材の丸ごとを生かすＡ、Ｂ、Ｃ材全てを搬出して、多用途に供給する林業への転換ということを掲げて取り組んでおらＣ材全てを搬出して、多用途に供給する林業への転換ということを掲げて取り組んでおらＣ材全てを搬出して、多用途に供給する林業への転換ということを掲げて取り組んでおらＣ材全てを搬出して、多用途に供給する林業への転換ということを掲げて取り組んでおられますが、途中ではありますが、これまでの取り組み状況や実績、また課題などについてれますが、途中ではありますが、これまでの取り組み状況や実績、また課題などについてれますが、途中ではありますが、これまでの取り組み状況や実績、また課題などについてれますが、途中ではありますが、これまでの取り組み状況や実績、また課題などについて伺いたいと思います。伺いたいと思います。伺いたいと思います。伺いたいと思います。奈良県林業・木材産業振興プランについてのお問い合わせです。平奈良県林業・木材産業振興プランについてのお問い合わせです。平奈良県林業・木材産業振興プランについてのお問い合わせです。平奈良県林業・木材産業振興プランについてのお問い合わせです。平○熊澤林業振興課長○熊澤林業振興課長○熊澤林業振興課長○熊澤林業振興課長成２７年７月に、県議会の承認を得て策定した奈良県林業・木材産業振興プランでは、Ａ、成２７年７月に、県議会の承認を得て策定した奈良県林業・木材産業振興プランでは、Ａ、成２７年７月に、県議会の承認を得て策定した奈良県林業・木材産業振興プランでは、Ａ、成２７年７月に、県議会の承認を得て策定した奈良県林業・木材産業振興プランでは、Ａ、Ｂ、Ｃ材全てを搬出して多用途に供給する林業への転換を挙げ、その数値目標として平成Ｂ、Ｃ材全てを搬出して多用途に供給する林業への転換を挙げ、その数値目標として平成Ｂ、Ｃ材全てを搬出して多用途に供給する林業への転換を挙げ、その数値目標として平成Ｂ、Ｃ材全てを搬出して多用途に供給する林業への転換を挙げ、その数値目標として平成３２年度に県産材生産量２５万立方メートルの達成を目指しているところです。３２年度に県産材生産量２５万立方メートルの達成を目指しているところです。３２年度に県産材生産量２５万立方メートルの達成を目指しているところです。３２年度に県産材生産量２５万立方メートルの達成を目指しているところです。平成２８年度の県産材全体の生産量は１７万８，０００立方メートルです。プラン策定平成２８年度の県産材全体の生産量は１７万８，０００立方メートルです。プラン策定平成２８年度の県産材全体の生産量は１７万８，０００立方メートルです。プラン策定平成２８年度の県産材全体の生産量は１７万８，０００立方メートルです。プラン策定時の基時の基時の基時の基準準準準年である平成２５年度の実績１４万８，０００立方メートルに比年である平成２５年度の実績１４万８，０００立方メートルに比年である平成２５年度の実績１４万８，０００立方メートルに比年である平成２５年度の実績１４万８，０００立方メートルに比較較較較して、３万立して、３万立して、３万立して、３万立方メートル方メートル方メートル方メートル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。その内訳内訳内訳内訳をををを見見見見ますと、ますと、ますと、ますと、建築建築建築建築用材であるＡ材は１０万８，００用材であるＡ材は１０万８，００用材であるＡ材は１０万８，００用材であるＡ材は１０万８，０００立方メートル、０立方メートル、０立方メートル、０立方メートル、対対対対基基基基準準準準年比８４年比８４年比８４年比８４％％％％とととと減減減減産している産している産している産している一一一一方で、方で、方で、方で、集集集集成材ラ成材ラ成材ラ成材ラミナミナミナミナ、合、合、合、合板板板板用材であ用材であ用材であ用材であるＢ材については３万立方メートルで、るＢ材については３万立方メートルで、るＢ材については３万立方メートルで、るＢ材については３万立方メートルで、同同同同３７５３７５３７５３７５％％％％、、、、チッチッチッチップ用材であるＣ材は４万立方メプ用材であるＣ材は４万立方メプ用材であるＣ材は４万立方メプ用材であるＣ材は４万立方メートルで、ートルで、ートルで、ートルで、同同同同３６４３６４３６４３６４％％％％と大と大と大と大幅幅幅幅にににに増増増増産しているところです。産しているところです。産しているところです。産しているところです。このこのこのこのよよよような状況の中、今うな状況の中、今うな状況の中、今うな状況の中、今後も引後も引後も引後も引きききき続続続続きききき集約集約集約集約化、化、化、化、団地団地団地団地化に化に化に化によよよよるるるる利利利利用用用用間伐間伐間伐間伐のののの推進推進推進推進などの森林などの森林などの森林などの森林施施施施業の業の業の業の拡拡拡拡大や大や大や大や素素素素材生産基材生産基材生産基材生産基盤盤盤盤のののの強強強強化や化や化や化や担担担担いいいい手手手手のののの育育育育成など成など成など成など素素素素材生産材生産材生産材生産力力力力のののの拡拡拡拡大という、川大という、川大という、川大という、川上側上側上側上側のののの取り組みを取り組みを取り組みを取り組みを推進推進推進推進することにすることにすることにすることによっよっよっよって、平成３２年度のて、平成３２年度のて、平成３２年度のて、平成３２年度の政政政政策目標の達成に策目標の達成に策目標の達成に策目標の達成に向け向け向け向けてててて努め努め努め努めていきたていきたていきたていきたいといといといと考え考え考え考えています。ています。ています。ています。以上以上以上以上です。です。です。です。Ａ材Ａ材Ａ材Ａ材以外以外以外以外ではかなりではかなりではかなりではかなり伸伸伸伸びているということでびているということでびているということでびているということで効果的効果的効果的効果的にににに進め進め進め進められているかと思られているかと思られているかと思られているかと思○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員います。います。います。います。木材のこういう取り組みを通木材のこういう取り組みを通木材のこういう取り組みを通木材のこういう取り組みを通じじじじて、て、て、て、新規新規新規新規に林業にに林業にに林業にに林業に就労就労就労就労された方や、された方や、された方や、された方や、雇雇雇雇用が用が用が用がふえふえふえふえているなているなているなているな
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どというどというどというどという点点点点ではいかがでしではいかがでしではいかがでしではいかがでしょょょょうか。うか。うか。うか。林業の林業の林業の林業の雇雇雇雇用の用の用の用の話話話話ですが、平成２７年、２８年の２年ですが、平成２７年、２８年の２年ですが、平成２７年、２８年の２年ですが、平成２７年、２８年の２年間間間間でででで現在現在現在現在７２名７２名７２名７２名○熊澤林業振興課長○熊澤林業振興課長○熊澤林業振興課長○熊澤林業振興課長のののの増増増増をををを確確確確保しており、平成３２年度のプランの目標１００名の保しており、平成３２年度のプランの目標１００名の保しており、平成３２年度のプランの目標１００名の保しており、平成３２年度のプランの目標１００名の新規雇新規雇新規雇新規雇用を目指しています。用を目指しています。用を目指しています。用を目指しています。以上以上以上以上です。です。です。です。 わかりました。わかりました。わかりました。わかりました。建築建築建築建築材になるＡ材の部分で材になるＡ材の部分で材になるＡ材の部分で材になるＡ材の部分でももももうううう少少少少しししし需要需要需要需要ががががふえふえふえふえるとか、るとか、るとか、るとか、利利利利用用用用○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員がががが進む進む進む進むことがことがことがことが期待期待期待期待されると思うのですされると思うのですされると思うのですされると思うのですけけけけれどれどれどれどもももも、全体としてどの材、全体としてどの材、全体としてどの材、全体としてどの材も売も売も売も売れるれるれるれる価格価格価格価格の安定との安定との安定との安定というか実いうか実いうか実いうか実際際際際にそれでにそれでにそれでにそれで収収収収入が入が入が入がふえふえふえふえる状況をつる状況をつる状況をつる状況をつくっくっくっくっていていていていくくくくことが大事かと思ことが大事かと思ことが大事かと思ことが大事かと思っっっっています。ています。ています。ています。そういうそういうそういうそういう点点点点では、今では、今では、今では、今後後後後、課題、課題、課題、課題も整も整も整も整理されていると思いますが、理されていると思いますが、理されていると思いますが、理されていると思いますが、公共建築物等公共建築物等公共建築物等公共建築物等におにおにおにおけけけける木る木る木る木材の材の材の材の利利利利用の用の用の用の促進促進促進促進に関するに関するに関するに関する法律も施行法律も施行法律も施行法律も施行されていますされていますされていますされていますけけけけれどれどれどれどもももも、実績としてはまだそんなに、実績としてはまだそんなに、実績としてはまだそんなに、実績としてはまだそんなに上上上上ががががっっっっていない状況でていない状況でていない状況でていない状況でももももありますし、木ありますし、木ありますし、木ありますし、木造造造造のののの建物建物建物建物をををを建建建建てるというてるというてるというてるという意味意味意味意味でのでのでのでの建築技術建築技術建築技術建築技術者、者、者、者、設設設設計計計計技術技術技術技術者、あるいは者、あるいは者、あるいは者、あるいは燃え燃え燃え燃えににににくくくくいいいい建物建物建物建物にする開にする開にする開にする開発発発発などというなどというなどというなどという点点点点をををを効果的効果的効果的効果的にににに改善改善改善改善していしていしていしていくくくくことにことにことにことになれなれなれなればばばば、奈良県産材の、奈良県産材の、奈良県産材の、奈良県産材の非常非常非常非常にいい部分をにいい部分をにいい部分をにいい部分をもっもっもっもっとととと普普普普及できることに及できることに及できることに及できることにももももつながるのではないかつながるのではないかつながるのではないかつながるのではないかと思います。Ａ、Ｂ、Ｃ全てにおいてと思います。Ａ、Ｂ、Ｃ全てにおいてと思います。Ａ、Ｂ、Ｃ全てにおいてと思います。Ａ、Ｂ、Ｃ全てにおいて新新新新たな事業をたな事業をたな事業をたな事業をふふふふやしていやしていやしていやしていっっっっていただいて、ていただいて、ていただいて、ていただいて、雇雇雇雇用用用用促進促進促進促進にににに結結結結びつびつびつびつくよくよくよくように、今うに、今うに、今うに、今後努力後努力後努力後努力していただきたいと思います。それはしていただきたいと思います。それはしていただきたいと思います。それはしていただきたいと思います。それは意見意見意見意見としてとしてとしてとして述べ述べ述べ述べておきておきておきておきます。ます。ます。ます。次次次次に、農業についてお伺いします。農に、農業についてお伺いします。農に、農業についてお伺いします。農に、農業についてお伺いします。農家家家家の高の高の高の高齢齢齢齢化で化で化で化で従従従従事者が事者が事者が事者が減少減少減少減少する中で、する中で、する中で、する中で、新新新新たなたなたなたな担担担担いいいい手手手手をををを育育育育てることがてることがてることがてることが非常非常非常非常にににに待っ待っ待っ待ったなしですたなしですたなしですたなしですけけけけれどれどれどれどもももも、、、、政府政府政府政府ででででも青も青も青も青年年年年就就就就農給農給農給農給付付付付金金金金制制制制度が度が度が度がスタスタスタスターーーートされて、県でトされて、県でトされて、県でトされて、県でも旧も旧も旧も旧の農業大の農業大の農業大の農業大学校学校学校学校でのでのでのでの若若若若い方やい方やい方やい方や新規新規新規新規に農業を目指すに農業を目指すに農業を目指すに農業を目指す人人人人をををを養養養養成されたり、成されたり、成されたり、成されたり、支支支支援援援援をしておられます。そういう中で、をしておられます。そういう中で、をしておられます。そういう中で、をしておられます。そういう中で、新新新新たに農業にたに農業にたに農業にたに農業に従従従従事したいと事したいと事したいと事したいと来来来来られたられたられたられた人人人人にとにとにとにとっっっって、農て、農て、農て、農地地地地のののの確確確確保が大保が大保が大保が大変難変難変難変難しいとしいとしいとしいと聞聞聞聞いています。そのいています。そのいています。そのいています。その点点点点でででで苦労苦労苦労苦労されているとされているとされているとされていると聞聞聞聞いていますが、農いていますが、農いていますが、農いていますが、農地地地地のあのあのあのあっっっっせんというせんというせんというせんという点点点点で県の取り組み、実績はどうかお伺いします。で県の取り組み、実績はどうかお伺いします。で県の取り組み、実績はどうかお伺いします。で県の取り組み、実績はどうかお伺いします。山村委員がお山村委員がお山村委員がお山村委員がおっっっっししししゃっゃっゃっゃったとおたとおたとおたとお○小坂農林部次長担い手・農地マネジメント課長事務取扱○小坂農林部次長担い手・農地マネジメント課長事務取扱○小坂農林部次長担い手・農地マネジメント課長事務取扱○小坂農林部次長担い手・農地マネジメント課長事務取扱り、り、り、り、新規就新規就新規就新規就農者が入る農者が入る農者が入る農者が入る際際際際には農には農には農には農地地地地のあのあのあのあっっっっせんがせんがせんがせんが極め極め極め極めてててて重要重要重要重要になになになになっっっっててててくくくくるとるとるとる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。新規新規新規新規参入者への農参入者への農参入者への農参入者への農地地地地のあのあのあのあっっっっせんについては、せんについては、せんについては、せんについては、橿橿橿橿原原原原市市市市にににに所在所在所在所在するするするする公益財団法人公益財団法人公益財団法人公益財団法人ならならならなら担担担担いいいい手手手手・・・・農農農農地サポ地サポ地サポ地サポートートートートセセセセンンンンタタタターがーがーがーが行っ行っ行っ行っています農ています農ています農ています農地地地地中中中中間間間間管理事業を活用して、管理事業を活用して、管理事業を活用して、管理事業を活用して、就就就就農を農を農を農を希望希望希望希望するするするする地域地域地域地域の農の農の農の農地地地地をををを紹介紹介紹介紹介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。実績は、実績は、実績は、実績は、新規新規新規新規参入者の農参入者の農参入者の農参入者の農地地地地のあのあのあのあっっっっせんについて、平成２６年度には４せんについて、平成２６年度には４せんについて、平成２６年度には４せんについて、平成２６年度には４件件件件で０で０で０で０．．．．９９９９ヘクタヘクタヘクタヘクタール、平成２７年度に１４ール、平成２７年度に１４ール、平成２７年度に１４ール、平成２７年度に１４件件件件で５で５で５で５．．．．９９９９ヘクタヘクタヘクタヘクタール、平成２８年度に２７ール、平成２８年度に２７ール、平成２８年度に２７ール、平成２８年度に２７件件件件、８、８、８、８．．．．２２２２ヘクタヘクタヘクタヘクタールとなールとなールとなールとなっっっっています。本年度９月ています。本年度９月ています。本年度９月ています。本年度９月末末末末までの状況は２３までの状況は２３までの状況は２３までの状況は２３件件件件で、８で、８で、８で、８．．．．３３３３ヘクタヘクタヘクタヘクタールの実績となールの実績となールの実績となールの実績となっっっっています。ています。ています。ています。
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新規新規新規新規参入者が参入者が参入者が参入者が借借借借入を入を入を入を希望希望希望希望する農する農する農する農地地地地については、については、については、については、面積面積面積面積やややや接接接接道の状況道の状況道の状況道の状況等等等等に関してに関してに関してに関して条件条件条件条件ののののよよよよいいいい農農農農地地地地のののの借借借借入を入を入を入を希望希望希望希望するするするする傾向傾向傾向傾向がががが強く強く強く強く、、、、希望希望希望希望にににに沿沿沿沿うことがうことがうことがうことが難難難難しい場合しい場合しい場合しい場合ももももあり、そういあり、そういあり、そういあり、そういっっっったとこたとこたとこたところが課題であると認ろが課題であると認ろが課題であると認ろが課題であると認識識識識しています。このたしています。このたしています。このたしています。このためめめめ、、、、土地持ち土地持ち土地持ち土地持ち農農農農家家家家などの農などの農などの農などの農地地地地を、を、を、を、使っ使っ使っ使っていないていないていないていない農農農農家家家家の農の農の農の農地地地地の出しの出しの出しの出し手手手手へのへのへのへの働働働働きかきかきかきかけけけけをををを行っ行っ行っ行って、て、て、て、よよよより多り多り多り多くくくくのあのあのあのあっっっっせんせんせんせん可能可能可能可能な農な農な農な農地地地地をををを確確確確保するこ保するこ保するこ保することがとがとがとが必要必要必要必要ととと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。県では、こうい県では、こうい県では、こうい県では、こういっっっった農た農た農た農地地地地にににに限限限限ららららずずずず、、、、新規就新規就新規就新規就農者の農者の農者の農者の支援支援支援支援をするたをするたをするたをするためめめめに、県に、県に、県に、県庁庁庁庁、農林振興事、農林振興事、農林振興事、農林振興事務務務務所所所所にににに担担担担いいいい手ワ手ワ手ワ手ワンンンンスススストトトトッッッッププププ窓窓窓窓口を口を口を口を設置設置設置設置して、して、して、して、新規新規新規新規参入の参入の参入の参入の希望希望希望希望者などの者などの者などの者などの相談相談相談相談業務に業務に業務に業務に当当当当たたたたっっっってててているところです。いるところです。いるところです。いるところです。以上以上以上以上です。です。です。です。農農農農地地地地のあのあのあのあっっっっせんでせんでせんでせんでももももいろいろいろいろいろいろいろいろ努力努力努力努力をされており、をされており、をされており、をされており、新規新規新規新規に参入された方に参入された方に参入された方に参入された方 々々々々が定が定が定が定○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員着着着着できるたできるたできるたできるためめめめのののの援助援助援助援助で、それで、それで、それで、それ以外以外以外以外のののの面面面面ででででもももも取り組んでいただいている取り組んでいただいている取り組んでいただいている取り組んでいただいているよよよようですうですうですうですけけけけれどれどれどれどもももも、、、、おおおお聞聞聞聞きしているのは、きしているのは、きしているのは、きしているのは、先先先先ほどほどほどほども言も言も言も言われましたわれましたわれましたわれましたよよよように、うに、うに、うに、希望希望希望希望する農する農する農する農地地地地がなかなかがなかなかがなかなかがなかなか見見見見つからなつからなつからなつからないということでいということでいということでいということでマッチマッチマッチマッチンンンンググググがががが難難難難しい状況しい状況しい状況しい状況ももももあると思います。全あると思います。全あると思います。全あると思います。全国的国的国的国的なななな例例例例ででででもももも農農農農地地地地の中の中の中の中間間間間管管管管理理理理機構機構機構機構の実績での実績での実績での実績で見見見見ると、ると、ると、ると、受け受け受け受け入れる農入れる農入れる農入れる農地地地地のののの確確確確保が保が保が保が非常非常非常非常にににに進進進進んでいる県と、とてんでいる県と、とてんでいる県と、とてんでいる県と、とてももももおおおおくくくくれてれてれてれている県とでいる県とでいる県とでいる県とで格差格差格差格差がすごがすごがすごがすごくくくくあるあるあるあるよよよように思うのですうに思うのですうに思うのですうに思うのですけけけけれどれどれどれどもももも、それ、それ、それ、それぞぞぞぞれの県のれの県のれの県のれの県の独自独自独自独自のののの意識意識意識意識のののの違違違違いがあると思いますいがあると思いますいがあると思いますいがあると思いますけけけけれどれどれどれどもももも、、、、市町市町市町市町村と村と村と村と密接密接密接密接なななな連携連携連携連携をををを深め深め深め深めたたたた上上上上でででで新新新新しい方が参入しやすいしい方が参入しやすいしい方が参入しやすいしい方が参入しやすい状況をつ状況をつ状況をつ状況をつくっくっくっくっていただきたいと思ていただきたいと思ていただきたいと思ていただきたいと思っっっっています。ています。ています。ています。そのそのそのその点点点点についてはについてはについてはについては以上以上以上以上ですが、ですが、ですが、ですが、新規新規新規新規にににに就就就就農された方はどの農された方はどの農された方はどの農された方はどのくくくくらいいららいいららいいららいいらっっっっししししゃゃゃゃるのか、るのか、るのか、るのか、教教教教ええええていただきたいと思います。ていただきたいと思います。ていただきたいと思います。ていただきたいと思います。 近近近近年ですと年に年ですと年に年ですと年に年ですと年によっよっよっよって５０て５０て５０て５０人人人人○小坂農林部次長担い手・農地マネジメント課長事務取扱○小坂農林部次長担い手・農地マネジメント課長事務取扱○小坂農林部次長担い手・農地マネジメント課長事務取扱○小坂農林部次長担い手・農地マネジメント課長事務取扱から７０から７０から７０から７０人人人人ほどでほどでほどでほどで変動変動変動変動がありますがありますがありますがありますけけけけれどれどれどれどもももも、奈良県、奈良県、奈良県、奈良県下下下下にににに新規新規新規新規参入する方、農参入する方、農参入する方、農参入する方、農外外外外から、から、から、から、法人法人法人法人雇雇雇雇用用用用も含めも含めも含めも含めて年て年て年て年間間間間６０６０６０６０人程人程人程人程度です。度です。度です。度です。本本本本当当当当に農に農に農に農家家家家をををを続け続け続け続けていていていていくくくくのが高のが高のが高のが高齢齢齢齢化している大化している大化している大化している大変変変変な中で、そのな中で、そのな中で、そのな中で、そのよよよようにうにうにうに新新新新しいしいしいしい○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員人人人人がががが来来来来ててててくくくくださるのはとてださるのはとてださるのはとてださるのはとても心強も心強も心強も心強いですし、いですし、いですし、いですし、食料食料食料食料のののの自自自自給という給という給という給という点点点点からからからからもももも、農、農、農、農地地地地を保全してを保全してを保全してを保全して環境環境環境環境をををを守守守守るというるというるというるという点点点点ででででもももも大大大大切切切切なことだと思いますので、そのなことだと思いますので、そのなことだと思いますので、そのなことだと思いますので、その点よ点よ点よ点よろしろしろしろしくくくくお願いしたいと思お願いしたいと思お願いしたいと思お願いしたいと思います。います。います。います。次次次次に、に、に、に、学校学校学校学校給給給給食食食食のののの地地地地産産産産地消地消地消地消について伺います。について伺います。について伺います。について伺います。地地地地産産産産地消地消地消地消については、目標をについては、目標をについては、目標をについては、目標を持っ持っ持っ持ってててて国国国国ででででも進めも進めも進めも進められていますられていますられていますられていますけけけけれどれどれどれどもももも、奈良県で、奈良県で、奈良県で、奈良県でも各地も各地も各地も各地でででで地域地域地域地域の方がの方がの方がの方が主主主主体とな体とな体とな体となっっっって、て、て、て、学校学校学校学校、、、、地域地域地域地域ののののおおおお母母母母さん、農さん、農さん、農さん、農家家家家のののの皆皆皆皆さんなどが取り組みをされていると思うのですさんなどが取り組みをされていると思うのですさんなどが取り組みをされていると思うのですさんなどが取り組みをされていると思うのですけけけけれどれどれどれどもももも、県の取り組、県の取り組、県の取り組、県の取り組みのみのみのみの現現現現状が、どう状が、どう状が、どう状が、どう進進進進んでいるのか、そのんでいるのか、そのんでいるのか、そのんでいるのか、その辺辺辺辺を伺いたいと思います。を伺いたいと思います。を伺いたいと思います。を伺いたいと思います。学校学校学校学校給給給給食食食食についてのおについてのおについてのおについてのお尋ね尋ね尋ね尋ねです。県です。県です。県です。県内内内内のののの公公公公立立立立学校学校学校学校におにおにおにおけけけけるるるる食食食食○辻本マーケティング課長○辻本マーケティング課長○辻本マーケティング課長○辻本マーケティング課長
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材の材の材の材の地地地地場産場産場産場産物物物物の活用の活用の活用の活用割割割割合については、平成２８年度で合については、平成２８年度で合については、平成２８年度で合については、平成２８年度で食品食品食品食品数の数の数の数の約約約約１９１９１９１９％％％％で、県で、県で、県で、県教育教育教育教育振興大振興大振興大振興大綱綱綱綱の目標とする全の目標とする全の目標とする全の目標とする全国国国国平平平平均均均均である２５である２５である２５である２５．．．．８８８８％％％％にににに到到到到達していないのが達していないのが達していないのが達していないのが現現現現状です。状です。状です。状です。ただ、県では、平成２７年度からただ、県では、平成２７年度からただ、県では、平成２７年度からただ、県では、平成２７年度からＪＪＪＪＡならＡならＡならＡならけけけけん、給ん、給ん、給ん、給食食食食関係者、県関係関係者、県関係関係者、県関係関係者、県関係機機機機関で関で関で関で構構構構成される成される成される成される学校学校学校学校給給給給食食食食におにおにおにおけけけけるるるる地地地地場産場産場産場産物物物物活用プ活用プ活用プ活用プロジェクロジェクロジェクロジェクトトトトチチチチーーーームムムムを立を立を立を立ち上ち上ち上ち上げまして、げまして、げまして、げまして、地地地地場産場産場産場産物物物物の安定供の安定供の安定供の安定供給に係る給に係る給に係る給に係る協協協協議を議を議を議を進め進め進め進めています。平成２８年度から平成２９年度にかています。平成２８年度から平成２９年度にかています。平成２８年度から平成２９年度にかています。平成２８年度から平成２９年度にかけけけけては、ては、ては、ては、磯城郡磯城郡磯城郡磯城郡３３３３町町町町ををををモデモデモデモデルルルル地域地域地域地域として、として、として、として、地元地元地元地元産の大産の大産の大産の大根根根根ややややタマネギタマネギタマネギタマネギを活用した給を活用した給を活用した給を活用した給食食食食をををを提提提提供しています。供しています。供しています。供しています。また、また、また、また、地地地地場産農産場産農産場産農産場産農産物物物物をををを使使使使用した用した用した用した加工品加工品加工品加工品、、、、漬物漬物漬物漬物、、、、ふふふふりかりかりかりかけ等け等け等け等ののののササササンプルをンプルをンプルをンプルを試作試作試作試作して、して、して、して、学校学校学校学校給給給給食食食食関係者に関係者に関係者に関係者に試食試食試食試食やややや評価評価評価評価をしていただをしていただをしていただをしていただく機く機く機く機会を会を会を会を設け設け設け設けるなど、るなど、るなど、るなど、学校学校学校学校給給給給食食食食にににに利利利利用できる用できる用できる用できる加工品加工品加工品加工品開開開開発発発発にににに向け向け向け向けた取り組みた取り組みた取り組みた取り組みも行っも行っも行っも行っています。ています。ています。ています。さらに、本年度については、文部さらに、本年度については、文部さらに、本年度については、文部さらに、本年度については、文部科学省科学省科学省科学省の委の委の委の委託託託託事業である事業である事業である事業である社社社社会会会会的的的的課題に課題に課題に課題に対対対対応応応応するたするたするたするためめめめのののの学校学校学校学校給給給給食食食食の活用事業を活用して、の活用事業を活用して、の活用事業を活用して、の活用事業を活用して、河河河河合合合合町町町町ををををモデモデモデモデルとして、ルとして、ルとして、ルとして、地地地地場産場産場産場産物物物物のののの紹介紹介紹介紹介リリリリーーーーフレフレフレフレッッッットのトのトのトの作作作作成や成や成や成や地地地地場産場産場産場産物物物物活用活用活用活用レシピレシピレシピレシピの開の開の開の開発発発発とそのとそのとそのとその献献献献立に立に立に立によよよよる給る給る給る給食食食食のののの提提提提供などに取り組んでいるとこ供などに取り組んでいるとこ供などに取り組んでいるとこ供などに取り組んでいるところです。ろです。ろです。ろです。以上以上以上以上です。です。です。です。目標に目標に目標に目標に向け向け向け向けて取り組んでいるということですが、安て取り組んでいるということですが、安て取り組んでいるということですが、安て取り組んでいるということですが、安心心心心なななな食食食食材といいますか、材といいますか、材といいますか、材といいますか、○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員地域地域地域地域のののの顔顔顔顔がががが見え見え見え見える農る農る農る農家家家家の方のの方のの方のの方の食食食食材が材が材が材が一一一一番子番子番子番子どどどどももももたたたたちちちちにとにとにとにとっっっって安全ではないかと思て安全ではないかと思て安全ではないかと思て安全ではないかと思っっっっていまていまていまています。今、いろいろす。今、いろいろす。今、いろいろす。今、いろいろモデモデモデモデル事業などル事業などル事業などル事業などももももややややっっっっていただいているていただいているていただいているていただいているよよよようですが、これをうですが、これをうですが、これをうですが、これを普普普普及をして及をして及をして及をしていいいいくくくくたたたためめめめに、県としてに、県としてに、県としてに、県として打打打打開策があるかどうかお伺いします。開策があるかどうかお伺いします。開策があるかどうかお伺いします。開策があるかどうかお伺いします。現現現現状では、申し状では、申し状では、申し状では、申し上上上上げた事業をげた事業をげた事業をげた事業を進め進め進め進めることで、成ることで、成ることで、成ることで、成功功功功事事事事例例例例をたをたをたをたくくくく○辻本マーケティング課長○辻本マーケティング課長○辻本マーケティング課長○辻本マーケティング課長さんつさんつさんつさんつくっくっくっくっていていていていっっっって、て、て、て、各市町各市町各市町各市町村の村の村の村の教育教育教育教育委員会委員会委員会委員会等々等々等々等々ににににも協力も協力も協力も協力していただかないとしていただかないとしていただかないとしていただかないと進進進進んでいかんでいかんでいかんでいかないないないないもももものですので、そのですので、そのですので、そのですので、そちちちちらにらにらにらに対対対対してしてしてして働働働働きかきかきかきかけけけけをををを進め進め進め進めていきたいとていきたいとていきたいとていきたいと考え考え考え考えています。ています。ています。ています。以上以上以上以上です。です。です。です。では、では、では、では、頑張頑張頑張頑張っっっっていただきたいと思います。ていただきたいと思います。ていただきたいと思います。ていただきたいと思います。○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員次次次次に、に、に、に、防犯カ防犯カ防犯カ防犯カメラのメラのメラのメラの設置設置設置設置についてお伺いします。監についてお伺いします。監についてお伺いします。監についてお伺いします。監視カ視カ視カ視カメラのメラのメラのメラの設置設置設置設置がががが非常非常非常非常にににに急速急速急速急速にににに進進進進んんんんでいます。いろいろな理でいます。いろいろな理でいます。いろいろな理でいます。いろいろな理由由由由があがあがあがあっっっってててて進め進め進め進められているとは思られているとは思られているとは思られているとは思っっっっていますていますていますていますけけけけれどれどれどれどもももも、、、、一一一一歩歩歩歩間違間違間違間違ええええれれれればばばば監監監監視社視社視社視社会となるおそれ会となるおそれ会となるおそれ会となるおそれももももあります。そういうことで、県警察においては、県あります。そういうことで、県警察においては、県あります。そういうことで、県警察においては、県あります。そういうことで、県警察においては、県下下下下の監の監の監の監視カ視カ視カ視カメラのメラのメラのメラの設置設置設置設置状況はどの状況はどの状況はどの状況はどのよよよようにうにうにうに把握把握把握把握をされているのか、また実をされているのか、また実をされているのか、また実をされているのか、また実態態態態はどうなはどうなはどうなはどうなっっっっているのかているのかているのかているのかを伺いたいと思います。を伺いたいと思います。を伺いたいと思います。を伺いたいと思います。自自自自治体や治体や治体や治体や自自自自治会などが治会などが治会などが治会などが街頭街頭街頭街頭にににに設置設置設置設置しているしているしているしている防犯カ防犯カ防犯カ防犯カメラは、平成２メラは、平成２メラは、平成２メラは、平成２○大久保生活安全部長○大久保生活安全部長○大久保生活安全部長○大久保生活安全部長９年８月９年８月９年８月９年８月末現在末現在末現在末現在、県、県、県、県下下下下１７６１７６１７６１７６カカカカ所所所所７２９７２９７２９７２９台台台台をををを把握把握把握把握しており、そのしており、そのしており、そのしており、その他他他他ススススーーーーパパパパーーーーママママーーーーケケケケッッッットやトやトやトやココココンンンンビニエビニエビニエビニエンンンンスススススススストトトトアアアアなどにおいてなどにおいてなどにおいてなどにおいて防犯カ防犯カ防犯カ防犯カメラが多数メラが多数メラが多数メラが多数設置設置設置設置されていることは承知していまされていることは承知していまされていることは承知していまされていることは承知していますすすすけけけけれどれどれどれどもももも、その、その、その、その台台台台数について全てを数について全てを数について全てを数について全てを把握把握把握把握しているわしているわしているわしているわけけけけではありません。ではありません。ではありません。ではありません。
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防犯カ防犯カ防犯カ防犯カメラはメラはメラはメラは犯罪犯罪犯罪犯罪のののの予防予防予防予防やややや犯罪犯罪犯罪犯罪発発発発生時の生時の生時の生時の対対対対応応応応など、安全安など、安全安など、安全安など、安全安心心心心なまなまなまなまちちちちづづづづくくくくりをりをりをりを推進推進推進推進するするするする上上上上でででで有有有有効効効効なななな手手手手段段段段だとだとだとだ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。一一一一方、方、方、方、防犯カ防犯カ防犯カ防犯カメラのメラのメラのメラの設置設置設置設置には、プラには、プラには、プラには、プライバシイバシイバシイバシーの保ーの保ーの保ーの保護護護護にににに十十十十分分分分配慮配慮配慮配慮することがすることがすることがすることが重要重要重要重要であると認であると認であると認であると認識識識識しています。このしています。このしています。このしています。このよよよようなことから、県警察がうなことから、県警察がうなことから、県警察がうなことから、県警察が設置設置設置設置するするするする防犯カ防犯カ防犯カ防犯カメラは、メラは、メラは、メラは、撮影撮影撮影撮影デデデデーーーータタタタのののの適適適適正な管理及び正な管理及び正な管理及び正な管理及び利利利利用の用の用の用の確確確確保、プラ保、プラ保、プラ保、プライバシイバシイバシイバシーの保ーの保ーの保ーの保護護護護、、、、防犯防犯防犯防犯効果効果効果効果のののの確確確確保など管理保など管理保など管理保など管理運運運運用に関する部用に関する部用に関する部用に関する部内規程内規程内規程内規程を定を定を定を定めめめめるととるととるととるととももももに、に、に、に、設置設置設置設置場場場場所所所所にはにはにはには防犯カ防犯カ防犯カ防犯カメラメラメラメラ作動作動作動作動中中中中のののの明示明示明示明示をするなど、をするなど、をするなど、をするなど、適適適適正に管理しているところです。正に管理しているところです。正に管理しているところです。正に管理しているところです。また、また、また、また、自自自自治体や治体や治体や治体や自自自自治会が治会が治会が治会が街頭街頭街頭街頭にににに防犯カ防犯カ防犯カ防犯カメラをメラをメラをメラを設置設置設置設置する場合においてする場合においてする場合においてする場合においてもももも、プラ、プラ、プラ、プライバシイバシイバシイバシー保ー保ー保ー保護護護護にににに十十十十分な分な分な分な配慮配慮配慮配慮がががが必要必要必要必要であるというであるというであるというであるという観観観観点点点点から、管理から、管理から、管理から、管理運運運運用用用用規程規程規程規程を定を定を定を定めめめめて、て、て、て、適適適適正な正な正な正な運運運運用が用が用が用が図図図図らららられるれるれるれるよよよよう県警察からう県警察からう県警察からう県警察から具具具具体体体体的的的的なななな助言助言助言助言をををを行行行行うととうととうととうととももももに、に、に、に、設置設置設置設置、、、、運運運運用に関する用に関する用に関する用に関するノウハウノウハウノウハウノウハウについてについてについてについて支援支援支援支援にににに努め努め努め努めているところです。ているところです。ているところです。ているところです。以上以上以上以上です。です。です。です。おおおお答答答答ええええいただいたいただいたいただいたいただいたよよよように、監うに、監うに、監うに、監視カ視カ視カ視カメラのメラのメラのメラの運運運運用に用に用に用に当当当当たたたたっっっっては、ては、ては、ては、誰誰誰誰がががが責任責任責任責任をををを持っ持っ持っ持っ○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員て管理するのか、て管理するのか、て管理するのか、て管理するのか、誰誰誰誰がどのがどのがどのがどのよよよようにうにうにうに利利利利用するのか、その用するのか、その用するのか、その用するのか、その映像映像映像映像はいつはいつはいつはいつ廃棄廃棄廃棄廃棄されるのかなど、されるのかなど、されるのかなど、されるのかなど、運運運運用の実用の実用の実用の実態態態態をををを住民住民住民住民にきにきにきにきちちちちんと知らせるととんと知らせるととんと知らせるととんと知らせるととももももに、に、に、に、適適適適正に管理されな正に管理されな正に管理されな正に管理されなけけけけれれれればばばば個個個個人人人人のプラのプラのプラのプライバシイバシイバシイバシーがーがーがーが守守守守られないと思います。られないと思います。られないと思います。られないと思います。おおおお答答答答ええええいただいたのは、警察いただいたのは、警察いただいたのは、警察いただいたのは、警察内内内内部での部での部での部での運運運運用用用用規程規程規程規程で、それにで、それにで、それにで、それに準ず準ず準ず準ずるるるるもももものをのをのをのを市町市町市町市町村で村で村で村でももももお知お知お知お知らせをして、らせをして、らせをして、らせをして、設置設置設置設置するときには指するときには指するときには指するときには指導導導導されているということだと思うのですされているということだと思うのですされているということだと思うのですされているということだと思うのですけけけけれどれどれどれどもももも、、、、法的法的法的法的にににに規制規制規制規制をするをするをするをする条例条例条例条例というというというという点点点点ではどうなのか。ではどうなのか。ではどうなのか。ではどうなのか。例えば例えば例えば例えば、、、、防犯カ防犯カ防犯カ防犯カメラメラメラメラ設置条例設置条例設置条例設置条例がががが各市町各市町各市町各市町村にあ村にあ村にあ村にあるのか、るのか、るのか、るのか、法的根法的根法的根法的根拠拠拠拠というというというという点点点点でいでいでいでいえばえばえばえばどうなのかとどうなのかとどうなのかとどうなのかと疑疑疑疑問に思問に思問に思問に思っっっっているのですているのですているのですているのですけけけけれどれどれどれどもももも、その、その、その、その点点点点はいかがでしはいかがでしはいかがでしはいかがでしょょょょうか。うか。うか。うか。条例等条例等条例等条例等はありませんはありませんはありませんはありませんけけけけれどれどれどれどもももも、、、、運運運運用用用用規程規程規程規程ということでということでということでということで自自自自治体、治体、治体、治体、自自自自○大久保生活安全部長○大久保生活安全部長○大久保生活安全部長○大久保生活安全部長治会が定治会が定治会が定治会が定めめめめているところです。ているところです。ているところです。ているところです。なお、なお、なお、なお、ススススーーーーパパパパーーーーママママーーーーケケケケッッッットトトト等等等等のののの民民民民間施設間施設間施設間施設がががが防犯防犯防犯防犯対対対対策のた策のた策のた策のためめめめにににに設置設置設置設置するするするする防犯カ防犯カ防犯カ防犯カメラについメラについメラについメラについては、ては、ては、ては、各施設各施設各施設各施設管理者において管理者において管理者において管理者において自主的自主的自主的自主的にプラにプラにプラにプライバシイバシイバシイバシー保ー保ー保ー保護護護護をををを図図図図っっっっていただていただていただていただくべくべくべくべききききもももものとのとのとのと考え考え考え考えています。ています。ています。ています。以上以上以上以上です。です。です。です。警察が警察が警察が警察が設置設置設置設置しているしているしているしているカカカカメラにメラにメラにメラに限っ限っ限っ限っていいましたら、これは警察のていいましたら、これは警察のていいましたら、これは警察のていいましたら、これは警察の責任責任責任責任になるになるになるになる○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員と思うのです。と思うのです。と思うのです。と思うのです。民民民民間間間間の方や、の方や、の方や、の方や、自自自自治体などが治体などが治体などが治体などが設置設置設置設置している部分は、それしている部分は、それしている部分は、それしている部分は、それぞぞぞぞれれれれ民民民民間間間間やややや自自自自治体の治体の治体の治体の責任責任責任責任です。どです。どです。どです。どちちちちらにしてらにしてらにしてらにしてもももも、どこが、どこが、どこが、どこが設置設置設置設置をするにしてをするにしてをするにしてをするにしてもももも、、、、統統統統一一一一したしたしたした規制規制規制規制や管理をするきや管理をするきや管理をするきや管理をするきちちちちんとしたんとしたんとしたんとした条例条例条例条例などがないと、そのことについて不などがないと、そのことについて不などがないと、そのことについて不などがないと、そのことについて不利益利益利益利益をををを受け受け受け受けたことについてどうたことについてどうたことについてどうたことについてどう守守守守られるられるられるられるのかというのかというのかというのかという点点点点で問題が生で問題が生で問題が生で問題が生じじじじててててくくくくるのではないかとるのではないかとるのではないかとるのではないかと危惧危惧危惧危惧しています。しています。しています。しています。先先先先ほどのおほどのおほどのおほどのお答答答答ええええでは、県では、県では、県では、県下下下下で７２９で７２９で７２９で７２９台台台台ということでということでということでということで相当相当相当相当数に数に数に数に上っ上っ上っ上っており、ており、ており、ており、町町町町中に中に中に中にカカカカメラメラメラメラ
