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予 算 審 査 特 別 委 員 会 記 録予 算 審 査 特 別 委 員 会 記 録予 算 審 査 特 別 委 員 会 記 録予 算 審 査 特 別 委 員 会 記 録

＜くらし創造部、景観・環境局、産業・雇用振興部、農林部＞＜くらし創造部、景観・環境局、産業・雇用振興部、農林部＞＜くらし創造部、景観・環境局、産業・雇用振興部、農林部＞＜くらし創造部、景観・環境局、産業・雇用振興部、農林部＞

開催日時開催日時開催日時開催日時 平成２５年３月１５日（金） １０：０３～１６：１６平成２５年３月１５日（金） １０：０３～１６：１６平成２５年３月１５日（金） １０：０３～１６：１６平成２５年３月１５日（金） １０：０３～１６：１６

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

出席委員出席委員出席委員出席委員 １２名１２名１２名１２名

田中 惟允 委員長田中 惟允 委員長田中 惟允 委員長田中 惟允 委員長

森川 喜之 副委員長森川 喜之 副委員長森川 喜之 副委員長森川 喜之 副委員長

畭 真夕美 委員畭 真夕美 委員畭 真夕美 委員畭 真夕美 委員

浅川 清仁 委員浅川 清仁 委員浅川 清仁 委員浅川 清仁 委員

山村 幸穂 委員山村 幸穂 委員山村 幸穂 委員山村 幸穂 委員

中野 雅史 委員中野 雅史 委員中野 雅史 委員中野 雅史 委員

神田加津代 委員神田加津代 委員神田加津代 委員神田加津代 委員

奥田 博康 委員奥田 博康 委員奥田 博康 委員奥田 博康 委員

和田 恵治 委員和田 恵治 委員和田 恵治 委員和田 恵治 委員

山本 進章 委員山本 進章 委員山本 進章 委員山本 進章 委員

小泉 米造 委員小泉 米造 委員小泉 米造 委員小泉 米造 委員

藤本 昭広 委員藤本 昭広 委員藤本 昭広 委員藤本 昭広 委員

欠席委員欠席委員欠席委員欠席委員 なしなしなしなし

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

前田 総務部長前田 総務部長前田 総務部長前田 総務部長

影山 くらし創造部長兼景観・環境局長影山 くらし創造部長兼景観・環境局長影山 くらし創造部長兼景観・環境局長影山 くらし創造部長兼景観・環境局長

浪越 産業・雇用振興部長浪越 産業・雇用振興部長浪越 産業・雇用振興部長浪越 産業・雇用振興部長

冨岡 農林部長冨岡 農林部長冨岡 農林部長冨岡 農林部長

ほか、関係職員ほか、関係職員ほか、関係職員ほか、関係職員

傍 聴 者傍 聴 者傍 聴 者傍 聴 者 １名１名１名１名

議 事議 事議 事議 事 ２月定例県議会提出議案について２月定例県議会提出議案について２月定例県議会提出議案について２月定例県議会提出議案について

〈会議の経過〉〈会議の経過〉〈会議の経過〉〈会議の経過〉

○田中委員長○田中委員長○田中委員長○田中委員長 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。

本日、中野委員並びに藤本委員はおくれるとの連絡を受けています。本日、中野委員並びに藤本委員はおくれるとの連絡を受けています。本日、中野委員並びに藤本委員はおくれるとの連絡を受けています。本日、中野委員並びに藤本委員はおくれるとの連絡を受けています。

傍聴者はいらっしゃいません。傍聴者はいらっしゃいません。傍聴者はいらっしゃいません。傍聴者はいらっしゃいません。
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それでは、日程に従い、くらし創造部、景観・環境局、産業・雇用振興部、農林部の審それでは、日程に従い、くらし創造部、景観・環境局、産業・雇用振興部、農林部の審それでは、日程に従い、くらし創造部、景観・環境局、産業・雇用振興部、農林部の審それでは、日程に従い、くらし創造部、景観・環境局、産業・雇用振興部、農林部の審

査を行います。査を行います。査を行います。査を行います。

くらし創造部長兼景観・環境局長、産業・雇用振興部長、農林部長の順に説明願います。くらし創造部長兼景観・環境局長、産業・雇用振興部長、農林部長の順に説明願います。くらし創造部長兼景観・環境局長、産業・雇用振興部長、農林部長の順に説明願います。くらし創造部長兼景観・環境局長、産業・雇用振興部長、農林部長の順に説明願います。

なお、大変恐縮ですが、説明は簡潔明瞭によろしくお願い申し上げたいと思います。なお、大変恐縮ですが、説明は簡潔明瞭によろしくお願い申し上げたいと思います。なお、大変恐縮ですが、説明は簡潔明瞭によろしくお願い申し上げたいと思います。なお、大変恐縮ですが、説明は簡潔明瞭によろしくお願い申し上げたいと思います。

○影山くらし創造部長兼景観・環境局長○影山くらし創造部長兼景観・環境局長○影山くらし創造部長兼景観・環境局長○影山くらし創造部長兼景観・環境局長 よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。

２月定例県議会提出議案のうち、くらし創造部、景観・環境局に関係いたします議案に２月定例県議会提出議案のうち、くらし創造部、景観・環境局に関係いたします議案に２月定例県議会提出議案のうち、くらし創造部、景観・環境局に関係いたします議案に２月定例県議会提出議案のうち、くらし創造部、景観・環境局に関係いたします議案に

つきましてご説明をさせていただきます。つきましてご説明をさせていただきます。つきましてご説明をさせていただきます。つきましてご説明をさせていただきます。

最初に、お手元の資料のうち最初に、お手元の資料のうち最初に、お手元の資料のうち最初に、お手元の資料のうち、、、、「平成２５年度一般会計特別会計予算案の概要、平成２「平成２５年度一般会計特別会計予算案の概要、平成２「平成２５年度一般会計特別会計予算案の概要、平成２「平成２５年度一般会計特別会計予算案の概要、平成２

４年度一般会計特別会計補正予算案の概要」により、新規事業を中心にご説明をさせてい４年度一般会計特別会計補正予算案の概要」により、新規事業を中心にご説明をさせてい４年度一般会計特別会計補正予算案の概要」により、新規事業を中心にご説明をさせてい４年度一般会計特別会計補正予算案の概要」により、新規事業を中心にご説明をさせてい

ただきます。ただきます。ただきます。ただきます。

まず、２６ページ、経済活性化、地域産業の支援・創出の３、多様なエネルギー利活用まず、２６ページ、経済活性化、地域産業の支援・創出の３、多様なエネルギー利活用まず、２６ページ、経済活性化、地域産業の支援・創出の３、多様なエネルギー利活用まず、２６ページ、経済活性化、地域産業の支援・創出の３、多様なエネルギー利活用

推進といたしまして、家庭用太陽光発電設備設置事業につきましては、県民の皆様の太陽推進といたしまして、家庭用太陽光発電設備設置事業につきましては、県民の皆様の太陽推進といたしまして、家庭用太陽光発電設備設置事業につきましては、県民の皆様の太陽推進といたしまして、家庭用太陽光発電設備設置事業につきましては、県民の皆様の太陽

光パネル設置に対する関心の高まりと太陽光パネルの設置経費の低下を踏まえ、補助件数光パネル設置に対する関心の高まりと太陽光パネルの設置経費の低下を踏まえ、補助件数光パネル設置に対する関心の高まりと太陽光パネルの設置経費の低下を踏まえ、補助件数光パネル設置に対する関心の高まりと太陽光パネルの設置経費の低下を踏まえ、補助件数

を１，０００件から１，５００件に拡大をし、８万円を補助する制度として引き続き実施を１，０００件から１，５００件に拡大をし、８万円を補助する制度として引き続き実施を１，０００件から１，５００件に拡大をし、８万円を補助する制度として引き続き実施を１，０００件から１，５００件に拡大をし、８万円を補助する制度として引き続き実施

をいたします。また、７の奈をいたします。また、７の奈をいたします。また、７の奈をいたします。また、７の奈良良良良のののの節節節節電電電電スタイスタイスタイスタイル推進事業につきましては、ル推進事業につきましては、ル推進事業につきましては、ル推進事業につきましては、節節節節電を電を電を電をライフスライフスライフスライフス

タイタイタイタイルとして定ルとして定ルとして定ルとして定着着着着させていくたさせていくたさせていくたさせていくためめめめのののの普及普及普及普及活活活活動動動動ををををＮＰＯ団体等ＮＰＯ団体等ＮＰＯ団体等ＮＰＯ団体等とととと協力協力協力協力しながら実施をしてましながら実施をしてましながら実施をしてましながら実施をしてま

いります。いります。いります。いります。

なお、なお、なお、なお、ここここの２つの事業につきましては、平成２５年度のの２つの事業につきましては、平成２５年度のの２つの事業につきましては、平成２５年度のの２つの事業につきましては、平成２５年度の組織改編組織改編組織改編組織改編により、地域振興部ににより、地域振興部ににより、地域振興部ににより、地域振興部に

新設されますエネルギー新設されますエネルギー新設されますエネルギー新設されますエネルギー政策課政策課政策課政策課において事業を実施するにおいて事業を実施するにおいて事業を実施するにおいて事業を実施するこここことになっております。とになっております。とになっております。とになっております。

８８ページ、くらしの８８ページ、くらしの８８ページ、くらしの８８ページ、くらしの向向向向上、上、上、上、学学学学びの支援の１、家庭・地域・びの支援の１、家庭・地域・びの支援の１、家庭・地域・びの支援の１、家庭・地域・学校学校学校学校のののの協働協働協働協働によるによるによるによる教育教育教育教育のののの充充充充

実の（２）地域の実の（２）地域の実の（２）地域の実の（２）地域の教育力教育力教育力教育力のののの充充充充実といたしまして、新規事業、実といたしまして、新規事業、実といたしまして、新規事業、実といたしまして、新規事業、子ども子ども子ども子どもと大と大と大と大人人人人でつくる地域のでつくる地域のでつくる地域のでつくる地域の

つながり事業でごつながり事業でごつながり事業でごつながり事業でござざざざいます。います。います。います。子ども子ども子ども子どもと大と大と大と大人人人人のののの交流交流交流交流により、地域でにより、地域でにより、地域でにより、地域で子ども子ども子ども子どもをををを育育育育てるてるてるてる力力力力を高を高を高を高めめめめ、、、、

子ども子ども子ども子どものののの自主自主自主自主性性性性や社や社や社や社会性、規会性、規会性、規会性、規範意識範意識範意識範意識ななななどどどどのののの向向向向上を上を上を上を図図図図るたるたるたるためめめめ、、、、自自自自治会治会治会治会や子どもや子どもや子どもや子ども会、会、会、会、ＮＰＯ等ＮＰＯ等ＮＰＯ等ＮＰＯ等

が実施するさまが実施するさまが実施するさまが実施するさまざざざざまな地域活まな地域活まな地域活まな地域活動動動動に対して補助を行ってまいります。に対して補助を行ってまいります。に対して補助を行ってまいります。に対して補助を行ってまいります。

９９９９６ページ、２、６ページ、２、６ページ、２、６ページ、２、ライフステライフステライフステライフステージにージにージにージに応じ応じ応じ応じたたたた学学学学びの支援で、新規事業の野びの支援で、新規事業の野びの支援で、新規事業の野びの支援で、新規事業の野外外外外活活活活動センタ動センタ動センタ動センターーーー

食食食食事環境事環境事環境事環境充充充充実事業でご実事業でご実事業でご実事業でござざざざいます。います。います。います。ここここれまでのれまでのれまでのれまでの学校等学校等学校等学校等のののの団体団体団体団体利用に加えまして、家利用に加えまして、家利用に加えまして、家利用に加えまして、家族や族や族や族や小小小小ググググ

ルールールーループ等プ等プ等プ等の多様な利用をの多様な利用をの多様な利用をの多様な利用を促促促促進するた進するた進するた進するためめめめ、、、、自炊場及自炊場及自炊場及自炊場及び設備のび設備のび設備のび設備の改修改修改修改修ななななどどどどを実施し、を実施し、を実施し、を実施し、子ども子ども子ども子どもからからからから

大大大大人人人人まで、まで、まで、まで、幅幅幅幅広い広い広い広い人々人々人々人々がががが楽楽楽楽しんでしんでしんでしんでももももらえる施設をらえる施設をらえる施設をらえる施設を目指目指目指目指してまいります。してまいります。してまいります。してまいります。

また、新規事業、また、新規事業、また、新規事業、また、新規事業、青少青少青少青少年の年の年の年の健全育健全育健全育健全育成に関する成に関する成に関する成に関する条条条条例の例の例の例の改改改改正に正に正に正に伴伴伴伴うううう啓啓啓啓発推進事業では、発推進事業では、発推進事業では、発推進事業では、近近近近年年年年

のののの携帯携帯携帯携帯電電電電話等話等話等話等を中心としたを中心としたを中心としたを中心としたインタインタインタインターネーネーネーネットットットットの利用環境をの利用環境をの利用環境をの利用環境を整整整整備する備する備する備する仕組みや仕組みや仕組みや仕組みや、、、、インタインタインタインターネーネーネーネッッッッ



---- 3333 ----

トトトトをををを介介介介して発して発して発して発生生生生するするするする青少青少青少青少年の年の年の年の健全育健全育健全育健全育成を成を成を成を阻害阻害阻害阻害する行する行する行する行為為為為をををを未然防止未然防止未然防止未然防止するたするたするたするためめめめ、規制の、規制の、規制の、規制の見直見直見直見直しししし

ななななどどどどを行うたを行うたを行うたを行うためめめめ、、、、青少青少青少青少年の年の年の年の健全育健全育健全育健全育成に関する成に関する成に関する成に関する条条条条例の例の例の例の改改改改正を正を正を正を検討検討検討検討しており、そのしており、そのしており、そのしており、その内容内容内容内容をををを保護保護保護保護

者者者者やややや関係事業者関係事業者関係事業者関係事業者等等等等に広くに広くに広くに広く周周周周知知知知啓啓啓啓発を行う発を行う発を行う発を行うもももものでごのでごのでごのでござざざざいます。います。います。います。

１００ページ、くらしの１００ページ、くらしの１００ページ、くらしの１００ページ、くらしの向向向向上、上、上、上、スポスポスポスポーーーーツツツツの振興でごの振興でごの振興でごの振興でござざざざいます。１、だれいます。１、だれいます。１、だれいます。１、だれももももがいつでがいつでがいつでがいつでもスもスもスもス

ポポポポーーーーツツツツをををを楽楽楽楽ししししめめめめる環境のる環境のる環境のる環境の整整整整備といたしまして、新規事業、県民備といたしまして、新規事業、県民備といたしまして、新規事業、県民備といたしまして、新規事業、県民体力づ体力づ体力づ体力づくり推進事業では、くり推進事業では、くり推進事業では、くり推進事業では、

スポスポスポスポーーーーツツツツに対する県民のに対する県民のに対する県民のに対する県民の意識意識意識意識の高の高の高の高揚揚揚揚をををを図図図図るたるたるたるためめめめ、、、、リレリレリレリレーーーーマラソンマラソンマラソンマラソン大会を開大会を開大会を開大会を開催催催催いたします。いたします。いたします。いたします。

時期時期時期時期は平成２６年３月を予定しておりまして、は平成２６年３月を予定しておりまして、は平成２６年３月を予定しておりまして、は平成２６年３月を予定しておりまして、市町市町市町市町村対村対村対村対抗抗抗抗の部の部の部の部やややや家家家家族族族族の部なの部なの部なの部などどどどといった部といった部といった部といった部

門門門門別対別対別対別対抗抗抗抗とするとするとするとするこここことにより、とにより、とにより、とにより、市町市町市町市町村村村村間間間間のののの交流交流交流交流、、、、ああああるいは家るいは家るいは家るいは家族族族族のきずななのきずななのきずななのきずななどどどどをををを深め深め深め深めてまいりてまいりてまいりてまいり

たいとたいとたいとたいと考考考考えております。えております。えております。えております。

次ぎ次ぎ次ぎ次ぎに新規事業、に新規事業、に新規事業、に新規事業、スポスポスポスポーーーーツツツツ施設施設施設施設等整等整等整等整備備備備検討検討検討検討事業では、奈事業では、奈事業では、奈事業では、奈良良良良県にとって最県にとって最県にとって最県にとって最も望も望も望も望ましいましいましいましいスポスポスポスポ

ーーーーツツツツ施設の施設の施設の施設のあああありりりり方方方方につきまして、につきまして、につきまして、につきまして、既存スポ既存スポ既存スポ既存スポーーーーツツツツ施設と新たな施設と新たな施設と新たな施設と新たなスポスポスポスポーーーーツツツツ施設とを関連施設とを関連施設とを関連施設とを関連づづづづけなけなけなけな

がら、多様な観がら、多様な観がら、多様な観がら、多様な観点点点点からからからから検討検討検討検討、、、、研究研究研究研究を行ってまいります。を行ってまいります。を行ってまいります。を行ってまいります。

１０１ページ、２、地域で１０１ページ、２、地域で１０１ページ、２、地域で１０１ページ、２、地域で楽楽楽楽ししししむスポむスポむスポむスポーーーーツツツツ、、、、あこあこあこあこがれ・がれ・がれ・がれ・感動感動感動感動をををを生むスポ生むスポ生むスポ生むスポーーーーツツツツの推進といの推進といの推進といの推進とい

たしまして、奈たしまして、奈たしまして、奈たしまして、奈良マラソン良マラソン良マラソン良マラソン開開開開催催催催支援事業では、支援事業では、支援事業では、支援事業では、毎毎毎毎年１万年１万年１万年１万人人人人をををを超超超超える多くのえる多くのえる多くのえる多くの方々方々方々方々にごにごにごにご参参参参加を加を加を加を

いただき、奈いただき、奈いただき、奈いただき、奈良良良良県の県の県の県の冬冬冬冬のののの恒恒恒恒例行事となってきております奈例行事となってきております奈例行事となってきております奈例行事となってきております奈良マラソン良マラソン良マラソン良マラソンにつきまして、引きにつきまして、引きにつきまして、引きにつきまして、引き

続き支援を行ってまいります。続き支援を行ってまいります。続き支援を行ってまいります。続き支援を行ってまいります。

次次次次の新規事業、地域の新規事業、地域の新規事業、地域の新規事業、地域トレトレトレトレーーーーニングセンタニングセンタニングセンタニングセンターーーー機能構築機能構築機能構築機能構築事業では、事業では、事業では、事業では、全国や世界全国や世界全国や世界全国や世界で活で活で活で活躍躍躍躍できるできるできるできる

トップアスリトップアスリトップアスリトップアスリーーーートトトトのののの輩輩輩輩出を出を出を出を目指目指目指目指し、し、し、し、トレトレトレトレーーーーニングセンタニングセンタニングセンタニングセンターーーー機能機能機能機能のののの構築構築構築構築をををを検討検討検討検討するたするたするたするためめめめ、大、大、大、大

学等学等学等学等とととともももも連連連連携携携携したしたしたしたサポサポサポサポーーーートプログラムトプログラムトプログラムトプログラムのののの検討や検討や検討や検討や、、、、子ども子ども子ども子どもを対を対を対を対象象象象としたとしたとしたとしたスポスポスポスポーーーーツ教ツ教ツ教ツ教室の開室の開室の開室の開催催催催

ななななどどどどを実施してまいります。を実施してまいります。を実施してまいります。を実施してまいります。

次次次次ののののサイクサイクサイクサイクルルルルスポスポスポスポーーーーツイベントツイベントツイベントツイベント支援事業では、奈支援事業では、奈支援事業では、奈支援事業では、奈良市良市良市良市大和高大和高大和高大和高原原原原地域、地域、地域、地域、宇陀市宇陀市宇陀市宇陀市、山、山、山、山添添添添村、村、村、村、

曽爾曽爾曽爾曽爾村、村、村、村、御杖御杖御杖御杖村の村の村の村の東東東東部地域におきまして、部地域におきまして、部地域におきまして、部地域におきまして、ロングライドイベントロングライドイベントロングライドイベントロングライドイベントと地域にと地域にと地域にと地域に密着密着密着密着したしたしたしたイベンイベンイベンイベン

トトトトをををを組み合わ組み合わ組み合わ組み合わせた（せた（せた（せた（仮称仮称仮称仮称））））東東東東部部部部サイクサイクサイクサイクルルルルフェスティバフェスティバフェスティバフェスティバルルルルやややや山山山山岳グランフォンドｉｎ吉岳グランフォンドｉｎ吉岳グランフォンドｉｎ吉岳グランフォンドｉｎ吉野、野、野、野、

ヒヒヒヒルルルルクライムクライムクライムクライム大大大大台ヶ原ｓｉｎｃｅ台ヶ原ｓｉｎｃｅ台ヶ原ｓｉｎｃｅ台ヶ原ｓｉｎｃｅ２００１といった、地域の地２００１といった、地域の地２００１といった、地域の地２００１といった、地域の地勢勢勢勢をををを生生生生かしたかしたかしたかしたサイクサイクサイクサイクルルルルスポスポスポスポ

ーーーーツイベントツイベントツイベントツイベントの開の開の開の開催催催催を支援してまいります。を支援してまいります。を支援してまいります。を支援してまいります。

次次次次の新規事業、の新規事業、の新規事業、の新規事業、アウトドアスポアウトドアスポアウトドアスポアウトドアスポーーーーツ体験ツ体験ツ体験ツ体験事業では、川上村の事業では、川上村の事業では、川上村の事業では、川上村のダム湖ダム湖ダム湖ダム湖を利用いたしまして、を利用いたしまして、を利用いたしまして、を利用いたしまして、

初心者で初心者で初心者で初心者でも気軽も気軽も気軽も気軽にににに楽楽楽楽ししししめめめめるるるるカヌカヌカヌカヌーーーー体験イベント体験イベント体験イベント体験イベントを実施いたします。を実施いたします。を実施いたします。を実施いたします。

新規事業、新規事業、新規事業、新規事業、トップアスリトップアスリトップアスリトップアスリーーーートトトト活用事業では、活用事業では、活用事業では、活用事業では、バスケットボバスケットボバスケットボバスケットボールールールールやサッカやサッカやサッカやサッカー、野ー、野ー、野ー、野球球球球ななななどどどどのののの

プロスポプロスポプロスポプロスポーーーーツツツツで活で活で活で活躍躍躍躍するするするするトップアスリトップアスリトップアスリトップアスリーーーートトトトによるによるによるによるスポスポスポスポーーーーツ教ツ教ツ教ツ教室な室な室な室などどどどを開を開を開を開催催催催し、し、し、し、子ども子ども子ども子どもたちたちたちたち

ががががスポスポスポスポーーーーツへツへツへツへののののあこあこあこあこがれをがれをがれをがれを抱抱抱抱き、き、き、き、スポスポスポスポーーーーツツツツをををを始め始め始め始めるきっかけとなるるきっかけとなるるきっかけとなるるきっかけとなるこここことをとをとをとを目指目指目指目指してまいりしてまいりしてまいりしてまいり
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ます。ます。ます。ます。

１０２、第６８１０２、第６８１０２、第６８１０２、第６８回回回回（第６（第６（第６（第６９回冬季９回冬季９回冬季９回冬季））））国国国国民民民民体育体育体育体育大会大会大会大会近畿ブロック近畿ブロック近畿ブロック近畿ブロック大会開大会開大会開大会開催催催催でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

平成２５年度は第６８平成２５年度は第６８平成２５年度は第６８平成２５年度は第６８回国回国回国回国民民民民体育体育体育体育大会の大会の大会の大会の近畿ブロック近畿ブロック近畿ブロック近畿ブロック大会が奈大会が奈大会が奈大会が奈良良良良県で開県で開県で開県で開催催催催されますされますされますされますこここことかとかとかとか

ら、大会の開ら、大会の開ら、大会の開ら、大会の開催催催催経費の一部を経費の一部を経費の一部を経費の一部を負担負担負担負担するするするするもももものでごのでごのでごのでござざざざいます。います。います。います。

１０７ページ、くらしの１０７ページ、くらしの１０７ページ、くらしの１０７ページ、くらしの向向向向上、上、上、上、安全安全安全安全・・・・安安安安心の心の心の心の確保確保確保確保のののの感染症感染症感染症感染症対対対対策策策策、、、、食食食食とととと生生生生活の活の活の活の安全安全安全安全・・・・安安安安心心心心

のののの確保確保確保確保といたしまして、といたしまして、といたしまして、といたしまして、消消消消費者行費者行費者行費者行政政政政活性化活性化活性化活性化基基基基金金金金積立積立積立積立金につきまして、金につきまして、金につきまして、金につきまして、国国国国が平成２４年度補が平成２４年度補が平成２４年度補が平成２４年度補

正予算により正予算により正予算により正予算により基基基基金の上金の上金の上金の上積み及積み及積み及積み及びびびび運運運運用用用用期間期間期間期間を１年を１年を１年を１年延延延延長した長した長した長したこここことにとにとにとに伴伴伴伴い、県におきましてい、県におきましてい、県におきましてい、県におきましてもももも、、、、

今回今回今回今回の補正予算にの補正予算にの補正予算にの補正予算に先先先先ほほほほどどどどのののの消消消消費者行費者行費者行費者行政政政政活性化活性化活性化活性化基基基基金の関係でご金の関係でご金の関係でご金の関係でござざざざいますが、いますが、いますが、いますが、ここここのののの基基基基金を活用金を活用金を活用金を活用

いたしまして、いたしまして、いたしまして、いたしまして、消消消消費者行費者行費者行費者行政強政強政強政強化・活性化事業において、化・活性化事業において、化・活性化事業において、化・活性化事業において、消消消消費者費者費者費者教育教育教育教育の推進の推進の推進の推進及及及及びびびび市町市町市町市町村の村の村の村の消消消消

費者費者費者費者相談窓口整相談窓口整相談窓口整相談窓口整備のた備のた備のた備のためめめめの助成の助成の助成の助成や消や消や消や消費費費費生生生生活活活活相談相談相談相談員の員の員の員の派遣派遣派遣派遣ななななどどどどのののの人的人的人的人的支援を実施してまいり支援を実施してまいり支援を実施してまいり支援を実施してまいり

ます。ます。ます。ます。

１１０ページ、くらしの１１０ページ、くらしの１１０ページ、くらしの１１０ページ、くらしの向向向向上、景観・環境の上、景観・環境の上、景観・環境の上、景観・環境の保全保全保全保全でごでごでごでござざざざいます。１といたしまして、美います。１といたしまして、美います。１といたしまして、美います。１といたしまして、美

しくしくしくしく風格風格風格風格ののののああああるまちなるまちなるまちなるまちなみみみみ景観の景観の景観の景観の保全保全保全保全・創造の（１）奈・創造の（１）奈・創造の（１）奈・創造の（１）奈良良良良のののの彩彩彩彩りりりりづづづづくりの推進といたしましくりの推進といたしましくりの推進といたしましくりの推進といたしまし

て、奈て、奈て、奈て、奈良良良良のののの彩彩彩彩りりりりづづづづくりくりくりくり植栽植栽植栽植栽計計計計画策画策画策画策定事業では、定事業では、定事業では、定事業では、四季四季四季四季をををを通じ通じ通じ通じ、、、、彩彩彩彩りりりり豊豊豊豊かなかなかなかな植栽植栽植栽植栽景観を景観を景観を景観を向向向向上さ上さ上さ上さ

せるたせるたせるたせるためめめめ、平成２４年度と平成２５年度の２、平成２４年度と平成２５年度の２、平成２４年度と平成２５年度の２、平成２４年度と平成２５年度の２カカカカ年をかけまして、年をかけまして、年をかけまして、年をかけまして、植栽植栽植栽植栽計計計計画画画画をををを策策策策定するとし定するとし定するとし定するとし

ております。ております。ております。ております。ここここれにより、れにより、れにより、れにより、植栽植栽植栽植栽という手という手という手という手段段段段を用いた景観を用いた景観を用いた景観を用いた景観向向向向上のた上のた上のた上のためめめめのののの諸諸諸諸施施施施策策策策を進を進を進を進めめめめてまいてまいてまいてまい

ります。ります。ります。ります。

また、また、また、また、植栽植栽植栽植栽計計計計画策画策画策画策定に定に定に定に先先先先行して実施する行して実施する行して実施する行して実施する主主主主なななな取取取取りりりり組み組み組み組みといたしまして、関係といたしまして、関係といたしまして、関係といたしまして、関係各課各課各課各課の事業の事業の事業の事業

をををを以以以以下に下に下に下に記載記載記載記載しております。景観・環境局のしております。景観・環境局のしております。景観・環境局のしております。景観・環境局の主主主主なななな取取取取りりりり組み組み組み組みといたしましては、といたしましては、といたしましては、といたしましては、次次次次の新規事の新規事の新規事の新規事

業の業の業の業の植栽植栽植栽植栽による景観による景観による景観による景観向向向向上推進事業費補助金でご上推進事業費補助金でご上推進事業費補助金でご上推進事業費補助金でござざざざいます。います。います。います。植栽植栽植栽植栽計計計計画画画画のエのエのエのエリア内リア内リア内リア内におけるにおけるにおけるにおける植植植植

栽栽栽栽景観の景観の景観の景観の向向向向上に上に上に上に取取取取りりりり組む市町組む市町組む市町組む市町村村村村やややや地元地元地元地元団体等団体等団体等団体等を支援するを支援するを支援するを支援するもももものでごのでごのでごのでござざざざいまして、いまして、いまして、いまして、ここここれにより、れにより、れにより、れにより、

植栽植栽植栽植栽景観の景観の景観の景観の向向向向上だけでなく、地域上だけでなく、地域上だけでなく、地域上だけでなく、地域全体全体全体全体の景観に対するの景観に対するの景観に対するの景観に対する意識意識意識意識のののの向向向向上を上を上を上を図図図図ってまいりたいとってまいりたいとってまいりたいとってまいりたいと考考考考

えております。えております。えております。えております。

ここここのほかにのほかにのほかにのほかにもももも、、、、眺望スポット整眺望スポット整眺望スポット整眺望スポット整備事業備事業備事業備事業やややや、１１１ページの、１１１ページの、１１１ページの、１１１ページの歴歴歴歴史史史史的風土保存買入的風土保存買入的風土保存買入的風土保存買入事業事業事業事業及及及及びびびび

歴歴歴歴史史史史的風土保存買入的風土保存買入的風土保存買入的風土保存買入地地地地整整整整備事業につきまして、備事業につきまして、備事業につきまして、備事業につきまして、国国国国の補正を受けまして、平成２４年度補正の補正を受けまして、平成２４年度補正の補正を受けまして、平成２４年度補正の補正を受けまして、平成２４年度補正

予算により実施をいたします。予算により実施をいたします。予算により実施をいたします。予算により実施をいたします。

１１２ページ１１２ページ１１２ページ１１２ページ、、、、（２）景観に（２）景観に（２）景観に（２）景観に配慮配慮配慮配慮したまちなしたまちなしたまちなしたまちなみ整み整み整み整備の備の備の備の屋外屋外屋外屋外広広広広告物告物告物告物適適適適正化推進事業につき正化推進事業につき正化推進事業につき正化推進事業につき

ましては、平成２４年度に引き続き景観ましては、平成２４年度に引き続き景観ましては、平成２４年度に引き続き景観ましては、平成２４年度に引き続き景観配慮配慮配慮配慮型型型型広広広広告物へ告物へ告物へ告物へのののの転換転換転換転換をををを誘導誘導誘導誘導する助成する助成する助成する助成や屋外や屋外や屋外や屋外広広広広告告告告

物物物物に関する規制のに関する規制のに関する規制のに関する規制の見直見直見直見直しにしにしにしに取取取取りりりり組む組む組む組むととととととととももももに、平成２５年度からは、に、平成２５年度からは、に、平成２５年度からは、に、平成２５年度からは、違法違法違法違法物物物物件の件の件の件の撤去撤去撤去撤去を推を推を推を推

進するた進するた進するた進するためめめめのののの市町市町市町市町村に対する支援な村に対する支援な村に対する支援な村に対する支援などどどどを実施をいたします。を実施をいたします。を実施をいたします。を実施をいたします。
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また、新規事業の景観・また、新規事業の景観・また、新規事業の景観・また、新規事業の景観・屋外屋外屋外屋外広広広広告物告物告物告物制度制度制度制度啓啓啓啓発推進事業といたしまして、広く県民の皆さ発推進事業といたしまして、広く県民の皆さ発推進事業といたしまして、広く県民の皆さ発推進事業といたしまして、広く県民の皆さ

んに景観んに景観んに景観んに景観及及及及びびびび屋外屋外屋外屋外広広広広告物告物告物告物に係る制度をに係る制度をに係る制度をに係る制度を周周周周知知知知徹底徹底徹底徹底するたするたするたするためめめめ、、、、リリリリーーーーフレットフレットフレットフレットのののの作作作作成成成成やややや有有有有料な料な料な料な屋屋屋屋

外外外外広広広広告物告物告物告物ののののデザデザデザデザインインインイン表彰表彰表彰表彰といったといったといったといった啓啓啓啓発事業を実施をいたします。発事業を実施をいたします。発事業を実施をいたします。発事業を実施をいたします。

１１３ページ、２、きれいでくらし１１３ページ、２、きれいでくらし１１３ページ、２、きれいでくらし１１３ページ、２、きれいでくらしややややすいすいすいすい生生生生活環境の創造でご活環境の創造でご活環境の創造でご活環境の創造でござざざざいますいますいますいます。。。。（１）清（１）清（１）清（１）清流流流流のののの

保全保全保全保全・・・・復復復復活といたしまして、大和川活といたしまして、大和川活といたしまして、大和川活といたしまして、大和川水質水質水質水質改改改改善善善善事業では、大和川支川の事業では、大和川支川の事業では、大和川支川の事業では、大和川支川の水質汚濁水質汚濁水質汚濁水質汚濁がががが著著著著しい地しい地しい地しい地

点点点点のののの水質水質水質水質改改改改善善善善のののの基基基基礎礎礎礎資料とするた資料とするた資料とするた資料とするためめめめのののの水質調水質調水質調水質調査を実施するとと査を実施するとと査を実施するとと査を実施するととももももに、に、に、に、水質水質水質水質のののの状況状況状況状況ををををわわわわかりかりかりかり

ややややすくすくすくすく公公公公開するた開するた開するた開するためめめめ、大和川、大和川、大和川、大和川水質水質水質水質マップマップマップマップのののの改改改改訂訂訂訂をいたします。をいたします。をいたします。をいたします。

続きまして続きまして続きまして続きまして、、、、（２）（２）（２）（２）省省省省エネエネエネエネ社社社社会の実会の実会の実会の実現現現現といたしまして、家庭用太陽光発電設備設置事業といたしまして、家庭用太陽光発電設備設置事業といたしまして、家庭用太陽光発電設備設置事業といたしまして、家庭用太陽光発電設備設置事業

及及及及びびびび次次次次の奈の奈の奈の奈良良良良のののの節節節節電電電電スタイスタイスタイスタイル推進事業につきまして、ル推進事業につきまして、ル推進事業につきまして、ル推進事業につきまして、再掲再掲再掲再掲としてとしてとしてとして記載記載記載記載をさせていただいてをさせていただいてをさせていただいてをさせていただいて

おります。おります。おります。おります。

１１４ページ１１４ページ１１４ページ１１４ページ、、、、（３）（３）（３）（３）循循循循環環環環型型型型社社社社会の会の会の会の構築構築構築構築といたしまして、奈といたしまして、奈といたしまして、奈といたしまして、奈良良良良県産業県産業県産業県産業廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物減量減量減量減量化化化化等等等等推推推推

進進進進基基基基金金金金積立積立積立積立金として、産業金として、産業金として、産業金として、産業廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物税税税税を施を施を施を施策策策策のののの財源財源財源財源とするたとするたとするたとするためめめめ、、、、基基基基金に金に金に金に積み立積み立積み立積み立てを行います。てを行います。てを行います。てを行います。

ここここの産業の産業の産業の産業廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物税税税税をををを財源財源財源財源とする事業といたしまして、まずとする事業といたしまして、まずとする事業といたしまして、まずとする事業といたしまして、まず排排排排出出出出抑抑抑抑制、制、制、制、減量減量減量減量化の推進では、化の推進では、化の推進では、化の推進では、

県県県県内内内内事業事業事業事業所所所所等等等等が行う産業が行う産業が行う産業が行う産業廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物のののの排排排排出出出出抑抑抑抑制、制、制、制、リサイクリサイクリサイクリサイクルルルル等等等等のののの研究研究研究研究開発開発開発開発やややや設備設備設備設備導導導導入入入入支援な支援な支援な支援などどどど、、、、

記載記載記載記載の事業にの事業にの事業にの事業に取取取取りりりり組み組み組み組みをいたします。をいたします。をいたします。をいたします。

次次次次のののの適適適適正化正化正化正化処理処理処理処理の推進（の推進（の推進（の推進（監視監視監視監視体体体体制制制制強強強強化）といたしまして、産業化）といたしまして、産業化）といたしまして、産業化）といたしまして、産業廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物のののの適適適適正正正正処理処理処理処理、、、、不法不法不法不法

投棄投棄投棄投棄等等等等のののの防止防止防止防止対対対対策等策等策等策等をををを図図図図るたるたるたるためめめめ、産業、産業、産業、産業廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物適適適適正正正正処理処理処理処理促促促促進事業な進事業な進事業な進事業などどどど、、、、記載記載記載記載の事業にの事業にの事業にの事業に取取取取りりりり組組組組

みみみみます。ます。ます。ます。

１１５ページ、１１５ページ、１１５ページ、１１５ページ、循循循循環環環環型型型型社社社社会の推進といたしまして、新規事業、奈会の推進といたしまして、新規事業、奈会の推進といたしまして、新規事業、奈会の推進といたしまして、新規事業、奈良良良良モデモデモデモデル・ル・ル・ル・プロプロプロプロジジジジェクェクェクェク

トトトト推進事業でご推進事業でご推進事業でご推進事業でござざざざいます。います。います。います。廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物処理処理処理処理に係る広域に係る広域に係る広域に係る広域及及及及びびびび効果効果効果効果、、、、効率効率効率効率的的的的な観な観な観な観点点点点から、また、県から、また、県から、また、県から、また、県

市町市町市町市町村村村村ササササミミミミットットットットの奈の奈の奈の奈良良良良モデモデモデモデルルルル検討検討検討検討会で会で会で会で安安安安定定定定的的的的な一般な一般な一般な一般廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物処理処理処理処理のののの継継継継続を続を続を続をテテテテーーーーママママにににに検討検討検討検討してしてしてして

きた成きた成きた成きた成果果果果をををを継承継承継承継承して、ごして、ごして、ごして、ごみみみみ処理処理処理処理の広域化なの広域化なの広域化なの広域化などどどど、、、、記載記載記載記載の事業にの事業にの事業にの事業に取取取取りりりり組み組み組み組みます。ます。ます。ます。

続きまして、３の続きまして、３の続きまして、３の続きまして、３の自然自然自然自然環境の環境の環境の環境の保全保全保全保全と活用といたしまして、新規事業、奈と活用といたしまして、新規事業、奈と活用といたしまして、新規事業、奈と活用といたしまして、新規事業、奈良良良良県県県県レッドレッドレッドレッドデデデデーーーー

タブック改タブック改タブック改タブック改訂訂訂訂及及及及びびびび外外外外来種来種来種来種リストリストリストリスト作作作作成事業では、本県に成事業では、本県に成事業では、本県に成事業では、本県に生育生育生育生育、、、、生生生生息息息息する野する野する野する野生動物生動物生動物生動物のののの現況現況現況現況をををを調調調調

査し、査し、査し、査し、貴重貴重貴重貴重なななな種種種種をををを選選選選定し、定し、定し、定し、評価評価評価評価するするするするこここことにより、地域のとにより、地域のとにより、地域のとにより、地域の自然自然自然自然特性を明らかにし、県民の特性を明らかにし、県民の特性を明らかにし、県民の特性を明らかにし、県民の自自自自

然保護意識然保護意識然保護意識然保護意識のののの醸醸醸醸成を成を成を成を図図図図るたるたるたるためめめめにににに策策策策定されました奈定されました奈定されました奈定されました奈良良良良県県県県レッドレッドレッドレッドデデデデーーーータブックタブックタブックタブックのののの改改改改訂訂訂訂及及及及びびびび生生生生態態態態

系系系系等等等等に大きな影に大きな影に大きな影に大きな影響響響響をををを及及及及ぼぼぼぼすすすす外外外外来種来種来種来種リストリストリストリストのののの策策策策定を行う定を行う定を行う定を行うもももものでごのでごのでごのでござざざざいます。います。います。います。

１１１１１１１１９９９９ページ、くらしのページ、くらしのページ、くらしのページ、くらしの向向向向上、くらし上、くらし上、くらし上、くらしややややすいまちすいまちすいまちすいまちづづづづくりの２、くりの２、くりの２、くりの２、人人人人権権権権をををを尊重尊重尊重尊重したしたしたした社社社社会会会会づづづづくくくく

りでごりでごりでごりでござざざざいます。多様な手います。多様な手います。多様な手います。多様な手法法法法、、、、主体主体主体主体によるによるによるによる人人人人権権権権啓啓啓啓発の推進を発の推進を発の推進を発の推進を図図図図るたるたるたるためめめめ、、、、参参参参加者が加者が加者が加者が楽楽楽楽ししししみみみみなななな

がらさまがらさまがらさまがらさまざざざざまなまなまなまな人人人人権権権権にににに身身身身近近近近にににに触触触触れ、れ、れ、れ、感じ感じ感じ感じ、、、、学学学学んでいただくなら・んでいただくなら・んでいただくなら・んでいただくなら・ヒヒヒヒュュュューーーーマンフェスティバマンフェスティバマンフェスティバマンフェスティバ
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ル開ル開ル開ル開催催催催事業事業事業事業やややや、県民す、県民す、県民す、県民すべべべべてがてがてがてが人人人人権問題権問題権問題権問題に関心をに関心をに関心をに関心を持持持持ち、ち、ち、ち、人人人人権権権権意識意識意識意識の高の高の高の高揚揚揚揚をををを図図図図るたるたるたるためめめめのののの差差差差別を別を別を別を

なくすなくすなくすなくす強強強強調調調調月月月月間間間間事業な事業な事業な事業などどどどをををを国国国国、、、、市町市町市町市町村、関係村、関係村、関係村、関係機機機機関と連関と連関と連関と連携携携携しながら実施をいたします。しながら実施をいたします。しながら実施をいたします。しながら実施をいたします。

紀伊半島紀伊半島紀伊半島紀伊半島大大大大水水水水害害害害からのからのからのからの復旧復旧復旧復旧・・・・復復復復興の地域の興の地域の興の地域の興の地域の再再再再生生生生・・・・再再再再興における興における興における興における当当当当部局の平成２５年度の部局の平成２５年度の部局の平成２５年度の部局の平成２５年度の

取取取取りりりり組み組み組み組みにつきまして、１３０ページにつきまして、１３０ページにつきまして、１３０ページにつきまして、１３０ページ、、、、（３）観光振興、（３）観光振興、（３）観光振興、（３）観光振興、世界世界世界世界遺遺遺遺産産産産等等等等の活用といたしましの活用といたしましの活用といたしましの活用といたしまし

て、て、て、て、スポスポスポスポーーーーツツツツの振興でご説明をいたしました新規事業、の振興でご説明をいたしました新規事業、の振興でご説明をいたしました新規事業、の振興でご説明をいたしました新規事業、アウトドアスポアウトドアスポアウトドアスポアウトドアスポーーーーツ体験ツ体験ツ体験ツ体験事業事業事業事業等等等等、、、、

記載記載記載記載の３事業について、の３事業について、の３事業について、の３事業について、再掲再掲再掲再掲としてとしてとしてとして掲掲掲掲載載載載をさせていただいております。をさせていただいております。をさせていただいております。をさせていただいております。

１３１ページ１３１ページ１３１ページ１３１ページ、、、、（３）（３）（３）（３）協働協働協働協働の推進の奈の推進の奈の推進の奈の推進の奈良良良良県地域県地域県地域県地域貢献貢献貢献貢献活活活活動動動動助成事業といたしまして、平成助成事業といたしまして、平成助成事業といたしまして、平成助成事業といたしまして、平成

２４年度に引き続き、２４年度に引き続き、２４年度に引き続き、２４年度に引き続き、紀伊半島紀伊半島紀伊半島紀伊半島大大大大水水水水害害害害のののの被災被災被災被災地地地地復復復復興のた興のた興のた興のためめめめに活に活に活に活動動動動するするするするＮＰＯ等ＮＰＯ等ＮＰＯ等ＮＰＯ等に対する補に対する補に対する補に対する補

助を実施してまいります。助を実施してまいります。助を実施してまいります。助を実施してまいります。

１５４ページ、１５４ページ、１５４ページ、１５４ページ、協働協働協働協働の推進の２、地域の推進の２、地域の推進の２、地域の推進の２、地域課課課課題題題題のののの解決解決解決解決にににに取取取取りりりり組む団体組む団体組む団体組む団体の支援でごの支援でごの支援でごの支援でござざざざいます。います。います。います。

認認認認定定定定ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ法法法法人人人人認認認認定事業につきまして、定事業につきまして、定事業につきまして、定事業につきまして、認認認認定定定定ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ法法法法人人人人制度に加え、制度に加え、制度に加え、制度に加え、後後後後ほほほほど条ど条ど条ど条例案でご説例案でご説例案でご説例案でご説

明をさせていただきます奈明をさせていただきます奈明をさせていただきます奈明をさせていただきます奈良良良良県県県県指指指指定特定定特定定特定定特定非営非営非営非営利活利活利活利活動動動動法法法法人人人人のののの指指指指定の手続に関する定の手続に関する定の手続に関する定の手続に関する条条条条例の制定例の制定例の制定例の制定

にににに伴伴伴伴い、制度のい、制度のい、制度のい、制度の趣旨趣旨趣旨趣旨やややや具具具具体的体的体的体的な手続な手続な手続な手続等等等等につきまして、説明会につきまして、説明会につきまして、説明会につきまして、説明会や相談や相談や相談や相談会な会な会な会などどどどを実施するを実施するを実施するを実施するもももものののの

でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

最最最最後後後後に、平成２４年度補正予算案のに、平成２４年度補正予算案のに、平成２４年度補正予算案のに、平成２４年度補正予算案の繰繰繰繰越明越明越明越明許許許許費についてでご費についてでご費についてでご費についてでござざざざいます。金います。金います。金います。金額欄額欄額欄額欄に２月補に２月補に２月補に２月補

正正正正分分分分とととと記載記載記載記載ののののああああるるるるもももものにつきましては、のにつきましては、のにつきましては、のにつきましては、国国国国補正予算を受けた事業でご補正予算を受けた事業でご補正予算を受けた事業でご補正予算を受けた事業でござざざざいまして、いまして、いまして、いまして、消消消消費者費者費者費者

行行行行政政政政活性化活性化活性化活性化基基基基金金金金積立積立積立積立金を金を金を金を除除除除き、平成２４年、２５年度にき、平成２４年、２５年度にき、平成２４年、２５年度にき、平成２４年、２５年度に繰繰繰繰り越しを行うたり越しを行うたり越しを行うたり越しを行うためめめめ、、、、繰繰繰繰越明越明越明越明許許許許費費費費

につきましてにつきましてにつきましてにつきましてもももも、、、、あわあわあわあわせてお願いをするせてお願いをするせてお願いをするせてお願いをするもももものでごのでごのでごのでござざざざいます。います。います。います。

以以以以上が平成２５年度上が平成２５年度上が平成２５年度上が平成２５年度当当当当初予算初予算初予算初予算及及及及び平成２４年度補正予算に係りますくらし創造部、景び平成２４年度補正予算に係りますくらし創造部、景び平成２４年度補正予算に係りますくらし創造部、景び平成２４年度補正予算に係りますくらし創造部、景

観・環境局の観・環境局の観・環境局の観・環境局の主主主主要事業の概要でご要事業の概要でご要事業の概要でご要事業の概要でござざざざいます。います。います。います。

続きまして、２月県議会提出予定続きまして、２月県議会提出予定続きまして、２月県議会提出予定続きまして、２月県議会提出予定条条条条例のうち、くらし創造部、景観・環境局に関係する例のうち、くらし創造部、景観・環境局に関係する例のうち、くらし創造部、景観・環境局に関係する例のうち、くらし創造部、景観・環境局に関係する

もももものにつきましてご説明をさせていただきます。のにつきましてご説明をさせていただきます。のにつきましてご説明をさせていただきます。のにつきましてご説明をさせていただきます。

「平成２５年２月県議会提出「平成２５年２月県議会提出「平成２５年２月県議会提出「平成２５年２月県議会提出条条条条例」の８ページ、まず最初に、奈例」の８ページ、まず最初に、奈例」の８ページ、まず最初に、奈例」の８ページ、まず最初に、奈良良良良県県県県附属附属附属附属機機機機関に関する関に関する関に関する関に関する

条条条条例の一部を例の一部を例の一部を例の一部を改改改改正する正する正する正する条条条条例のうち、例のうち、例のうち、例のうち、当当当当部局に関係する部局に関係する部局に関係する部局に関係するもももものといたしまして、要のといたしまして、要のといたしまして、要のといたしまして、要旨旨旨旨の３、奈の３、奈の３、奈の３、奈

良良良良県県県県保健保健保健保健環境環境環境環境研究センタ研究センタ研究センタ研究センターーーー調調調調査査査査研究研究研究研究評価評価評価評価委員会の名委員会の名委員会の名委員会の名称等称等称等称等の変の変の変の変更更更更でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。ここここれは総れは総れは総れは総合合合合

的的的的な環境行な環境行な環境行な環境行政政政政の推進をの推進をの推進をの推進を図図図図るたるたるたるためめめめ、、、、現在現在現在現在、奈、奈、奈、奈良良良良県県県県保健保健保健保健環境環境環境環境研究センタ研究センタ研究センタ研究センターでーでーでーで所掌所掌所掌所掌しておりますしておりますしておりますしております

大大大大気や気や気や気や水質水質水質水質ななななどどどど環境部環境部環境部環境部門門門門のののの試試試試験験験験調調調調査査査査研究研究研究研究業務の一部を奈業務の一部を奈業務の一部を奈業務の一部を奈良良良良県景観・環境県景観・環境県景観・環境県景観・環境保全センタ保全センタ保全センタ保全センターにーにーにーに移移移移

管管管管するととするととするととするととももももに、それに、それに、それに、それぞぞぞぞれの名れの名れの名れの名称称称称を奈を奈を奈を奈良良良良県県県県保健研究センタ保健研究センタ保健研究センタ保健研究センター、奈ー、奈ー、奈ー、奈良良良良県景観・環境総県景観・環境総県景観・環境総県景観・環境総合セン合セン合セン合セン

タタタターに変ーに変ーに変ーに変更更更更するするするする組織改組織改組織改組織改正を４月に行う正を４月に行う正を４月に行う正を４月に行うここここととしております。ととしております。ととしております。ととしております。ここここの業務の業務の業務の業務移管移管移管移管にににに伴伴伴伴いまして、いまして、いまして、いまして、

現在現在現在現在、、、、保健保健保健保健環境環境環境環境研究センタ研究センタ研究センタ研究センターにおけるーにおけるーにおけるーにおける調調調調査査査査研究研究研究研究業務業務業務業務等等等等に対する第に対する第に対する第に対する第三三三三者者者者評価評価評価評価を行うたを行うたを行うたを行うためめめめ、県、県、県、県
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のののの附属附属附属附属機機機機関として設けられております奈関として設けられております奈関として設けられております奈関として設けられております奈良良良良県県県県保健保健保健保健環境環境環境環境研究センタ研究センタ研究センタ研究センターーーー調調調調査査査査研究研究研究研究評価評価評価評価委員会の委員会の委員会の委員会の

審査対審査対審査対審査対象象象象に景観・環境総に景観・環境総に景観・環境総に景観・環境総合センタ合センタ合センタ合センターにーにーにーに移管移管移管移管されるされるされるされる調調調調査査査査研究も研究も研究も研究も含含含含めめめめるたるたるたるためめめめ、、、、所所所所要の要の要の要の改改改改正を行正を行正を行正を行

ううううもももものでごのでごのでごのでござざざざいます。施行います。施行います。施行います。施行期期期期日につきましては、日につきましては、日につきましては、日につきましては、組織改組織改組織改組織改正に正に正に正にあわあわあわあわせまして平成２５年４月せまして平成２５年４月せまして平成２５年４月せまして平成２５年４月

１日を予定しております。１日を予定しております。１日を予定しております。１日を予定しております。

続きまして、４２ページ、奈続きまして、４２ページ、奈続きまして、４２ページ、奈続きまして、４２ページ、奈良良良良県県県県保健保健保健保健環境環境環境環境研究センタ研究センタ研究センタ研究センター手数料ー手数料ー手数料ー手数料条条条条例例例例等等等等の一部をの一部をの一部をの一部を改改改改正する正する正する正する

条条条条例についてでご例についてでご例についてでご例についてでござざざざいます。います。います。います。ここここれはれはれはれは使使使使用料用料用料用料及及及及び手数料をび手数料をび手数料をび手数料を見直見直見直見直し、そのし、そのし、そのし、その額額額額のののの改改改改定定定定等等等等を行うたを行うたを行うたを行うた

めめめめ、、、、所所所所要の要の要の要の改改改改正をしようとする正をしようとする正をしようとする正をしようとするももももので、ので、ので、ので、当当当当部局に関係する部局に関係する部局に関係する部局に関係するもももものといたしましては、要のといたしましては、要のといたしましては、要のといたしましては、要旨旨旨旨のののの

１の（３）の１の（３）の１の（３）の１の（３）の橿橿橿橿原原原原公苑公苑公苑公苑本本本本館館館館のののの改修改修改修改修にににに伴伴伴伴うううう更衣更衣更衣更衣室の室の室の室の使使使使用料の用料の用料の用料の追追追追加加加加等等等等に関し、に関し、に関し、に関し、橿橿橿橿原原原原公苑使公苑使公苑使公苑使用用用用条条条条

例の一部例の一部例の一部例の一部改改改改正を行う正を行う正を行う正を行うもももものでごのでごのでごのでござざざざいます。います。います。います。具具具具体的体的体的体的には、４月にには、４月にには、４月にには、４月にリニリニリニリニュュュューーーーアアアアルルルルオオオオーーーープンプンプンプンするするするする橿橿橿橿

原原原原公苑公苑公苑公苑本本本本館館館館に新設をいたしますジに新設をいたしますジに新設をいたしますジに新設をいたしますジョョョョギギギギングングングング＆＆＆＆サイクリングステサイクリングステサイクリングステサイクリングステーーーーショショショションンンンのののの更衣更衣更衣更衣室の室の室の室の使使使使用料用料用料用料

をををを追追追追加し、また、加し、また、加し、また、加し、また、改修改修改修改修を行った会議室について、を行った会議室について、を行った会議室について、を行った会議室について、使使使使用料の用料の用料の用料の額額額額のののの改改改改定を行う定を行う定を行う定を行うもももものでごのでごのでごのでござざざざいまいまいまいま

す。施行す。施行す。施行す。施行期期期期日につきましては、平成２５年４月１日を予定しております。日につきましては、平成２５年４月１日を予定しております。日につきましては、平成２５年４月１日を予定しております。日につきましては、平成２５年４月１日を予定しております。

７０ページ、奈７０ページ、奈７０ページ、奈７０ページ、奈良良良良県県県県保健保健保健保健環境環境環境環境研究センタ研究センタ研究センタ研究センター手数料ー手数料ー手数料ー手数料条条条条例の一部を例の一部を例の一部を例の一部を改改改改正する正する正する正する条条条条例でご例でご例でご例でござざざざいまいまいまいま

す。す。す。す。ここここれはれはれはれは先先先先ほほほほどどどど説明申し上げました説明申し上げました説明申し上げました説明申し上げました保健保健保健保健環境環境環境環境研究センタ研究センタ研究センタ研究センターから景観・環境総ーから景観・環境総ーから景観・環境総ーから景観・環境総合保全セン合保全セン合保全セン合保全セン

タタタターーーーへへへへの環境部の環境部の環境部の環境部門門門門の業務の業務の業務の業務移管移管移管移管にににに伴伴伴伴いまして、いまして、いまして、いまして、現在現在現在現在、奈、奈、奈、奈良良良良県県県県保健保健保健保健環境環境環境環境研究センタ研究センタ研究センタ研究センターにおいてーにおいてーにおいてーにおいて

徴収徴収徴収徴収しておりますしておりますしておりますしております試試試試験及験及験及験及びびびび検検検検査に係る手数料を奈査に係る手数料を奈査に係る手数料を奈査に係る手数料を奈良良良良県景観・環境総県景観・環境総県景観・環境総県景観・環境総合センタ合センタ合センタ合センターでーでーでーでもももも徴収徴収徴収徴収でででで

きるよう、きるよう、きるよう、きるよう、所所所所要の要の要の要の改改改改正を行う正を行う正を行う正を行うもももものでごのでごのでごのでござざざざいます。施行います。施行います。施行います。施行期期期期日につきましては、日につきましては、日につきましては、日につきましては、先先先先ほほほほどどどどとととと同同同同じじじじ

ように、ように、ように、ように、組織改組織改組織改組織改正に正に正に正にあわあわあわあわせまして平成２５年４月１日を予定しております。せまして平成２５年４月１日を予定しております。せまして平成２５年４月１日を予定しております。せまして平成２５年４月１日を予定しております。

１２８ページ、奈１２８ページ、奈１２８ページ、奈１２８ページ、奈良良良良県県県県消消消消費者行費者行費者行費者行政政政政活性化活性化活性化活性化基基基基金金金金条条条条例の一部を例の一部を例の一部を例の一部を改改改改正する正する正する正する条条条条例でご例でご例でご例でござざざざいます。います。います。います。

奈奈奈奈良良良良県県県県消消消消費者行費者行費者行費者行政政政政活性化活性化活性化活性化基基基基金を活用して、平成２１年度から平成２４年度まで、金を活用して、平成２１年度から平成２４年度まで、金を活用して、平成２１年度から平成２４年度まで、金を活用して、平成２１年度から平成２４年度まで、消消消消費者行費者行費者行費者行

政政政政のののの集集集集中中中中育育育育成成成成強強強強化月化月化月化月間間間間として県として県として県として県及及及及びびびび市町市町市町市町村においてさま村においてさま村においてさま村においてさまざざざざまなまなまなまな消消消消費者行費者行費者行費者行政政政政の活性化にの活性化にの活性化にの活性化に取取取取りりりり

組組組組んでまいりましたが、んでまいりましたが、んでまいりましたが、んでまいりましたが、ここここのたび、平成２４年度のたび、平成２４年度のたび、平成２４年度のたび、平成２４年度国国国国補正予算により地補正予算により地補正予算により地補正予算により地方消方消方消方消費者行費者行費者行費者行政政政政活性化活性化活性化活性化

交交交交付付付付金が計上され、金が計上され、金が計上され、金が計上され、ここここれにれにれにれに伴伴伴伴い、活性化事業の実施い、活性化事業の実施い、活性化事業の実施い、活性化事業の実施期間期間期間期間を平成２５年度までを平成２５年度までを平成２５年度までを平成２５年度まで延延延延長される長される長される長されるここここ

とになりましたので、とになりましたので、とになりましたので、とになりましたので、当該当該当該当該条条条条例の例の例の例の有効有効有効有効期期期期限限限限を１年を１年を１年を１年間延間延間延間延長するた長するた長するた長するためめめめ、、、、所所所所要の要の要の要の改改改改正を行う正を行う正を行う正を行うもももものののの

でごでごでごでござざざざいます。施行います。施行います。施行います。施行期期期期日につきましては、日につきましては、日につきましては、日につきましては、公布公布公布公布の日から施行する予定でごの日から施行する予定でごの日から施行する予定でごの日から施行する予定でござざざざいます。います。います。います。

１５３ページ、奈１５３ページ、奈１５３ページ、奈１５３ページ、奈良良良良県県県県指指指指定特定定特定定特定定特定非営非営非営非営利活利活利活利活動動動動法法法法人人人人のののの指指指指定の手続定の手続定の手続定の手続等等等等に関するに関するに関するに関する条条条条例でご例でご例でご例でござざざざいまいまいまいま

す。平成２３年６月の特定す。平成２３年６月の特定す。平成２３年６月の特定す。平成２３年６月の特定非営非営非営非営利活利活利活利活動促動促動促動促進進進進法法法法のののの改改改改正によりまして、県が正によりまして、県が正によりまして、県が正によりまして、県が指指指指定特定定特定定特定定特定非営非営非営非営利活利活利活利活

動動動動法法法法人人人人をををを条条条条例で定例で定例で定例で定めめめめたたたた場合場合場合場合、特定、特定、特定、特定非営非営非営非営利活利活利活利活動促動促動促動促進進進進法法法法にににに指指指指定する定する定する定する認認認認定定定定ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ法法法法人人人人になるたになるたになるたになるためめめめ

の要件の一つをの要件の一つをの要件の一つをの要件の一つを満満満満たすたすたすたすこここことになり、とになり、とになり、とになり、認認認認定を受け定を受け定を受け定を受けややややすくなりました。また、すくなりました。また、すくなりました。また、すくなりました。また、同同同同年年年年同同同同月の地月の地月の地月の地方方方方

税法税法税法税法のののの改改改改正によりまして、正によりまして、正によりまして、正によりまして、指指指指定特定定特定定特定定特定非営非営非営非営利活利活利活利活動動動動法法法法人人人人にににに寄附寄附寄附寄附をした者は、をした者は、をした者は、をした者は、寄附寄附寄附寄附金に係る金に係る金に係る金に係る個個個個人人人人
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県民県民県民県民税税税税のののの税額控除税額控除税額控除税額控除が受けられるが受けられるが受けられるが受けられるここここととなりました。ととなりました。ととなりました。ととなりました。ここここのののの指指指指定特定定特定定特定定特定非営非営非営非営利活利活利活利活動動動動法法法法人人人人の制度をの制度をの制度をの制度を

活用する活用する活用する活用するこここことで県とで県とで県とで県内内内内ののののＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ法法法法人人人人に対するに対するに対するに対する寄附寄附寄附寄附のののの促促促促進を進を進を進を図図図図るたるたるたるためめめめ、、、、指指指指定特定定特定定特定定特定非営非営非営非営利活利活利活利活動動動動法法法法

人人人人をををを指指指指定するた定するた定するた定するためめめめの手続を定の手続を定の手続を定の手続を定めめめめるるるる条条条条例を制定する例を制定する例を制定する例を制定するもももものでごのでごのでごのでござざざざいます。施行います。施行います。施行います。施行期期期期日につきまし日につきまし日につきまし日につきまし

ては、ては、ては、ては、公布公布公布公布の日から施行する予定でごの日から施行する予定でごの日から施行する予定でごの日から施行する予定でござざざざいます。います。います。います。

以以以以上がくらし創造部、景観・環境局に関係いたします議案上がくらし創造部、景観・環境局に関係いたします議案上がくらし創造部、景観・環境局に関係いたします議案上がくらし創造部、景観・環境局に関係いたします議案等等等等についてのご説明でごについてのご説明でごについてのご説明でごについてのご説明でござざざざいいいい

ます。よろしくご審議のほます。よろしくご審議のほます。よろしくご審議のほます。よろしくご審議のほどどどどお願い申し上げます。お願い申し上げます。お願い申し上げます。お願い申し上げます。あああありがとうごりがとうごりがとうごりがとうござざざざいました。いました。いました。いました。

○浪越産業・雇用振興部長○浪越産業・雇用振興部長○浪越産業・雇用振興部長○浪越産業・雇用振興部長 続きまして、産業・雇用振興部続きまして、産業・雇用振興部続きまして、産業・雇用振興部続きまして、産業・雇用振興部所管分所管分所管分所管分についてのご説明を申についてのご説明を申についてのご説明を申についてのご説明を申

し上げます。し上げます。し上げます。し上げます。

先先先先ほほほほどどどどの「平成２５年度一般会計特別会計予算案の概要、平成２４年度一般会計特別会の「平成２５年度一般会計特別会計予算案の概要、平成２４年度一般会計特別会の「平成２５年度一般会計特別会計予算案の概要、平成２４年度一般会計特別会の「平成２５年度一般会計特別会計予算案の概要、平成２４年度一般会計特別会

計２月補正予算案の概要」より、計２月補正予算案の概要」より、計２月補正予算案の概要」より、計２月補正予算案の概要」より、主主主主な事業についてご説明を申し上げます。な事業についてご説明を申し上げます。な事業についてご説明を申し上げます。な事業についてご説明を申し上げます。

まず最初に、１８ページ、経済活性化・地域産業の支援・創出でごまず最初に、１８ページ、経済活性化・地域産業の支援・創出でごまず最初に、１８ページ、経済活性化・地域産業の支援・創出でごまず最初に、１８ページ、経済活性化・地域産業の支援・創出でござざざざいます。１、います。１、います。１、います。１、意意意意欲欲欲欲

ああああるるるる企企企企業・業・業・業・起起起起業家業家業家業家へへへへのののの重重重重点点点点支援といたしまして支援といたしまして支援といたしまして支援といたしまして、、、、（１）の（１）の（１）の（１）の付付付付加加加加価値獲得価値獲得価値獲得価値獲得の支援でごの支援でごの支援でごの支援でござざざざいまいまいまいま

す。す。す。す。

高高高高付付付付加加加加価値獲得価値獲得価値獲得価値獲得支援補助事業では、支援補助事業では、支援補助事業では、支援補助事業では、市場市場市場市場ののののニニニニーーーーズズズズを踏まえたを踏まえたを踏まえたを踏まえた製品製品製品製品にににに結結結結びつく新びつく新びつく新びつく新技術技術技術技術の開の開の開の開

発発発発やマやマやマやマーーーーケットインケットインケットインケットインのののの製品製品製品製品づづづづくりなくりなくりなくりなどどどど、高、高、高、高付付付付加加加加価値価値価値価値化を化を化を化を目指目指目指目指す県す県す県す県内内内内企企企企業の新たな業の新たな業の新たな業の新たな取取取取りりりり組み組み組み組み

に対しましてご支援を申し上げます。に対しましてご支援を申し上げます。に対しましてご支援を申し上げます。に対しましてご支援を申し上げます。

次次次次の新規事業、の新規事業、の新規事業、の新規事業、ライフサポライフサポライフサポライフサポーーーートトトト・・・・プロダクトプロダクトプロダクトプロダクト支援事業では、中小支援事業では、中小支援事業では、中小支援事業では、中小企企企企業支援業支援業支援業支援センタセンタセンタセンターが行ーが行ーが行ーが行

うううう企企企企業業業業へへへへのののの健健健健康康康康医療医療医療医療、、、、生生生生活関連活関連活関連活関連へへへへのののの商品商品商品商品開発に開発に開発に開発に向向向向けたけたけたけた物づ物づ物づ物づくり支援くり支援くり支援くり支援やややや販路販路販路販路拡大に拡大に拡大に拡大に向向向向けたけたけたけたママママ

ッッッッチチチチングングングング支援に対して補助を行う支援に対して補助を行う支援に対して補助を行う支援に対して補助を行うもももものでごのでごのでごのでござざざざいます。３ついます。３ついます。３ついます。３つ目目目目の中小の中小の中小の中小企企企企業支援業支援業支援業支援センタセンタセンタセンター事業ー事業ー事業ー事業

では、新たに設置する奈では、新たに設置する奈では、新たに設置する奈では、新たに設置する奈良良良良県産業振興総県産業振興総県産業振興総県産業振興総合センタ合センタ合センタ合センターと連ーと連ーと連ーと連携携携携して、中小して、中小して、中小して、中小企企企企業者業者業者業者へへへへの支援をの支援をの支援をの支援を充充充充

実するた実するた実するた実するためめめめ、、、、窓口相談窓口相談窓口相談窓口相談業務業務業務業務やややや専専専専門門門門家の家の家の家の派遣派遣派遣派遣ななななどどどどを行うを行うを行うを行う企企企企業業業業間間間間連連連連携携携携支援支援支援支援ココココーーーーデデデディィィィネーネーネーネータタタターをーをーをーを

配配配配置いたします。置いたします。置いたします。置いたします。

１１１１９９９９ページの（２ページの（２ページの（２ページの（２））））、新産業の創出でご、新産業の創出でご、新産業の創出でご、新産業の創出でござざざざいますが、１ついますが、１ついますが、１ついますが、１つ目目目目の新規事業、の新規事業、の新規事業、の新規事業、ＬＬＬＬｉｉｉｉｖｖｖｖｉｎｉｎｉｎｉｎｇｇｇｇ

ＳＳＳＳｃｉｃｉｃｉｃｉｒｒｒｒｎｃｅｎｃｅｎｃｅｎｃｅ新産業創出事業では、新産業創出事業では、新産業創出事業では、新産業創出事業では、少子少子少子少子高高高高齢齢齢齢化における化における化における化における暮暮暮暮らしの中のらしの中のらしの中のらしの中の課課課課題題題題をををを解決解決解決解決する新する新する新する新

しい産業の創出にしい産業の創出にしい産業の創出にしい産業の創出に向向向向けたけたけたけた研究研究研究研究を推進いたします。を推進いたします。を推進いたします。を推進いたします。

次次次次の新規事業、の新規事業、の新規事業、の新規事業、漢漢漢漢方方方方推進推進推進推進プロプロプロプロジジジジェクトェクトェクトェクト事業では、奈事業では、奈事業では、奈事業では、奈良良良良県に県に県に県にゆゆゆゆかりのかりのかりのかりの深深深深いいいい漢漢漢漢方方方方についてについてについてについてププププ

ロロロロジジジジェクトェクトェクトェクトを進を進を進を進めめめめるにるにるにるに当当当当たり、たり、たり、たり、製薬製薬製薬製薬とととと生生生生薬薬薬薬生生生生産の推進として、産の推進として、産の推進として、産の推進として、薬草薬草薬草薬草栽栽栽栽培培培培者の者の者の者の人人人人材材材材育育育育成成成成やややや科科科科

学的学的学的学的評価評価評価評価にににに基づ基づ基づ基づくくくく栽栽栽栽培技術培技術培技術培技術のののの標準標準標準標準化から関連化から関連化から関連化から関連製品製品製品製品の開発、の開発、の開発、の開発、消消消消費者に費者に費者に費者に向向向向けたけたけたけた啓啓啓啓発活発活発活発活動動動動までをまでをまでをまでを

見見見見据据据据えて、総えて、総えて、総えて、総合的合的合的合的なななな研究研究研究研究を行います。を行います。を行います。を行います。

次次次次の新規事業、産業の新規事業、産業の新規事業、産業の新規事業、産業統統統統計計計計調調調調査査査査分析分析分析分析事業では、産業関連の事業では、産業関連の事業では、産業関連の事業では、産業関連の統統統統計を計を計を計を横断横断横断横断的的的的にににに分析分析分析分析し、し、し、し、テテテテーーーーママママ
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をををを絞絞絞絞った産業振興った産業振興った産業振興った産業振興策策策策をををを検討検討検討検討いたします。いたします。いたします。いたします。

（３）の（３）の（３）の（３）の国内外へ国内外へ国内外へ国内外へのののの販路販路販路販路開開開開拓拓拓拓支援といたしましては、１つ支援といたしましては、１つ支援といたしましては、１つ支援といたしましては、１つ目目目目の新規事業、奈の新規事業、奈の新規事業、奈の新規事業、奈良良良良のののの逸品売逸品売逸品売逸品売

りりりり込込込込みみみみ逆商逆商逆商逆商談談談談会開会開会開会開催催催催事業でご事業でご事業でご事業でござざざざいますが、県いますが、県いますが、県いますが、県内内内内企企企企業の業の業の業の自社自社自社自社商品商品商品商品ををををブラッブラッブラッブラッシュシュシュシュアップアップアップアップするたするたするたするた

めめめめののののセセセセミナミナミナミナーを行い、ーを行い、ーを行い、ーを行い、直直直直接商接商接商接商談談談談のののの機機機機会を会を会を会をふふふふややややすたすたすたすためめめめ、、、、百貨店百貨店百貨店百貨店バイバイバイバイヤヤヤヤーにーにーにーに自社自社自社自社製品製品製品製品をををを売売売売りりりり込込込込

むむむむ逆商逆商逆商逆商談談談談会を開会を開会を開会を開催催催催をいたします。をいたします。をいたします。をいたします。国内国内国内国内販路販路販路販路拡大支援事業、またその下の拡大支援事業、またその下の拡大支援事業、またその下の拡大支援事業、またその下の海海海海外外外外販路販路販路販路拡大支援拡大支援拡大支援拡大支援

事業では、事業では、事業では、事業では、昨昨昨昨年度に引き続きまして年度に引き続きまして年度に引き続きまして年度に引き続きまして販路販路販路販路開開開開拓拓拓拓拡大に拡大に拡大に拡大に向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組み組み組み組みを実施いたします。小を実施いたします。小を実施いたします。小を実施いたします。小

規規規規模零細模零細模零細模零細地地地地場場場場産業振興補助事業では、県産業振興補助事業では、県産業振興補助事業では、県産業振興補助事業では、県内内内内の小規の小規の小規の小規模零細模零細模零細模零細地地地地場場場場産業の振興、活性化を産業の振興、活性化を産業の振興、活性化を産業の振興、活性化を図図図図るたるたるたるた

めめめめ、、、、販路販路販路販路拡大拡大拡大拡大やややや新新新新商品商品商品商品開発事業に対して助成を行う開発事業に対して助成を行う開発事業に対して助成を行う開発事業に対して助成を行うもももものでごのでごのでごのでござざざざいます。います。います。います。

２０２０２０２０、、、、（４）（４）（４）（４）起起起起業の業の業の業の促促促促進でご進でご進でご進でござざざざいますが、奈いますが、奈いますが、奈いますが、奈良良良良起起起起業家創出業家創出業家創出業家創出促促促促進事業といたしまして、進事業といたしまして、進事業といたしまして、進事業といたしまして、起起起起

業業業業へへへへのののの機運機運機運機運醸醸醸醸成と成と成と成と起起起起業家発業家発業家発業家発掘掘掘掘のたのたのたのためめめめ、、、、ビビビビジネジネジネジネスプランスプランスプランスプランココココンテストンテストンテストンテストを実施するととを実施するととを実施するととを実施するととももももに、県に、県に、県に、県

内内内内でのでのでのでの起起起起業につながるよう支援を実施いたします。平成２５年度に新たに業につながるよう支援を実施いたします。平成２５年度に新たに業につながるよう支援を実施いたします。平成２５年度に新たに業につながるよう支援を実施いたします。平成２５年度に新たに店舗店舗店舗店舗づづづづくり部くり部くり部くり部門門門門

を設けまして、を設けまして、を設けまして、を設けまして、消消消消費を費を費を費を牽牽牽牽引する引する引する引する若若若若者者者者やややや女女女女性に性に性に性に指指指指示示示示されるされるされるされる店舗店舗店舗店舗づづづづくりをくりをくりをくりを後押後押後押後押ししたいと思っししたいと思っししたいと思っししたいと思っ

ております。ております。ております。ております。

２つ２つ２つ２つ目目目目の新規事業、の新規事業、の新規事業、の新規事業、起起起起業・創業支援業・創業支援業・創業支援業・創業支援体体体体制制制制整整整整備事業では、備事業では、備事業では、備事業では、起起起起業して業して業して業して間も間も間も間もない者ない者ない者ない者及及及及びびびび起起起起業を業を業を業を

目指目指目指目指す者を対す者を対す者を対す者を対象象象象に、県に、県に、県に、県内へ内へ内へ内への定の定の定の定着及着及着及着及び新たな雇用を創出するたび新たな雇用を創出するたび新たな雇用を創出するたび新たな雇用を創出するためめめめ、奈、奈、奈、奈良良良良県中小県中小県中小県中小企企企企業会業会業会業会館館館館内内内内

ににににビビビビジネジネジネジネスインスインスインスインキュキュキュキュベベベベーーーータタタタ施設を施設を施設を施設を整整整整備する備する備する備するもももものでごのでごのでごのでござざざざいます。います。います。います。

３つ３つ３つ３つ目目目目、、、、魅魅魅魅力あ力あ力あ力あるおるおるおるお店店店店づづづづくり推進事業では、新規開業くり推進事業では、新規開業くり推進事業では、新規開業くり推進事業では、新規開業希希希希望望望望者者者者等等等等を対を対を対を対象象象象に、に、に、に、セセセセミナミナミナミナーーーーやややや奈奈奈奈

良良良良商商商商業業業業デザデザデザデザインストリインストリインストリインストリーーーートトトトの開の開の開の開催催催催ななななどどどど、、、、イベントへイベントへイベントへイベントへの出の出の出の出店店店店機機機機会を提会を提会を提会を提供供供供しまして、しまして、しまして、しまして、商店街商店街商店街商店街のののの

活性化に活性化に活性化に活性化に欠欠欠欠かせないかせないかせないかせない魅魅魅魅力あ力あ力あ力あるるるる店舗店舗店舗店舗づづづづくりを支援いたします。くりを支援いたします。くりを支援いたします。くりを支援いたします。

２１ページ２１ページ２１ページ２１ページ、、、、（５）中小（５）中小（５）中小（５）中小企企企企業金業金業金業金融融融融対対対対策策策策、、、、アアアアの制度の制度の制度の制度融融融融資でご資でご資でご資でござざざざいます。県、奈います。県、奈います。県、奈います。県、奈良良良良県県県県信信信信用用用用保保保保

証証証証協協協協会、金会、金会、金会、金融融融融機機機機関の３者が連関の３者が連関の３者が連関の３者が連携携携携いたしまして、県が金いたしまして、県が金いたしまして、県が金いたしまして、県が金融融融融機機機機関関関関へへへへ利利利利子子子子補補補補給給給給、、、、信信信信用用用用保保保保証証証証協協協協会に会に会に会に

保保保保証証証証料補料補料補料補給給給給をするをするをするをするこここことで、中小とで、中小とで、中小とで、中小企企企企業者が経業者が経業者が経業者が経営営営営のののの近近近近代化、代化、代化、代化、合合合合理理理理化、化、化、化、安安安安定定定定強強強強化を化を化を化を図図図図るのにるのにるのにるのに必必必必要要要要

な資金のな資金のな資金のな資金の融融融融資を資を資を資を政策的政策的政策的政策的に受けに受けに受けに受けややややすくし、県すくし、県すくし、県すくし、県内内内内中小中小中小中小企企企企業の振興を業の振興を業の振興を業の振興を図図図図るたるたるたるためめめめ、２１ページから、２１ページから、２１ページから、２１ページから

２２ページに２２ページに２２ページに２２ページにわわわわたりましてたりましてたりましてたりまして記載記載記載記載のとおりの制度のとおりの制度のとおりの制度のとおりの制度融融融融資を実施する資を実施する資を実施する資を実施するもももものでごのでごのでごのでござざざざいます。います。います。います。

２２ページの計の２２ページの計の２２ページの計の２２ページの計の欄欄欄欄でごでごでごでござざざざいますが、県いますが、県いますが、県いますが、県内内内内中小中小中小中小企企企企業の資金業の資金業の資金業の資金動向動向動向動向をををを考慮考慮考慮考慮して、して、して、して、増額増額増額増額６００６００６００６００

億億億億円の円の円の円の融融融融資総資総資総資総額額額額をををを確保確保確保確保しております。しております。しております。しております。

新資金の創設でご新資金の創設でご新資金の創設でご新資金の創設でござざざざいますが、２１ページ、新規事業、いますが、２１ページ、新規事業、いますが、２１ページ、新規事業、いますが、２１ページ、新規事業、安安安安心心心心サポサポサポサポーーーートトトト資金では、金資金では、金資金では、金資金では、金融融融融機機機機

関関関関及及及及びびびび認認認認定経定経定経定経営革営革営革営革新新新新等等等等、支援、支援、支援、支援機機機機関の支援を受けて、関の支援を受けて、関の支援を受けて、関の支援を受けて、みみみみずから事業計ずから事業計ずから事業計ずから事業計画画画画をををを策策策策定、実行定、実行定、実行定、実行及及及及び進び進び進び進

捗捗捗捗のののの報報報報告告告告を行うを行うを行うを行うこここことにより、経とにより、経とにより、経とにより、経営営営営力力力力のののの強強強強化を化を化を化を図図図図る中小る中小る中小る中小企企企企業者を支援する業者を支援する業者を支援する業者を支援するもももものでごのでごのでごのでござざざざいます。います。います。います。

また、２２ページの新規事業、また、２２ページの新規事業、また、２２ページの新規事業、また、２２ページの新規事業、チャチャチャチャレンレンレンレンジジジジ応応応応援資金では、事業拡大援資金では、事業拡大援資金では、事業拡大援資金では、事業拡大やややや他他他他事業事業事業事業へへへへの進出、の進出、の進出、の進出、
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異異異異業業業業種種種種へへへへのののの転換転換転換転換やややや多多多多角角角角化化化化等等等等、、、、みみみみずからずからずからずから革革革革新を新を新を新を図図図図る中小る中小る中小る中小企企企企業者を対業者を対業者を対業者を対象象象象に支援を行うに支援を行うに支援を行うに支援を行うもももものでごのでごのでごのでご

ざざざざいます。います。います。います。

そのそのそのその他他他他のののの主主主主なななな改改改改正正正正点点点点でごでごでごでござざざざいますが、金いますが、金いますが、金いますが、金融融融融円円円円滑滑滑滑化化化化法法法法のののの終了終了終了終了をををを見見見見据据据据えまして、えまして、えまして、えまして、意意意意欲欲欲欲ああああるるるる企企企企

業活業活業活業活動動動動の推進に対の推進に対の推進に対の推進に対応応応応するたするたするたするためめめめ、２１ページの地域産業振興資金、それから経済変、２１ページの地域産業振興資金、それから経済変、２１ページの地域産業振興資金、それから経済変、２１ページの地域産業振興資金、それから経済変動動動動対対対対策策策策資資資資

金、金、金、金、セセセセーーーーフティフティフティフティーネーネーネーネットットットット対対対対策策策策資金、２２ページの創業支援資金の資金、２２ページの創業支援資金の資金、２２ページの創業支援資金の資金、２２ページの創業支援資金の貸付貸付貸付貸付金利を金利を金利を金利を軽軽軽軽減減減減いたしまいたしまいたしまいたしま

す。さらに、す。さらに、す。さらに、す。さらに、再再再再生生生生支援資金では、支援資金では、支援資金では、支援資金では、融融融融資対資対資対資対象象象象拡拡拡拡充充充充、、、、融融融融資資資資限限限限度度度度額額額額及及及及びびびび貸付貸付貸付貸付金利を金利を金利を金利を改改改改善善善善いたしまいたしまいたしまいたしま

して、経して、経して、経して、経営困難営困難営困難営困難な中小な中小な中小な中小企企企企業の業の業の業の再再再再生生生生をををを促促促促進いたします。さらに、創業支援資金、それからお進いたします。さらに、創業支援資金、それからお進いたします。さらに、創業支援資金、それからお進いたします。さらに、創業支援資金、それからお

ももももてなし産業てなし産業てなし産業てなし産業強強強強化資金、奈化資金、奈化資金、奈化資金、奈良良良良のののの魅魅魅魅力あ力あ力あ力あるるるるレストランレストランレストランレストラン創業支援資金創業支援資金創業支援資金創業支援資金及及及及び奈び奈び奈び奈良良良良のののの宿宿宿宿創業資金で創業資金で創業資金で創業資金で

は、は、は、は、離離離離職者、高職者、高職者、高職者、高齢齢齢齢者者者者及及及及び県実施のび県実施のび県実施のび県実施のビビビビジネジネジネジネスプランスプランスプランスプランココココンテスト入ンテスト入ンテスト入ンテスト入賞賞賞賞者の者の者の者の起起起起業を支援するた業を支援するた業を支援するた業を支援するためめめめ、、、、

信信信信用用用用保保保保証証証証協協協協会の会の会の会の保保保保証証証証料を料を料を料を全全全全額額額額補助をいたします。その補助をいたします。その補助をいたします。その補助をいたします。その他他他他、、、、所所所所定金利を定金利を定金利を定金利を導導導導入入入入しておりますのしておりますのしておりますのしておりますの

がががが企企企企業業業業立立立立地地地地促促促促進資金、新エネルギー進資金、新エネルギー進資金、新エネルギー進資金、新エネルギー等等等等対対対対策策策策資金について資金について資金について資金について保保保保証証証証料の補料の補料の補料の補給給給給の実施、拡大をいたの実施、拡大をいたの実施、拡大をいたの実施、拡大をいた

しております。しております。しております。しております。

２３ページ、２の２３ページ、２の２３ページ、２の２３ページ、２の企企企企業業業業誘致誘致誘致誘致のののの促促促促進進進進、、、、（１）の（１）の（１）の（１）の誘致誘致誘致誘致活活活活動動動動のののの強強強強化といたしまして、まず、化といたしまして、まず、化といたしまして、まず、化といたしまして、まず、企企企企

業業業業立立立立地地地地促促促促進補助事業では、進補助事業では、進補助事業では、進補助事業では、優優優優良良良良企企企企業の業の業の業の誘致誘致誘致誘致やややや県県県県内内内内企企企企業の定業の定業の定業の定着着着着をををを図図図図るたるたるたるためめめめ、、、、社社社社会経済の会経済の会経済の会経済の動動動動きききき

をををを反映反映反映反映し、し、し、し、企企企企業業業業立立立立地補助金をより地補助金をより地補助金をより地補助金をより効果効果効果効果的的的的な制度にするたな制度にするたな制度にするたな制度にするためめめめ、一部、一部、一部、一部見直見直見直見直しを行いました。しを行いました。しを行いました。しを行いました。

まず、まず、まず、まず、企企企企業業業業立立立立地補助金には対地補助金には対地補助金には対地補助金には対象象象象要件の要件の要件の要件の異異異異なる３なる３なる３なる３種類種類種類種類がごがごがごがござざざざいます。います。います。います。

１つ１つ１つ１つ目目目目は、２００は、２００は、２００は、２００億億億億円円円円以以以以上の設備上の設備上の設備上の設備投投投投資資資資等等等等を要件として、大規を要件として、大規を要件として、大規を要件として、大規模模模模なななな立立立立地を支援する地を支援する地を支援する地を支援する企企企企業業業業立立立立

地地地地促促促促進補助金で、補助進補助金で、補助進補助金で、補助進補助金で、補助率率率率は５は５は５は５％％％％でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

２つ２つ２つ２つ目目目目は、５は、５は、５は、５億億億億円円円円以以以以上の設備上の設備上の設備上の設備投投投投資、または１００資、または１００資、または１００資、または１００人以人以人以人以上の上の上の上の常常常常用雇用を要件といたしまし用雇用を要件といたしまし用雇用を要件といたしまし用雇用を要件といたしまし

て、中規て、中規て、中規て、中規模模模模以以以以上の上の上の上の工工工工場場場場、、、、研究研究研究研究所所所所等等等等のののの立立立立地を支援する地を支援する地を支援する地を支援する企企企企業活業活業活業活力力力力集集集集積促積促積促積促進補助金で、補助進補助金で、補助進補助金で、補助進補助金で、補助率率率率はははは

１０１０１０１０％％％％でごでごでごでござざざざいます。県います。県います。県います。県南南南南部に部に部に部に立立立立地する地する地する地する企企企企業の業の業の業の場合及場合及場合及場合及び特定のび特定のび特定のび特定の物流物流物流物流施設につきましては、施設につきましては、施設につきましては、施設につきましては、

設備設備設備設備投投投投資の要件が３資の要件が３資の要件が３資の要件が３億億億億円円円円以以以以上に上に上に上に緩緩緩緩和され、また、成長和され、また、成長和され、また、成長和され、また、成長分分分分野に係る野に係る野に係る野に係る立立立立地に対しましては、地に対しましては、地に対しましては、地に対しましては、

５５５５％％％％の補助の補助の補助の補助率率率率加算を行います。平成２５年度からは加算を行います。平成２５年度からは加算を行います。平成２５年度からは加算を行います。平成２５年度からは南南南南部、部、部、部、東東東東部地域に部地域に部地域に部地域に立立立立地する地する地する地する企企企企業に対し業に対し業に対し業に対し

まして、まして、まして、まして、被災被災被災被災地域地域地域地域復復復復興推進補助金といたしまして、一定規興推進補助金といたしまして、一定規興推進補助金といたしまして、一定規興推進補助金といたしまして、一定規模模模模以以以以上の上の上の上の固固固固定資産定資産定資産定資産投投投投資資資資額額額額に対しに対しに対しに対し

て加算を行うて加算を行うて加算を行うて加算を行うこここことといたしました。とといたしました。とといたしました。とといたしました。

３つ３つ３つ３つ目目目目の補助金でごの補助金でごの補助金でごの補助金でござざざざいますが、１０いますが、１０いますが、１０いますが、１０億億億億円円円円以以以以上の設備上の設備上の設備上の設備投投投投資、または県資、または県資、または県資、または県内内内内新規新規新規新規常常常常用雇用２用雇用２用雇用２用雇用２

００００人以人以人以人以上を要件といたしまして、県上を要件といたしまして、県上を要件といたしまして、県上を要件といたしまして、県内内内内企企企企業が行う業が行う業が行う業が行う工工工工場場場場、、、、研究研究研究研究所所所所のののの改築改築改築改築、、、、改修改修改修改修を支援するを支援するを支援するを支援する企企企企

業定業定業定業定着促着促着促着促進補助金では、補助進補助金では、補助進補助金では、補助進補助金では、補助率率率率５５５５％％％％でごでごでごでござざざざいます。中小います。中小います。中小います。中小企企企企業の業の業の業の場合場合場合場合は、設備は、設備は、設備は、設備投投投投資要件が５資要件が５資要件が５資要件が５

億億億億円円円円以以以以上に上に上に上に緩緩緩緩和をしております。３つの補助金いずれについて和をしております。３つの補助金いずれについて和をしております。３つの補助金いずれについて和をしております。３つの補助金いずれについてもももも、その補助、その補助、その補助、その補助限限限限度度度度額額額額のののの範範範範囲囲囲囲

内内内内で県で県で県で県内内内内新規新規新規新規常常常常用雇用１用雇用１用雇用１用雇用１人人人人当当当当たり３０万円の加算を行うたり３０万円の加算を行うたり３０万円の加算を行うたり３０万円の加算を行うここここととしております。ととしております。ととしております。ととしております。
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２４ページ、新規事業、２４ページ、新規事業、２４ページ、新規事業、２４ページ、新規事業、情情情情報報報報通通通通信信信信業業業業誘致誘致誘致誘致推進事業でご推進事業でご推進事業でご推進事業でござざざざいます。本県の地域特性にいます。本県の地域特性にいます。本県の地域特性にいます。本県の地域特性に応じ応じ応じ応じ