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がたがたがたがたくくくくさんあるという状さんあるという状さんあるという状さんあるという状態態態態ですが、それととですが、それととですが、それととですが、それととももももに、警察としてに、警察としてに、警察としてに、警察として設置設置設置設置をされている監をされている監をされている監をされている監視カ視カ視カ視カメメメメラの中で、ラの中で、ラの中で、ラの中で、例えば例えば例えば例えば、、、、ススススーーーーパパパパーーーー防犯灯防犯灯防犯灯防犯灯とととと言言言言われるわれるわれるわれる街頭緊急街頭緊急街頭緊急街頭緊急通報通報通報通報シシシシスススステテテテムムムムや、や、や、や、ココココンンンンビニビニビニビニなどになどになどになどに警察と警察と警察と警察と直直直直通の監通の監通の監通の監視カ視カ視カ視カメラというメラというメラというメラというももももののののもももも登登登登場していると場していると場していると場していると聞聞聞聞いています。奈良県においてはそいています。奈良県においてはそいています。奈良県においてはそいています。奈良県においてはそういうういうういうういうもももものはどののはどののはどののはどのよよよようにうにうにうに運運運運用しているのか、用しているのか、用しているのか、用しているのか、聞聞聞聞きたいと思います。きたいと思います。きたいと思います。きたいと思います。重ね重ね重ね重ねてになりますてになりますてになりますてになりますけけけけれどれどれどれどもももも、、、、先先先先ほど申しほど申しほど申しほど申し上上上上げたげたげたげたよよよように、うに、うに、うに、自自自自治体と治体と治体と治体と○大久保生活安全部長○大久保生活安全部長○大久保生活安全部長○大久保生活安全部長自自自自治会、警察においては管理治会、警察においては管理治会、警察においては管理治会、警察においては管理規程規程規程規程でででで運運運運用しています。用しています。用しています。用しています。民民民民間間間間ののののもももものについてはのについてはのについてはのについては民民民民間間間間個個個個 々々々々でででで行行行行っっっっており、今のところており、今のところており、今のところており、今のところ条例条例条例条例はははは各市町各市町各市町各市町村、県において村、県において村、県において村、県においてももももありません。ありません。ありません。ありません。しかし、山村委員がおしかし、山村委員がおしかし、山村委員がおしかし、山村委員がおっっっっししししゃゃゃゃいましたいましたいましたいましたよよよように、プラうに、プラうに、プラうに、プライバシイバシイバシイバシー保ー保ー保ー保護護護護に関することは大に関することは大に関することは大に関することは大変重変重変重変重要要要要ですので、警察としてですので、警察としてですので、警察としてですので、警察としても助言も助言も助言も助言はしているところです。はしているところです。はしているところです。はしているところです。以上以上以上以上です。です。です。です。そのことはわかそのことはわかそのことはわかそのことはわかっっっっていますていますていますていますけけけけれどれどれどれどもももも、、、、具具具具体体体体的的的的に、警察に、警察に、警察に、警察直直直直通の監通の監通の監通の監視カ視カ視カ視カメラ、メラ、メラ、メラ、例例例例○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員えばえばえばえば、、、、ココココンンンンビニビニビニビニなどになどになどになどに設置設置設置設置する、する、する、する、ススススーーーーパパパパーーーー防犯灯防犯灯防犯灯防犯灯とととと言言言言われるわれるわれるわれる街頭緊急街頭緊急街頭緊急街頭緊急通報通報通報通報シシシシスススステテテテムムムムというというというという設設設設備は、県警察では備は、県警察では備は、県警察では備は、県警察では運運運運用されているのかをお用されているのかをお用されているのかをお用されているのかをお聞聞聞聞きします。きします。きします。きします。県警察として管理している県警察として管理している県警察として管理している県警察として管理している防犯カ防犯カ防犯カ防犯カメラについては、メラについては、メラについては、メラについては、五位堂五位堂五位堂五位堂に１に１に１に１カカカカ○大久保生活安全部長○大久保生活安全部長○大久保生活安全部長○大久保生活安全部長所所所所、３基あります。それから、３基あります。それから、３基あります。それから、３基あります。それから先先先先ほどほどほどほどススススーーーーパパパパーーーー防犯灯防犯灯防犯灯防犯灯とととと言言言言われましたわれましたわれましたわれましたけけけけれどれどれどれどもももも、、、、西西西西大大大大寺寺寺寺にににに過過過過去去去去にありましたが、にありましたが、にありましたが、にありましたが、現在現在現在現在はははは運運運運用していません。用していません。用していません。用していません。以上以上以上以上です。です。です。です。わかりました。やりとりしていてわかりました。やりとりしていてわかりました。やりとりしていてわかりました。やりとりしていても同じも同じも同じも同じことですことですことですことですけけけけれどれどれどれどもももも、、、、憲憲憲憲法法法法第１３第１３第１３第１３条条条条でででで○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員個個個個人人人人のののの私私私私生活生活生活生活上上上上のののの自自自自由由由由のののの一一一一つとして、つとして、つとして、つとして、何何何何人も人も人も人もその承その承その承その承諾諾諾諾なしに、みだりにそのなしに、みだりにそのなしに、みだりにそのなしに、みだりにその容姿容姿容姿容姿やややや姿態姿態姿態姿態をををを撮影撮影撮影撮影されないされないされないされない自自自自由由由由をををを有有有有することになすることになすることになすることになっっっっていますので、監ていますので、監ていますので、監ていますので、監視カ視カ視カ視カメラのメラのメラのメラの個個個個人人人人情情情情報保報保報保報保護護護護というというというという点点点点でのでのでのでの法整法整法整法整備がやはり備がやはり備がやはり備がやはり必要必要必要必要であると思います。であると思います。であると思います。であると思います。最最最最近近近近になになになになっっっって、いわて、いわて、いわて、いわゆゆゆゆるるるる共共共共謀罪謀罪謀罪謀罪法も制法も制法も制法も制定をされました。定をされました。定をされました。定をされました。テテテテロ対ロ対ロ対ロ対策が口実にな策が口実にな策が口実にな策が口実になっっっっていますていますていますていますけけけけれどれどれどれどもももも、、、、犯罪犯罪犯罪犯罪を計を計を計を計画段階画段階画段階画段階からからからから捜査捜査捜査捜査をすることになりましたら、さまをすることになりましたら、さまをすることになりましたら、さまをすることになりましたら、さまざざざざまなまなまなまな形形形形での監での監での監での監視視視視ががががなされななされななされななされなけけけけれれれればばばば捜査捜査捜査捜査になりませんので、警察はきになりませんので、警察はきになりませんので、警察はきになりませんので、警察はきちちちちんとんとんとんと運運運運用しているとお用しているとお用しているとお用しているとおっっっっししししゃゃゃゃるるるるけけけけれどれどれどれどもももも、、、、私私私私たたたたちちちちとしてはとしてはとしてはとしては非常非常非常非常に不安がに不安がに不安がに不安が残残残残るるるる面面面面があります。があります。があります。があります。さらに、さらに、さらに、さらに、凶悪犯罪凶悪犯罪凶悪犯罪凶悪犯罪は、このは、このは、このは、この間間間間、、、、一一一一貫貫貫貫してしてしてして減少減少減少減少してきています。本してきています。本してきています。本してきています。本当当当当にこの２年ほどにこの２年ほどにこの２年ほどにこの２年ほど見見見見ててててもももも１，０００１，０００１，０００１，０００件件件件をををを下下下下回回回回っっっっていると思いますし、そのていると思いますし、そのていると思いますし、そのていると思いますし、その半半半半数は数は数は数は家家家家庭庭庭庭内内内内でのでのでのでの殺殺殺殺人人人人になりますので、になりますので、になりますので、になりますので、監監監監視カ視カ視カ視カメラがメラがメラがメラが防犯防犯防犯防犯、、、、犯罪防止犯罪防止犯罪防止犯罪防止にににに効果効果効果効果があるのでしたら、があるのでしたら、があるのでしたら、があるのでしたら、家家家家庭庭庭庭の中にの中にの中にの中にももももつつつつけけけけないといないといないといないといけけけけないないないないというというというというナナナナンンンンセセセセンンンンススススなことにななことにななことにななことになっっっってしまうと思うので、このことだてしまうと思うので、このことだてしまうと思うので、このことだてしまうと思うので、このことだけけけけをををを突突突突出して出して出して出して進め進め進め進めていていていていくくくくのではなのではなのではなのではなくくくくて、て、て、て、防犯防犯防犯防犯についてはさまについてはさまについてはさまについてはさまざざざざまな取り組みがあると思まな取り組みがあると思まな取り組みがあると思まな取り組みがあると思っっっっています。ています。ています。ています。ですので、今ですので、今ですので、今ですので、今後後後後の課題としての課題としての課題としての課題として法整法整法整法整備を警察がやるかどうかは別にして、全体の問題です備を警察がやるかどうかは別にして、全体の問題です備を警察がやるかどうかは別にして、全体の問題です備を警察がやるかどうかは別にして、全体の問題ですので、ので、ので、ので、求求求求めめめめていきたいと思います。その問題についてはていきたいと思います。その問題についてはていきたいと思います。その問題についてはていきたいと思います。その問題については以上以上以上以上です。です。です。です。
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次次次次に、に、に、に、横横横横断断断断歩歩歩歩道、道、道、道、停止線停止線停止線停止線、中、中、中、中央線央線央線央線など道など道など道など道路路路路上上上上のののの白線白線白線白線がががが消え消え消え消えていることについて、多ていることについて、多ていることについて、多ていることについて、多くくくくのののの声声声声がががが聞聞聞聞ここここええええてきています。最てきています。最てきています。最てきています。最近近近近、、、、走走走走りにりにりにりにくくくくい、中い、中い、中い、中央線央線央線央線がががが見え見え見え見えななななくくくくてててて困困困困っっっっているというているというているというているという声声声声がががが非常非常非常非常に多いに多いに多いに多いよよよように思うのですうに思うのですうに思うのですうに思うのですけけけけれどれどれどれどもももも、その管理はどの、その管理はどの、その管理はどの、その管理はどのよよよようにされているのか、伺いたいうにされているのか、伺いたいうにされているのか、伺いたいうにされているのか、伺いたいと思います。と思います。と思います。と思います。 横横横横断断断断歩歩歩歩道道道道等等等等のののの整整整整備状況の備状況の備状況の備状況の質質質質問です。ま問です。ま問です。ま問です。まずずずず、、、、横横横横断断断断歩歩歩歩道や道や道や道や停止線停止線停止線停止線についについについについ○桑原交通部参事官○桑原交通部参事官○桑原交通部参事官○桑原交通部参事官ては警察で管ては警察で管ては警察で管ては警察で管轄轄轄轄しているわしているわしているわしているわけけけけですですですですけけけけれどれどれどれどもももも、、、、横横横横断断断断歩歩歩歩道や道や道や道や停止線停止線停止線停止線等等等等の道の道の道の道路路路路標標標標示示示示のののの点点点点検検検検についについについについては、ては、ては、ては、毎毎毎毎月１日、これを交通安全月１日、これを交通安全月１日、これを交通安全月１日、これを交通安全施設施設施設施設のののの一一一一斉斉斉斉点点点点検検検検日ということで日ということで日ということで日ということで設け設け設け設けてててて点点点点検検検検をしたり、そをしたり、そをしたり、そをしたり、それから日れから日れから日れから日常常常常街頭街頭街頭街頭警察活警察活警察活警察活動動動動をををを行っ行っ行っ行っているているているている間間間間にににに点点点点検検検検を実を実を実を実施施施施をしています。それから、をしています。それから、をしています。それから、をしています。それから、教育教育教育教育委員委員委員委員会や道会や道会や道会や道路路路路管理者との合管理者との合管理者との合管理者との合同点同点同点同点検検検検を実を実を実を実施施施施して、道して、道して、道して、道路路路路標標標標示示示示がががが摩耗摩耗摩耗摩耗しているしているしているしている箇箇箇箇所所所所のののの把握把握把握把握にににに努め努め努め努めていていていています。ます。ます。ます。道道道道路路路路標標標標示示示示のののの補修補修補修補修については、道については、道については、道については、道路路路路標標標標示示示示のののの点点点点検検検検結果結果結果結果のほか、のほか、のほか、のほか、地域地域地域地域住民住民住民住民からのからのからのからの要望要望要望要望や道や道や道や道路路路路管管管管理者からの理者からの理者からの理者からの連連連連絡絡絡絡をををを受け受け受け受けたたたた各各各各警察警察警察警察署署署署からのからのからのからの上上上上申に基申に基申に基申に基づづづづいて、いて、いて、いて、緊急性緊急性緊急性緊急性の高いところからの高いところからの高いところからの高いところから補修箇補修箇補修箇補修箇所所所所をををを順順順順次次次次選定しており、本年度にお選定しており、本年度にお選定しており、本年度にお選定しており、本年度におけけけける道る道る道る道路路路路標標標標示示示示のののの補修補修補修補修については、８月にについては、８月にについては、８月にについては、８月に施工施工施工施工業者を決業者を決業者を決業者を決定して、定して、定して、定して、順順順順次次次次、今、今、今、今後後後後補修補修補修補修作作作作業を実業を実業を実業を実施施施施していしていしていしていくくくくところです。ところです。ところです。ところです。県警察としては、今県警察としては、今県警察としては、今県警察としては、今後も点後も点後も点後も点検検検検等等等等にににによっよっよっよってててて補修補修補修補修がががが必要必要必要必要な道な道な道な道路路路路標標標標示示示示のののの把握把握把握把握にににに努め努め努め努めるととるととるととるととももももに、に、に、に、道道道道路路路路管理者と管理者と管理者と管理者と連携連携連携連携してしてしてして補修補修補修補修をををを進め進め進め進めるなどして、道るなどして、道るなどして、道るなどして、道路路路路標標標標示示示示のののの適適適適正な正な正な正な維維維維持持持持管理に管理に管理に管理に努め努め努め努めていきたていきたていきたていきたいといといといと考え考え考え考えています。ています。ています。ています。以上以上以上以上です。です。です。です。点点点点検検検検をやをやをやをやっっっっていただいて、計ていただいて、計ていただいて、計ていただいて、計画画画画的的的的にににに進め進め進め進めていただいているということですが、ていただいているということですが、ていただいているということですが、ていただいているということですが、○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員それにしてそれにしてそれにしてそれにしてもももも、とて、とて、とて、とても苦も苦も苦も苦情情情情が多いのですが多いのですが多いのですが多いのですけけけけれどれどれどれどもももも、そういうことで、そういうことで、そういうことで、そういうことで発見発見発見発見されて、これはやされて、これはやされて、これはやされて、これはやらならならならなくくくくてはいてはいてはいてはいけけけけないとなないとなないとなないとなっっっったことについては、その年度に全てたことについては、その年度に全てたことについては、その年度に全てたことについては、その年度に全て対対対対応応応応していただいているとしていただいているとしていただいているとしていただいていると解していいのでし解していいのでし解していいのでし解していいのでしょょょょうか。うか。うか。うか。それそれそれそれぞぞぞぞれれれれ毎毎毎毎年年年年要望等要望等要望等要望等がががが上上上上ががががっっっってきて、てきて、てきて、てきて、調査調査調査調査もももも実実実実施施施施していますしていますしていますしていますけけけけれどれどれどれど○桑原交通部参事官○桑原交通部参事官○桑原交通部参事官○桑原交通部参事官もももも、それ、それ、それ、それぞぞぞぞれれれれ予予予予算の算の算の算の制約も制約も制約も制約もありますので、ありますので、ありますので、ありますので、予予予予算の算の算の算の範囲範囲範囲範囲内内内内でできるでできるでできるでできる限限限限りのりのりのりの補修補修補修補修をををを行っ行っ行っ行っているているているているところです。警察としてところです。警察としてところです。警察としてところです。警察としてもももも、今、今、今、今後も後も後も後も歩歩歩歩行行行行者の者の者の者の横横横横断中にお断中にお断中にお断中におけけけける安全をる安全をる安全をる安全を確確確確保するた保するた保するた保するためめめめに、に、に、に、予予予予算算算算のののの範囲範囲範囲範囲内内内内でできるでできるでできるでできる限限限限りりりり補修補修補修補修をををを行っ行っ行っ行っていきたいとていきたいとていきたいとていきたいと考え考え考え考えています。ています。ています。ています。予予予予算の算の算の算の制約制約制約制約ということですということですということですということですけけけけれどれどれどれどもももも、道、道、道、道路路路路があるがあるがあるがある以上以上以上以上、安全のた、安全のた、安全のた、安全のためめめめにどうしにどうしにどうしにどうし○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員ててててもももも補修補修補修補修しないといしないといしないといしないといけけけけないと思うのですないと思うのですないと思うのですないと思うのですけけけけれどれどれどれどもももも、そういう、そういう、そういう、そういうもももものについては、のについては、のについては、のについては、必ず必ず必ず必ず全部全部全部全部対対対対応応応応できるできるできるできる予予予予算にす算にす算にす算にすべべべべきではないかと思うのです。いろいろなきではないかと思うのです。いろいろなきではないかと思うのです。いろいろなきではないかと思うのです。いろいろな予予予予算があると思いますので、算があると思いますので、算があると思いますので、算があると思いますので、上限上限上限上限を定を定を定を定めめめめてそこまでしかできないということてそこまでしかできないということてそこまでしかできないということてそこまでしかできないということももももあるかあるかあるかあるかももももしれないしれないしれないしれないけけけけれどれどれどれどもももも、、、、命命命命にかかわにかかわにかかわにかかわっっっって、しかて、しかて、しかて、しかも非常も非常も非常も非常に大事なに大事なに大事なに大事な対対対対策なので、策なので、策なので、策なので、もももものすごい道のすごい道のすごい道のすごい道路路路路をつをつをつをつくくくくるほどお金がかかるるほどお金がかかるるほどお金がかかるるほどお金がかかるもももものでのでのでので
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ももももないと思いますし、ないと思いますし、ないと思いますし、ないと思いますし、必要必要必要必要なところは全てなところは全てなところは全てなところは全て行っ行っ行っ行っていただていただていただていただくくくく予予予予算算算算配配配配分とならないのか、それ分とならないのか、それ分とならないのか、それ分とならないのか、それがががが疑疑疑疑問です問です問です問ですけけけけれどれどれどれどもももも、それはどうしてならないのでし、それはどうしてならないのでし、それはどうしてならないのでし、それはどうしてならないのでしょょょょうか。うか。うか。うか。要望要望要望要望はそれはそれはそれはそれぞぞぞぞれその年度年度でれその年度年度でれその年度年度でれその年度年度で調査調査調査調査をしており、それでをしており、それでをしており、それでをしており、それで上上上上ががががっっっっててててくくくく○桑原交通部参事官○桑原交通部参事官○桑原交通部参事官○桑原交通部参事官るというところるというところるというところるというところももももあります。できるあります。できるあります。できるあります。できる限限限限りりりり要望要望要望要望についてはそれをについてはそれをについてはそれをについてはそれを満満満満たしていきたいとたしていきたいとたしていきたいとたしていきたいと考え考え考え考えてててていますいますいますいますけけけけれどれどれどれどもももも、、、、要望要望要望要望がががが上上上上ががががっっっってきたところについては、それてきたところについては、それてきたところについては、それてきたところについては、それぞぞぞぞれれれれ現現現現場の場の場の場の調査調査調査調査もももも実実実実施施施施してしてしてしています。います。います。います。現現現現場の場の場の場の調査調査調査調査を実を実を実を実施施施施して、して、して、して、よよよよりりりり緊急性緊急性緊急性緊急性の高いところ、の高いところ、の高いところ、の高いところ、例えば例えば例えば例えば、、、、小小小小学学学学生の通生の通生の通生の通学学学学路路路路ののののよよよようなところは最うなところは最うなところは最うなところは最優優優優先先先先で実で実で実で実施施施施しなしなしなしなけけけけれれれればばばばなりません。そのなりません。そのなりません。そのなりません。その辺も辺も辺も辺も踏踏踏踏ままままええええて、て、て、て、緊急性緊急性緊急性緊急性の高いとこの高いとこの高いとこの高いところからろからろからろから順順順順次次次次実実実実施施施施しています。しています。しています。しています。そのやり方はわかるのですそのやり方はわかるのですそのやり方はわかるのですそのやり方はわかるのですけけけけれどれどれどれどもももも、、、、予予予予算については算については算については算については上限上限上限上限を決を決を決を決めめめめて、そのて、そのて、そのて、その枠枠枠枠○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員のののの範囲範囲範囲範囲でしかでしかでしかでしか対対対対応応応応できないのではなできないのではなできないのではなできないのではなくくくく、、、、要望要望要望要望があがあがあがあっっっったり、実たり、実たり、実たり、実際際際際にににに傷傷傷傷んでいるということがんでいるということがんでいるということがんでいるということがあれあれあれあればばばば全て全て全て全て対対対対応応応応するというするというするというするという予予予予算の組み方に算の組み方に算の組み方に算の組み方に変え変え変え変えるるるるべべべべきではないかと思います。きではないかと思います。きではないかと思います。きではないかと思います。そうしないと、本そうしないと、本そうしないと、本そうしないと、本当当当当に安全をに安全をに安全をに安全を守っ守っ守っ守っていていていていけけけけないと思いますので、そこはないと思いますので、そこはないと思いますので、そこはないと思いますので、そこは考え考え考え考え直直直直していただしていただしていただしていただきたいと申しきたいと申しきたいと申しきたいと申し上上上上げて、げて、げて、げて、終終終終わります。わります。わります。わります。私私私私から農林部に１から農林部に１から農林部に１から農林部に１点点点点だだだだけけけけ質質質質問をします。問をします。問をします。問をします。○池田委員○池田委員○池田委員○池田委員内内内内容容容容は、は、は、は、被害被害被害被害がががが広広広広ががががっっっっているているているているナナナナララララ枯枯枯枯れのれのれのれの件件件件です。です。です。です。ナナナナララララ枯枯枯枯れのれのれのれの被害被害被害被害について、平成２８年について、平成２８年について、平成２８年について、平成２８年度決算ですが、度決算ですが、度決算ですが、度決算ですが、昨昨昨昨年度どの年度どの年度どの年度どのよよよようなうなうなうな対対対対策を策を策を策を打打打打たれたのか、また決算たれたのか、また決算たれたのか、また決算たれたのか、また決算額額額額についてについてについてについてももももごごごご説明説明説明説明をいをいをいをいただきたいと思います。ただきたいと思います。ただきたいと思います。ただきたいと思います。ナナナナララララ枯枯枯枯れについてのれについてのれについてのれについての対対対対策と、どの策と、どの策と、どの策と、どのぐぐぐぐらいの費用で実らいの費用で実らいの費用で実らいの費用で実施施施施したかについしたかについしたかについしたかについ○阪口森林整備課長○阪口森林整備課長○阪口森林整備課長○阪口森林整備課長てですが、てですが、てですが、てですが、具具具具体体体体的的的的なななな対対対対策の方策の方策の方策の方法法法法は３つありまして、まは３つありまして、まは３つありまして、まは３つありまして、まず伐ず伐ず伐ず伐倒倒倒倒くくくくんんんん蒸蒸蒸蒸とととと言言言言いまして、いまして、いまして、いまして、ナナナナララララ枯枯枯枯れでれでれでれで侵侵侵侵された木をまされた木をまされた木をまされた木をまずずずず倒倒倒倒して、１メートルして、１メートルして、１メートルして、１メートルぐぐぐぐらいの長さにらいの長さにらいの長さにらいの長さに小小小小切っ切っ切っ切って、て、て、て、集積集積集積集積して、そこにして、そこにして、そこにして、そこに薬薬薬薬をかをかをかをかけけけけて、て、て、て、ビニビニビニビニールールールールシシシシートでートでートでートで覆覆覆覆っっっってててて薬薬薬薬でいでいでいでいぶぶぶぶすという方すという方すという方すという方法法法法が１が１が１が１点点点点。あと、。あと、。あと、。あと、幹幹幹幹にににに幅幅幅幅のののの広広広広いいいいビビビビニニニニールをールをールをールを巻巻巻巻きつきつきつきつけけけけて、て、て、て、虫虫虫虫が入らないが入らないが入らないが入らないよよよように、うに、うに、うに、脱脱脱脱出しない出しない出しない出しないよよよようにという方うにという方うにという方うにという方法法法法をとるをとるをとるをとるビニビニビニビニールールールール被覆被覆被覆被覆、３つ目が、３つ目が、３つ目が、３つ目が危険箇危険箇危険箇危険箇所所所所ででででナナナナララララ枯枯枯枯れでれでれでれで枝枝枝枝などがなどがなどがなどが落落落落ちちちちそうなところをそうなところをそうなところをそうなところを伐伐伐伐倒倒倒倒するという、するという、するという、するという、被害被害被害被害木の木の木の木の伐伐伐伐倒倒倒倒の３つの方の３つの方の３つの方の３つの方法法法法でやでやでやでやっっっっています。ています。ています。ています。具具具具体体体体的的的的な事業については、森林な事業については、森林な事業については、森林な事業については、森林環境環境環境環境税税税税を活用したを活用したを活用したを活用した緊急緊急緊急緊急森林森林森林森林被害被害被害被害対対対対策事業に策事業に策事業に策事業によよよより実り実り実り実施施施施をしをしをしをしています。事業費の２分の１をています。事業費の２分の１をています。事業費の２分の１をています。事業費の２分の１を市町市町市町市町村に村に村に村に補補補補助助助助する事業ですする事業ですする事業ですする事業ですけけけけれどれどれどれどもももも、、、、風光明媚風光明媚風光明媚風光明媚なななな景観景観景観景観がががが損損損損なわれるおそれがある森林などをなわれるおそれがある森林などをなわれるおそれがある森林などをなわれるおそれがある森林などを市町市町市町市町村の村の村の村の要要要要請請請請にににによよよより保全すり保全すり保全すり保全すべべべべききききナナナナラ、ラ、ラ、ラ、シイシイシイシイ、、、、カシ類カシ類カシ類カシ類林に、林に、林に、林に、またそのまたそのまたそのまたその周周周周辺辺辺辺をををを被害防除被害防除被害防除被害防除地域地域地域地域にそれにそれにそれにそれぞぞぞぞれ県が指定することとし、それれ県が指定することとし、それれ県が指定することとし、それれ県が指定することとし、それ以外以外以外以外のののの地域地域地域地域であであであであっっっっててててもナもナもナもナララララ枯枯枯枯れれれれ被害被害被害被害にににによよよよるるるる枯枯枯枯れた木のれた木のれた木のれた木の倒倒倒倒木や、木や、木や、木や、枯枯枯枯れた木かられた木かられた木かられた木から落落落落ちちちちるるるる枝枝枝枝にににによっよっよっよって、て、て、て、住宅住宅住宅住宅や道や道や道や道路路路路ななななどのどのどのどのイイイインンンンフフフフラにラにラにラに二二二二次次次次被害被害被害被害を及を及を及を及ぼぼぼぼすおそれがある森林において、すおそれがある森林において、すおそれがある森林において、すおそれがある森林において、対対対対策を実策を実策を実策を実施施施施するするするする市町市町市町市町村に村に村に村に対対対対
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して事業費の２分の１して事業費の２分の１して事業費の２分の１して事業費の２分の１以内以内以内以内をををを補補補補助助助助をしています。平成２８年度にをしています。平成２８年度にをしています。平成２８年度にをしています。平成２８年度に対対対対策を策を策を策を講講講講じじじじた費用は、決た費用は、決た費用は、決た費用は、決算算算算額額額額で５で５で５で５市町市町市町市町、奈良、奈良、奈良、奈良市市市市、大和、大和、大和、大和郡郡郡郡山山山山市市市市、、、、橿橿橿橿原原原原市市市市、生、生、生、生駒駒駒駒市市市市、、、、王寺王寺王寺王寺町町町町にににに対対対対して、７３４万６，０して、７３４万６，０して、７３４万６，０して、７３４万６，０００００００００円円円円となとなとなとなっっっっています。ています。ています。ています。以上以上以上以上です。です。です。です。森林森林森林森林環境環境環境環境税税税税をををを財財財財源源源源としてとしてとしてとして緊急緊急緊急緊急対対対対策で事業費の２分の１を策で事業費の２分の１を策で事業費の２分の１を策で事業費の２分の１を補補補補助助助助をしていただいをしていただいをしていただいをしていただい○池田委員○池田委員○池田委員○池田委員ており、実績としては平成２８年度で７３４万ており、実績としては平成２８年度で７３４万ており、実績としては平成２８年度で７３４万ており、実績としては平成２８年度で７３４万円円円円余りということです。余りということです。余りということです。余りということです。決算資決算資決算資決算資料料料料をををを見見見見て、数て、数て、数て、数字字字字が合わないのでこれが全てではないのでしが合わないのでこれが全てではないのでしが合わないのでこれが全てではないのでしが合わないのでこれが全てではないのでしょょょょううううけけけけれどれどれどれどもももも、資、資、資、資料料料料「「「「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」１３１１３１１３１１３１ペペペペーーーージジジジにににに伐伐伐伐倒駆除倒駆除倒駆除倒駆除材の体材の体材の体材の体積積積積が１５が１５が１５が１５４立方メートル、４立方メートル、４立方メートル、４立方メートル、薬剤注薬剤注薬剤注薬剤注入が２０７本と入が２０７本と入が２０７本と入が２０７本と書書書書いてあるのですが、これがいてあるのですが、これがいてあるのですが、これがいてあるのですが、これがナナナナララララ枯枯枯枯れのれのれのれの対対対対策にな策にな策にな策になるのでしるのでしるのでしるのでしょょょょうか。このうか。このうか。このうか。このペペペペーーーージジジジの森林の森林の森林の森林病害虫病害虫病害虫病害虫等等等等防除防除防除防除事業とは事業とは事業とは事業とは違違違違うのですか。うのですか。うのですか。うのですか。これは、これは、これは、これは、ナナナナララララ枯枯枯枯れではなれではなれではなれではなくくくくて、て、て、て、松松松松くくくくいいいい虫虫虫虫のののの防除防除防除防除対対対対策事業です。策事業です。策事業です。策事業です。○阪口森林整備課長○阪口森林整備課長○阪口森林整備課長○阪口森林整備課長私私私私が取りが取りが取りが取り違え違え違え違えをしていました。をしていました。をしていました。をしていました。○池田委員○池田委員○池田委員○池田委員いいいいずずずずれにしてれにしてれにしてれにしてもももも、、、、ナナナナララララ枯枯枯枯れのれのれのれの被害被害被害被害は、年は、年は、年は、年々拡々拡々拡々拡大している大している大している大しているよよよようにうにうにうに感感感感じじじじています。ています。ています。ています。真真真真っっっっ赤赤赤赤にににに染染染染ままままっっっってしまうということで、てしまうということで、てしまうということで、てしまうということで、先先先先ほどのほどのほどのほどの説明説明説明説明のとおり、のとおり、のとおり、のとおり、景観景観景観景観ににににも非常も非常も非常も非常にににに悪悪悪悪いと思います。いと思います。いと思います。いと思います。早早早早期期期期のののの対対対対策と策と策と策とイイイイタチタチタチタチごごごごっっっっこになるのかこになるのかこになるのかこになるのかももももわかりませんが、わかりませんが、わかりませんが、わかりませんが、抜抜抜抜本本本本的的的的な解な解な解な解消消消消にににに向け向け向け向けて取り組んて取り組んて取り組んて取り組んでいでいでいでいく必要く必要く必要く必要があろうかと思いますがあろうかと思いますがあろうかと思いますがあろうかと思いますけけけけれどれどれどれどもももも、、、、市町市町市町市町村と村と村と村と連携連携連携連携をしながら、まをしながら、まをしながら、まをしながら、まず市町ず市町ず市町ず市町村が村が村が村が窓窓窓窓口口口口となとなとなとなっっっって実て実て実て実態態態態をををを把握把握把握把握をして、それが県に報告というかをして、それが県に報告というかをして、それが県に報告というかをして、それが県に報告というかヒアリヒアリヒアリヒアリンンンンググググでででで上上上上ががががっっっってきて、これにてきて、これにてきて、これにてきて、これに対対対対してしてしてして予予予予算を算を算を算を配配配配分をしてい分をしてい分をしてい分をしていくくくくというというというという流流流流れだろうと思いますれだろうと思いますれだろうと思いますれだろうと思いますけけけけれどれどれどれどもももも、では、、では、、では、、では、果果果果たしてたしてたしてたして市町市町市町市町村がし村がし村がし村がしっっっっかりとかりとかりとかりと自自自自分のところの分のところの分のところの分のところの自自自自治体の治体の治体の治体のナナナナララララ枯枯枯枯れの状況をれの状況をれの状況をれの状況を十二十二十二十二分に分に分に分に把握把握把握把握できているかといできているかといできているかといできているかというと、決してまだまだそうではないのではないかと、まだうと、決してまだまだそうではないのではないかと、まだうと、決してまだまだそうではないのではないかと、まだうと、決してまだまだそうではないのではないかと、まだ追追追追いついていないのではないかいついていないのではないかいついていないのではないかいついていないのではないかとととと感感感感じじじじています。そういうています。そういうています。そういうています。そういう意味意味意味意味では、では、では、では、市町市町市町市町村からの報告のみなら村からの報告のみなら村からの報告のみなら村からの報告のみならずずずず、県として、県として、県として、県としてもももも実実実実態把握態把握態把握態把握をきをきをきをきちちちちんとんとんとんと何何何何かのかのかのかの形形形形でででで進め進め進め進めていていていていく必要く必要く必要く必要があろうかと思いますがあろうかと思いますがあろうかと思いますがあろうかと思いますけけけけれどれどれどれどもももも、県として、県として、県として、県として被害被害被害被害の状の状の状の状況、況、況、況、拡拡拡拡大について、どの大について、どの大について、どの大について、どのよよよように認うに認うに認うに認識識識識をされているのか、をされているのか、をされているのか、をされているのか、改め改め改め改めておておておてお答答答答ええええいただきたいと思いいただきたいと思いいただきたいと思いいただきたいと思います。ます。ます。ます。 ナナナナララララ枯枯枯枯れは、平成２２年から奈良県でれは、平成２２年から奈良県でれは、平成２２年から奈良県でれは、平成２２年から奈良県で発発発発生しているのです生しているのです生しているのです生しているのですけけけけれどれどれどれどもももも、、、、○阪口森林整備課長○阪口森林整備課長○阪口森林整備課長○阪口森林整備課長平成２７年度までは奈良平成２７年度までは奈良平成２７年度までは奈良平成２７年度までは奈良市市市市や生や生や生や生駒駒駒駒市市市市などなどなどなど北北北北部を中部を中部を中部を中心心心心にににに発発発発生、平成２８年度は生、平成２８年度は生、平成２８年度は生、平成２８年度は橿橿橿橿原原原原市市市市と県中と県中と県中と県中部部部部地域地域地域地域ににににもももも、そしてことしは県東部、そしてことしは県東部、そしてことしは県東部、そしてことしは県東部地域地域地域地域ででででもももも被害被害被害被害がががが確確確確認されており、認されており、認されており、認されており、被害被害被害被害がががが拡拡拡拡大している大している大している大している状況です。状況です。状況です。状況です。市町市町市町市町村だ村だ村だ村だけけけけにににに把握把握把握把握していただしていただしていただしていただくくくくのではなのではなのではなのではなくくくくて、県て、県て、県て、県もももも平成２７年度からは奈良県平成２７年度からは奈良県平成２７年度からは奈良県平成２７年度からは奈良県ナナナナララララ枯枯枯枯れれれれ対対対対策策策策協協協協議会を議会を議会を議会を設置設置設置設置して、年３して、年３して、年３して、年３回回回回開開開開催催催催しています。その中で、しています。その中で、しています。その中で、しています。その中で、我我我我 々々々々が知が知が知が知っっっっているているているている情情情情報や、報や、報や、報や、市市市市町町町町村から村から村から村から上上上上げていただげていただげていただげていただくくくく情情情情報を取りまと報を取りまと報を取りまと報を取りまとめめめめて、今て、今て、今て、今後後後後のののの対対対対策に生かしてい策に生かしてい策に生かしてい策に生かしていくくくく方方方方法法法法をとをとをとをとっっっっていていていてい
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ます。あとはます。あとはます。あとはます。あとは地上地上地上地上からだからだからだからだけけけけではではではでは被害被害被害被害がががが把握把握把握把握しにしにしにしにくくくくいということで、いということで、いということで、いということで、ナナナナララララ枯枯枯枯れがほれがほれがほれがほぼぼぼぼおさまおさまおさまおさまる９月る９月る９月る９月末末末末、ことしでいいますと９月２９日に、ことしでいいますと９月２９日に、ことしでいいますと９月２９日に、ことしでいいますと９月２９日にヘヘヘヘリコリコリコリコププププタタタターをーをーをーを飛飛飛飛ばばばばして、状況をして、状況をして、状況をして、状況を確確確確認をして認をして認をして認をしています。います。います。います。今今今今後後後後の取り組みとしては、の取り組みとしては、の取り組みとしては、の取り組みとしては、協協協協議会議会議会議会等も含め等も含め等も含め等も含めて状況をて状況をて状況をて状況を把握把握把握把握し、し、し、し、来来来来年年年年以以以以降降降降のののの対対対対策に策に策に策に持っ持っ持っ持っていていていていきたいときたいときたいときたいと考え考え考え考えています。ています。ています。ています。以上以上以上以上です。です。です。です。ごごごご答弁答弁答弁答弁のとおり、県のとおり、県のとおり、県のとおり、県北北北北部から中部、今年度は東部に部から中部、今年度は東部に部から中部、今年度は東部に部から中部、今年度は東部にもももも被害被害被害被害のののの拡拡拡拡大が認大が認大が認大が認めめめめられられられられ○池田委員○池田委員○池田委員○池田委員るということです。るということです。るということです。るということです。ちちちちなみに平成２９年度の、なみに平成２９年度の、なみに平成２９年度の、なみに平成２９年度の、予予予予算はどれ算はどれ算はどれ算はどれぐぐぐぐらいでしらいでしらいでしらいでしょょょょうか。うか。うか。うか。平成２９年度平成２９年度平成２９年度平成２９年度予予予予算については、３，０５２万５，０００算については、３，０５２万５，０００算については、３，０５２万５，０００算については、３，０５２万５，０００円円円円。。。。前前前前年度年度年度年度○阪口森林整備課長○阪口森林整備課長○阪口森林整備課長○阪口森林整備課長の４の４の４の４倍弱倍弱倍弱倍弱となとなとなとなっっっっています。ています。ています。ています。以上以上以上以上です。です。です。です。随随随随分分分分予予予予算算算算もふもふもふもふやしていただいたということで、決算やしていただいたということで、決算やしていただいたということで、決算やしていただいたということで、決算額額額額からするとからするとからするとからすると約約約約４４４４倍倍倍倍以上以上以上以上○池田委員○池田委員○池田委員○池田委員です。４です。４です。４です。４倍倍倍倍のののの予予予予算を今年度は算を今年度は算を今年度は算を今年度は確確確確保して、保して、保して、保して、対対対対策を策を策を策を打打打打っっっっていただいているということです。県ていただいているということです。県ていただいているということです。県ていただいているということです。県ももももご認ご認ご認ご認識識識識のとおり、のとおり、のとおり、のとおり、被害被害被害被害はやはりはやはりはやはりはやはり拡拡拡拡大しているということを、大しているということを、大しているということを、大しているということを、改め改め改め改めてててて把握把握把握把握できました。できました。できました。できました。繰繰繰繰りりりり返返返返しになりますしになりますしになりますしになりますけけけけれどれどれどれどもももも、、、、市町市町市町市町村、村、村、村、所所所所有有有有者や者や者や者や住民住民住民住民の方からの方からの方からの方から寄寄寄寄せられるせられるせられるせられる情情情情報を報を報を報をももももとに、とに、とに、とに、実実実実態把握態把握態把握態把握、、、、対対対対策にな策にな策にな策になっっっっててててくくくくるかと思いまするかと思いまするかと思いまするかと思いますけけけけれどれどれどれどもももも、、、、臨臨臨臨機機機機にににに対対対対応応応応できるできるできるできる予予予予算の算の算の算の枠枠枠枠どりをどりをどりをどりを持持持持っっっっていただきたいと思ていただきたいと思ていただきたいと思ていただきたいと思っっっっています。ています。ています。ています。私私私私もももも専門専門専門専門ではないのでではないのでではないのでではないので詳詳詳詳しいことはわかりませんしいことはわかりませんしいことはわかりませんしいことはわかりませんけけけけれどれどれどれどもももも、、、、対対対対策を策を策を策を打打打打つつつつべべべべき時き時き時き時期期期期があがあがあがあっっっったり、できるだたり、できるだたり、できるだたり、できるだけけけけ早早早早いいいい対対対対応応応応がががが必要必要必要必要であるということをであるということをであるということをであるということを聞聞聞聞きますので、きますので、きますので、きますので、予予予予算が３，０００万算が３，０００万算が３，０００万算が３，０００万円円円円で足りるのか、で足りるのか、で足りるのか、で足りるのか、ももももうううう少少少少ししししふふふふやしていかないといやしていかないといやしていかないといやしていかないといけけけけないのかないのかないのかないのかも含めも含めも含めも含めて、て、て、て、十十十十分実分実分実分実態把握態把握態把握態把握にににに努努努努めめめめていただいて、ていただいて、ていただいて、ていただいて、被害被害被害被害ができるだができるだができるだができるだけけけけおさまるおさまるおさまるおさまるよよよように、解うに、解うに、解うに、解消消消消できるできるできるできるよよよように、ごうに、ごうに、ごうに、ご努力努力努力努力をお願いをお願いをお願いをお願いをして、をして、をして、をして、私私私私のののの質質質質問を問を問を問を終終終終わります。わります。わります。わります。私私私私からは２からは２からは２からは２点点点点質質質質問します。問します。問します。問します。○阪口委員○阪口委員○阪口委員○阪口委員資資資資料料料料「「「「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」１１３１１３１１３１１３ペペペペーーーージジジジ、農林部への、農林部への、農林部への、農林部への質質質質問で問で問で問です。す。す。す。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」ＰＲ」ＰＲ」ＰＲ」ＰＲ事業に１，３８４万事業に１，３８４万事業に１，３８４万事業に１，３８４万円円円円ということは理解できますが、ということは理解できますが、ということは理解できますが、ということは理解できますが、私私私私がおがおがおがお聞聞聞聞きしたいのは、奈良のきしたいのは、奈良のきしたいのは、奈良のきしたいのは、奈良の食食食食とととと魅魅魅魅力力力力のののの発発発発信拠信拠信拠信拠点点点点とされているとされているとされているとされているレレレレスススストラントラントラントラン「「「「ときのときのときのときのももももりりりり」」」」についてです。県は、東についてです。県は、東についてです。県は、東についてです。県は、東京京京京の奈良まほろの奈良まほろの奈良まほろの奈良まほろばばばば館館館館ででででももももアアアアンンンンテテテテナナナナショショショショッッッップをされていると思いまプをされていると思いまプをされていると思いまプをされていると思います。奈良の場合はす。奈良の場合はす。奈良の場合はす。奈良の場合はＪＪＪＪＲＲＲＲ奈良奈良奈良奈良駅駅駅駅ににににアアアアンンンンテテテテナナナナショショショショッッッップがあり、プがあり、プがあり、プがあり、視視視視察に察に察に察に行っ行っ行っ行ったことがあります。たことがあります。たことがあります。たことがあります。情情情情報報報報発発発発信信信信はははは必要必要必要必要かと思いますが、このかと思いますが、このかと思いますが、このかと思いますが、このレレレレスススストランのトランのトランのトランの経営経営経営経営についてはいかがなについてはいかがなについてはいかがなについてはいかがなもももものかと。このかと。このかと。このかと。こののののレレレレスススストランは、トランは、トランは、トランは、白白白白金金金金台台台台にあると思いますが、実にあると思いますが、実にあると思いますが、実にあると思いますが、実際際際際、、、、経営経営経営経営はどのはどのはどのはどのよよよようになうになうになうになっっっっているのか。ているのか。ているのか。ているのか。平成２８年度の平成２８年度の平成２８年度の平成２８年度のレレレレスススストラントラントラントラン経営経営経営経営について県のについて県のについて県のについて県の負負負負担担担担はどのはどのはどのはどのぐぐぐぐらいか、らいか、らいか、らいか、賃貸賃貸賃貸賃貸で県はで県はで県はで県は負負負負担担担担されてされてされてされているのか、いるのか、いるのか、いるのか、運営運営運営運営委委委委託託託託されている方からされている方からされている方からされている方から幾幾幾幾ららららももももららららっっっっておられるのか、そのあたりのておられるのか、そのあたりのておられるのか、そのあたりのておられるのか、そのあたりの経営経営経営経営実実実実態態態態
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をおをおをおをお聞聞聞聞きしたいのです。きしたいのです。きしたいのです。きしたいのです。 「「「「ときのときのときのときのももももりりりり」」」」のののの経営経営経営経営状況については、平成２８年１月から状況については、平成２８年１月から状況については、平成２８年１月から状況については、平成２８年１月から○辻本マーケティング課長○辻本マーケティング課長○辻本マーケティング課長○辻本マーケティング課長オオオオープンして、今までの１年９ープンして、今までの１年９ープンして、今までの１年９ープンして、今までの１年９カカカカ月、９月月、９月月、９月月、９月末末末末日までですが、日までですが、日までですが、日までですが、来来来来店店店店者数は２万２，６００者数は２万２，６００者数は２万２，６００者数は２万２，６００人人人人、、、、売売売売りりりり上上上上げは１げは１げは１げは１億億億億５５０万５５０万５５０万５５０万円円円円程程程程度であり、度であり、度であり、度であり、現現現現状ではそれ状ではそれ状ではそれ状ではそれぞぞぞぞれれれれ公公公公募募募募時の時の時の時の技術提技術提技術提技術提案案案案においてにおいてにおいてにおいて運営運営運営運営者が掲げた目標の者が掲げた目標の者が掲げた目標の者が掲げた目標の半半半半分分分分程程程程度にとどま度にとどま度にとどま度にとどまっっっっています。ています。ています。ています。ただ、２ただ、２ただ、２ただ、２階階階階ののののレレレレスススストランについては、１年たトランについては、１年たトランについては、１年たトランについては、１年たっっっってからのてからのてからのてからの話話話話ですですですですけけけけれどれどれどれどもももも、本年１月、本年１月、本年１月、本年１月以以以以降降降降、、、、９９９９カカカカ月月月月間間間間でのでのでのでの前前前前年年年年同同同同月比が月比が月比が月比が来来来来店店店店者数で１３者数で１３者数で１３者数で１３％％％％、、、、売売売売りりりり上上上上げで１８げで１８げで１８げで１８％伸％伸％伸％伸びておりびておりびておりびており 「「「「ときのときのときのときのもももも、、、、りりりり」」」」全体で全体で全体で全体でも同期間も同期間も同期間も同期間のののの売売売売りりりり上上上上げの合計がげの合計がげの合計がげの合計が約約約約１４１４１４１４％伸％伸％伸％伸びているという状況です。びているという状況です。びているという状況です。びているという状況です。県の県の県の県の支支支支出です出です出です出ですけけけけれどれどれどれどもももも、、、、賃賃賃賃借料借料借料借料については基本については基本については基本については基本的的的的に県がに県がに県がに県が支支支支払払払払うということで、年うということで、年うということで、年うということで、年間間間間１，１，１，１，９４４万９４４万９４４万９４４万円円円円のののの予予予予算をとり算をとり算をとり算をとり執執執執行行行行しています。しています。しています。しています。以上以上以上以上です。です。です。です。県が１，９４４万県が１，９４４万県が１，９４４万県が１，９４４万円円円円支支支支払払払払うということですうということですうということですうということですねねねね。委。委。委。委託託託託しているところからはどしているところからはどしているところからはどしているところからはど○阪口委員○阪口委員○阪口委員○阪口委員れだれだれだれだけけけけのののの額額額額を県がを県がを県がを県が受け受け受け受け取取取取っっっっているのか、できたらそのているのか、できたらそのているのか、できたらそのているのか、できたらその収支も収支も収支も収支もおおおお聞聞聞聞きしたいと思います。きしたいと思います。きしたいと思います。きしたいと思います。平成２８年度については、平成２８年度については、平成２８年度については、平成２８年度については、負負負負担担担担金という金という金という金という形形形形でででで運営運営運営運営者者者者側側側側から４から４から４から４○辻本マーケティング課長○辻本マーケティング課長○辻本マーケティング課長○辻本マーケティング課長０８万９，６２１０８万９，６２１０８万９，６２１０８万９，６２１円円円円をいただいています。をいただいています。をいただいています。をいただいています。以上以上以上以上です。です。です。です。その部分ははその部分ははその部分ははその部分ははっっっっきりきりきりきり説明説明説明説明されないので、ますますされないので、ますますされないので、ますますされないので、ますます疑疑疑疑問を問を問を問を持持持持つわつわつわつわけけけけですですですですけけけけれどれどれどれど○阪口委員○阪口委員○阪口委員○阪口委員もももも、県がわ、県がわ、県がわ、県がわざざざざわわわわざ負ざ負ざ負ざ負担担担担をして、県産をして、県産をして、県産をして、県産食食食食材を材を材を材を利利利利用した用した用した用したフフフフランランランランス料ス料ス料ス料理理理理等等等等をここをここをここをここ白白白白金金金金台台台台で供するで供するで供するで供するアアアアンンンンテテテテナナナナショショショショッッッップというかプというかプというかプというかレレレレスススストランにトランにトランにトランに対対対対してしてしてして支支支支出するのはいかがな出するのはいかがな出するのはいかがな出するのはいかがなもももものかと思のかと思のかと思のかと思っっっっており、ており、ており、ており、そのことについては、時そのことについては、時そのことについては、時そのことについては、時間も間も間も間もかかるので、ここではなかかるので、ここではなかかるので、ここではなかかるので、ここではなく担当く担当く担当く担当者に者に者に者に直直直直接接接接おおおお聞聞聞聞きしたいと思いきしたいと思いきしたいと思いきしたいと思います。ます。ます。ます。次次次次は、県警本部には、県警本部には、県警本部には、県警本部に質質質質問をします。資問をします。資問をします。資問をします。資料料料料「「「「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」１７５１７５１７５１７５ペペペペーーーージジジジ、交通安全、交通安全、交通安全、交通安全施設等整施設等整施設等整施設等整備事業の備事業の備事業の備事業の件件件件、特に、特に、特に、特に信信信信号号号号機機機機のののの新設新設新設新設６基について伺います。６基について伺います。６基について伺います。６基について伺います。私私私私が、が、が、が、質質質質問するのに問するのに問するのに問するのに当当当当たたたたっっっっては、生ては、生ては、生ては、生駒駒駒駒市市市市西白庭台西白庭台西白庭台西白庭台の方からのの方からのの方からのの方からの要望等要望等要望等要望等があるわがあるわがあるわがあるわけけけけです。とです。とです。とです。といいますのは、平成２９年８月１４日にいいますのは、平成２９年８月１４日にいいますのは、平成２９年８月１４日にいいますのは、平成２９年８月１４日に西白庭台西白庭台西白庭台西白庭台でででで小小小小学校学校学校学校４年生の４年生の４年生の４年生の児童児童児童児童がトラがトラがトラがトラックックックックにはにはにはにはねねねねられてられてられてられて亡亡亡亡くくくくなる事なる事なる事なる事故故故故がありまして、がありまして、がありまして、がありまして、児童児童児童児童がががが亡亡亡亡くくくくななななっっっっているのでそのているのでそのているのでそのているのでその近く近く近く近くの方からのの方からのの方からのの方からの相談相談相談相談がががが多いのです。多いのです。多いのです。多いのです。相談相談相談相談のののの内内内内容容容容は、は、は、は、一一一一つはつはつはつは市市市市道の道の道の道の横横横横断断断断歩歩歩歩道で道で道で道で白線白線白線白線がががが消え消え消え消えているというているというているというているというもももものでしたのでしたのでしたのでしたが、それについては県警にが、それについては県警にが、それについては県警にが、それについては県警に要望要望要望要望したら、したら、したら、したら、速速速速やかにやかにやかにやかに白線白線白線白線をををを引引引引いていただきまして、いていただきまして、いていただきまして、いていただきまして、住民住民住民住民の方の方の方の方もももも喜喜喜喜んでいます。んでいます。んでいます。んでいます。そのほか、そのほか、そのほか、そのほか、危険危険危険危険なので、なので、なので、なので、西白庭台西白庭台西白庭台西白庭台１１１１丁丁丁丁目の目の目の目のババババスススス停停停停の交の交の交の交差点差点差点差点のあたりののあたりののあたりののあたりの信信信信号の号の号の号の設置も要望設置も要望設置も要望設置も要望されています。それについては、県のされています。それについては、県のされています。それについては、県のされています。それについては、県の予予予予算は算は算は算は限限限限られており、年に６基か８基か分しかられており、年に６基か８基か分しかられており、年に６基か８基か分しかられており、年に６基か８基か分しか予予予予算算算算がつかないので、がつかないので、がつかないので、がつかないので、即即即即対対対対応応応応はははは難難難難しいのではないかとしいのではないかとしいのではないかとしいのではないかと私私私私もももも説明説明説明説明をしています。ただ、をしています。ただ、をしています。ただ、をしています。ただ、朝朝朝朝とととと昼昼昼昼とととと
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夕夕夕夕方と数方と数方と数方と数回回回回見見見見にににに行っ行っ行っ行ったら、たら、たら、たら、非常非常非常非常にににに危険危険危険危険ですので、こういうですので、こういうですので、こういうですので、こういう発言発言発言発言をしています。をしています。をしています。をしています。住民住民住民住民の方かの方かの方かの方からのらのらのらの信信信信号号号号機機機機のののの要望要望要望要望は多いと思うのですが、は多いと思うのですが、は多いと思うのですが、は多いと思うのですが、設置設置設置設置にににに当当当当たたたたっっっってどういう基てどういう基てどういう基てどういう基準準準準でででで優優優優先的先的先的先的にににに予予予予算を算を算を算をつつつつけけけけていていていていっっっっているのかと、ているのかと、ているのかと、ているのかと、信信信信号号号号機機機機のののの設置設置設置設置にかかる費用についておにかかる費用についておにかかる費用についておにかかる費用についてお聞聞聞聞きしたいと思います。きしたいと思います。きしたいと思います。きしたいと思います。ままままずずずず、、、、信信信信号号号号機機機機のののの設置設置設置設置にかかる費用についてにかかる費用についてにかかる費用についてにかかる費用について説明説明説明説明します。します。します。します。信信信信号号号号機機機機のののの新新新新○桑原交通部参事官○桑原交通部参事官○桑原交通部参事官○桑原交通部参事官設設設設に係る事業費は、道に係る事業費は、道に係る事業費は、道に係る事業費は、道路路路路状況や状況や状況や状況や信信信信号号号号柱柱柱柱の本数、の本数、の本数、の本数、信信信信号号号号機機機機の方の方の方の方式式式式等等等等個個個個別別別別具具具具体体体体的的的的な状況にな状況にな状況にな状況によっよっよっよってててて変変変変わわわわっっっってきますので、てきますので、てきますので、てきますので、一一一一概概概概に申しに申しに申しに申し上上上上げることはできません。ただ、実績で申しげることはできません。ただ、実績で申しげることはできません。ただ、実績で申しげることはできません。ただ、実績で申し上上上上げますと、げますと、げますと、げますと、平成２８年度については、平成２８年度については、平成２８年度については、平成２８年度については、信信信信号号号号機機機機６基を６基を６基を６基を新設新設新設新設するたするたするたするためめめめにににに執執執執行行行行した事業費は２，７５２万した事業費は２，７５２万した事業費は２，７５２万した事業費は２，７５２万円円円円になになになになっっっっています。したがています。したがています。したがています。したがっっっって、て、て、て、単純単純単純単純にににに割割割割りますと、１基りますと、１基りますと、１基りますと、１基当当当当たり平たり平たり平たり平均均均均で４５９万で４５９万で４５９万で４５９万円円円円の事業費の事業費の事業費の事業費をををを要要要要したことになります。したことになります。したことになります。したことになります。次次次次にににに信信信信号号号号機機機機のののの設置設置設置設置の基の基の基の基準準準準ですですですですけけけけれどれどれどれどもももも、、、、信信信信号号号号機機機機のののの設置設置設置設置にににに当当当当たたたたっっっっては警察ては警察ては警察ては警察庁庁庁庁からからからから信信信信号号号号機設機設機設機設置置置置の指の指の指の指針針針針がががが示示示示されており、これに基されており、これに基されており、これに基されており、これに基づづづづいて交通量、交通事いて交通量、交通事いて交通量、交通事いて交通量、交通事故故故故のののの発発発発生状況、交生状況、交生状況、交生状況、交差点差点差点差点のののの形形形形状を状を状を状を調査調査調査調査、分、分、分、分析析析析するととするととするととするととももももに、に、に、に、他他他他のののの対対対対策に策に策に策によよよよるるるる代替代替代替代替がががが可能可能可能可能かかかか否否否否かをかをかをかを考考考考慮慮慮慮したしたしたした上上上上でででで真真真真にににに必要必要必要必要性性性性のののの高い場高い場高い場高い場所所所所からからからから順順順順次次次次選定をしているところです。選定をしているところです。選定をしているところです。選定をしているところです。現在現在現在現在、県、県、県、県内内内内にはにはにはには信信信信号号号号機機機機が全部で２，０７０基が全部で２，０７０基が全部で２，０７０基が全部で２，０７０基設置設置設置設置されています。この２，０７０基の中されています。この２，０７０基の中されています。この２，０７０基の中されています。この２，０７０基の中には、には、には、には、設置後設置後設置後設置後長長長長期間期間期間期間経過経過経過経過したしたしたしたももももののののももももありまして、ありまして、ありまして、ありまして、信信信信号号号号機機機機のののの新設新設新設新設とあわせてとあわせてとあわせてとあわせて既存既存既存既存のののの信信信信号号号号機機機機のののの維維維維持持持持管理管理管理管理も重要も重要も重要も重要となとなとなとなっっっっててててくくくくるたるたるたるためめめめに、中長に、中長に、中長に、中長期的期的期的期的なななな視視視視点点点点に立に立に立に立っっっったたたた老朽老朽老朽老朽化した交通安全化した交通安全化した交通安全化した交通安全施設施設施設施設のののの更更更更新新新新にににに対対対対する取り組みがする取り組みがする取り組みがする取り組みが必要必要必要必要とととと考え考え考え考えているところです。ているところです。ているところです。ているところです。県警察としては、県警察としては、県警察としては、県警察としては、現在設置現在設置現在設置現在設置されているされているされているされている信信信信号号号号機機機機をををを適適適適切切切切に管理するととに管理するととに管理するととに管理するととももももに、に、に、に、適適適適切切切切な場な場な場な場所所所所にににに信信信信号号号号機機機機がががが設置設置設置設置できるできるできるできるよよよよう、今う、今う、今う、今後も財政当後も財政当後も財政当後も財政当局への局への局への局への働働働働きかきかきかきかけけけけをををを行行行行うなどして、うなどして、うなどして、うなどして、必要必要必要必要なななな予予予予算を算を算を算を確確確確保していきたいと保していきたいと保していきたいと保していきたいと考え考え考え考えています。ています。ています。ています。以上以上以上以上です。です。です。です。ももももうううう少少少少しおしおしおしお聞聞聞聞きしますが、きしますが、きしますが、きしますが、住民住民住民住民がががが設置設置設置設置してほしいと、してほしいと、してほしいと、してほしいと、自自自自治会の会長の方から治会の会長の方から治会の会長の方から治会の会長の方から○阪口委員○阪口委員○阪口委員○阪口委員ももももおおおお聞聞聞聞きして、生きして、生きして、生きして、生駒駒駒駒警察警察警察警察署署署署のののの署署署署長に長に長に長にも確も確も確も確認をしていますが、ここに認をしていますが、ここに認をしていますが、ここに認をしていますが、ここに設置設置設置設置していしていしていしていくくくくと決と決と決と決めめめめてててていいいいくくくくのは、県警本部で決のは、県警本部で決のは、県警本部で決のは、県警本部で決めめめめるのか、生るのか、生るのか、生るのか、生駒駒駒駒警察警察警察警察署署署署のののの意見も聞意見も聞意見も聞意見も聞いて決いて決いて決いて決めめめめるのか、そのあたりるのか、そのあたりるのか、そのあたりるのか、そのあたり詳詳詳詳ししししくくくくおおおお聞聞聞聞きしたいと思います。きしたいと思います。きしたいと思います。きしたいと思います。信信信信号号号号機機機機のののの設置要望設置要望設置要望設置要望は、それは、それは、それは、それぞぞぞぞれれれれ地域地域地域地域の方の方の方の方 々々々々のののの声声声声からからからから各各各各警察警察警察警察署署署署を通を通を通を通じじじじ○桑原交通部参事官○桑原交通部参事官○桑原交通部参事官○桑原交通部参事官て警察本部へて警察本部へて警察本部へて警察本部へ上上上上ががががっっっってきます。てきます。てきます。てきます。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よよよように、県うに、県うに、県うに、県下下下下全体の状況を全体の状況を全体の状況を全体の状況を見見見見て、て、て、て、現現現現場の場の場の場の調査調査調査調査もももも実実実実施施施施したしたしたした上上上上で、それで、それで、それで、それぞぞぞぞれれれれ必要必要必要必要性性性性の高い場の高い場の高い場の高い場所所所所からからからから順順順順次次次次選定しているところです。選定しているところです。選定しているところです。選定しているところです。西白庭台西白庭台西白庭台西白庭台の状況の状況の状況の状況等等等等をををを十十十十分分分分調査調査調査調査していただいて、していただいて、していただいて、していただいて、よよよよろしろしろしろしく対く対く対く対応応応応をお願いします。をお願いします。をお願いします。をお願いします。○阪口委員○阪口委員○阪口委員○阪口委員 私私私私からは、農業におからは、農業におからは、農業におからは、農業におけけけけるるるる小小小小麦麦麦麦生産の振興について生産の振興について生産の振興について生産の振興について質質質質問をいたしたいと思いま問をいたしたいと思いま問をいたしたいと思いま問をいたしたいと思いま○和田委員○和田委員○和田委員○和田委員す。す。す。す。
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ままままずずずず、日本の、日本の、日本の、日本の食料自食料自食料自食料自給率は４０給率は４０給率は４０給率は４０％％％％をををを切っ切っ切っ切ったということがたということがたということがたということが話話話話題にな題にな題にな題になっっっっています。そのています。そのています。そのています。そのよよよよううううな状況の中で、な状況の中で、な状況の中で、な状況の中で、主食主食主食主食の中ではの中ではの中ではの中では米米米米、うどんや、うどんや、うどんや、うどんやパパパパンにンにンにンに使使使使うううう小小小小麦粉麦粉麦粉麦粉の原の原の原の原料料料料であるであるであるである小小小小麦麦麦麦、大、大、大、大麦麦麦麦などなどなどなどといといといといっっっったたたた昔昔昔昔からのからのからのからの穀穀穀穀類類類類がありますが、そのがありますが、そのがありますが、そのがありますが、そのよよよようなうなうなうな小小小小麦麦麦麦生産について、県としてはこれから生産について、県としてはこれから生産について、県としてはこれから生産について、県としてはこれからどのどのどのどのよよよようにうにうにうに力力力力を入れ、を入れ、を入れ、を入れ、将将将将来来来来のののの展展展展望望望望としてどのとしてどのとしてどのとしてどのよよよようにうにうにうに小小小小麦麦麦麦生産の振興を生産の振興を生産の振興を生産の振興を考え考え考え考えるのか、おるのか、おるのか、おるのか、お聞聞聞聞かかかかせいただきたい。せいただきたい。せいただきたい。せいただきたい。 小小小小麦麦麦麦生産に生産に生産に生産に対対対対する県の取り組みということでする県の取り組みということでする県の取り組みということでする県の取り組みということで質質質質問がありました。問がありました。問がありました。問がありました。○田中農業水産振興課長○田中農業水産振興課長○田中農業水産振興課長○田中農業水産振興課長小小小小麦麦麦麦については、については、については、については、現在現在現在現在、、、、ふくふくふくふくはるかというはるかというはるかというはるかという品品品品種種種種をををを栽培栽培栽培栽培しており、今、１０９しており、今、１０９しており、今、１０９しており、今、１０９ヘクタヘクタヘクタヘクタールールールールで、ことしので、ことしので、ことしので、ことしの収収収収穫穫穫穫量は２６８トンにな量は２６８トンにな量は２６８トンにな量は２６８トンになっっっっています。ています。ています。ています。小小小小麦麦麦麦については、基本については、基本については、基本については、基本的的的的にににに米米米米の転の転の転の転作作作作とととというか、水田のいうか、水田のいうか、水田のいうか、水田のフフフフル活用の中のル活用の中のル活用の中のル活用の中の一一一一つのつのつのつの戦略戦略戦略戦略作物作物作物作物でででで位位位位置置置置づづづづけけけけています。田ています。田ています。田ています。田畑輪畑輪畑輪畑輪換の換の換の換の一環一環一環一環としとしとしとしてててて非常非常非常非常にににに重要重要重要重要なななな戦略戦略戦略戦略作物作物作物作物とととと位位位位置置置置づづづづけけけけていますので、ていますので、ていますので、ていますので、小小小小麦麦麦麦のののの品品品品代代代代自自自自体はなかなか安いのです体はなかなか安いのです体はなかなか安いのです体はなかなか安いのですが、それをが、それをが、それをが、それを国国国国の交の交の交の交付付付付金などを活用して金などを活用して金などを活用して金などを活用して補補補補うことにうことにうことにうことによよよより、り、り、り、小小小小麦麦麦麦の生産振興にの生産振興にの生産振興にの生産振興に尽尽尽尽力力力力していきたしていきたしていきたしていきたいと思いと思いと思いと思っっっっています。ています。ています。ています。以上以上以上以上です。です。です。です。将将将将来的来的来的来的なななな展展展展望望望望はどうおはどうおはどうおはどうお考え考え考え考えでしでしでしでしょょょょうか。またはうか。またはうか。またはうか。または将将将将来的来的来的来的なななな展展展展望望望望をををを切切切切り開り開り開り開くくくくたたたためめめめ○和田委員○和田委員○和田委員○和田委員のののの小小小小麦麦麦麦のののの使使使使われる量のわれる量のわれる量のわれる量の拡拡拡拡大ということではどうお大ということではどうお大ということではどうお大ということではどうお考え考え考え考えですか。ですか。ですか。ですか。将将将将来的来的来的来的なななな展展展展望望望望ということですが、奈良県産ということですが、奈良県産ということですが、奈良県産ということですが、奈良県産小小小小麦麦麦麦については、昭については、昭については、昭については、昭○田中農業水産振興課長○田中農業水産振興課長○田中農業水産振興課長○田中農業水産振興課長和３０年和３０年和３０年和３０年代代代代は転は転は転は転作作物作作物作作物作作物としてとしてとしてとして非常非常非常非常に多に多に多に多くくくく生産されてきた生産されてきた生産されてきた生産されてきたもももものが、安いのが、安いのが、安いのが、安い外国外国外国外国産の産の産の産の小小小小麦麦麦麦が入るが入るが入るが入ることにことにことにことによっよっよっよって、て、て、て、国国国国全体として全体として全体として全体としても減少も減少も減少も減少しているのが実しているのが実しているのが実しているのが実際際際際です。です。です。です。その中で、県産その中で、県産その中で、県産その中で、県産小小小小麦麦麦麦については、うどんやについては、うどんやについては、うどんやについては、うどんや学校学校学校学校給給給給食食食食、また、今、和田委員が、また、今、和田委員が、また、今、和田委員が、また、今、和田委員が進め進め進め進めておらておらておらておられますれますれますれます三輪三輪三輪三輪そうそうそうそうめめめめんなどにんなどにんなどにんなどに使使使使われることにわれることにわれることにわれることによよよより、り、り、り、需要需要需要需要が高まり、できれが高まり、できれが高まり、できれが高まり、できれば品ば品ば品ば品代代代代がががが上上上上ががががっっっってててていいいいくくくくことがことがことがことが条件条件条件条件になるかと思いますが、その中でになるかと思いますが、その中でになるかと思いますが、その中でになるかと思いますが、その中で栽培栽培栽培栽培技術技術技術技術を高を高を高を高めめめめながら、ながら、ながら、ながら、収収収収量を量を量を量を上上上上げていげていげていげていき、き、き、き、小小小小麦麦麦麦生産を生産を生産を生産を拡拡拡拡大できたらと思大できたらと思大できたらと思大できたらと思っっっっています。ています。ています。ています。以上以上以上以上です。です。です。です。政府政府政府政府のののの国内国内国内国内におにおにおにおけけけけるるるる小小小小麦麦麦麦生産の振興の度合いは、奈良県に生産の振興の度合いは、奈良県に生産の振興の度合いは、奈良県に生産の振興の度合いは、奈良県にもももも響響響響きます。そうきます。そうきます。そうきます。そう○和田委員○和田委員○和田委員○和田委員いういういういう意味意味意味意味で、で、で、で、一一一一体体体体国国国国はどのはどのはどのはどのよよよようなうなうなうな施施施施策をと策をと策をと策をとっっっっているのでしているのでしているのでしているのでしょょょょうか。うか。うか。うか。先先先先ほどほどほどほど支援支援支援支援のののの制制制制度につ度につ度につ度について、奈良県としてはいて、奈良県としてはいて、奈良県としてはいて、奈良県としては国国国国からや、県としてからや、県としてからや、県としてからや、県としてもももも補補補補助制助制助制助制度を度を度を度を行っ行っ行っ行っていていていていくくくくということですが、そということですが、そということですが、そということですが、その状況についての状況についての状況についての状況について教え教え教え教えていただきたいと思います。ていただきたいと思います。ていただきたいと思います。ていただきたいと思います。国国国国のののの施施施施策、方策、方策、方策、方向向向向性性性性とととと補補補補助制助制助制助制度についてのご度についてのご度についてのご度についてのご質質質質問だと思います。問だと思います。問だと思います。問だと思います。○田中農業水産振興課長○田中農業水産振興課長○田中農業水産振興課長○田中農業水産振興課長国国国国は、は、は、は、小小小小麦麦麦麦や大や大や大や大豆豆豆豆ですですですですけけけけれどれどれどれどもももも、水田の、水田の、水田の、水田のフフフフル活用のたル活用のたル活用のたル活用のためめめめのののの戦略戦略戦略戦略作物作物作物作物とととと位位位位置置置置づづづづけけけけて、て、て、て、経営経営経営経営所所所所得安定得安定得安定得安定対対対対策などの交策などの交策などの交策などの交付付付付金、事業を金、事業を金、事業を金、事業を使っ使っ使っ使って、て、て、て、作付拡作付拡作付拡作付拡大に大に大に大に尽尽尽尽力力力力していると思していると思していると思していると思っっっっています。県とています。県とています。県とています。県としては、しては、しては、しては、経営経営経営経営所所所所得安定得安定得安定得安定対対対対策を活用して、ま策を活用して、ま策を活用して、ま策を活用して、まずずずず畑畑畑畑作物作物作物作物のののの直直直直接支接支接支接支払払払払交交交交付付付付金が金が金が金が諸諸諸諸外国外国外国外国との生産との生産との生産との生産条条条条件件件件のののの格差格差格差格差をををを是是是是正するた正するた正するた正するためめめめの交の交の交の交付付付付金です金です金です金ですけけけけれどれどれどれどもももも、それが６０、それが６０、それが６０、それが６０キキキキログログログログララララム当ム当ム当ム当たり６，８９０たり６，８９０たり６，８９０たり６，８９０



---- 11115555 ----

円円円円、また水田活用の、また水田活用の、また水田活用の、また水田活用の直直直直接支接支接支接支払払払払交交交交付付付付金が１０金が１０金が１０金が１０アアアアールールールール当当当当たり３万５，０００たり３万５，０００たり３万５，０００たり３万５，０００円円円円、それに、それに、それに、それに加え加え加え加えて、て、て、て、県が県が県が県が独自独自独自独自で産で産で産で産地地地地交交交交付付付付金として金として金として金として設設設設定している定している定している定しているもももものとして、のとして、のとして、のとして、一一一一つはつはつはつは小小小小麦麦麦麦の生産の生産の生産の生産性性性性向上向上向上向上の取り組の取り組の取り組の取り組みについて６０みについて６０みについて６０みについて６０キキキキログログログログララララム当ム当ム当ム当たり３，４８０たり３，４８０たり３，４８０たり３，４８０円円円円、、、、地域地域地域地域の水田の水田の水田の水田フフフフル活用ル活用ル活用ル活用ビビビビジジジジョョョョンにンにンにンに担担担担いいいい手手手手とととと位位位位置置置置づづづづけけけけられたられたられたられた担担担担いいいい手手手手へのへのへのへの加加加加算で、１０算で、１０算で、１０算で、１０アアアアールールールール当当当当たり６，６００たり６，６００たり６，６００たり６，６００円円円円を交を交を交を交付付付付しているところしているところしているところしているところです。です。です。です。これらを平成２９年産の平これらを平成２９年産の平これらを平成２９年産の平これらを平成２９年産の平均収均収均収均収量２６８トンで換算すると、量２６８トンで換算すると、量２６８トンで換算すると、量２６８トンで換算すると、約約約約１０１０１０１０アアアアールールールール当当当当たり８万４，たり８万４，たり８万４，たり８万４，００００００００００００円円円円が交が交が交が交付付付付金として生産者に金として生産者に金として生産者に金として生産者に支支支支払払払払われています。われています。われています。われています。以上以上以上以上です。です。です。です。国国国国ではではではでは戦略戦略戦略戦略作物作物作物作物としてとしてとしてとして頑張頑張頑張頑張っっっっているというているというているというているという情情情情報をいただきました。奈良県の報をいただきました。奈良県の報をいただきました。奈良県の報をいただきました。奈良県の○和田委員○和田委員○和田委員○和田委員小小小小麦麦麦麦の生産量は２６８トンで、の生産量は２６８トンで、の生産量は２６８トンで、の生産量は２６８トンで、先先先先ほどほどほどほど小小小小麦粉麦粉麦粉麦粉の用途での用途での用途での用途で三輪三輪三輪三輪そうそうそうそうめめめめんについてんについてんについてんについて触触触触れられましれられましれられましれられました。た。た。た。三輪三輪三輪三輪そうそうそうそうめめめめんはんはんはんは現在現在現在現在のところ、１００のところ、１００のところ、１００のところ、１００％外国％外国％外国％外国産産産産小小小小麦麦麦麦をををを使っ使っ使っ使っています。それはています。それはています。それはています。それは三輪三輪三輪三輪そうそうそうそうめめめめんのんのんのんの伸伸伸伸びやびやびやびや味味味味などのなどのなどのなどの品品品品質質質質を保つたを保つたを保つたを保つためめめめには、県産には、県産には、県産には、県産小小小小麦麦麦麦がどうしてがどうしてがどうしてがどうしても使えも使えも使えも使えない。たんない。たんない。たんない。たんぱぱぱぱくくくく質質質質含含含含量や量や量や量や灰灰灰灰分など、分など、分など、分など、一一一一定の定の定の定の品品品品質質質質がががが要要要要求求求求され、それに合わないと、され、それに合わないと、され、それに合わないと、され、それに合わないと、追追追追いつかないという状況がいつかないという状況がいつかないという状況がいつかないという状況があります。だあります。だあります。だあります。だけけけけれど、れど、れど、れど、三輪三輪三輪三輪そうそうそうそうめめめめんだんだんだんだけけけけででででもももも小小小小麦麦麦麦の原材の原材の原材の原材料料料料は２，０００トンは２，０００トンは２，０００トンは２，０００トン使っ使っ使っ使っています。ています。ています。ています。この２，０００トンのこの２，０００トンのこの２，０００トンのこの２，０００トンの需要需要需要需要が奈良県産が奈良県産が奈良県産が奈良県産小小小小麦麦麦麦でででで賄賄賄賄ええええたならたならたならたならばばばば、それはすごい、、それはすごい、、それはすごい、、それはすごい、小小小小麦麦麦麦生産が１生産が１生産が１生産が１００００倍倍倍倍にににに膨膨膨膨れれれれ上上上上ががががっっっってしまうわてしまうわてしまうわてしまうわけけけけですが、そのたんですが、そのたんですが、そのたんですが、そのたんぱぱぱぱくくくく質質質質含含含含量がどういうことになるのか、量がどういうことになるのか、量がどういうことになるのか、量がどういうことになるのか、田の転田の転田の転田の転作作作作としてとしてとしてとして使っ使っ使っ使った場合に、水田からた場合に、水田からた場合に、水田からた場合に、水田から乾燥乾燥乾燥乾燥をををを必要必要必要必要とするとするとするとする小小小小麦麦麦麦をつをつをつをつくくくくることになるわることになるわることになるわることになるわけけけけでででですから、すから、すから、すから、非常非常非常非常にににに適適適適地的地的地的地的な水田がな水田がな水田がな水田が必要必要必要必要になになになになっっっっててててくくくくると思います。ると思います。ると思います。ると思います。三輪三輪三輪三輪そうそうそうそうめめめめんにんにんにんに使え使え使え使えるるるる小小小小麦麦麦麦をどうつをどうつをどうつをどうつくくくくるかということは、るかということは、るかということは、るかということは、後後後後からからからから触触触触れたいと思います。れたいと思います。れたいと思います。れたいと思います。先先先先に奈良県の２６８トンの用途は、県に奈良県の２６８トンの用途は、県に奈良県の２６８トンの用途は、県に奈良県の２６８トンの用途は、県内内内内ではではではでは小小小小麦麦麦麦生産者はどういうところへ生産者はどういうところへ生産者はどういうところへ生産者はどういうところへ何何何何割割割割ぐぐぐぐらいらいらいらい流流流流していますか。また、していますか。また、していますか。また、していますか。また、小小小小麦麦麦麦がどんどんと出るがどんどんと出るがどんどんと出るがどんどんと出るよよよようなうなうなうな対対対対策はどうされていますか。お策はどうされていますか。お策はどうされていますか。お策はどうされていますか。お示示示示ししししくくくください。ださい。ださい。ださい。 県産県産県産県産小小小小麦麦麦麦のののの利利利利用状況と、県産用状況と、県産用状況と、県産用状況と、県産小小小小麦麦麦麦の生産量のの生産量のの生産量のの生産量の拡拡拡拡大大大大対対対対策について策について策について策について○田中農業水産振興課長○田中農業水産振興課長○田中農業水産振興課長○田中農業水産振興課長お伺いしました。お伺いしました。お伺いしました。お伺いしました。県産県産県産県産小小小小麦麦麦麦のののの利利利利用状況については、用状況については、用状況については、用状況については、現在現在現在現在、県、県、県、県内内内内のののの製粉製粉製粉製粉業者が業者が業者が業者が買買買買い取い取い取い取っっっって、て、て、て、主主主主にうどん、ラにうどん、ラにうどん、ラにうどん、ラーメン用とーメン用とーメン用とーメン用と菓菓菓菓子子子子用、用、用、用、学校学校学校学校給給給給食食食食用にほ用にほ用にほ用にほぼぼぼぼ３分の１３分の１３分の１３分の１ずずずずつ用いていると伺つ用いていると伺つ用いていると伺つ用いていると伺っっっっています。ています。ています。ています。また、生産量のまた、生産量のまた、生産量のまた、生産量の拡拡拡拡大大大大対対対対策ですが、策ですが、策ですが、策ですが、先先先先ほど和田委員からありましたほど和田委員からありましたほど和田委員からありましたほど和田委員からありましたよよよように、まうに、まうに、まうに、まずずずず適適適適地地地地適適適適作作作作というか、というか、というか、というか、排排排排水水水水対対対対策が策が策が策が非常非常非常非常に大に大に大に大切切切切になになになになっっっってきます。それとてきます。それとてきます。それとてきます。それと品品品品質質質質のののの向上向上向上向上をするというところをするというところをするというところをするというところで、で、で、で、普普普普及指及指及指及指導導導導員が員が員が員がＪＪＪＪＡ（農Ａ（農Ａ（農Ａ（農協協協協）と）と）と）と連携連携連携連携して、ほ場して、ほ場して、ほ場して、ほ場巡巡巡巡回回回回もももも定定定定期的期的期的期的にして、にして、にして、にして、播種播種播種播種、、、、追追追追肥肥肥肥、、、、防除防除防除防除、、、、収収収収穫穫穫穫時の時の時の時の適適適適期期期期などについて生産者に指などについて生産者に指などについて生産者に指などについて生産者に指導導導導をををを徹底徹底徹底徹底してしてしてして行行行行うことにうことにうことにうことによよよより、今のり、今のり、今のり、今の収収収収量を量を量を量を上上上上げるとげるとげるとげるといういういういう対対対対策が策が策が策が一一一一番番番番いいと思いいと思いいと思いいと思っっっっています。それととています。それととています。それととています。それととももももに、に、に、に、集集集集落営落営落営落営農などに農などに農などに農などに国国国国のののの対対対対策策策策等等等等のののの周周周周知を知を知を知を