たたたた情情情情報報報報通通通通信信信信業の業の業の業の誘致誘致誘致誘致を推進するたを推進するたを推進するたを推進するためめめめ、業、業、業、業種種種種の特性の特性の特性の特性やややや分析分析分析分析を実施するととを実施するととを実施するととを実施するととももももに、補助制度をに、補助制度をに、補助制度をに、補助制度を

創設いたします。補助金は創設いたします。補助金は創設いたします。補助金は創設いたします。補助金は固固固固定資産定資産定資産定資産投投投投資資資資額額額額の１０の１０の１０の１０％％％％、事業、事業、事業、事業所所所所のののの賃賃賃賃貸貸貸貸料、料、料、料、通通通通信信信信回回回回線線線線使使使使用料の用料の用料の用料の

２２２２分分分分の１、県の１、県の１、県の１、県内内内内新規雇用１新規雇用１新規雇用１新規雇用１人人人人当当当当たり５０万円なたり５０万円なたり５０万円なたり５０万円などどどどとなっております。２つとなっております。２つとなっております。２つとなっております。２つ目目目目のののの戦略戦略戦略戦略的的的的企企企企業業業業

誘致誘致誘致誘致事業では、事業では、事業では、事業では、東東東東京都京都京都京都、大、大、大、大阪府阪府阪府阪府で知事によるで知事によるで知事によるで知事によるトップセトップセトップセトップセミナミナミナミナーを開ーを開ーを開ーを開催催催催するほか、するほか、するほか、するほか、昨昨昨昨年度に引年度に引年度に引年度に引

き続き、き続き、き続き、き続き、記載記載記載記載のののの内容内容内容内容で実施をいたします。で実施をいたします。で実施をいたします。で実施をいたします。

２５ページ、３の多様なエネルギーの利活用２５ページ、３の多様なエネルギーの利活用２５ページ、３の多様なエネルギーの利活用２５ページ、３の多様なエネルギーの利活用促促促促進でご進でご進でご進でござざざざいますが、１ついますが、１ついますが、１ついますが、１つ目目目目の新規事業、の新規事業、の新規事業、の新規事業、

エネルギーエネルギーエネルギーエネルギービビビビジジジジョョョョンンンン推進事業でご推進事業でご推進事業でご推進事業でござざざざいます。います。います。います。再再再再生生生生可可可可能能能能エネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギーの普及普及普及普及拡大、奈拡大、奈拡大、奈拡大、奈良良良良らしいらしいらしいらしい

省省省省エネ・エネ・エネ・エネ・節節節節電電電電スタイスタイスタイスタイルの推進、ルの推進、ルの推進、ルの推進、緊急緊急緊急緊急時時時時のエネルギー対のエネルギー対のエネルギー対のエネルギー対策策策策の３本をの３本をの３本をの３本を柱柱柱柱といたしまして、エネといたしまして、エネといたしまして、エネといたしまして、エネ

ルギールギールギールギービビビビジジジジョョョョンンンンをををを策策策策定し、平成２５年度から定し、平成２５年度から定し、平成２５年度から定し、平成２５年度から積積積積極極極極的的的的に実施したいとに実施したいとに実施したいとに実施したいと考考考考えております。えております。えております。えております。

なお、平成２５年度より新たに地域振興部にエネルギーなお、平成２５年度より新たに地域振興部にエネルギーなお、平成２５年度より新たに地域振興部にエネルギーなお、平成２５年度より新たに地域振興部にエネルギー政策課政策課政策課政策課を設置して、事業を行うを設置して、事業を行うを設置して、事業を行うを設置して、事業を行う

こここことになります。とになります。とになります。とになります。

事業の事業の事業の事業の具具具具体的体的体的体的なななな内容内容内容内容でごでごでごでござざざざいますが、いますが、いますが、いますが、仮称仮称仮称仮称、奈、奈、奈、奈良良良良県エネルギー県エネルギー県エネルギー県エネルギービビビビジジジジョョョョンンンン推進推進推進推進懇懇懇懇談談談談会、エ会、エ会、エ会、エ

ネルギーネルギーネルギーネルギー政策政策政策政策に関するに関するに関するに関する講演講演講演講演会の開会の開会の開会の開催催催催をはをはをはをはじめじめじめじめといたしまして、大といたしまして、大といたしまして、大といたしまして、大淀淀淀淀町町町町福福福福神地神地神地神地区区区区では、では、では、では、モデモデモデモデ

ル地域としてル地域としてル地域としてル地域として再再再再生生生生可可可可能能能能エネルギー高度利活用の推進をエネルギー高度利活用の推進をエネルギー高度利活用の推進をエネルギー高度利活用の推進を図図図図っていくたっていくたっていくたっていくためめめめのののの協協協協議会を開議会を開議会を開議会を開催催催催いたいたいたいた

します。また、県します。また、県します。また、県します。また、県内内内内工工工工業業業業団団団団地におけるエネルギー利活用の地におけるエネルギー利活用の地におけるエネルギー利活用の地におけるエネルギー利活用の検討や検討や検討や検討や水水水水素燃素燃素燃素燃料料料料自動自動自動自動車車車車及及及及びびびび水水水水素素素素

ステステステステーーーーショショショションンンン導導導導入入入入可可可可能能能能性の性の性の性の検討検討検討検討、さらには、、さらには、、さらには、、さらには、十十十十津川村における津川村における津川村における津川村における温温温温泉泉泉泉熱熱熱熱発電発電発電発電導導導導入入入入可可可可能能能能性性性性検討検討検討検討

ななななどどどどを行います。を行います。を行います。を行います。

製製製製造者造者造者造者向向向向けのけのけのけの省省省省エネ・エネ・エネ・エネ・節節節節電対電対電対電対策策策策補助金では、補助金では、補助金では、補助金では、省省省省エネ・エネ・エネ・エネ・節節節節電電電電効果効果効果効果ががががああああるとるとるとると認認認認めめめめられるられるられるられる生生生生産産産産

設備の設備の設備の設備の効果効果効果効果的的的的なななな改修改修改修改修経費を県経費を県経費を県経費を県内内内内製製製製造事業者に対して補助を行い、地域に造事業者に対して補助を行い、地域に造事業者に対して補助を行い、地域に造事業者に対して補助を行い、地域に役役役役立立立立つ小つ小つ小つ小水水水水力力力力発電発電発電発電

導導導導入入入入支援事業といたしましては、小支援事業といたしましては、小支援事業といたしましては、小支援事業といたしましては、小水水水水力力力力発電の発電の発電の発電の導導導導入入入入可可可可能能能能性性性性調調調調査に対する補助を実施いたし査に対する補助を実施いたし査に対する補助を実施いたし査に対する補助を実施いたし

ます。さらに、平成２４年度２月補正予算におきましては、ます。さらに、平成２４年度２月補正予算におきましては、ます。さらに、平成２４年度２月補正予算におきましては、ます。さらに、平成２４年度２月補正予算におきましては、ＬＬＬＬＰＰＰＰガガガガスススス発電発電発電発電導導導導入入入入モデモデモデモデル事業ル事業ル事業ル事業

といたしまして、中山といたしまして、中山といたしまして、中山といたしまして、中山間間間間地域の地域の地域の地域の非常非常非常非常用発電として用発電として用発電として用発電として十十十十津川高津川高津川高津川高校校校校にににに整整整整備をし、備をし、備をし、備をし、普及普及普及普及にににに向向向向けたけたけたけたモモモモ

デデデデル事業を行いたいと思っております。ル事業を行いたいと思っております。ル事業を行いたいと思っております。ル事業を行いたいと思っております。

２６ページ、新エネルギー２６ページ、新エネルギー２６ページ、新エネルギー２６ページ、新エネルギー等等等等対対対対策策策策資金では、資金では、資金では、資金では、省省省省エネエネエネエネ再再再再生生生生可可可可能能能能エネルギーの利用、またはエネルギーの利用、またはエネルギーの利用、またはエネルギーの利用、または

エネルギーの高度エネルギーの高度エネルギーの高度エネルギーの高度技術技術技術技術活用に関する設備活用に関する設備活用に関する設備活用に関する設備等等等等をををを導導導導入入入入する中小する中小する中小する中小企企企企業者に対して業者に対して業者に対して業者に対して融融融融資をする資をする資をする資をするもももものののの

でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

２２２２９９９９ページの１、ページの１、ページの１、ページの１、巡巡巡巡る奈る奈る奈る奈良良良良ををををテテテテーーーーママママとしたとしたとしたとした周周周周遊遊遊遊型型型型観光地としての観光地としての観光地としての観光地としての魅魅魅魅力力力力のののの向向向向上の（３）上の（３）上の（３）上の（３）宿宿宿宿

泊泊泊泊力力力力のののの強強強強化でご化でご化でご化でござざざざいます。います。います。います。

ならのならのならのならの宿宿宿宿泊泊泊泊力強力強力強力強化事業では、化事業では、化事業では、化事業では、ホホホホテテテテルをルをルをルを核核核核とするにとするにとするにとするにぎわぎわぎわぎわいといといといと交流交流交流交流のののの拠拠拠拠点整点整点整点整備を推進するた備を推進するた備を推進するた備を推進するた
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めめめめ、、、、ホホホホテテテテル事業のル事業のル事業のル事業の収収収収益益益益性の性の性の性の検討等検討等検討等検討等を実施いたします。また、新規事業の、県を実施いたします。また、新規事業の、県を実施いたします。また、新規事業の、県を実施いたします。また、新規事業の、県営営営営ププププールールールール跡跡跡跡地地地地

におけるににおけるににおけるににおけるにぎわぎわぎわぎわいいいいづづづづくりの実施として、くりの実施として、くりの実施として、くりの実施として、仮称仮称仮称仮称、奈、奈、奈、奈良良良良のののの幽玄幽玄幽玄幽玄の夕の夕の夕の夕べべべべまつりを平成２５年度まつりを平成２５年度まつりを平成２５年度まつりを平成２５年度秋秋秋秋

に開に開に開に開催催催催を予定しております。おを予定しております。おを予定しております。おを予定しております。おももももてなし産業のてなし産業のてなし産業のてなし産業の強強強強化でご化でご化でご化でござざざざいますが、奈いますが、奈いますが、奈いますが、奈良良良良のののの宿宿宿宿創業資金創業資金創業資金創業資金及及及及

びびびび次次次次ページの奈ページの奈ページの奈ページの奈良良良良のののの宿宿宿宿フロンティアフロンティアフロンティアフロンティア・開業支援資金、奈・開業支援資金、奈・開業支援資金、奈・開業支援資金、奈良良良良のののの宿宿宿宿パパパパワワワワー資金の３つの資金とー資金の３つの資金とー資金の３つの資金とー資金の３つの資金と

利利利利子子子子補補補補給給給給補助事業により補助事業により補助事業により補助事業により宿宿宿宿泊泊泊泊施設の事業者に対しての支援を行ってまいります。施設の事業者に対しての支援を行ってまいります。施設の事業者に対しての支援を行ってまいります。施設の事業者に対しての支援を行ってまいります。

３０ページ３０ページ３０ページ３０ページ、、、、（４）の（４）の（４）の（４）の食食食食のののの魅魅魅魅力向力向力向力向上、上、上、上、土土土土産・特産産・特産産・特産産・特産物物物物のののの充充充充実でご実でご実でご実でござざざざいます。４ついます。４ついます。４ついます。４つ目目目目の奈の奈の奈の奈良良良良

のののの贈贈贈贈りりりり物物物物開発・発開発・発開発・発開発・発見見見見・創出事業では、奈・創出事業では、奈・創出事業では、奈・創出事業では、奈良良良良のののの魅魅魅魅力力力力がががが感じ感じ感じ感じられるられるられるられる贈贈贈贈りりりり物物物物商品商品商品商品の開発・発の開発・発の開発・発の開発・発掘掘掘掘・・・・

発発発発信信信信となるとなるとなるとなる製品製品製品製品を創出するととを創出するととを創出するととを創出するととももももに、万に、万に、万に、万葉葉葉葉集集集集でででで詠詠詠詠まれましたまれましたまれましたまれました鳥鳥鳥鳥ののののフィフィフィフィギギギギュュュュアアアアのののの製作製作製作製作・・・・シシシシリリリリ

ーーーーズズズズ化を行います。化を行います。化を行います。化を行います。

３６ページ、１、県３６ページ、１、県３６ページ、１、県３６ページ、１、県内消内消内消内消費の拡大の（１）費の拡大の（１）費の拡大の（１）費の拡大の（１）商店街商店街商店街商店街の活性化、の活性化、の活性化、の活性化、ササササーーーービビビビスススス業の拡大業の拡大業の拡大業の拡大等等等等といたといたといたといた

しまして、新しいしまして、新しいしまして、新しいしまして、新しい商店街モデ商店街モデ商店街モデ商店街モデル事業、２つル事業、２つル事業、２つル事業、２つ目目目目ののののプレプレプレプレミミミミアムアムアムアム商品商品商品商品券券券券発行支援事業では、発行支援事業では、発行支援事業では、発行支援事業では、昨昨昨昨年年年年

に引き続き、に引き続き、に引き続き、に引き続き、記載記載記載記載のとおりの実施をしたいと思っております。３つのとおりの実施をしたいと思っております。３つのとおりの実施をしたいと思っております。３つのとおりの実施をしたいと思っております。３つ目目目目ににににあああありますりますりますります伝伝伝伝統工統工統工統工芸芸芸芸

品若品若品若品若手職手職手職手職人育人育人育人育成事業でご成事業でご成事業でご成事業でござざざざいますが、奈いますが、奈いますが、奈いますが、奈良良良良県の県の県の県の伝伝伝伝統工統工統工統工芸芸芸芸品品品品を県を県を県を県内外内外内外内外にににに周周周周知する知する知する知するこここことによりとによりとによりとにより

需需需需要を要を要を要を喚喚喚喚起起起起し、し、し、し、製作製作製作製作にににに携わ携わ携わ携わるるるる若若若若手職手職手職手職人人人人をををを育育育育成するた成するた成するた成するためめめめに、小に、小に、小に、小学生学生学生学生に対するに対するに対するに対する製作製作製作製作体験や体験や体験や体験や若若若若手手手手

職職職職人人人人によるによるによるによる工工工工芸芸芸芸体験体験体験体験、、、、展展展展示示示示即即即即売売売売会を開会を開会を開会を開催催催催いたします。いたします。いたします。いたします。被災被災被災被災地域の地域の地域の地域の物物物物産産産産販売販売販売販売促促促促進支援事業で進支援事業で進支援事業で進支援事業で

ごごごござざざざいますが、いますが、いますが、いますが、紀伊半島紀伊半島紀伊半島紀伊半島大大大大水水水水害害害害によりによりによりにより被災被災被災被災された地域のされた地域のされた地域のされた地域の生生生生業を支援するた業を支援するた業を支援するた業を支援するためめめめ、、、、市町市町市町市町村、村、村、村、商商商商

工工工工会会会会等等等等が行うが行うが行うが行う物物物物産産産産展展展展の開の開の開の開催催催催に係るに係るに係るに係る仕入仕入仕入仕入れ、れ、れ、れ、運運運運搬搬搬搬ななななどどどどの出の出の出の出店店店店に係る経費を補助するに係る経費を補助するに係る経費を補助するに係る経費を補助するこここことによとによとによとによ

り、り、り、り、被災被災被災被災地事業者の地事業者の地事業者の地事業者の売売売売り上げり上げり上げり上げ向向向向上上上上やややや販路販路販路販路拡大の支援を行います。拡大の支援を行います。拡大の支援を行います。拡大の支援を行います。

３７ページ３７ページ３７ページ３７ページ、、、、（２）（２）（２）（２）魅魅魅魅力あ力あ力あ力あるるるる商品商品商品商品の創出、奈の創出、奈の創出、奈の創出、奈良ブランド良ブランド良ブランド良ブランド開発支援事業でご開発支援事業でご開発支援事業でご開発支援事業でござざざざいます。います。います。います。自自自自

社社社社ののののブランドブランドブランドブランド化を化を化を化を目指目指目指目指すすすす企企企企業を業を業を業を公公公公募募募募いたしまして、いたしまして、いたしまして、いたしまして、ブランドアドバイブランドアドバイブランドアドバイブランドアドバイザザザザーのーのーのーの指指指指導導導導をををを通通通通して、して、して、して、

製品製品製品製品開発開発開発開発及及及及びびびび販路販路販路販路拡大に拡大に拡大に拡大に向向向向けてのけてのけてのけての取取取取りりりり組み組み組み組みを支援いたしますを支援いたしますを支援いたしますを支援いたします。。。。（３）の観光産業の活性化（３）の観光産業の活性化（３）の観光産業の活性化（３）の観光産業の活性化

によるによるによるによる宿宿宿宿泊泊泊泊観光観光観光観光客客客客のののの増増増増加でご加でご加でご加でござざざざいますが、県いますが、県いますが、県いますが、県内内内内大大大大学生学生学生学生による小規による小規による小規による小規模宿模宿模宿模宿泊泊泊泊施設支援事業でご施設支援事業でご施設支援事業でご施設支援事業でご

ざざざざいますが、奈いますが、奈いますが、奈いますが、奈良良良良県の小規県の小規県の小規県の小規模宿模宿模宿模宿泊泊泊泊施設におけるお施設におけるお施設におけるお施設におけるおももももてなしのてなしのてなしのてなしの充充充充実実実実策策策策といたしまして、県といたしまして、県といたしまして、県といたしまして、県内内内内

大大大大学生学生学生学生が小規が小規が小規が小規模宿模宿模宿模宿泊泊泊泊施設において施設において施設において施設においてトトトトーーーークセクセクセクセミナミナミナミナーーーーやややや観光観光観光観光ガガガガイドイドイドイドななななどどどどを行い、また、を行い、また、を行い、また、を行い、また、留留留留学生学生学生学生

及及及及びびびび首都圏首都圏首都圏首都圏大大大大学生学生学生学生とのとのとのとの交流交流交流交流により、奈により、奈により、奈により、奈良良良良県の県の県の県の魅魅魅魅力力力力をををを伝伝伝伝えたいと思っております。えたいと思っております。えたいと思っております。えたいと思っております。あわあわあわあわせてせてせてせて

本事業実施のた本事業実施のた本事業実施のた本事業実施のためめめめのののの宿宿宿宿泊泊泊泊施設の設備施設の設備施設の設備施設の設備改修改修改修改修を支援いたします。を支援いたします。を支援いたします。を支援いたします。

３８ページ、３８ページ、３８ページ、３８ページ、宿宿宿宿泊泊泊泊施設総施設総施設総施設総合合合合支援事業でご支援事業でご支援事業でご支援事業でござざざざいますが、創業、開業、またはいますが、創業、開業、またはいますが、創業、開業、またはいますが、創業、開業、またはリニリニリニリニュュュューーーーアアアアルルルル

ななななどどどどにより多様なにより多様なにより多様なにより多様な宿宿宿宿泊泊泊泊施設を創出するた施設を創出するた施設を創出するた施設を創出するためめめめ、制度、制度、制度、制度融融融融資資資資等等等等の利用の利用の利用の利用促促促促進、進、進、進、立立立立地環境の地環境の地環境の地環境のＰＰＰＰＲＲＲＲ、事、事、事、事

業者業者業者業者へへへへののののアドバイスアドバイスアドバイスアドバイスを行うを行うを行うを行うココココンサンサンサンサルルルルタント派遣タント派遣タント派遣タント派遣を行い、さらにを行い、さらにを行い、さらにを行い、さらにＢＢＢＢ＆＆＆＆ＢＢＢＢななななどどどど、、、、宿宿宿宿泊泊泊泊施設の開施設の開施設の開施設の開

設設設設促促促促進に進に進に進に向向向向けたけたけたけた検討検討検討検討を行います。を行います。を行います。を行います。
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３３３３９９９９ページ、経済活性化の雇用対ページ、経済活性化の雇用対ページ、経済活性化の雇用対ページ、経済活性化の雇用対策策策策の推進でごの推進でごの推進でごの推進でござざざざいます。１、多様な雇用います。１、多様な雇用います。１、多様な雇用います。１、多様な雇用機機機機会の創出、会の創出、会の創出、会の創出、

働働働働ききききややややすい職すい職すい職すい職場づ場づ場づ場づくりといたしまして、１つくりといたしまして、１つくりといたしまして、１つくりといたしまして、１つ目目目目のののの緊急緊急緊急緊急雇用創出事業雇用創出事業雇用創出事業雇用創出事業臨臨臨臨時時時時特例特例特例特例基基基基金金金金積立積立積立積立金で金で金で金で

は、は、は、は、国国国国の予備費、第２の予備費、第２の予備費、第２の予備費、第２弾弾弾弾、、、、及及及及びびびび国国国国の補正に対の補正に対の補正に対の補正に対応応応応して、して、して、して、介護介護介護介護、、、、医療医療医療医療費費費費等等等等、成長が、成長が、成長が、成長が期期期期待待待待されるされるされるされる

分分分分野での新たな雇用野での新たな雇用野での新たな雇用野での新たな雇用及及及及び地域にび地域にび地域にび地域に根根根根差差差差したしたしたした安安安安定定定定的的的的な雇用を創出するたな雇用を創出するたな雇用を創出するたな雇用を創出するためめめめのののの基基基基金を２月補正予金を２月補正予金を２月補正予金を２月補正予

算により算により算により算により積み積み積み積み増増増増しをいたします。しをいたします。しをいたします。しをいたします。

２つ２つ２つ２つ目目目目のののの緊急緊急緊急緊急雇用創出事業では、雇用創出事業では、雇用創出事業では、雇用創出事業では、緊急緊急緊急緊急雇用創出事業雇用創出事業雇用創出事業雇用創出事業臨臨臨臨時時時時特例特例特例特例基基基基金を活用いたしまして、金を活用いたしまして、金を活用いたしまして、金を活用いたしまして、

県県県県及及及及びびびび市町市町市町市町村において雇用村において雇用村において雇用村において雇用就労就労就労就労機機機機会の創出を会の創出を会の創出を会の創出を図図図図ります。また、新たに、委ります。また、新たに、委ります。また、新たに、委ります。また、新たに、委託契約託契約託契約託契約終了後終了後終了後終了後、、、、

新規新規新規新規採採採採用した用した用した用した失失失失業者を正規業者を正規業者を正規業者を正規労労労労働働働働者で雇用した者で雇用した者で雇用した者で雇用した場合場合場合場合に、１に、１に、１に、１人人人人当当当当たり３０万円を事業たり３０万円を事業たり３０万円を事業たり３０万円を事業主主主主に支に支に支に支給給給給

いたします。いたします。いたします。いたします。

それから、それから、それから、それから、社社社社員・員・員・員・シャシャシャシャインインインイン職職職職場づ場づ場づ場づくり推進事業でごくり推進事業でごくり推進事業でごくり推進事業でござざざざいます。います。います。います。仕仕仕仕事と家庭の事と家庭の事と家庭の事と家庭の両両両両立立立立とととと働働働働きききき

ややややすい職すい職すい職すい職場づ場づ場づ場づくりをくりをくりをくりを積積積積極極極極的的的的に推進するに推進するに推進するに推進する企企企企業の業の業の業の募募募募集集集集、、、、登録登録登録登録を行い、県を行い、県を行い、県を行い、県ホホホホーーーームムムムページページページページやややや推進推進推進推進情情情情

報報報報誌誌誌誌等等等等でででで紹紹紹紹介介介介するととするととするととするととももももに、すに、すに、すに、すべべべべてのてのてのての企企企企業を業を業を業を表彰表彰表彰表彰し、し、し、し、働働働働ききききややややすい職すい職すい職すい職場づ場づ場づ場づくりのくりのくりのくりの促促促促進を進を進を進を図図図図りりりり

ます。ます。ます。ます。

就労就労就労就労困難困難困難困難者者者者在在在在宅就宅就宅就宅就業支援事業では、業支援事業では、業支援事業では、業支援事業では、ひひひひとりとりとりとり親親親親家庭、家庭、家庭、家庭、障障障障害害害害者者者者等等等等、、、、就労就労就労就労困難困難困難困難者の者の者の者の在在在在宅就宅就宅就宅就業を業を業を業を

支援するた支援するた支援するた支援するためめめめ、、、、ＩＴＩＴＩＴＩＴを用いたを用いたを用いたを用いた在在在在宅就宅就宅就宅就業の実業の実業の実業の実践践践践的的的的なななな能力能力能力能力開発を実施いたします。開発を実施いたします。開発を実施いたします。開発を実施いたします。

４０ページ、２の雇用の４０ページ、２の雇用の４０ページ、２の雇用の４０ページ、２の雇用のミミミミスマッスマッスマッスマッチチチチのののの解解解解消消消消でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

１つ１つ１つ１つ目目目目の新規事業、の新規事業、の新規事業、の新規事業、労労労労働市場働市場働市場働市場創出対創出対創出対創出対策策策策事業では、業務経事業では、業務経事業では、業務経事業では、業務経験豊験豊験豊験豊富富富富な、な、な、な、仮称仮称仮称仮称、、、、仕仕仕仕事事事事ココココンンンンシシシシェェェェ

ルジルジルジルジュュュュによりまして職によりまして職によりまして職によりまして職場場場場実実実実習習習習先先先先の開の開の開の開拓拓拓拓やややや求求求求人人人人のののの掘掘掘掘りりりり起起起起ここここしを行うととしを行うととしを行うととしを行うととももももに、に、に、に、仮称仮称仮称仮称、ジ、ジ、ジ、ジョョョョ

ブブブブ・・・・アテンダントアテンダントアテンダントアテンダントによる実による実による実による実習習習習生生生生のののの巡巡巡巡回フォロ回フォロ回フォロ回フォローを実施いたします。また、中ーを実施いたします。また、中ーを実施いたします。また、中ーを実施いたします。また、中南南南南和地域の和地域の和地域の和地域の企企企企

業の業の業の業の人人人人材材材材確保確保確保確保支援を支援を支援を支援を強強強強化するた化するた化するた化するためめめめ、、、、仮称仮称仮称仮称、中、中、中、中南南南南和和和和無無無無料職業料職業料職業料職業紹紹紹紹介介介介所所所所を新設するととを新設するととを新設するととを新設するととももももに、高に、高に、高に、高

田しごと田しごと田しごと田しごとｉセンタｉセンタｉセンタｉセンターを産業会ーを産業会ーを産業会ーを産業会館館館館へへへへ移移移移設して、利設して、利設して、利設して、利便便便便性の性の性の性の向向向向上を上を上を上を図図図図りたいとりたいとりたいとりたいと考考考考えております。えております。えております。えております。

社社社社会会会会復復復復帰帰帰帰促促促促進進進進就労就労就労就労支援事業でご支援事業でご支援事業でご支援事業でござざざざいますが、いますが、いますが、いますが、社社社社会会会会復復復復帰帰帰帰をををを目指目指目指目指すすすす矯矯矯矯正施設出正施設出正施設出正施設出所所所所者者者者等へ等へ等へ等へのののの就就就就

労労労労促促促促進を進を進を進を図図図図るたるたるたるためめめめ、事業者、事業者、事業者、事業者向向向向けのけのけのけのセセセセミナミナミナミナーを開ーを開ーを開ーを開催催催催するととするととするととするととももももに、に、に、に、有有有有識識識識者会議による支援者会議による支援者会議による支援者会議による支援策策策策

のののの検討や検討や検討や検討や認認認認識識識識をををを深め深め深め深めるたるたるたるためめめめのののの啓啓啓啓発発発発冊冊冊冊子子子子を発行いたしたいとを発行いたしたいとを発行いたしたいとを発行いたしたいと考考考考えております。えております。えております。えております。

３の３の３の３の若若若若者者者者へへへへのののの就労就労就労就労支援支援支援支援やややや就就就就業業業業意識意識意識意識のののの醸醸醸醸成の（１）県成の（１）県成の（１）県成の（１）県内内内内就就就就職の職の職の職の促促促促進でご進でご進でご進でござざざざいます。います。います。います。

奈奈奈奈良良良良でででで働働働働くくくくフェアフェアフェアフェア県県県県外外外外大大大大学学学学連連連連携携携携事業事業事業事業及及及及びびびび若若若若年者県年者県年者県年者県内内内内雇用雇用雇用雇用促促促促進事業では、県進事業では、県進事業では、県進事業では、県内外内外内外内外の大の大の大の大学学学学とととと

連連連連携携携携を行いまして、を行いまして、を行いまして、を行いまして、記載記載記載記載のとおりの事業を実施したいと思っておりますのとおりの事業を実施したいと思っておりますのとおりの事業を実施したいと思っておりますのとおりの事業を実施したいと思っております。。。。（２）の（２）の（２）の（２）の相談相談相談相談支支支支

援と援と援と援とススススキキキキルルルルアップアップアップアップ支援の支援の支援の支援の強強強強化、職業化、職業化、職業化、職業意識意識意識意識のののの醸醸醸醸成でご成でご成でご成でござざざざいますが、新規事業としておりますいますが、新規事業としておりますいますが、新規事業としておりますいますが、新規事業としております

若若若若年者職年者職年者職年者職場場場場実実実実習習習習事業といたしまして、職事業といたしまして、職事業といたしまして、職事業といたしまして、職場体験場体験場体験場体験にににに乏乏乏乏しい県しい県しい県しい県内内内内在在在在住住住住のののの若若若若者を対者を対者を対者を対象象象象に、実に、実に、実に、実際際際際のののの

企企企企業業業業現現現現場場場場でででで働働働働くくくく基基基基本を本を本を本を学学学学ぶぶぶぶ職職職職場場場場実実実実習習習習を行い、を行い、を行い、を行い、ススススキキキキルルルルアップアップアップアップをををを図図図図るるるるこここことによりとによりとによりとにより早早早早期期期期のののの就就就就職を職を職を職を
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促促促促進したいと思っております。進したいと思っております。進したいと思っております。進したいと思っております。

４１ページ、はたらく４１ページ、はたらく４１ページ、はたらく４１ページ、はたらく力づ力づ力づ力づくり事業、それからくり事業、それからくり事業、それからくり事業、それから若若若若年者雇用対年者雇用対年者雇用対年者雇用対策策策策推進事業では、推進事業では、推進事業では、推進事業では、昨昨昨昨年に引年に引年に引年に引

き続き、き続き、き続き、き続き、記載記載記載記載のとおりの事業を実施していきたいと思っております。のとおりの事業を実施していきたいと思っております。のとおりの事業を実施していきたいと思っております。のとおりの事業を実施していきたいと思っております。

技技技技能能能能者者者者育育育育成対成対成対成対策策策策事業では、小・中・高事業では、小・中・高事業では、小・中・高事業では、小・中・高生生生生にににに技技技技能能能能のすのすのすのすばばばばらしさをらしさをらしさをらしさを伝伝伝伝え、職業え、職業え、職業え、職業意識意識意識意識をををを醸醸醸醸成す成す成す成す

るたるたるたるためめめめ、事業、事業、事業、事業所所所所見学ツア見学ツア見学ツア見学ツアーーーーやややや技技技技能体験教能体験教能体験教能体験教室、職業室、職業室、職業室、職業講講講講話話話話を実施いたします。を実施いたします。を実施いたします。を実施いたします。

それから、新規事業の高それから、新規事業の高それから、新規事業の高それから、新規事業の高等等等等技術専技術専技術専技術専門校門校門校門校オオオオーーーープンセプンセプンセプンセミナミナミナミナー事業でごー事業でごー事業でごー事業でござざざざいますが、高いますが、高いますが、高いますが、高等等等等技術技術技術技術

専専専専門校門校門校門校ののののオオオオーーーープンプンプンプンキャキャキャキャンンンンパパパパススススにおいて、において、において、において、就労就労就労就労のたのたのたのためめめめのののの条条条条件件件件づづづづくりといたしまして、くりといたしまして、くりといたしまして、くりといたしまして、基基基基礎礎礎礎知知知知

識や識や識や識やビビビビジネジネジネジネスマスマスマスマナナナナー、ー、ー、ー、コミュコミュコミュコミュニケニケニケニケーーーーショショショション等ン等ン等ン等をををを教教教教えるえるえるえる就労就労就労就労基基基基礎礎礎礎セセセセミナミナミナミナーを開ーを開ーを開ーを開催催催催したいとしたいとしたいとしたいと考考考考

えております。えております。えております。えております。

１１５ページ、くらしの１１５ページ、くらしの１１５ページ、くらしの１１５ページ、くらしの向向向向上の景観・環境の上の景観・環境の上の景観・環境の上の景観・環境の保全保全保全保全の２のきれいでくらしの２のきれいでくらしの２のきれいでくらしの２のきれいでくらしややややすいすいすいすい生生生生活環境活環境活環境活環境

の創造の中の（３）の創造の中の（３）の創造の中の（３）の創造の中の（３）循循循循環環環環型型型型社社社社会の会の会の会の構築構築構築構築でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。循循循循環環環環型型型型社社社社会の推進におきます、新規会の推進におきます、新規会の推進におきます、新規会の推進におきます、新規

事業、事業、事業、事業、薄板薄板薄板薄板のののの超超超超音波音波音波音波加振成加振成加振成加振成形形形形技術技術技術技術の開発による金の開発による金の開発による金の開発による金属材属材属材属材料の料の料の料の減量減量減量減量化な化な化な化などどどど、、、、研究研究研究研究開発を実施し開発を実施し開発を実施し開発を実施し

たいとたいとたいとたいと考考考考えております。えております。えております。えております。

１２３ページ、１２３ページ、１２３ページ、１２３ページ、紀伊半島紀伊半島紀伊半島紀伊半島大大大大水水水水害害害害からのからのからのからの復旧復旧復旧復旧・・・・復復復復興、興、興、興、被災被災被災被災地域の地域の地域の地域の迅速迅速迅速迅速なななな立立立立ちちちち直直直直り・り・り・り・回回回回復復復復のののの

４、４、４、４、生生生生業・産業支援の（１）業・産業支援の（１）業・産業支援の（１）業・産業支援の（１）被災被災被災被災事業事業事業事業所所所所等へ等へ等へ等への支援でごの支援でごの支援でごの支援でござざざざいますが、いますが、いますが、いますが、台風台風台風台風１２１２１２１２号号号号災災災災害害害害復旧復旧復旧復旧

対対対対策策策策資金、資金、資金、資金、ここここれは制度れは制度れは制度れは制度融融融融資でご資でご資でご資でござざざざいますが、いますが、いますが、いますが、ここここれではれではれではれでは直直直直接接接接、または、または、または、または間間間間接接接接的的的的にににに被被被被害害害害を受けたを受けたを受けたを受けた

中小中小中小中小企企企企業者に対しまして、設備資金業者に対しまして、設備資金業者に対しまして、設備資金業者に対しまして、設備資金及及及及びびびび運運運運転転転転資金を利資金を利資金を利資金を利率率率率１１１１％％％％でででで融融融融資を行います。資を行います。資を行います。資を行います。

それから、それから、それから、それから、被災宿被災宿被災宿被災宿泊泊泊泊施設利施設利施設利施設利子子子子補補補補給給給給事業では、事業では、事業では、事業では、南南南南部地域の部地域の部地域の部地域の基基基基幹幹幹幹産業でご産業でご産業でご産業でござざざざいますいますいますいます宿宿宿宿泊泊泊泊施設施設施設施設

事業者に対する支援といたしまして、さきの対事業者に対する支援といたしまして、さきの対事業者に対する支援といたしまして、さきの対事業者に対する支援といたしまして、さきの対策策策策資金の設備資金を利用した資金の設備資金を利用した資金の設備資金を利用した資金の設備資金を利用した宿宿宿宿泊泊泊泊施設事業施設事業施設事業施設事業

者に対する利者に対する利者に対する利者に対する利子子子子補補補補給給給給を行います。さらに、を行います。さらに、を行います。さらに、を行います。さらに、先先先先ほほほほどどどどご説明させていただきましたご説明させていただきましたご説明させていただきましたご説明させていただきました被災被災被災被災地域の地域の地域の地域の

物物物物産産産産販売販売販売販売促促促促進支援事業進支援事業進支援事業進支援事業もももも実施いたしております。実施いたしております。実施いたしております。実施いたしております。

１２１２１２１２９９９９ページ、３の産業・雇用の創造の（２）地域産業の振興の部ページ、３の産業・雇用の創造の（２）地域産業の振興の部ページ、３の産業・雇用の創造の（２）地域産業の振興の部ページ、３の産業・雇用の創造の（２）地域産業の振興の部分分分分でごでごでごでござざざざいますが、いますが、いますが、いますが、

エネルギーエネルギーエネルギーエネルギービビビビジジジジョョョョンンンン推進事業でご推進事業でご推進事業でご推進事業でござざざざいますが、いますが、いますが、いますが、先先先先ほほほほどどどどご説明させていただきました地域にご説明させていただきました地域にご説明させていただきました地域にご説明させていただきました地域に

役役役役立立立立つ小つ小つ小つ小水水水水力力力力発電発電発電発電導導導導入入入入支援事業支援事業支援事業支援事業やややや十十十十津川村における津川村における津川村における津川村における温温温温泉泉泉泉熱熱熱熱発電発電発電発電導導導導入入入入可可可可能能能能性性性性検討検討検討検討事業、さら事業、さら事業、さら事業、さら

に、２月補正予算によりますに、２月補正予算によりますに、２月補正予算によりますに、２月補正予算によりますＬＬＬＬＰＰＰＰガガガガスススス発電発電発電発電導導導導入入入入モデモデモデモデル事業を行います。ル事業を行います。ル事業を行います。ル事業を行います。

新規事業、新規事業、新規事業、新規事業、被災被災被災被災地域地域地域地域復復復復興推進補助金では、興推進補助金では、興推進補助金では、興推進補助金では、企企企企業業業業立立立立地の補助事業といたしまして、地の補助事業といたしまして、地の補助事業といたしまして、地の補助事業といたしまして、先先先先ほほほほどどどど

ご説明申し上げましたご説明申し上げましたご説明申し上げましたご説明申し上げました南南南南部、部、部、部、東東東東部地域に部地域に部地域に部地域に立立立立地する地する地する地する企企企企業活業活業活業活力力力力集集集集積促積促積促積促進補助金の対進補助金の対進補助金の対進補助金の対象象象象企企企企業に対業に対業に対業に対

しまして補助金を加算するしまして補助金を加算するしまして補助金を加算するしまして補助金を加算するもももものでごのでごのでごのでござざざざいます。います。います。います。

なお、平成２４年度２月補正予算なお、平成２４年度２月補正予算なお、平成２４年度２月補正予算なお、平成２４年度２月補正予算分分分分につきまして、につきまして、につきまして、につきまして、各各各各事業の金事業の金事業の金事業の金額欄額欄額欄額欄に補正金に補正金に補正金に補正金額額額額をををを記載記載記載記載しししし

ておりますが、ておりますが、ておりますが、ておりますが、当当当当部部部部所管分所管分所管分所管分につきましては、３につきましては、３につきましては、３につきましては、３９９９９ページのページのページのページの緊急緊急緊急緊急雇用創出特例雇用創出特例雇用創出特例雇用創出特例基基基基金金金金積立積立積立積立金を金を金を金を
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除除除除きまして、きまして、きまして、きまして、国国国国補正予算補正予算補正予算補正予算等等等等に対に対に対に対応応応応するするするするもももものでのでのでのであああありますりますりますりますこここことから、とから、とから、とから、全全全全額額額額を平成２５年度にを平成２５年度にを平成２５年度にを平成２５年度に繰繰繰繰

り越しをお願いするり越しをお願いするり越しをお願いするり越しをお願いするもももものでごのでごのでごのでござざざざいます。います。います。います。

以以以以上で平成２５年度の上で平成２５年度の上で平成２５年度の上で平成２５年度の当当当当初予算初予算初予算初予算及及及及び平成２４年度２月補正予算の概要についてのご説明び平成２４年度２月補正予算の概要についてのご説明び平成２４年度２月補正予算の概要についてのご説明び平成２４年度２月補正予算の概要についてのご説明

をををを終終終終わわわわらせていただきます。らせていただきます。らせていただきます。らせていただきます。

続きまして続きまして続きまして続きまして、、、、「平成２４年度２月補正予算案（「平成２４年度２月補正予算案（「平成２４年度２月補正予算案（「平成２４年度２月補正予算案（追追追追加提出加提出加提出加提出分分分分）の概要」をごらんいただき）の概要」をごらんいただき）の概要」をごらんいただき）の概要」をごらんいただき

たいと思います。たいと思います。たいと思います。たいと思います。

２ページ、２ページ、２ページ、２ページ、国国国国庫返還庫返還庫返還庫返還金のうち、事業金のうち、事業金のうち、事業金のうち、事業内容内容内容内容の下にの下にの下にの下にあああありますりますりますりますふふふふるさと雇用るさと雇用るさと雇用るさと雇用再再再再生生生生特別特別特別特別基基基基金でご金でご金でご金でご

ざざざざいます。事業実施います。事業実施います。事業実施います。事業実施期間期間期間期間満了満了満了満了にににに伴伴伴伴うううう基基基基金金金金残余残余残余残余のののの国国国国庫返還庫返還庫返還庫返還金のうち、金のうち、金のうち、金のうち、ふふふふるさと雇用るさと雇用るさと雇用るさと雇用再再再再生生生生特別特別特別特別

基基基基金金金金精精精精算金５算金５算金５算金５億億億億１，５４１，５４１，５４１，５４９９９９万３，０００円でご万３，０００円でご万３，０００円でご万３，０００円でござざざざいます。います。います。います。ここここの事業では、地域の実の事業では、地域の実の事業では、地域の実の事業では、地域の実情情情情にににに応応応応

じじじじて、て、て、て、各各各各都道府都道府都道府都道府県県県県及及及及びびびび市町市町市町市町村の創村の創村の創村の創意意意意工工工工夫夫夫夫にににに基づ基づ基づ基づき、地域の雇用対き、地域の雇用対き、地域の雇用対き、地域の雇用対策策策策のたのたのたのためめめめに地域に地域に地域に地域求求求求職者職者職者職者等等等等

を雇いを雇いを雇いを雇い入入入入れて行う雇用れて行う雇用れて行う雇用れて行う雇用機機機機会創出事業を実施し、地域における会創出事業を実施し、地域における会創出事業を実施し、地域における会創出事業を実施し、地域における継継継継続続続続的的的的な雇用な雇用な雇用な雇用機機機機会の創出を会の創出を会の創出を会の創出を図図図図

るるるるもももものといたしまして、平成２１年度から３年のといたしまして、平成２１年度から３年のといたしまして、平成２１年度から３年のといたしまして、平成２１年度から３年間間間間で総事業費４５で総事業費４５で総事業費４５で総事業費４５億億億億２，６８７万円、１，２，６８７万円、１，２，６８７万円、１，２，６８７万円、１，

３３０３３０３３０３３０人人人人の雇用創出を行いました。の雇用創出を行いました。の雇用創出を行いました。の雇用創出を行いました。今回今回今回今回、平成２３年度の事業、平成２３年度の事業、平成２３年度の事業、平成２３年度の事業終了終了終了終了にににに伴伴伴伴いましていましていましていまして精精精精算した算した算した算した

結果結果結果結果、、、、生じ生じ生じ生じたたたた基基基基金の金の金の金の残余残余残余残余額額額額をををを返還返還返還返還するするするするもももものでごのでごのでごのでござざざざいます。います。います。います。

続きまして、予算続きまして、予算続きまして、予算続きまして、予算外外外外議案でご議案でご議案でご議案でござざざざいます。います。います。います。｢｢｢｢平成２５年２月県議会提出平成２５年２月県議会提出平成２５年２月県議会提出平成２５年２月県議会提出条条条条例」をお願いし例」をお願いし例」をお願いし例」をお願いし

たいと思います。たいと思います。たいと思います。たいと思います。

７ページ、奈７ページ、奈７ページ、奈７ページ、奈良良良良県県県県附属附属附属附属機機機機関に関する関に関する関に関する関に関する条条条条例の一部を例の一部を例の一部を例の一部を改改改改正する正する正する正する条条条条例でご例でご例でご例でござざざざいます。います。います。います。当当当当部が部が部が部が所所所所

管管管管するするするする項項項項目目目目でごでごでごでござざざざいますが、７ページいますが、７ページいますが、７ページいますが、７ページ記載記載記載記載の（４）の（４）の（４）の（４）リリリリビビビビングサイングサイングサイングサイエエエエンス研究ンス研究ンス研究ンス研究開発・実開発・実開発・実開発・実証証証証事事事事

業補助金業補助金業補助金業補助金選選選選定審査会、それから（５）の定審査会、それから（５）の定審査会、それから（５）の定審査会、それから（５）の製製製製造業者造業者造業者造業者向向向向けけけけ省省省省エネ・エネ・エネ・エネ・節節節節電対電対電対電対策策策策補助金補助金補助金補助金選選選選定審査会、定審査会、定審査会、定審査会、

（６）の奈（６）の奈（６）の奈（６）の奈良良良良県県県県国内国内国内国内販路販路販路販路拡大支援事業出拡大支援事業出拡大支援事業出拡大支援事業出展展展展者者者者選選選選定委員会定委員会定委員会定委員会、、、、（７）の（７）の（７）の（７）の海海海海外外外外販路販路販路販路拡大支援事業拡大支援事業拡大支援事業拡大支援事業