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図図図図っっっって、て、て、て、作付作付作付作付をををを推進推進推進推進していしていしていしていくくくくということを思ということを思ということを思ということを思っっっっています。ています。ています。ています。以上以上以上以上です。です。です。です。うどん、ラーメン、うどん、ラーメン、うどん、ラーメン、うどん、ラーメン、パパパパンに県ンに県ンに県ンに県内内内内産の産の産の産の小小小小麦麦麦麦をどんどんをどんどんをどんどんをどんどん使っ使っ使っ使っててててももももららららええええるるるるよよよようなうなうなうな販販販販○和田委員○和田委員○和田委員○和田委員路路路路のののの拡拡拡拡大を農林部としてはどの大を農林部としてはどの大を農林部としてはどの大を農林部としてはどのよよよようにうにうにうに行っ行っ行っ行っていますか。ていますか。ていますか。ていますか。販販販販路路路路のののの拡拡拡拡大については、ま大については、ま大については、ま大については、まずずずず、、、、小小小小麦麦麦麦のののの需要需要需要需要と供給という部分がと供給という部分がと供給という部分がと供給という部分が○田中農業水産振興課長○田中農業水産振興課長○田中農業水産振興課長○田中農業水産振興課長あり、どあり、どあり、どあり、どちちちちらがらがらがらが主主主主になるかですが、今のところ、生産されるになるかですが、今のところ、生産されるになるかですが、今のところ、生産されるになるかですが、今のところ、生産される小小小小麦麦麦麦が基本が基本が基本が基本的的的的にはにはにはには先先先先ほど申しほど申しほど申しほど申したうどんたうどんたうどんたうどん等等等等にににに使使使使われているところで、われているところで、われているところで、われているところで、需要需要需要需要ががががふえふえふえふえていていていていけばけばけばけば、それに、それに、それに、それに従っ従っ従っ従って供給、生産をて供給、生産をて供給、生産をて供給、生産をふふふふやすやすやすやす形形形形になろうかと思いますが、今のところ、になろうかと思いますが、今のところ、になろうかと思いますが、今のところ、になろうかと思いますが、今のところ、利利利利用としては用としては用としては用としては需要需要需要需要と供給がと供給がと供給がと供給が均均均均衡衡衡衡しているとしているとしているとしていると思思思思っっっっています。ています。ています。ています。以上以上以上以上です。です。です。です。需要需要需要需要と供給がと供給がと供給がと供給がババババランランランランススススがとれているのであれがとれているのであれがとれているのであれがとれているのであればばばば、２６８トンからはあまり、２６８トンからはあまり、２６８トンからはあまり、２６８トンからはあまりふふふふ○和田委員○和田委員○和田委員○和田委員ええええませんが、ませんが、ませんが、ませんが、私私私私たたたたちちちちが県が県が県が県内内内内ああああちちちちここここちちちちへへへへ行けば行けば行けば行けば、うどん、うどん、うどん、うどん屋屋屋屋ののののチェチェチェチェーンーンーンーン店店店店がたがたがたがたくくくくさんできておさんできておさんできておさんできており、り、り、り、主主主主にににに讃岐讃岐讃岐讃岐うどんなどいろいろなうどんなどいろいろなうどんなどいろいろなうどんなどいろいろなもももものがのがのがのが売売売売られています。ラーメンられています。ラーメンられています。ラーメンられています。ラーメン店店店店ももももああああちちちちここここちちちちにあるにあるにあるにあるわわわわけけけけですから、こういうところへ原材ですから、こういうところへ原材ですから、こういうところへ原材ですから、こういうところへ原材料料料料として県産として県産として県産として県産小小小小麦麦麦麦をををを使っ使っ使っ使っててててくくくくださいとださいとださいとださいと販販販販売売売売をををを仕掛仕掛仕掛仕掛けけけけるのです。るのです。るのです。るのです。確確確確かに、かに、かに、かに、学校学校学校学校給給給給食食食食ではではではでは地地地地産産産産地消地消地消地消型型型型でででで奨励奨励奨励奨励をしています。をしています。をしています。をしています。菓菓菓菓子子子子ももももパパパパンンンンももももケケケケーーーーキキキキももももそうだそうだそうだそうだけけけけれどれどれどれどもももも、この、この、この、このよよよようなうなうなうな市市市市販販販販のののの飲飲飲飲食食食食店店店店にににに対対対対してはどのしてはどのしてはどのしてはどのよよよようにうにうにうに働働働働きかきかきかきかけけけけをしていましたをしていましたをしていましたをしていましたか。か。か。か。 うどんのうどんのうどんのうどんのチェチェチェチェーンーンーンーン店店店店等等等等へのへのへのへの働働働働きかきかきかきかけけけけということですが、今のとということですが、今のとということですが、今のとということですが、今のと○田中農業水産振興課長○田中農業水産振興課長○田中農業水産振興課長○田中農業水産振興課長ころ、ころ、ころ、ころ、私私私私が知るが知るが知るが知る限限限限りではしていないと認りではしていないと認りではしていないと認りではしていないと認識識識識しています。しています。しています。しています。この問題はこの問題はこの問題はこの問題はママママーーーーケテケテケテケティィィィンンンンググググ課はどうでし課はどうでし課はどうでし課はどうでしょょょょう。関係ないですか。う。関係ないですか。う。関係ないですか。う。関係ないですか。○和田委員○和田委員○和田委員○和田委員 関係あります。ただ、関係あります。ただ、関係あります。ただ、関係あります。ただ、小小小小麦麦麦麦に関しては、に関しては、に関しては、に関しては、先先先先ほど田中農業水産ほど田中農業水産ほど田中農業水産ほど田中農業水産○辻本マーケティング課長○辻本マーケティング課長○辻本マーケティング課長○辻本マーケティング課長振興課長から振興課長から振興課長から振興課長からもももも説明説明説明説明したしたしたしたよよよように、うに、うに、うに、需需需需給が給が給が給が均均均均衡衡衡衡している中で、まだしている中で、まだしている中で、まだしている中で、まだ小小小小麦麦麦麦のののの市市市市場開場開場開場開拓拓拓拓というとというとというとというところまではころまではころまではころまでは至至至至っっっっていないのがていないのがていないのがていないのが現現現現状です。状です。状です。状です。それでは、やはりそれでは、やはりそれでは、やはりそれでは、やはり使っ使っ使っ使っててててももももらわないことにはらわないことにはらわないことにはらわないことには小小小小麦麦麦麦の生産がの生産がの生産がの生産が喚起喚起喚起喚起されないでしされないでしされないでしされないでし○和田委員○和田委員○和田委員○和田委員ょょょょう。う。う。う。消消消消費者はどんどんと費者はどんどんと費者はどんどんと費者はどんどんと外食外食外食外食へとへとへとへと流流流流れるれるれるれる傾向傾向傾向傾向がががが強強強強いから、うどんやラーメンのいから、うどんやラーメンのいから、うどんやラーメンのいから、うどんやラーメンのチェチェチェチェーンーンーンーン店店店店、、、、何何何何もチェもチェもチェもチェーンーンーンーン店店店店だだだだけけけけではないではないではないではないけけけけれどれどれどれどもももも、そういうところへ、そういうところへ、そういうところへ、そういうところへ協力協力協力協力をお願いにをお願いにをお願いにをお願いに行く行く行く行く。また。また。また。または農は農は農は農協協協協などが県となどが県となどが県となどが県とタタタタイアイアイアイアッッッップしているわプしているわプしているわプしているわけけけけだから、農だから、農だから、農だから、農協協協協のののの力力力力をかりてをかりてをかりてをかりて攻攻攻攻めめめめていていていていくくくくというこというこというこということで、まとで、まとで、まとで、まずずずずは県産は県産は県産は県産小小小小麦麦麦麦をさらにをさらにをさらにをさらに拡拡拡拡大する方大する方大する方大する方向向向向へとへとへとへと進進進進んでいただきたい。んでいただきたい。んでいただきたい。んでいただきたい。働働働働きかきかきかきかけけけけはやはやはやはやっっっってててていないいないいないいない現現現現状では、状では、状では、状では、小小小小麦麦麦麦の生産振興にはならないと思います。しの生産振興にはならないと思います。しの生産振興にはならないと思います。しの生産振興にはならないと思います。しっっっっかりとこれはかりとこれはかりとこれはかりとこれは頑張頑張頑張頑張っっっっていていていていただきたい。このやりとりは村井副知事、福谷農林部長がしただきたい。このやりとりは村井副知事、福谷農林部長がしただきたい。このやりとりは村井副知事、福谷農林部長がしただきたい。このやりとりは村井副知事、福谷農林部長がしっっっっかりとかりとかりとかりと聞聞聞聞いていていていてくくくくれていますれていますれていますれていますから、そういうことでお願いをしたいと思います。から、そういうことでお願いをしたいと思います。から、そういうことでお願いをしたいと思います。から、そういうことでお願いをしたいと思います。そういう中で、いそういう中で、いそういう中で、いそういう中で、いよよよよいいいいよよよよ奈良県産奈良県産奈良県産奈良県産小小小小麦麦麦麦をををを三輪三輪三輪三輪そうそうそうそうめめめめんの材んの材んの材んの材料料料料にしていこうという取り組にしていこうという取り組にしていこうという取り組にしていこうという取り組
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みがみがみがみが始始始始まりました。これがまりました。これがまりました。これがまりました。これが何何何何と２，０００トン。と２，０００トン。と２，０００トン。と２，０００トン。くくくくどいどいどいどいよよよようですが、この２，０００トンうですが、この２，０００トンうですが、この２，０００トンうですが、この２，０００トンを全部取りを全部取りを全部取りを全部取り込込込込めめめめたら、たら、たら、たら、小小小小麦麦麦麦生産は今の１０生産は今の１０生産は今の１０生産は今の１０倍倍倍倍にににに膨膨膨膨れれれれ上上上上がります。池がります。池がります。池がります。池利利利利など、など、など、など、固固固固有有有有名名名名詞詞詞詞をををを使使使使っっっってしまいましたが、てしまいましたが、てしまいましたが、てしまいましたが、三輪三輪三輪三輪素素素素麺販麺販麺販麺販売協売協売協売協議会を議会を議会を議会を構構構構成する成する成する成する三輪三輪三輪三輪素素素素麺麺麺麺工工工工業業業業協同協同協同協同組合に組合に組合に組合に加加加加盟盟盟盟していしていしていしていないないないない販販販販売売売売店店店店やみやみやみやみずずずずからからからから製製製製造造造造・・・・販販販販売売売売するところのするところのするところのするところの使使使使用量を用量を用量を用量を加え加え加え加えたら、２，０００トンから４，たら、２，０００トンから４，たら、２，０００トンから４，たら、２，０００トンから４，０００トンになります。これをみな０００トンになります。これをみな０００トンになります。これをみな０００トンになります。これをみな外国外国外国外国からからからから輸輸輸輸入しています。奈良県の特産入しています。奈良県の特産入しています。奈良県の特産入しています。奈良県の特産物物物物でありながでありながでありながでありながら、ら、ら、ら、悲悲悲悲しいかな、しいかな、しいかな、しいかな、外国外国外国外国産産産産小小小小麦麦麦麦をををを使っ使っ使っ使っています。奈良県産ています。奈良県産ています。奈良県産ています。奈良県産小小小小麦麦麦麦を１００トンでを１００トンでを１００トンでを１００トンでもももも２００トン２００トン２００トン２００トンででででもももも三輪三輪三輪三輪そうそうそうそうめめめめんにんにんにんに使っ使っ使っ使っていただていただていただていただけけけけるるるるよよよように、うに、うに、うに、小小小小麦麦麦麦生産を生産を生産を生産を応応応応援援援援していしていしていしていくくくくことがことがことがことが必要必要必要必要ではなではなではなではないでしいでしいでしいでしょょょょうか。うか。うか。うか。需需需需給の給の給の給のババババランランランランススススががががちょちょちょちょうどとれているとのうどとれているとのうどとれているとのうどとれているとの答弁答弁答弁答弁だだだだけけけけれどれどれどれどもももも、、、、三輪三輪三輪三輪そうそうそうそうめめめめんの開んの開んの開んの開発発発発が成が成が成が成功功功功したならしたならしたならしたならばばばば、、、、需要需要需要需要がたがたがたがたちちちちままままちふえちふえちふえちふえていきます。ていきます。ていきます。ていきます。小小小小麦麦麦麦がががが必要必要必要必要になるたになるたになるたになるためめめめのののの対対対対策について、策について、策について、策について、何何何何かかかか考え考え考え考えていることはありませんか。ていることはありませんか。ていることはありませんか。ていることはありませんか。三輪三輪三輪三輪そうそうそうそうめめめめんに県産んに県産んに県産んに県産小小小小麦麦麦麦がががが使使使使われることにわれることにわれることにわれることによよよより、今は２５０トり、今は２５０トり、今は２５０トり、今は２５０ト○田中農業水産振興課長○田中農業水産振興課長○田中農業水産振興課長○田中農業水産振興課長ン余りという生産量が２，０００トンにン余りという生産量が２，０００トンにン余りという生産量が２，０００トンにン余りという生産量が２，０００トンにもももも４，０００トンに４，０００トンに４，０００トンに４，０００トンにももももなるということへのなるということへのなるということへのなるということへの施施施施策に策に策に策についてです。ついてです。ついてです。ついてです。先先先先ほどおほどおほどおほどおっっっっししししゃっゃっゃっゃったたたたよよよように、うに、うに、うに、三輪三輪三輪三輪そうそうそうそうめめめめんにんにんにんに適適適適したたんしたたんしたたんしたたんぱぱぱぱくくくく質質質質含含含含量や、量や、量や、量や、灰灰灰灰分などの分などの分などの分などの品品品品質質質質をををを上上上上げるたげるたげるたげるためめめめの生産振興がの生産振興がの生産振興がの生産振興が一一一一つということと、あと農業つということと、あと農業つということと、あと農業つということと、あと農業研究研究研究研究開開開開発セ発セ発セ発センンンンタタタターでは、たんーでは、たんーでは、たんーでは、たんぱぱぱぱくくくく質質質質含含含含量を量を量を量を上上上上げるげるげるげる栽培栽培栽培栽培方方方方式式式式ととととととととももももに、今、に、今、に、今、に、今、ふくふくふくふくはるかにはるかにはるかにはるかに加え加え加え加えててててよよよよりたんりたんりたんりたんぱぱぱぱくくくく質質質質含含含含量、量、量、量、ググググルルルルテテテテンンンン強強強強度の高い度の高い度の高い度の高い小小小小麦麦麦麦の選定の選定の選定の選定試試試試験験験験をををを行っ行っ行っ行っており、県のており、県のており、県のており、県の栽培栽培栽培栽培適適適適正と生産正と生産正と生産正と生産物物物物のののの品品品品質質質質でででで調査調査調査調査をををを行っ行っ行っ行ってててていますので、そのあたりをいますので、そのあたりをいますので、そのあたりをいますので、そのあたりを見見見見ながらながらながらながら三輪三輪三輪三輪そうそうそうそうめめめめんにんにんにんに適適適適した県産した県産した県産した県産小小小小麦麦麦麦の生産にの生産にの生産にの生産に努め努め努め努めていきたていきたていきたていきたいと思いと思いと思いと思っっっっています。ています。ています。ています。県産県産県産県産小小小小麦麦麦麦のののの種種種種類類類類としては、としては、としては、としては、ふくふくふくふくはるかがはるかがはるかがはるかが普普普普及しているとということです及しているとということです及しているとということです及しているとということですねねねね。。。。○和田委員○和田委員○和田委員○和田委員ふくふくふくふくはるかというはるかというはるかというはるかという小小小小麦麦麦麦の生産のの生産のの生産のの生産の仕仕仕仕方には、方には、方には、方には、肥肥肥肥料料料料をどの時をどの時をどの時をどの時期期期期にににに何回何回何回何回入れるのかで入れるのかで入れるのかで入れるのかで随随随随分とたん分とたん分とたん分とたんぱぱぱぱくくくく質質質質のののの含む含む含む含む量が量が量が量が左右左右左右左右されるされるされるされるよよよようです。うです。うです。うです。今、農業今、農業今、農業今、農業研究研究研究研究開開開開発セ発セ発セ発センンンンタタタターがーがーがーが頑張頑張頑張頑張っっっっててててくくくくれて、農れて、農れて、農れて、農協も協も協も協も指指指指導導導導をやをやをやをやっっっっててててくくくくれて、れて、れて、れて、結果結果結果結果として、として、として、として、ことしの６月にできたことしの６月にできたことしの６月にできたことしの６月にできた小小小小麦麦麦麦のののの一一一一部、１０トンあるのか２０トンあるのか、ほんのわ部、１０トンあるのか２０トンあるのか、ほんのわ部、１０トンあるのか２０トンあるのか、ほんのわ部、１０トンあるのか２０トンあるのか、ほんのわずずずずかでかでかでかですすすすけけけけれどれどれどれどもももも、たん、たん、たん、たんぱぱぱぱくくくく質質質質含含含含量は１１量は１１量は１１量は１１．．．．５５５５％％％％が安全が安全が安全が安全範囲範囲範囲範囲であるところ、１１であるところ、１１であるところ、１１であるところ、１１．．．．３３３３％％％％ののののもももものがのがのがのができたらしい。そして、それをできたらしい。そして、それをできたらしい。そして、それをできたらしい。そして、それを小小小小麦粉麦粉麦粉麦粉にしたならにしたならにしたならにしたならばばばば、さらに、さらに、さらに、さらに下下下下ががががっっっって１０て１０て１０て１０％％％％ぐぐぐぐらいになるらいになるらいになるらいになるよよよようです。うです。うです。うです。ももももううううぎぎぎぎりりりりぎぎぎぎりの状りの状りの状りの状態態態態です。です。です。です。ななななぜぜぜぜたんたんたんたんぱぱぱぱくくくく質質質質がががが必要必要必要必要かとかとかとかと言えば言えば言えば言えば、、、、講講講講義義義義をするところではないのだをするところではないのだをするところではないのだをするところではないのだけけけけれどれどれどれどもももも、、、、三輪三輪三輪三輪そうそうそうそうめめめめんのんのんのんの喉越喉越喉越喉越しのしのしのしのよよよよさは、１０さは、１０さは、１０さは、１０ググググララララム当ム当ム当ム当たりでそうたりでそうたりでそうたりでそうめめめめんを８０本、１００本とつんを８０本、１００本とつんを８０本、１００本とつんを８０本、１００本とつくくくくるからでるからでるからでるからで
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す。すごいす。すごいす。すごいす。すごい技術技術技術技術です。です。です。です。揖揖揖揖保保保保乃糸乃糸乃糸乃糸はせいはせいはせいはせいぜぜぜぜいいいい伸ば伸ば伸ば伸ばしてしてしてしてもももも１０１０１０１０ググググララララム当ム当ム当ム当たり８０本たり８０本たり８０本たり８０本ぐぐぐぐらいしからいしからいしからいしかできない。できない。できない。できない。三輪三輪三輪三輪そうそうそうそうめめめめんをつんをつんをつんをつくくくくるるるる技術技術技術技術ははははもももものすごのすごのすごのすごくくくく高いが、その高いが、その高いが、その高いが、その技術技術技術技術にににに必要必要必要必要なのがなのがなのがなのが小小小小麦粉麦粉麦粉麦粉のたんのたんのたんのたんぱぱぱぱくくくく質質質質の量です。の量です。の量です。の量です。そこで、そこで、そこで、そこで、三輪三輪三輪三輪そうそうそうそうめめめめんんんん製製製製造造造造にこれからどんどんどんどんとにこれからどんどんどんどんとにこれからどんどんどんどんとにこれからどんどんどんどんと使っ使っ使っ使っててててももももららららええええるるるるよよよようにしなうにしなうにしなうにしなけけけけれれれればばばばならないし、これが成ならないし、これが成ならないし、これが成ならないし、これが成功功功功したらしたらしたらしたら国内国内国内国内初の県産特産初の県産特産初の県産特産初の県産特産物物物物のののの三輪三輪三輪三輪そうそうそうそうめめめめんができんができんができんができ上上上上がるといがるといがるといがるということで、うことで、うことで、うことで、近近近近代代代代になになになになっっっってから初てから初てから初てから初めめめめて大て大て大て大変新変新変新変新しい特産しい特産しい特産しい特産物物物物となとなとなとなっっっって、さらにて、さらにて、さらにて、さらに再再再再生されてい生されてい生されてい生されていくくくく。。。。そういうそういうそういうそういう意味意味意味意味合いで合いで合いで合いで品品品品質質質質を保を保を保を保ちちちち、そして量を、そして量を、そして量を、そして量を確確確確保するた保するた保するた保するためめめめに、いろいろな方に、いろいろな方に、いろいろな方に、いろいろな方法法法法があると思があると思があると思があると思うのですが、まうのですが、まうのですが、まうのですが、まずずずずはははは質質質質をををを確確確確保しな保しな保しな保しなけけけけれれれればばばばならない。このならない。このならない。このならない。この質質質質をををを確確確確保する保する保する保する意味意味意味意味でのでのでのでの支援支援支援支援体体体体制制制制は、は、は、は、具具具具体体体体的的的的にどういうにどういうにどういうにどういう形形形形でででで行行行行われていますか。われていますか。われていますか。われていますか。三輪三輪三輪三輪そうそうそうそうめめめめんにんにんにんに適適適適したしたしたした品品品品質質質質をををを持っ持っ持っ持った県産た県産た県産た県産小小小小麦麦麦麦のののの質質質質を高を高を高を高めめめめる体る体る体る体制制制制○田中農業水産振興課長○田中農業水産振興課長○田中農業水産振興課長○田中農業水産振興課長ですが、基本ですが、基本ですが、基本ですが、基本的的的的にはにはにはには品品品品質質質質の高いの高いの高いの高い小小小小麦麦麦麦を生産するたを生産するたを生産するたを生産するためめめめにににに普普普普及指及指及指及指導導導導員が中員が中員が中員が中心心心心になり、農になり、農になり、農になり、農協協協協とととと連連連連携携携携して、また農業して、また農業して、また農業して、また農業研究研究研究研究開開開開発セ発セ発セ発センンンンタタタターのーのーのーの技術技術技術技術をををを持っ持っ持っ持って、て、て、て、先先先先ほどおほどおほどおほどおっっっっししししゃっゃっゃっゃった開た開た開た開花花花花後後後後にににに追追追追肥肥肥肥ををををするとするとするとするとググググルルルルテテテテンンンン含含含含量が量が量が量が上上上上がるということですので、がるということですので、がるということですので、がるということですので、播種播種播種播種、、、、追追追追肥肥肥肥、、、、防除防除防除防除、、、、収収収収穫穫穫穫時時時時期期期期のののの適適適適期期期期ななななどについて指どについて指どについて指どについて指導導導導をををを丹念丹念丹念丹念に実に実に実に実施施施施していしていしていしていくくくくということかと思ということかと思ということかと思ということかと思っっっっています。ています。ています。ています。以上以上以上以上です。です。です。です。では、量をでは、量をでは、量をでは、量を確確確確保するた保するた保するた保するためめめめにはどういうにはどういうにはどういうにはどういう支援支援支援支援体体体体制制制制、、、、支援支援支援支援策を策を策を策を考え考え考え考えられていますられていますられていますられています○和田委員○和田委員○和田委員○和田委員か。か。か。か。 生産量となりますと、１０生産量となりますと、１０生産量となりますと、１０生産量となりますと、１０アアアアールールールール当当当当たりのたりのたりのたりの収収収収穫穫穫穫量を量を量を量を上上上上げることげることげることげること○田中農業水産振興課長○田中農業水産振興課長○田中農業水産振興課長○田中農業水産振興課長がががが一一一一つ、つ、つ、つ、品品品品質質質質にににによっよっよっよってててて収収収収穫穫穫穫量を量を量を量を上上上上げることがげることがげることがげることが一一一一つと、あとはつと、あとはつと、あとはつと、あとは面積面積面積面積のののの拡拡拡拡大になります。ただ、大になります。ただ、大になります。ただ、大になります。ただ、そこはそこはそこはそこは価格価格価格価格の関係の関係の関係の関係ももももああああっっっってなかなかてなかなかてなかなかてなかなか難難難難しいのですが、今、しいのですが、今、しいのですが、今、しいのですが、今、集集集集落営落営落営落営農と水農と水農と水農と水稲稲稲稲の転の転の転の転作作作作というか、というか、というか、というか、二二二二毛毛毛毛作作作作というか、水田というか、水田というか、水田というか、水田フフフフル活用の中で田ル活用の中で田ル活用の中で田ル活用の中で田畑輪畑輪畑輪畑輪換が換が換が換が非常非常非常非常に大に大に大に大切切切切になになになになっっっっていますので、そのこていますので、そのこていますので、そのこていますので、そのこととととも含めも含めも含めも含めて生産て生産て生産て生産拡拡拡拡大に大に大に大に向け向け向け向けてててて努力努力努力努力したいと思したいと思したいと思したいと思っっっっています。ています。ています。ています。以上以上以上以上です。です。です。です。生産生産生産生産拡拡拡拡大をするのは大をするのは大をするのは大をするのは非常非常非常非常にいいことですが、生産にいいことですが、生産にいいことですが、生産にいいことですが、生産拡拡拡拡大をして、大をして、大をして、大をして、三輪三輪三輪三輪そうそうそうそうめめめめんんんん○和田委員○和田委員○和田委員○和田委員のののの製製製製造造造造にまでつながる。そして、にまでつながる。そして、にまでつながる。そして、にまでつながる。そして、三輪三輪三輪三輪そうそうそうそうめめめめんがんがんがんが売売売売れるということでないと生産れるということでないと生産れるということでないと生産れるということでないと生産拡拡拡拡大は大は大は大は起起起起きてこないでしきてこないでしきてこないでしきてこないでしょょょょう。木とう。木とう。木とう。木と一一一一緒緒緒緒です。木です。木です。木です。木ももももいろいろないろいろないろいろないろいろな家家家家具具具具を開を開を開を開発発発発し、そのたし、そのたし、そのたし、そのためめめめに木がに木がに木がに木が切切切切りりりり出されてい出されてい出されてい出されていくくくくことで、まことで、まことで、まことで、まず需要ず需要ず需要ず需要があがあがあがあっっっって、そして供給のて、そして供給のて、そして供給のて、そして供給の形形形形が生まれていきます。そして、が生まれていきます。そして、が生まれていきます。そして、が生まれていきます。そして、そのたそのたそのたそのためめめめにににに必要必要必要必要とする木があとする木があとする木があとする木があちちちちここここちちちちでででで植植植植林されることになると。そういう生産林されることになると。そういう生産林されることになると。そういう生産林されることになると。そういう生産拡拡拡拡大につな大につな大につな大につながるがるがるがるよよよような、うな、うな、うな、先先先先ほどほどほどほど言っ言っ言っ言ったたたたよよよようにうにうにうに三輪三輪三輪三輪そうそうそうそうめめめめんにんにんにんに使使使使われるわれるわれるわれる小小小小麦粉麦粉麦粉麦粉ができるかどうかというができるかどうかというができるかどうかというができるかどうかというところまでところまでところまでところまで来来来来ているわているわているわているわけけけけだから、それができたならだから、それができたならだから、それができたならだから、それができたならばばばば、生産、生産、生産、生産拡拡拡拡大してい大してい大してい大していくくくくたたたためめめめにににに消消消消費のほ費のほ費のほ費のほうがうがうがうが非常非常非常非常にににに重要重要重要重要になになになになっっっっててててくくくくる。このる。このる。このる。このよよよようなことをうなことをうなことをうなことをママママーーーーケテケテケテケティィィィンンンンググググ課では課では課では課では考え考え考え考えていただいてていただいてていただいてていただいていますか。いますか。いますか。いますか。
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現現現現状では、まだ状では、まだ状では、まだ状では、まだ考え考え考え考えていません。ていません。ていません。ていません。以上以上以上以上です。です。です。です。○辻本マーケティング課長○辻本マーケティング課長○辻本マーケティング課長○辻本マーケティング課長福谷農林部長、こういう状況ですが、部長として福谷農林部長、こういう状況ですが、部長として福谷農林部長、こういう状況ですが、部長として福谷農林部長、こういう状況ですが、部長として考え考え考え考え方を方を方を方を聞聞聞聞かせていただかせていただかせていただかせていただけけけけ○和田委員○和田委員○和田委員○和田委員ますか。ますか。ますか。ますか。 いろいろごいろいろごいろいろごいろいろご意見意見意見意見をいただいたところです。をいただいたところです。をいただいたところです。をいただいたところです。○福谷農林部長○福谷農林部長○福谷農林部長○福谷農林部長ままままずずずず、、、、従来従来従来従来から県から県から県から県行政行政行政行政の農の農の農の農政施政施政施政施策に策に策に策に対対対対するやり方は、どするやり方は、どするやり方は、どするやり方は、どちちちちらかというと、生産らかというと、生産らかというと、生産らかというと、生産現現現現場のほ場のほ場のほ場のほうをうをうをうを向向向向いて、できるだいて、できるだいて、できるだいて、できるだけけけけいいいいいいいいもももものをつのをつのをつのをつくくくくろう、つろう、つろう、つろう、つくくくくろうと、つろうと、つろうと、つろうと、つくくくくることにることにることにることに力力力力をををを注注注注いでいいでいいでいいでいくくくく形形形形にしていましたが、にしていましたが、にしていましたが、にしていましたが、昨昨昨昨今は川今は川今は川今は川上上上上から川から川から川から川下下下下まで、まで、まで、まで、言言言言葉葉葉葉としてはとしてはとしてはとしては一一一一気気気気通通通通貫貫貫貫したしたしたした施施施施策に転策に転策に転策に転じじじじてててていこうといういこうといういこうといういこうという形形形形でででで変変変変わわわわっっっってきています。そういてきています。そういてきています。そういてきています。そういっっっったたたた意味意味意味意味では、では、では、では、首都圏首都圏首都圏首都圏へのへのへのへの販販販販売売売売などいろいなどいろいなどいろいなどいろいろろろろ施施施施策は策は策は策は講講講講じじじじているわているわているわているわけけけけですですですですけけけけれどれどれどれどもももも、和田委員がお、和田委員がお、和田委員がお、和田委員がお述べ述べ述べ述べののののよよよように、特にうに、特にうに、特にうに、特に小小小小麦麦麦麦については、については、については、については、成分成分成分成分的的的的にににに非常非常非常非常にににに難難難難しい部分があると認しい部分があると認しい部分があると認しい部分があると認識も識も識も識もしています。しています。しています。しています。現在現在現在現在、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タタターにおーにおーにおーにおいていていていて種種種種 々々々々研究研究研究研究をして、成をして、成をして、成をして、成果果果果が出てが出てが出てが出てくくくくるとるとるとると普普普普及員を通及員を通及員を通及員を通じじじじてててて各各各各農農農農家家家家にににに行く行く行く行くと。と。と。と。当当当当然然然然農農農農家家家家でそのでそのでそのでその生産が高ま生産が高ま生産が高ま生産が高まっっっっててててくくくくると、川ると、川ると、川ると、川下対下対下対下対策は策は策は策は一一一一つのつのつのつの流流流流れの中でれの中でれの中でれの中で対対対対応応応応していかなしていかなしていかなしていかなけけけけれれれればばばばいいいいけけけけないので、ないので、ないので、ないので、今のお今のお今のお今のお話話話話ですとですとですとですと三輪三輪三輪三輪そうそうそうそうめめめめんの原んの原んの原んの原料料料料となるとなるとなるとなる小小小小麦麦麦麦につなげていにつなげていにつなげていにつなげていくくくくことがことがことがことが当当当当然然然然前前前前提提提提となると思となると思となると思となると思っっっっていますので、いていますので、いていますので、いていますので、いずずずずれにしてれにしてれにしてれにしてもももも川川川川上上上上から川から川から川から川下下下下までまでまでまで一一一一気気気気通通通通貫貫貫貫したしたしたした形形形形ではこれからではこれからではこれからではこれからも引も引も引も引きききき続続続続きききき対対対対応応応応していきたいと思していきたいと思していきたいと思していきたいと思っっっっています。ています。ています。ています。小小小小麦麦麦麦についてについてについてについても同じよも同じよも同じよも同じようなうなうなうな形形形形でででで対対対対応応応応していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと思思思思っっっっています。ています。ています。ています。ママママーーーーケテケテケテケティィィィンンンンググググ課に課に課に課に強く要望強く要望強く要望強く要望をしておきます。をしておきます。をしておきます。をしておきます。国内国内国内国内産初の県産産初の県産産初の県産産初の県産小小小小麦麦麦麦をををを使っ使っ使っ使ったたたた○和田委員○和田委員○和田委員○和田委員三輪三輪三輪三輪そうそうそうそうめめめめんなど６んなど６んなど６んなど６次次次次産業化産業化産業化産業化商商商商品品品品ができができができができ上上上上がるたがるたがるたがるためめめめには、田中農業水産振興課長のほうでには、田中農業水産振興課長のほうでには、田中農業水産振興課長のほうでには、田中農業水産振興課長のほうで頑張頑張頑張頑張っっっっててててももももらわならわならわならわなけけけけれれれればばばばならないならないならないならないけけけけれどれどれどれどもももも、でき、でき、でき、でき上上上上ががががっっっったたたたもももものをのをのをのを販販販販路路路路拡拡拡拡大するにはいろい大するにはいろい大するにはいろい大するにはいろいろなろなろなろな仕掛仕掛仕掛仕掛けけけけがあると思います。があると思います。があると思います。があると思います。私私私私はははは経経経経済済済済労働労働労働労働委員会で状況報告しましたが、森トラ委員会で状況報告しましたが、森トラ委員会で状況報告しましたが、森トラ委員会で状況報告しましたが、森トラスススストトトト株株株株式式式式会会会会社社社社にににに直直直直接接接接会会会会っっっって、て、て、て、三輪三輪三輪三輪そうそうそうそうめめめめんをんをんをんを普普普普及、及、及、及、広広広広めめめめていただていただていただていただくくくくことについてはことについてはことについてはことについては約約約約束束束束ができまができまができまができました。した。した。した。商商商商談談談談までできています。ただ、までできています。ただ、までできています。ただ、までできています。ただ、見見見見たたたた上上上上でということでということでということでということももももありますが、ありますが、ありますが、ありますが、レシピレシピレシピレシピをつをつをつをつくっくっくっくって、おて、おて、おて、お客客客客さんにさんにさんにさんに食べ食べ食べ食べていただいて、ていただいて、ていただいて、ていただいて、三輪三輪三輪三輪のそうのそうのそうのそうめめめめんをどうんをどうんをどうんをどう普普普普及してい及してい及してい及していくくくくかをかをかをかを考え考え考え考えててててくくくくれてれてれてれている。いる。いる。いる。ＪＪＪＪＷＷＷＷママママリオリオリオリオッッッットトトトホホホホテテテテルにルにルにルにも置も置も置も置こうかというところまでこうかというところまでこうかというところまでこうかというところまで話話話話ははははももももうできうできうできうでき上上上上ががががっっっっています。ています。ています。ています。そうなれそうなれそうなれそうなればばばば、、、、吉吉吉吉城城城城園園園園ににににも置も置も置も置いていていていてくくくくれるでしれるでしれるでしれるでしょょょょう。そうすれう。そうすれう。そうすれう。そうすればばばば 「オ「オ「オ「オーーーーベベベベルルルルジジジジュュュュ・・・・ドドドド・・・・ぷぷぷぷれれれれ、、、、ざざざざんすんすんすんす桜桜桜桜井井井井」」」」をををを運営運営運営運営するするするする株式株式株式株式会会会会社社社社ひひひひらまつはどうするでしらまつはどうするでしらまつはどうするでしらまつはどうするでしょょょょうか。うか。うか。うか。ママママーーーーケテケテケテケティィィィンンンンググググ課のやることはい課のやることはい課のやることはい課のやることはいっっっっぱぱぱぱいあると思う。いあると思う。いあると思う。いあると思う。小小小小麦麦麦麦のののの消消消消費費費費拡拡拡拡大、大、大、大、小小小小麦麦麦麦生産の振興生産の振興生産の振興生産の振興ということでということでということでということでねねねね。。。。商商商商品品品品ができができができができ上上上上ががががっっっったならたならたならたならばばばば、産業・、産業・、産業・、産業・雇雇雇雇用振興部と用振興部と用振興部と用振興部と連携連携連携連携しながらやしながらやしながらやしながらやっっっっていていていていくくくくということということということということももももありますありますありますありますねねねね。。。。ふふふふるさとるさとるさとるさと納納納納税税税税のののの返返返返礼礼礼礼品品品品として入れるなど、いろいろあると思として入れるなど、いろいろあると思として入れるなど、いろいろあると思として入れるなど、いろいろあると思います。そういうことで、これからしいます。そういうことで、これからしいます。そういうことで、これからしいます。そういうことで、これからしっっっっかりとかりとかりとかりと販販販販路路路路拡拡拡拡大を大を大を大を三輪三輪三輪三輪そうそうそうそうめめめめんのできをんのできをんのできをんのできを見見見見ながらながらながらながら