出出出出展展展展者者者者選選選選定委員会定委員会定委員会定委員会、、、、（８）の奈（８）の奈（８）の奈（８）の奈良良良良県県県県ビビビビジネジネジネジネスプランスプランスプランスプラン評価評価評価評価委員会の５つの審査会でご委員会の５つの審査会でご委員会の５つの審査会でご委員会の５つの審査会でござざざざいまいまいまいま

す。知事のす。知事のす。知事のす。知事の附属附属附属附属機機機機関として設置するた関として設置するた関として設置するた関として設置するためめめめにににに所所所所要の要の要の要の改改改改正をしようとする正をしようとする正をしようとする正をしようとするもももものでごのでごのでごのでござざざざいまして、いまして、いまして、いまして、

施行施行施行施行期期期期日につきましては、平成２５年４月１日からを予定をしております。日につきましては、平成２５年４月１日からを予定をしております。日につきましては、平成２５年４月１日からを予定をしております。日につきましては、平成２５年４月１日からを予定をしております。

４２ページ、奈４２ページ、奈４２ページ、奈４２ページ、奈良良良良県県県県保健保健保健保健環境環境環境環境研究センタ研究センタ研究センタ研究センター手数料ー手数料ー手数料ー手数料条条条条例の一部を例の一部を例の一部を例の一部を改改改改正する正する正する正する条条条条例でご例でご例でご例でござざざざいまいまいまいま

す。す。す。す。当当当当部部部部所管分所管分所管分所管分のののの項項項項目目目目は、４２ページの（４）奈は、４２ページの（４）奈は、４２ページの（４）奈は、４２ページの（４）奈良良良良県県県県工工工工業業業業技術技術技術技術センタセンタセンタセンター手数料ー手数料ー手数料ー手数料条条条条例の一部例の一部例の一部例の一部

改改改改正関係正関係正関係正関係及及及及び（５）の奈び（５）の奈び（５）の奈び（５）の奈良良良良県産業会県産業会県産業会県産業会館館館館条条条条例の一部例の一部例の一部例の一部改改改改正関係でご正関係でご正関係でご正関係でござざざざいます。います。います。います。

奈奈奈奈良良良良県県県県工工工工業業業業技術技術技術技術センタセンタセンタセンター手数料ー手数料ー手数料ー手数料条条条条例の一部例の一部例の一部例の一部改改改改正についてでご正についてでご正についてでご正についてでござざざざいますが、いますが、いますが、いますが、ここここれは奈れは奈れは奈れは奈良良良良県県県県

工工工工業業業業技術技術技術技術センタセンタセンタセンターにおいて行うーにおいて行うーにおいて行うーにおいて行う企企企企業からの業からの業からの業からの依頼依頼依頼依頼にににに基づ基づ基づ基づくくくく試試試試験験験験並びに計並びに計並びに計並びに計量法量法量法量法にににに基づ基づ基づ基づくくくく検検検検査査査査等等等等

の手数料をの手数料をの手数料をの手数料を改改改改定するに定するに定するに定するに当当当当たり、たり、たり、たり、所所所所要の要の要の要の改改改改正を行おうとする正を行おうとする正を行おうとする正を行おうとするもももものでごのでごのでごのでござざざざいます。います。います。います。

奈奈奈奈良良良良県産業会県産業会県産業会県産業会館館館館条条条条例の一部例の一部例の一部例の一部改改改改正でご正でご正でご正でござざざざいますが、いますが、いますが、いますが、ここここれは一れは一れは一れは一層層層層の利用の利用の利用の利用促促促促進を進を進を進を図図図図るたるたるたるためめめめ、利、利、利、利
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用者の用者の用者の用者のニニニニーーーーズズズズが高い中会議室を設置するが高い中会議室を設置するが高い中会議室を設置するが高い中会議室を設置するこここことといたしておりまして、そのとといたしておりまして、そのとといたしておりまして、そのとといたしておりまして、その使使使使用料について用料について用料について用料について

定定定定めめめめるたるたるたるためめめめ、、、、所所所所要の要の要の要の改改改改正を行う正を行う正を行う正を行うもももものでごのでごのでごのでござざざざいます。います。います。います。

８３ページ、奈８３ページ、奈８３ページ、奈８３ページ、奈良良良良県中小県中小県中小県中小企企企企業会業会業会業会館館館館条条条条例の一部を例の一部を例の一部を例の一部を改改改改正する正する正する正する条条条条例でご例でご例でご例でござざざざいます。います。います。います。ここここれは奈れは奈れは奈れは奈良良良良

県中小県中小県中小県中小企企企企業会業会業会業会館館館館に創業に創業に創業に創業時時時時のののの起起起起業家を支援するた業家を支援するた業家を支援するた業家を支援するためめめめの創業支援室を設置するの創業支援室を設置するの創業支援室を設置するの創業支援室を設置するここここととし、そのととし、そのととし、そのととし、その

使使使使用に係る手続用に係る手続用に係る手続用に係る手続やややや使使使使用料用料用料用料等等等等について定について定について定について定めめめめるたるたるたるためめめめ、、、、所所所所要の要の要の要の改改改改正をしようとする正をしようとする正をしようとする正をしようとするもももものでごのでごのでごのでござざざざいいいい

ます。ます。ます。ます。

８８ページ、奈８８ページ、奈８８ページ、奈８８ページ、奈良良良良県県県県工工工工業業業業技術技術技術技術センタセンタセンタセンター手数料ー手数料ー手数料ー手数料条条条条例例例例及及及及び奈び奈び奈び奈良良良良県県県県附属附属附属附属機機機機関に関する関に関する関に関する関に関する条条条条例の一例の一例の一例の一

部を部を部を部を改改改改正する正する正する正する条条条条例でご例でご例でご例でござざざざいます。います。います。います。ここここれは奈れは奈れは奈れは奈良良良良県県県県工工工工業業業業技術技術技術技術センタセンタセンタセンターの名ーの名ーの名ーの名称称称称を奈を奈を奈を奈良良良良県産業振興県産業振興県産業振興県産業振興

総総総総合センタ合センタ合センタ合センターに変ーに変ーに変ーに変更更更更するするするするこここことにとにとにとに伴伴伴伴い、い、い、い、所所所所要の要の要の要の改改改改正を行う正を行う正を行う正を行うもももものでごのでごのでごのでござざざざいます。います。います。います。

以以以以上で産業・雇用振興部上で産業・雇用振興部上で産業・雇用振興部上で産業・雇用振興部所管所管所管所管のご説明をのご説明をのご説明をのご説明を終終終終わわわわらせていただきます。ご審議のほらせていただきます。ご審議のほらせていただきます。ご審議のほらせていただきます。ご審議のほどどどどよろしよろしよろしよろし

くお願いいたします。くお願いいたします。くお願いいたします。くお願いいたします。

○冨岡農林部長○冨岡農林部長○冨岡農林部長○冨岡農林部長 それでは、引き続きまして農林部関係の議案についてご説明申し上げまそれでは、引き続きまして農林部関係の議案についてご説明申し上げまそれでは、引き続きまして農林部関係の議案についてご説明申し上げまそれでは、引き続きまして農林部関係の議案についてご説明申し上げま

す。す。す。す。

｢｢｢｢平成２５年度一般会計特別会計予算案の概要、平成２４年度一般会計特別会計２月補平成２５年度一般会計特別会計予算案の概要、平成２４年度一般会計特別会計２月補平成２５年度一般会計特別会計予算案の概要、平成２４年度一般会計特別会計２月補平成２５年度一般会計特別会計予算案の概要、平成２４年度一般会計特別会計２月補

正予算案の概要正予算案の概要正予算案の概要正予算案の概要」」」」、２６ページをお願いいたします。、２６ページをお願いいたします。、２６ページをお願いいたします。、２６ページをお願いいたします。

まず、地域産業支援・創出のたまず、地域産業支援・創出のたまず、地域産業支援・創出のたまず、地域産業支援・創出のためめめめのエネルギーの利活用推進に関する部のエネルギーの利活用推進に関する部のエネルギーの利活用推進に関する部のエネルギーの利活用推進に関する部分分分分でごでごでごでござざざざいますいますいますいます

が、新規事業の農村資が、新規事業の農村資が、新規事業の農村資が、新規事業の農村資源源源源エネルギー支援事業では、エネルギー支援事業では、エネルギー支援事業では、エネルギー支援事業では、ダムやダムやダムやダムやたたたためめめめ池池池池ななななどどどどの農業の農業の農業の農業水水水水利施設を利施設を利施設を利施設を生生生生

かしたかしたかしたかした再再再再生生生生可可可可能能能能エネルギーによります発電施設のエネルギーによります発電施設のエネルギーによります発電施設のエネルギーによります発電施設の整整整整備の備の備の備の導導導導入検討入検討入検討入検討に対して補助を行ってまに対して補助を行ってまに対して補助を行ってまに対して補助を行ってま

いります。いります。いります。いります。木木木木質質質質バイバイバイバイオオオオマスマスマスマス実実実実証証証証実実実実験験験験事業では、事業では、事業では、事業では、原原原原料料料料木木木木材材材材搬搬搬搬出の低出の低出の低出の低ココココストストストスト化化化化及及及及びびびびチチチチップップップップ、ペ、ペ、ペ、ペ

レットレットレットレットのののの効率効率効率効率的的的的なななな製製製製造造造造工工工工程の程の程の程の検検検検証証証証ななななどどどど、、、、再再再再生生生生可可可可能能能能エネルギーとしてのエネルギーとしてのエネルギーとしてのエネルギーとしての木木木木質質質質バイバイバイバイオオオオマスマスマスマスの利の利の利の利

用推進に用推進に用推進に用推進に向向向向けた実けた実けた実けた実証証証証実実実実験験験験を行ってまいります。を行ってまいります。を行ってまいります。を行ってまいります。

４２ページ、農林業の振興でご４２ページ、農林業の振興でご４２ページ、農林業の振興でご４２ページ、農林業の振興でござざざざいます。奈います。奈います。奈います。奈良良良良の美の美の美の美味味味味しいしいしいしい食食食食の創造と発の創造と発の創造と発の創造と発信信信信の（１）奈の（１）奈の（１）奈の（１）奈良良良良

の美の美の美の美味味味味しいしいしいしい食づ食づ食づ食づくりでごくりでごくりでごくりでござざざざいます。います。います。います。眺望眺望眺望眺望のいいのいいのいいのいいレストランレストランレストランレストラン支援事業では、県産農産支援事業では、県産農産支援事業では、県産農産支援事業では、県産農産物物物物を活を活を活を活

用した奈用した奈用した奈用した奈良良良良のおいしいのおいしいのおいしいのおいしい食食食食とすとすとすとすばばばばらしいらしいらしいらしい眺望眺望眺望眺望をををを楽楽楽楽ししししめめめめるるるる飲飲飲飲食食食食店店店店のののの認認認認定に支援を行ってまいり定に支援を行ってまいり定に支援を行ってまいり定に支援を行ってまいり

ます。ます。ます。ます。

（２）の地域（２）の地域（２）の地域（２）の地域ブランド力ブランド力ブランド力ブランド力のののの向向向向上と上と上と上と販売販売販売販売プロプロプロプロモモモモーーーーショショショションンンンのののの強強強強化ですが、新規事業、化ですが、新規事業、化ですが、新規事業、化ですが、新規事業、東東東東京京京京にににに

おける県産おける県産おける県産おける県産食食食食材材材材レストランレストランレストランレストラン調調調調査査査査検討検討検討検討事業では、県産事業では、県産事業では、県産事業では、県産食食食食材材材材ののののイイイイメメメメージージージージアップやブランド力向アップやブランド力向アップやブランド力向アップやブランド力向

上を上を上を上を目的目的目的目的としたとしたとしたとしたレストランレストランレストランレストランのののの東東東東京京京京出出出出店店店店にににに向向向向けたけたけたけた基基基基礎調礎調礎調礎調査に査に査に査に取取取取りりりり組組組組んでまいります。新規事んでまいります。新規事んでまいります。新規事んでまいります。新規事

業の県産農産業の県産農産業の県産農産業の県産農産物等Ｐ物等Ｐ物等Ｐ物等ＰＲＲＲＲフェアフェアフェアフェア開開開開催催催催事業では、平成２５年４月に事業では、平成２５年４月に事業では、平成２５年４月に事業では、平成２５年４月にオオオオーーーープンプンプンプンを予定しておりまを予定しておりまを予定しておりまを予定しておりま
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すすすすＪＡＪＡＪＡＪＡならけんまほろならけんまほろならけんまほろならけんまほろばばばばキキキキッッッッチチチチンンンンにおける県産農産における県産農産における県産農産における県産農産物等Ｐ物等Ｐ物等Ｐ物等ＰＲＲＲＲフェアフェアフェアフェアの開の開の開の開催催催催を支援してまいを支援してまいを支援してまいを支援してまい

ります。ります。ります。ります。

４３ページ４３ページ４３ページ４３ページ、、、、（３）の多様な（３）の多様な（３）の多様な（３）の多様な流通流通流通流通経経経経路路路路のののの形形形形成による成による成による成による販売販売販売販売推進でご推進でご推進でご推進でござざざざいます。います。います。います。首都圏首都圏首都圏首都圏でのでのでのでの

大和野大和野大和野大和野菜菜菜菜等等等等販路販路販路販路開開開開拓拓拓拓事業では、知事事業では、知事事業では、知事事業では、知事トップセトップセトップセトップセールールールールススススの実施の実施の実施の実施やややや首都圏首都圏首都圏首都圏ののののシシシシェフへェフへェフへェフへの県産農産の県産農産の県産農産の県産農産

物物物物ののののＰＰＰＰＲＲＲＲ等等等等を行い、を行い、を行い、を行い、販路販路販路販路拡大に拡大に拡大に拡大に努努努努めめめめてまいりますてまいりますてまいりますてまいります。。。。（４）の加（４）の加（４）の加（４）の加工工工工食食食食品品品品の開発・の開発・の開発・の開発・販売販売販売販売でごでごでごでござざざざ

います。新規事業、農業の６います。新規事業、農業の６います。新規事業、農業の６います。新規事業、農業の６次次次次産業化支援事業では、農業者産業化支援事業では、農業者産業化支援事業では、農業者産業化支援事業では、農業者やややや多様な業多様な業多様な業多様な業種種種種が連が連が連が連携携携携して行いして行いして行いして行い

ます新ます新ます新ます新商品商品商品商品の開発の開発の開発の開発やややや販路販路販路販路開開開開拓拓拓拓、加、加、加、加工工工工施設施設施設施設や機や機や機や機械械械械のののの整整整整備備備備等等等等に対して支援を行ってまいります。に対して支援を行ってまいります。に対して支援を行ってまいります。に対して支援を行ってまいります。

４４ページ、２、４４ページ、２、４４ページ、２、４４ページ、２、ママママーーーーケティングケティングケティングケティング・・・・ココココストストストスト戦略戦略戦略戦略にににに基づ基づ基づ基づいた農産いた農産いた農産いた農産物物物物の振興でごの振興でごの振興でごの振興でござざざざいます。います。います。います。

（１（１（１（１））））、、、、ここここれはれはれはれは将将将将来来来来の成長の成長の成長の成長品品品品目目目目としてとしてとしてとして選選選選定をいたしました、定をいたしました、定をいたしました、定をいたしました、チャチャチャチャレンレンレンレンジジジジ品品品品目等目等目等目等の振興でごの振興でごの振興でごの振興でご

ざざざざいます。新規事業として、大和野います。新規事業として、大和野います。新規事業として、大和野います。新規事業として、大和野菜首都圏展菜首都圏展菜首都圏展菜首都圏展開事業では、大和野開事業では、大和野開事業では、大和野開事業では、大和野菜菜菜菜をををを首都圏首都圏首都圏首都圏ななななどどどどに出に出に出に出荷荷荷荷

するたするたするたするためめめめのののの安安安安定定定定的的的的なななな生生生生産産産産技術技術技術技術のののの向向向向上上上上やややや、、、、流通流通流通流通上の上の上の上の課課課課題解決題解決題解決題解決にににに向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組み組み組み組みを実施してまを実施してまを実施してまを実施してま

いります。いります。いります。いります。

４５ページ４５ページ４５ページ４５ページ、、、、（２（２（２（２））））、、、、ここここれは本県農業をれは本県農業をれは本県農業をれは本県農業を牽牽牽牽引していく引していく引していく引していくリリリリーーーーデデデディングィングィングィング品品品品目目目目の振興といたしまの振興といたしまの振興といたしまの振興といたしま

して、新規事業でして、新規事業でして、新規事業でして、新規事業で柿柿柿柿集集集集出出出出荷貯蔵荷貯蔵荷貯蔵荷貯蔵施設施設施設施設整整整整備事業並びに新規事業の備事業並びに新規事業の備事業並びに新規事業の備事業並びに新規事業の茶茶茶茶加加加加工工工工設備設備設備設備整整整整備事業で、本備事業で、本備事業で、本備事業で、本

県産の県産の県産の県産の柿柿柿柿、それからお、それからお、それからお、それからお茶茶茶茶のののの品質品質品質品質向向向向上を上を上を上を図図図図るたるたるたるためめめめの設備の設備の設備の設備整整整整備に対しまして補助を行ってまい備に対しまして補助を行ってまい備に対しまして補助を行ってまい備に対しまして補助を行ってまい

ります。ります。ります。ります。

（３）の（３）の（３）の（３）の内内内内水水水水面漁面漁面漁面漁業の振興でご業の振興でご業の振興でご業の振興でござざざざいます。新規事業のいます。新規事業のいます。新規事業のいます。新規事業の河河河河川川川川漁漁漁漁業業業業復復復復興興興興促促促促進事業では、進事業では、進事業では、進事業では、遊漁遊漁遊漁遊漁

者の者の者の者の減減減減少少少少がががが著著著著しいしいしいしいアマアマアマアマゴゴゴゴ及及及及びびびびニニニニジジジジマスマスマスマスのののの放放放放流流流流に対しまして補助を行ってまいります。に対しまして補助を行ってまいります。に対しまして補助を行ってまいります。に対しまして補助を行ってまいります。

４６ページ４６ページ４６ページ４６ページ、、、、（４）（４）（４）（４）技術技術技術技術開発の推進でご開発の推進でご開発の推進でご開発の推進でござざざざいます。新規事業で農業総います。新規事業で農業総います。新規事業で農業総います。新規事業で農業総合センタ合センタ合センタ合センターーーー移転移転移転移転整整整整

備事業では、備事業では、備事業では、備事業では、国国国国において創設をされました地域の元において創設をされました地域の元において創設をされました地域の元において創設をされました地域の元気気気気臨臨臨臨時交時交時交時交付付付付金、金、金、金、ここここれを活用させていたれを活用させていたれを活用させていたれを活用させていた

だきまして、農業総だきまして、農業総だきまして、農業総だきまして、農業総合センタ合センタ合センタ合センターをーをーをーを桜井桜井桜井桜井市市市市の農業大の農業大の農業大の農業大学校学校学校学校のののの敷敷敷敷地地地地内へ内へ内へ内へ移転移転移転移転整整整整備し、備し、備し、備し、ここここれをれをれをれを契契契契機機機機

にににに研究機能研究機能研究機能研究機能の高度化にの高度化にの高度化にの高度化に積積積積極極極極的的的的にににに取取取取りりりり組組組組んでまいります。また、新規事業の奈んでまいります。また、新規事業の奈んでまいります。また、新規事業の奈んでまいります。また、新規事業の奈良良良良の特の特の特の特ＡＡＡＡ米米米米品品品品

質質質質向向向向上上上上等研究等研究等研究等研究開発事業では、米の開発事業では、米の開発事業では、米の開発事業では、米の食食食食味味味味ランランランランキキキキングングングングで平成２２年から３年連続で奈で平成２２年から３年連続で奈で平成２２年から３年連続で奈で平成２２年から３年連続で奈良良良良県産県産県産県産ヒヒヒヒ

ノノノノヒカリヒカリヒカリヒカリが特が特が特が特ＡＡＡＡを受けておりまして、を受けておりまして、を受けておりまして、を受けておりまして、ここここの県産米の県産米の県産米の県産米ヒヒヒヒノノノノヒカリヒカリヒカリヒカリののののブランド力強ブランド力強ブランド力強ブランド力強化を化を化を化を図図図図るたるたるたるためめめめ

のののの取取取取りりりり組み組み組み組みを進を進を進を進めめめめてまいります。てまいります。てまいります。てまいります。

（５）の（５）の（５）の（５）の安全安安全安安全安安全安心な農心な農心な農心な農畜畜畜畜産産産産物物物物のののの供給供給供給供給ででででああああります。ります。ります。ります。ここここれは２つ上げておりますが、れは２つ上げておりますが、れは２つ上げておりますが、れは２つ上げておりますが、食食食食肉肉肉肉公公公公

社運社運社運社運営営営営補助と補助と補助と補助と畜畜畜畜業務業務業務業務移移移移行推進事業でご行推進事業でご行推進事業でご行推進事業でござざざざいます。います。います。います。ここここれはれはれはれは食食食食肉肉肉肉流通センタ流通センタ流通センタ流通センターにはーにはーにはーには現在現在現在現在、と、と、と、と畜畜畜畜

とととと市場市場市場市場業務がご業務がご業務がご業務がござざざざいますが、いますが、いますが、いますが、ここここれをれをれをれを今今今今般般般般改改改改革革革革をするをするをするをするこここことにさせていただいて、平成２５年とにさせていただいて、平成２５年とにさせていただいて、平成２５年とにさせていただいて、平成２５年

４月からと４月からと４月からと４月からと畜畜畜畜業務は業務は業務は業務は食食食食肉肉肉肉会会会会社社社社からからからから食食食食肉肉肉肉公公公公社へ社へ社へ社へ移転移転移転移転を進を進を進を進めめめめるるるるこここことといたしました。したがいとといたしました。したがいとといたしました。したがいとといたしました。したがい

まして、まして、まして、まして、食食食食肉肉肉肉公公公公社み社み社み社みずからとずからとずからとずからと畜畜畜畜業務を実施する業務を実施する業務を実施する業務を実施するこここことといたします。その費用としまして、とといたします。その費用としまして、とといたします。その費用としまして、とといたします。その費用としまして、
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県県県県食食食食肉肉肉肉公公公公社運社運社運社運営営営営補助、補助、補助、補助、ここここれはれはれはれは通通通通年年年年ベベベベーーーーススススのをのをのをのを見見見見たのですが、３たのですが、３たのですが、３たのですが、３億億億億５，１００万円、それか５，１００万円、それか５，１００万円、それか５，１００万円、それか

ら新規事業のとら新規事業のとら新規事業のとら新規事業のと畜畜畜畜業務業務業務業務移移移移行推進事業、行推進事業、行推進事業、行推進事業、ここここれは平成２５年度、れは平成２５年度、れは平成２５年度、れは平成２５年度、単単単単年度の一年度の一年度の一年度の一時的時的時的時的な予算でごな予算でごな予算でごな予算でござざざざ

います。なお、います。なお、います。なお、います。なお、ここここのののの通通通通常常常常ベベベベーーーーススススの県の県の県の県食食食食肉肉肉肉公公公公社運社運社運社運営営営営補助につきましては、平成２４年度の予補助につきましては、平成２４年度の予補助につきましては、平成２４年度の予補助につきましては、平成２４年度の予

算と算と算と算と比較比較比較比較しますとしますとしますとしますと約約約約２，０００万円２，０００万円２，０００万円２，０００万円余余余余のののの減減減減少少少少となっています。となっています。となっています。となっています。

４７ページ、３の４７ページ、３の４７ページ、３の４７ページ、３の意意意意欲欲欲欲ああああるるるる担担担担い手のい手のい手のい手の育育育育成・新規成・新規成・新規成・新規就就就就農者農者農者農者へへへへの支援でごの支援でごの支援でごの支援でござざざざいますいますいますいます。。。。（１）の（１）の（１）の（１）の

担担担担い手のい手のい手のい手の確保確保確保確保・・・・育育育育成支援でご成支援でご成支援でご成支援でござざざざいます。新規事業、農業います。新規事業、農業います。新規事業、農業います。新規事業、農業人人人人材材材材活用事業では、高活用事業では、高活用事業では、高活用事業では、高齢齢齢齢者者者者人人人人材材材材ババババ

ンクンクンクンクを活用した新たな農業のを活用した新たな農業のを活用した新たな農業のを活用した新たな農業の担担担担い手のい手のい手のい手の確保や確保や確保や確保や耕耕耕耕作作作作放放放放棄棄棄棄地の地の地の地の再再再再生生生生を行うを行うを行うを行う取取取取りりりり組み組み組み組みを支援してを支援してを支援してを支援して

まいります。それから、新規事業ですが、経まいります。それから、新規事業ですが、経まいります。それから、新規事業ですが、経まいります。それから、新規事業ですが、経営営営営体育体育体育体育成支援事業では、成支援事業では、成支援事業では、成支援事業では、現在現在現在現在進進進進めめめめておりますておりますておりますております

人人人人・農地・農地・農地・農地プランプランプランプラン、、、、ここここれにれにれにれに位位位位置置置置づづづづけられた地域の中心経けられた地域の中心経けられた地域の中心経けられた地域の中心経営営営営体等体等体等体等が行います農業用地施設のが行います農業用地施設のが行います農業用地施設のが行います農業用地施設の整整整整

備備備備等等等等に対して補助をしてまいります。に対して補助をしてまいります。に対して補助をしてまいります。に対して補助をしてまいります。

４８ページ４８ページ４８ページ４８ページ、、、、（２）の新規（２）の新規（２）の新規（２）の新規参入参入参入参入者者者者等へ等へ等へ等への支援でごの支援でごの支援でごの支援でござざざざいます。新規事業の農業大います。新規事業の農業大います。新規事業の農業大います。新規事業の農業大学校学校学校学校６６６６次次次次

産業化産業化産業化産業化研修研修研修研修拠拠拠拠点整点整点整点整備事業でご備事業でご備事業でご備事業でござざざざいますが、県農業大いますが、県農業大いますが、県農業大いますが、県農業大学校学校学校学校に、に、に、に、調理調理調理調理、加、加、加、加工工工工ななななどどどど、農業の６、農業の６、農業の６、農業の６次次次次

産業化を産業化を産業化を産業化を担担担担うううう人人人人材材材材をををを育育育育成するた成するた成するた成するためめめめの新規の新規の新規の新規導導導導入入入入のたのたのたのためめめめののののカリカリカリカリキュキュキュキュラム等ラム等ラム等ラム等のののの検討検討検討検討を行うととを行うととを行うととを行うとともももも

に、に、に、に、研修研修研修研修拠拠拠拠点点点点のののの整整整整備に備に備に備に取取取取りりりり組組組組んでまいります。んでまいります。んでまいります。んでまいります。

４４４４９９９９ページ、４の地域資ページ、４の地域資ページ、４の地域資ページ、４の地域資源源源源を活用した農村地域の活性化でごを活用した農村地域の活性化でごを活用した農村地域の活性化でごを活用した農村地域の活性化でござざざざいますいますいますいます。。。。（１）の農産（１）の農産（１）の農産（１）の農産物物物物

等等等等を活用した地域産業の振興でを活用した地域産業の振興でを活用した地域産業の振興でを活用した地域産業の振興でああああります。新規事業のります。新規事業のります。新規事業のります。新規事業の漢漢漢漢方方方方推進推進推進推進プロプロプロプロジジジジェクトェクトェクトェクト事業、事業、事業、事業、薬薬薬薬用用用用作作作作

物物物物のののの生生生生産・産・産・産・流通流通流通流通振興でご振興でご振興でご振興でござざざざいますが、いますが、いますが、いますが、ここここれは大和れは大和れは大和れは大和トウトウトウトウキキキキななななどどどどの県産の県産の県産の県産薬薬薬薬用用用用作作作作物物物物のののの優優優優良良良良系統系統系統系統のののの

選選選選抜抜抜抜や生や生や生や生産産産産技術技術技術技術の開発の開発の開発の開発等等等等を行うととを行うととを行うととを行うととももももに、６に、６に、６に、６次次次次産業化を進産業化を進産業化を進産業化を進めめめめるるるる取取取取りりりり組み組み組み組みに対して支援を行に対して支援を行に対して支援を行に対して支援を行

ってまいりますってまいりますってまいりますってまいります。。。。（２）の農村資（２）の農村資（２）の農村資（２）の農村資源源源源を活用したにを活用したにを活用したにを活用したにぎわぎわぎわぎわい創出でごい創出でごい創出でごい創出でござざざざいます。第３４います。第３４います。第３４います。第３４回全国回全国回全国回全国

豊豊豊豊かなかなかなかな海海海海づづづづくり大会くり大会くり大会くり大会準準準準備事業では、平成２６年の備事業では、平成２６年の備事業では、平成２６年の備事業では、平成２６年の秋秋秋秋に開に開に開に開催催催催を予定しておりますを予定しておりますを予定しておりますを予定しております全国豊全国豊全国豊全国豊かなかなかなかな

海海海海づづづづくり大会の開くり大会の開くり大会の開くり大会の開催催催催準準準準備といたしまして、実施計備といたしまして、実施計備といたしまして、実施計備といたしまして、実施計画画画画のののの策策策策定、それから大会の定、それから大会の定、それから大会の定、それから大会の機運機運機運機運醸醸醸醸成とし成とし成とし成とし

て１年前て１年前て１年前て１年前イベントイベントイベントイベントの開の開の開の開催催催催、そのほか、大会、そのほか、大会、そのほか、大会、そのほか、大会当当当当日の日の日の日の放放放放流流流流行事におきまして行事におきまして行事におきまして行事におきまして使使使使用する用する用する用する天天天天然ア然ア然ア然アユユユユ

のののの養養養養成を行ってまいります成を行ってまいります成を行ってまいります成を行ってまいります。。。。（３）の（３）の（３）の（３）の耕耕耕耕作作作作放放放放棄棄棄棄地の地の地の地の再再再再生生生生による農地のによる農地のによる農地のによる農地の有効有効有効有効活用でご活用でご活用でご活用でござざざざいまいまいまいま

す。新規事業のす。新規事業のす。新規事業のす。新規事業の耕耕耕耕作作作作放放放放棄棄棄棄地地地地再再再再生生生生活用活用活用活用モデモデモデモデル事業では、ル事業では、ル事業では、ル事業では、再再再再生生生生のたのたのたのためめめめの新たなの新たなの新たなの新たなアイアイアイアイデデデデアアアアによるによるによるによる

取取取取りりりり組み組み組み組みに対して補助をしてまいります。に対して補助をしてまいります。に対して補助をしてまいります。に対して補助をしてまいります。

５０ページ５０ページ５０ページ５０ページ、、、、（４）の総（４）の総（４）の総（４）の総合的合的合的合的なななな鳥獣鳥獣鳥獣鳥獣被被被被害害害害対対対対策策策策の推進でごの推進でごの推進でごの推進でござざざざいます。います。います。います。鳥獣鳥獣鳥獣鳥獣被被被被害防止害防止害防止害防止対対対対策策策策事事事事

業から業から業から業から里里里里山山山山づづづづくり推進事業までのくり推進事業までのくり推進事業までのくり推進事業までの記載記載記載記載のののの各各各各種種種種事業に事業に事業に事業に取取取取りりりり組み組み組み組みまして、まして、まして、まして、鳥獣鳥獣鳥獣鳥獣害害害害対対対対策策策策をををを積積積積極極極極的的的的

に推進してまいります。に推進してまいります。に推進してまいります。に推進してまいります。

５１ページ、５の県産５１ページ、５の県産５１ページ、５の県産５１ページ、５の県産材材材材の利用拡大の（１）の利用拡大の（１）の利用拡大の（１）の利用拡大の（１）建建建建築物へ築物へ築物へ築物への県産の県産の県産の県産材材材材利用の拡大でご利用の拡大でご利用の拡大でご利用の拡大でござざざざいます。います。います。います。

建建建建築物築物築物築物木木木木造造造造木木木木質質質質化推進事業では、県産化推進事業では、県産化推進事業では、県産化推進事業では、県産材材材材によるによるによるによる公公公公共建共建共建共建築物築物築物築物のののの木木木木造化、造化、造化、造化、内内内内装装装装ななななどどどどのののの木木木木質質質質化化化化整整整整
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備に対して補助を行ってまいります。また、備に対して補助を行ってまいります。また、備に対して補助を行ってまいります。また、備に対して補助を行ってまいります。また、国国国国庫庫庫庫補助金を活用した補助金を活用した補助金を活用した補助金を活用した社社社社会会会会福祉福祉福祉福祉施設の施設の施設の施設の木木木木造化、造化、造化、造化、

内内内内装装装装等等等等のののの木木木木質質質質化化化化整整整整備について、県産備について、県産備について、県産備について、県産材材材材のののの購購購購入入入入費用の県費用の県費用の県費用の県単単単単の上の上の上の上乗乗乗乗せ補助を行ってまいります。せ補助を行ってまいります。せ補助を行ってまいります。せ補助を行ってまいります。

５２ページ５２ページ５２ページ５２ページ、、、、（２）のくらしの（２）のくらしの（２）のくらしの（２）のくらしの道道道道具具具具・家・家・家・家具具具具・・・・土土土土産産産産物等へ物等へ物等へ物等への県産の県産の県産の県産材材材材利用の拡大でご利用の拡大でご利用の拡大でご利用の拡大でござざざざいまいまいまいま

す。新規事業、奈す。新規事業、奈す。新規事業、奈す。新規事業、奈良良良良のののの木木木木をををを使使使使用したくらしの用したくらしの用したくらしの用したくらしのデザデザデザデザインインインイン開発事業、開発事業、開発事業、開発事業、ここここれは奈れは奈れは奈れは奈良良良良女女女女子子子子大大大大学学学学の大の大の大の大

学生学生学生学生の提案事業に関するの提案事業に関するの提案事業に関するの提案事業に関するもももものでごのでごのでごのでござざざざいますが、県いますが、県いますが、県いますが、県内内内内大大大大学生学生学生学生のののの力力力力を活用いたしまして、県産を活用いたしまして、県産を活用いたしまして、県産を活用いたしまして、県産

材材材材をををを使使使使用した用した用した用した暮暮暮暮らしのらしのらしのらしの道道道道具具具具の新たなの新たなの新たなの新たなデザデザデザデザインインインインの開発並びにの開発並びにの開発並びにの開発並びに商品商品商品商品化に化に化に化に取取取取りりりり組組組組んでまいります。んでまいります。んでまいります。んでまいります。

（３）の県産（３）の県産（３）の県産（３）の県産材材材材のののの販路販路販路販路開開開開拓拓拓拓・・・・流通流通流通流通拡大支援ですが、新規事業で奈拡大支援ですが、新規事業で奈拡大支援ですが、新規事業で奈拡大支援ですが、新規事業で奈良良良良のののの木木木木のおのおのおのお店店店店・・・・宿宿宿宿拡大拡大拡大拡大

事業では、奈事業では、奈事業では、奈事業では、奈良良良良のののの木木木木のおのおのおのお店店店店、、、、宿宿宿宿ののののデザデザデザデザインインインインココココンンンンペの開ペの開ペの開ペの開催やＰ催やＰ催やＰ催やＰＲＲＲＲ活活活活動動動動を行いまして、を行いまして、を行いまして、を行いまして、京阪京阪京阪京阪神神神神

地域地域地域地域やややや県県県県内内内内のののの飲飲飲飲食食食食店店店店、、、、宿宿宿宿泊泊泊泊施設施設施設施設等等等等におきます県産におきます県産におきます県産におきます県産材材材材利用の拡大に利用の拡大に利用の拡大に利用の拡大に取取取取りりりり組組組組んでまいります。んでまいります。んでまいります。んでまいります。

次次次次の新規事業の県産の新規事業の県産の新規事業の県産の新規事業の県産材材材材首都圏首都圏首都圏首都圏販路販路販路販路拡大事業では、奈拡大事業では、奈拡大事業では、奈拡大事業では、奈良良良良のののの木木木木グッドグッドグッドグッドデザデザデザデザインインインインココココンンンンペの開ペの開ペの開ペの開催催催催

やややや県産県産県産県産材商品材商品材商品材商品説明説明説明説明商商商商談談談談会の開会の開会の開会の開催催催催ななななどどどどにより、により、により、により、首都圏首都圏首都圏首都圏のののの商商商商業施設業施設業施設業施設やややや住宅住宅住宅住宅ななななどへどへどへどへの新たなの新たなの新たなの新たな販路販路販路販路

開開開開拓拓拓拓にににに取取取取りりりり組組組組んでまいります。んでまいります。んでまいります。んでまいります。

５３ページの６、県産５３ページの６、県産５３ページの６、県産５３ページの６、県産材材材材のののの安安安安定定定定供給供給供給供給でごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。（１）の奈（１）の奈（１）の奈（１）の奈良良良良型作型作型作型作業業業業道道道道等等等等によるによるによるによる木木木木材材材材

生生生生産の拡大ですが、奈産の拡大ですが、奈産の拡大ですが、奈産の拡大ですが、奈良良良良県県県県木木木木材材材材生生生生産推進事業におきまして、い産推進事業におきまして、い産推進事業におきまして、い産推進事業におきまして、いわわわわゆゆゆゆるまとまった施業るまとまった施業るまとまった施業るまとまった施業区区区区域域域域

を対を対を対を対象象象象といたしました、県では第１といたしました、県では第１といたしました、県では第１といたしました、県では第１種種種種木木木木材材材材生生生生産林と産林と産林と産林と呼呼呼呼んでごんでごんでごんでござざざざいますが、いますが、いますが、いますが、ここここれについて、れについて、れについて、れについて、

長長長長期間期間期間期間使使使使用できる、用できる、用できる、用できる、壊壊壊壊れにくいれにくいれにくいれにくい作作作作業業業業道道道道のののの重重重重点点点点開設な開設な開設な開設などどどどによりまして、によりまして、によりまして、によりまして、木木木木材材材材生生生生産拡大を産拡大を産拡大を産拡大を促促促促進進進進

するたするたするたするためめめめの補助を行ってまいります。の補助を行ってまいります。の補助を行ってまいります。の補助を行ってまいります。

５５ページ、７の森林の５５ページ、７の森林の５５ページ、７の森林の５５ページ、７の森林の適適適適切切切切なななな保全保全保全保全と活用でごと活用でごと活用でごと活用でござざざざいますいますいますいます。。。。（１）の「環境（１）の「環境（１）の「環境（１）の「環境保全保全保全保全林」の林」の林」の林」の整整整整

備・備・備・備・保全保全保全保全推進に推進に推進に推進に記載記載記載記載のとおりのとおりのとおりのとおり取取取取りりりり組み組み組み組みますととますととますととますととももももに、５６ページにかけましてに、５６ページにかけましてに、５６ページにかけましてに、５６ページにかけまして、、、、（２）で（２）で（２）で（２）で

森林・森林・森林・森林・里里里里山との山との山との山とのふふふふれれれれああああい推進にい推進にい推進にい推進に取取取取りりりり組組組組んでまいるんでまいるんでまいるんでまいる所所所所存存存存でごでごでごでござざざざいます。その中で、新規事業います。その中で、新規事業います。その中で、新規事業います。その中で、新規事業

で第６７で第６７で第６７で第６７回全国回全国回全国回全国野野野野鳥鳥鳥鳥保護保護保護保護のつのつのつのつどどどどい開い開い開い開催催催催事業でご事業でご事業でご事業でござざざざいますが、いますが、いますが、いますが、ここここれは５月に開れは５月に開れは５月に開れは５月に開催催催催しておりましておりましておりましておりま

すすすす愛鳥週愛鳥週愛鳥週愛鳥週間間間間の５月１１日から１２日に本県で開の５月１１日から１２日に本県で開の５月１１日から１２日に本県で開の５月１１日から１２日に本県で開催催催催をする予定をしております。行事といたをする予定をしております。行事といたをする予定をしております。行事といたをする予定をしております。行事といた

しましては、しましては、しましては、しましては、通通通通例で例で例で例でああああれれれればばばば常常常常陸宮殿陸宮殿陸宮殿陸宮殿下、下、下、下、妃殿妃殿妃殿妃殿下をお下をお下をお下をお迎迎迎迎えし、えし、えし、えし、記記記記念式典念式典念式典念式典を実施するほか、関を実施するほか、関を実施するほか、関を実施するほか、関

連事業としまして連事業としまして連事業としまして連事業としまして愛鳥愛鳥愛鳥愛鳥イベントイベントイベントイベント、野、野、野、野鳥鳥鳥鳥観観観観察察察察会を実施をする予定をしております。会を実施をする予定をしております。会を実施をする予定をしております。会を実施をする予定をしております。

次次次次に、農林関係に、農林関係に、農林関係に、農林関係公公公公共共共共事業の推進でご事業の推進でご事業の推進でご事業の推進でござざざざいますが、平成２４年度の２月補正予算をいますが、平成２４年度の２月補正予算をいますが、平成２４年度の２月補正予算をいますが、平成２４年度の２月補正予算を含含含含めめめめまままま

した平成２５年度の農林した平成２５年度の農林した平成２５年度の農林した平成２５年度の農林公公公公共共共共事業については、事業については、事業については、事業については、災災災災害害害害関連事業を関連事業を関連事業を関連事業を除除除除きまして、事業規きまして、事業規きまして、事業規きまして、事業規模模模模で６で６で６で６．．．．

００００％増％増％増％増の６４の６４の６４の６４億億億億４００万円となっております。農業４００万円となっております。農業４００万円となっております。農業４００万円となっております。農業生生生生産産産産基基基基盤盤盤盤整整整整備の推進として、備の推進として、備の推進として、備の推進として、記載記載記載記載のとのとのとのと

おり、おり、おり、おり、土土土土地地地地改良改良改良改良事業事業事業事業以以以以下の事業に下の事業に下の事業に下の事業に取取取取りりりり組組組組んでまいります。んでまいります。んでまいります。んでまいります。

５８ページ、５８ページ、５８ページ、５８ページ、９９９９の林業の林業の林業の林業生生生生産産産産基基基基盤盤盤盤整整整整備の備の備の備の促促促促進につきまして進につきまして進につきまして進につきましてもももも、林、林、林、林道道道道整整整整備事業備事業備事業備事業以以以以下、５下、５下、５下、５９９９９ペペペペ

ージにかけてージにかけてージにかけてージにかけて記載記載記載記載のとおり、治山事業のとおり、治山事業のとおり、治山事業のとおり、治山事業やややや災災災災害害害害復旧復旧復旧復旧事業に事業に事業に事業に取取取取りりりり組組組組んでまいります。んでまいります。んでまいります。んでまいります。
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１２１ページ、１２１ページ、１２１ページ、１２１ページ、紀伊半島紀伊半島紀伊半島紀伊半島大大大大水水水水害害害害からのからのからのからの復旧復旧復旧復旧・・・・復復復復興、興、興、興、被災被災被災被災地域の地域の地域の地域の迅速迅速迅速迅速なななな立立立立ちちちち直直直直り・り・り・り・回回回回復復復復でででで

ごごごござざざざいます。２のいます。２のいます。２のいます。２の道道道道路路路路等等等等のののの応応応応急急急急復旧復旧復旧復旧、、、、土土土土砂砂砂砂ダムダムダムダム対対対対策策策策、、、、（１）（１）（１）（１）道道道道路路路路、、、、河河河河川、川、川、川、砂砂砂砂防防防防、林、林、林、林道道道道等等等等のののの

応応応応急急急急復旧復旧復旧復旧の林の林の林の林道道道道災災災災害害害害復旧復旧復旧復旧事業（事業（事業（事業（過過過過年年年年災分災分災分災分）でご）でご）でご）でござざざざいますが、いますが、いますが、いますが、記載記載記載記載のとおり林のとおり林のとおり林のとおり林道道道道施設の施設の施設の施設の復旧復旧復旧復旧

にににに取取取取りりりり組組組組んでまいりますんでまいりますんでまいりますんでまいります。。。。（２）の２（２）の２（２）の２（２）の２次次次次災災災災害害害害をををを防防防防ぐぐぐぐたたたためめめめのののの土土土土砂砂砂砂災災災災害害害害対対対対策策策策といたしまして、といたしまして、といたしまして、といたしまして、

林地林地林地林地崩壊崩壊崩壊崩壊地の地の地の地の復旧復旧復旧復旧を推進するたを推進するたを推進するたを推進するためめめめ、治山事業から、治山事業から、治山事業から、治山事業から次次次次ページの民ページの民ページの民ページの民有有有有林林林林直直直直轄轄轄轄治山事業費治山事業費治山事業費治山事業費負担負担負担負担金金金金

にににに記載記載記載記載のとおり、のとおり、のとおり、のとおり、国国国国庫庫庫庫補助事業、それから県補助事業、それから県補助事業、それから県補助事業、それから県単独単独単独単独事業、それから事業、それから事業、それから事業、それから国国国国のののの直直直直轄轄轄轄事業によりまし事業によりまし事業によりまし事業によりまし

てててて復旧復旧復旧復旧対対対対策策策策にににに取取取取りりりり組組組組んでまいります。んでまいります。んでまいります。んでまいります。

１２８ページ、産業・雇用の創造の（１）林業の振興でご１２８ページ、産業・雇用の創造の（１）林業の振興でご１２８ページ、産業・雇用の創造の（１）林業の振興でご１２８ページ、産業・雇用の創造の（１）林業の振興でござざざざいます。県産います。県産います。県産います。県産材材材材生生生生産産産産促促促促進事進事進事進事