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考え考え考え考えていていていていっっっってほしいということをてほしいということをてほしいということをてほしいということを強く要強く要強く要強く要請請請請しておきたいと思います。しておきたいと思います。しておきたいと思います。しておきたいと思います。以上以上以上以上です。です。です。です。ままままずずずず、農業からお、農業からお、農業からお、農業からお聞聞聞聞きします。資きします。資きします。資きします。資料料料料「「「「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○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員書」書」書」書」の９８の９８の９８の９８ペペペペーーーージジジジ、農林水産業費、農林水産業費、農林水産業費、農林水産業費国国国国庫庫庫庫補補補補助助助助金について、これは歳入ですが、この決算金について、これは歳入ですが、この決算金について、これは歳入ですが、この決算金について、これは歳入ですが、この決算審審審審査査査査特別委員会の歳入の特別委員会の歳入の特別委員会の歳入の特別委員会の歳入の審審審審議のときに議のときに議のときに議のときに担当担当担当担当事業の事業の事業の事業の審審審審議で議で議で議で聞くよ聞くよ聞くよ聞くようにうにうにうに言言言言われましたので、おわれましたので、おわれましたので、おわれましたので、お聞聞聞聞ききききします。します。します。します。当当当当初初初初予予予予算が算が算が算が約約約約２６２６２６２６億億億億７，５００万７，５００万７，５００万７，５００万円円円円、、、、補補補補正正正正予予予予算が算が算が算が約約約約４４４４億億億億８，２００万８，２００万８，２００万８，２００万円円円円だが、だが、だが、だが、調調調調定定定定額額額額が１９が１９が１９が１９億億億億１，２００万１，２００万１，２００万１，２００万円円円円で、これだで、これだで、これだで、これだけけけけのののの補補補補正正正正予予予予算を組まれているに算を組まれているに算を組まれているに算を組まれているにももももかかわらかかわらかかわらかかわらずずずず、な、な、な、なぜぜぜぜ調調調調定定定定額額額額とのとのとのとの差差差差額額額額がこれだがこれだがこれだがこれだけけけけ開いたのか、開いたのか、開いたのか、開いたのか、科科科科目がた目がた目がた目がたくくくくさんありますが、どのあたりのさんありますが、どのあたりのさんありますが、どのあたりのさんありますが、どのあたりの科科科科目目目目でこれだでこれだでこれだでこれだけけけけのののの差差差差額額額額が開いたのか、ごが開いたのか、ごが開いたのか、ごが開いたのか、ご説明説明説明説明をお願いします。をお願いします。をお願いします。をお願いします。予予予予算算算算額額額額にににに対対対対して決算して決算して決算して決算額額額額がががが少少少少ない、ない、ない、ない、差差差差額額額額があるのはどういうことかと、農があるのはどういうことかと、農があるのはどういうことかと、農があるのはどういうことかと、農○福谷農林部長○福谷農林部長○福谷農林部長○福谷農林部長林水産業費林水産業費林水産業費林水産業費国国国国庫庫庫庫補補補補助助助助金の関係ですので、いろいろな金の関係ですので、いろいろな金の関係ですので、いろいろな金の関係ですので、いろいろなケケケケーーーーススススがあり、があり、があり、があり、個個個個 々々々々にににによっよっよっよっていろいろていろいろていろいろていろいろですですですですけけけけれどれどれどれどもももも、基本、基本、基本、基本的的的的にはにはにはには国国国国庫庫庫庫認認認認証証証証減減減減でででで内内内内示額示額示額示額からからからから減っ減っ減っ減っている部分が多いと理解をしていている部分が多いと理解をしていている部分が多いと理解をしていている部分が多いと理解をしています。総ます。総ます。総ます。総括括括括的的的的なななな言言言言い方で申しわい方で申しわい方で申しわい方で申しわけけけけないです。ないです。ないです。ないです。細細細細かい部分はかい部分はかい部分はかい部分は結構結構結構結構です。歳入のです。歳入のです。歳入のです。歳入の審審審審議で議で議で議で言言言言うことができなかうことができなかうことができなかうことができなかっっっったので今たので今たので今たので今言っ言っ言っ言ってててて○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員いるのですいるのですいるのですいるのですけけけけれど、れど、れど、れど、去去去去年の決算年の決算年の決算年の決算審審審審査査査査特別委員会で特別委員会で特別委員会で特別委員会でも言っも言っも言っも言ったのですが、たのですが、たのですが、たのですが、当当当当初初初初予予予予算算算算額額額額からからからから流流流流用用用用を組んでおり、を組んでおり、を組んでおり、を組んでおり、補補補補正正正正予予予予算算算算もももも組んだ組んだ組んだ組んだ末末末末に不用に不用に不用に不用額額額額が大きが大きが大きが大きくくくく残残残残るというのは、るというのは、るというのは、るというのは、結結結結局局局局過過過過剰剰剰剰予予予予算を組算を組算を組算を組んでいるのです。今んでいるのです。今んでいるのです。今んでいるのです。今回回回回はははは国国国国庫庫庫庫支支支支出の出の出の出の補補補補助助助助金、交金、交金、交金、交付付付付金金金金等等等等になりますが、になりますが、になりますが、になりますが、当当当当初初初初予予予予算算算算額額額額ではではではでは約約約約２２２２６６６６億円億円億円億円組まれている組まれている組まれている組まれているもももものが、実のが、実のが、実のが、実際際際際入入入入っっっっているのがているのがているのがているのが約約約約１９１９１９１９億円億円億円億円で、かなりで、かなりで、かなりで、かなり差差差差額額額額があるではながあるではながあるではながあるではないですか。農業の事業の交いですか。農業の事業の交いですか。農業の事業の交いですか。農業の事業の交付付付付金金金金等等等等ですが、入らないのであれですが、入らないのであれですが、入らないのであれですが、入らないのであればばばばどうしてこの数どうしてこの数どうしてこの数どうしてこの数字字字字が最初にが最初にが最初にが最初に出てきたのかという出てきたのかという出てきたのかという出てきたのかという疑疑疑疑問問問問点点点点と、途中でと、途中でと、途中でと、途中で補補補補正正正正予予予予算を算を算を算を上上上上げているのですから、げているのですから、げているのですから、げているのですから、新新新新たなたなたなたなもももものがあのがあのがあのがあれれれればばばば補補補補正正正正予予予予算に算に算に算に反反反反映映映映させれさせれさせれさせればばばばいいわいいわいいわいいわけけけけではないですか。たまたま今はこのではないですか。たまたま今はこのではないですか。たまたま今はこのではないですか。たまたま今はこの項項項項目で目で目で目で言っ言っ言っ言っていていていていますますますますけけけけれどれどれどれどもももも、ほかの部分、ほかの部分、ほかの部分、ほかの部分も含めも含めも含めも含めて、て、て、て、予予予予算算算算額額額額がかなり多目に組まれがかなり多目に組まれがかなり多目に組まれがかなり多目に組まれ過過過過ぎぎぎぎていると思うのでていると思うのでていると思うのでていると思うのです。す。す。す。過過過過剰剰剰剰予予予予算ということで算ということで算ということで算ということで去去去去年年年年も要望も要望も要望も要望したのですが、したのですが、したのですが、したのですが、ももももうううう少少少少しししし精精精精査査査査して、して、して、して、ぴぴぴぴっっっったりはたりはたりはたりはもちもちもちもちろんいかないのはわかろんいかないのはわかろんいかないのはわかろんいかないのはわかっっっっていますが、きていますが、きていますが、きていますが、きちちちちんと実んと実んと実んと実態態態態にににに近近近近いいいい形形形形に、そしてそれに、そしてそれに、そしてそれに、そしてそれ以外以外以外以外であれであれであれであればばばば、、、、補補補補正正正正予予予予算算算算等等等等でででで上上上上げていげていげていげていくくくくのが本のが本のが本のが本来来来来の会計の会計の会計の会計規規規規則則則則上上上上のののの考え考え考え考え方ではないかと思うわ方ではないかと思うわ方ではないかと思うわ方ではないかと思うわけけけけです。です。です。です。個個個個 々々々々の事業をの事業をの事業をの事業を一一一一つつつつずずずずつつつつ言えば言えば言えば言えば時時時時間間間間がかかりますので、大がかかりますので、大がかかりますので、大がかかりますので、大枠枠枠枠でででで言っ言っ言っ言っていますが、そのていますが、そのていますが、そのていますが、その点点点点をををを全体全体全体全体的的的的にににに調調調調整整整整していしていしていしていく必要く必要く必要く必要があります。があります。があります。があります。調調調調定を定を定を定を上上上上げていげていげていげていくくくくわわわわけけけけですから、ですから、ですから、ですから、補補補補助助助助金が入金が入金が入金が入っっっっててててきたからきたからきたからきたから調調調調定を定を定を定を上上上上げるのなら、げるのなら、げるのなら、げるのなら、補補補補助助助助金が決ま金が決ま金が決ま金が決まっっっったときにたときにたときにたときに補補補補正正正正予予予予算を算を算を算を上上上上げてげてげてげても一も一も一も一緒緒緒緒のことでのことでのことでのことですから、そのすから、そのすから、そのすから、その点点点点いかがですか。いかがですか。いかがですか。いかがですか。 ご指ご指ご指ご指摘摘摘摘いただきましたいただきましたいただきましたいただきました乖離乖離乖離乖離は、は、は、は、非常非常非常非常に多いに多いに多いに多いもももものののの○山口農林部次長企画管理室長事務取扱○山口農林部次長企画管理室長事務取扱○山口農林部次長企画管理室長事務取扱○山口農林部次長企画管理室長事務取扱と認と認と認と認識識識識をしています。実をしています。実をしています。実をしています。実際際際際にににに国国国国のののの予予予予算が算が算が算が示示示示されて、県がされて、県がされて、県がされて、県が市町市町市町市町村と事業実村と事業実村と事業実村と事業実施主施主施主施主体に体に体に体にヒアリヒアリヒアリヒアリンンンン
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ググググをかをかをかをかけけけけてててて要望要望要望要望額額額額を取りまとを取りまとを取りまとを取りまとめめめめ、その、その、その、その後後後後に年度がかわに年度がかわに年度がかわに年度がかわっっっったところでたところでたところでたところで国国国国のののの要綱要綱要綱要綱がががが示示示示されるとされるとされるとされるということの、いうことの、いうことの、いうことの、恐恐恐恐ららららくくくく繰繰繰繰りりりり返返返返しになしになしになしになっっっっていたがたていたがたていたがたていたがためめめめに、に、に、に、要綱要綱要綱要綱に合わなかに合わなかに合わなかに合わなかっっっった、またはた、またはた、またはた、または採択採択採択採択さささされなかれなかれなかれなかっっっった事業が農林部の場合た事業が農林部の場合た事業が農林部の場合た事業が農林部の場合非常非常非常非常に多かに多かに多かに多かっっっったと認たと認たと認たと認識識識識をしています。をしています。をしています。をしています。川田委員のご指川田委員のご指川田委員のご指川田委員のご指摘摘摘摘のとおり、のとおり、のとおり、のとおり、補補補補正正正正予予予予算で算で算で算で上上上上げるという方げるという方げるという方げるという方法も法も法も法もありますので、ありますので、ありますので、ありますので、国国国国のののの新規新規新規新規予予予予算に算に算に算に対対対対するするするする情情情情報報報報収集収集収集収集、事業、事業、事業、事業主主主主体への実体への実体への実体への実際際際際の事業がどのの事業がどのの事業がどのの事業がどのよよよようにうにうにうに行行行行われるかわれるかわれるかわれるか等等等等のののの精精精精査査査査も含めも含めも含めも含めて、て、て、て、今今今今後後後後ととととも考えも考えも考えも考えていきたいと思います。ていきたいと思います。ていきたいと思います。ていきたいと思います。以上以上以上以上です。です。です。です。要望要望要望要望した金した金した金した金額額額額がががが予予予予算算算算書書書書にににに載載載載っっっっているのているのているのているのももももおかしなおかしなおかしなおかしな話話話話であであであであっっっって、実て、実て、実て、実際際際際に決定しに決定しに決定しに決定し○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員たことはたことはたことはたことは補補補補正正正正予予予予算で組んで算で組んで算で組んで算で組んでも一も一も一も一緒緒緒緒ですから、それはお願いしたいと思います。ですから、それはお願いしたいと思います。ですから、それはお願いしたいと思います。ですから、それはお願いしたいと思います。先先先先ほどほどほどほども話も話も話も話が出ていましたがが出ていましたがが出ていましたがが出ていましたが 「「「「ときのときのときのときのももももりりりり」」」」のののの件件件件についてについてについてについて聞聞聞聞きます。きます。きます。きます。細細細細かい部分はかい部分はかい部分はかい部分は先先先先、、、、日日日日担当担当担当担当の方がおの方がおの方がおの方がお越越越越しいただいて、しいただいて、しいただいて、しいただいて、ヒアリヒアリヒアリヒアリンンンング等グ等グ等グ等ににににもももも答答答答ええええていただいたのですが、奈良県のていただいたのですが、奈良県のていただいたのですが、奈良県のていただいたのですが、奈良県の支支支支出は、出は、出は、出は、家家家家賃賃賃賃として年として年として年として年間間間間１，９４４万１，９４４万１，９４４万１，９４４万円円円円で、で、で、で、端端端端的的的的に計算したら、月１５０万に計算したら、月１５０万に計算したら、月１５０万に計算したら、月１５０万円円円円掛掛掛掛けけけけるるるる消消消消費費費費税税税税８８８８％％％％掛掛掛掛けけけける１２る１２る１２る１２ヵヵヵヵ月で１，９４４万月で１，９４４万月で１，９４４万月で１，９４４万円円円円です。事業のです。事業のです。事業のです。事業の話話話話はははは後後後後でしますでしますでしますでしますけけけけれどれどれどれどもももも、実、実、実、実際際際際に入に入に入に入金されているのが金されているのが金されているのが金されているのが売売売売りりりり上上上上げにげにげにげに対対対対しての７しての７しての７しての７％％％％である４０８万９，６２１である４０８万９，６２１である４０８万９，６２１である４０８万９，６２１円円円円で、で、で、で、雑雑雑雑入の中の入の中の入の中の入の中の雑雑雑雑入に歳入として入入に歳入として入入に歳入として入入に歳入として入っっっっています。１ています。１ています。１ています。１,,,,９４４万９４４万９４４万９４４万円円円円と４０８万９，６２１と４０８万９，６２１と４０８万９，６２１と４０８万９，６２１円円円円とをとをとをとを差差差差しししし引引引引き計算き計算き計算き計算したら、したら、したら、したら、差差差差額額額額がががが約約約約１，５３５万３７９１，５３５万３７９１，５３５万３７９１，５３５万３７９円円円円、、、、約約約約１，５００万１，５００万１，５００万１，５００万円円円円のののの支支支支出出出出超超超超過過過過ですですですですよねよねよねよね。。。。考え考え考え考えたら、このたら、このたら、このたら、このパパパパーーーーセセセセンンンンテテテテーーーージジジジでいでいでいでいけばけばけばけば、１、１、１、１カカカカ月月月月当当当当たりのたりのたりのたりの家家家家賃賃賃賃にしたらかなり安にしたらかなり安にしたらかなり安にしたらかなり安くくくくななななっっっってしまうのですてしまうのですてしまうのですてしまうのですよよよよ。県の。県の。県の。県の支支支支出は月１５０万出は月１５０万出は月１５０万出は月１５０万円円円円、年、年、年、年間間間間１，９４４万１，９４４万１，９４４万１，９４４万円円円円ですから、ですから、ですから、ですから、売売売売りりりり上上上上げのげのげのげの７７７７％％％％の４０８万９，６２１の４０８万９，６２１の４０８万９，６２１の４０８万９，６２１円円円円では、県のでは、県のでは、県のでは、県の支支支支出の２１出の２１出の２１出の２１％％％％しかないわしかないわしかないわしかないわけけけけです。８です。８です。８です。８割割割割ぐぐぐぐらいは県らいは県らいは県らいは県がががが負負負負担担担担している計算になるわしている計算になるわしている計算になるわしている計算になるわけけけけです。東です。東です。東です。東京京京京のあの場のあの場のあの場のあの場所所所所で、この金で、この金で、この金で、この金額額額額のののの家家家家賃賃賃賃が実が実が実が実際際際際妥妥妥妥当当当当なのなのなのなのかとかとかとかと考え考え考え考えたら、かなりたら、かなりたら、かなりたら、かなり低低低低い水い水い水い水準準準準になになになになっっっっていますていますていますていますよねよねよねよね。。。。世世世世間的間的間的間的なななな相相相相場から場から場から場から考え考え考え考えたらかなりたらかなりたらかなりたらかなり低低低低い水い水い水い水準準準準になになになになっっっっていると。これはていると。これはていると。これはていると。これは先先先先日の歳入日の歳入日の歳入日の歳入審審審審議の議の議の議の際際際際ででででもももも指指指指摘摘摘摘ももももしましたが、しましたが、しましたが、しましたが、見見見見方を方を方を方を変え変え変え変えれれれればばばば、、、、適適適適切切切切なななな言言言言葉葉葉葉かどうかがわかりませんが、かどうかがわかりませんが、かどうかがわかりませんが、かどうかがわかりませんが、利益利益利益利益供供供供与与与与に値すると指に値すると指に値すると指に値すると指摘摘摘摘されることされることされることされることももももある水ある水ある水ある水準準準準の数の数の数の数字字字字だと思うのです。このだと思うのです。このだと思うのです。このだと思うのです。この点点点点についておについておについておについてお聞聞聞聞かせかせかせかせくくくください。ださい。ださい。ださい。川田委員から、県が川田委員から、県が川田委員から、県が川田委員から、県が支支支支出する出する出する出する賃賃賃賃借料借料借料借料と、と、と、と、運営運営運営運営事業者が事業者が事業者が事業者が負負負負担担担担すすすす○辻本マーケティング課長○辻本マーケティング課長○辻本マーケティング課長○辻本マーケティング課長るるるる売売売売りりりり上上上上げの７げの７げの７げの７％％％％、、、、差差差差額額額額で年で年で年で年間間間間１，５００万１，５００万１，５００万１，５００万円円円円程程程程度が県から度が県から度が県から度が県から支支支支出されているということで出されているということで出されているということで出されているということでのごのごのごのご質質質質問です。問です。問です。問です。「「「「ときのときのときのときのももももりりりり」」」」のそのそのそのそももももそそそそもももものののの話話話話ですですですですけけけけれどれどれどれどもももも、、、、首都圏首都圏首都圏首都圏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ととと魅魅魅魅力力力力のののの情情情情報報報報発発発発信信信信をををを行行行行うことを目うことを目うことを目うことを目的的的的としたとしたとしたとした施設施設施設施設としてとしてとしてとして設置設置設置設置されたわされたわされたわされたわけけけけで、で、で、で、商商商商品品品品やややや料料料料理の理の理の理の提提提提供に供に供に供に加え加え加え加えて、て、て、て、施施施施設設設設を活用した県産農産を活用した県産農産を活用した県産農産を活用した県産農産物物物物ののののＰＲイＰＲイＰＲイＰＲイベベベベントなど、県のントなど、県のントなど、県のントなど、県の行政行政行政行政目目目目的的的的にににに沿っ沿っ沿っ沿った多た多た多た多様様様様な事業をな事業をな事業をな事業を展展展展開す開す開す開する県のる県のる県のる県のアアアアンンンンテテテテナナナナショショショショッッッップとしてのプとしてのプとしてのプとしての位位位位置置置置づづづづけけけけです。です。です。です。
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県としては、県が県としては、県が県としては、県が県としては、県が借借借借りりりり上上上上げげげげ施設施設施設施設のののの賃賃賃賃借料借料借料借料をををを負負負負担担担担し、そのし、そのし、そのし、その上上上上でででで行政行政行政行政目目目目的的的的を達成するたを達成するたを達成するたを達成するためめめめ、、、、運営運営運営運営者に者に者に者にレレレレスススストラン、トラン、トラン、トラン、ショショショショッッッップ業務を委プ業務を委プ業務を委プ業務を委託託託託しているとの認しているとの認しているとの認しているとの認識識識識をををを持っ持っ持っ持っており、ており、ており、ており、運営運営運営運営者への者への者への者への運運運運営営営営委委委委託託託託という中でという中でという中でという中で建物建物建物建物のののの家家家家賃賃賃賃は県がは県がは県がは県が持持持持つつつつべべべべきときときとき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。運営運営運営運営者への者への者への者への利益利益利益利益供供供供与与与与にはにはにはには当当当当たらないとたらないとたらないとたらないと考え考え考え考えているところです。ているところです。ているところです。ているところです。以上以上以上以上です。です。です。です。今、業務委今、業務委今、業務委今、業務委託託託託とおとおとおとおっっっっししししゃゃゃゃいました。これはいました。これはいました。これはいました。これは貸貸貸貸しししし付け付け付け付けでやでやでやでやっっっっているのではないているのではないているのではないているのではない○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員ですか。ですか。ですか。ですか。地地地地方方方方自自自自治治治治法法法法からいからいからいからいえばえばえばえば、、、、貸貸貸貸しししし付け付け付け付けと業務委と業務委と業務委と業務委託託託託ではではではでは法的法的法的法的には全には全には全には全然然然然意味意味意味意味がががが違違違違いますかいますかいますかいますから、そのら、そのら、そのら、その点点点点いかがですか。いかがですか。いかがですか。いかがですか。 このこのこのこの施設施設施設施設については、県がについては、県がについては、県がについては、県が借借借借りりりり上上上上げげげげ施設施設施設施設ということでということでということでということで行政財行政財行政財行政財○辻本マーケティング課長○辻本マーケティング課長○辻本マーケティング課長○辻本マーケティング課長産とは産とは産とは産とは考え考え考え考えていないというか、ていないというか、ていないというか、ていないというか、行政財行政財行政財行政財産ではないと解産ではないと解産ではないと解産ではないと解釈釈釈釈していますので、していますので、していますので、していますので、借借借借りりりり上上上上げげげげ施設施設施設施設ををををそのままそのままそのままそのまま運営運営運営運営委委委委託託託託というというというという形形形形で業者にお願いしているという解で業者にお願いしているという解で業者にお願いしているという解で業者にお願いしているという解釈釈釈釈です。です。です。です。そのそのそのその考え考え考え考え方だ方だ方だ方だっっっったらたらたらたら違法違法違法違法ではないですか。ではないですか。ではないですか。ではないですか。借借借借りていたらりていたらりていたらりていたら行政財行政財行政財行政財産とならない産とならない産とならない産とならない○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員のですか。のですか。のですか。のですか。行政財行政財行政財行政財産ではないですか。産ではないですか。産ではないですか。産ではないですか。違違違違うのですか。うのですか。うのですか。うのですか。少少少少しおしおしおしお待ち待ち待ち待ちいただいただいただいただけけけけますか。おますか。おますか。おますか。お待待待待たせして申しわたせして申しわたせして申しわたせして申しわけけけけありませありませありませありませ○辻本マーケティング課長○辻本マーケティング課長○辻本マーケティング課長○辻本マーケティング課長ん。ん。ん。ん。「「「「ときのときのときのときのももももりりりり」」」」に関しては、に関しては、に関しては、に関しては、先先先先ほどからほどからほどからほどから何回何回何回何回か申しか申しか申しか申し上上上上げていますげていますげていますげていますよよよように、うに、うに、うに、建物建物建物建物を県がを県がを県がを県が賃賃賃賃借借借借しているしているしているしている物件物件物件物件で、県がで、県がで、県がで、県が占占占占有有有有していますしていますしていますしていますけけけけれどれどれどれどもももも、、、、所所所所有有有有にににに属属属属さないことから、さないことから、さないことから、さないことから、地地地地方方方方自自自自治治治治法法法法第２３８第２３８第２３８第２３８条条条条に基に基に基に基づづづづく公く公く公く公有有有有財財財財産には産には産には産には該該該該当当当当しないと。したがいまして、しないと。したがいまして、しないと。したがいまして、しないと。したがいまして、当当当当該該該該物件物件物件物件についてはについてはについてはについては地地地地方方方方自自自自治治治治法法法法第２３７第２３７第２３７第２３７条条条条第１第１第１第１項項項項に基に基に基に基づづづづく財く財く財く財産には産には産には産には該該該該当当当当しませんので、しませんので、しませんので、しませんので、同条同条同条同条第２第２第２第２項項項項のののの規規規規定は定は定は定は適適適適用用用用されされされされずずずず、転、転、転、転貸貸貸貸といいますか、といいますか、といいますか、といいますか、運営運営運営運営委委委委託託託託をををを妨妨妨妨げないというげないというげないというげないという形形形形で解で解で解で解釈釈釈釈しています。しています。しています。しています。以上以上以上以上です。です。です。です。ででででもももも、、、、先先先先ほどほどほどほどアアアアンンンンテテテテナナナナショショショショッッッッププププ自自自自体が事業とお体が事業とお体が事業とお体が事業とおっっっっししししゃっゃっゃっゃったではないですか。たではないですか。たではないですか。たではないですか。○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員その事業をやその事業をやその事業をやその事業をやっっっっておられるわておられるわておられるわておられるわけけけけですですですですよねよねよねよね。事業をや。事業をや。事業をや。事業をやっっっっているというのは、ているというのは、ているというのは、ているというのは、行政行政行政行政目目目目的的的的があがあがあがあっっっってそこをてそこをてそこをてそこを借借借借りているわりているわりているわりているわけけけけでしでしでしでしょょょょう。う。う。う。又又又又貸貸貸貸しをしているということですか。しをしているということですか。しをしているということですか。しをしているということですか。行政財行政財行政財行政財産ではな産ではな産ではな産ではないといといといと言言言言ううううけけけけれどれどれどれどもももも、、、、行政行政行政行政目目目目的的的的でやでやでやでやっっっっているわているわているわているわけけけけだから、県がだから、県がだから、県がだから、県が貸貸貸貸借借借借権権権権をををを設設設設定した定した定した定した財財財財産産産産も行政も行政も行政も行政財財財財産の産の産の産の一一一一つではないですか。不つではないですか。不つではないですか。不つではないですか。不動動動動産の産の産の産の権権権権利利利利やややや債権債権債権債権というのはたというのはたというのはたというのはたくくくくさんあるではないですか。さんあるではないですか。さんあるではないですか。さんあるではないですか。財財財財産産産産権権権権利利利利というのはたというのはたというのはたというのはたくくくくさんさんさんさん種種種種類類類類があるではないですか。それらは全があるではないですか。それらは全があるではないですか。それらは全があるではないですか。それらは全く行政財く行政財く行政財く行政財産にならな産にならな産にならな産にならないということですか。いということですか。いということですか。いということですか。 県が県が県が県が賃賃賃賃借料借料借料借料をををを払払払払っっっってててて当当当当該該該該施設施設施設施設のののの運営運営運営運営を委を委を委を委託託託託しているというしているというしているというしているという形形形形○辻本マーケティング課長○辻本マーケティング課長○辻本マーケティング課長○辻本マーケティング課長をとをとをとをとっっっっていますので、これについてはていますので、これについてはていますので、これについてはていますので、これについては貸貸貸貸しししし付け付け付け付けというというというという形形形形ではなしに、あではなしに、あではなしに、あではなしに、あくくくくまでまでまでまでもももも運営運営運営運営委委委委託託託託というというというという契契契契約約約約方方方方法法法法をとをとをとをとっっっっています。ています。ています。ています。以上以上以上以上です。です。です。です。運営運営運営運営委委委委託託託託契契契契約約約約書書書書はありますか。はありますか。はありますか。はありますか。○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員
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あります。あります。あります。あります。○辻本マーケティング課長○辻本マーケティング課長○辻本マーケティング課長○辻本マーケティング課長昨昨昨昨年年年年見見見見せていただいたその中に、せていただいたその中に、せていただいたその中に、せていただいたその中に、家家家家賃賃賃賃のところにのところにのところにのところに負負負負担担担担金と金と金と金と書書書書いてあるのですいてあるのですいてあるのですいてあるのです○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員よよよよ。。。。負負負負担担担担金というのは金というのは金というのは金というのは地地地地方方方方自自自自治治治治法法法法の中に出ての中に出ての中に出ての中に出てくくくくるるるる負負負負担担担担金と金と金と金と意味意味意味意味がががが違違違違うのですうのですうのですうのですけけけけれど。なれど。なれど。なれど。なぜぜぜぜ負負負負担担担担金の金の金の金の徴徴徴徴収収収収ができるのですか。ができるのですか。ができるのですか。ができるのですか。一一一一般般般般の方、の方、の方、の方、行政団行政団行政団行政団体で体で体で体でももももいいですいいですいいですいいですけけけけれどれどれどれどもももも、、、、著著著著ししししく利益く利益く利益く利益をををを受け受け受け受けるるるるもももものに関してはのに関してはのに関してはのに関しては負負負負担担担担金を金を金を金を求求求求めめめめることができるということで、ることができるということで、ることができるということで、ることができるということで、地地地地方方方方財政法財政法財政法財政法に基に基に基に基づづづづいいいいてやてやてやてやっっっっているわているわているわているわけけけけではないのですか。ではないのですか。ではないのですか。ではないのですか。地地地地方方方方自自自自治治治治法法法法ににににもももも負負負負担担担担金の定金の定金の定金の定義義義義がありますがありますがありますがありますけけけけれど。それど。それど。それど。それからいれからいれからいれからいえばえばえばえばわかるわかるわかるわかるけけけけれどれどれどれどもももも、、、、家家家家賃賃賃賃として７として７として７として７％％％％のののの設設設設定があるわ定があるわ定があるわ定があるわけけけけでしでしでしでしょょょょう。なう。なう。なう。なぜぜぜぜ負負負負担担担担金で金で金で金で取るのか、全取るのか、全取るのか、全取るのか、全然然然然意味意味意味意味がわからないのです。がわからないのです。がわからないのです。がわからないのです。「「「「ときのときのときのときのももももりりりり」」」」に関しては、に関しては、に関しては、に関しては、先先先先ほどから申していますほどから申していますほどから申していますほどから申していますけけけけれどれどれどれど○辻本マーケティング課長○辻本マーケティング課長○辻本マーケティング課長○辻本マーケティング課長もももも、業務委、業務委、業務委、業務委託託託託契契契契約約約約でででで運営運営運営運営をををを行っ行っ行っ行っており、ており、ており、ており、契契契契約約約約書書書書上上上上の名の名の名の名称称称称はははは便宜便宜便宜便宜的的的的にににに負負負負担担担担金という金という金という金という形形形形でででで書書書書いいいいています。会計ています。会計ています。会計ています。会計上上上上の処理は川田委員の処理は川田委員の処理は川田委員の処理は川田委員ももももごごごご存存存存じじじじのとおりのとおりのとおりのとおり雑雑雑雑入でしています。入でしています。入でしています。入でしています。以上以上以上以上です。です。です。です。雑雑雑雑入に入れているだ入に入れているだ入に入れているだ入に入れているだけけけけのののの話話話話で、本で、本で、本で、本来来来来、、、、雑雑雑雑入に入れないでし入に入れないでし入に入れないでし入に入れないでしょょょょう。う。う。う。契契契契約約約約にににによよよよりりりり○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員入るお金だから、会計入るお金だから、会計入るお金だから、会計入るお金だから、会計科科科科目はあるは目はあるは目はあるは目はあるはずずずずですですですですよよよよ。な。な。な。なぜ雑ぜ雑ぜ雑ぜ雑入になるのかと、入になるのかと、入になるのかと、入になるのかと、疑疑疑疑問があ問があ問があ問があっっっったのでたのでたのでたのですすすすけけけけれどれどれどれどもももも。。。。それに、名目それに、名目それに、名目それに、名目上上上上、、、、負負負負担担担担金を金を金を金を使っ使っ使っ使っているとているとているとていると言言言言ううううけけけけれどれどれどれどもももも、それはあり得ないのではないで、それはあり得ないのではないで、それはあり得ないのではないで、それはあり得ないのではないですか。名目すか。名目すか。名目すか。名目上上上上こんなこんなこんなこんな言言言言葉葉葉葉でででで使っ使っ使っ使っていますというのでは、ていますというのでは、ていますというのでは、ていますというのでは、何何何何ででででももももありではないですか。それありではないですか。それありではないですか。それありではないですか。それがががが前前前前からのからのからのからの疑疑疑疑問です。また、事業としてや問です。また、事業としてや問です。また、事業としてや問です。また、事業としてやっっっっているからとているからとているからとているからと言言言言われましたが、われましたが、われましたが、われましたが、売売売売りりりり上上上上げのげのげのげの７７７７％％％％でででで設設設設定されているわ定されているわ定されているわ定されているわけけけけでしでしでしでしょょょょう。事業目う。事業目う。事業目う。事業目的的的的でやでやでやでやっっっってててて負負負負担担担担金で取金で取金で取金で取っっっっているのだているのだているのだているのだっっっったら、たら、たら、たら、財財財財産の産の産の産の価価価価値の値の値の値の提提提提供が供が供が供が相手相手相手相手にににに対対対対するするするする利益利益利益利益供供供供与与与与になになになになぜぜぜぜならないかといならないかといならないかといならないかといえばえばえばえば、本、本、本、本来一来一来一来一定の定の定の定の対等対等対等対等なななな対価対価対価対価のののの貸貸貸貸しししし賃賃賃賃がががが一一一一部部部部負負負負担担担担金としてあるわ金としてあるわ金としてあるわ金としてあるわけけけけではないですか。事業目ではないですか。事業目ではないですか。事業目ではないですか。事業目的的的的でやでやでやでやっっっっていた場合にていた場合にていた場合にていた場合には、は、は、は、例えば例えば例えば例えば、３分の１、４分の１など、３分の１、４分の１など、３分の１、４分の１など、３分の１、４分の１など一一一一定の定の定の定の対価対価対価対価があるわがあるわがあるわがあるわけけけけでしでしでしでしょょょょう。なう。なう。なう。なぜぜぜぜ売売売売りりりり上上上上げにげにげにげによよよよっっっってててて上下上下上下上下をするのかということになります。この定をするのかということになります。この定をするのかということになります。この定をするのかということになります。この定義義義義からいからいからいからいえば売上えば売上えば売上えば売上額額額額は関係ないではなは関係ないではなは関係ないではなは関係ないではないですか。おかしいです。だからこれはいですか。おかしいです。だからこれはいですか。おかしいです。だからこれはいですか。おかしいです。だからこれは違法違法違法違法だとだとだとだと前前前前からからからから言っ言っ言っ言っているのですているのですているのですているのですけけけけれどれどれどれどもももも。これ。これ。これ。これでは、では、では、では、売売売売りりりり上上上上げがげがげがげがゼゼゼゼロロロロだだだだっっっったらたらたらたらゼゼゼゼロロロロ円円円円でででで貸貸貸貸すということですすということですすということですすということですよよよよ。そういうことでし。そういうことでし。そういうことでし。そういうことでしょょょょう。う。う。う。ゼゼゼゼロロロロにににに何何何何掛掛掛掛けけけけたたたたっっっっててててゼゼゼゼロロロロではないですか。そのではないですか。そのではないですか。そのではないですか。その点点点点いかがですか。いかがですか。いかがですか。いかがですか。契契契契約上約上約上約上のののの負負負負担担担担金については、こ金については、こ金については、こ金については、こちちちちららららもももも弁護弁護弁護弁護士士士士ととととも相談も相談も相談も相談はしてはしてはしてはして○辻本マーケティング課長○辻本マーケティング課長○辻本マーケティング課長○辻本マーケティング課長いる中で、いる中で、いる中で、いる中で、負負負負担担担担金というのは金というのは金というのは金というのは単単単単なるなるなるなるネネネネーーーーミミミミンンンンググググの問題であの問題であの問題であの問題であっっっって、７て、７て、７て、７％％％％というというというという設設設設定について定について定について定については、は、は、は、受益受益受益受益者者者者負負負負担担担担金と金と金と金と考え考え考え考えれれれればばばば問題がないという問題がないという問題がないという問題がないという形形形形でででで回答回答回答回答いただいています。いただいています。いただいています。いただいています。以上以上以上以上です。です。です。です。受益受益受益受益者者者者負負負負担担担担金とは全金とは全金とは全金とは全然然然然違違違違います。います。います。います。使っ使っ使っ使っているているているている建物建物建物建物というのは、あしたになというのは、あしたになというのは、あしたになというのは、あしたになっっっっ○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員たらたらたらたら小小小小ささささくくくくななななっっっっている、大きている、大きている、大きている、大きくくくくななななっっっっているということはなているということはなているということはなているということはなくくくく、、、、一一一一定ですから、定ですから、定ですから、定ですから、受益受益受益受益者者者者負負負負担担担担
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金というのは金というのは金というのは金というのは一一一一定していないとおかしいではないですか。だから、な定していないとおかしいではないですか。だから、な定していないとおかしいではないですか。だから、な定していないとおかしいではないですか。だから、なぜぜぜぜ７７７７％％％％なのかというなのかというなのかというなのかということです。ことです。ことです。ことです。去去去去年お年お年お年お聞聞聞聞きしたきしたきしたきしたけけけけれどれどれどれどもももも、７、７、７、７％％％％のののの家家家家賃賃賃賃設設設設定で１５０万定で１５０万定で１５０万定で１５０万円円円円をををを毎毎毎毎月県から月県から月県から月県から払払払払っっっっているわているわているわているわけけけけでででではないですか。はないですか。はないですか。はないですか。ももももととととももももとは、大体とは、大体とは、大体とは、大体売売売売りりりり上上上上げの７げの７げの７げの７％％％％ぐぐぐぐらいをいただらいをいただらいをいただらいをいただけばけばけばけば、この１５０万、この１５０万、この１５０万、この１５０万円円円円のののの半半半半分が分が分が分が相相相相殺殺殺殺できて大体できて大体できて大体できて大体妥妥妥妥当当当当ではないかというではないかというではないかというではないかという考え考え考え考え方だ方だ方だ方だっっっったのでしたのでしたのでしたのでしょょょょう。それがやう。それがやう。それがやう。それがやっっっってみたてみたてみたてみたら実はら実はら実はら実は売売売売りりりり上上上上げがげがげがげが悪悪悪悪いから、いから、いから、いから、違違違違います、それはいます、それはいます、それはいます、それはアアアアンンンンテテテテナナナナショショショショッッッップで事業でやプで事業でやプで事業でやプで事業でやっっっっていると、ていると、ていると、ていると、最初の最初の最初の最初の説明説明説明説明とととと言言言言い方がい方がい方がい方が変変変変わわわわっっっってきているのです。てきているのです。てきているのです。てきているのです。言っ言っ言っ言っているのはそこです。最初、なているのはそこです。最初、なているのはそこです。最初、なているのはそこです。最初、なぜぜぜぜ７７７７％％％％のののの設設設設定をしたのか、な定をしたのか、な定をしたのか、な定をしたのか、なぜ固ぜ固ぜ固ぜ固定ではないのかというときに、これは大体定ではないのかというときに、これは大体定ではないのかというときに、これは大体定ではないのかというときに、これは大体売売売売りりりり上上上上げからげからげからげから逆逆逆逆算して７算して７算して７算して７％％％％で大体１５０万で大体１５０万で大体１５０万で大体１５０万円円円円のののの半半半半分分分分ぐぐぐぐらい取れるということかららい取れるということかららい取れるということかららい取れるということから設設設設定された定された定された定されたもももものの、のの、のの、のの、現現現現実実実実はそうではないでしはそうではないでしはそうではないでしはそうではないでしょょょょう。う。う。う。ももももととととももももとやり方がおかしいわとやり方がおかしいわとやり方がおかしいわとやり方がおかしいわけけけけではないですか。ではないですか。ではないですか。ではないですか。当当当当然然然然、、、、売売売売りりりり上上上上げがげがげがげが悪悪悪悪いときいときいときいときももももありますありますありますありますよねよねよねよね。。。。売売売売りりりり上上上上げがげがげがげがよくよくよくよくててててもももも７７７７％％％％ででででももももららららっっっっていて、ていて、ていて、ていて、自自自自分でお分でお分でお分でお店店店店を出して１５０万を出して１５０万を出して１５０万を出して１５０万円円円円のののの家家家家賃賃賃賃をををを支支支支払払払払うと思うと思うと思うと思っっっったら、７たら、７たら、７たら、７％％％％は１５０万は１５０万は１５０万は１５０万円円円円の２分の１の２分の１の２分の１の２分の１見見見見合いということなら合いということなら合いということなら合いということならばばばば、、、、売売売売りりりり上上上上げがその計算においてげがその計算においてげがその計算においてげがその計算において見見見見込込込込んだんだんだんだよよよよりりりりもももも倍倍倍倍要要要要るということるということるということるということでしでしでしでしょょょょう。う。う。う。顧客顧客顧客顧客数の計算からや数の計算からや数の計算からや数の計算からやっっっっていていていていけばけばけばけばすすすすぐぐぐぐ出ると思います出ると思います出ると思います出ると思いますけけけけれどれどれどれどもももも。だから、最初の。だから、最初の。だから、最初の。だから、最初の設設設設定が全定が全定が全定が全くくくくおかしいと思うのです。そのおかしいと思うのです。そのおかしいと思うのです。そのおかしいと思うのです。その点点点点いかがですか。いかがですか。いかがですか。いかがですか。当当当当初の７初の７初の７初の７％％％％というというというという負負負負担割担割担割担割合については、県で平成２６年に出合については、県で平成２６年に出合については、県で平成２６年に出合については、県で平成２６年に出○辻本マーケティング課長○辻本マーケティング課長○辻本マーケティング課長○辻本マーケティング課長店店店店準準準準備備備備調査調査調査調査事業を実事業を実事業を実事業を実施施施施して、その中でして、その中でして、その中でして、その中で店店店店舗舗舗舗面積面積面積面積やややや客単客単客単客単価価価価、、、、回回回回転率などを参転率などを参転率などを参転率などを参考考考考にににに売売売売りりりり上上上上げげげげ見見見見込込込込みを出しました。そのみを出しました。そのみを出しました。そのみを出しました。その逆逆逆逆算の中で、算の中で、算の中で、算の中で、売売売売りりりり上上上上げの７げの７げの７げの７％％％％をいただをいただをいただをいただけけけけれれれればばばば、計算、計算、計算、計算上上上上ですですですですけけけけれどれどれどれどもももも、、、、賃賃賃賃借料借料借料借料１，９４４万１，９４４万１，９４４万１，９４４万円円円円のののの半半半半分分分分見見見見合いの合いの合いの合いの負負負負担担担担をいただをいただをいただをいただけけけけるであろうというるであろうというるであろうというるであろうという設設設設定値です。定値です。定値です。定値です。以上以上以上以上です。です。です。です。 聞聞聞聞いているのは、それがいているのは、それがいているのは、それがいているのは、それが間違っ間違っ間違っ間違っていたということでしていたということでしていたということでしていたということでしょょょょう。それは今判う。それは今判う。それは今判う。それは今判明明明明しししし○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員ているわているわているわているわけけけけでしでしでしでしょょょょう。う。う。う。我我我我 々々々々はこう思はこう思はこう思はこう思っっっってててて見積も見積も見積も見積もりをしたりをしたりをしたりをしたけけけけれどれどれどれどもももも、、、、現現現現実には全実には全実には全実には全然然然然違違違違いましいましいましいましたということですたということですたということですたということですよねよねよねよね。それなら最初の。それなら最初の。それなら最初の。それなら最初の設設設設定定定定額額額額が大きが大きが大きが大きく見く見く見く見込込込込みみみみ違違違違いであいであいであいであっっっったということでたということでたということでたということではないのですか。はないのですか。はないのですか。はないのですか。 結果結果結果結果をををを見見見見れれれればばばば、今の時、今の時、今の時、今の時点点点点で２５で２５で２５で２５％％％％、、、、予予予予定の定の定の定の半半半半分分分分程程程程度の度の度の度の売売売売りりりり上上上上○辻本マーケティング課長○辻本マーケティング課長○辻本マーケティング課長○辻本マーケティング課長げでげでげでげで推推推推移移移移しているのがしているのがしているのがしているのが現現現現状です。状です。状です。状です。ももももうううう一一一一度度度度端端端端的的的的におにおにおにお聞聞聞聞きします。きします。きします。きします。当当当当初の初の初の初の設設設設定が定が定が定が間違っ間違っ間違っ間違っていたということですていたということですていたということですていたということですよよよよ○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員ねねねね。。。。 間違っ間違っ間違っ間違っていたとは申せませんが、ていたとは申せませんが、ていたとは申せませんが、ていたとは申せませんが、甘甘甘甘かかかかっっっった部分は多分にあるた部分は多分にあるた部分は多分にあるた部分は多分にある○辻本マーケティング課長○辻本マーケティング課長○辻本マーケティング課長○辻本マーケティング課長と思います。と思います。と思います。と思います。以上以上以上以上です。です。です。です。
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甘甘甘甘かかかかっっっった、というた、というた、というた、という言言言言い方ですか。立場い方ですか。立場い方ですか。立場い方ですか。立場ももももあるでしあるでしあるでしあるでしょょょょうから、うから、うから、うから、間違っ間違っ間違っ間違っていたとていたとていたとていたと○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員はなかなかはなかなかはなかなかはなかなか言言言言いにいにいにいにくくくくいかいかいかいかももももしれませんし、しれませんし、しれませんし、しれませんし、見見見見通しが不通しが不通しが不通しが不適適適適正であ正であ正であ正であっっっったというたというたというたという言言言言い方が正い方が正い方が正い方が正確確確確かかかかももももしれませんが、不しれませんが、不しれませんが、不しれませんが、不適適適適正だ正だ正だ正だっっっったら、やはりたら、やはりたら、やはりたら、やはり修修修修正していかないとい正していかないとい正していかないとい正していかないといけけけけないのではないですか。ないのではないですか。ないのではないですか。ないのではないですか。最初最初最初最初間違っ間違っ間違っ間違っていたから、ていたから、ていたから、ていたから、ももももうううう仕仕仕仕方ないから方ないから方ないから方ないからずっずっずっずっとそのままとそのままとそのままとそのまま行く行く行く行くというのはあり得ないです。というのはあり得ないです。というのはあり得ないです。というのはあり得ないです。ＰＰＰＰＤＤＤＤＣＡＣＡＣＡＣＡササササイイイイククククルでルでルでルで回回回回転させておられるのなら転させておられるのなら転させておられるのなら転させておられるのならばばばば、、、、直直直直さないといさないといさないといさないといけけけけないのではないですか。ないのではないですか。ないのではないですか。ないのではないですか。おかしいところはおかしいところはおかしいところはおかしいところは直直直直さないといさないといさないといさないといけけけけないのではないですか。ないのではないですか。ないのではないですか。ないのではないですか。本題に入本題に入本題に入本題に入っっっっていきますていきますていきますていきますけけけけれどれどれどれどもももも、、、、売売売売りりりり上上上上げの７げの７げの７げの７％％％％とととと言言言言われている金われている金われている金われている金額額額額をををを雑雑雑雑入に入れてい入に入れてい入に入れてい入に入れていますが、事業でやますが、事業でやますが、事業でやますが、事業でやっっっっているのだから、事業費かているのだから、事業費かているのだから、事業費かているのだから、事業費か何何何何かでかでかでかで上上上上げておかないと、げておかないと、げておかないと、げておかないと、雑雑雑雑入で入入で入入で入入で入っっっっていていていているのはおかしいと思うのです。るのはおかしいと思うのです。るのはおかしいと思うのです。るのはおかしいと思うのです。約約約約１，５００万１，５００万１，５００万１，５００万円円円円は県のは県のは県のは県の持ち持ち持ち持ち出しのほうが多いわ出しのほうが多いわ出しのほうが多いわ出しのほうが多いわけけけけですが、ですが、ですが、ですが、事業費というのは事業費というのは事業費というのは事業費というのはももももととととももももと県がと県がと県がと県が負負負負担担担担するするするする賃賃賃賃借料借料借料借料のののの半半半半分とお分とお分とお分とおっっっっししししゃっゃっゃっゃっていたから、ていたから、ていたから、ていたから、約約約約２，０２，０２，０２，０００万００万００万００万円円円円のののの半半半半分、１，０００万分、１，０００万分、１，０００万分、１，０００万円弱ぐ円弱ぐ円弱ぐ円弱ぐらいの金らいの金らいの金らいの金額額額額でやろうとされていたわでやろうとされていたわでやろうとされていたわでやろうとされていたわけけけけでしでしでしでしょょょょう。う。う。う。ももももととととももももと奈良県の野と奈良県の野と奈良県の野と奈良県の野菜菜菜菜をををを利利利利用して、用して、用して、用して、ＰＲＰＲＰＲＰＲするという事業をするという事業をするという事業をするという事業を約約約約１，０００万１，０００万１，０００万１，０００万円円円円のののの支支支支出でやろう出でやろう出でやろう出でやろうとされておられた。これにとされておられた。これにとされておられた。これにとされておられた。これに対対対対してのしてのしてのしての改改改改装装装装費が費が費が費が約約約約１１１１億億億億１，０００万１，０００万１，０００万１，０００万円円円円かかかかかかかかっっっっていますていますていますていますよねよねよねよね。。。。１０年１０年１０年１０年間間間間の平の平の平の平均均均均で、で、で、で、単純単純単純単純にににに割っ割っ割っ割っただただただただけけけけで１年で１年で１年で１年当当当当たり１，０００万たり１，０００万たり１，０００万たり１，０００万円円円円としてとしてとしてとしてもももも、事業費との、事業費との、事業費との、事業費との合計で年合計で年合計で年合計で年間間間間２，０００万２，０００万２，０００万２，０００万円円円円のののの支支支支出でやろうとされていたわ出でやろうとされていたわ出でやろうとされていたわ出でやろうとされていたわけけけけではないですか。それが実ではないですか。それが実ではないですか。それが実ではないですか。それが実際際際際に入に入に入に入っっっっててててくくくくるのはこれだるのはこれだるのはこれだるのはこれだけけけけしかないと。まして、しかないと。まして、しかないと。まして、しかないと。まして、効果効果効果効果検検検検証証証証も当も当も当も当然然然然出てきますから、出てきますから、出てきますから、出てきますから、行政行政行政行政のののの金だから金だから金だから金だから何何何何ででででももももややややっっっっていい、ていい、ていい、ていい、効果効果効果効果は関係ないというのは、それはないです。これは実は関係ないというのは、それはないです。これは実は関係ないというのは、それはないです。これは実は関係ないというのは、それはないです。これは実際際際際に、に、に、に、ただただただただ宣伝宣伝宣伝宣伝するとするとするとすると言っ言っ言っ言っているだているだているだているだけけけけの事業ですから、奈良県の事業ですから、奈良県の事業ですから、奈良県の事業ですから、奈良県民民民民にににに対対対対してしてしてして何何何何かかかか具具具具体体体体的的的的なななな効果効果効果効果が出が出が出が出ているのであれているのであれているのであれているのであればばばばいいでしいいでしいいでしいいでしょょょょうが、うが、うが、うが、効果効果効果効果が出ていなかが出ていなかが出ていなかが出ていなかっっっったらすたらすたらすたらすぐぐぐぐにやにやにやにやめめめめたらいいという事たらいいという事たらいいという事たらいいという事業にな業にな業にな業になっっっってきます。ところが、１てきます。ところが、１てきます。ところが、１てきます。ところが、１億億億億１，０００万１，０００万１，０００万１，０００万円円円円のののの先行先行先行先行投投投投資をしているわ資をしているわ資をしているわ資をしているわけけけけでしでしでしでしょょょょう。う。う。う。見見見見通し通し通し通しもももも甘甘甘甘かかかかっっっったということです。ということは、事業計算からしたら全たということです。ということは、事業計算からしたら全たということです。ということは、事業計算からしたら全たということです。ということは、事業計算からしたら全然然然然合わないので合わないので合わないので合わないのです。だからといす。だからといす。だからといす。だからといっっっって、あしたからすて、あしたからすて、あしたからすて、あしたからすぐぐぐぐややややめめめめろというろというろというろという話話話話をしているわをしているわをしているわをしているわけけけけではないですではないですではないですではないですけけけけれどれどれどれどもももも、、、、住民住民住民住民のののの税税税税金が金が金が金が垂垂垂垂れれれれ流流流流しになしになしになしになっっっっていていていていっっっっていてていてていてていても意味も意味も意味も意味ありません。ありません。ありません。ありません。ももももう１う１う１う１点聞点聞点聞点聞きますが、野きますが、野きますが、野きますが、野菜菜菜菜の出荷量はどれの出荷量はどれの出荷量はどれの出荷量はどれぐぐぐぐらいらいらいらいふえふえふえふえたのですか。たのですか。たのですか。たのですか。首都圏首都圏首都圏首都圏へのへのへのへの配配配配送送送送事業事業事業事業ベベベベーーーーススススですですですですけけけけれどれどれどれどもももも、平成２７年度で６、平成２７年度で６、平成２７年度で６、平成２７年度で６○辻本マーケティング課長○辻本マーケティング課長○辻本マーケティング課長○辻本マーケティング課長１１１１品品品品目、３万４４６目、３万４４６目、３万４４６目、３万４４６キキキキログログログログララララムムムムであであであであっっっったたたたもももものが、平成２８年度のが、平成２８年度のが、平成２８年度のが、平成２８年度 「「「「ときのときのときのときのももももりりりり」」」」を開を開を開を開設設設設しししし、、、、たたたた後後後後ですが、９９ですが、９９ですが、９９ですが、９９品品品品目、３万８８９目、３万８８９目、３万８８９目、３万８８９キキキキログログログログララララムムムムとなとなとなとなっっっっており、ており、ており、ており、品品品品目では３８、目では３８、目では３８、目では３８、重重重重量量量量ベベベベーーーーススススでは４４３では４４３では４４３では４４３キキキキログログログログララララムムムムのののの増加増加増加増加となとなとなとなっっっっています。ています。ています。ています。特に大和まなについては、特に大和まなについては、特に大和まなについては、特に大和まなについては、市市市市場出荷場出荷場出荷場出荷ベベベベーーーーススススで平成２７年度の８６４で平成２７年度の８６４で平成２７年度の８６４で平成２７年度の８６４キキキキログログログログララララムムムムから平成から平成から平成から平成２８年度の１，４６８２８年度の１，４６８２８年度の１，４６８２８年度の１，４６８キキキキログログログログララララムムムムと、６０４と、６０４と、６０４と、６０４キキキキログログログログララララムムムムのののの増加増加増加増加となとなとなとなっっっっていますていますていますています 「「「「ときのときのときのときの。。。。
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ももももりりりり」」」」だだだだけけけけではありませんではありませんではありませんではありませんけけけけれどれどれどれどもももも、ほかの、ほかの、ほかの、ほかのＰＲＰＲＰＲＰＲ事業事業事業事業等等等等ととととも含めも含めも含めも含めてててて努力努力努力努力をしている中で、をしている中で、をしている中で、をしている中で、「「「「ときのときのときのときのももももりりりり」」」」としては、大和まなをとしては、大和まなをとしては、大和まなをとしては、大和まなを使っ使っ使っ使ったたたた料料料料理が理が理が理がマスマスマスマスココココミミミミに多に多に多に多くくくく取り取り取り取り上上上上げられたというげられたというげられたというげられたという部分部分部分部分もももも、知名度の、知名度の、知名度の、知名度の向上向上向上向上やややや流流流流通量の通量の通量の通量の拡拡拡拡大には大には大には大には寄寄寄寄与与与与したしたしたしたもももものとのとのとのと考え考え考え考えています。ています。ています。ています。以上以上以上以上です。です。です。です。投投投投資資資資額額額額とととと効果効果効果効果額額額額と比と比と比と比較較較較したらどうなるのですか。今の数したらどうなるのですか。今の数したらどうなるのですか。今の数したらどうなるのですか。今の数字字字字だだだだっっっったらほとんどたらほとんどたらほとんどたらほとんど○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員ないのではないですか。ないのではないですか。ないのではないですか。ないのではないですか。結結結結論論論論としては、としては、としては、としては、ももももうやうやうやうやめめめめたほうがいいのではないですか。１たほうがいいのではないですか。１たほうがいいのではないですか。１たほうがいいのではないですか。１億円億円億円億円のののの改改改改修修修修分分分分もももも入れたら、入れたら、入れたら、入れたら、毎毎毎毎年２，０００万年２，０００万年２，０００万年２，０００万円円円円のののの投投投投資としたら、た資としたら、た資としたら、た資としたら、たっっっったわたわたわたわずずずずかのことをするたかのことをするたかのことをするたかのことをするためめめめに１０年に１０年に１０年に１０年間間間間２，０００万２，０００万２，０００万２，０００万円円円円をををを払払払払っっっっていていていていけけけけないでしないでしないでしないでしょょょょう。であれう。であれう。であれう。であればばばば、、、、撤退撤退撤退撤退するのがするのがするのがするのが普普普普通で通で通で通ではないですか。はないですか。はないですか。はないですか。効果効果効果効果に比に比に比に比べべべべたら、たら、たら、たら、赤字赤字赤字赤字がわかがわかがわかがわかっっっっているわているわているわているわけけけけですから。そのお金があるのなですから。そのお金があるのなですから。そのお金があるのなですから。そのお金があるのなら、ら、ら、ら、テレビテレビテレビテレビででででココココママママーーーーシシシシャャャャルをルをルをルを打打打打っっっっているほうがいいのではないですか。いかがですか。大ているほうがいいのではないですか。いかがですか。大ているほうがいいのではないですか。いかがですか。大ているほうがいいのではないですか。いかがですか。大事なことです事なことです事なことです事なことですよよよよ。これは思いつきでされたのかしりません。これは思いつきでされたのかしりません。これは思いつきでされたのかしりません。これは思いつきでされたのかしりませんけけけけれどれどれどれどもももも、、、、自自自自分がお金を分がお金を分がお金を分がお金を投投投投資し資し資し資して事業するということになて事業するということになて事業するということになて事業するということになっっっったら、たら、たら、たら、絶絶絶絶対対対対にしないです。にしないです。にしないです。にしないです。逆逆逆逆の立場で、７の立場で、７の立場で、７の立場で、７％％％％でででで貸貸貸貸してしてしてしてくくくくれるれるれるれるのであれのであれのであれのであればばばば喜喜喜喜んでんでんでんで借借借借りますりますりますりますけけけけれどれどれどれどもももも。。。。このこのこのこの設設設設定は、定は、定は、定は、絶絶絶絶対対対対、、、、行政行政行政行政がすることではないと思いますがすることではないと思いますがすることではないと思いますがすることではないと思いますよよよよ。。。。一一一一定定定定期間期間期間期間、、、、投投投投資資資資額額額額もももも全部決全部決全部決全部決ままままっっっっているのだから、ているのだから、ているのだから、ているのだから、一一一一定定定定額額額額の委の委の委の委託託託託契契契契約約約約をををを結結結結ぶぶぶぶという部分はわかりますという部分はわかりますという部分はわかりますという部分はわかりますけけけけれどれどれどれどもももも、それで、それで、それで、それでももももまだまだまだまだ勝勝勝勝算があると思算があると思算があると思算があると思えばえばえばえば民民民民間間間間はははは来来来来るわるわるわるわけけけけで、で、で、で、勝勝勝勝算がなか算がなか算がなか算がなかっっっったらたらたらたら来来来来ないわないわないわないわけけけけでしでしでしでしょょょょう。そう。そう。そう。そこははこははこははこははっっっっきりしているではないですか。そのきりしているではないですか。そのきりしているではないですか。そのきりしているではないですか。その点点点点いかがですか。いかがですか。いかがですか。いかがですか。首都圏首都圏首都圏首都圏へのへのへのへの販販販販路路路路拡拡拡拡大大大大対対対対策の策の策の策の一環一環一環一環でやでやでやでやっっっっていますていますていますていますけけけけれどれどれどれどもももも、野、野、野、野菜菜菜菜の量としの量としの量としの量とし○福谷農林部長○福谷農林部長○福谷農林部長○福谷農林部長てはてはてはては確確確確かにかにかにかに増加増加増加増加はしていますが、川田委員がおはしていますが、川田委員がおはしていますが、川田委員がおはしていますが、川田委員がお述べ述べ述べ述べののののよよよように、うに、うに、うに、我我我我々も効果々も効果々も効果々も効果があがあがあがあっっっったというたというたというたという説明責任説明責任説明責任説明責任をををを十十十十分認分認分認分認識も識も識も識もしていまして、していまして、していまして、していまして、具具具具体体体体的的的的にどういうにどういうにどういうにどういう形形形形で県で県で県で県民民民民のののの皆皆皆皆さんにお知らせをしさんにお知らせをしさんにお知らせをしさんにお知らせをしたらいいのかというたらいいのかというたらいいのかというたらいいのかというよよよよりは、どうりは、どうりは、どうりは、どう効果効果効果効果をををを把握把握把握把握したらいいのかがしたらいいのかがしたらいいのかがしたらいいのかが一一一一番番番番苦労苦労苦労苦労しているところでしているところでしているところでしているところです。す。す。す。言言言言いわいわいわいわけけけけになるかになるかになるかになるかももももわかりませんが、わかりませんが、わかりませんが、わかりませんが、流流流流通通通通形態形態形態形態が、が、が、が、例えば例えば例えば例えば、、、、市市市市場を通してい場を通してい場を通してい場を通していくくくく場合、場合、場合、場合、直直直直売所売所売所売所にいにいにいにいっっっっている場合、ている場合、ている場合、ている場合、個個個個人人人人ででででイイイインンンンタタタターーーーネッネッネッネットでトでトでトで販販販販売売売売している場合など、いろいろなしている場合など、いろいろなしている場合など、いろいろなしている場合など、いろいろなケケケケーーーーススススがががが考え考え考え考えられます。その中で、どれだられます。その中で、どれだられます。その中で、どれだられます。その中で、どれだけけけけ農農農農家家家家のののの所所所所得が得が得が得が上上上上ががががっっっっているかというのは、ているかというのは、ているかというのは、ているかというのは、現現現現実実実実問題、なかなか問題、なかなか問題、なかなか問題、なかなか把握把握把握把握をしをしをしをしづづづづらい部分で大きな課題であると思らい部分で大きな課題であると思らい部分で大きな課題であると思らい部分で大きな課題であると思っっっっています。ています。ています。ています。ただ、農業産出ただ、農業産出ただ、農業産出ただ、農業産出額額額額でいいますと、４０２でいいますと、４０２でいいますと、４０２でいいますと、４０２億円億円億円億円であであであであっっっったのが４０８たのが４０８たのが４０８たのが４０８億円億円億円億円でででで上上上上ががががっっっったというたというたというたというのは事実です。あと、いろいろな方策がのは事実です。あと、いろいろな方策がのは事実です。あと、いろいろな方策がのは事実です。あと、いろいろな方策が考え考え考え考えられないかということで、られないかということで、られないかということで、られないかということで、例えば例えば例えば例えば、、、、国国国国税税税税庁庁庁庁がががが統統統統計の中で農業計の中で農業計の中で農業計の中で農業所所所所得についてどの得についてどの得についてどの得についてどのよよよようなあらわし方をしているのかをうなあらわし方をしているのかをうなあらわし方をしているのかをうなあらわし方をしているのかを調調調調べべべべた中では、これた中では、これた中では、これた中では、これももももああああくくくくまで申告された金まで申告された金まで申告された金まで申告された金額額額額が基本になりますので、が基本になりますので、が基本になりますので、が基本になりますので、一一一一概概概概にはにはにはには言え言え言え言えないということをないということをないということをないということを前前前前置置置置ききききをさせていただいて、平成２３年度から比をさせていただいて、平成２３年度から比をさせていただいて、平成２３年度から比をさせていただいて、平成２３年度から比べべべべると、平成２７年度では１ると、平成２７年度では１ると、平成２７年度では１ると、平成２７年度では１人当人当人当人当たりたりたりたり約約約約６６６６％％％％ほほほほどどどど所所所所得は得は得は得は伸伸伸伸びています。全体びています。全体びています。全体びています。全体的的的的に農に農に農に農家家家家数数数数もももも農業者数農業者数農業者数農業者数も減っも減っも減っも減っていますので、全体ていますので、全体ていますので、全体ていますので、全体的的的的なななな所所所所得金得金得金得金
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額額額額としてはとしてはとしてはとしては現現現現実問題としては実問題としては実問題としては実問題としては減っ減っ減っ減ってはいるのですが、１てはいるのですが、１てはいるのですが、１てはいるのですが、１人当人当人当人当たりにすると５年たりにすると５年たりにすると５年たりにすると５年間間間間で６で６で６で６％伸％伸％伸％伸びているということがびているということがびているということがびているということが国国国国税税税税庁庁庁庁のののの統統統統計計計計上上上上出ていますので、断出ていますので、断出ていますので、断出ていますので、断言言言言はできませんし、はできませんし、はできませんし、はできませんし、確確確確定した定した定した定したもももものでのでのでのでもももも何何何何ででででももももないのですが、ないのですが、ないのですが、ないのですが、一一一一定の成定の成定の成定の成果果果果が出ているのかと思が出ているのかと思が出ているのかと思が出ているのかと思っっっっています。ています。ています。ています。ただ、ただ、ただ、ただ、効果効果効果効果をどうをどうをどうをどう把握把握把握把握していしていしていしていくくくくか、どういうか、どういうか、どういうか、どういう形形形形でお知らせをするかというのはでお知らせをするかというのはでお知らせをするかというのはでお知らせをするかというのは非常非常非常非常に大に大に大に大きな課題であるし、きな課題であるし、きな課題であるし、きな課題であるし、我我我我 々々々々にににに与与与与ええええられたられたられたられた命命命命題であると題であると題であると題であるともももも思思思思っっっっていますので、そのていますので、そのていますので、そのていますので、その点点点点についてについてについてについてはははは引引引引きききき続続続続きききき研究研究研究研究ももももしていきたいと思していきたいと思していきたいと思していきたいと思っっっっていますので、ご理解をお願いをしたいと思います。ていますので、ご理解をお願いをしたいと思います。ていますので、ご理解をお願いをしたいと思います。ていますので、ご理解をお願いをしたいと思います。以上以上以上以上です。です。です。です。 ききききょょょょうううう言っ言っ言っ言ってあしたどうなるてあしたどうなるてあしたどうなるてあしたどうなるもももものでのでのでのでももももないのですが、ないのですが、ないのですが、ないのですが、行政行政行政行政でででで施施施施策としてされ策としてされ策としてされ策としてされ○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員ているのだから、ているのだから、ているのだから、ているのだから、惰惰惰惰性性性性的的的的にやるのはにやるのはにやるのはにやるのは意味意味意味意味がないと思がないと思がないと思がないと思っっっっています。平成２８年の１月からています。平成２８年の１月からています。平成２８年の１月からています。平成２８年の１月からススススタタタタートされていますートされていますートされていますートされていますけけけけれどれどれどれどもももも、それから、それから、それから、それからずっずっずっずっとととと見見見見て、て、て、て、売売売売りりりり上上上上げがげがげがげが若若若若干右肩干右肩干右肩干右肩上上上上がりかと思がりかと思がりかと思がりかと思ええええたたたたもももものの、また最のの、また最のの、また最のの、また最近下近下近下近下ががががっっっってきているという状況です。てきているという状況です。てきているという状況です。てきているという状況です。季節季節季節季節的的的的ななななももももののののももももあるかあるかあるかあるかももももしれないしれないしれないしれないですが。全体ですが。全体ですが。全体ですが。全体的的的的なななな所所所所得とこれを比得とこれを比得とこれを比得とこれを比較較較較することはできませんしすることはできませんしすることはできませんしすることはできませんし 「「「「ときのときのときのときのももももりりりり」」」」のののの寄寄寄寄与与与与度な度な度な度な、、、、ど計算できるわど計算できるわど計算できるわど計算できるわけけけけがありませんので、比がありませんので、比がありませんので、比がありませんので、比べべべべるるるる必要必要必要必要はないと思います。はないと思います。はないと思います。はないと思います。けけけけれど、今の実れど、今の実れど、今の実れど、今の実態態態態で、で、で、で、支支支支出出出出額額額額とととと投投投投資資資資額額額額からの換算でいからの換算でいからの換算でいからの換算でいけばけばけばけば、このまま、このまま、このまま、このまま続くよ続くよ続くよ続くようならうならうならうならばばばば、いつまでや、いつまでや、いつまでや、いつまでやっっっっていてていてていてていても一も一も一も一緒緒緒緒、県、県、県、県民民民民のののの税税税税金が金が金が金が無駄無駄無駄無駄とはとはとはとは言言言言いませんが、いませんが、いませんが、いませんが、非常非常非常非常に不に不に不に不効効効効率に率に率に率に使使使使われていることになわれていることになわれていることになわれていることになっっっってきまてきまてきまてきますので、どこかに目標すので、どこかに目標すので、どこかに目標すので、どこかに目標設設設設定というのは定というのは定というのは定というのは必ず必要必ず必要必ず必要必ず必要になになになになっっっっててててくくくくると思うのです。ると思うのです。ると思うのです。ると思うのです。普普普普通、通、通、通、一一一一般般般般的的的的なななな補補補補助助助助金金金金等等等等ででででもももも３年３年３年３年間間間間ぐぐぐぐらいやらいやらいやらいやっっっって、あるて、あるて、あるて、ある程程程程度度度度一一一一定定定定的的的的に認知された時に認知された時に認知された時に認知された時期期期期ににににくくくくれれれればばばば、、、、補補補補助助助助金は金は金は金は永遠永遠永遠永遠にににに続け続け続け続けられるられるられるられるもももものではないですから、のではないですから、のではないですから、のではないですから、当当当当然然然然打打打打ち切っち切っち切っち切っていていていていくくくくか、またか、またか、またか、また新新新新たなたなたなたなもももものにのにのにのに変変変変わわわわっっっっていていていていくくくくわわわわけけけけです。だから、そういです。だから、そういです。だから、そういです。だから、そういっっっったたたたもももものを決のを決のを決のを決めめめめていかないと、いつていかないと、いつていかないと、いつていかないと、いつまでまでまでまでももももこのままでは奈良大立山まつりこのままでは奈良大立山まつりこのままでは奈良大立山まつりこのままでは奈良大立山まつりも一も一も一も一緒緒緒緒ですですですですよよよよ。。。。ホホホホッッッッププププスススステテテテッッッッププププジジジジャャャャンプといンプといンプといンプといっっっって、て、て、て、今年度は３年目だから今年度は３年目だから今年度は３年目だから今年度は３年目だからジジジジャャャャンプされるとンプされるとンプされるとンプされると言言言言われましたわれましたわれましたわれましたけけけけれどれどれどれどもももも、、、、ダダダダウウウウンならンならンならンならばばばばややややめめめめるといるといるといるということですうことですうことですうことですよねよねよねよね。。。。行政行政行政行政都都都都合だ合だ合だ合だけけけけでやでやでやでやっっっっているのではありませんので、そのているのではありませんので、そのているのではありませんので、そのているのではありませんので、その辺辺辺辺のののの期間設期間設期間設期間設定、定、定、定、例えば例えば例えば例えば、、、、何何何何年目年目年目年目までにどういう目標をまでにどういう目標をまでにどういう目標をまでにどういう目標を持っ持っ持っ持ってするということを、てするということを、てするということを、てするということを、もっもっもっもっとととと明明明明確確確確にしないといにしないといにしないといにしないといけけけけないと思いまないと思いまないと思いまないと思います。今おす。今おす。今おす。今お聞聞聞聞きしてきしてきしてきしてもももも、す、す、す、すぐぐぐぐにこうしますというにこうしますというにこうしますというにこうしますという回答回答回答回答があるわがあるわがあるわがあるわけけけけではないですではないですではないですではないですけけけけれどれどれどれどもももも、、、、次次次次回回回回のののの質質質質問問問問等等等等のののの際際際際にはにはにはには回答回答回答回答できると思いますので、そのできると思いますので、そのできると思いますので、そのできると思いますので、その点点点点、、、、早急早急早急早急にににに設設設設定いただいて、ご報告定いただいて、ご報告定いただいて、ご報告定いただいて、ご報告をいただきたいのですが、いかがでしをいただきたいのですが、いかがでしをいただきたいのですが、いかがでしをいただきたいのですが、いかがでしょょょょうか。うか。うか。うか。川田委員からのご指川田委員からのご指川田委員からのご指川田委員からのご指摘摘摘摘の部分については、この部分は農林部の部分については、この部分は農林部の部分については、この部分は農林部の部分については、この部分は農林部所所所所管です管です管です管ですけけけけ○福谷農林部長○福谷農林部長○福谷農林部長○福谷農林部長れどれどれどれどもももも、農林部だ、農林部だ、農林部だ、農林部だけけけけではないと思いますので、ではないと思いますので、ではないと思いますので、ではないと思いますので、一一一一応検応検応検応検討討討討はさせていただきます。５年はさせていただきます。５年はさせていただきます。５年はさせていただきます。５年間間間間のののの指定管理で出していますので、指定管理で出していますので、指定管理で出していますので、指定管理で出していますので、タタタタイイイイミミミミンンンング的グ的グ的グ的にはにはにはにはオオオオープンから５年ープンから５年ープンから５年ープンから５年後後後後というのは、川田委というのは、川田委というのは、川田委というのは、川田委