業では、業では、業では、業では、紀伊半島紀伊半島紀伊半島紀伊半島大大大大水水水水害害害害被災被災被災被災地域におきます地域におきます地域におきます地域におきます間間間間伐伐伐伐材材材材等等等等のののの搬搬搬搬出利用に出利用に出利用に出利用に積積積積極極極極的的的的にににに取取取取りりりり組組組組まれるまれるまれるまれる

林業事業林業事業林業事業林業事業体等体等体等体等を支援してまいります。を支援してまいります。を支援してまいります。を支援してまいります。次次次次にににに、、、、（２）の地域産業の振興ですが、地域の（２）の地域産業の振興ですが、地域の（２）の地域産業の振興ですが、地域の（２）の地域産業の振興ですが、地域の誇誇誇誇りりりり

となる地域特産となる地域特産となる地域特産となる地域特産物物物物のののの復復復復興興興興応応応応援事業で、新たな特産援事業で、新たな特産援事業で、新たな特産援事業で、新たな特産物物物物加加加加工品工品工品工品、、、、土土土土産産産産物物物物の創出にの創出にの創出にの創出に取取取取りりりり組む組む組む組む地域地域地域地域

での活での活での活での活動動動動に対しまして、に対しまして、に対しまして、に対しまして、アドバイアドバイアドバイアドバイザザザザーーーー派遣等派遣等派遣等派遣等により支援を実施してまいります。そのほか、により支援を実施してまいります。そのほか、により支援を実施してまいります。そのほか、により支援を実施してまいります。そのほか、

１２１２１２１２９９９９ページまでのページまでのページまでのページまでの記載記載記載記載事業について、農林事業について、農林事業について、農林事業について、農林水水水水産業の振興に産業の振興に産業の振興に産業の振興に努努努努めめめめてまいります。てまいります。てまいります。てまいります。

次次次次に、１３３ページ、中に、１３３ページ、中に、１３３ページ、中に、１３３ページ、中南南南南和・和・和・和・東東東東部地域の振興の２の地域産業の振興と部地域の振興の２の地域産業の振興と部地域の振興の２の地域産業の振興と部地域の振興の２の地域産業の振興と安安安安定した定した定した定した就労就労就労就労のののの

場場場場のののの確保確保確保確保ですが、１３４ページの奈ですが、１３４ページの奈ですが、１３４ページの奈ですが、１３４ページの奈良良良良らしい地域らしい地域らしい地域らしい地域ビビビビジネジネジネジネス促ス促ス促ス促進事業で、進事業で、進事業で、進事業で、柿柿柿柿のののの葉葉葉葉ずしにずしにずしにずしに使使使使わわわわ

れます県産れます県産れます県産れます県産柿葉柿葉柿葉柿葉のののの安安安安定定定定生生生生産産産産体体体体制を制を制を制を確立確立確立確立し、新たな地域し、新たな地域し、新たな地域し、新たな地域ビビビビジネジネジネジネススススを創出してまいります。そを創出してまいります。そを創出してまいります。そを創出してまいります。そ

のののの他他他他、、、、記載記載記載記載の事業にの事業にの事業にの事業に取取取取りりりり組組組組んでまいります。んでまいります。んでまいります。んでまいります。

なお、なお、なお、なお、基基基基金金金金へへへへのののの積立積立積立積立金金金金及及及及びびびび直直直直轄轄轄轄事業の一部を事業の一部を事業の一部を事業の一部を除除除除きまして、金きまして、金きまして、金きまして、金額欄額欄額欄額欄にににに記載記載記載記載の２月補正予算の２月補正予算の２月補正予算の２月補正予算

分分分分につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、次次次次の補正予算の補正予算の補正予算の補正予算等等等等に対に対に対に対応応応応するたするたするたするためめめめ、、、、全全全全額額額額、平成２５年度に、平成２５年度に、平成２５年度に、平成２５年度に繰繰繰繰り越しをさり越しをさり越しをさり越しをさ

せていただきたいとせていただきたいとせていただきたいとせていただきたいと考考考考えております。えております。えております。えております。

以以以以上が平成２５年度の農林部関係予算の概要でご上が平成２５年度の農林部関係予算の概要でご上が平成２５年度の農林部関係予算の概要でご上が平成２５年度の農林部関係予算の概要でござざざざいまして、いまして、いまして、いまして、次次次次に、に、に、に、｢｢｢｢平成２４年度２平成２４年度２平成２４年度２平成２４年度２

月補正予算案（月補正予算案（月補正予算案（月補正予算案（追追追追加提出加提出加提出加提出分分分分）の概要」についてご説明申し上げます。）の概要」についてご説明申し上げます。）の概要」についてご説明申し上げます。）の概要」についてご説明申し上げます。

４ページ、農林関係補正予算でご４ページ、農林関係補正予算でご４ページ、農林関係補正予算でご４ページ、農林関係補正予算でござざざざいます。まず、います。まず、います。まず、います。まず、繰繰繰繰越明越明越明越明許許許許費補正新規費補正新規費補正新規費補正新規分分分分でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

柿柿柿柿集集集集出出出出荷荷荷荷施設施設施設施設整整整整備事業でご備事業でご備事業でご備事業でござざざざいますが、いますが、いますが、いますが、柿柿柿柿の出の出の出の出荷荷荷荷量量量量がががが想想想想定より多くなり、施設の定より多くなり、施設の定より多くなり、施設の定より多くなり、施設の稼稼稼稼働期間働期間働期間働期間

が予が予が予が予想想想想以以以以上に長くなった上に長くなった上に長くなった上に長くなったこここことによりまして、事業とによりまして、事業とによりまして、事業とによりまして、事業主体主体主体主体のののの工工工工事事事事着着着着手におくれが手におくれが手におくれが手におくれが生じ生じ生じ生じました。ました。ました。ました。

ここここのたのたのたのためめめめ１１１１億億億億１，２００万円の１，２００万円の１，２００万円の１，２００万円の繰繰繰繰り越しをお願いするり越しをお願いするり越しをお願いするり越しをお願いするもももものでごのでごのでごのでござざざざいます。います。います。います。

次次次次に、に、に、に、西西西西和地和地和地和地区区区区農地農地農地農地陥没陥没陥没陥没対対対対策策策策事業でご事業でご事業でご事業でござざざざいます。います。います。います。ここここれれれれもももも想想想想定定定定以以以以上に地下上に地下上に地下上に地下水水水水のののの量量量量が多かっが多かっが多かっが多かっ

たたたたたたたためめめめに、に、に、に、工法工法工法工法のののの検討検討検討検討にににに不不不不測測測測の日数を要したたの日数を要したたの日数を要したたの日数を要したためめめめ、４，２００万円の、４，２００万円の、４，２００万円の、４，２００万円の繰繰繰繰り越しをお願いすり越しをお願いすり越しをお願いすり越しをお願いす

るるるるもももものでごのでごのでごのでござざざざいます。います。います。います。

次次次次に、地に、地に、地に、地籍籍籍籍調調調調査事業でご査事業でご査事業でご査事業でござざざざいますが、いますが、いますが、いますが、ここここれは事業れは事業れは事業れは事業主体主体主体主体におきまして、地におきまして、地におきまして、地におきまして、地籍混乱籍混乱籍混乱籍混乱地のた地のた地のた地のためめめめ、、、、
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地地地地番番番番とととと土土土土地地地地所有所有所有所有者の特定な者の特定な者の特定な者の特定などどどど地元地元地元地元調調調調整整整整にににに不不不不測測測測の日数を要したの日数を要したの日数を要したの日数を要したこここことから、２００万円とから、２００万円とから、２００万円とから、２００万円余余余余のののの繰繰繰繰

り越しをお願いするり越しをお願いするり越しをお願いするり越しをお願いするもももものでごのでごのでごのでござざざざいます。います。います。います。

次次次次に、に、に、に、緑緑緑緑の産業の産業の産業の産業再再再再生プロ生プロ生プロ生プロジジジジェクトェクトェクトェクト事業でご事業でご事業でご事業でござざざざいますが、いますが、いますが、いますが、ここここれはれはれはれは間間間間伐伐伐伐やややや林林林林内内内内路路路路網網網網整整整整備、そ備、そ備、そ備、そ

れかられかられかられから木木木木材材材材加加加加工工工工流通流通流通流通施設施設施設施設整整整整備な備な備な備などどどどにおきまして、事業地の境におきまして、事業地の境におきまして、事業地の境におきまして、事業地の境界界界界明明明明確確確確化に化に化に化に不不不不測測測測のののの時間時間時間時間を要しを要しを要しを要し

たたたたこここことなとなとなとなどどどど、事業、事業、事業、事業主体主体主体主体による事業のおくれがによる事業のおくれがによる事業のおくれがによる事業のおくれが生じ生じ生じ生じたたたたこここことによりまして、１とによりまして、１とによりまして、１とによりまして、１億億億億５００万円５００万円５００万円５００万円余余余余

のののの繰繰繰繰り越しをお願いするり越しをお願いするり越しをお願いするり越しをお願いするもももものでごのでごのでごのでござざざざいます。います。います。います。

それから、それから、それから、それから、木木木木材材材材生生生生産推進事業でご産推進事業でご産推進事業でご産推進事業でござざざざいますが、平成２３年のいますが、平成２３年のいますが、平成２３年のいますが、平成２３年の紀伊半島紀伊半島紀伊半島紀伊半島大大大大水水水水害害害害の影の影の影の影響響響響によによによによ

るるるるアクセスアクセスアクセスアクセス道道道道やややや森林森林森林森林作作作作業業業業道道道道がががが被災被災被災被災をしたをしたをしたをしたこここことにとにとにとに伴伴伴伴いまして、事業いまして、事業いまして、事業いまして、事業主体主体主体主体の事業計の事業計の事業計の事業計画画画画変変変変更更更更やややや作作作作

業業業業道道道道の開設の開設の開設の開設位位位位置変置変置変置変更更更更にににに伴伴伴伴う用地う用地う用地う用地交交交交渉渉渉渉のののの必必必必要が要が要が要が生じ生じ生じ生じたたたたこここことにより、とにより、とにより、とにより、不不不不測測測測の日数を要するの日数を要するの日数を要するの日数を要するこここことととと

となりました。となりました。となりました。となりました。ここここのたのたのたのためめめめ１１１１億億億億７，６００万円７，６００万円７，６００万円７，６００万円余余余余のののの繰繰繰繰り越しをお願いするり越しをお願いするり越しをお願いするり越しをお願いするもももものでごのでごのでごのでござざざざいます。います。います。います。

５ページ、農地５ページ、農地５ページ、農地５ページ、農地及及及及び農業用施設び農業用施設び農業用施設び農業用施設災災災災害害害害復旧復旧復旧復旧事業でご事業でご事業でご事業でござざざざいます。います。います。います。ここここれはれはれはれは残残残残土土土土処分処分処分処分地の地の地の地の確保や確保や確保や確保や

運運運運搬搬搬搬経経経経路路路路として予定しておりました農地として予定しておりました農地として予定しておりました農地として予定しておりました農地所有所有所有所有者との者との者との者との協協協協議に議に議に議に不不不不測測測測の日数を要したたの日数を要したたの日数を要したたの日数を要したためめめめ、、、、９９９９，，，，

０００万円の０００万円の０００万円の０００万円の繰繰繰繰り越しをお願いするり越しをお願いするり越しをお願いするり越しをお願いするもももものでごのでごのでごのでござざざざいます。います。います。います。

次次次次に、に、に、に、みみみみつえ高つえ高つえ高つえ高原原原原牧牧牧牧場場場場地す地す地す地すべべべべりりりり等等等等対対対対策策策策事業でご事業でご事業でご事業でござざざざいますが、いますが、いますが、いますが、ここここれはれはれはれは雨雨雨雨水水水水をををを集集集集めめめめるいるいるいるいわわわわゆゆゆゆ

るるるる集水集水集水集水井井井井のののの作作作作成成成成工工工工事におきまして、事におきまして、事におきまして、事におきまして、想想想想定定定定外外外外のののの岩盤岩盤岩盤岩盤がががが確確確確認認認認され、設置され、設置され、設置され、設置場場場場所所所所の変の変の変の変更更更更等等等等、、、、工工工工程の程の程の程の

検討検討検討検討にににに不不不不測測測測の日数を要したたの日数を要したたの日数を要したたの日数を要したためめめめ、１、１、１、１億億億億３，８００万円３，８００万円３，８００万円３，８００万円余余余余のののの繰繰繰繰り越しをお願いするり越しをお願いするり越しをお願いするり越しをお願いするもももものでごのでごのでごのでご

ざざざざいます。います。います。います。

次次次次に、変に、変に、変に、変更分更分更分更分でごでごでごでござざざざいます。６ページ、います。６ページ、います。６ページ、います。６ページ、土土土土地地地地改良改良改良改良事業でご事業でご事業でご事業でござざざざいますが、いますが、いますが、いますが、ここここれはれはれはれは生生生生活活活活道道道道路路路路

のののの通通通通行行行行どめやどめやどめやどめや騒音騒音騒音騒音、、、、粉粉粉粉じじじじん対ん対ん対ん対策策策策、民地と、民地と、民地と、民地と水路水路水路水路の境の境の境の境界確界確界確界確定定定定等等等等に係る地元に係る地元に係る地元に係る地元調調調調整や整や整や整や文文文文化化化化財調財調財調財調査に査に査に査に

不不不不測測測測の日数を要したの日数を要したの日数を要したの日数を要したここここと、さらにと、さらにと、さらにと、さらに河河河河川川川川管理管理管理管理者との者との者との者との協協協協議に議に議に議に時間時間時間時間を要したを要したを要したを要したこここことととと等等等等によりまして、によりまして、によりまして、によりまして、

記載記載記載記載のとおりのとおりのとおりのとおり繰繰繰繰越越越越額額額額の変の変の変の変更更更更をお願いするをお願いするをお願いするをお願いするもももものでごのでごのでごのでござざざざいます。います。います。います。

次次次次に、農に、農に、農に、農道道道道整整整整備事業でご備事業でご備事業でご備事業でござざざざいますが、いますが、いますが、いますが、トントントントンネルネルネルネル非常非常非常非常用設備の用設備の用設備の用設備の使使使使用用用用等等等等に係るに係るに係るに係る市町市町市町市町村との村との村との村との協協協協

議議議議調調調調整や整や整や整や、また地、また地、また地、また地図図図図訂訂訂訂正に係る正に係る正に係る正に係る法法法法務局との務局との務局との務局との協協協協議議議議等等等等にににに不不不不測測測測の日数を要したの日数を要したの日数を要したの日数を要したこここことにより、それとにより、それとにより、それとにより、それ

ぞぞぞぞれれれれ記載記載記載記載のとおりのとおりのとおりのとおり繰繰繰繰越越越越額額額額の変の変の変の変更更更更をお願いするをお願いするをお願いするをお願いするもももものでごのでごのでごのでござざざざいます。います。います。います。

農地農地農地農地防防防防災災災災事業につきまして、事業につきまして、事業につきまして、事業につきまして、ここここれはたれはたれはたれはためめめめ池池池池にににに隣隣隣隣接接接接するするするする土土土土地の境地の境地の境地の境界確界確界確界確認認認認に係ります地に係ります地に係ります地に係ります地権権権権者者者者

とのとのとのとの調調調調整整整整、それから、それから、それから、それから井堰井堰井堰井堰の利用の利用の利用の利用期間期間期間期間に係る地元に係る地元に係る地元に係る地元調調調調整整整整にににに時間時間時間時間を要したを要したを要したを要したこここことにより、とにより、とにより、とにより、記載記載記載記載のとのとのとのと

おりおりおりおり繰繰繰繰越越越越額額額額の変の変の変の変更更更更をお願いするをお願いするをお願いするをお願いするもももものでごのでごのでごのでござざざざいます。います。います。います。

次次次次に、林に、林に、林に、林道道道道整整整整備事業でご備事業でご備事業でご備事業でござざざざいますが、いますが、いますが、いますが、ここここれは事業れは事業れは事業れは事業主体主体主体主体がががが工工工工事施事施事施事施工工工工にににに当当当当たりまして地元たりまして地元たりまして地元たりまして地元調調調調

整等整等整等整等にににに不不不不測測測測の日数を要したの日数を要したの日数を要したの日数を要したこここことにより、とにより、とにより、とにより、繰繰繰繰越越越越額額額額の変の変の変の変更更更更をお願いするをお願いするをお願いするをお願いするもももものでごのでごのでごのでござざざざいます。います。います。います。

次次次次に、に、に、に、木木木木材材材材生生生生産林産林産林産林育育育育成成成成整整整整備事業でご備事業でご備事業でご備事業でござざざざいますが、平成２３年のいますが、平成２３年のいますが、平成２３年のいますが、平成２３年の紀伊半島紀伊半島紀伊半島紀伊半島大大大大水水水水害害害害によりによりによりにより作作作作
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業業業業現現現現場場場場にににに通じ通じ通じ通じます林ます林ます林ます林道道道道、、、、ああああるいはるいはるいはるいは作作作作業業業業道道道道にににに被被被被害害害害が発が発が発が発生生生生した影した影した影した影響響響響によりまして事業によりまして事業によりまして事業によりまして事業主体主体主体主体のののの作作作作

業におくれが業におくれが業におくれが業におくれが生じ生じ生じ生じたたたたここここととととやややや、事業の、事業の、事業の、事業の隣隣隣隣接接接接地の境地の境地の境地の境界界界界明明明明確確確確化に化に化に化に不不不不測測測測の日数を要したの日数を要したの日数を要したの日数を要したこここことにより、とにより、とにより、とにより、

繰繰繰繰越越越越額額額額の変の変の変の変更更更更をお願いするをお願いするをお願いするをお願いするもももものでごのでごのでごのでござざざざいます。います。います。います。

それから、治山事業では、平成２４年それから、治山事業では、平成２４年それから、治山事業では、平成２４年それから、治山事業では、平成２４年９９９９月の月の月の月の台風台風台風台風１７１７１７１７号号号号の影の影の影の影響響響響によりまして施によりまして施によりまして施によりまして施工工工工地の地の地の地の現現現現

況況況況が変化し、設計変が変化し、設計変が変化し、設計変が変化し、設計変更更更更にににに不不不不測測測測の日数を要したの日数を要したの日数を要したの日数を要したこここことなとなとなとなどどどどによりまして、によりまして、によりまして、によりまして、繰繰繰繰越越越越額額額額の変の変の変の変更更更更をお願をお願をお願をお願

いするいするいするいするもももものでごのでごのでごのでござざざざいます。います。います。います。

７ページの林７ページの林７ページの林７ページの林道道道道災災災災害害害害復旧復旧復旧復旧事業でご事業でご事業でご事業でござざざざいます。平成２４年います。平成２４年います。平成２４年います。平成２４年９９９９月の月の月の月の台風台風台風台風１７１７１７１７号号号号の影の影の影の影響響響響によりによりによりにより

ますますますます被災被災被災被災箇箇箇箇所所所所の拡大なの拡大なの拡大なの拡大などどどどにににに伴伴伴伴いまして、事業いまして、事業いまして、事業いまして、事業主体主体主体主体のののの工工工工事のおくれにより、事のおくれにより、事のおくれにより、事のおくれにより、繰繰繰繰越越越越額額額額の変の変の変の変更更更更をををを

お願いするお願いするお願いするお願いするもももものでごのでごのでごのでござざざざいます。います。います。います。

なお、なお、なお、なお、現在現在現在現在執執執執行中の事業の年度行中の事業の年度行中の事業の年度行中の事業の年度内内内内執執執執行行行行やややや関係関係関係関係機機機機関との関との関との関との調調調調整整整整にににに今今今今後後後後努努努努めめめめてまいりたいとてまいりたいとてまいりたいとてまいりたいと考考考考

えております。えております。えております。えております。早早早早期期期期に事業に事業に事業に事業完完完完了了了了にににに努努努努めめめめてまいりたいとてまいりたいとてまいりたいとてまいりたいと考考考考えております。えております。えております。えております。

次次次次に、予算に、予算に、予算に、予算外外外外議案についてご説明申し上げます議案についてご説明申し上げます議案についてご説明申し上げます議案についてご説明申し上げます。。。。「平成２５年２月県議会提出「平成２５年２月県議会提出「平成２５年２月県議会提出「平成２５年２月県議会提出条条条条例」の例」の例」の例」の

７ページ、奈７ページ、奈７ページ、奈７ページ、奈良良良良県県県県附属附属附属附属機機機機関に関する関に関する関に関する関に関する条条条条例の一部を例の一部を例の一部を例の一部を改改改改正する正する正する正する条条条条例でご例でご例でご例でござざざざいます。農林部関係います。農林部関係います。農林部関係います。農林部関係

のののの附属附属附属附属機機機機関は、１の（関は、１の（関は、１の（関は、１の（９９９９）の）の）の）の眺望眺望眺望眺望のいいのいいのいいのいいレストランレストランレストランレストラン認認認認定審査会でご定審査会でご定審査会でご定審査会でござざざざいます。奈います。奈います。奈います。奈良良良良県のす県のす県のす県のす

ばばばばらしい景観のらしい景観のらしい景観のらしい景観の望むこ望むこ望むこ望むことができ、県産とができ、県産とができ、県産とができ、県産食食食食材材材材をををを味味味味わわわわえるえるえるえる飲飲飲飲食食食食店舗店舗店舗店舗をををを眺望眺望眺望眺望のいいのいいのいいのいいレストランレストランレストランレストランとととと

してしてしてして認認認認定するに定するに定するに定するに当当当当たりましてのたりましてのたりましてのたりましての条条条条件を件を件を件を決決決決定し、そしてまた、定し、そしてまた、定し、そしてまた、定し、そしてまた、認認認認定する定する定する定するこここことをとをとをとを目的目的目的目的として設として設として設として設

置する置する置する置するもももものでごのでごのでごのでござざざざいます。施行います。施行います。施行います。施行期期期期日は平成２５年４月１日を予定しております。日は平成２５年４月１日を予定しております。日は平成２５年４月１日を予定しております。日は平成２５年４月１日を予定しております。

次次次次に、に、に、に、市町市町市町市町村村村村負担負担負担負担金の金の金の金の徴収徴収徴収徴収についてのご説明を申し上げますについてのご説明を申し上げますについてのご説明を申し上げますについてのご説明を申し上げます。。。。「「「「条条条条例その例その例その例その他他他他予算予算予算予算外外外外議議議議

案」の１６０ページ、議第１１６案」の１６０ページ、議第１１６案」の１６０ページ、議第１１６案」の１６０ページ、議第１１６号号号号、、、、市町市町市町市町村村村村負担負担負担負担金の金の金の金の徴収徴収徴収徴収についてでごについてでごについてでごについてでござざざざいます。います。います。います。ここここれはれはれはれは

地地地地方方方方財財財財政政政政法法法法及及及及び奈び奈び奈び奈良良良良県県県県営営営営土土土土地地地地改良改良改良改良事業事業事業事業分分分分担担担担金金金金等等等等徴収徴収徴収徴収条条条条例の規定に例の規定に例の規定に例の規定に基づ基づ基づ基づきまして、事業の実きまして、事業の実きまして、事業の実きまして、事業の実

施により利施により利施により利施により利益益益益を受けますを受けますを受けますを受けます市町市町市町市町村に、受村に、受村に、受村に、受益益益益のののの限限限限度において費用の一部を度において費用の一部を度において費用の一部を度において費用の一部を負担負担負担負担いただくいただくいただくいただくもももものでのでのでので

ごごごござざざざいます。対います。対います。対います。対象象象象事業は県事業は県事業は県事業は県営営営営農業用農業用農業用農業用河河河河川川川川工作工作工作工作物応物応物応物応急急急急対対対対策策策策事業で、関係事業で、関係事業で、関係事業で、関係市町市町市町市町村は村は村は村は橿橿橿橿原市原市原市原市でごでごでごでご

ざざざざいます。事業費は８４０万円で、います。事業費は８４０万円で、います。事業費は８４０万円で、います。事業費は８４０万円で、負担負担負担負担率率率率はははは記載記載記載記載のとおりとなっております。のとおりとなっております。のとおりとなっております。のとおりとなっております。負担負担負担負担金金金金額額額額はははは

４１万６，０００円でご４１万６，０００円でご４１万６，０００円でご４１万６，０００円でござざざざいます。います。います。います。

続きまして続きまして続きまして続きまして、、、、「平成２４年度一般会計特別会計補正予算案その「平成２４年度一般会計特別会計補正予算案その「平成２４年度一般会計特別会計補正予算案その「平成２４年度一般会計特別会計補正予算案その他他他他（（（（追追追追加提出加提出加提出加提出分分分分））））」をお願」をお願」をお願」をお願

いいたします。２０ページ、議第１２６いいたします。２０ページ、議第１２６いいたします。２０ページ、議第１２６いいたします。２０ページ、議第１２６号号号号、、、、権権権権利の利の利の利の放放放放棄棄棄棄についてでごについてでごについてでごについてでござざざざいます。います。います。います。ここここれはれはれはれは工工工工

事事事事請請請請負負負負契約契約契約契約解除解除解除解除にににに伴伴伴伴うううう違違違違約約約約金金金金等等等等でごでごでごでござざざざいますが、農林部におきましては、いますが、農林部におきましては、いますが、農林部におきましては、いますが、農林部におきましては、記載記載記載記載の１５件、の１５件、の１５件、の１５件、

２，４００万円２，４００万円２，４００万円２，４００万円余余余余のうち、のうち、のうち、のうち、番号番号番号番号でいくと４とそれから２１ページの１３、１４の８１１万でいくと４とそれから２１ページの１３、１４の８１１万でいくと４とそれから２１ページの１３、１４の８１１万でいくと４とそれから２１ページの１３、１４の８１１万

円円円円余余余余についてでごについてでごについてでごについてでござざざざいます。います。います。います。ここここれはれはれはれは工工工工事事事事契約契約契約契約を行ったを行ったを行ったを行った建建建建設業者が設業者が設業者が設業者が工工工工事事事事着着着着手手手手後後後後にににに倒倒倒倒産産産産状態状態状態状態とととと

なり、なり、なり、なり、工工工工事を事を事を事を遂遂遂遂行できなくなったた行できなくなったた行できなくなったた行できなくなったためめめめ、、、、契約契約契約契約解除解除解除解除を行ったを行ったを行ったを行ったもももものに係りますのに係りますのに係りますのに係ります契約契約契約契約解除違解除違解除違解除違約約約約金金金金
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について、について、について、について、債債債債務者で務者で務者で務者でああああるるるる当該当該当該当該建建建建設業者に対して、設業者に対して、設業者に対して、設業者に対して、破破破破産産産産法法法法の規定によるの規定によるの規定によるの規定による破破破破産手続産手続産手続産手続廃廃廃廃止止止止のののの決決決決定定定定

がががが確確確確定したた定したた定したた定したためめめめ、ま、ま、ま、まこここことにとにとにとに遺遺遺遺憾憾憾憾ながら、ながら、ながら、ながら、債債債債権権権権のののの回回回回収収収収がががが不不不不可可可可能能能能になったになったになったになったももももので、地ので、地ので、地ので、地方自方自方自方自治治治治法法法法

第第第第９９９９６６６６条条条条第１第１第１第１項項項項第１０第１０第１０第１０号号号号の規定により、議の規定により、議の規定により、議の規定により、議決決決決をををを求求求求めめめめるるるるもももものでごのでごのでごのでござざざざいます。います。います。います。

２５ページ、２５ページ、２５ページ、２５ページ、報報報報第３１第３１第３１第３１号号号号、地、地、地、地方自方自方自方自治治治治法法法法第１７第１７第１７第１７９条９条９条９条第１第１第１第１項項項項の規定によるの規定によるの規定によるの規定による専決処分専決処分専決処分専決処分のごのごのごのご報報報報告告告告

でごでごでごでござざざざいます。農業います。農業います。農業います。農業改良改良改良改良資金資金資金資金未未未未収収収収金金金金請求請求請求請求事件１件でご事件１件でご事件１件でご事件１件でござざざざいます。います。います。います。

２６ページ、農業２６ページ、農業２６ページ、農業２６ページ、農業改良改良改良改良資金の資金の資金の資金の未未未未収収収収金案件のうち、連金案件のうち、連金案件のうち、連金案件のうち、連帯保帯保帯保帯保証証証証人人人人に対してに対してに対してに対して訴訟訴訟訴訟訴訟提提提提起起起起をしておをしておをしておをしてお

りました案件につきまして、平成２４年１２月２１日りました案件につきまして、平成２４年１２月２１日りました案件につきまして、平成２４年１２月２１日りました案件につきまして、平成２４年１２月２１日付付付付で奈で奈で奈で奈良良良良地地地地裁裁裁裁から県から県から県から県敗訴判敗訴判敗訴判敗訴判決決決決のののの言言言言いいいい

渡渡渡渡しがごしがごしがごしがござざざざいました。県としてはいました。県としてはいました。県としてはいました。県としてはここここれをれをれをれを不不不不服服服服といたしまして、大といたしまして、大といたしまして、大といたしまして、大阪阪阪阪高高高高裁裁裁裁にににに控控控控訴訴訴訴するたするたするたするためめめめ、、、、

判判判判決決決決文文文文のののの送達送達送達送達を受けた日から２を受けた日から２を受けた日から２を受けた日から２週週週週間以内間以内間以内間以内の平成２５年１月８日までに手続を行うの平成２５年１月８日までに手続を行うの平成２５年１月８日までに手続を行うの平成２５年１月８日までに手続を行う必必必必要が要が要が要がああああ

ったったったったこここことから、地とから、地とから、地とから、地方自方自方自方自治治治治法法法法第１７第１７第１７第１７９条９条９条９条第１第１第１第１項項項項の規定にの規定にの規定にの規定に基づ基づ基づ基づき、平成２４年１２月２７日き、平成２４年１２月２７日き、平成２４年１２月２７日き、平成２４年１２月２７日付付付付

でででで専決処分専決処分専決処分専決処分を行を行を行を行わわわわせていただいたせていただいたせていただいたせていただいたもももものでごのでごのでごのでござざざざいます。います。います。います。同同同同条条条条３３３３項項項項の規定にの規定にの規定にの規定に基づ基づ基づ基づき、議会にごき、議会にごき、議会にごき、議会にご

報報報報告告告告し、し、し、し、承認承認承認承認をををを求求求求めめめめるるるるもももものでごのでごのでごのでござざざざいます。います。います。います。

以以以以上が農林部の提出議案のご説明でご上が農林部の提出議案のご説明でご上が農林部の提出議案のご説明でご上が農林部の提出議案のご説明でござざざざいます。ご審議のほいます。ご審議のほいます。ご審議のほいます。ご審議のほどどどどよろしくお願いいたしまよろしくお願いいたしまよろしくお願いいたしまよろしくお願いいたしま

す。す。す。す。

○田中委員長○田中委員長○田中委員長○田中委員長 ただいまの説明、またはそのただいまの説明、またはそのただいまの説明、またはそのただいまの説明、またはその他他他他の事の事の事の事項項項項もももも含含含含めめめめてててて質質質質疑疑疑疑等等等等ががががああああれれれればばばばご発ご発ご発ご発言言言言願い願い願い願い

ます。ます。ます。ます。

なお、なお、なお、なお、理理理理事者の皆様には、委員の事者の皆様には、委員の事者の皆様には、委員の事者の皆様には、委員の質質質質疑疑疑疑等等等等に対して明に対して明に対して明に対して明確確確確かつ簡潔なかつ簡潔なかつ簡潔なかつ簡潔な答弁答弁答弁答弁をお願いします。をお願いします。をお願いします。をお願いします。

ごごごご質問質問質問質問のののの方も方も方も方も簡潔にお願いいたします。簡潔にお願いいたします。簡潔にお願いいたします。簡潔にお願いいたします。

○和田委員○和田委員○和田委員○和田委員 それでは、それでは、それでは、それでは、質問質問質問質問をさせていただきます。をさせていただきます。をさせていただきます。をさせていただきます。

まず、くらし創造部の関係でごまず、くらし創造部の関係でごまず、くらし創造部の関係でごまず、くらし創造部の関係でござざざざいます。います。います。います。ここここのたび、エネルギー関係につきまして大のたび、エネルギー関係につきまして大のたび、エネルギー関係につきまして大のたび、エネルギー関係につきまして大胆胆胆胆

な新しいな新しいな新しいな新しい方向方向方向方向が出されました。エネルギーについてが出されました。エネルギーについてが出されました。エネルギーについてが出されました。エネルギーについて幾幾幾幾つかのつかのつかのつかの点点点点でおでおでおでお尋ね尋ね尋ね尋ねをします。をします。をします。をします。

まず、エネルギーまず、エネルギーまず、エネルギーまず、エネルギービビビビジジジジョョョョンンンンのののの素素素素案は案は案は案は示示示示されておりますが、計されておりますが、計されておりますが、計されておりますが、計画画画画はできたのかはできたのかはできたのかはできたのかどどどどうか、そうか、そうか、そうか、そ

れをれをれをれを念念念念のたのたのたのためめめめにおにおにおにお尋ね尋ね尋ね尋ねしておきます。しておきます。しておきます。しておきます。ここここれは簡れは簡れは簡れは簡単単単単なななな答弁答弁答弁答弁でででで結結結結構構構構です。です。です。です。

それから、エネルギーそれから、エネルギーそれから、エネルギーそれから、エネルギービビビビジジジジョョョョンンンンの中で、の中で、の中で、の中で、再再再再生生生生可可可可能能能能エネルギーにエネルギーにエネルギーにエネルギーに風力風力風力風力発電が発電が発電が発電が記載記載記載記載されておされておされておされてお

りません。りません。りません。りません。風力風力風力風力発電は、発電は、発電は、発電は、私私私私自自自自身身身身は奈は奈は奈は奈良良良良県に県に県に県に適適適適する発電ではないとする発電ではないとする発電ではないとする発電ではないと感じ感じ感じ感じるるるるわわわわけでごけでごけでごけでござざざざいましいましいましいまし

て、県はて、県はて、県はて、県はどどどどのようなのようなのようなのような根拠根拠根拠根拠をををを持持持持ってってってって記載記載記載記載されていないのかおされていないのかおされていないのかおされていないのかお示示示示しいただきたい。しいただきたい。しいただきたい。しいただきたい。

次次次次に、エネルギーに、エネルギーに、エネルギーに、エネルギー政策課政策課政策課政策課ができたができたができたができたわわわわけですから、奈けですから、奈けですから、奈けですから、奈良良良良県のエネルギー県のエネルギー県のエネルギー県のエネルギー自自自自給率給率給率給率をしっかりをしっかりをしっかりをしっかり

と高と高と高と高めめめめていていていていここここうとのうとのうとのうとの意意意意欲欲欲欲だろうと思います。そだろうと思います。そだろうと思います。そだろうと思います。そここここで、数で、数で、数で、数値値値値目目目目標標標標については、については、については、については、先先先先般、代般、代般、代般、代表質表質表質表質

問問問問したしたしたした折折折折に、に、に、に、自自自自給率給率給率給率のののの目目目目標標標標がががが示示示示されました。数されました。数されました。数されました。数字字字字はははは示示示示されたけれされたけれされたけれされたけれどもどもどもども、一、一、一、一体体体体何何何何年で年で年で年で目目目目標標標標達達達達

成を成を成を成を目指目指目指目指しているのかとか、しているのかとか、しているのかとか、しているのかとか、再再再再生生生生可可可可能能能能エネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギーの比比比比率率率率ががががどどどどうなのかとか、うなのかとか、うなのかとか、うなのかとか、ああああああああいういういういう場場場場だだだだ
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ったからかったからかったからかったからかもわもわもわもわかりませんが、かりませんが、かりませんが、かりませんが、わわわわかるかるかるかる答弁答弁答弁答弁ではなかったので、ではなかったので、ではなかったので、ではなかったので、詳詳詳詳しく明しく明しく明しく明確確確確なななな回回回回答答答答ををををももももう一う一う一う一

度お度お度お度お示示示示しいただきたい。しいただきたい。しいただきたい。しいただきたい。

それから、それから、それから、それから、あわあわあわあわせて、せて、せて、せて、メガメガメガメガソソソソーーーーララララーーーー以以以以下の発電設備、特に太陽光発電ですが、太陽光発下の発電設備、特に太陽光発電ですが、太陽光発下の発電設備、特に太陽光発電ですが、太陽光発下の発電設備、特に太陽光発電ですが、太陽光発

電の電の電の電の普及促普及促普及促普及促進の進の進の進のあああありりりり方方方方について、例えについて、例えについて、例えについて、例えばばばばほとんほとんほとんほとんどどどどそのそのそのその方方方方面面面面では、小資本規では、小資本規では、小資本規では、小資本規模模模模の会の会の会の会社社社社、事業、事業、事業、事業

ででででああああれれれればばばば、手をつけるという関心が、手をつけるという関心が、手をつけるという関心が、手をつけるという関心が余余余余り高くり高くり高くり高くあああありません。りません。りません。りません。ここここういうとういうとういうとういうとこここころにろにろにろにももももっとっとっとっと細細細細かくかくかくかく

いろいろといろいろといろいろといろいろと屋屋屋屋根根根根ににににどどどどんんんんどどどどんんんん取取取取りつけるとか、農業のりつけるとか、農業のりつけるとか、農業のりつけるとか、農業の再再再再生生生生をををを図図図図るるるるここここととととももももそうだけれそうだけれそうだけれそうだけれどもどもどもども、い、い、い、い

ろいろなろいろなろいろなろいろな遊休遊休遊休遊休地に、地に、地に、地に、どどどどうしよううしよううしよううしようももももないとないとないとないとこここころのろのろのろの土土土土地は、地は、地は、地は、ややややはりはりはりはり荒荒荒荒れ地をれ地をれ地をれ地を放放放放置しないという置しないという置しないという置しないという

こここことで、そういうとで、そういうとで、そういうとで、そういうメガメガメガメガソソソソーーーーララララーではない、５０ーではない、５０ーではない、５０ーではない、５０キキキキロロロロワワワワットアットアットアットアワワワワーとか１００ーとか１００ーとか１００ーとか１００キキキキロロロロワワワワットアットアットアットア

ワワワワーといったーといったーといったーといったもももものにのにのにのに他他他他府府府府県では発電設備に対する補助がされておりますから、奈県では発電設備に対する補助がされておりますから、奈県では発電設備に対する補助がされておりますから、奈県では発電設備に対する補助がされておりますから、奈良良良良県県県県ももももそそそそ

ういう小さな太陽光発電設置にういう小さな太陽光発電設置にういう小さな太陽光発電設置にういう小さな太陽光発電設置にももももっとっとっとっと取取取取りりりり組み組み組み組み、、、、導導導導入入入入をををを図図図図るよう支援るよう支援るよう支援るよう支援措措措措置が置が置が置が考考考考えられないえられないえられないえられない

もももものだろうか。のだろうか。のだろうか。のだろうか。

特に知事ははっきりとおっしゃっています。奈特に知事ははっきりとおっしゃっています。奈特に知事ははっきりとおっしゃっています。奈特に知事ははっきりとおっしゃっています。奈良良良良県の県の県の県の場合場合場合場合は、小は、小は、小は、小水水水水力力力力発電、発電、発電、発電、木木木木質質質質バイバイバイバイオオオオ

マスマスマスマス発電、発電、発電、発電、ここここののののこここことは上げられましたが、太陽光発電については、県とは上げられましたが、太陽光発電については、県とは上げられましたが、太陽光発電については、県とは上げられましたが、太陽光発電については、県土土土土の２０の２０の２０の２０％％％％ほほほほどどどどしかしかしかしか

平たん地がないので、平たん地がないので、平たん地がないので、平たん地がないので、ああああまりまりまりまりメガメガメガメガソソソソーーーーララララーはーはーはーは普及普及普及普及しにくいですとおっしゃっていますから、しにくいですとおっしゃっていますから、しにくいですとおっしゃっていますから、しにくいですとおっしゃっていますから、

ここここのののの点点点点、、、、メガメガメガメガではない、そういうではない、そういうではない、そういうではない、そういう細細細細かな、小さなかな、小さなかな、小さなかな、小さな容容容容量量量量の太陽光発電のの太陽光発電のの太陽光発電のの太陽光発電の導導導導入入入入、、、、あああありりりり方方方方はははは考考考考ええええ

られないのかられないのかられないのかられないのかどどどどうか、おうか、おうか、おうか、お示示示示しいただきたいと思います。しいただきたいと思います。しいただきたいと思います。しいただきたいと思います。

それから、それから、それから、それから、何何何何よりよりよりよりもももも、、、、ここここれから新しい奈れから新しい奈れから新しい奈れから新しい奈良良良良県のエネルギー県のエネルギー県のエネルギー県のエネルギー政策政策政策政策のののの転換転換転換転換となるとなるとなるとなるわわわわけですかけですかけですかけですか

ら、エネルギーら、エネルギーら、エネルギーら、エネルギー政策課政策課政策課政策課の業務をの業務をの業務をの業務を示示示示していただきたいと思います。していただきたいと思います。していただきたいと思います。していただきたいと思います。

それから、それから、それから、それから、木木木木質質質質バイバイバイバイオオオオマスマスマスマス発電の関係でご発電の関係でご発電の関係でご発電の関係でござざざざいますが、いますが、いますが、いますが、ここここれはれはれはれは先先先先日日日日もももも申し上げたのです申し上げたのです申し上げたのです申し上げたのです

が、県が、県が、県が、県有有有有施設の施設の施設の施設のどこどこどこどこかでかでかでかでバイバイバイバイオオオオマスマスマスマス発電事業を発電事業を発電事業を発電事業をややややるという計るという計るという計るという計画画画画をををを立立立立ててててててててももももいいのではないいいのではないいいのではないいいのではない

かと。かと。かと。かと。

例を例を例を例を挙挙挙挙げますと、岡山県の真庭げますと、岡山県の真庭げますと、岡山県の真庭げますと、岡山県の真庭市市市市は、真庭は、真庭は、真庭は、真庭市市市市役役役役所所所所がががが木木木木質質質質バイバイバイバイオオオオマスマスマスマス発電を発電を発電を発電をややややり、り、り、り、市市市市役役役役所所所所

全体全体全体全体ででででここここのエネルギーを利用しているのエネルギーを利用しているのエネルギーを利用しているのエネルギーを利用しているわわわわけです。ですから、そういうけです。ですから、そういうけです。ですから、そういうけです。ですから、そういう意意意意味味味味合合合合いで、特に奈いで、特に奈いで、特に奈いで、特に奈

良良良良県の県の県の県の場合場合場合場合は森林環境は森林環境は森林環境は森林環境問題問題問題問題ももももいろいろごいろいろごいろいろごいろいろござざざざいますから、森林をいますから、森林をいますから、森林をいますから、森林を保全保全保全保全していくたしていくたしていくたしていくためめめめににににもももも、一、一、一、一

挙両挙両挙両挙両得得得得というか、一というか、一というか、一というか、一石二鳥石二鳥石二鳥石二鳥というか、そういうというか、そういうというか、そういうというか、そういうもももものになりますのでのになりますのでのになりますのでのになりますのでどどどどんんんんどどどどん進ん進ん進ん進めめめめていただていただていただていただ

きたい。そして、きたい。そして、きたい。そして、きたい。そして、ここここのののの木木木木質質質質バイバイバイバイオオオオマスマスマスマス発電の発電の発電の発電の燃燃燃燃料が料が料が料が足足足足りないというりないというりないというりないという話話話話がよく出てきます。がよく出てきます。がよく出てきます。がよく出てきます。

足足足足りなけれりなけれりなけれりなければばばば和和和和歌歌歌歌山県山県山県山県やややや三重三重三重三重県な県な県な県など近ど近ど近ど近隣隣隣隣からからからから買買買買いいいい取取取取っていくとか、そういうっていくとか、そういうっていくとか、そういうっていくとか、そういう方方方方法法法法もあもあもあもあるだるだるだるだ

ろうと思います。ろうと思います。ろうと思います。ろうと思います。

一例を一例を一例を一例を挙挙挙挙げれげれげれげればばばば、、、、外国外国外国外国ののののこここことでちとでちとでちとでちょょょょっと申しっと申しっと申しっと申しわわわわけないけれけないけれけないけれけないけれどもどもどもども、、、、先先先先日日日日勉勉勉勉強強強強をさせてをさせてをさせてをさせてももももらららら

いましたので、いましたので、いましたので、いましたので、デデデデンマンマンマンマーーーーククククはごはごはごはごみみみみをををを燃燃燃燃料に発電をしておりますから、料に発電をしておりますから、料に発電をしておりますから、料に発電をしておりますから、国内国内国内国内のごのごのごのごみみみみではではではでは足足足足らららら
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ないので、ないので、ないので、ないので、隣隣隣隣国国国国ののののドイツやドイツやドイツやドイツや他他他他のののの隣隣隣隣国へ国へ国へ国へごごごごみみみみををををわざわざ買わざわざ買わざわざ買わざわざ買いに行くといういに行くといういに行くといういに行くというこここことまでとまでとまでとまでややややって、って、って、って、

発電発電発電発電燃燃燃燃料を料を料を料を確保確保確保確保するようにしているのです。するようにしているのです。するようにしているのです。するようにしているのです。ここここのようなのようなのようなのようなこここことにとにとにとにヒントヒントヒントヒントをををを得得得得ての、ての、ての、ての、木木木木質質質質バイバイバイバイ

オオオオマスマスマスマス燃燃燃燃料の、料の、料の、料の、チチチチップップップップ、ペ、ペ、ペ、ペレットレットレットレットがががが足足足足りなけれりなけれりなけれりなければばばば、そちらから、そちらから、そちらから、そちらからも買も買も買も買いとっていくいとっていくいとっていくいとっていくここここととととももももでででで

きるきるきるきるわわわわけだから、県けだから、県けだから、県けだから、県有有有有施設での施設での施設での施設での木木木木質質質質バイバイバイバイオオオオマスマスマスマス発電は発電は発電は発電はどどどどうだろうかと、エネルギーにかかうだろうかと、エネルギーにかかうだろうかと、エネルギーにかかうだろうかと、エネルギーにかか

わわわわっているくらし創造部にっているくらし創造部にっているくらし創造部にっているくらし創造部に質問質問質問質問をををを投投投投げかけておきたいと思います。げかけておきたいと思います。げかけておきたいと思います。げかけておきたいと思います。

それから、それから、それから、それから、あわあわあわあわせて、せて、せて、せて、ここここれは１れは１れは１れは１点点点点ですが、くらし創造部にかかですが、くらし創造部にかかですが、くらし創造部にかかですが、くらし創造部にかかわわわわってってってって隣隣隣隣保保保保館館館館ののののこここことです。とです。とです。とです。

隣隣隣隣保保保保館館館館のののの歴歴歴歴史は、奈史は、奈史は、奈史は、奈良良良良県県県県内内内内においてはにおいてはにおいてはにおいては同同同同和対和対和対和対策策策策というというというというこここことで、かつてずっととで、かつてずっととで、かつてずっととで、かつてずっと隣隣隣隣保保保保館館館館がががが建建建建設設設設

されて、活用されてまいりました。しかし、されて、活用されてまいりました。しかし、されて、活用されてまいりました。しかし、されて、活用されてまいりました。しかし、今今今今日では、日では、日では、日では、隣隣隣隣保保保保館館館館はははは同同同同和地和地和地和地区区区区のののの隣隣隣隣保保保保館館館館というというというという

ととととこここころからろからろからろから脱皮脱皮脱皮脱皮して、さらにして、さらにして、さらにして、さらに人人人人権権権権、、、、福祉福祉福祉福祉、、、、幅幅幅幅広い地域のまち広い地域のまち広い地域のまち広い地域のまちづづづづくりにくりにくりにくりに貢献貢献貢献貢献するするするする隣隣隣隣保保保保館館館館となとなとなとな

ってきており、つまり地域のまちってきており、つまり地域のまちってきており、つまり地域のまちってきており、つまり地域のまちづづづづくり活性化、地域のきずなくり活性化、地域のきずなくり活性化、地域のきずなくり活性化、地域のきずなづづづづくりのたくりのたくりのたくりのためめめめのののの隣隣隣隣保保保保館館館館としとしとしとし

て、て、て、て、今今今今、、、、機能機能機能機能をををを持持持持ち、さらに地域にち、さらに地域にち、さらに地域にち、さらに地域に役役役役立立立立つつつつ隣隣隣隣保保保保館館館館というというというという形形形形で出てきておりますから、で出てきておりますから、で出てきておりますから、で出てきておりますから、ここここれれれれ

ををををももももっと大っと大っと大っと大切切切切にににに承継承継承継承継をしていかなけれをしていかなけれをしていかなけれをしていかなければばばばならないだろうと思うのです。ならないだろうと思うのです。ならないだろうと思うのです。ならないだろうと思うのです。ここここれは地域れは地域れは地域れは地域福祉福祉福祉福祉のののの

ハハハハーーーードドドド面面面面の資の資の資の資源源源源というというというというこここことで活用しなけれとで活用しなけれとで活用しなけれとで活用しなければばばばならないと思います。そういうならないと思います。そういうならないと思います。そういうならないと思います。そういうこここことから、とから、とから、とから、隣隣隣隣

保保保保館館館館のののの現状現状現状現状展展展展望望望望についておについておについておについてお示示示示しをいただきたいなと思います。しをいただきたいなと思います。しをいただきたいなと思います。しをいただきたいなと思います。

それから、産業・雇用振興部にかかそれから、産業・雇用振興部にかかそれから、産業・雇用振興部にかかそれから、産業・雇用振興部にかかわわわわってはきってはきってはきってはきょょょょうは発うは発うは発うは発言言言言をををを控控控控えます。えます。えます。えます。控控控控えますが、産えますが、産えますが、産えますが、産

業・雇用振興部は業・雇用振興部は業・雇用振興部は業・雇用振興部は企企企企業業業業誘致誘致誘致誘致の関係で新しいの関係で新しいの関係で新しいの関係で新しい方向方向方向方向をををを打打打打ち出して、そして特におち出して、そして特におち出して、そして特におち出して、そして特におももももてなしにつてなしにつてなしにつてなしにつ

いてたくさんいてたくさんいてたくさんいてたくさんメメメメニニニニュュュューを出してーを出してーを出してーを出してここここられました。られました。られました。られました。ここここれは奈れは奈れは奈れは奈良良良良県がいつまで県がいつまで県がいつまで県がいつまでもももも大大大大阪府阪府阪府阪府やどこやどこやどこやどこかかかか

で金で金で金で金使使使使をうをうをうをうこここことをさせないと、しっかりと奈とをさせないと、しっかりと奈とをさせないと、しっかりと奈とをさせないと、しっかりと奈良良良良県の県の県の県の消消消消費は県費は県費は県費は県内内内内で行で行で行で行わわわわせるのだというせるのだというせるのだというせるのだという意気意気意気意気

込込込込みみみみががががああああららららわわわわれているし、そういうれているし、そういうれているし、そういうれているし、そういう方向方向方向方向での施での施での施での施策策策策は大変は大変は大変は大変歓迎歓迎歓迎歓迎でごでごでごでござざざざいます。そういういます。そういういます。そういういます。そういう意意意意味味味味

ででででここここれはれはれはれは充充充充実していただきたいですが、また実していただきたいですが、また実していただきたいですが、また実していただきたいですが、また細細細細かいかいかいかい話話話話、、、、個個個個 々々々々のののの項項項項目目目目については、そのときについては、そのときについては、そのときについては、そのとき

にまたおにまたおにまたおにまたお尋ね尋ね尋ね尋ねしたり、したり、したり、したり、意見交意見交意見交意見交換換換換をさせていただきます。をさせていただきます。をさせていただきます。をさせていただきます。

次次次次に、１つに、１つに、１つに、１つ言言言言っておかなけれっておかなけれっておかなけれっておかなければばばばいけないいけないいけないいけないこここことがとがとがとがああああった。った。った。った。漢漢漢漢方方方方ののののこここことが出ました。とが出ました。とが出ました。とが出ました。｢｢｢｢平成平成平成平成

２５年度一般会計特別会計予算案の概要、平成２４年度一般会計特別会計２月補正予算案２５年度一般会計特別会計予算案の概要、平成２４年度一般会計特別会計２月補正予算案２５年度一般会計特別会計予算案の概要、平成２４年度一般会計特別会計２月補正予算案２５年度一般会計特別会計予算案の概要、平成２４年度一般会計特別会計２月補正予算案

の概要」１の概要」１の概要」１の概要」１９９９９ページのページのページのページの漢漢漢漢方方方方推進推進推進推進プロプロプロプロジジジジェクトェクトェクトェクト事業の事業の事業の事業のこここことですが、とですが、とですが、とですが、ここここれはれはれはれは先先先先日、日、日、日、医療医療医療医療政策政策政策政策部部部部

にににに尋ね尋ね尋ね尋ねました。ました。ました。ました。漢漢漢漢方方方方ををををここここういうういうういうういう形形形形で地で地で地で地場場場場産業として産業として産業として産業として育育育育てていくてていくてていくてていくこここことはとてとはとてとはとてとはとてもももも必必必必要な要な要な要なこここことだとだとだとだ

と、大と、大と、大と、大切切切切ななななこここことだと。しかし、そのとだと。しかし、そのとだと。しかし、そのとだと。しかし、その基基基基礎礎礎礎になる、になる、になる、になる、インフラ的インフラ的インフラ的インフラ的なななな意意意意味味味味合合合合いのいのいのいの薬草薬草薬草薬草園園園園は、は、は、は、ここここれれれれ

ははははどどどどうしてうしてうしてうしても確保も確保も確保も確保するするするする必必必必要が要が要が要がああああ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聞聞聞聞いたといたといたといたとこここころ、はい、ろ、はい、ろ、はい、ろ、はい、必必必必要が要が要が要がああああるとるとるとると認認認認識識識識

していますというしていますというしていますというしていますという話話話話でした。ですから、でした。ですから、でした。ですから、でした。ですから、ここここここここは、は、は、は、技術技術技術技術者の者の者の者の育育育育成だとか成だとか成だとか成だとか販売販売販売販売ののののここここととかととかととかととかもあもあもあもあ

るけれるけれるけれるけれどもどもどもども、、、、インフラ的インフラ的インフラ的インフラ的なななな意意意意味味味味でのでのでのでの薬草薬草薬草薬草園園園園のののの必必必必要が要が要が要がああああると産業・雇用振興部ると産業・雇用振興部ると産業・雇用振興部ると産業・雇用振興部も考も考も考も考えておらえておらえておらえておら

れるのかれるのかれるのかれるのかどどどどうか。うか。うか。うか。必必必必要と要と要と要と認認認認識識識識されるならされるならされるならされるならばばばば、、、、具具具具体的体的体的体的にににに漢漢漢漢方方方方推進推進推進推進プロプロプロプロジジジジェクトェクトェクトェクトの中にそのの中にそのの中にそのの中にその項項項項
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目目目目として加えるとして加えるとして加えるとして加える方向方向方向方向でででで努努努努力力力力していただきたいしていただきたいしていただきたいしていただきたいわわわわけですが、そのけですが、そのけですが、そのけですが、その辺辺辺辺のとのとのとのとこここころのおろのおろのおろのお考考考考えをおえをおえをおえをお聞聞聞聞

かせいただきたいと思います。かせいただきたいと思います。かせいただきたいと思います。かせいただきたいと思います。

それから、農林部の関係です。特に米の関係がそれから、農林部の関係です。特に米の関係がそれから、農林部の関係です。特に米の関係がそれから、農林部の関係です。特に米の関係が｢｢｢｢平成２５年度一般会計特別会計予算案平成２５年度一般会計特別会計予算案平成２５年度一般会計特別会計予算案平成２５年度一般会計特別会計予算案

の概要、平成２４年度一般会計特別会計２月補正予算案の概要」４６ページに出ておりまの概要、平成２４年度一般会計特別会計２月補正予算案の概要」４６ページに出ておりまの概要、平成２４年度一般会計特別会計２月補正予算案の概要」４６ページに出ておりまの概要、平成２４年度一般会計特別会計２月補正予算案の概要」４６ページに出ておりま

したしたしたしたヒヒヒヒノノノノヒカリヒカリヒカリヒカリです。本です。本です。本です。本当当当当にすにすにすにすばばばばらしいお米がらしいお米がらしいお米がらしいお米が生生生生まれ、そして奈まれ、そして奈まれ、そして奈まれ、そして奈良良良良県で県で県で県でも主も主も主も主要な要な要な要な生生生生産米に産米に産米に産米に

なってきたというなってきたというなってきたというなってきたというこここことで、とで、とで、とで、非常非常非常非常にににに私私私私自自自自身身身身は喜んでおります。また、米は喜んでおります。また、米は喜んでおります。また、米は喜んでおります。また、米離離離離れをれをれをれを防防防防ぐぐぐぐ意意意意味味味味ででででもももも、、、、

確確確確かにかにかにかに食食食食べべべべておいしい米です。ておいしい米です。ておいしい米です。ておいしい米です。ここここれはれはれはれはどどどどんんんんどどどどんんんん宣宣宣宣伝伝伝伝をしてをしてをしてをして普及促普及促普及促普及促進をしていただきたい進をしていただきたい進をしていただきたい進をしていただきたいわわわわ

けですが、けですが、けですが、けですが、普及促普及促普及促普及促進について、例え進について、例え進について、例え進について、例えば私ば私ば私ば私はははは近近近近所所所所ののののススススーパーーパーーパーーパーへ時々へ時々へ時々へ時々行く行く行く行くこここことがごとがごとがごとがござざざざいます。います。います。います。

そうしましたら、そうしましたら、そうしましたら、そうしましたら、非常非常非常非常にににに人気人気人気人気ののののああああるるるるススススーパーでしたが、ーパーでしたが、ーパーでしたが、ーパーでしたが、残念残念残念残念ながらながらながらながらヒヒヒヒノノノノヒカリヒカリヒカリヒカリが置いてが置いてが置いてが置いてああああ

りませんでした。りませんでした。りませんでした。りませんでした。コシコシコシコシヒカリヒカリヒカリヒカリが置いてが置いてが置いてが置いてあああありました。りました。りました。りました。ヒヒヒヒノノノノヒカリヒカリヒカリヒカリををををどどどどんんんんどどどどん小ん小ん小ん小売店売店売店売店、、、、ススススーパーパーパーパ

ーでーでーでーで取取取取りりりり扱扱扱扱いをしていただけるようないをしていただけるようないをしていただけるようないをしていただけるようなこここことをとをとをとをややややるるるる必必必必要が要が要が要がああああるのではないかと。るのではないかと。るのではないかと。るのではないかと。

それから、それから、それから、それから、あわあわあわあわせて、せて、せて、せて、ももももちろん県ちろん県ちろん県ちろん県外外外外、、、、全国全国全国全国のののの方方方方に、に、に、に、人気人気人気人気が高いが高いが高いが高いわわわわけですからけですからけですからけですから需需需需要は要は要は要はああああるるるる

でしでしでしでしょょょょうが、うが、うが、うが、場合場合場合場合によってはによってはによってはによっては海海海海外外外外というというというというここここととととも考も考も考も考えてえてえてえてももももいいのではないか。日本がいいのではないか。日本がいいのではないか。日本がいいのではないか。日本が誇誇誇誇れるれるれるれる

米の中の米の中の米の中の米の中のヒヒヒヒノノノノヒカリヒカリヒカリヒカリというというというというこここことで、とで、とで、とで、海海海海外外外外ををををタタタターーーーゲゲゲゲットットットットにににに考考考考えていく。えていく。えていく。えていく。シシシシンンンンガガガガポポポポールとかールとかールとかールとか香香香香

港港港港とか、とか、とか、とか、ああああののののああああたりでたりでたりでたりでもももも米は米は米は米はどどどどんんんんどどどどん高いん高いん高いん高い値値値値段段段段でででで購購購購入入入入して、それをして、それをして、それをして、それを食食食食事に出す事に出す事に出す事に出す状態状態状態状態がががが生生生生まままま

れています。れています。れています。れています。私達私達私達私達が行きましたが行きましたが行きましたが行きましたデデデデンマンマンマンマーーーーククククの日本の日本の日本の日本食食食食店店店店では、とてでは、とてでは、とてでは、とてももももではないですが、日本ではないですが、日本ではないですが、日本ではないですが、日本

の米をの米をの米をの米を輸輸輸輸入入入入できません、おいしいできません、おいしいできません、おいしいできません、おいしいもももものだから、高のだから、高のだから、高のだから、高品質品質品質品質だから、だから、だから、だから、ここここのようなのようなのようなのようなもももものをのをのをのを仕入仕入仕入仕入れたれたれたれた

ら、ら、ら、ら、ももももうだれうだれうだれうだれもももも手が出ないと、そんな手が出ないと、そんな手が出ないと、そんな手が出ないと、そんな状態状態状態状態ですとですとですとですと聞聞聞聞きました。そんなきました。そんなきました。そんなきました。そんなこここことでしっかりととでしっかりととでしっかりととでしっかりとヒヒヒヒ

ノノノノヒカリヒカリヒカリヒカリのののの生生生生産産産産増増増増強強強強、そして、そして、そして、そして販売販売販売販売促促促促進を、さらに一進を、さらに一進を、さらに一進を、さらに一段段段段とととと力力力力をををを込込込込めめめめてててて工工工工夫夫夫夫をしていただきたをしていただきたをしていただきたをしていただきた

いと、いと、いと、いと、ここここれは要れは要れは要れは要望望望望だけにしておきます。だけにしておきます。だけにしておきます。だけにしておきます。

次次次次に、県農業総に、県農業総に、県農業総に、県農業総合センタ合センタ合センタ合センターの関係です。農業総ーの関係です。農業総ーの関係です。農業総ーの関係です。農業総合センタ合センタ合センタ合センターについては、いろいろなーについては、いろいろなーについては、いろいろなーについては、いろいろな場場場場でででで

申し上げてまいりましたが、県農業総申し上げてまいりましたが、県農業総申し上げてまいりましたが、県農業総申し上げてまいりましたが、県農業総合センタ合センタ合センタ合センターを、ーを、ーを、ーを、今今今今度いよいよ度いよいよ度いよいよ度いよいよ移転移転移転移転する。する。する。する。現在現在現在現在県農業県農業県農業県農業

大大大大学校学校学校学校がががが存立存立存立存立している地域、している地域、している地域、している地域、桜井桜井桜井桜井市市市市池池池池之之之之内内内内ですが、そのですが、そのですが、そのですが、その池池池池之之之之内自内自内自内自身身身身も国やも国やも国やも国や県の地元の県の地元の県の地元の県の地元の圃圃圃圃場場場場

整整整整備事業に対して補助金を出し、一定農業振興のた備事業に対して補助金を出し、一定農業振興のた備事業に対して補助金を出し、一定農業振興のた備事業に対して補助金を出し、一定農業振興のためめめめのののの整整整整備に備に備に備に力力力力をををを注注注注いでまいりました。いでまいりました。いでまいりました。いでまいりました。

しかし、地元のしかし、地元のしかし、地元のしかし、地元の桜井桜井桜井桜井市市市市池池池池之之之之内内内内の、の、の、の、ああああるいはるいはるいはるいは桜井桜井桜井桜井市市市市高家、高家、高家、高家、ここここういうういうういうういうここここのののの圃圃圃圃場整場整場整場整備事業が行備事業が行備事業が行備事業が行わわわわ

れているとれているとれているとれているとこここころには、最大ろには、最大ろには、最大ろには、最大限限限限、地域との連、地域との連、地域との連、地域との連携携携携、、、、交流交流交流交流、そして、そして、そして、そして場合場合場合場合によっては県農業総によっては県農業総によっては県農業総によっては県農業総合セ合セ合セ合セ

ンタンタンタンターーーーやややや６６６６次次次次産業化施設を設置する産業化施設を設置する産業化施設を設置する産業化施設を設置するこここことにとにとにとにももももかかかかかかかかわわわわって、地域って、地域って、地域って、地域貢献貢献貢献貢献をできるようにいろいをできるようにいろいをできるようにいろいをできるようにいろい

ろな対ろな対ろな対ろな対応応応応ををををややややっていただきたいと思うっていただきたいと思うっていただきたいと思うっていただきたいと思うわわわわけです。けです。けです。けです。

現現現現にににに桜井桜井桜井桜井市市市市高家は高家は高家は高家はここここれで活れで活れで活れで活気づ気づ気づ気づくくくくこここことになると思います、とになると思います、とになると思います、とになると思います、ああああのののの辺辺辺辺りの農業振興は、りの農業振興は、りの農業振興は、りの農業振興は、圃圃圃圃場場場場

整整整整備事業備事業備事業備事業もスムもスムもスムもスムーーーーズズズズにににに完完完完了了了了して活して活して活して活気づ気づ気づ気づくと思いますが、くと思いますが、くと思いますが、くと思いますが、ここここちらのちらのちらのちらの桜井桜井桜井桜井市市市市池池池池之之之之内内内内のののの方方方方はいろはいろはいろはいろ
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いろないろないろないろな課課課課題題題題をををを抱抱抱抱えておりますので、えておりますので、えておりますので、えておりますので、取取取取りりりり組み組み組み組みのののの方方方方法法法法をををを考考考考えていただきたいと思うえていただきたいと思うえていただきたいと思うえていただきたいと思うわわわわけですけですけですけです

が、が、が、が、今今今今、そのような、そのような、そのような、そのようなプランプランプランプラン、、、、課課課課題題題題を設定してを設定してを設定してを設定して何何何何かかかか取取取取りりりり組も組も組も組もうかといううかといううかといううかというこここことがとがとがとがああああるのでしるのでしるのでしるのでしょょょょ

うか、うか、うか、うか、ひひひひとつおとつおとつおとつお尋ね尋ね尋ね尋ねをしたいと思います。をしたいと思います。をしたいと思います。をしたいと思います。

それから、６それから、６それから、６それから、６次次次次産業化産業化産業化産業化研修研修研修研修拠拠拠拠点点点点施設の施設の施設の施設のこここことについてですが、概とについてですが、概とについてですが、概とについてですが、概略略略略、、、、アウトラインアウトラインアウトラインアウトラインををををひひひひとととと

つおつおつおつお示示示示しいただきたい。しいただきたい。しいただきたい。しいただきたい。調理調理調理調理、加、加、加、加工工工工ののののイイイイメメメメージがちージがちージがちージがちょょょょっとっとっとっとわわわわかりにくいので、おかりにくいので、おかりにくいので、おかりにくいので、お示示示示しいたしいたしいたしいた

だけれだけれだけれだけ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。ここここの予算審査特別委員会はの予算審査特別委員会はの予算審査特別委員会はの予算審査特別委員会はインタインタインタインターネーネーネーネットットットットでででで配配配配信信信信されていますから、されていますから、されていますから、されていますから、

ここここれをれをれをれを聞聞聞聞いているいているいているいている桜井桜井桜井桜井市市市市のののの方方方方は、は、は、は、取取取取り出してり出してり出してり出して勉勉勉勉強強強強するでしするでしするでしするでしょょょょうから、うから、うから、うから、示示示示していただきたい。していただきたい。していただきたい。していただきたい。

ああああるいは、るいは、るいは、るいは、調理調理調理調理、加、加、加、加工工工工のののの商品商品商品商品化を化を化を化をここここここここででででややややっていくっていくっていくっていくわわわわけだけれけだけれけだけれけだけれどもどもどもども、例え、例え、例え、例えばばばば県農業総県農業総県農業総県農業総合合合合

センタセンタセンタセンターの絡ーの絡ーの絡ーの絡みもあみもあみもあみもありますが、りますが、りますが、りますが、ニニニニホホホホンンンンミミミミツバツバツバツバチチチチででででハハハハチチチチみみみみつをつくるつをつくるつをつくるつをつくる取取取取りりりり組み組み組み組みをなさっておをなさっておをなさっておをなさってお

ります。それでります。それでります。それでります。それで商品商品商品商品ができているのだけれができているのだけれができているのだけれができているのだけれどもどもどもども、、、、ここここれはれはれはれは商品商品商品商品化にしないといけない化にしないといけない化にしないといけない化にしないといけないわわわわけでけでけでけで

して、して、して、して、ここここういうういうういうういう商品商品商品商品もあもあもあもあるるるるわわわわけです。いろいろなけです。いろいろなけです。いろいろなけです。いろいろな商品商品商品商品ががががここここれから新しく奈れから新しく奈れから新しく奈れから新しく奈良良良良県の中で県の中で県の中で県の中で生生生生まままま

れてくると思います。そういうれてくると思います。そういうれてくると思います。そういうれてくると思います。そういう意意意意味味味味合合合合いで、いで、いで、いで、調理調理調理調理、加、加、加、加工工工工からからからから商品商品商品商品化について化について化について化についてももももももももうううう少少少少ししししイイイイ

メメメメージを出していただきたい。ージを出していただきたい。ージを出していただきたい。ージを出していただきたい。私私私私ははははわわわわからない。そういうからない。そういうからない。そういうからない。そういう意意意意味味味味ででででどどどどんなんなんなんなこここことをとをとをとを考考考考えられてえられてえられてえられて

いるのかおいるのかおいるのかおいるのかお教教教教えいただきたいと思います。えいただきたいと思います。えいただきたいと思います。えいただきたいと思います。

景観・環境局についてですが、説明がなかった景観・環境局についてですが、説明がなかった景観・環境局についてですが、説明がなかった景観・環境局についてですが、説明がなかったももももので、ので、ので、ので、ここここちらからちらからちらからちらから尋ね尋ね尋ね尋ねます。ます。ます。ます。

景観・環境景観・環境景観・環境景観・環境保全センタ保全センタ保全センタ保全センターが景観・環境総ーが景観・環境総ーが景観・環境総ーが景観・環境総合センタ合センタ合センタ合センターにーにーにーに生生生生まれ変まれ変まれ変まれ変わわわわります。ります。ります。ります。ここここのののの機機機機関が設関が設関が設関が設

置されたときは、県置されたときは、県置されたときは、県置されたときは、県内内内内の産業の産業の産業の産業廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物処分処分処分処分場場場場施設、施設、施設、施設、ここここれが大変行れが大変行れが大変行れが大変行儀儀儀儀がががが悪悪悪悪かったので、そのかったので、そのかったので、そのかったので、その監監監監

視視視視ででででここここの景観・環境の景観・環境の景観・環境の景観・環境保全センタ保全センタ保全センタ保全センターが設置されました。最ーが設置されました。最ーが設置されました。最ーが設置されました。最近近近近、、、、頑張頑張頑張頑張りりりりもももも出てきまして、出てきまして、出てきまして、出てきまして、法法法法律律律律

もももも大変大変大変大変整整整整備されてきたから、行備されてきたから、行備されてきたから、行備されてきたから、行儀儀儀儀のののの悪悪悪悪ささささもももも大大大大分分分分直直直直ってきた、また行ってきた、また行ってきた、また行ってきた、また行政指政指政指政指導導導導もももも廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物対対対対策課策課策課策課

を中心に皆さんを中心に皆さんを中心に皆さんを中心に皆さん頑張頑張頑張頑張っていただいております。そんな中で、景観・環境総っていただいております。そんな中で、景観・環境総っていただいております。そんな中で、景観・環境総っていただいております。そんな中で、景観・環境総合センタ合センタ合センタ合センターのーのーのーの役役役役

割割割割は、新たには、新たには、新たには、新たにももももう一う一う一う一歩歩歩歩踏踏踏踏みみみみ出す出す出す出す必必必必要が要が要が要がああああるのではないかと思います。るのではないかと思います。るのではないかと思います。るのではないかと思います。

つまり、景観・環境総つまり、景観・環境総つまり、景観・環境総つまり、景観・環境総合センタ合センタ合センタ合センターとなりますが、奈ーとなりますが、奈ーとなりますが、奈ーとなりますが、奈良良良良県県県県内内内内のいろいろな地域の景観・環のいろいろな地域の景観・環のいろいろな地域の景観・環のいろいろな地域の景観・環

境をしっかりと境をしっかりと境をしっかりと境をしっかりと見見見見ているはずだと思います。ているはずだと思います。ているはずだと思います。ているはずだと思います。何何何何が、が、が、が、どどどどんなごんなごんなごんなごみみみみがよくがよくがよくがよく捨捨捨捨てられるとてられるとてられるとてられるとこここころはろはろはろは

どこどこどこどこかとか、そんなかとか、そんなかとか、そんなかとか、そんなこここことをとをとをとを見回見回見回見回りながら、りながら、りながら、りながら、ああああるいは対るいは対るいは対るいは対策策策策をををを考考考考えながらえながらえながらえながら課課課課題題題題を出していくでを出していくでを出していくでを出していくで

ししししょょょょうが、うが、うが、うが、あわあわあわあわせて景観、環境だけのせて景観、環境だけのせて景観、環境だけのせて景観、環境だけの問題問題問題問題ではなくて景観というではなくて景観というではなくて景観というではなくて景観という言葉言葉言葉言葉がついているがついているがついているがついているわわわわけでけでけでけで

すから、すから、すから、すから、ここここの景観はの景観はの景観はの景観は見見見見にくい、にくい、にくい、にくい、ここここここここは、は、は、は、ひひひひどどどどいという景観が、きっといという景観が、きっといという景観が、きっといという景観が、きっと見見見見ているはずだと思ているはずだと思ているはずだと思ているはずだと思

います。だから、そいます。だから、そいます。だから、そいます。だから、そここここからのからのからのからの情情情情報報報報発発発発信信信信をしていただくをしていただくをしていただくをしていただくこここことが大とが大とが大とが大切切切切だろうと思いつつだろうと思いつつだろうと思いつつだろうと思いつつもももも、景、景、景、景

観・環境総観・環境総観・環境総観・環境総合センタ合センタ合センタ合センターとしてーとしてーとしてーとして生生生生まれ変まれ変まれ変まれ変わわわわるときに、るときに、るときに、るときに、どどどどのようなのようなのようなのような役役役役割割割割がががが期期期期待待待待できるのか、そできるのか、そできるのか、そできるのか、そ

のののの辺辺辺辺のとのとのとのとこここころ、つまりろ、つまりろ、つまりろ、つまり役役役役割割割割、、、、機能機能機能機能、そういった、そういった、そういった、そういったもももものについておのについておのについておのについてお考考考考えをおえをおえをおえをお示示示示しいただけれしいただけれしいただけれしいただければばばば

と思います。と思います。と思います。と思います。以以以以上でご上でご上でご上でござざざざいます。います。います。います。
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○村上産業・雇用振興部次長企画管理室長事務取扱○村上産業・雇用振興部次長企画管理室長事務取扱○村上産業・雇用振興部次長企画管理室長事務取扱○村上産業・雇用振興部次長企画管理室長事務取扱 エネルギーエネルギーエネルギーエネルギービビビビジジジジョョョョンンンンにつきましては、につきましては、につきましては、につきましては、

くらし創造部と産業・雇用振興部とくらし創造部と産業・雇用振興部とくらし創造部と産業・雇用振興部とくらし創造部と産業・雇用振興部と防防防防災統災統災統災統括括括括室が室が室が室が協力協力協力協力してしてしてして作作作作成いたしましたが、成いたしましたが、成いたしましたが、成いたしましたが、取取取取りまとりまとりまとりまと

めめめめにつきまして、産業・雇用振興部でさせていただきましたので、につきまして、産業・雇用振興部でさせていただきましたので、につきまして、産業・雇用振興部でさせていただきましたので、につきまして、産業・雇用振興部でさせていただきましたので、私私私私から、１つから、１つから、１つから、１つ目目目目から５から５から５から５

つつつつ目目目目まで一まで一まで一まで一括括括括してご説明させていただきます。それでよろししてご説明させていただきます。それでよろししてご説明させていただきます。それでよろししてご説明させていただきます。それでよろしゅゅゅゅうごうごうごうござざざざいますでしいますでしいますでしいますでしょょょょうか。うか。うか。うか。

まず、エネルギーまず、エネルギーまず、エネルギーまず、エネルギービビビビジジジジョョョョンンンンのののの策策策策定定定定状況状況状況状況についてでごについてでごについてでごについてでござざざざいます。奈います。奈います。奈います。奈良良良良県における県における県における県における再再再再生生生生可可可可能能能能

エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー等等等等の利活用にの利活用にの利活用にの利活用に向向向向けてけてけてけて策策策策定されるエネルギー定されるエネルギー定されるエネルギー定されるエネルギービビビビジジジジョョョョンンンン案は、県の案は、県の案は、県の案は、県のホホホホーーーームムムムページにページにページにページに

アップアップアップアップし、本日のし、本日のし、本日のし、本日の全国全国全国全国紙朝刊紙朝刊紙朝刊紙朝刊ににににもももも掲掲掲掲載載載載されているとされているとされているとされているとこここころでごろでごろでごろでござざざざいます。います。います。います。現在現在現在現在、県民、県民、県民、県民やややや事業事業事業事業

者の皆様からご者の皆様からご者の皆様からご者の皆様からご意見意見意見意見をををを募募募募っておりますが、奈っておりますが、奈っておりますが、奈っておりますが、奈良良良良県県県県節節節節電電電電協協協協議会の議会の議会の議会の構構構構成員で成員で成員で成員であああある民る民る民る民間団体等間団体等間団体等間団体等にににに

ももももご案ご案ご案ご案内内内内しているとしているとしているとしているとこここころでごろでごろでごろでござざざざいます。います。います。います。今今今今月中にまと月中にまと月中にまと月中にまとめめめめまして、エネルギーまして、エネルギーまして、エネルギーまして、エネルギービビビビジジジジョョョョンンンン案に案に案に案に

掲掲掲掲載載載載できるできるできるできるもももものはのはのはのは掲掲掲掲載載載載するととするととするととするととももももに、に、に、に、今今今今後後後後のののの見直見直見直見直しにおいてしにおいてしにおいてしにおいても参考も参考も参考も参考にさせていただき、年にさせていただき、年にさせていただき、年にさせていただき、年

度度度度末末末末までにエネルギーまでにエネルギーまでにエネルギーまでにエネルギービビビビジジジジョョョョンンンンとしたいととしたいととしたいととしたいと考考考考えているとえているとえているとえているとこここころでごろでごろでごろでござざざざいます。います。います。います。

次次次次に、に、に、に、風力風力風力風力発電についてのご発電についてのご発電についてのご発電についてのご質問質問質問質問でごでごでごでござざざざいますけれいますけれいますけれいますけれどもどもどもども、、、、風力風力風力風力発電につきましては、計発電につきましては、計発電につきましては、計発電につきましては、計

画期間画期間画期間画期間中における施設の新設予定が中における施設の新設予定が中における施設の新設予定が中における施設の新設予定が未確未確未確未確定で定で定で定でああああったり、県ったり、県ったり、県ったり、県内内内内におけるにおけるにおけるにおける風風風風況況況況がががが非常非常非常非常にににに条条条条件件件件的的的的

にににに厳厳厳厳しいしいしいしいこここことから、まずはとから、まずはとから、まずはとから、まずは導導導導入入入入のののの可可可可能能能能性について性について性について性について検討検討検討検討していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと考考考考えて、そのようにえて、そのようにえて、そのようにえて、そのように

ビビビビジジジジョョョョンンンンの中にの中にの中にの中に入入入入れているとれているとれているとれているとこここころでごろでごろでごろでござざざざいます。います。います。います。

数数数数値値値値目目目目標標標標につきましては、計につきましては、計につきましては、計につきましては、計画期間画期間画期間画期間を平成２５年度から平成２７年度の３年を平成２５年度から平成２７年度の３年を平成２５年度から平成２７年度の３年を平成２５年度から平成２７年度の３年間間間間といたしといたしといたしといたし

ておりますが、平成２７年度のておりますが、平成２７年度のておりますが、平成２７年度のておりますが、平成２７年度の再再再再生生生生可可可可能能能能エネルギーの設備エネルギーの設備エネルギーの設備エネルギーの設備容容容容量量量量ベベベベーーーーススススで、平成２２年度で、平成２２年度で、平成２２年度で、平成２２年度比比比比

としまして２としまして２としまして２としまして２．．．．７７７７倍倍倍倍をををを目指目指目指目指しております。しております。しております。しております。供給供給供給供給面面面面といたしましては、太陽光発電のといたしましては、太陽光発電のといたしましては、太陽光発電のといたしましては、太陽光発電の目目目目標値標値標値標値

は３は３は３は３倍倍倍倍、小、小、小、小水水水水力力力力発電は１発電は１発電は１発電は１．．．．５５５５倍倍倍倍をををを目指目指目指目指しております。しております。しております。しております。需需需需要要要要面面面面では家庭では家庭では家庭では家庭やややや業務、産業部業務、産業部業務、産業部業務、産業部門門門門でででで

無無無無理理理理のないのないのないのない省省省省エネ・エネ・エネ・エネ・節節節節電電電電スタイスタイスタイスタイルの推進をルの推進をルの推進をルの推進を図図図図り、電り、電り、電り、電力力力力使使使使用料を５用料を５用料を５用料を５％％％％削削削削減減減減したしたしたした状態状態状態状態をををを継継継継続し続し続し続し

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考考考えております。えております。えております。えております。

続きまして、４つ続きまして、４つ続きまして、４つ続きまして、４つ目目目目ですけれですけれですけれですけれどもどもどもども、、、、メガメガメガメガソソソソーーーーララララーについてでごーについてでごーについてでごーについてでござざざざいます。本県におけるいます。本県におけるいます。本県におけるいます。本県における

適適適適地は、和田委員ご地は、和田委員ご地は、和田委員ご地は、和田委員ご指指指指摘摘摘摘のようにのようにのようにのように限限限限定定定定的的的的ではではではではあああありますけれりますけれりますけれりますけれどもどもどもども、平成２４年７月に、平成２４年７月に、平成２４年７月に、平成２４年７月に固固固固定定定定価価価価

格買格買格買格買いいいい取取取取り制度が施行され、民り制度が施行され、民り制度が施行され、民り制度が施行され、民間間間間からからからから参入参入参入参入がががが促促促促進されていると進されていると進されていると進されているとこここころでごろでごろでごろでござざざざいます。います。います。います。今今今今後後後後もももも

固固固固定定定定価価価価格買格買格買格買いいいい取取取取り制度の活用り制度の活用り制度の活用り制度の活用やややや中小中小中小中小企企企企業を対業を対業を対業を対象象象象とした新エネルギーとした新エネルギーとした新エネルギーとした新エネルギー等等等等対対対対策策策策資金の活用を資金の活用を資金の活用を資金の活用を周周周周

知して、知して、知して、知して、促促促促していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと考考考考えております。また、えております。また、えております。また、えております。また、メガメガメガメガソソソソーーーーララララーーーー以外以外以外以外の太陽光発電につきの太陽光発電につきの太陽光発電につきの太陽光発電につき

ましてましてましてましてもももも、、、、同同同同制度を活用した制度を活用した制度を活用した制度を活用した導導導導入促入促入促入促進を進を進を進を図図図図るととるととるととるととももももに、家庭用太陽光発電設備設置の補助に、家庭用太陽光発電設備設置の補助に、家庭用太陽光発電設備設置の補助に、家庭用太陽光発電設備設置の補助

件数を件数を件数を件数をふふふふややややすというすというすというすというこここことでごとでごとでごとでござざざざいます。います。います。います。

５つ５つ５つ５つ目目目目でごでごでごでござざざざいます。エネルギーいます。エネルギーいます。エネルギーいます。エネルギー政策課政策課政策課政策課ではではではではどどどどのような業務を行うかというのような業務を行うかというのような業務を行うかというのような業務を行うかというこここことでごとでごとでごとでござざざざ

います。います。います。います。組織改組織改組織改組織改正の正の正の正の所管所管所管所管はははは人人人人事事事事課課課課でごでごでごでござざざざいますけれいますけれいますけれいますけれどもどもどもども、、、、わわわわかるかるかるかる範範範範囲囲囲囲で、かで、かで、かで、かわわわわって産業・って産業・って産業・って産業・
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雇用振興部で説明させていただきます。雇用振興部で説明させていただきます。雇用振興部で説明させていただきます。雇用振興部で説明させていただきます。

従従従従来来来来、、、、主主主主にににに節節節節電電電電スタイスタイスタイスタイルルルルやややや家庭用太陽光発電の推進は景観・環境局の環境家庭用太陽光発電の推進は景観・環境局の環境家庭用太陽光発電の推進は景観・環境局の環境家庭用太陽光発電の推進は景観・環境局の環境政策課政策課政策課政策課で、で、で、で、製製製製

造業造業造業造業やややや宿宿宿宿泊泊泊泊施設の施設の施設の施設の省省省省エネ支援につきましては産業・雇用振興部のエネ支援につきましては産業・雇用振興部のエネ支援につきましては産業・雇用振興部のエネ支援につきましては産業・雇用振興部の工工工工業振興業振興業振興業振興課課課課で、で、で、で、水水水水力力力力発電発電発電発電

施設施設施設施設周周周周辺辺辺辺地域地域地域地域交交交交付付付付金事業は地域振興部の地域金事業は地域振興部の地域金事業は地域振興部の地域金事業は地域振興部の地域政策課政策課政策課政策課でそれでそれでそれでそれぞぞぞぞれれれれ所管所管所管所管しておりました。それしておりました。それしておりました。それしておりました。それ

らを踏まえまして、平成２５年度のらを踏まえまして、平成２５年度のらを踏まえまして、平成２５年度のらを踏まえまして、平成２５年度の組織改組織改組織改組織改正の中で、エネルギー正の中で、エネルギー正の中で、エネルギー正の中で、エネルギー政策政策政策政策の一元の一元の一元の一元管理管理管理管理をををを図図図図ってってってって

いくたいくたいくたいくためめめめ、地域振興部にエネルギー、地域振興部にエネルギー、地域振興部にエネルギー、地域振興部にエネルギー政策課政策課政策課政策課を設置するを設置するを設置するを設置するここここととされました。ととされました。ととされました。ととされました。

業務といたしましては、エネルギー業務といたしましては、エネルギー業務といたしましては、エネルギー業務といたしましては、エネルギービビビビジジジジョョョョンンンンの推進、一般事業者の推進、一般事業者の推進、一般事業者の推進、一般事業者向向向向けけけけ省省省省エネ支援、エネ支援、エネ支援、エネ支援、水水水水力力力力

発電施設発電施設発電施設発電施設周周周周辺辺辺辺地域地域地域地域交交交交付付付付金関連事業金関連事業金関連事業金関連事業やややや省省省省エネルギー対エネルギー対エネルギー対エネルギー対策節策節策節策節電電電電協協協協議会、一般家庭議会、一般家庭議会、一般家庭議会、一般家庭向向向向けけけけ省省省省エネ支エネ支エネ支エネ支

援、太陽光発電の補助でご援、太陽光発電の補助でご援、太陽光発電の補助でご援、太陽光発電の補助でござざざざいます、います、います、います、再再再再生生生生可可可可能能能能エネルギー関連事業、エネルギー関連事業、エネルギー関連事業、エネルギー関連事業、グリグリグリグリーーーーンニンニンニンニュュュューーーーデデデディィィィ

ールールールール基基基基金な金な金な金などどどどをををを担担担担当当当当し、し、し、し、今今今今後後後後はエネルギーはエネルギーはエネルギーはエネルギー政策政策政策政策を一元を一元を一元を一元的的的的に推進していくに推進していくに推進していくに推進していくこここことになっているとになっているとになっているとになっている

というというというというこここことでごとでごとでごとでござざざざいます。います。います。います。以以以以上でご上でご上でご上でござざざざいます。います。います。います。

○岡野奈良の木ブランド課長○岡野奈良の木ブランド課長○岡野奈良の木ブランド課長○岡野奈良の木ブランド課長 木木木木質質質質バイバイバイバイオオオオマスマスマスマス発電について発電について発電について発電について質問質問質問質問ががががあああありました。農林部でりました。農林部でりました。農林部でりました。農林部で

担担担担当当当当しておりますので、おしておりますので、おしておりますので、おしておりますので、お答答答答えをさせていただきます。えをさせていただきます。えをさせていただきます。えをさせていただきます。

木木木木質質質質バイバイバイバイオオオオマスマスマスマスの利活用につきましては、林地の利活用につきましては、林地の利活用につきましては、林地の利活用につきましては、林地残残残残材材材材等等等等のののの未未未未利用利用利用利用材材材材をををを有効有効有効有効利用できるとい利用できるとい利用できるとい利用できるとい

ううううここここととととやややや、林業、林業、林業、林業木木木木材材材材産業の振興な産業の振興な産業の振興な産業の振興などどどど、地域の活性化につながるという観、地域の活性化につながるという観、地域の活性化につながるという観、地域の活性化につながるという観点点点点から、県としてから、県としてから、県としてから、県として

取取取取りりりり組む組む組む組むべべべべきききき有有有有意意意意義義義義なななな目目目目標標標標ででででああああるというるというるというるという認認認認識識識識でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。ここここのたのたのたのためめめめ、平成２４年度にお、平成２４年度にお、平成２４年度にお、平成２４年度にお

きまして、本県の実きまして、本県の実きまして、本県の実きまして、本県の実情情情情にににに即即即即して、して、して、して、どどどどのような利活用ができるのかというのような利活用ができるのかというのような利活用ができるのかというのような利活用ができるのかという調調調調査査査査検討検討検討検討を進を進を進を進めめめめてててて

きております。きております。きております。きております。

その中で、和田委員のごその中で、和田委員のごその中で、和田委員のごその中で、和田委員のご指指指指摘摘摘摘ににににもあもあもあもありましたけれりましたけれりましたけれりましたけれどもどもどもども、、、、原原原原料の料の料の料の木木木木材材材材ををををどどどどうううう調調調調達達達達していくしていくしていくしていく

のか、のか、のか、のか、バイバイバイバイオオオオマスマスマスマスのののの製製製製造造造造工工工工程を程を程を程をどどどどうううう効率効率効率効率化するのか、そういった化するのか、そういった化するのか、そういった化するのか、そういった課課課課題題題題がががが見見見見えてきたとえてきたとえてきたとえてきたとこここころろろろ

でごでごでごでござざざざいます。そいます。そいます。そいます。そここここで、平成２５年度におきましては、で、平成２５年度におきましては、で、平成２５年度におきましては、で、平成２５年度におきましては、比較比較比較比較的的的的規規規規模模模模が小さくてが小さくてが小さくてが小さくてももももできるできるできるできる熱熱熱熱

利用についての実利用についての実利用についての実利用についての実証証証証実実実実験験験験を行っていきたいとを行っていきたいとを行っていきたいとを行っていきたいと考考考考えております。その実えております。その実えております。その実えております。その実証証証証実実実実験験験験の中では、の中では、の中では、の中では、間間間間