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員がお員がお員がお員がお述べ述べ述べ述べののののよよよように、今うに、今うに、今うに、今後後後後のことのことのことのことも含めも含めも含めも含めて、農林部としてて、農林部としてて、農林部としてて、農林部として考え考え考え考えななななけけけけれれれればばばばいいいいけけけけないというこないというこないというこないということはとはとはとは当当当当然然然然認認認認識も識も識も識もしていますので、そういうしていますので、そういうしていますので、そういうしていますので、そういう意味意味意味意味でででで考え考え考え考えていきたい、ていきたい、ていきたい、ていきたい、対対対対応応応応していきたいと思していきたいと思していきたいと思していきたいと思います。います。います。います。以上以上以上以上です。です。です。です。５年の指定管理の５年の指定管理の５年の指定管理の５年の指定管理の契契契契約約約約はありますので、はありますので、はありますので、はありますので、公法上公法上公法上公法上とととと私私私私法上法上法上法上はははは違違違違いますから、５いますから、５いますから、５いますから、５○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員年年年年続け続け続け続けるのはわかるのはわかるのはわかるのはわかっっっっていますていますていますていますけけけけれど、目標れど、目標れど、目標れど、目標設設設設定だ定だ定だ定だけけけけ、福谷農林部長、お願いします。、福谷農林部長、お願いします。、福谷農林部長、お願いします。、福谷農林部長、お願いします。投投投投資資資資額額額額にににに対対対対してどうしていしてどうしていしてどうしていしてどうしていくくくくかということです。かということです。かということです。かということです。川田委員の川田委員の川田委員の川田委員の質質質質問がまだまだご問がまだまだご問がまだまだご問がまだまだござざざざいますので、いますので、いますので、いますので、午午午午後後後後１時から会議を１時から会議を１時から会議を１時から会議を再再再再開し、開し、開し、開し、○中村委員長○中村委員長○中村委員長○中村委員長引引引引きききき続続続続き川田委員のき川田委員のき川田委員のき川田委員の質質質質問を問を問を問を続行続行続行続行したいと思います。したいと思います。したいと思います。したいと思います。午午午午前前前前の部のの部のの部のの部の審審審審議は、ただいまを議は、ただいまを議は、ただいまを議は、ただいまをもっもっもっもってててて終終終終了し、了し、了し、了し、休憩休憩休憩休憩とします。とします。とします。とします。１２：０３分１２：０３分１２：０３分１２：０３分 休憩休憩休憩休憩１３：０２分１３：０２分１３：０２分１３：０２分 再再再再開開開開休憩休憩休憩休憩前前前前にににに引引引引きききき続続続続き、会議をき、会議をき、会議をき、会議を再再再再開をいたします。開をいたします。開をいたします。開をいたします。○中村委員長○中村委員長○中村委員長○中村委員長引引引引きききき続続続続き、川田委員にき、川田委員にき、川田委員にき、川田委員に質質質質問を認問を認問を認問を認めめめめます。ます。ます。ます。続続続続いて、ならいて、ならいて、ならいて、なら食食食食と農のと農のと農のと農の魅魅魅魅力力力力創創創創造国際造国際造国際造国際大大大大学校学校学校学校（（（（ＮＮＮＮＡＡＡＡＦＩＦＩＦＩＦＩＣ）についておＣ）についておＣ）についておＣ）についてお聞聞聞聞きしきしきしきし○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員ます。平成２８年度は、ます。平成２８年度は、ます。平成２８年度は、ます。平成２８年度は、アアアアググググリリリリマネジマネジマネジマネジメントメントメントメント学科学科学科学科で２０名で２０名で２０名で２０名募募募募集集集集で２０名が入で２０名が入で２０名が入で２０名が入学学学学されたが、されたが、されたが、されたが、フフフフーーーードドドドククククリエイテリエイテリエイテリエイティブィブィブィブ学科学科学科学科では２０名にでは２０名にでは２０名にでは２０名に対対対対して１５名であり、５名が入られなかして１５名であり、５名が入られなかして１５名であり、５名が入られなかして１５名であり、５名が入られなかっっっったといたといたといたということです。平成２８年４月から開うことです。平成２８年４月から開うことです。平成２８年４月から開うことです。平成２８年４月から開校校校校されていて、実されていて、実されていて、実されていて、実際際際際にいきなり定員にいきなり定員にいきなり定員にいきなり定員割割割割れになれになれになれになっっっってしまてしまてしまてしまっっっっています。ています。ています。ています。去去去去年年年年も同も同も同も同様様様様のののの答弁答弁答弁答弁をいただいたと思うのですが、平成２９年度は１３名になをいただいたと思うのですが、平成２９年度は１３名になをいただいたと思うのですが、平成２９年度は１３名になをいただいたと思うのですが、平成２９年度は１３名になっっっって、て、て、て、去去去去年年年年よよよよりりりりももももまだまだまだまだ減っ減っ減っ減ったのですたのですたのですたのですねねねね。ということで、そのあたりの。ということで、そのあたりの。ということで、そのあたりの。ということで、そのあたりの見見見見解をお解をお解をお解をお聞聞聞聞かせいたかせいたかせいたかせいただきたいと思います。だきたいと思います。だきたいと思います。だきたいと思います。 ＮＮＮＮＡＡＡＡＦＩＦＩＦＩＦＩＣの定員Ｃの定員Ｃの定員Ｃの定員割割割割れをしてれをしてれをしてれをして○小坂農林部次長担い手・農地マネジメント課長事務取扱○小坂農林部次長担い手・農地マネジメント課長事務取扱○小坂農林部次長担い手・農地マネジメント課長事務取扱○小坂農林部次長担い手・農地マネジメント課長事務取扱いるいるいるいるフフフフーーーードドドドククククリエイテリエイテリエイテリエイティブィブィブィブ学科学科学科学科へのへのへのへの質質質質問でした。１年目の平成２８年度は１５名２年目の、問でした。１年目の平成２８年度は１５名２年目の、問でした。１年目の平成２８年度は１５名２年目の、問でした。１年目の平成２８年度は１５名２年目の、平成２９年度は１３名の入平成２９年度は１３名の入平成２９年度は１３名の入平成２９年度は１３名の入学学学学者とな者とな者とな者となっっっっていて、定員２０名のところ、定員をていて、定員２０名のところ、定員をていて、定員２０名のところ、定員をていて、定員２０名のところ、定員を割っ割っ割っ割っているとているとているとているところです。１年目はできてすころです。１年目はできてすころです。１年目はできてすころです。１年目はできてすぐぐぐぐだだだだっっっったのでたのでたのでたので周周周周知不足だと知不足だと知不足だと知不足だと考え考え考え考えていましたていましたていましたていましたけけけけれどれどれどれどもももも、２年目、２年目、２年目、２年目もももも定員定員定員定員割割割割れをし、れをし、れをし、れをし、周周周周知不足だ知不足だ知不足だ知不足だけけけけではないということで、ご指ではないということで、ご指ではないということで、ご指ではないということで、ご指摘摘摘摘ももももいただきまして、今年度いただきまして、今年度いただきまして、今年度いただきまして、今年度はははは募募募募集集集集にににに向け向け向け向けててててももももうううう少少少少しししし丁寧丁寧丁寧丁寧に、きに、きに、きに、きちちちちんと県んと県んと県んと県下下下下やややや近近近近隣隣隣隣近近近近畿畿畿畿圏圏圏圏のののの学校学校学校学校をををを訪訪訪訪問するなどして、問するなどして、問するなどして、問するなどして、定員定員定員定員確確確確保に保に保に保に向け向け向け向けて全て全て全て全力力力力をををを尽尽尽尽くくくく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。これは大これは大これは大これは大学校学校学校学校とととと呼呼呼呼んでいますんでいますんでいますんでいますけけけけれどれどれどれどもももも、大、大、大、大学学学学のののの学学学学位位位位がとれるというがとれるというがとれるというがとれるというもももものではのではのではのでは○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員ないのですないのですないのですないのですよねよねよねよね。。。。 川田委員がお川田委員がお川田委員がお川田委員がおっっっっししししゃっゃっゃっゃったとおたとおたとおたとお○小坂農林部次長担い手・農地マネジメント課長事務取扱○小坂農林部次長担い手・農地マネジメント課長事務取扱○小坂農林部次長担い手・農地マネジメント課長事務取扱○小坂農林部次長担い手・農地マネジメント課長事務取扱
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りで、大りで、大りで、大りで、大学学学学ではなではなではなではなくくくくて２年て２年て２年て２年制制制制の大の大の大の大学校学校学校学校ですので、ですので、ですので、ですので、専門専門専門専門学校学校学校学校卒卒卒卒業と大体業と大体業と大体業と大体同等同等同等同等ののののもももものとなのとなのとなのとなっっっってててています。います。います。います。 問題は問題は問題は問題は行政行政行政行政がやがやがやがやっっっっているということで、ているということで、ているということで、ているということで、先先先先ほどほどほどほども言も言も言も言いましたいましたいましたいましたけけけけれど、やはりれど、やはりれど、やはりれど、やはり○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員事業事業事業事業効果効果効果効果がががが求求求求めめめめられると思うのです。られると思うのです。られると思うのです。られると思うのです。よくよくよくよくアカウアカウアカウアカウンンンンタタタタビリテビリテビリテビリティィィィーというーというーというーという言言言言葉葉葉葉をををを使使使使われますわれますわれますわれますが、日本が、日本が、日本が、日本語語語語でででで説明責任説明責任説明責任説明責任とととと訳訳訳訳されますされますされますされますけけけけれどれどれどれどもももも、本、本、本、本来来来来のののの意味意味意味意味をたどれをたどれをたどれをたどればばばば、、、、効果効果効果効果のののの説明説明説明説明をするをするをするをする責任責任責任責任という解という解という解という解釈釈釈釈ですので、ただですので、ただですので、ただですので、ただ何何何何かをかをかをかを話話話話してしてしてしてもももも、それが、それが、それが、それが説明説明説明説明になになになになっっっったこととはたこととはたこととはたこととは意味意味意味意味が全が全が全が全然然然然変変変変わわわわっっっっててててくくくくるのです。るのです。るのです。るのです。昨昨昨昨年年年年ももももおおおお聞聞聞聞きしたと思いますが、きしたと思いますが、きしたと思いますが、きしたと思いますが、アアアアググググリリリリマネジマネジマネジマネジメントメントメントメント学科学科学科学科は農業のは農業のは農業のは農業の担担担担いいいい手手手手をををを育育育育てるといてるといてるといてるという目標だう目標だう目標だう目標だっっっったと思うのですが、そのたと思うのですが、そのたと思うのですが、そのたと思うのですが、その他他他他はははは何何何何かあるのですか。この２年かあるのですか。この２年かあるのですか。この２年かあるのですか。この２年間学ば間学ば間学ば間学ばれて、どうされて、どうされて、どうされて、どうされていれていれていれていくくくくつつつつももももりですか。りですか。りですか。りですか。 アアアアググググリリリリマネジマネジマネジマネジメントメントメントメント学科学科学科学科は、は、は、は、○小坂農林部次長担い手・農地マネジメント課長事務取扱○小坂農林部次長担い手・農地マネジメント課長事務取扱○小坂農林部次長担い手・農地マネジメント課長事務取扱○小坂農林部次長担い手・農地マネジメント課長事務取扱農業者を農業者を農業者を農業者を育育育育成するというところは川田委員がお成するというところは川田委員がお成するというところは川田委員がお成するというところは川田委員がおっっっっししししゃっゃっゃっゃったとおりで、奈良のたとおりで、奈良のたとおりで、奈良のたとおりで、奈良の新規就新規就新規就新規就農者、農者、農者、農者、担担担担いいいい手手手手ををををふふふふやしていやしていやしていやしていくくくくことが目標です。ことが目標です。ことが目標です。ことが目標です。フフフフーーーードドドドククククリエイテリエイテリエイテリエイティブィブィブィブ学科学科学科学科のほうについては、奈良の農産のほうについては、奈良の農産のほうについては、奈良の農産のほうについては、奈良の農産物物物物を理解して、そういを理解して、そういを理解して、そういを理解して、そういっっっったたたたもももものをのをのをのを使え使え使え使えるるるるシシシシェェェェフフフフをををを育育育育成して成して成して成してくくくくことを目標にしています。ことを目標にしています。ことを目標にしています。ことを目標にしています。今まだ２年目で、今まだ２年目で、今まだ２年目で、今まだ２年目で、卒卒卒卒業生は出ていないわ業生は出ていないわ業生は出ていないわ業生は出ていないわけけけけですですですですけけけけれどれどれどれどもももも、これ、これ、これ、これもももも数年数年数年数年間間間間か時か時か時か時○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員間間間間がががが要要要要ると思うのですが、２０名ると思うのですが、２０名ると思うのですが、２０名ると思うのですが、２０名卒卒卒卒業されて、業されて、業されて、業されて、例えば例えば例えば例えば、、、、半半半半分の１０名が奈良県で分の１０名が奈良県で分の１０名が奈良県で分の１０名が奈良県で担担担担いいいい手手手手ににににななななっっっっていただいたとていただいたとていただいたとていただいたと仮仮仮仮定した場合、どうい定した場合、どうい定した場合、どうい定した場合、どういっっっったたたた効果効果効果効果が出るのですか。が出るのですか。が出るのですか。が出るのですか。奈良県の奈良県の奈良県の奈良県の新規就新規就新規就新規就農者について農者について農者について農者について○小坂農林部次長担い手・農地マネジメント課長事務取扱○小坂農林部次長担い手・農地マネジメント課長事務取扱○小坂農林部次長担い手・農地マネジメント課長事務取扱○小坂農林部次長担い手・農地マネジメント課長事務取扱は、年には、年には、年には、年によよよよりりりり増減増減増減増減がありますがありますがありますがありますけけけけれどれどれどれどもももも、年、年、年、年間間間間大体６０名が大体６０名が大体６０名が大体６０名が新規新規新規新規でででで就就就就農しています。農しています。農しています。農しています。ＮＮＮＮＡＡＡＡＦＦＦＦＩＩＩＩＣへのＣへのＣへのＣへの改改改改編編編編前前前前の農業大の農業大の農業大の農業大学校学校学校学校時時時時代代代代ですと、ですと、ですと、ですと、ＪＪＪＪＡ（農Ａ（農Ａ（農Ａ（農協協協協）や）や）や）や企企企企業に業に業に業に勤勤勤勤めめめめるるるる人も人も人も人もいましたいましたいましたいましたけけけけれれれれどどどどもももも、やはり、やはり、やはり、やはりアアアアググググリリリリマネジマネジマネジマネジメントメントメントメント学科学科学科学科のののの卒卒卒卒業生の中から県業生の中から県業生の中から県業生の中から県内内内内にににに就就就就農していただ農していただ農していただ農していただくくくくのがのがのがのが一一一一番番番番だと思だと思だと思だと思っっっっていますし、ていますし、ていますし、ていますし、ひひひひいては年いては年いては年いては年間間間間６０名という奈良県の６０名という奈良県の６０名という奈良県の６０名という奈良県の新規就新規就新規就新規就農者を農者を農者を農者をもっもっもっもっとととと伸ば伸ば伸ば伸ばしていしていしていしていくくくくことが目標だとことが目標だとことが目標だとことが目標だ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。農業だ農業だ農業だ農業だけけけけで生計を立てで生計を立てで生計を立てで生計を立てよよよようと思うのは今なかなかうと思うのは今なかなかうと思うのは今なかなかうと思うのは今なかなか難難難難しいとしいとしいとしいと言言言言われている時われている時われている時われている時代代代代○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員で、で、で、で、面積等も要面積等も要面積等も要面積等も要りますから、りますから、りますから、りますから、土地土地土地土地をををを集約集約集約集約して大きなして大きなして大きなして大きな土地土地土地土地にしにしにしにしよよよようという取り組みがあるとうという取り組みがあるとうという取り組みがあるとうという取り組みがあると思うのです。その中において、年思うのです。その中において、年思うのです。その中において、年思うのです。その中において、年間間間間６０名ということは、１０年で６００名６０名ということは、１０年で６００名６０名ということは、１０年で６００名６０名ということは、１０年で６００名ふえふえふえふえるというるというるというるということですが、それだことですが、それだことですが、それだことですが、それだけけけけのののの担担担担いいいい手手手手がががが商商商商売売売売としておやりになとしておやりになとしておやりになとしておやりになっっっって成り立つのかどうか、生産て成り立つのかどうか、生産て成り立つのかどうか、生産て成り立つのかどうか、生産的的的的ココココスススストなど、そのあたりの計算はどのトなど、そのあたりの計算はどのトなど、そのあたりの計算はどのトなど、そのあたりの計算はどのよよよようになうになうになうになっっっっているのですか。ているのですか。ているのですか。ているのですか。今、今、今、今、新規就新規就新規就新規就農されている６０農されている６０農されている６０農されている６０○小坂農林部次長担い手・農地マネジメント課長事務取扱○小坂農林部次長担い手・農地マネジメント課長事務取扱○小坂農林部次長担い手・農地マネジメント課長事務取扱○小坂農林部次長担い手・農地マネジメント課長事務取扱
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名の方は、それほど大きな名の方は、それほど大きな名の方は、それほど大きな名の方は、それほど大きな面積面積面積面積をををを必要必要必要必要としない、としない、としない、としない、例えば例えば例えば例えば、高、高、高、高収益作物収益作物収益作物収益作物であるであるであるであるイイイイチチチチゴゴゴゴやややや葉葉葉葉物物物物系系系系の野の野の野の野菜菜菜菜でででで就就就就農する方が多いです。農する方が多いです。農する方が多いです。農する方が多いです。スタスタスタスタートの時ートの時ートの時ートの時点点点点で２０で２０で２０で２０アアアアール、３０ール、３０ール、３０ール、３０アアアアールでールでールでールでスタスタスタスタートートートートされる方が多される方が多される方が多される方が多くくくくて、３年目、４年目であるて、３年目、４年目であるて、３年目、４年目であるて、３年目、４年目である程程程程度安定して度安定して度安定して度安定してくくくくると５０ると５０ると５０ると５０アアアアールールールールぐぐぐぐらいにらいにらいにらいに拡拡拡拡大す大す大す大するるるるパパパパタタタターンが多いかと思ーンが多いかと思ーンが多いかと思ーンが多いかと思っっっっています。ています。ています。ています。仮仮仮仮に、５０に、５０に、５０に、５０アアアアールでールでールでールで営営営営農をそれなりにき農をそれなりにき農をそれなりにき農をそれなりにきちちちちんとうまんとうまんとうまんとうまくくくくやれやれやれやればばばば、平、平、平、平均的均的均的均的ですが、ですが、ですが、ですが、約約約約５００万５００万５００万５００万円円円円のののの所所所所得になります。得になります。得になります。得になります。ただ、川田委員がおただ、川田委員がおただ、川田委員がおただ、川田委員がおっっっっししししゃっゃっゃっゃったたたたよよよように、うに、うに、うに、誰誰誰誰ももももが全員それで成が全員それで成が全員それで成が全員それで成功功功功するわするわするわするわけけけけではありません。ではありません。ではありません。ではありません。奈良の農業者に奈良の農業者に奈良の農業者に奈良の農業者に限っ限っ限っ限ったたたた話話話話ではないですではないですではないですではないですけけけけれどれどれどれどもももも、、、、新規就新規就新規就新規就農者農者農者農者もももも３３３３割割割割ぐぐぐぐらいが成らいが成らいが成らいが成功功功功しないでしないでしないでしないで農業を農業を農業を農業を去去去去っっっっていていていていくくくくというというというというデデデデーーーータもタもタもタもあります。あります。あります。あります。他他他他産業の産業の産業の産業の新新新新卒卒卒卒者者者者も同じも同じも同じも同じぐぐぐぐらいと認らいと認らいと認らいと認識識識識していましていましていましていますすすすけけけけれどれどれどれどもももも、その率をできるだ、その率をできるだ、その率をできるだ、その率をできるだけ下け下け下け下げるげるげるげるべくべくべくべく、、、、丁寧丁寧丁寧丁寧ななななケアケアケアケアがががが必要必要必要必要だと思だと思だと思だと思っっっっています。ています。ています。ています。土地土地土地土地はははは限限限限りがありますので、今６０名といりがありますので、今６０名といりがありますので、今６０名といりがありますので、今６０名といっっっっていますていますていますていますけけけけれどれどれどれどもももも、年、年、年、年 々々々々たたたたっっっってててて○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員いいいいけばけばけばけば、どんどん、どんどん、どんどん、どんどんふえふえふえふえていていていていくくくくわわわわけけけけであであであであっっっって、おのて、おのて、おのて、おのずずずずとしてとしてとしてとして土地土地土地土地のののの限限限限界界界界のののの壁壁壁壁ににににぶぶぶぶつかつかつかつかっっっってしてしてしてしまうわまうわまうわまうわけけけけです。です。です。です。そこで思うのが、そこで思うのが、そこで思うのが、そこで思うのが、以以以以前前前前でしたら、日本の農業というのは特でしたら、日本の農業というのは特でしたら、日本の農業というのは特でしたら、日本の農業というのは特徴徴徴徴があがあがあがあっっっって、全てて、全てて、全てて、全て何何何何かとかとかとかと併併併併用用用用しながらしながらしながらしながら仕仕仕仕事を事を事を事を二二二二次的次的次的次的にやられているのが多いわにやられているのが多いわにやられているのが多いわにやられているのが多いわけけけけです。今のです。今のです。今のです。今の経経経経済済済済のことですから、あしのことですから、あしのことですから、あしのことですから、あしたのこと、あさたのこと、あさたのこと、あさたのこと、あさっっっってのことはなかなかわかりにてのことはなかなかわかりにてのことはなかなかわかりにてのことはなかなかわかりにくくくくいですいですいですいですけけけけれどれどれどれどもももも、金、金、金、金融融融融政政政政策の策の策の策の効果も効果も効果も効果も出て出て出て出てきて、きて、きて、きて、失失失失業率が業率が業率が業率が非常非常非常非常にににに低低低低くくくくななななっっっってきて、てきて、てきて、てきて、完完完完全全全全雇雇雇雇用用用用ももももももももうううう間近間近間近間近ではないかという状況です。ではないかという状況です。ではないかという状況です。ではないかという状況です。ここをここをここをここを越越越越ええええていていていていくくくくと今度はと今度はと今度はと今度は労働力労働力労働力労働力不足にな不足にな不足にな不足になっっっっててててくくくくるということは、るということは、るということは、るということは、よよよよい方い方い方い方向向向向でででで見見見見れれれればばばば、、、、二二二二次的次的次的次的なななな仕仕仕仕事事事事もももも今今今今後ふえ後ふえ後ふえ後ふえててててくくくくるるるる可能可能可能可能性性性性はあるわはあるわはあるわはあるわけけけけです。です。です。です。だから、だから、だから、だから、固固固固定定定定観観観観念念念念でででで固固固固ままままっっっってしまうのではなてしまうのではなてしまうのではなてしまうのではなくくくくて、そのて、そのて、そのて、その辺辺辺辺のののの動向も見動向も見動向も見動向も見ながら、今ながら、今ながら、今ながら、今後後後後のののの行行行行政政政政としてのとしてのとしてのとしての施施施施策を策を策を策を考え考え考え考えていていていていくべくべくべくべきではないかときではないかときではないかときではないかと考え考え考え考えているわているわているわているわけけけけですが、そのですが、そのですが、そのですが、その点点点点はごはごはごはご見見見見解は解は解は解はいかがですか。いかがですか。いかがですか。いかがですか。 川田委員がお川田委員がお川田委員がお川田委員がおっっっっししししゃっゃっゃっゃったとおたとおたとおたとお○小坂農林部次長担い手・農地マネジメント課長事務取扱○小坂農林部次長担い手・農地マネジメント課長事務取扱○小坂農林部次長担い手・農地マネジメント課長事務取扱○小坂農林部次長担い手・農地マネジメント課長事務取扱り、昭和のころからり、昭和のころからり、昭和のころからり、昭和のころからずっずっずっずっと、ほかの産業にと、ほかの産業にと、ほかの産業にと、ほかの産業に従従従従事しながら農業に事しながら農業に事しながら農業に事しながら農業にも労働力も労働力も労働力も労働力を供給してきたを供給してきたを供給してきたを供給してきた兼兼兼兼業農業農業農業農家家家家のののの寄寄寄寄与与与与が大きいかと思います。が大きいかと思います。が大きいかと思います。が大きいかと思います。奈良の奈良の奈良の奈良の地地地地においてにおいてにおいてにおいてもももも、、、、先先先先ほどの年ほどの年ほどの年ほどの年間新規就間新規就間新規就間新規就農者６０名は今農者６０名は今農者６０名は今農者６０名は今後後後後、数としては、数としては、数としては、数としては絶絶絶絶対的対的対的対的に不足に不足に不足に不足してしてしてしてくくくくると思います。と申しますのは、ると思います。と申しますのは、ると思います。と申しますのは、ると思います。と申しますのは、兼兼兼兼業農業農業農業農家家家家をををを含め含め含め含め、奈良の農、奈良の農、奈良の農、奈良の農地地地地を今を今を今を今耕耕耕耕している方のしている方のしている方のしている方の大大大大半半半半が５０歳が５０歳が５０歳が５０歳以上以上以上以上が９が９が９が９割割割割ぐぐぐぐらいにならいにならいにならいになっっっっており、この方がており、この方がており、この方がており、この方が徐徐徐徐 々々々々ににににリリリリタタタタイアイアイアイアしていしていしていしていくくくくにににに当当当当たたたたっっっって、年て、年て、年て、年間間間間６０名という６０名という６０名という６０名という人人人人材供給は、奈良の農業分野では材供給は、奈良の農業分野では材供給は、奈良の農業分野では材供給は、奈良の農業分野では絶絶絶絶対的対的対的対的に不足していに不足していに不足していに不足していくくくくと思と思と思と思っっっっていていていているからです。るからです。るからです。るからです。そうした中で、そうした中で、そうした中で、そうした中で、もちもちもちもちろんきろんきろんきろんきちちちちんとしたんとしたんとしたんとした専専専専業農業農業農業農家家家家ををををふふふふやしていやしていやしていやしていくくくくののののももももそうですし、そうですし、そうですし、そうですし、規規規規模模模模をををを
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拡拡拡拡大して大して大して大してくくくくののののももももそうでしそうでしそうでしそうでしょょょょううううけけけけれどれどれどれどもももも、川田委員がお、川田委員がお、川田委員がお、川田委員がおっっっっししししゃっゃっゃっゃったたたたよよよようなうなうなうな併併併併用しながらとい用しながらとい用しながらとい用しながらというか、うか、うか、うか、従来従来従来従来でででで言言言言うううう兼兼兼兼業農業農業農業農家家家家というというというというタタタタイイイイプにとどまらない、農業だプにとどまらない、農業だプにとどまらない、農業だプにとどまらない、農業だけけけけではなではなではなではなくくくくてほかの産業、てほかの産業、てほかの産業、てほかの産業、ほかの分野にほかの分野にほかの分野にほかの分野に携携携携わわわわっっっっているているているている人人人人、、、、ササササララララリリリリーーーーママママンをンをンをンを退退退退職した職した職した職した人人人人など、あらなど、あらなど、あらなど、あらゆゆゆゆる分野から農業にる分野から農業にる分野から農業にる分野から農業に携携携携わわわわっっっっていていていていけけけけるやり方をるやり方をるやり方をるやり方を追求追求追求追求していしていしていしていく必要く必要く必要く必要があるのではないかとがあるのではないかとがあるのではないかとがあるのではないかと感感感感じじじじています。ています。ています。ています。おおおおっっっっししししゃゃゃゃるとおりだと思います。るとおりだと思います。るとおりだと思います。るとおりだと思います。ＮＮＮＮＡＡＡＡＦＩＦＩＦＩＦＩＣのＣのＣのＣの話話話話がそれてしまがそれてしまがそれてしまがそれてしまっっっって、農業て、農業て、農業て、農業政政政政○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員策のほうに入策のほうに入策のほうに入策のほうに入っっっってしまてしまてしまてしまっっっっていますていますていますていますけけけけれどれどれどれどもももも、ど、ど、ど、どちちちちらにしてらにしてらにしてらにしてもももも、、、、兼兼兼兼業農業農業農業農家等家等家等家等はははは切っ切っ切っ切ってはてはてはては切切切切れれれれない関係だと思ない関係だと思ない関係だと思ない関係だと思っっっっていますので、そういていますので、そういていますので、そういていますので、そういっっっったたたたマッチマッチマッチマッチンンンング等も考えグ等も考えグ等も考えグ等も考えていていていていく必要く必要く必要く必要があると思いがあると思いがあると思いがあると思います。それとます。それとます。それとます。それとももももうううう一一一一つは、つは、つは、つは、土地土地土地土地のののの集約集約集約集約化とい化とい化とい化といっっっってててても一も一も一も一気気気気にににに進むも進むも進むも進むものではありませんし、のではありませんし、のではありませんし、のではありませんし、去去去去年から年から年から年から集約集約集約集約化を化を化を化を進めよ進めよ進めよ進めようと農うと農うと農うと農地地地地中中中中間間間間管理管理管理管理機構機構機構機構をををを利利利利用して用して用して用してもももも、、、、進進進進捗捗捗捗率はわ率はわ率はわ率はわずずずずかです。かです。かです。かです。努力努力努力努力ははははされているのですされているのですされているのですされているのですけけけけれど、なかなかれど、なかなかれど、なかなかれど、なかなか簡単簡単簡単簡単にににに進むも進むも進むも進むものではないということからのではないということからのではないということからのではないということから考え考え考え考えると、ると、ると、ると、考考考考ええええるるるる枠枠枠枠がががが非常非常非常非常にににに狭狭狭狭くくくくななななっっっっていていていていっっっってしまう状況に、今あるのではないかと思うわてしまう状況に、今あるのではないかと思うわてしまう状況に、今あるのではないかと思うわてしまう状況に、今あるのではないかと思うわけけけけです。です。です。です。ももももちちちちろんろんろんろん放放放放棄棄棄棄される農される農される農される農地も地も地も地も多いし、多いし、多いし、多いし、相続相続相続相続問題問題問題問題もももも絡絡絡絡んでんでんでんでくくくくるので、余計るので、余計るので、余計るので、余計枝枝枝枝がががが広広広広ががががっっっって、て、て、て、整整整整理す理す理す理するのが本るのが本るのが本るのが本当当当当に大に大に大に大変変変変でしでしでしでしょょょょう。いろいろな問題をう。いろいろな問題をう。いろいろな問題をう。いろいろな問題を抱抱抱抱ええええて大て大て大て大変変変変なことだと思うのですなことだと思うのですなことだと思うのですなことだと思うのですけけけけれど、れど、れど、れど、それそれそれそれも含めも含めも含めも含めて、て、て、て、ＮＮＮＮＡＡＡＡＦＩＦＩＦＩＦＩＣＣＣＣもももも趣旨趣旨趣旨趣旨はいいと思うのですが、これにどれだはいいと思うのですが、これにどれだはいいと思うのですが、これにどれだはいいと思うのですが、これにどれだけけけけのお金をのお金をのお金をのお金を投投投投じじじじて、て、て、て、どれだどれだどれだどれだけけけけのののの効果効果効果効果をををを考え考え考え考えているのかといているのかといているのかといているのかといえばえばえばえば、、、、逆逆逆逆にににに補補補補助助助助金という金という金という金という手も手も手も手もあり、あり、あり、あり、箱箱箱箱物ば物ば物ば物ばかりにかりにかりにかりに頼頼頼頼るというるというるというるという施施施施策は策は策は策は維維維維持持持持費費費費ももももかかりますから、今かかりますから、今かかりますから、今かかりますから、今後後後後のののの元元元元気気気気な奈良県というな奈良県というな奈良県というな奈良県という前前前前提提提提をををを置置置置いた場合に、いた場合に、いた場合に、いた場合に、元元元元気気気気な奈良県になな奈良県になな奈良県になな奈良県になっっっっていていていていくくくくたたたためめめめには、には、には、には、有有有有効効効効かつかつかつかつ効効効効率率率率的的的的な資金のな資金のな資金のな資金の使使使使い方を、い方を、い方を、い方を、ももももうううう一一一一度ここで度ここで度ここで度ここで一一一一旦旦旦旦立立立立ちちちちどまどまどまどまっっっってててて考え考え考え考えていていていていく必要く必要く必要く必要があるのではないかと思います。があるのではないかと思います。があるのではないかと思います。があるのではないかと思います。今、今、今、今、フフフファァァァシリテシリテシリテシリティィィィマネジマネジマネジマネジメントのメントのメントのメントの努力努力努力努力をしておられますをしておられますをしておられますをしておられますけけけけれどれどれどれどもももも、これ、これ、これ、これも一言も一言も一言も一言でででで言っ言っ言っ言っててててしましましましまえばえばえばえば維維維維持持持持管理費の管理費の管理費の管理費の縮縮縮縮小小小小ではないですか。そういではないですか。そういではないですか。そういではないですか。そういっっっったことたことたことたことも考えも考えも考えも考えれれれればばばば、、、、ＮＮＮＮＡＡＡＡＦＩＦＩＦＩＦＩＣをやＣをやＣをやＣをやっっっったからといたからといたからといたからといっっっって、県て、県て、県て、県民民民民にとにとにとにとっっっってどれだてどれだてどれだてどれだけけけけのプラのプラのプラのプラス効果ス効果ス効果ス効果があるのか、があるのか、があるのか、があるのか、地地地地道にや道にや道にや道にやっっっっていかなていかなていかなていかなけけけけれれれればばばばいいいいけけけけないないないないももももののののもももも、た、た、た、たくくくくさんあるのはわかさんあるのはわかさんあるのはわかさんあるのはわかっっっっているので、そのているので、そのているので、そのているので、その辺辺辺辺ををををももももうううう再再再再度度度度練練練練りりりり直直直直すすすすということということということということも必要も必要も必要も必要ではないですか。そのではないですか。そのではないですか。そのではないですか。その点点点点、いかがですか。、いかがですか。、いかがですか。、いかがですか。従来従来従来従来から、農業大から、農業大から、農業大から、農業大学校学校学校学校はありはありはありはあり○小坂農林部次長担い手・農地マネジメント課長事務取扱○小坂農林部次長担い手・農地マネジメント課長事務取扱○小坂農林部次長担い手・農地マネジメント課長事務取扱○小坂農林部次長担い手・農地マネジメント課長事務取扱ましたし、大ましたし、大ましたし、大ましたし、大半半半半の県に農業大の県に農業大の県に農業大の県に農業大学校学校学校学校はありますはありますはありますはありますけけけけれどれどれどれどもももも、特に奈良県の、特に奈良県の、特に奈良県の、特に奈良県のＮＮＮＮＡＡＡＡＦＩＦＩＦＩＦＩＣについてＣについてＣについてＣについては、は、は、は、一一一一昨昨昨昨年に年に年に年に新新新新しいしいしいしい建物も建物も建物も建物もつつつつくっくっくっくって、て、て、て、相当相当相当相当のお金をかのお金をかのお金をかのお金をかけけけけているわているわているわているわけけけけです。そのことについです。そのことについです。そのことについです。そのことについては、まさに川田委員がおては、まさに川田委員がおては、まさに川田委員がおては、まさに川田委員がおっっっっししししゃっゃっゃっゃったたたたよよよように、県うに、県うに、県うに、県民民民民にににに意味意味意味意味があるとがあるとがあるとがあると感感感感じじじじててててももももららららええええる成る成る成る成果果果果をををを出してい出してい出してい出していくくくくととととととととももももに、そういうに、そういうに、そういうに、そういう説明説明説明説明をきをきをきをきちちちちんとしていんとしていんとしていんとしていくくくくことは本ことは本ことは本ことは本当当当当にににに必要必要必要必要なことだと思なことだと思なことだと思なことだと思っっっっています。ています。ています。ています。 ＮＮＮＮＡＡＡＡＦＩＦＩＦＩＦＩＣといＣといＣといＣといえばえばえばえば、これ、これ、これ、これも続も続も続も続いていていていて言言言言おう思おう思おう思おう思っっっっていましたが、ていましたが、ていましたが、ていましたが、オオオオーーーーベベベベルルルルジジジジュュュュ○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員
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の指定管理をやられています。の指定管理をやられています。の指定管理をやられています。の指定管理をやられています。これこれこれこれも先も先も先も先日日日日聞聞聞聞いて、これはいて、これはいて、これはいて、これは一一一一体体体体何何何何のののの効果効果効果効果があるのかいろいろがあるのかいろいろがあるのかいろいろがあるのかいろいろ考え考え考え考えてみて、てみて、てみて、てみて、説明説明説明説明をををを受け受け受け受けたたたたりしてりしてりしてりしてもももも、やはり、やはり、やはり、やはりよくよくよくよくわからないのです。ここでお願いしたいのが、わからないのです。ここでお願いしたいのが、わからないのです。ここでお願いしたいのが、わからないのです。ここでお願いしたいのが、何何何何のののの効果効果効果効果をををを求求求求めめめめて、て、て、て、どれだどれだどれだどれだけけけけのお金をのお金をのお金をのお金を投投投投入して、そして、どれだ入して、そして、どれだ入して、そして、どれだ入して、そして、どれだけけけけのののの効果効果効果効果を目指しているのかということを、を目指しているのかということを、を目指しているのかということを、を目指しているのかということを、明明明明確確確確にしていただきたい。そして、にしていただきたい。そして、にしていただきたい。そして、にしていただきたい。そして、明明明明確確確確にしていただいたにしていただいたにしていただいたにしていただいた上上上上で、で、で、で、何何何何年た年た年た年たっっっって、そのて、そのて、そのて、その効果効果効果効果ががががあらわれない場合にはどうするか、あらわれない場合にはどうするか、あらわれない場合にはどうするか、あらわれない場合にはどうするか、執執執執行行行行者者者者責任責任責任責任はどうなるのかということまで、はどうなるのかということまで、はどうなるのかということまで、はどうなるのかということまで、明明明明確確確確にしにしにしにしていただていただていただていただく必要く必要く必要く必要があると思うのです。このがあると思うのです。このがあると思うのです。このがあると思うのです。この間も言間も言間も言間も言いましたいましたいましたいましたけけけけれどれどれどれどもももも、そこにお金をどんど、そこにお金をどんど、そこにお金をどんど、そこにお金をどんどんんんん突突突突っっっっ込込込込んでんでんでんでもももも、、、、例えば例えば例えば例えば、そこの、そこの、そこの、そこの市市市市がする場合ならいいと思うのですがする場合ならいいと思うのですがする場合ならいいと思うのですがする場合ならいいと思うのですけけけけれどれどれどれどもももも、、、、広広広広域行政域行政域行政域行政である県で、そのである県で、そのである県で、そのである県で、その一一一一部のところだ部のところだ部のところだ部のところだけけけけをしたからといをしたからといをしたからといをしたからといっっっって、て、て、て、何何何何のののの効果効果効果効果があるのかはがあるのかはがあるのかはがあるのかはよくよくよくよくわかわかわかわからないわらないわらないわらないわけけけけです。です。です。です。行政学等行政学等行政学等行政学等をををを勉勉勉勉強強強強していたら、そのしていたら、そのしていたら、そのしていたら、その辺辺辺辺はははは一一一一番番番番最初に最初に最初に最初に考え考え考え考えるるるる項項項項目にな目にな目にな目になっっっっててててくくくくるとは思いますので、るとは思いますので、るとは思いますので、るとは思いますので、一一一一旦旦旦旦立立立立ちちちちどまどまどまどまっっっって、今て、今て、今て、今一一一一度度度度再再再再考考考考してみることはしてみることはしてみることはしてみることは重要重要重要重要ではないかと思ではないかと思ではないかと思ではないかと思うのです。うのです。うのです。うのです。歳入の歳入の歳入の歳入の審審審審議の議の議の議の際も際も際も際もおおおお話話話話ししましたししましたししましたししましたけけけけれどれどれどれどもももも、奈良県の場合は、これから、奈良県の場合は、これから、奈良県の場合は、これから、奈良県の場合は、これから人人人人口口口口減少減少減少減少がががが著著著著ししししくくくく始始始始ままままっっっっていていていていくくくくわわわわけけけけで、で、で、で、ジェッジェッジェッジェットトトトココココーーーースタスタスタスターでいーでいーでいーでいえばえばえばえば山から山から山から山から下下下下りかりかりかりかけけけけたところにたところにたところにたところに現現現現状いま状いま状いま状いますから、本すから、本すから、本すから、本当当当当に体で実に体で実に体で実に体で実感感感感してしてしてしてくくくくるのは、ここ数年るのは、ここ数年るのは、ここ数年るのは、ここ数年後後後後からです。からです。からです。からです。人人人人口がいきなり口がいきなり口がいきなり口がいきなり減っ減っ減っ減ってきたてきたてきたてきたと体と体と体と体感感感感するのはそれするのはそれするのはそれするのはそれぐぐぐぐらいの時らいの時らいの時らいの時期期期期だと思うのですだと思うのですだと思うのですだと思うのですけけけけれどれどれどれどもももも、そうな、そうな、そうな、そうなっっっってきた場合に、生産てきた場合に、生産てきた場合に、生産てきた場合に、生産労働力ももち労働力ももち労働力ももち労働力ももちろんろんろんろん減減減減りますし、県だりますし、県だりますし、県だりますし、県だけけけけでなでなでなでなく国く国く国く国全体で全体で全体で全体で減減減減るから、るから、るから、るから、ＧＤＧＤＧＤＧＤＰＰＰＰ（（（（国内国内国内国内総生産）は総生産）は総生産）は総生産）はＡＡＡＡＩＩＩＩ（（（（人工人工人工人工知知知知能能能能）で）で）で）でカバカバカバカバーできたらなど、いろいろーできたらなど、いろいろーできたらなど、いろいろーできたらなど、いろいろ言っ言っ言っ言っていますていますていますていますけけけけれど、それれど、それれど、それれど、それもふもふもふもふたをあたをあたをあたをあけけけけてみないとわからないてみないとわからないてみないとわからないてみないとわからない話話話話です。だから、そうなれです。だから、そうなれです。だから、そうなれです。だから、そうなればばばば、、、、当当当当然然然然交交交交付付付付税税税税も減っも減っも減っも減っててててくくくくるし、るし、るし、るし、税税税税収収収収も減っも減っも減っも減ってきて、てきて、てきて、てきて、経経経経済済済済規規規規模模模模、、、、行政規行政規行政規行政規模模模模自自自自体が体が体が体が小小小小ささささくくくくななななっっっっててててくくくくるというのが、るというのが、るというのが、るというのが、誰誰誰誰がががが見見見見ててててももももわかわかわかわかっっっっているているているている話話話話ではないですか。関係者ではわからないではないですか。関係者ではわからないではないですか。関係者ではわからないではないですか。関係者ではわからない人間人間人間人間は多分いないと思います。それかは多分いないと思います。それかは多分いないと思います。それかは多分いないと思います。それからららら考え考え考え考えたら、こういたら、こういたら、こういたら、こういっっっった大きなた大きなた大きなた大きな箱箱箱箱物物物物をやをやをやをやっっっっていていていていくくくく場合に、このお金があれ場合に、このお金があれ場合に、このお金があれ場合に、このお金があればばばば、、、、次次次次の警察本の警察本の警察本の警察本部の部の部の部の質疑質疑質疑質疑ででででも言も言も言も言おう思おう思おう思おう思っっっっていましたし、ていましたし、ていましたし、ていましたし、先先先先日日日日も言も言も言も言いましたいましたいましたいましたけけけけれどれどれどれどもももも、、、、制制制制服服服服１１１１枚買枚買枚買枚買う金がう金がう金がう金が予予予予算で算で算で算でけちけちけちけちられているのです。られているのです。られているのです。られているのです。優優優優先先先先順位順位順位順位ををををももももうううう一一一一回回回回見見見見直直直直した中でやした中でやした中でやした中でやっっっっていかないと、どんどていかないと、どんどていかないと、どんどていかないと、どんどんどんどんんどんどんんどんどんんどんどん拡拡拡拡大していきますが、それは大していきますが、それは大していきますが、それは大していきますが、それは一一一一体、体、体、体、香芝香芝香芝香芝市市市市、、、、北北北北葛葛葛葛城郡城郡城郡城郡ののののよよよような県のうな県のうな県のうな県の西西西西側側側側のとこのとこのとこのところや、南部のろや、南部のろや、南部のろや、南部の人人人人に、に、に、に、一一一一体体体体何何何何のののの効果効果効果効果があるのですか。があるのですか。があるのですか。があるのですか。公公公公正正正正公公公公平な平な平な平な観観観観点点点点からからからから物物物物事を取り組んで事を取り組んで事を取り組んで事を取り組んでいただいただいただいただく必要く必要く必要く必要があると思います。があると思います。があると思います。があると思います。今、今、今、今、飼飼飼飼料料料料用用用用米米米米などなどなどなどももももたたたたくくくくさんつさんつさんつさんつくっくっくっくっているとているとているとていると聞聞聞聞きますが、あのきますが、あのきますが、あのきますが、あのよよよようなうなうなうなももももののののも相も相も相も相殺殺殺殺したしたしたした施施施施策のか策のか策のか策のかぶぶぶぶっっっった、た、た、た、帳帳帳帳消消消消しになしになしになしになっっっっているているているているよよよようなうなうなうな政政政政策ではないですか。あれにどれだ策ではないですか。あれにどれだ策ではないですか。あれにどれだ策ではないですか。あれにどれだけけけけのお金がのお金がのお金がのお金が使使使使われているか、別のわれているか、別のわれているか、別のわれているか、別のもももものにのにのにのに回回回回したらかなり大きなしたらかなり大きなしたらかなり大きなしたらかなり大きな予予予予算算算算規規規規模模模模ににににももももなると思いますので、そなると思いますので、そなると思いますので、そなると思いますので、そ
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のあたりのあたりのあたりのあたりも考えも考えも考えも考えていただきたいと思うのですていただきたいと思うのですていただきたいと思うのですていただきたいと思うのですけけけけれど、れど、れど、れど、一一一一旦旦旦旦立立立立ちちちちどまどまどまどまっっっって、今て、今て、今て、今後後後後の農業のの農業のの農業のの農業の政政政政策を策を策を策を再再再再考考考考していしていしていしていくくくくところに、今、ところに、今、ところに、今、ところに、今、来来来来ているのではないかと思うわているのではないかと思うわているのではないかと思うわているのではないかと思うわけけけけですが、福谷農林部長ですが、福谷農林部長ですが、福谷農林部長ですが、福谷農林部長いかがですか。いかがですか。いかがですか。いかがですか。 農農農農政政政政全全全全般般般般的的的的なことをなことをなことをなことを踏踏踏踏ままままええええてのごてのごてのごてのご質質質質問と問と問と問と受け受け受け受け取らせていただきました。取らせていただきました。取らせていただきました。取らせていただきました。○福谷農林部長○福谷農林部長○福谷農林部長○福谷農林部長今お今お今お今おっっっっししししゃっゃっゃっゃったたたたよよよように、状況はうに、状況はうに、状況はうに、状況は常常常常にににに変変変変化をしている部分があ化をしている部分があ化をしている部分があ化をしている部分があっっっって、そのて、そのて、そのて、その都都都都度、その度、その度、その度、その都都都都度度度度ののののニニニニーーーーズズズズに合わせてに合わせてに合わせてに合わせて政政政政策はしていかな策はしていかな策はしていかな策はしていかなけけけけれれれればばばばというというというという意識意識意識意識はははは常常常常にににに持っ持っ持っ持っています。ですから、ています。ですから、ています。ですから、ています。ですから、ききききょょょょうのうのうのうの午午午午前前前前中に中に中に中にももももおおおお話話話話がありましたがありましたがありましたがありましたよよよように、川うに、川うに、川うに、川上サ上サ上サ上サイイイイドドドドだだだだけけけけをををを見見見見ていいていいていいていいもももものをつのをつのをつのをつくくくくれとれとれとれというだいうだいうだいうだけけけけではなではなではなではなくくくく、今や、それを実、今や、それを実、今や、それを実、今や、それを実際際際際にににに売売売売る、川る、川る、川る、川下下下下のののの対対対対策までや策までや策までや策までやっっっっていかなていかなていかなていかなけけけけれれれればばばばならなならなならなならないこといこといこといこともももも、大きな、大きな、大きな、大きな流流流流れの中のれの中のれの中のれの中の一一一一つであると理解をしています。そういつであると理解をしています。そういつであると理解をしています。そういつであると理解をしています。そういっっっったたたた意味意味意味意味から、そのから、そのから、そのから、そのときにときにときにときに例えば例えば例えば例えば農農農農政サ政サ政サ政サイイイイドドドドにににに対対対対して、どういうして、どういうして、どういうして、どういうニニニニーーーーズズズズがあるのかはがあるのかはがあるのかはがあるのかは的確的確的確的確にににに把握把握把握把握をしたをしたをしたをした上上上上でででで対対対対応応応応していかなしていかなしていかなしていかなけけけけれれれればばばばいいいいけけけけないと。ですから、ないと。ですから、ないと。ですから、ないと。ですから、見見見見直直直直すなどではなしに、その状況にすなどではなしに、その状況にすなどではなしに、その状況にすなどではなしに、その状況に的確的確的確的確にににに対対対対応応応応していしていしていしていく考えく考えく考えく考え方を方を方を方を持っ持っ持っ持ってててて対対対対応応応応していきたいと思していきたいと思していきたいと思していきたいと思っっっっています。ています。ています。ています。以上以上以上以上です。です。です。です。よくよくよくよくわからないわからないわからないわからない答弁答弁答弁答弁ですですですですけけけけれどれどれどれどもももも、、、、簡単簡単簡単簡単にににに言えば言えば言えば言えば、き、き、き、きちちちちんとした目標を決んとした目標を決んとした目標を決んとした目標を決めめめめ○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員ててててくくくください。それから、ださい。それから、ださい。それから、ださい。それから、先先先先ほどほどほどほどアカウアカウアカウアカウンンンンタタタタビリテビリテビリテビリティィィィーのーのーのーの話話話話をしましたをしましたをしましたをしましたけけけけれどれどれどれどもももも、どれだ、どれだ、どれだ、どれだけけけけのののの効果効果効果効果が出て、が出て、が出て、が出て、何何何何をををを求求求求めめめめているのか、その時ているのか、その時ているのか、その時ているのか、その時点点点点でこれだでこれだでこれだでこれだけけけけのお金をのお金をのお金をのお金を投投投投入してこんな入してこんな入してこんな入してこんな効果効果効果効果ななななららららばばばばややややめめめめておこうという判断ておこうという判断ておこうという判断ておこうという判断もももも出て出て出て出てくくくくるではないですか。るではないですか。るではないですか。るではないですか。けけけけれど、多目にれど、多目にれど、多目にれど、多目に見積もっ見積もっ見積もっ見積もってやてやてやてやっっっっていたら、ていたら、ていたら、ていたら、先先先先ほどのほどのほどのほどの「「「「ときのときのときのときのももももりりりり」」」」みたいに、７みたいに、７みたいに、７みたいに、７パパパパーーーーセセセセントのントのントのントの設設設設定定定定もももも甘甘甘甘かかかかっっっったと、たと、たと、たと、間違っ間違っ間違っ間違っていたとはていたとはていたとはていたとは言っ言っ言っ言っていないですが、ていないですが、ていないですが、ていないですが、甘甘甘甘かかかかっっっったということたということたということたということももももあるわあるわあるわあるわけけけけで、これが、で、これが、で、これが、で、これが、ＰＰＰＰＤＤＤＤＣＡＣＡＣＡＣＡササササイイイイククククルの本ルの本ルの本ルの本来来来来のののの検検検検証証証証をやをやをやをやっっっっていていていていくくくくというというというという意味意味意味意味ではないですか。だから、まではないですか。だから、まではないですか。だから、まではないですか。だから、まずずずずそこをしそこをしそこをしそこをしっっっっかかかかりと立てていただかないと、その場、その場の状況にりと立てていただかないと、その場、その場の状況にりと立てていただかないと、その場、その場の状況にりと立てていただかないと、その場、その場の状況に応応応応じじじじてやてやてやてやっっっっていていていていくくくくというというというという考え考え考え考え方はま方はま方はま方はまたたたた少少少少しししし違違違違うと思いますので、やはりうと思いますので、やはりうと思いますので、やはりうと思いますので、やはり税税税税金を金を金を金を払払払払っっっっているのは県ているのは県ているのは県ているのは県民民民民のののの皆皆皆皆さんですから、するのさんですから、するのさんですから、するのさんですから、するのであれであれであれであればばばば、、、、自自自自分の会分の会分の会分の会社社社社で、で、で、で、自自自自分の分の分の分の利益利益利益利益をををを上上上上げたげたげたげたマネジマネジマネジマネジメントでやメントでやメントでやメントでやっっっっていただきたいと申していただきたいと申していただきたいと申していただきたいと申し上上上上げておきます。げておきます。げておきます。げておきます。次次次次回回回回、、、、設設設設定目標定目標定目標定目標等等等等をおをおをおをお聞聞聞聞きしますので、きしますので、きしますので、きしますので、よよよよろしろしろしろしくくくくお願いします。お願いします。お願いします。お願いします。それからそれからそれからそれから次次次次は、奈良は、奈良は、奈良は、奈良市市市市の保安林についてです。保安林の指定をやの保安林についてです。保安林の指定をやの保安林についてです。保安林の指定をやの保安林についてです。保安林の指定をやっっっっておられますておられますておられますておられますけけけけれどれどれどれどもももも、、、、先先先先日、奈良日、奈良日、奈良日、奈良市市市市がががが火葬火葬火葬火葬場を場を場を場を建設建設建設建設されるに及んで、されるに及んで、されるに及んで、されるに及んで、公公公公のののの書類書類書類書類としてとしてとしてとして公公公公表表表表されていたされていたされていたされていた仕様仕様仕様仕様のののの中で、保安林の中で、保安林の中で、保安林の中で、保安林の位位位位置置置置をををを設設設設定して定して定して定して書書書書いてありました。これをいてありました。これをいてありました。これをいてありました。これを確確確確認すると、認すると、認すると、認すると、専門専門専門専門家等家等家等家等いろいろいろいろいろいろいろいろ交交交交ええええた中で、関係者のた中で、関係者のた中で、関係者のた中で、関係者の聞聞聞聞き取りなどをやき取りなどをやき取りなどをやき取りなどをやっっっったたたた上上上上で、で、で、で、調査調査調査調査してしてしてして確確確確認したからこれで認したからこれで認したからこれで認したからこれで間違間違間違間違いないないないないとおいとおいとおいとおっっっっししししゃっゃっゃっゃっている事ている事ている事ている事件件件件がありました。がありました。がありました。がありました。ところが、事務関係からところが、事務関係からところが、事務関係からところが、事務関係から見見見見たら、これは奈良県がたら、これは奈良県がたら、これは奈良県がたら、これは奈良県が権権権権限限限限をおをおをおをお持ち持ち持ち持ちの事務ですので、奈良の事務ですので、奈良の事務ですので、奈良の事務ですので、奈良市市市市がががが勝勝勝勝手手手手に保安林の場に保安林の場に保安林の場に保安林の場所所所所を決を決を決を決めめめめて、て、て、て、勝勝勝勝手手手手にここが保安林の場にここが保安林の場にここが保安林の場にここが保安林の場所所所所だと決だと決だと決だと決めめめめつつつつけけけけてててて言っ言っ言っ言ってしまうてしまうてしまうてしまう
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ことはあり得ないと思ことはあり得ないと思ことはあり得ないと思ことはあり得ないと思っっっっています。そのことで、わからない部分ています。そのことで、わからない部分ています。そのことで、わからない部分ています。そのことで、わからない部分ももももありましたので、ありましたので、ありましたので、ありましたので、担当担当担当担当の方にいろいろとの方にいろいろとの方にいろいろとの方にいろいろと教え教え教え教えていただいたら、大体理解できてきたのですていただいたら、大体理解できてきたのですていただいたら、大体理解できてきたのですていただいたら、大体理解できてきたのですけけけけれどれどれどれどもももも、奈良、奈良、奈良、奈良市市市市がこがこがこがここだとこだとこだとこだと言言言言われる、われる、われる、われる、火葬火葬火葬火葬場を場を場を場を建設建設建設建設されるされるされるされる近く近く近く近くの保安林の場の保安林の場の保安林の場の保安林の場所所所所について、そのについて、そのについて、そのについて、その後後後後、、、、何何何何か申か申か申か申請請請請ななななどはありましたでしどはありましたでしどはありましたでしどはありましたでしょょょょうか。うか。うか。うか。奈良奈良奈良奈良市市市市から、おから、おから、おから、おっっっっししししゃっゃっゃっゃっている場ている場ている場ている場所所所所の保安林の申の保安林の申の保安林の申の保安林の申請請請請をしたいというをしたいというをしたいというをしたいという○阪口森林整備課長○阪口森林整備課長○阪口森林整備課長○阪口森林整備課長おおおお話話話話は、今のところはありません。は、今のところはありません。は、今のところはありません。は、今のところはありません。これこれこれこれもももも長長長長くくくくやるつやるつやるつやるつももももりはありませんが、１りはありませんが、１りはありませんが、１りはありませんが、１点点点点だだだだけ確け確け確け確認で、認で、認で、認で、答弁答弁答弁答弁のののの記録記録記録記録にににに残残残残しししし○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員たいというたいというたいというたいという意味も意味も意味も意味もありますので、ありますので、ありますので、ありますので、聞聞聞聞きますが、奈良きますが、奈良きますが、奈良きますが、奈良市市市市がががが勝勝勝勝手手手手に県の指定とに県の指定とに県の指定とに県の指定と明明明明らかにらかにらかにらかに違違違違う場う場う場う場所所所所を保安林だといを保安林だといを保安林だといを保安林だといっっっっており、場ており、場ており、場ており、場所所所所のののの違違違違いいいいも地も地も地も地図図図図でででで見見見見ていただいたと思うのです。これはあていただいたと思うのです。これはあていただいたと思うのです。これはあていただいたと思うのです。これはあくくくくまでまでまでまでもももも県の事務だから、県が指定しているのが正しい県の事務だから、県が指定しているのが正しい県の事務だから、県が指定しているのが正しい県の事務だから、県が指定しているのが正しい位位位位置置置置であであであであっっっって、て、て、て、変変変変更更更更する場合は全する場合は全する場合は全する場合は全て県のて県のて県のて県の許許許許可可可可をとらなをとらなをとらなをとらなけけけけれれれればばばばいいいいけけけけないから、ないから、ないから、ないから、勝勝勝勝手手手手にここだというのは、これはにここだというのは、これはにここだというのは、これはにここだというのは、これは絶絶絶絶対対対対あり得なあり得なあり得なあり得ないという解いという解いという解いという解釈釈釈釈ででででよよよよろしいでしろしいでしろしいでしろしいでしょょょょうか。うか。うか。うか。川田委員のお川田委員のお川田委員のお川田委員のおっっっっししししゃゃゃゃるとおり、るとおり、るとおり、るとおり、現現現現時時時時点点点点では、県が管理している保安では、県が管理している保安では、県が管理している保安では、県が管理している保安○阪口森林整備課長○阪口森林整備課長○阪口森林整備課長○阪口森林整備課長林の林の林の林の位位位位置置置置が保安林でして、が保安林でして、が保安林でして、が保安林でして、ももももしそれをしそれをしそれをしそれを変え変え変え変えるとなれるとなれるとなれるとなればばばば、奈良、奈良、奈良、奈良市市市市から申から申から申から申請請請請がががが上上上上ががががっっっってきてかてきてかてきてかてきてから、それをら、それをら、それをら、それを見見見見て県が判断をしてからということになります。て県が判断をしてからということになります。て県が判断をしてからということになります。て県が判断をしてからということになります。以上以上以上以上です。です。です。です。そのそのそのその点点点点については、保安林が別の場については、保安林が別の場については、保安林が別の場については、保安林が別の場所所所所にあにあにあにあっっっったら、たら、たら、たら、規制規制規制規制がかかがかかがかかがかかっっっってるところてるところてるところてるところ○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員がかかがかかがかかがかかっっっっていないことになていないことになていないことになていないことになっっっってしまうてしまうてしまうてしまうよよよような、いろいろなうな、いろいろなうな、いろいろなうな、いろいろな間違間違間違間違いいいいもももも出てきますので、そこ出てきますので、そこ出てきますので、そこ出てきますので、そこは監は監は監は監視視視視をしをしをしをしっっっっかりとしていただき、きかりとしていただき、きかりとしていただき、きかりとしていただき、きちちちちんとしたんとしたんとしたんとした形形形形でやでやでやでやっっっっていただきますていただきますていただきますていただきますよよよようお願いしまうお願いしまうお願いしまうお願いします。す。す。す。それでは、それでは、それでは、それでは、次次次次は警察本部についてです。初日の決算は警察本部についてです。初日の決算は警察本部についてです。初日の決算は警察本部についてです。初日の決算審審審審査査査査特別委員会で指特別委員会で指特別委員会で指特別委員会で指摘摘摘摘ももももしたのですしたのですしたのですしたのですけけけけれどれどれどれどもももも、、、、他他他他のののの都都都都道道道道府府府府県に比県に比県に比県に比べべべべて、奈良県の警官１て、奈良県の警官１て、奈良県の警官１て、奈良県の警官１人当人当人当人当たりのたりのたりのたりの予予予予算を算出すると算を算出すると算を算出すると算を算出すると非常非常非常非常にににに少少少少ない。ない。ない。ない。先先先先日日日日もももも兵兵兵兵庫庫庫庫県に県に県に県に行っ行っ行っ行ったのですたのですたのですたのですけけけけれど、阪れど、阪れど、阪れど、阪神神神神大大大大震災震災震災震災にかかる費用のにかかる費用のにかかる費用のにかかる費用の返返返返済済済済がすごいがすごいがすごいがすごい額額額額ななななので、警察だので、警察だので、警察だので、警察だけけけけではなではなではなではなくくくくて、全体て、全体て、全体て、全体的的的的にににに抑抑抑抑ええええておられます。ておられます。ておられます。ておられます。けけけけれどれどれどれどもももも、奈良県警察は、、奈良県警察は、、奈良県警察は、、奈良県警察は、制制制制服服服服もももも防防防防弾弾弾弾チチチチョョョョッッッッキキキキもももも、すり、すり、すり、すり切切切切れたりれたりれたりれたりぼぼぼぼろろろろぼぼぼぼろになろになろになろになっっっっていたり、今にていたり、今にていたり、今にていたり、今にもももも破破破破けけけけるのではないかとるのではないかとるのではないかとるのではないかという状いう状いう状いう状態態態態で、年で、年で、年で、年間間間間１１１１枚枚枚枚しかしかしかしか支支支支給がないということ給がないということ給がないということ給がないということも聞も聞も聞も聞きました。決算きました。決算きました。決算きました。決算審審審審査査査査特別委員会です特別委員会です特別委員会です特別委員会ですから、いろいろな分野でこのから、いろいろな分野でこのから、いろいろな分野でこのから、いろいろな分野でこの箱箱箱箱物物物物がどうのこうのなど、いろいろ議がどうのこうのなど、いろいろ議がどうのこうのなど、いろいろ議がどうのこうのなど、いろいろ議論論論論をしてきていますをしてきていますをしてきていますをしてきていますけけけけれどれどれどれどもももも、、、、他他他他のののの都都都都道道道道府府府府県といつ県といつ県といつ県といつもももも比比比比べべべべられますので、今られますので、今られますので、今られますので、今回回回回比比比比べべべべてみると、かなりてみると、かなりてみると、かなりてみると、かなり少少少少ないです。ないです。ないです。ないです。聞聞聞聞いたいたいたいた話話話話なので、どこまで本なので、どこまで本なので、どこまで本なので、どこまで本当当当当かわからないですが、本かわからないですが、本かわからないですが、本かわからないですが、本当当当当にあれだにあれだにあれだにあれだけけけけのののの重労働重労働重労働重労働をやをやをやをやっっっっておておておておられるのに、られるのに、られるのに、られるのに、制制制制服服服服１１１１枚枚枚枚しかしかしかしか支支支支給がないというのは事実ですか。ご給がないというのは事実ですか。ご給がないというのは事実ですか。ご給がないというのは事実ですか。ご説明説明説明説明をお願いできないでをお願いできないでをお願いできないでをお願いできないでししししょょょょうか。うか。うか。うか。



---- 33335555 ----

警察官の警察官の警察官の警察官の制制制制服服服服については、奈良県警察官については、奈良県警察官については、奈良県警察官については、奈良県警察官被被被被服服服服のののの支支支支給及び給及び給及び給及び装装装装備備備備品品品品のののの貸貸貸貸与与与与にににに○星場警務部長○星場警務部長○星場警務部長○星場警務部長関する関する関する関する条例等条例等条例等条例等に基に基に基に基づづづづきききき支支支支給をしている給をしている給をしている給をしているもももものです。のです。のです。のです。県警察では、県警察では、県警察では、県警察では、新規新規新規新規採採採採用時に用時に用時に用時に支支支支給する給する給する給するもももものにのにのにのに加え加え加え加えて、年に１度、警察官全員にて、年に１度、警察官全員にて、年に１度、警察官全員にて、年に１度、警察官全員に対対対対してしてしてして制制制制服服服服等等等等などのなどのなどのなどの希望希望希望希望調査調査調査調査をををを行行行行いまして、いまして、いまして、いまして、制制制制服服服服のののの使使使使用用用用頻頻頻頻度などを度などを度などを度などを勘勘勘勘案案案案して、して、して、して、必要必要必要必要ななななもももものにのにのにのに対対対対してはしてはしてはしては支支支支給をしています。平成２８年度には、全部で給をしています。平成２８年度には、全部で給をしています。平成２８年度には、全部で給をしています。平成２８年度には、全部で約約約約４，２００４，２００４，２００４，２００点点点点のののの制制制制服服服服をををを支支支支給しています。給しています。給しています。給しています。また、このまた、このまた、このまた、この他他他他ににににもももも、、、、制制制制服服服服がががが汚汚汚汚れたり、れたり、れたり、れたり、破破破破れたりした場合には、警察官の申告にれたりした場合には、警察官の申告にれたりした場合には、警察官の申告にれたりした場合には、警察官の申告に応応応応じじじじて、そて、そて、そて、そのののの都都都都度交換をしています。平成２８年度には２，１００度交換をしています。平成２８年度には２，１００度交換をしています。平成２８年度には２，１００度交換をしています。平成２８年度には２，１００点点点点のののの制制制制服服服服を交換したところです。を交換したところです。を交換したところです。を交換したところです。川田委員からご指川田委員からご指川田委員からご指川田委員からご指摘摘摘摘のあのあのあのあっっっったたたた防防防防弾弾弾弾チチチチョョョョッッッッキキキキですが、これはですが、これはですが、これはですが、これは耐刃耐刃耐刃耐刃防護防護防護防護衣衣衣衣といといといといっっっって、て、て、て、街頭街頭街頭街頭活活活活動動動動をををを行行行行う警察官がう警察官がう警察官がう警察官が受受受受傷傷傷傷事事事事故故故故防止防止防止防止のたのたのたのためめめめにににに着着着着用している用している用している用しているもももものです。のです。のです。のです。耐刃耐刃耐刃耐刃防護防護防護防護衣衣衣衣をををを着着着着装装装装すると、すると、すると、すると、制制制制服服服服のののの肩肩肩肩のところなどがすれてのところなどがすれてのところなどがすれてのところなどがすれて毛毛毛毛玉玉玉玉になになになになっっっったり、たり、たり、たり、傷傷傷傷んでしまうことがありますし、実んでしまうことがありますし、実んでしまうことがありますし、実んでしまうことがありますし、実際際際際、、、、トラトラトラトラブブブブルのルのルのルの対対対対応応応応や、や、や、や、被疑被疑被疑被疑者の者の者の者の逮捕逮捕逮捕逮捕等等等等の職務の職務の職務の職務執執執執行行行行時に時に時に時にも制も制も制も制服服服服がががが傷傷傷傷んだり、んだり、んだり、んだり、破破破破れたりすることれたりすることれたりすることれたりすることがあります。があります。があります。があります。耐刃耐刃耐刃耐刃防護防護防護防護衣衣衣衣のののの着着着着用時に、用時に、用時に、用時に、制制制制服服服服の生の生の生の生地地地地がががが痛痛痛痛まないまないまないまないよよよようにうにうにうに改改改改良を良を良を良を重ね重ね重ね重ねておりますておりますておりますておりますけけけけれどれどれどれどもももも、どうして、どうして、どうして、どうしてもももも活活活活発発発発に活に活に活に活動動動動すると、すると、すると、すると、制制制制服服服服がががが傷傷傷傷んでしまう状況があります。警察官のんでしまう状況があります。警察官のんでしまう状況があります。警察官のんでしまう状況があります。警察官の申告に申告に申告に申告によよよより、り、り、り、新新新新しいしいしいしい制制制制服服服服に交換してに交換してに交換してに交換してもももも、す、す、す、すぐぐぐぐにににに傷傷傷傷んでしまう状況があります。ですので、んでしまう状況があります。ですので、んでしまう状況があります。ですので、んでしまう状況があります。ですので、予予予予算の算の算の算の範囲範囲範囲範囲内内内内で職員がで職員がで職員がで職員が端端端端正な正な正な正な服装服装服装服装を保てるを保てるを保てるを保てるよよよように、今うに、今うに、今うに、今後も制後も制後も制後も制服服服服をををを必要必要必要必要とする警察官に、とする警察官に、とする警察官に、とする警察官に、必必必必要要要要ななななもももものがのがのがのが支支支支給できる給できる給できる給できるよよよようにうにうにうに努め努め努め努めていきたいと思います。ていきたいと思います。ていきたいと思います。ていきたいと思います。ごごごご説明説明説明説明いただいたところ、大体事実だということがわかいただいたところ、大体事実だということがわかいただいたところ、大体事実だということがわかいただいたところ、大体事実だということがわかっっっったのですたのですたのですたのですけけけけれどれどれどれどもももも、、、、○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員今の今の今の今の話話話話からいからいからいからいっっっっててててもももも、これは、これは、これは、これは完完完完全に全に全に全に消消消消耗耗耗耗品品品品で、で、で、で、何何何何年年年年も着も着も着も着られるというられるというられるというられるというもももものではありません。のではありません。のではありません。のではありません。今、今、今、今、新新新新たなたなたなたなもももものをのをのをのを支支支支給と給と給と給と言言言言われましたが、われましたが、われましたが、われましたが、聞く聞く聞く聞くところにところにところにところによよよよると、ると、ると、ると、言言言言い方がい方がい方がい方が適適適適切切切切かどうかはかどうかはかどうかはかどうかはわかりませんが、わかりませんが、わかりませんが、わかりませんが、先先先先輩輩輩輩のおのおのおのお古古古古をををを回回回回しながらしながらしながらしながら使っ使っ使っ使っているているているているよよよようですうですうですうですねねねね。県の県警本部の。県の県警本部の。県の県警本部の。県の県警本部の予予予予算算算算もももも、、、、警察官警察官警察官警察官一人当一人当一人当一人当たりのたりのたりのたりの予予予予算算算算もももも、、、、兵兵兵兵庫庫庫庫県を県を県を県を除除除除けばけばけばけば奈良県はかなり安い。大阪奈良県はかなり安い。大阪奈良県はかなり安い。大阪奈良県はかなり安い。大阪府府府府ならならならならばばばば、計算し、計算し、計算し、計算したら全体のたら全体のたら全体のたら全体の約約約約９９９９％％％％、正、正、正、正確確確確には８には８には８には８．．．．８８８８％％％％のののの予予予予算がついているのですが、奈良県の場合は、警算がついているのですが、奈良県の場合は、警算がついているのですが、奈良県の場合は、警算がついているのですが、奈良県の場合は、警察察察察予予予予算は全体の６算は全体の６算は全体の６算は全体の６％％％％しかないのです。今はしかないのです。今はしかないのです。今はしかないのです。今は制制制制服服服服のののの話話話話を出しましたを出しましたを出しましたを出しましたけけけけれどれどれどれどもももも、全体、全体、全体、全体的的的的にかなにかなにかなにかなりりりり少少少少ないです。今までないです。今までないです。今までないです。今まで潤沢潤沢潤沢潤沢にお金があにお金があにお金があにお金があっっっって、て、て、て、急急急急にににに少少少少ななななくくくくななななっっっったのならたのならたのならたのならばばばばまだわかるのですまだわかるのですまだわかるのですまだわかるのですけけけけれど、こういれど、こういれど、こういれど、こういっっっった状た状た状た状態態態態が今までが今までが今までが今まで続続続続いてきているということは、警察いてきているということは、警察いてきているということは、警察いてきているということは、警察も当も当も当も当然然然然いろいろな備いろいろな備いろいろな備いろいろな備品も要品も要品も要品も要りますし、かなりりますし、かなりりますし、かなりりますし、かなり疲弊疲弊疲弊疲弊した組した組した組した組織織織織になになになになっっっってきてしまてきてしまてきてしまてきてしまっっっっているのではないかと、ているのではないかと、ているのではないかと、ているのではないかと、考え考え考え考えるるるるわわわわけけけけです。です。です。です。これは警察本部だこれは警察本部だこれは警察本部だこれは警察本部だけけけけに関わることではないかに関わることではないかに関わることではないかに関わることではないかももももしれませんが、基金が１，６５０しれませんが、基金が１，６５０しれませんが、基金が１，６５０しれませんが、基金が１，６５０億円億円億円億円ももももあるのに、あるのに、あるのに、あるのに、税税税税金を金を金を金を集め集め集め集めてお金をてお金をてお金をてお金を積積積積んで、そして、お金がない、お金がないということでんで、そして、お金がない、お金がないということでんで、そして、お金がない、お金がないということでんで、そして、お金がない、お金がないということで予予予予算を算を算を算を削削削削っっっっている。これはている。これはている。これはている。これは考え考え考え考え方からして方からして方からして方からして改め改め改め改めるるるるべべべべきだと思きだと思きだと思きだと思っっっっています。この県警本部のています。この県警本部のています。この県警本部のています。この県警本部の予予予予
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算算算算執執執執行行行行はあまりにはあまりにはあまりにはあまりにもももも低低低低くくくく、、、、士気士気士気士気ににににもももも関係して関係して関係して関係してくくくくる問題でる問題でる問題でる問題でももももあるかと思います。あるかと思います。あるかと思います。あるかと思います。厳厳厳厳しい中で、しい中で、しい中で、しい中で、犯罪犯罪犯罪犯罪の取りの取りの取りの取り締締締締まりをまりをまりをまりを行っ行っ行っ行っていただいているていただいているていただいているていただいている現現現現状を状を状を状を考え考え考え考えた場合、このた場合、このた場合、このた場合、この予予予予算ではあまりに算ではあまりに算ではあまりに算ではあまりにもももも低低低低くくくく、それなら、それなら、それなら、それならばばばば、ほかの部局、ほかの部局、ほかの部局、ほかの部局もももも全部全部全部全部同じよ同じよ同じよ同じようにすうにすうにすうにすべべべべきとなきとなきとなきとなっっっってきますので、そのてきますので、そのてきますので、そのてきますので、その点点点点についについについについて、安田警察本部長にて、安田警察本部長にて、安田警察本部長にて、安田警察本部長に聞く聞く聞く聞くのがのがのがのが適適適適切切切切かどうかわかりませんが、このかどうかわかりませんが、このかどうかわかりませんが、このかどうかわかりませんが、この予予予予算についてのご算についてのご算についてのご算についてのご見見見見解解解解をおをおをおをお示示示示しいただしいただしいただしいただけけけけれれれればばばばと思います。と思います。と思います。と思います。川田委員には、大川田委員には、大川田委員には、大川田委員には、大変変変変厳厳厳厳しいしいしいしい環境環境環境環境の中で、治安のの中で、治安のの中で、治安のの中で、治安の維維維維持持持持のたのたのたのためめめめに日に日に日に日夜夜夜夜頑張頑張頑張頑張○安田警察本部長○安田警察本部長○安田警察本部長○安田警察本部長っっっっているているているている一一一一線線線線の警察官にの警察官にの警察官にの警察官に対対対対して、して、して、して、エエエエールをールをールをールを送送送送っっっっていただいたていただいたていただいたていただいたもももものとのとのとのと受け受け受け受けととととめめめめさせていたださせていたださせていたださせていただきたいと思います。きたいと思います。きたいと思います。きたいと思います。川田委員からご指川田委員からご指川田委員からご指川田委員からご指摘摘摘摘いただいたとおり、奈良県の警察いただいたとおり、奈良県の警察いただいたとおり、奈良県の警察いただいたとおり、奈良県の警察予予予予算については、全算については、全算については、全算については、全国的国的国的国的にににに見見見見ててててももももかなりかなりかなりかなり厳厳厳厳しい状況にあると認しい状況にあると認しい状況にあると認しい状況にあると認識識識識しています。こうした中にあしています。こうした中にあしています。こうした中にあしています。こうした中にあっっっっててててもももも、県警察としては、日、県警察としては、日、県警察としては、日、県警察としては、日本本本本一一一一安全で安安全で安安全で安安全で安心心心心してしてしてして暮暮暮暮らせる奈良の実らせる奈良の実らせる奈良の実らせる奈良の実現現現現のたのたのたのためめめめに、に、に、に、必要必要必要必要なななな予予予予算については、算については、算については、算については、先先先先ほどのほどのほどのほどの制制制制服服服服のののの予予予予算算算算も含めも含めも含めも含めて、して、して、して、しっっっっかりとかりとかりとかりと措措措措置置置置がなされるがなされるがなされるがなされるよよよように、今うに、今うに、今うに、今後後後後、、、、財政当財政当財政当財政当局と局と局と局と真真真真剣剣剣剣にににに折衝折衝折衝折衝をしてをしてをしてをしていきたいといきたいといきたいといきたいと考え考え考え考えています。ています。ています。ています。以上以上以上以上です。です。です。です。ぜひぜひぜひぜひ安田警察本部長、多安田警察本部長、多安田警察本部長、多安田警察本部長、多くくくくの方が、そういう今のの方が、そういう今のの方が、そういう今のの方が、そういう今の言言言言葉葉葉葉はははは非常非常非常非常にににに待望待望待望待望されていされていされていされてい○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員たのではないかと思たのではないかと思たのではないかと思たのではないかと思っっっっていますので、辻本総務部長ていますので、辻本総務部長ていますので、辻本総務部長ていますので、辻本総務部長ももももここにいらここにいらここにいらここにいらっっっっししししゃゃゃゃいますので、いますので、いますので、いますので、ぜひぜひぜひぜひ真真真真剣剣剣剣にににに適適適適正な正な正な正な予予予予算を算を算を算を要要要要求求求求をいただいて、をいただいて、をいただいて、をいただいて、執執執執行行行行していただしていただしていただしていただけけけけるるるるよよよようにお願いを申しうにお願いを申しうにお願いを申しうにお願いを申し上上上上げておげておげておげておきます。きます。きます。きます。それと、警察に関してはそれと、警察に関してはそれと、警察に関してはそれと、警察に関してはももももう１う１う１う１点点点点、警察、警察、警察、警察法法法法の第５３の第５３の第５３の第５３条条条条で警察で警察で警察で警察署署署署をををを置く置く置く置くとなとなとなとなっっっっています。ています。ています。ています。これは９月２５日の総務警察委員会でお願いしていた資これは９月２５日の総務警察委員会でお願いしていた資これは９月２５日の総務警察委員会でお願いしていた資これは９月２５日の総務警察委員会でお願いしていた資料料料料ですが、ですが、ですが、ですが、各市町各市町各市町各市町村管村管村管村管轄轄轄轄の警察の警察の警察の警察署署署署がががが配配配配置置置置されていますされていますされていますされていますけけけけれどれどれどれどもももも、、、、面積面積面積面積、、、、人人人人口、口、口、口、犯罪犯罪犯罪犯罪件件件件数数数数等ももち等ももち等ももち等ももちろん関係はあるかと思いまろん関係はあるかと思いまろん関係はあるかと思いまろん関係はあるかと思いますが、この資すが、この資すが、この資すが、この資料料料料をををを見見見見るるるる限限限限りは、りは、りは、りは、配配配配置人置人置人置人数にかなり大きな数にかなり大きな数にかなり大きな数にかなり大きな較差較差較差較差があるのではないかと、があるのではないかと、があるのではないかと、があるのではないかと、我我我我 々々々々素人素人素人素人からからからから見見見見たら、そのたら、そのたら、そのたら、そのよよよようにうにうにうに感感感感じじじじるわるわるわるわけけけけです。警察官１です。警察官１です。警察官１です。警察官１人当人当人当人当たりのたりのたりのたりの人人人人口口口口負負負負担担担担をををを見見見見ていていていていくくくくと、と、と、と、一一一一番番番番多いところが奈良多いところが奈良多いところが奈良多いところが奈良西西西西警察警察警察警察署署署署で、１で、１で、１で、１人当人当人当人当たりの警察官の方が１，２１４名をたりの警察官の方が１，２１４名をたりの警察官の方が１，２１４名をたりの警察官の方が１，２１４名を担当担当担当担当というというというというのがのがのがのが適適適適切切切切かどうかわかりませんが、かどうかわかりませんが、かどうかわかりませんが、かどうかわかりませんが、割っ割っ割っ割ったらその数たらその数たらその数たらその数字字字字になります。２になります。２になります。２になります。２番番番番目が生目が生目が生目が生駒駒駒駒警察警察警察警察署署署署でででで１１１１人当人当人当人当たり１，１１３たり１，１１３たり１，１１３たり１，１１３人人人人、３、３、３、３番番番番目が目が目が目が香芝香芝香芝香芝警察警察警察警察署署署署で１，０２５で１，０２５で１，０２５で１，０２５人人人人ということで、１ということで、１ということで、１ということで、１人当人当人当人当たりたりたりたりの管の管の管の管轄轄轄轄されているされているされているされている人人人人数の多いところを数の多いところを数の多いところを数の多いところを上上上上から３つだから３つだから３つだから３つだけけけけ挙げました。挙げました。挙げました。挙げました。下下下下からの分はあからの分はあからの分はあからの分はあええええてどてどてどてどこのこのこのこの署署署署というのはというのはというのはというのは言言言言いませんが、いませんが、いませんが、いませんが、極極極極端端端端なななな話話話話、３７４、３７４、３７４、３７４人人人人、３７９、３７９、３７９、３７９人人人人、７１３、７１３、７１３、７１３人人人人、７７２、７７２、７７２、７７２人人人人ななななど、ど、ど、ど、人人人人口などの口などの口などの口などの割割割割合で合で合で合で見見見見ていていていていっっっったら、かなりたら、かなりたら、かなりたら、かなり較差較差較差較差があるのです。があるのです。があるのです。があるのです。先先先先ほどほどほどほど言っ言っ言っ言ったたたたよよよように、うに、うに、うに、私私私私もももも専門専門専門専門家家家家ではありませんので、ではありませんので、ではありませんので、ではありませんので、詳詳詳詳ししししくくくくはわからないのですが、どこまでのはわからないのですが、どこまでのはわからないのですが、どこまでのはわからないのですが、どこまでの範囲範囲範囲範囲であれであれであれであれば公ば公ば公ば公正正正正性性性性が保てるかといが保てるかといが保てるかといが保てるかといっっっった問題になた問題になた問題になた問題になっっっっててててくくくくると思います。このあたりについて、数ると思います。このあたりについて、数ると思います。このあたりについて、数ると思います。このあたりについて、数字字字字だだだだけけけけをををを
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