伐伐伐伐材材材材のののの搬搬搬搬出出出出やややや、、、、チチチチップップップップ、ペ、ペ、ペ、ペレットレットレットレットのののの効率効率効率効率的的的的なななな製製製製造、造、造、造、採採採採算性を算性を算性を算性をどどどどうううう確保確保確保確保していくのか、そうしていくのか、そうしていくのか、そうしていくのか、そう

いったいったいったいった検検検検証証証証を行ってまいりたいとを行ってまいりたいとを行ってまいりたいとを行ってまいりたいと考考考考えております。えております。えております。えております。

和田委員ご和田委員ご和田委員ご和田委員ご指指指指摘摘摘摘ののののバイバイバイバイオオオオマスマスマスマス発電につきましては、設備規発電につきましては、設備規発電につきましては、設備規発電につきましては、設備規模模模模がかなり大きくなるというがかなり大きくなるというがかなり大きくなるというがかなり大きくなるという

こここことですとか、とですとか、とですとか、とですとか、原原原原料の料の料の料の木木木木材材材材を大を大を大を大量量量量にににに確保確保確保確保するするするする必必必必要が要が要が要がああああるという観るという観るという観るという観点点点点はごはごはごはござざざざいますけれいますけれいますけれいますけれどもどもどもども、、、、

実実実実証証証証実実実実験験験験の中での中での中での中で原原原原料料料料木木木木材材材材ををををどどどどうううう調調調調達達達達できるのかというできるのかというできるのかというできるのかという検検検検証証証証もももも行ってまいりますので、そう行ってまいりますので、そう行ってまいりますので、そう行ってまいりますので、そう

いったいったいったいった検検検検証結果証結果証結果証結果を踏まえて、を踏まえて、を踏まえて、を踏まえて、今今今今後後後後のののの検討課検討課検討課検討課題題題題とさせていただきたいと思います。とさせていただきたいと思います。とさせていただきたいと思います。とさせていただきたいと思います。以以以以上でご上でご上でご上でご

ざざざざいます。います。います。います。

○鍵田人権施策課長○鍵田人権施策課長○鍵田人権施策課長○鍵田人権施策課長 隣隣隣隣保保保保館館館館のののの機能機能機能機能とととと今今今今後後後後のののの運運運運営営営営、、、、展展展展望望望望というというというというこここことでごとでごとでごとでご質問質問質問質問いただきましいただきましいただきましいただきまし
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た。た。た。た。

隣隣隣隣保保保保館館館館につきましては、和田委員につきましては、和田委員につきましては、和田委員につきましては、和田委員ももももおおおお述述述述べべべべのとおり、地域のとおり、地域のとおり、地域のとおり、地域社社社社会会会会全体全体全体全体の中での中での中での中で福祉福祉福祉福祉のののの向向向向上上上上やややや

人人人人権権権権啓啓啓啓発の発の発の発の住住住住民民民民交流交流交流交流のののの拠拠拠拠点点点点となる開かれたとなる開かれたとなる開かれたとなる開かれたコミュコミュコミュコミュニティニティニティニティーーーーセンタセンタセンタセンターとして、地域の実ーとして、地域の実ーとして、地域の実ーとして、地域の実態態態態把把把把

握握握握やややや住住住住民民民民相談相談相談相談といったといったといったといった基基基基本本本本的的的的なななな機能機能機能機能に加えて、に加えて、に加えて、に加えて、教教教教養文養文養文養文化活化活化活化活動動動動のののの充充充充実、それから地域実、それから地域実、それから地域実、それから地域ボランボランボランボラン

ティアティアティアティアとの連との連との連との連携携携携、地域、地域、地域、地域社社社社会に会に会に会に密着密着密着密着した総した総した総した総合的合的合的合的な活な活な活な活動動動動がががが期期期期待待待待されている施設でごされている施設でごされている施設でごされている施設でござざざざいます。います。います。います。

県といたしまして県といたしまして県といたしまして県といたしましてもももも、、、、確確確確かにかにかにかに隣隣隣隣保保保保館館館館機能機能機能機能がががが今今今今はなかなかはなかなかはなかなかはなかなか十十十十分分分分発発発発揮揮揮揮できていないとできていないとできていないとできていないとこここころろろろももももごごごご

ざざざざいまして、平成２４年のいまして、平成２４年のいまして、平成２４年のいまして、平成２４年の夏夏夏夏にかけて、８月からにかけて、８月からにかけて、８月からにかけて、８月から９９９９月、月、月、月、各市町各市町各市町各市町村に出村に出村に出村に出向向向向きまして、きまして、きまして、きまして、隣隣隣隣保保保保館館館館

ににににもももも出出出出向向向向いて、事業の実いて、事業の実いて、事業の実いて、事業の実態態態態的的的的なとなとなとなとこここころろろろやややや、、、、隣隣隣隣保保保保館館館館活性化に活性化に活性化に活性化に向向向向けてのけてのけてのけての意見交意見交意見交意見交換換換換というというというという形形形形ももももとととと

らせていただきました。らせていただきました。らせていただきました。らせていただきました。今今今今後後後後もももも、、、、市町市町市町市町村をは村をは村をは村をはじめじめじめじめ、関係、関係、関係、関係団体団体団体団体と連と連と連と連携携携携をををを図図図図りながら、奈りながら、奈りながら、奈りながら、奈良良良良県県県県

人人人人権権権権施施施施策策策策に関するに関するに関するに関する基基基基本計本計本計本計画画画画にににに基づ基づ基づ基づきまして、きまして、きまして、きまして、隣隣隣隣保保保保館館館館協協協協議会と議会と議会と議会ともももも連連連連携携携携、、、、協力協力協力協力して、して、して、して、隣隣隣隣保保保保館館館館職職職職

員の員の員の員の研修研修研修研修会会会会やややや隣隣隣隣保保保保館館館館活活活活動動動動の活性化にの活性化にの活性化にの活性化に向向向向けた支援にけた支援にけた支援にけた支援に取取取取りりりり組組組組んでいきたいと思っております。んでいきたいと思っております。んでいきたいと思っております。んでいきたいと思っております。

以以以以上でご上でご上でご上でござざざざいます。います。います。います。

○橋本医療政策部次長兼産業・雇用振興次長○橋本医療政策部次長兼産業・雇用振興次長○橋本医療政策部次長兼産業・雇用振興次長○橋本医療政策部次長兼産業・雇用振興次長 薬草薬草薬草薬草園園園園ののののこここことにつきましてとにつきましてとにつきましてとにつきまして漢漢漢漢方方方方推進推進推進推進プロプロプロプロジジジジ

ェクトェクトェクトェクトの議の議の議の議論論論論のののの項項項項目目目目にににに入入入入れてはれてはれてはれてはどどどどうかというごうかというごうかというごうかというご意見意見意見意見でした。それにつきましては、奈でした。それにつきましては、奈でした。それにつきましては、奈でした。それにつきましては、奈良良良良県県県県

でででで今今今今、地、地、地、地場場場場産業の産業の産業の産業の強み強み強み強みをををを生生生生かして、かして、かして、かして、漢漢漢漢方方方方にかかにかかにかかにかかわわわわる産業を発る産業を発る産業を発る産業を発展展展展させていくたさせていくたさせていくたさせていくためめめめには、いろには、いろには、いろには、いろ

いろないろないろないろなステステステステージがージがージがージがああああると思います。一つは、ると思います。一つは、ると思います。一つは、ると思います。一つは、生生生生薬薬薬薬のののの供給供給供給供給拡大、拡大、拡大、拡大、漢漢漢漢方方方方薬薬薬薬のののの製製製製造、造、造、造、漢漢漢漢方方方方薬薬薬薬のののの研研研研

究究究究臨臨臨臨床床床床、そして、そして、そして、そして漢漢漢漢方方方方のののの普及普及普及普及というそれというそれというそれというそれぞぞぞぞれのれのれのれのステステステステージごとにージごとにージごとにージごとに細細細細かくかくかくかく課課課課題題題題に対に対に対に対応応応応していくしていくしていくしていくここここ

とがとがとがとが必必必必要と要と要と要と認認認認識識識識しておりまして、平成２４年１２月にしておりまして、平成２４年１２月にしておりまして、平成２４年１２月にしておりまして、平成２４年１２月に立立立立ち上げましたち上げましたち上げましたち上げました漢漢漢漢方方方方推進推進推進推進プロプロプロプロジジジジェクェクェクェク

トトトトの中での中での中での中でもももも議議議議論論論論を進を進を進を進めめめめているとているとているとているとこここころでごろでごろでごろでござざざざいます。います。います。います。

和田委員ご和田委員ご和田委員ご和田委員ご指指指指摘摘摘摘の、県下での、県下での、県下での、県下で薬草薬草薬草薬草のののの優優優優良良良良なななな種種種種苗苗苗苗を広くを広くを広くを広く育育育育成し、成し、成し、成し、供給供給供給供給していくという、していくという、していくという、していくという、薬草薬草薬草薬草

園園園園のののの機能機能機能機能をををを持持持持つたつたつたつためめめめには、には、には、には、今今今今後後後後いろいろないろいろないろいろないろいろな面面面面でででで検討検討検討検討していかなけれしていかなけれしていかなけれしていかなければばばばならないならないならないならない課課課課題題題題ががががああああるるるる

と思います。例えと思います。例えと思います。例えと思います。例えばばばばどこどこどこどこででででどどどどのようなのようなのようなのような種種種種苗苗苗苗ををををどどどどれれれれぐぐぐぐらいらいらいらい持持持持つのかというつのかというつのかというつのかというここここととととも考も考も考も考えていかえていかえていかえていか

なけれなけれなけれなければばばばいけないいけないいけないいけない課課課課題題題題ででででああああるかとるかとるかとるかと認認認認識識識識しております。しております。しております。しております。今今今今後後後後さまさまさまさまざざざざまな施まな施まな施まな施策策策策をををを通じ通じ通じ通じて、て、て、て、生生生生薬薬薬薬

のののの供給供給供給供給拡大を総拡大を総拡大を総拡大を総合的合的合的合的に進に進に進に進めめめめる中で、る中で、る中で、る中で、漢漢漢漢方方方方推進推進推進推進プロプロプロプロジジジジェクトェクトェクトェクトの中での中での中での中でもももも議議議議論論論論をしていきたいとをしていきたいとをしていきたいとをしていきたいと

考考考考えております。えております。えております。えております。以以以以上です。上です。上です。上です。

○和田農業水産振興課長○和田農業水産振興課長○和田農業水産振興課長○和田農業水産振興課長 県農業総県農業総県農業総県農業総合センタ合センタ合センタ合センターのーのーのーの移転移転移転移転をををを契契契契機機機機にした地域との連にした地域との連にした地域との連にした地域との連携携携携についてについてについてについて

というというというというこここことでおとでおとでおとでお尋ね尋ね尋ね尋ねがらりました。県農業総がらりました。県農業総がらりました。県農業総がらりました。県農業総合センタ合センタ合センタ合センターのーのーのーの移転移転移転移転先先先先につきましては、前につきましては、前につきましては、前につきましては、前回回回回のののの

１２月議会におきまして、１２月議会におきまして、１２月議会におきまして、１２月議会におきまして、桜井桜井桜井桜井市市市市の県農業大の県農業大の県農業大の県農業大学校学校学校学校のののの敷敷敷敷地地地地内内内内にににに移転移転移転移転するとするとするとすると公表公表公表公表させていたださせていたださせていたださせていただ

いたといたといたといたとこここころでごろでごろでごろでござざざざいます。また、います。また、います。また、います。また、ここここれをれをれをれを契契契契機機機機としましてとしましてとしましてとしまして研究機能研究機能研究機能研究機能の高度化をの高度化をの高度化をの高度化を図図図図ってまいるってまいるってまいるってまいる

というというというというこここことで、大きく２つのとで、大きく２つのとで、大きく２つのとで、大きく２つの領領領領域に域に域に域に区区区区分分分分して高度化をして高度化をして高度化をして高度化を図図図図っていくというっていくというっていくというっていくというこここことで、一つにつとで、一つにつとで、一つにつとで、一つにつ
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きましては、きましては、きましては、きましては、社社社社会経済会経済会経済会経済ニニニニーーーーズズズズを踏まえたを踏まえたを踏まえたを踏まえた将将将将来来来来の産業化につながる奈の産業化につながる奈の産業化につながる奈の産業化につながる奈良良良良県発の県発の県発の県発の革革革革新新新新的的的的なななな研究研究研究研究

開発を開発を開発を開発を目指目指目指目指すというすというすというすという分分分分野と、野と、野と、野と、ももももう１う１う１う１点点点点は、は、は、は、ここここれまで行ってきたれまで行ってきたれまで行ってきたれまで行ってきた研究研究研究研究開発をさらに拡開発をさらに拡開発をさらに拡開発をさらに拡充充充充してしてしてして

いくいくいくいくこここことで高度化をとで高度化をとで高度化をとで高度化を図図図図っていくっていくっていくっていくこここことをとをとをとを考考考考えております。えております。えております。えております。

おおおお尋ね尋ね尋ね尋ねのののの移転移転移転移転先先先先の地域との連の地域との連の地域との連の地域との連携携携携でごでごでごでござざざざいますが、いますが、いますが、いますが、ハハハハーーーードドドド面面面面におきましては、平成２５年におきましては、平成２５年におきましては、平成２５年におきましては、平成２５年

度度度度以以以以降降降降計計計計画画画画を実行していくを実行していくを実行していくを実行していくわわわわけでごけでごけでごけでござざざざいますが、いますが、いますが、いますが、基基基基本本本本的的的的には県農業総には県農業総には県農業総には県農業総合センタ合センタ合センタ合センターのーのーのーの敷敷敷敷地地地地内内内内

におきましてにおきましてにおきましてにおきまして整整整整備を備を備を備を図図図図っていくというっていくというっていくというっていくというこここことで、とで、とで、とで、周周周周辺辺辺辺地域については地域については地域については地域については今今今今のとのとのとのとこここころ計ろ計ろ計ろ計画画画画はごはごはごはござざざざ

いませんので、いませんので、いませんので、いませんので、直直直直接接接接的的的的な地域のな地域のな地域のな地域の方々方々方々方々とのとのとのとの工工工工事関係の事関係の事関係の事関係の交交交交渉渉渉渉になろうかと思いますけれになろうかと思いますけれになろうかと思いますけれになろうかと思いますけれどもどもどもども、、、、

間間間間接接接接的的的的にににに今今今今後後後後、、、、工工工工事推進に事推進に事推進に事推進に当当当当たりまして地元とたりまして地元とたりまして地元とたりまして地元と調調調調整整整整をするをするをするをするこここことがいろいろごとがいろいろごとがいろいろごとがいろいろ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、

ごごごご協力協力協力協力願いたいと思っております。願いたいと思っております。願いたいと思っております。願いたいと思っております。

また、また、また、また、ソフトソフトソフトソフト面面面面におきましては、におきましては、におきましては、におきましては、移転後移転後移転後移転後のののの話話話話ですが、ですが、ですが、ですが、現在現在現在現在もももも県農業総県農業総県農業総県農業総合センタ合センタ合センタ合センターはーはーはーは研究研究研究研究

開発を行う開発を行う開発を行う開発を行う重重重重要な要な要な要な拠拠拠拠点点点点施設となっておりますが、ほかに施設となっておりますが、ほかに施設となっておりますが、ほかに施設となっておりますが、ほかに生生生生産者が産者が産者が産者が集集集集い、またい、またい、またい、また消消消消費者との費者との費者との費者との交交交交

流流流流ができる施設としてができる施設としてができる施設としてができる施設としてもももも開開開開放放放放していきたいと思っているとしていきたいと思っているとしていきたいと思っているとしていきたいと思っているとこここころでごろでごろでごろでござざざざいます。います。います。います。研究研究研究研究成成成成果果果果のののの

発発発発表表表表会会会会やややや施設の開施設の開施設の開施設の開放放放放デデデデー、またー、またー、またー、また各各各各種種種種交流交流交流交流会な会な会な会などどどどののののイベントイベントイベントイベント、、、、ここここれらの開れらの開れらの開れらの開催催催催をををを通じ通じ通じ通じまして、まして、まして、まして、

地域の地域の地域の地域の方々方々方々方々との連との連との連との連携携携携をををを図図図図って、って、って、って、桜井桜井桜井桜井市市市市のののの池池池池之之之之内内内内の地元のの地元のの地元のの地元の方々方々方々方々にににに温温温温かくかくかくかく迎迎迎迎えていただけるよえていただけるよえていただけるよえていただけるよ

うお願いしたいと思います。うお願いしたいと思います。うお願いしたいと思います。うお願いしたいと思います。

○角山マーケティング課長○角山マーケティング課長○角山マーケティング課長○角山マーケティング課長 県農業大県農業大県農業大県農業大学校学校学校学校６６６６次次次次産業化産業化産業化産業化研修研修研修研修拠拠拠拠点点点点のののの具具具具体的体的体的体的なななな内容内容内容内容について、について、について、について、

おおおお答答答答えさせていただきます。えさせていただきます。えさせていただきます。えさせていただきます。

先先先先日の代日の代日の代日の代表質問表質問表質問表質問においてにおいてにおいてにおいてもももも知事から知事から知事から知事から答弁答弁答弁答弁しましたように、農産しましたように、農産しましたように、農産しましたように、農産物物物物に関します知に関します知に関します知に関します知識識識識とととと調理調理調理調理、、、、

加加加加工工工工ななななどどどどををををあわあわあわあわせせせせ持持持持った、農にった、農にった、農にった、農に強強強強いいいい食食食食のののの担担担担い手のい手のい手のい手の育育育育成を成を成を成を図図図図りたいとりたいとりたいとりたいと考考考考えております。えております。えております。えております。スケスケスケスケ

ジジジジュュュュールにつきましては、平成２５年４月からールにつきましては、平成２５年４月からールにつきましては、平成２５年４月からールにつきましては、平成２５年４月から具具具具体的体的体的体的ななななカリカリカリカリキュキュキュキュラムラムラムラムをををを検討検討検討検討し、し、し、し、必必必必要な施要な施要な施要な施

設設設設機能や機能や機能や機能や規規規規模模模模をををを決決決決定し、年定し、年定し、年定し、年内内内内をををを目目目目途途途途に設計にに設計にに設計にに設計に着着着着手したいという手したいという手したいという手したいという考考考考えでごえでごえでごえでござざざざいます。施設のいます。施設のいます。施設のいます。施設の

建建建建設につきましては、平成２６年設につきましては、平成２６年設につきましては、平成２６年設につきましては、平成２６年夏夏夏夏ごろにごろにごろにごろに着着着着工工工工し、平成２７年４月の開し、平成２７年４月の開し、平成２７年４月の開し、平成２７年４月の開校校校校をををを目指目指目指目指してまいしてまいしてまいしてまい

ります。なお、ります。なお、ります。なお、ります。なお、建建建建物物物物につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、木木木木質質質質の施設とし、県産の施設とし、県産の施設とし、県産の施設とし、県産材材材材の活用の活用の活用の活用も図も図も図も図っていきたいとっていきたいとっていきたいとっていきたいと

考考考考えております。えております。えております。えております。

カリカリカリカリキュキュキュキュラムラムラムラムについてでごについてでごについてでごについてでござざざざいますが、新たないますが、新たないますが、新たないますが、新たなココココーーーーススススといたしまして、例えといたしまして、例えといたしまして、例えといたしまして、例えばばばばフフフフーーーードクドクドクドク

リリリリエーエーエーエーティブティブティブティブココココーーーーススススのようなのようなのようなのようなもももものを設けまして、のを設けまして、のを設けまして、のを設けまして、今今今今後後後後、、、、専専専専門門門門家のご家のご家のご家のご指指指指導導導導をいただきながら、をいただきながら、をいただきながら、をいただきながら、

調理調理調理調理師免師免師免師免許許許許をををを取取取取得得得得できる、また加できる、また加できる、また加できる、また加工工工工につきましては、県産農産につきましては、県産農産につきましては、県産農産につきましては、県産農産物物物物を活用した、を活用した、を活用した、を活用した、みみみみそなそなそなそなどどどどのののの

発発発発酵酵酵酵食食食食品品品品ななななどもどもどもども含含含含めめめめましたましたましたましたカリカリカリカリキュキュキュキュラムづラムづラムづラムづくりをくりをくりをくりを検討検討検討検討していく予定でごしていく予定でごしていく予定でごしていく予定でござざざざいます。和田委います。和田委います。和田委います。和田委

員から提案いただきました員から提案いただきました員から提案いただきました員から提案いただきましたハハハハチチチチみみみみつなつなつなつなどどどどにつきましてにつきましてにつきましてにつきましてもももも、、、、研究研究研究研究させていただきたいと思っさせていただきたいと思っさせていただきたいと思っさせていただきたいと思っ

ております。ております。ております。ております。具具具具体的体的体的体的には、には、には、には、学生学生学生学生が実が実が実が実践践践践研修研修研修研修としてとしてとしてとして調理調理調理調理、加、加、加、加工工工工、、、、販売販売販売販売やややや顧顧顧顧客客客客ササササーーーービビビビススススななななどどどどをををを
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総総総総合的合的合的合的にににに学学学学べべべべるようにしていきたいとるようにしていきたいとるようにしていきたいとるようにしていきたいと考考考考えております。えております。えております。えております。以以以以上です。上です。上です。上です。

○上山景観・環境局次長○上山景観・環境局次長○上山景観・環境局次長○上山景観・環境局次長 景観・環境総景観・環境総景観・環境総景観・環境総合センタ合センタ合センタ合センターについてのおーについてのおーについてのおーについてのお尋ね尋ね尋ね尋ねでごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

現在現在現在現在の景観・環境の景観・環境の景観・環境の景観・環境保全センタ保全センタ保全センタ保全センターにつきましては、平成１３年４月に産業ーにつきましては、平成１３年４月に産業ーにつきましては、平成１３年４月に産業ーにつきましては、平成１３年４月に産業廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物監視監視監視監視センセンセンセン

タタタターとして設置し、そのーとして設置し、そのーとして設置し、そのーとして設置し、その後後後後、平成２１年度の、平成２１年度の、平成２１年度の、平成２１年度の組織改組織改組織改組織改正を経て、正を経て、正を経て、正を経て、現在現在現在現在にににに至至至至っております。っております。っております。っております。現現現現

在在在在のののの具具具具体的体的体的体的な業務については、な業務については、な業務については、な業務については、主主主主に２つごに２つごに２つごに２つござざざざいますが、一つは、環境いますが、一つは、環境いますが、一つは、環境いますが、一つは、環境分分分分野についてでご野についてでご野についてでご野についてでござざざざ

います。います。います。います。ここここれについては環境れについては環境れについては環境れについては環境法法法法令令令令に関するに関するに関するに関する届届届届け出、それから規制のけ出、それから規制のけ出、それから規制のけ出、それから規制の指指指指導導導導、また産業、また産業、また産業、また産業廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物

に関するに関するに関するに関する許許許許可可可可、、、、不法投棄不法投棄不法投棄不法投棄ななななどどどどをををを含含含含めめめめたたたた廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物のののの監監監監督督督督、、、、監視監視監視監視指指指指導導導導を行っております。を行っております。を行っております。を行っております。ももももう１う１う１う１

点点点点は、景観の行は、景観の行は、景観の行は、景観の行政政政政分分分分野でご野でご野でご野でござざざざいますが、いますが、いますが、いますが、ここここちらはちらはちらはちらは風風風風致致致致景観景観景観景観課課課課と連と連と連と連携携携携しながら、環境しながら、環境しながら、環境しながら、環境法法法法のののの届届届届

け出行け出行け出行け出行為等為等為等為等に係るに係るに係るに係る監視監視監視監視パパパパトロトロトロトロールールールール等等等等を行いながら、を行いながら、を行いながら、を行いながら、良良良良好好好好な景観のな景観のな景観のな景観の保全保全保全保全にににに努努努努めめめめているとているとているとているとこここころろろろ

でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

今回今回今回今回のののの組織改組織改組織改組織改正では、正では、正では、正では、現在現在現在現在、、、、医療医療医療医療政策政策政策政策部に部に部に部に所属所属所属所属しておりますしておりますしておりますしております保健保健保健保健環境環境環境環境研究センタ研究センタ研究センタ研究センターでーでーでーで所所所所

管管管管している大している大している大している大気気気気、、、、水質水質水質水質ななななどどどどの環境の環境の環境の環境分分分分野の野の野の野の試試試試験研究験研究験研究験研究業務を業務を業務を業務をここここの景観・環境の景観・環境の景観・環境の景観・環境保全センタ保全センタ保全センタ保全センターにーにーにーに移移移移

管管管管をするととをするととをするととをするととももももに、名に、名に、名に、名称称称称を景観・環境総を景観・環境総を景観・環境総を景観・環境総合センタ合センタ合センタ合センターと変ーと変ーと変ーと変更更更更をするをするをするをするもももものでごのでごのでごのでござざざざいます。います。います。います。ここここのののの

組織改組織改組織改組織改正により環境に係る正により環境に係る正により環境に係る正により環境に係る試試試試験研究験研究験研究験研究部部部部門門門門と行と行と行と行政政政政の部の部の部の部門門門門が一元化されますので、が一元化されますので、が一元化されますので、が一元化されますので、試試試試験研究験研究験研究験研究かかかか

らららら監視監視監視監視指指指指導導導導までの一までの一までの一までの一体体体体化が化が化が化が図図図図れるれるれるれるもももものとのとのとのと考考考考えておりまして、よりえておりまして、よりえておりまして、よりえておりまして、より迅速迅速迅速迅速でででで的確的確的確的確な対な対な対な対応応応応がががが可可可可能能能能

になるとになるとになるとになると考考考考えております。和田委員おえております。和田委員おえております。和田委員おえております。和田委員お述述述述べべべべの、広いの、広いの、広いの、広い意意意意味味味味での景観をでの景観をでの景観をでの景観を含含含含めめめめた景観・環境総た景観・環境総た景観・環境総た景観・環境総合合合合

センタセンタセンタセンターのーのーのーの役役役役割割割割につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、今今今今後後後後、景観・環境総、景観・環境総、景観・環境総、景観・環境総合センタ合センタ合センタ合センターが景観ーが景観ーが景観ーが景観及及及及び環境の行び環境の行び環境の行び環境の行政政政政のののの

第一第一第一第一線線線線かつ総かつ総かつ総かつ総合的合的合的合的なななな役役役役割割割割をををを果果果果たせるよう、業務たせるよう、業務たせるよう、業務たせるよう、業務内容内容内容内容、また、また、また、また体体体体制制制制整整整整備を備を備を備を含含含含めめめめ、引き続き、引き続き、引き続き、引き続き検討検討検討検討

を進を進を進を進めめめめてまいりたいと思います。てまいりたいと思います。てまいりたいと思います。てまいりたいと思います。以以以以上でご上でご上でご上でござざざざいます。います。います。います。

○和田委員○和田委員○和田委員○和田委員 簡簡簡簡単単単単に申し上げます。に申し上げます。に申し上げます。に申し上げます。

まず、エネルギー関係につきましては、山本委員を会長にして、まず、エネルギー関係につきましては、山本委員を会長にして、まず、エネルギー関係につきましては、山本委員を会長にして、まず、エネルギー関係につきましては、山本委員を会長にして、脱脱脱脱原原原原発を発を発を発をめざめざめざめざす議員連す議員連す議員連す議員連

盟盟盟盟の議員でいろいろとの議員でいろいろとの議員でいろいろとの議員でいろいろと勉勉勉勉強強強強をさせていただいております。またをさせていただいております。またをさせていただいております。またをさせていただいております。また意見交意見交意見交意見交換換換換会を会を会を会を持持持持つつつつ場合場合場合場合ががががああああ

るだろうと思います。そんなときにきるだろうと思います。そんなときにきるだろうと思います。そんなときにきるだろうと思います。そんなときにきょょょょういただいたういただいたういただいたういただいた方方方方針針針針はいろいろとはいろいろとはいろいろとはいろいろと検討検討検討検討した上で、ました上で、ました上で、ました上で、ま

たたたた問題問題問題問題ががががああああるとるとるとるとこここころを皆さん提ろを皆さん提ろを皆さん提ろを皆さん提起起起起させてさせてさせてさせてももももらったり、らったり、らったり、らったり、意見交意見交意見交意見交換換換換をさせていただきたいと、をさせていただきたいと、をさせていただきたいと、をさせていただきたいと、

ここここれはれはれはれは私私私私のののの個個個個人的人的人的人的なななな考考考考ええええ方方方方として申し上げておきたいと思います。として申し上げておきたいと思います。として申し上げておきたいと思います。として申し上げておきたいと思います。

次次次次に、に、に、に、隣隣隣隣保保保保館館館館の関係でごの関係でごの関係でごの関係でござざざざいますが、いますが、いますが、いますが、隣隣隣隣保保保保館館館館については、については、については、については、今今今今、いろいろな、いろいろな、いろいろな、いろいろな意意意意味味味味合合合合いでいでいでいで非非非非

常常常常にににに注注注注目目目目をされています。例えをされています。例えをされています。例えをされています。例えば桜井ば桜井ば桜井ば桜井市市市市におきましては、におきましては、におきましては、におきましては、少少少少しではごしではごしではごしではござざざざいますが、いますが、いますが、いますが、意見意見意見意見がががが

ごごごござざざざいまして、例えいまして、例えいまして、例えいまして、例えばばばば社社社社会会会会福祉福祉福祉福祉協協協協議会が１議会が１議会が１議会が１カカカカ所所所所ああああるるるるわわわわけですが、きけですが、きけですが、きけですが、きめめめめ細細細細かな中かな中かな中かな中学校学校学校学校区区区区のののの社社社社

会会会会福祉福祉福祉福祉協協協協議会をつくってい議会をつくってい議会をつくってい議会をつくっていここここう、小う、小う、小う、小学校学校学校学校区区区区のののの社社社社会会会会福祉福祉福祉福祉協協協協議会を議会を議会を議会をももももっとっとっとっと組織強組織強組織強組織強化してい化してい化してい化していここここう、う、う、う、

ここここのような思いをのような思いをのような思いをのような思いを福祉福祉福祉福祉関係者は関係者は関係者は関係者は持持持持っていらっしゃるっていらっしゃるっていらっしゃるっていらっしゃるわわわわけです。そうしましたら、けです。そうしましたら、けです。そうしましたら、けです。そうしましたら、隣隣隣隣保保保保館館館館のののの
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歴歴歴歴史史史史的的的的なななな意意意意義義義義ががががああああるるるるわわわわけですから、まさにけですから、まさにけですから、まさにけですから、まさに同同同同和地和地和地和地区区区区のののの人人人人権権権権とととと福祉福祉福祉福祉のまちのまちのまちのまちづづづづくりから出発しくりから出発しくりから出発しくりから出発し

て、て、て、て、今今今今日、地域日、地域日、地域日、地域全体全体全体全体、小、小、小、小学校学校学校学校区区区区、中、中、中、中学校学校学校学校区区区区を対を対を対を対象象象象にいろいろなにいろいろなにいろいろなにいろいろな拠拠拠拠点点点点施設として施設として施設として施設としてややややっておりっておりっておりっており

ますので、そういうますので、そういうますので、そういうますので、そういう意意意意味味味味ではではではでは幅幅幅幅広く、まさに広く、まさに広く、まさに広く、まさに拠拠拠拠点点点点施設として施設として施設として施設としてここここれから大いに活用する、それから大いに活用する、それから大いに活用する、それから大いに活用する、そ

ういうういうういうういう意意意意味味味味合合合合いのいのいのいの方向へ方向へ方向へ方向へとととと向向向向かっていかなけれかっていかなけれかっていかなけれかっていかなければばばばならないだろうと。そういうならないだろうと。そういうならないだろうと。そういうならないだろうと。そういう意意意意味味味味で、で、で、で、人人人人

権権権権施施施施策課策課策課策課長が長が長が長が示示示示唆唆唆唆されましたが、ほかのされましたが、ほかのされましたが、ほかのされましたが、ほかの課課課課におきましてにおきましてにおきましてにおきましてもももも、そういう、そういう、そういう、そういう方向へ方向へ方向へ方向へと進んでいると進んでいると進んでいると進んでいる

こここことをとをとをとを認認認認識識識識していただいて、大いにそしていただいて、大いにそしていただいて、大いにそしていただいて、大いにそここここを活用するようなを活用するようなを活用するようなを活用するような機機機機会が会が会が会がああああれれれればばばば、、、、ここここここここを活用したを活用したを活用したを活用した

ららららどどどどうだろうかといったうだろうかといったうだろうかといったうだろうかといったこここことで、いろいろなとで、いろいろなとで、いろいろなとで、いろいろな意意意意味味味味で、で、で、で、市町市町市町市町村との村との村との村との話話話話しししし合合合合いの中で、いの中で、いの中で、いの中で、隣隣隣隣保保保保館館館館

機能機能機能機能、、、、社社社社会資会資会資会資源源源源をををを有効有効有効有効に活用できるように活用できるように活用できるように活用できるよう働働働働きかけをきかけをきかけをきかけを強め強め強め強めていただきたい、ていただきたい、ていただきたい、ていただきたい、ここここれは要れは要れは要れは要望望望望だけだけだけだけ

にしておきます。にしておきます。にしておきます。にしておきます。

そして、そして、そして、そして、次次次次に、に、に、に、薬草薬草薬草薬草園園園園については、については、については、については、ここここれはれはれはれはももももうううう必必必必要要要要不不不不可可可可欠欠欠欠だというだというだというだという認認認認識識識識ででででああああったと、ったと、ったと、ったと、今今今今、、、、

受けと受けと受けと受けとめめめめさせていただきました。また業させていただきました。また業させていただきました。また業させていただきました。また業界界界界のののの方方方方で、で、で、で、ああああるいは業るいは業るいは業るいは業界界界界にかかにかかにかかにかかわわわわるるるる後押後押後押後押しをするしをするしをするしをする

地地地地場場場場産業産業産業産業育育育育成という成という成という成というこここことでの山本委員とでの山本委員とでの山本委員とでの山本委員やややや川川川川口口口口議員、その議員、その議員、その議員、その他他他他のいろいろなのいろいろなのいろいろなのいろいろな人人人人たちの要たちの要たちの要たちの要望も望も望も望もしししし

っかりとっかりとっかりとっかりと聞聞聞聞き、き、き、き、私私私私はははは素素素素人人人人だが、地だが、地だが、地だが、地場場場場産業を産業を産業を産業を育育育育てたいというてたいというてたいというてたいという気気気気持持持持ちで申し上げておきました。ちで申し上げておきました。ちで申し上げておきました。ちで申し上げておきました。

必必必必要要要要不不不不可可可可欠欠欠欠というというというというこここことだけはとだけはとだけはとだけはわわわわかりましたので、かりましたので、かりましたので、かりましたので、ひひひひとつそのとつそのとつそのとつその方向方向方向方向で、前にで、前にで、前にで、前に向向向向けて前進させけて前進させけて前進させけて前進させ

てください。てください。てください。てください。ここここれれれれもももも要要要要望望望望にしておきます。にしておきます。にしておきます。にしておきます。

それから、県農業総それから、県農業総それから、県農業総それから、県農業総合センタ合センタ合センタ合センターがーがーがーが桜井桜井桜井桜井市へ市へ市へ市へ移転移転移転移転し、そのし、そのし、そのし、その跡跡跡跡地に県地に県地に県地に県立立立立医科医科医科医科大大大大学学学学のののの教育研究教育研究教育研究教育研究

部部部部門門門門、つまり大、つまり大、つまり大、つまり大学学学学施設を施設を施設を施設を現在現在現在現在の県農業総の県農業総の県農業総の県農業総合センタ合センタ合センタ合センターーーーへへへへ移転移転移転移転させる、そうなってきたら、させる、そうなってきたら、させる、そうなってきたら、させる、そうなってきたら、医医医医

療療療療のまちのまちのまちのまちづづづづくりがくりがくりがくりが今今今今大大大大切切切切だというだというだというだというこここことで、とで、とで、とで、全全全全くそのとおりですが、まちくそのとおりですが、まちくそのとおりですが、まちくそのとおりですが、まちづづづづくりというくりというくりというくりというこここことととと

をををを言言言言わわわわれているれているれているれているわわわわけです。そうすれけです。そうすれけです。そうすれけです。そうすればばばば、、、、同同同同じじじじようなようなようなようなこここことで県農業総とで県農業総とで県農業総とで県農業総合センタ合センタ合センタ合センターーーーもももも、その地、その地、その地、その地

域の農業振興と域の農業振興と域の農業振興と域の農業振興とあわあわあわあわせせせせ持持持持って、まちって、まちって、まちって、まちづづづづくりというくりというくりというくりというわわわわけではないけれけではないけれけではないけれけではないけれどどどど、農業振興の地域、農業振興の地域、農業振興の地域、農業振興の地域づづづづ

くりについて、くりについて、くりについて、くりについて、ややややはりはりはりはりここここれかられかられかられから方向方向方向方向をををを考考考考えていってえていってえていってえていってももももららららわわわわなけれなけれなけれなければばばばならないなと思うならないなと思うならないなと思うならないなと思うわわわわけけけけ

です。です。です。です。ここここのののの点点点点だけ、農業振興地域の村だけ、農業振興地域の村だけ、農業振興地域の村だけ、農業振興地域の村づづづづくり、農業地くり、農業地くり、農業地くり、農業地帯帯帯帯だから村とだから村とだから村とだから村と言言言言うたうたうたうた方方方方がよろしいがよろしいがよろしいがよろしいねねねね。。。。

村村村村づづづづくりを進くりを進くりを進くりを進めめめめていくというていくというていくというていくという私私私私のののの考考考考ええええ方方方方についてについてについてについてどどどどうおうおうおうお考考考考えなのか、えなのか、えなのか、えなのか、所所所所感感感感をををを述述述述べべべべていただていただていただていただ

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

ああああとは、とは、とは、とは、ハハハハチチチチみみみみつのつのつのつのこここことは、たまたまとは、たまたまとは、たまたまとは、たまたまハハハハチチチチみみみみつの例を出しましたが、いろいろなそういつの例を出しましたが、いろいろなそういつの例を出しましたが、いろいろなそういつの例を出しましたが、いろいろなそうい

うううう動動動動きがきがきがきがああああるるるるわわわわけで、しっかりと受けとけで、しっかりと受けとけで、しっかりと受けとけで、しっかりと受けとめめめめてください。それてください。それてください。それてください。それも研究も研究も研究も研究の対の対の対の対象象象象に、に、に、に、ああああるいは対るいは対るいは対るいは対

象象象象のののの課課課課題題題題としてとしてとしてとして取取取取りりりり組み組み組み組みますとおっしゃっていただいたので、ますとおっしゃっていただいたので、ますとおっしゃっていただいたので、ますとおっしゃっていただいたので、ひひひひとつよろしく、とつよろしく、とつよろしく、とつよろしく、頑張頑張頑張頑張ってってってって

ください。ください。ください。ください。

○冨岡農林部長○冨岡農林部長○冨岡農林部長○冨岡農林部長 ここここの前から県農業総の前から県農業総の前から県農業総の前から県農業総合センタ合センタ合センタ合センターのーのーのーの研究機能研究機能研究機能研究機能ををををどどどどうするかというのは、高うするかというのは、高うするかというのは、高うするかというのは、高

度化、度化、度化、度化、オオオオンリンリンリンリーーーーワワワワンンンンというというというというこここことで、とで、とで、とで、目目目目標標標標としてはとしてはとしてはとしては精精精精いっいっいっいっぱぱぱぱいいいい取取取取りりりり組も組も組も組もうといううといううといううというこここことで、はとで、はとで、はとで、は
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っきり申し上げるとっきり申し上げるとっきり申し上げるとっきり申し上げると今今今今、、、、頭頭頭頭がいっがいっがいっがいっぱぱぱぱいです。農業いです。農業いです。農業いです。農業水水水水産振興産振興産振興産振興課課課課長が長が長が長が答弁答弁答弁答弁しましたけれしましたけれしましたけれしましたけれどもどもどもども、、、、

地域にな地域にな地域にな地域になじじじじんだんだんだんだ試試試試験研究機験研究機験研究機験研究機関で関で関で関でああああるというるというるというるというこここことととともももも一一一一方方方方で大事ですし、で大事ですし、で大事ですし、で大事ですし、当当当当然然然然それはまず一それはまず一それはまず一それはまず一面面面面

的的的的、一、一、一、一義義義義的的的的には県下の農家のには県下の農家のには県下の農家のには県下の農家の方方方方がががが意意意意欲欲欲欲をををを持持持持って、って、って、って、将将将将来来来来展展展展望望望望が開けるようなが開けるようなが開けるようなが開けるような研究研究研究研究を、成を、成を、成を、成果果果果をををを

生生生生かしていくと、そういうのにかしていくと、そういうのにかしていくと、そういうのにかしていくと、そういうのにももももつなげていくつなげていくつなげていくつなげていくこここことがまず大事ですから、とがまず大事ですから、とがまず大事ですから、とがまず大事ですから、ここここれは別にれは別にれは別にれは別に桜井桜井桜井桜井

市周市周市周市周辺辺辺辺だけではなしに、県下一円の農家のだけではなしに、県下一円の農家のだけではなしに、県下一円の農家のだけではなしに、県下一円の農家の方方方方がそがそがそがそこへこへこへこへ集集集集ってってってって情情情情報報報報交流交流交流交流をして、農業振興にをして、農業振興にをして、農業振興にをして、農業振興に

つながっていくというつながっていくというつながっていくというつながっていくという取取取取りりりり組み組み組み組みにまずはにまずはにまずはにまずは努努努努めめめめたいと思っています。たいと思っています。たいと思っています。たいと思っています。二二二二義義義義的的的的にはにはにはには当当当当然然然然、、、、ここここのののの

県農業大県農業大県農業大県農業大学校学校学校学校として、として、として、として、今今今今、、、、学生学生学生学生さんがおられますから、さんがおられますから、さんがおられますから、さんがおられますから、今今今今度、度、度、度、桜井桜井桜井桜井市市市市阿阿阿阿部のと部のと部のと部のとこここころにろにろにろにもももも拠拠拠拠

点点点点をつくろうというをつくろうというをつくろうというをつくろうというこここことですから、とですから、とですから、とですから、ああああののののああああたり一たり一たり一たり一体体体体はかなりにはかなりにはかなりにはかなりにぎわぎわぎわぎわいができるいができるいができるいができる可可可可能能能能性の性の性の性のああああ

る、る、る、る、ポテンポテンポテンポテンシャシャシャシャルのルのルのルのあああある地域になろうかと思いますので、まずはる地域になろうかと思いますので、まずはる地域になろうかと思いますので、まずはる地域になろうかと思いますので、まずは研究機能研究機能研究機能研究機能のののの骨骨骨骨格格格格をををを固固固固めめめめて、て、て、て、

そして農業振興をそして農業振興をそして農業振興をそして農業振興を固固固固めめめめて、そして地域のて、そして地域のて、そして地域のて、そして地域の方方方方ににににもももも、に、に、に、にぎわぎわぎわぎわいいいいづづづづくりとしてできるような、そくりとしてできるような、そくりとしてできるような、そくりとしてできるような、そ

ういう３ういう３ういう３ういう３段段段段階階階階のののの取取取取りりりり組み組み組み組みのののの検討検討検討検討を進を進を進を進めめめめたいと思っております。たいと思っております。たいと思っております。たいと思っております。以以以以上でご上でご上でご上でござざざざいます。います。います。います。

○田中委員長○田中委員長○田中委員長○田中委員長 今今今今の和田委員のの和田委員のの和田委員のの和田委員の質問質問質問質問の中で、新しいの中で、新しいの中で、新しいの中で、新しい課課課課の事務の事務の事務の事務分掌分掌分掌分掌ののののこここことがとがとがとが触触触触れられた。４れられた。４れられた。４れられた。４

月になったら月になったら月になったら月になったら当当当当然然然然新しい新しい新しい新しい課課課課になりますので、ほになりますので、ほになりますので、ほになりますので、ほぼぼぼぼおつくりいただいているのではないかとおつくりいただいているのではないかとおつくりいただいているのではないかとおつくりいただいているのではないかと

思うのですが、予算審査特別委員会の思うのですが、予算審査特別委員会の思うのですが、予算審査特別委員会の思うのですが、予算審査特別委員会の期間期間期間期間に事務に事務に事務に事務分掌分掌分掌分掌がががが文文文文書書書書になっているようでしたら、になっているようでしたら、になっているようでしたら、になっているようでしたら、

おおおお配配配配りいただけれりいただけれりいただけれりいただければばばばあああありがたいと思いますので、よろしくお願いしておきますりがたいと思いますので、よろしくお願いしておきますりがたいと思いますので、よろしくお願いしておきますりがたいと思いますので、よろしくお願いしておきます。。。。（発（発（発（発言言言言すすすす

る者る者る者る者ああああり）り）り）り）

いえいえ。いえいえ。いえいえ。いえいえ。今今今今おっしゃったおっしゃったおっしゃったおっしゃった課課課課だけではなしに、いろいろなだけではなしに、いろいろなだけではなしに、いろいろなだけではなしに、いろいろな課課課課ががががああああると思いますので、ると思いますので、ると思いますので、ると思いますので、ああああ

えて総務部長にお願いしておきます。えて総務部長にお願いしておきます。えて総務部長にお願いしておきます。えて総務部長にお願いしておきます。

審査の審査の審査の審査の途途途途中では中では中では中ではあああありますけれりますけれりますけれりますけれどもどもどもども、、、、ここここれでれでれでれで午午午午前中の審査を前中の審査を前中の審査を前中の審査を終終終終わわわわります。ります。ります。ります。午午午午後後後後は、は、は、は、午午午午後後後後１１１１

時時時時からからからから再再再再開といたします。し開といたします。し開といたします。し開といたします。しばばばばらくらくらくらく休休休休憩憩憩憩いたします。いたします。いたします。いたします。

１２：０７１２：０７１２：０７１２：０７分分分分 休休休休憩憩憩憩

１３：０３１３：０３１３：０３１３：０３分 再分 再分 再分 再開開開開

○田中委員長○田中委員長○田中委員長○田中委員長 それでは、それでは、それでは、それでは、休休休休憩憩憩憩前に引き続き会議を開きます。前に引き続き会議を開きます。前に引き続き会議を開きます。前に引き続き会議を開きます。

それでは、ご発それでは、ご発それでは、ご発それでは、ご発言言言言願います。願います。願います。願います。

○藤本委員○藤本委員○藤本委員○藤本委員 １つは、１つは、１つは、１つは、葛城葛城葛城葛城市市市市ののののクリクリクリクリーーーーンセンタンセンタンセンタンセンターについて影山景観・環境局長にーについて影山景観・環境局長にーについて影山景観・環境局長にーについて影山景観・環境局長に質問質問質問質問しましましましま

す。す。す。す。ここここののののこここことについては、とについては、とについては、とについては、私私私私がががが９９９９月定例県議会の一般月定例県議会の一般月定例県議会の一般月定例県議会の一般質問質問質問質問で、予算審査特別委員会でで、予算審査特別委員会でで、予算審査特別委員会でで、予算審査特別委員会でもももも質質質質

問問問問してきたしてきたしてきたしてきたわわわわけですけれけですけれけですけれけですけれどもどもどもども、知事は、知事は、知事は、知事はここここれまでのれまでのれまでのれまでの答弁答弁答弁答弁の中で、の中で、の中で、の中で、法法法法律律律律上、上、上、上、自然自然自然自然公公公公園園園園法法法法によりによりによりにより

判判判判断断断断していくとしていくとしていくとしていくと回回回回答答答答されているされているされているされているわわわわけです。けです。けです。けです。当当当当時時時時の知事のの知事のの知事のの知事の回回回回答答答答は、は、は、は、昨昨昨昨年年年年９９９９月の予算審査特別月の予算審査特別月の予算審査特別月の予算審査特別

委員会で委員会で委員会で委員会でもももも、ただし、ただし、ただし、ただし書書書書きでは、きでは、きでは、きでは、既既既既設の設の設の設の建建建建物物物物のののの改築改築改築改築のののの場合場合場合場合はははは改築改築改築改築規規規規模模模模がががが既存既存既存既存のののの建建建建築物築物築物築物の規の規の規の規模模模模

をををを超超超超えないえないえないえないももももの、またはの、またはの、またはの、または必必必必要最小要最小要最小要最小限限限限の拡大の規の拡大の規の拡大の規の拡大の規模模模模になっているになっているになっているになっているもももものはのはのはのは許許許許可可可可してしてしてしてももももよいとなよいとなよいとなよいとな
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っているとっているとっているとっていると答弁答弁答弁答弁されているされているされているされているわわわわけです。けです。けです。けです。私私私私どもどもどもどものののの意見意見意見意見として、地元の環境をとして、地元の環境をとして、地元の環境をとして、地元の環境を守守守守る会る会る会る会等等等等は、は、は、は、ここここ

のののの場場場場所所所所は金は金は金は金剛剛剛剛生生生生駒駒駒駒紀紀紀紀泉泉泉泉国国国国定定定定公公公公園園園園の第の第の第の第二二二二種種種種特別地域特別地域特別地域特別地域内内内内にににに指指指指定されております。定されております。定されております。定されております。

そそそそここここで新しいで新しいで新しいで新しい動動動動きとして、びっくりしているのですけれきとして、びっくりしているのですけれきとして、びっくりしているのですけれきとして、びっくりしているのですけれどどどど、、、、葛城葛城葛城葛城市市市市は県のは県のは県のは県の許許許許可可可可ももももなしに、なしに、なしに、なしに、

葛城葛城葛城葛城市クリ市クリ市クリ市クリーーーーンセンタンセンタンセンタンセンターをーをーをーをこここことしの２月１日に特定の業者としの２月１日に特定の業者としの２月１日に特定の業者としの２月１日に特定の業者、、、、（（（（株株株株）川）川）川）川崎崎崎崎技技技技研研研研、本、本、本、本社社社社はははは福福福福岡岡岡岡

市市市市と、と、と、と、何何何何と４５と４５と４５と４５億億億億１，０８０万円で、１，０８０万円で、１，０８０万円で、１，０８０万円で、競争競争競争競争入入入入札札札札でなくでなくでなくでなく随随随随意意意意契約契約契約契約をををを交わ交わ交わ交わしているのです。そしているのです。そしているのです。そしているのです。そ

のののの内容内容内容内容によると、施設の規によると、施設の規によると、施設の規によると、施設の規模模模模がががが以以以以前の１日２５前の１日２５前の１日２５前の１日２５トントントントンから１日５０から１日５０から１日５０から１日５０トントントントンに変に変に変に変更更更更になっていまになっていまになっていまになっていま

す。す。す。す。プラントプラントプラントプラントの設計をの設計をの設計をの設計を含含含含めめめめた発た発た発た発注注注注だと思だと思だと思だと思わわわわれます。つまり２れます。つまり２れます。つまり２れます。つまり２倍倍倍倍規規規規模模模模のののの焼却焼却焼却焼却施設ではないで施設ではないで施設ではないで施設ではないで

ししししょょょょうか。知事がうか。知事がうか。知事がうか。知事がここここれまでれまでれまでれまで答弁答弁答弁答弁されてきたされてきたされてきたされてきた既存既存既存既存の規の規の規の規模模模模をををを超超超超えない、またはえない、またはえない、またはえない、または必必必必要最小要最小要最小要最小限限限限の規の規の規の規

模模模模の拡大とのの拡大とのの拡大とのの拡大との判判判判断断断断にはならないと、それからするとおかしいのではないかと思うのです。にはならないと、それからするとおかしいのではないかと思うのです。にはならないと、それからするとおかしいのではないかと思うのです。にはならないと、それからするとおかしいのではないかと思うのです。

そして、いまだにそして、いまだにそして、いまだにそして、いまだに葛城葛城葛城葛城市市市市からからからから許許許許可可可可申申申申請請請請が提出されていないが提出されていないが提出されていないが提出されていないこここことがとがとがとがああああります。県のります。県のります。県のります。県の許許許許可可可可なしなしなしなし

ににににクリクリクリクリーーーーンセンタンセンタンセンタンセンターの事業が進ーの事業が進ーの事業が進ーの事業が進めめめめられないように、られないように、られないように、られないように、訴訴訴訴えているえているえているえているわわわわけです。そのけです。そのけです。そのけです。そのこここことがとがとがとが許許許許ささささ

れるのでしれるのでしれるのでしれるのでしょょょょうか。県のうか。県のうか。県のうか。県の見見見見解解解解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。

さらに、１月４日にさらに、１月４日にさらに、１月４日にさらに、１月４日に葛城葛城葛城葛城市クリ市クリ市クリ市クリーーーーンセンタンセンタンセンタンセンターのーのーのーの建建建建設設設設許許許許可可可可差差差差しとしとしとしとめめめめ訴訟訴訟訴訟訴訟が奈が奈が奈が奈良良良良地地地地方方方方裁判裁判裁判裁判所所所所

に提に提に提に提訴訴訴訴されています。そして、２月１４日に第１されています。そして、２月１４日に第１されています。そして、２月１４日に第１されています。そして、２月１４日に第１回口回口回口回口頭頭頭頭弁弁弁弁論論論論が行が行が行が行わわわわれました。奈れました。奈れました。奈れました。奈良良良良県県県県側側側側のののの

職員職員職員職員もももも傍聴されていたと傍聴されていたと傍聴されていたと傍聴されていたと聞聞聞聞いております。奈いております。奈いております。奈いております。奈良良良良県としての県としての県としての県としての今今今今後後後後の対の対の対の対応応応応をををを示示示示してください。してください。してください。してください。

ももももちろん景観・環境局長によるちろん景観・環境局長によるちろん景観・環境局長によるちろん景観・環境局長による質問質問質問質問のののの回回回回答答答答もももも納納納納得得得得いくようにならなかったら、また知事にいくようにならなかったら、また知事にいくようにならなかったら、また知事にいくようにならなかったら、また知事に

もももも１１１１９９９９日の総日の総日の総日の総括括括括でででで質問質問質問質問していきたいと思います。していきたいと思います。していきたいと思います。していきたいと思います。

そのそのそのその次次次次に、森川副委員長から中に、森川副委員長から中に、森川副委員長から中に、森川副委員長から中国国国国からの大からの大からの大からの大気気気気汚汚汚汚染染染染のののの汚汚汚汚染物染物染物染物質質質質ののののＰＰＰＰＭＭＭＭ２２２２．．．．５の５の５の５の話話話話が出ましが出ましが出ましが出まし

たけれたけれたけれたけれどどどど、、、、天天天天理理理理市市市市で観で観で観で観測測測測しているというので、えっ、しているというので、えっ、しているというので、えっ、しているというので、えっ、どこどこどこどこでかと。でかと。でかと。でかと。どこどこどこどこかかかか教教教教えてください。えてください。えてください。えてください。

それからそれからそれからそれからももももう一つは、う一つは、う一つは、う一つは、認認認認識識識識がががが悪悪悪悪いのとちがうかといのとちがうかといのとちがうかといのとちがうかと言言言言わわわわれるれるれるれるわわわわけで、けで、けで、けで、ここここここここでででで聞聞聞聞いておきまいておきまいておきまいておきま

す。す。す。す。微微微微小小小小粒粒粒粒子子子子のののの物物物物質質質質でででであああある、る、る、る、ＰＰＰＰＭＭＭＭ２２２２．．．．５は５は５は５は粒径粒径粒径粒径が小さく、が小さく、が小さく、が小さく、肺肺肺肺の奥までの奥までの奥までの奥まで入入入入るとるとるとると言言言言わわわわれているれているれているれている

のです、のです、のです、のです、呼呼呼呼吸器吸器吸器吸器やややや循循循循環環環環器器器器系系系系ももももいかれるいかれるいかれるいかれるわわわわけです。けです。けです。けです。ここここれかられかられかられから春春春春になって、中になって、中になって、中になって、中国国国国からのからのからのからの季節風季節風季節風季節風

で奈で奈で奈で奈良良良良県県県県ももももえらいえらいえらいえらいこここことになりかとになりかとになりかとになりかねねねねないのです。そういうときのないのです。そういうときのないのです。そういうときのないのです。そういうときのマスクマスクマスクマスクははははどどどどうするのか。そうするのか。そうするのか。そうするのか。そ

れから、れから、れから、れから、どどどどう県民に広う県民に広う県民に広う県民に広報報報報するのかと。するのかと。するのかと。するのかと。今今今今、、、、基基基基準準準準をををを超超超超えているのかえているのかえているのかえているのかどどどどうか、森川副委員長がうか、森川副委員長がうか、森川副委員長がうか、森川副委員長が

おっしゃったおっしゃったおっしゃったおっしゃったこここことをとをとをとを含含含含めめめめて、対て、対て、対て、対策策策策ををををどどどどうして、うして、うして、うして、どどどどう広う広う広う広報報報報するのかをするのかをするのかをするのかを教教教教えていただきたい。えていただきたい。えていただきたい。えていただきたい。

最最最最後後後後に、地元のに、地元のに、地元のに、地元のこここことですけれとですけれとですけれとですけれどもどもどもども、山の、山の、山の、山の辺辺辺辺のののの道道道道は、日本最は、日本最は、日本最は、日本最古古古古のののの道道道道だとだとだとだと言言言言わわわわれています。れています。れています。れています。

ここここここここは年は年は年は年間間間間５０万５０万５０万５０万人人人人から６０万から６０万から６０万から６０万人人人人のののの人人人人がががが歩歩歩歩いて、いて、いて、いて、天天天天理理理理教教教教本部のと本部のと本部のと本部のとこここころからずっと皆、ろからずっと皆、ろからずっと皆、ろからずっと皆、歩歩歩歩いいいい

てててて帰帰帰帰るるるるわわわわけです。それで、皆、すっとけです。それで、皆、すっとけです。それで、皆、すっとけです。それで、皆、すっと帰帰帰帰ってしまうってしまうってしまうってしまうわわわわけです。けです。けです。けです。ややややっっっっぱぱぱぱりそりそりそりそここここでおでおでおでお客客客客さんとさんとさんとさんと

して活性化して、そして活性化して、そして活性化して、そして活性化して、そここここでででで演演演演劇劇劇劇ががががああああったりったりったりったり無無無無料で料で料で料でココココーーーーヒヒヒヒーをーをーをーを飲飲飲飲んだり、そして、県んだり、そして、県んだり、そして、県んだり、そして、県ももももかなりかなりかなりかなり

天天天天理理理理本本本本通通通通りにお金をつりにお金をつりにお金をつりにお金をつぎぎぎぎ込込込込んできているんできているんできているんできているわわわわけですよ。それにけですよ。それにけですよ。それにけですよ。それにももももう一つ、まだまだう一つ、まだまだう一つ、まだまだう一つ、まだまだ商店街商店街商店街商店街のののの
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努努努努力力力力か地元のか地元のか地元のか地元の問題問題問題問題もあもあもあもあると思うのですけれると思うのですけれると思うのですけれると思うのですけれどどどど、そ、そ、そ、そここここらららら辺辺辺辺について、について、について、について、ここここれまでれまでれまでれまでどどどどれだけの金れだけの金れだけの金れだけの金

をををを使使使使って、って、って、って、どどどどううううここここれから活性化してれから活性化してれから活性化してれから活性化してああああげようと思っているのか、げようと思っているのか、げようと思っているのか、げようと思っているのか、答答答答えてください。えてください。えてください。えてください。以以以以上で上で上で上で

す。す。す。す。

○影山くらし創造部長兼景観・環境局長○影山くらし創造部長兼景観・環境局長○影山くらし創造部長兼景観・環境局長○影山くらし創造部長兼景観・環境局長 藤本委員から、藤本委員から、藤本委員から、藤本委員から、葛城葛城葛城葛城市クリ市クリ市クリ市クリーーーーンセンタンセンタンセンタンセンターの件にーの件にーの件にーの件に

つきまして数つきまして数つきまして数つきまして数点点点点のごのごのごのご質問質問質問質問をいただきました。要をいただきました。要をいただきました。要をいただきました。要約約約約して、３して、３して、３して、３点点点点にににに分分分分けておけておけておけてお答答答答えをさせていたえをさせていたえをさせていたえをさせていた

だだだだここここうと思います。うと思います。うと思います。うと思います。

１１１１点目点目点目点目でごでごでごでござざざざいますけれいますけれいますけれいますけれどもどもどもども、、、、葛城葛城葛城葛城市市市市がががが交わ交わ交わ交わしたしたしたした契約契約契約契約につきまして、おにつきまして、おにつきまして、おにつきまして、お答答答答えさせていたえさせていたえさせていたえさせていた

だだだだここここうと思います。うと思います。うと思います。うと思います。

私私私私もももも契約契約契約契約確確確確認認認認をさせていただきました。施設規をさせていただきました。施設規をさせていただきました。施設規をさせていただきました。施設規模模模模として１日５０として１日５０として１日５０として１日５０トントントントン、１日２５、１日２５、１日２５、１日２５トントントントンのののの

２２２２炉炉炉炉というというというという形形形形でででで契約契約契約契約書書書書にはにはにはには書書書書かれているとかれているとかれているとかれていると認認認認識識識識しております。しております。しております。しております。ここここれはれはれはれは焼却炉焼却炉焼却炉焼却炉のののの処理処理処理処理能力能力能力能力をををを

示示示示しておりますしておりますしておりますしておりますももももので、ので、ので、ので、処理処理処理処理能力能力能力能力が２が２が２が２倍倍倍倍になるとになるとになるとになると考考考考えております。ただえております。ただえております。ただえております。ただ自然自然自然自然公公公公園園園園法法法法のののの許許許許可可可可

基基基基準準準準はははは建建建建物物物物の高さ、それから大きさ、の高さ、それから大きさ、の高さ、それから大きさ、の高さ、それから大きさ、展展展展望望望望のののの妨妨妨妨げにならないげにならないげにならないげにならないここここと、と、と、と、色色色色彩や彩や彩や彩や形形形形態態態態がががが不調不調不調不調和で和で和で和で

ないないないないここここと、また藤本委員おっしゃいましたようにと、また藤本委員おっしゃいましたようにと、また藤本委員おっしゃいましたようにと、また藤本委員おっしゃいましたように既既既既設の設の設の設の建建建建物物物物のののの建建建建てかえのてかえのてかえのてかえの場合場合場合場合には規には規には規には規模模模模がががが

既存既存既存既存のののの建建建建築物築物築物築物の規の規の規の規模模模模をををを超超超超えないえないえないえないももももの、またはの、またはの、またはの、または機能機能機能機能をををを維維維維持持持持するたするたするたするためめめめににににやむやむやむやむをををを得得得得ずずずず必必必必要最小要最小要最小要最小限限限限

の規の規の規の規模模模模の拡大を行うの拡大を行うの拡大を行うの拡大を行うもももものでのでのでのでああああるるるるここここととなっております。ととなっております。ととなっております。ととなっております。法法法法のののの目的目的目的目的にのっとってにのっとってにのっとってにのっとって判判判判断断断断していしていしていしてい

くくくくここここととなるとととなるとととなるとととなると考考考考えております。しかしながら、えております。しかしながら、えております。しかしながら、えております。しかしながら、市市市市の計の計の計の計画画画画がいまだ県にはがいまだ県にはがいまだ県にはがいまだ県には示示示示されておりまされておりまされておりまされておりま

せん。せん。せん。せん。示示示示されれされれされれされればばばば、、、、法法法法にににに基づ基づ基づ基づき、き、き、き、許許許許可可可可のののの適適適適否否否否をををを適適適適正に正に正に正に判判判判断断断断していくしていくしていくしていくこここことになるとおとになるとおとになるとおとになるとお答答答答えをえをえをえを

させていただきます。させていただきます。させていただきます。させていただきます。

次次次次に、に、に、に、葛城葛城葛城葛城市市市市のののの入入入入札札札札の経の経の経の経緯緯緯緯でごでごでごでござざざざいますけれいますけれいますけれいますけれどもどもどもども、平成２４年７月に、平成２４年７月に、平成２４年７月に、平成２４年７月に葛城葛城葛城葛城市クリ市クリ市クリ市クリーーーーンセンセンセンセ

ンタンタンタンターのーのーのーの建建建建設設設設工工工工事の事の事の事の入入入入札札札札をををを葛城葛城葛城葛城市市市市は行は行は行は行わわわわれました。１れました。１れました。１れました。１社社社社しかしかしかしか参参参参加がなく、加がなく、加がなく、加がなく、不不不不落落落落ででででああああったとったとったとったと

ののののこここことでごとでごとでごとでござざざざいます。それで、８月に２います。それで、８月に２います。それで、８月に２います。それで、８月に２回目回目回目回目、、、、９９９９月に３月に３月に３月に３回目回目回目回目のののの入入入入札札札札を行いましたが、いずを行いましたが、いずを行いましたが、いずを行いましたが、いず

れれれれもももも１１１１社社社社のののの応応応応札札札札でででで不不不不落落落落となったととなったととなったととなったと聞聞聞聞いております。そのたいております。そのたいております。そのたいております。そのためめめめ、、、、葛城葛城葛城葛城市市市市ではではではでは入入入入札札札札にににに参参参参加して加して加して加して

いた１いた１いた１いた１社社社社とととと随随随随意意意意契約契約契約契約をををを結結結結ぶぶぶぶこここことになりました。とになりました。とになりました。とになりました。ここここれにつきましては２月１４日にれにつきましては２月１４日にれにつきましては２月１４日にれにつきましては２月１４日に葛城葛城葛城葛城市市市市議議議議

会で会で会で会でもももも諮諮諮諮られまして、られまして、られまして、られまして、全全全全会一会一会一会一致致致致でででで承認承認承認承認された上でされた上でされた上でされた上で契約契約契約契約が成が成が成が成立立立立されたとされたとされたとされたと聞聞聞聞いております。いております。いております。いております。入入入入

札札札札、それから、それから、それから、それから契約契約契約契約は知事のは知事のは知事のは知事の許許許許可可可可はははは必必必必要ではご要ではご要ではご要ではござざざざいませんけれいませんけれいませんけれいませんけれどもどもどもども、、、、建建建建設される設される設される設される場場場場所所所所がががが自然自然自然自然

公公公公園園園園の第の第の第の第二二二二種種種種特別地域で特別地域で特別地域で特別地域でああああるるるるこここことから、とから、とから、とから、建建建建物物物物のののの建建建建築築築築についてについてについてについて自然自然自然自然公公公公園園園園法法法法のののの許許許許可可可可が要るとが要るとが要るとが要るとここここ

ろでごろでごろでごろでござざざざいます。います。います。います。許許許許可可可可がなけれがなけれがなけれがなければばばば、、、、建建建建設はできません。設はできません。設はできません。設はできません。先先先先ほほほほどどどど申し上げましたように、申し上げましたように、申し上げましたように、申し上げましたように、葛葛葛葛

城城城城市市市市から計から計から計から計画画画画がががが示示示示されれされれされれされればばばば、、、、法法法法にににに基づ基づ基づ基づきききき判判判判断断断断をしていくをしていくをしていくをしていくこここことになると申し上げさせていたとになると申し上げさせていたとになると申し上げさせていたとになると申し上げさせていた

だきます。だきます。だきます。だきます。

ももももう一つ、３う一つ、３う一つ、３う一つ、３点目点目点目点目はははは訴訟訴訟訴訟訴訟の関係でごの関係でごの関係でごの関係でござざざざいます。います。います。います。
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今今今今般、奈般、奈般、奈般、奈良良良良県知事に県知事に県知事に県知事に葛城葛城葛城葛城市クリ市クリ市クリ市クリーーーーンセンタンセンタンセンタンセンターのーのーのーの建建建建設について、設について、設について、設について、自然自然自然自然公公公公園園園園法法法法のののの許許許許可可可可をしなをしなをしなをしな

いいいいこここことをとをとをとを求求求求めめめめるるるる差差差差しししし止め止め止め止め請求訴訟請求訴訟請求訴訟請求訴訟がなされております。２月１４日に第１がなされております。２月１４日に第１がなされております。２月１４日に第１がなされております。２月１４日に第１回回回回のののの口口口口頭頭頭頭弁弁弁弁論論論論がががが

ごごごござざざざいました。県といたしましては、いました。県といたしましては、いました。県といたしましては、いました。県といたしましては、現現現現時点時点時点時点ではではではでは葛城葛城葛城葛城市市市市からの申からの申からの申からの申請請請請がなされていないがなされていないがなされていないがなされていない状況状況状況状況

ででででああああり、また、り、また、り、また、り、また、葛城葛城葛城葛城市クリ市クリ市クリ市クリーーーーンセンタンセンタンセンタンセンターのーのーのーの面面面面積や積や積や積や高さな高さな高さな高さなどどどどのののの具具具具体的体的体的体的な計な計な計な計画内容も画内容も画内容も画内容も決決決決定され定され定され定され

ていないていないていないていないこここことから、とから、とから、とから、法法法法律律律律上の上の上の上の紛争紛争紛争紛争としてのとしてのとしてのとしての訴訴訴訴えの成えの成えの成えの成熟熟熟熟性を性を性を性を欠欠欠欠き、き、き、き、不適法不適法不適法不適法ななななもももものでのでのでのでああああるとるとるとると主主主主

張張張張し、し、し、し、却却却却下を下を下を下を求求求求めめめめているとているとているとているとこここころでごろでごろでごろでござざざざいます。さらにいます。さらにいます。さらにいます。さらに原告原告原告原告適適適適格格格格についてについてについてについてもももも、本件の、本件の、本件の、本件の原告原告原告原告らららら

はそれをはそれをはそれをはそれを有有有有していないしていないしていないしていないこここことととともあわもあわもあわもあわせてせてせてせて主主主主張張張張をしております。またをしております。またをしております。またをしております。また今今今今後後後後、本案における、本案における、本案における、本案における原告原告原告原告

からのからのからのからの訴訴訴訴えに対しまして、県のえに対しまして、県のえに対しまして、県のえに対しまして、県の主主主主張張張張をををを展展展展開し、開し、開し、開し、争争争争ううううここここととしております。ととしております。ととしております。ととしております。

以以以以上３上３上３上３点点点点につきましておにつきましておにつきましておにつきましてお答答答答えをさせていただきます。えをさせていただきます。えをさせていただきます。えをさせていただきます。以以以以上でご上でご上でご上でござざざざいます。います。います。います。

○有埜環境政策課長○有埜環境政策課長○有埜環境政策課長○有埜環境政策課長 ＰＰＰＰＭＭＭＭ２２２２．．．．５についてでご５についてでご５についてでご５についてでござざざざいます。います。います。います。

さきの本会議で景観・環境局長からさきの本会議で景観・環境局長からさきの本会議で景観・環境局長からさきの本会議で景観・環境局長から答弁答弁答弁答弁させていただいたとさせていただいたとさせていただいたとさせていただいたとこここころですけれろですけれろですけれろですけれどもどもどもども、本県で、本県で、本県で、本県で

は、一般大は、一般大は、一般大は、一般大気気気気中の中の中の中のＰＰＰＰＭＭＭＭ２２２２．．．．５の５の５の５の測測測測定につきましては、定につきましては、定につきましては、定につきましては、天天天天理理理理市市市市、、、、具具具具体的体的体的体的にはにはにはには丹丹丹丹波波波波市町市町市町市町に設置に設置に設置に設置

しておりますしておりますしておりますしております測測測測定局で、また奈定局で、また奈定局で、また奈定局で、また奈良市良市良市良市ではではではでは西西西西部地域において、いずれ部地域において、いずれ部地域において、いずれ部地域において、いずれもももも１１１１時間時間時間時間ごとにごとにごとにごとに測測測測定を定を定を定を

行っていると行っていると行っていると行っているとこここころでごろでごろでごろでござざざざいます。なお、います。なお、います。なお、います。なお、自動自動自動自動車車車車のののの排排排排ガガガガススススによりますによりますによりますによりますＰＰＰＰＭＭＭＭ２２２２．．．．５の影５の影５の影５の影響響響響をををを見見見見

るたるたるたるためめめめににににもももも、、、、橿橿橿橿原市原市原市原市においてにおいてにおいてにおいて同同同同様の様の様の様の測測測測定を行っていると定を行っていると定を行っていると定を行っているとこここころでごろでごろでごろでござざざざいます。います。います。います。

本県の本県の本県の本県の現状現状現状現状ですが、ですが、ですが、ですが、答弁答弁答弁答弁では、観では、観では、観では、観測測測測数数数数値値値値について中について中について中について中国国国国からの越境からの越境からの越境からの越境汚汚汚汚染染染染がががが問題問題問題問題となったとなったとなったとなったここここ

としの１月としの１月としの１月としの１月以以以以降降降降では、環境では、環境では、環境では、環境基基基基準準準準でごでごでごでござざざざいます３５います３５います３５います３５マイクログラムマイクログラムマイクログラムマイクログラム／／／／立方立方立方立方メメメメーーーートトトトルをルをルをルを超超超超えまえまえまえま

したのは１月１３日と３月５日、いずれしたのは１月１３日と３月５日、いずれしたのは１月１３日と３月５日、いずれしたのは１月１３日と３月５日、いずれもももも３７３７３７３７マイクログラムマイクログラムマイクログラムマイクログラム／／／／立方立方立方立方メメメメーーーートトトトルとしておりルとしておりルとしておりルとしており

ましたが、そのましたが、そのましたが、そのましたが、その後後後後、３月８日、それから、３月８日、それから、３月８日、それから、３月８日、それから９９９９日において日において日において日においても超も超も超も超過過過過がががが見見見見られました。それられました。それられました。それられました。それぞぞぞぞれ３れ３れ３れ３

８、それから５２８、それから５２８、それから５２８、それから５２マイクログラムマイクログラムマイクログラムマイクログラム／／／／立方立方立方立方メメメメーーーートトトトルを観ルを観ルを観ルを観測測測測したとしたとしたとしたとこここころです。なお、３月１０ろです。なお、３月１０ろです。なお、３月１０ろです。なお、３月１０

日日日日以以以以降降降降の数の数の数の数値値値値につきましては、１０につきましては、１０につきましては、１０につきましては、１０マイクログラム台マイクログラム台マイクログラム台マイクログラム台で推で推で推で推移移移移してきているとしてきているとしてきているとしてきているとこここころでごろでごろでごろでござざざざいいいい

ます。ます。ます。ます。

ここここのたびのたびのたびのたび国国国国がががが健健健健康康康康へへへへの影の影の影の影響響響響がががが懸懸懸懸念念念念されるされるされるされる暫暫暫暫定定定定指指指指針針針針値値値値として１日として１日として１日として１日当当当当たりの平たりの平たりの平たりの平均均均均値値値値が環境が環境が環境が環境基基基基

準準準準の２の２の２の２倍倍倍倍の７０の７０の７０の７０マイクログラムマイクログラムマイクログラムマイクログラム／／／／立方立方立方立方メメメメーーーートトトトルルルル以以以以上とする上とする上とする上とするこここことをとをとをとを示示示示しまして、しまして、しまして、しまして、指指指指針針針針では、では、では、では、

朝朝朝朝５５５５時時時時、６、６、６、６時時時時、７、７、７、７時時時時のののの時間時間時間時間値値値値の平の平の平の平均均均均が８５が８５が８５が８５マイクログラムマイクログラムマイクログラムマイクログラム／／／／立方立方立方立方メメメメーーーートトトトルをルをルをルを超超超超えるときにえるときにえるときにえるときに

は、その日のは、その日のは、その日のは、その日の値値値値がががが暫暫暫暫定定定定指指指指針針針針値値値値７０７０７０７０マイクログラムマイクログラムマイクログラムマイクログラム／／／／立方立方立方立方メメメメーーーートトトトルをルをルをルを超超超超えるえるえるえる可可可可能能能能性が高いと性が高いと性が高いと性が高いと

いういういういうこここことで、とで、とで、とで、国国国国民に民に民に民に注注注注意意意意をををを喚喚喚喚起起起起するするするするここここととしております。ととしております。ととしております。ととしております。

県におきまして県におきまして県におきまして県におきましてもももも、、、、ここここのののの指指指指針針針針値値値値をををを超超超超えると予えると予えると予えると予想想想想されるされるされるされる場合場合場合場合には、光化には、光化には、光化には、光化学ス学ス学ス学スモモモモックックックック予予予予報報報報をををを

行っております行っております行っております行っております際際際際にににに既既既既にににに周周周周知の知の知の知の体体体体制を制を制を制を確立確立確立確立しておりまして、しておりまして、しておりまして、しておりまして、ここここれを活用しまして、れを活用しまして、れを活用しまして、れを活用しまして、報報報報道道道道機機機機

関、それから関、それから関、それから関、それから学校学校学校学校、、、、市町市町市町市町村村村村等等等等に一に一に一に一斉斉斉斉ににににフフフファァァァクスクスクスクス送送送送信信信信をしまして、また県にをしまして、また県にをしまして、また県にをしまして、また県にメメメメールールールール登録登録登録登録をいをいをいをい
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ただいたただいたただいたただいた方方方方ににににもももも個個個個別にお知らせをするな別にお知らせをするな別にお知らせをするな別にお知らせをするなどどどど、、、、直直直直ちに県民の皆さんにちに県民の皆さんにちに県民の皆さんにちに県民の皆さんに情情情情報報報報提提提提供供供供をするをするをするをするもももものとのとのとのと

しております。しております。しております。しております。

そのそのそのその内容内容内容内容につきましては、行につきましては、行につきましては、行につきましては、行動動動動のののの目安目安目安目安として、として、として、として、屋外屋外屋外屋外での長での長での長での長時間時間時間時間のののの厳厳厳厳しいしいしいしい運動運動運動運動、、、、激激激激しいしいしいしい運運運運

動動動動をををを避避避避ける、またける、またける、またける、また外外外外出をできるだけ出をできるだけ出をできるだけ出をできるだけ減減減減らしたり、らしたり、らしたり、らしたり、やむやむやむやむをををを得得得得ずずずず外外外外出をする出をする出をする出をする場合場合場合場合ははははＰＰＰＰＭＭＭＭ２２２２．．．．５５５５

に対に対に対に対応応応応するするするするマスクマスクマスクマスクをををを着着着着用するな用するな用するな用するなどどどどの対の対の対の対応応応応をとるをとるをとるをとるこここことをお知らせするとをお知らせするとをお知らせするとをお知らせするここここととしております。ととしております。ととしております。ととしております。

以以以以上でご上でご上でご上でござざざざいます。います。います。います。

○桝井商業振興課長○桝井商業振興課長○桝井商業振興課長○桝井商業振興課長 商店街商店街商店街商店街の活性化についてのおの活性化についてのおの活性化についてのおの活性化についてのお問問問問いいいい合わ合わ合わ合わせでごせでごせでごせでござざざざいます。います。います。います。

天天天天理理理理本本本本通通通通りりりり商店街商店街商店街商店街はははは周周周周辺辺辺辺にににに天天天天理理理理教教教教本部本部本部本部やややや天天天天理理理理大大大大学学学学ななななどどどどががががああああり、また、藤本委員おり、また、藤本委員おり、また、藤本委員おり、また、藤本委員お述述述述べべべべのののの

とおり山のとおり山のとおり山のとおり山の辺辺辺辺のののの道道道道観光観光観光観光へへへへのののの結結結結節点節点節点節点として発として発として発として発展展展展してきたしてきたしてきたしてきた商店街商店街商店街商店街ではごではごではごではござざざざいますが、いますが、いますが、いますが、商店街商店街商店街商店街のののの

現状現状現状現状ははははモモモモーーーータリタリタリタリゼゼゼゼーーーーショショショションンンンの進の進の進の進展展展展やややや商店商店商店商店主主主主の高の高の高の高齢齢齢齢化、化、化、化、後継後継後継後継者者者者不不不不足足足足ななななどどどどによりによりによりにより来街来街来街来街者が者が者が者が減減減減少少少少

し、し、し、し、空空空空きききき店舗店舗店舗店舗もももも増増増増加加加加傾傾傾傾向向向向ににににああああるというるというるというるという傾傾傾傾向向向向をををを見見見見せております。せております。せております。せております。

ここここのようなのようなのようなのような状況状況状況状況の中、の中、の中、の中、商店街商店街商店街商店街ではではではでは来街来街来街来街者を者を者を者を増増増増加して利用していただく加して利用していただく加して利用していただく加して利用していただく方方方方ををををふふふふややややすたすたすたすためめめめに、に、に、に、

活性化活性化活性化活性化策策策策にににに以以以以前から前から前から前から積積積積極極極極的的的的にににに取取取取りりりり組組組組んでんでんでんでここここられました。例えられました。例えられました。例えられました。例えばばばば高高高高齢齢齢齢者が者が者が者が安全安全安全安全・・・・安安安安心に心に心に心に商店商店商店商店

街街街街でででで買買買買いいいい物物物物ができますように、ができますように、ができますように、ができますように、商店街商店街商店街商店街に多くのに多くのに多くのに多くのベンベンベンベンチチチチをををを配配配配置されたり、置されたり、置されたり、置されたり、ＡＡＡＡＥＤＥＤＥＤＥＤ、、、、監視監視監視監視カカカカメメメメ

ララララを設置したり、を設置したり、を設置したり、を設置したり、子ども子ども子ども子ども連れで連れで連れで連れでもももも来街来街来街来街ししししややややすいようにとすいようにとすいようにとすいようにと空空空空きききき店舗店舗店舗店舗を利用してを利用してを利用してを利用して子育子育子育子育て広て広て広て広場場場場をををを

設置したりと設置したりと設置したりと設置したりと先先先先進進進進的的的的なななな取取取取りりりり組み組み組み組みをされてきておりまして、それらのをされてきておりまして、それらのをされてきておりまして、それらのをされてきておりまして、それらの取取取取りりりり組み組み組み組みにつきましてにつきましてにつきましてにつきまして

もももも、県といたしまして、県といたしまして、県といたしまして、県といたしましてもももも支援してきたと支援してきたと支援してきたと支援してきたとこここころでごろでごろでごろでござざざざいます。います。います。います。当当当当方方方方でででで把握把握把握把握しております平成しております平成しております平成しております平成

１８年度１８年度１８年度１８年度以以以以降降降降の、補助金の、補助金の、補助金の、補助金額額額額といたしましては１，０００万円といたしましては１，０００万円といたしましては１，０００万円といたしましては１，０００万円弱弱弱弱という数という数という数という数字字字字になっておりまになっておりまになっておりまになっておりま

す。それらのす。それらのす。それらのす。それらの取取取取りりりり組み組み組み組みがががが認認認認めめめめられまして、中小られまして、中小られまして、中小られまして、中小企企企企業が業が業が業が選選選選定いたします新・がん定いたします新・がん定いたします新・がん定いたします新・がんばばばばるるるる商店街商店街商店街商店街

７７７７７７７７選選選選ににににもももも選選選選定されたと定されたと定されたと定されたとこここころでごろでごろでごろでござざざざいます。います。います。います。

今今今今年度、年度、年度、年度、天天天天理理理理市市市市ににににもももも私私私私どもどもどもどもが行っておりますが行っておりますが行っておりますが行っております商店街商店街商店街商店街活性化のた活性化のた活性化のた活性化のためめめめののののセセセセミナミナミナミナーにーにーにーにも参も参も参も参加し加し加し加し

ていただきました。そして、平成２５年２月にはていただきました。そして、平成２５年２月にはていただきました。そして、平成２５年２月にはていただきました。そして、平成２５年２月には天天天天理理理理市市市市が支援されて、が支援されて、が支援されて、が支援されて、商店商店商店商店主主主主が中心となが中心となが中心となが中心とな

りましたりましたりましたりました天天天天理理理理市市市市魅魅魅魅力力力力創出創出創出創出研究研究研究研究会が会が会が会が立立立立ち上げられたとち上げられたとち上げられたとち上げられたとこここころでごろでごろでごろでござざざざいます。います。います。います。来来来来年度は年度は年度は年度はここここのののの研究研究研究研究

会で会で会で会で商店街商店街商店街商店街の活性化の活性化の活性化の活性化ビビビビジジジジョョョョンンンンをををを策策策策定して、そ定して、そ定して、そ定して、そここここでででで主体的主体的主体的主体的にまちにまちにまちにまちづづづづくりを計くりを計くりを計くりを計画画画画、実施する会、実施する会、実施する会、実施する会

社社社社を設を設を設を設立立立立するするするするここここととととも検討も検討も検討も検討されようとしているとされようとしているとされようとしているとされようとしていると聞聞聞聞いております。いております。いております。いております。ここここのように、のように、のように、のように、商店街商店街商店街商店街は地は地は地は地

元元元元市町市町市町市町村が村が村が村が主体主体主体主体となってとなってとなってとなって商店街商店街商店街商店街ののののああああるるるるべべべべきききき姿姿姿姿をををを検討検討検討検討し、そし、そし、そし、そここここに県に県に県に県も参も参も参も参加する加する加する加するこここことがとがとがとが理理理理想想想想的的的的

なななな形形形形ででででああああるとるとるとると考考考考えております。県えております。県えております。県えております。県ももももその会にその会にその会にその会に参参参参加いたしまして、加いたしまして、加いたしまして、加いたしまして、天天天天理理理理市市市市のののの商店街商店街商店街商店街活性化が活性化が活性化が活性化が

円円円円滑滑滑滑に進に進に進に進めめめめられますように支援してまいりたいとられますように支援してまいりたいとられますように支援してまいりたいとられますように支援してまいりたいと考考考考えております。えております。えております。えております。以以以以上でご上でご上でご上でござざざざいます。います。います。います。

○藤本委員○藤本委員○藤本委員○藤本委員 皆さん、たくさん皆さん、たくさん皆さん、たくさん皆さん、たくさん質問質問質問質問ががががああああると思いますので、簡ると思いますので、簡ると思いますので、簡ると思いますので、簡単単単単にします。にします。にします。にします。

ここここのののの葛城葛城葛城葛城クリクリクリクリーーーーンセンタンセンタンセンタンセンターについては、ーについては、ーについては、ーについては、葛城葛城葛城葛城市市市市民のた民のた民のた民のためめめめににににもももも言言言言っているのですけれっているのですけれっているのですけれっているのですけれどどどど、、、、
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葛城葛城葛城葛城市市市市民民民民もももも奈奈奈奈良良良良県民ですので、県民県民ですので、県民県民ですので、県民県民ですので、県民全体全体全体全体としてとしてとしてとして考考考考えていく中でえていく中でえていく中でえていく中で私私私私はははは反反反反対してきた対してきた対してきた対してきたわわわわけでごけでごけでごけでご

ざざざざいます。特にいます。特にいます。特にいます。特に葛城葛城葛城葛城市クリ市クリ市クリ市クリーーーーンセンタンセンタンセンタンセンターは、まだーは、まだーは、まだーは、まだ廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物処理法処理法処理法処理法でいうでいうでいうでいう届届届届け出すら県にしてけ出すら県にしてけ出すら県にしてけ出すら県にして

いないです。いないです。いないです。いないです。自然自然自然自然公公公公園園園園法法法法ののののこここことととともあもあもあもあるけれるけれるけれるけれどもどもどもども、、、、廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物処理法処理法処理法処理法に対して県のに対して県のに対して県のに対して県の廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物対対対対策課策課策課策課

へへへへはははは届届届届けしていない。けしていない。けしていない。けしていない。ここここれをれをれをれを認認認認識識識識しておいてください。しておいてください。しておいてください。しておいてください。

今今今今言言言言っておられたっておられたっておられたっておられた処理処理処理処理能力等々能力等々能力等々能力等々というというというというこここことで、申とで、申とで、申とで、申請請請請でででで示示示示してないというしてないというしてないというしてないという話話話話ですけれですけれですけれですけれどどどど、、、、

葛城葛城葛城葛城市市市市でででで調べ調べ調べ調べたらすたらすたらすたらすぐぐぐぐ手に手に手に手に入入入入るでしるでしるでしるでしょょょょう。う。う。う。どどどどうしているのかといううしているのかといううしているのかといううしているのかというこここことを、県ととを、県ととを、県ととを、県と市市市市との関との関との関との関

係から係から係から係から言言言言わわわわせたら、せたら、せたら、せたら、どどどどんな申んな申んな申んな申請請請請してくるのかというしてくるのかというしてくるのかというしてくるのかというここここととととぐぐぐぐらいらいらいらい聞聞聞聞けるのではないかと思うけるのではないかと思うけるのではないかと思うけるのではないかと思う

のです。のです。のです。のです。答弁答弁答弁答弁はははは結結結結構構構構です。です。です。です。

２つ２つ２つ２つ目目目目は、は、は、は、自然自然自然自然公公公公園園園園法法法法のののの決決決決まりにまりにまりにまりに則則則則りとのりとのりとのりとのこここことですが、ただ、とですが、ただ、とですが、ただ、とですが、ただ、何何何何かかかか先先先先行しているのです。行しているのです。行しているのです。行しているのです。

形形形形だけだけだけだけ入入入入札札札札にして、にして、にして、にして、落札落札落札落札しないからといって、しないからといって、しないからといって、しないからといって、ここここれだけの大きい金れだけの大きい金れだけの大きい金れだけの大きい金額額額額、４５、４５、４５、４５億億億億円を円を円を円を随随随随意意意意契契契契

約約約約をさせている。それは県は関係ないかをさせている。それは県は関係ないかをさせている。それは県は関係ないかをさせている。それは県は関係ないかももももしらないけれしらないけれしらないけれしらないけれどどどど、本、本、本、本当当当当にににに不不不不自然自然自然自然なななな状況状況状況状況です。です。です。です。

ここここれから実れから実れから実れから実際際際際ににににここここの申の申の申の申請請請請が上がってくる中で、が上がってくる中で、が上がってくる中で、が上がってくる中で、差差差差しししし止め止め止め止め訴訟訴訟訴訟訴訟のののの問題問題問題問題でででで論論論論点点点点が高まってくが高まってくが高まってくが高まってく

るというるというるというるというこここことですので、申とですので、申とですので、申とですので、申請請請請でででで示示示示していないから、していないから、していないから、していないから、ももももううううどどどどううううももももできないとできないとできないとできないと言言言言うけれうけれうけれうけれどどどど、県、県、県、県

とととと市市市市とのとのとのとの話話話話しししし合合合合いはできないのかいはできないのかいはできないのかいはできないのかどどどどうか、それだけうか、それだけうか、それだけうか、それだけ答答答答えてください。えてください。えてください。えてください。

それから、それから、それから、それから、有有有有埜埜埜埜環境環境環境環境政策課政策課政策課政策課長が長が長が長が丹丹丹丹波波波波市町市町市町市町でででで測測測測定を定を定を定をややややってってってってももももらっているとらっているとらっているとらっていると言言言言っておられまっておられまっておられまっておられま

したけれしたけれしたけれしたけれどもどもどもども、奈、奈、奈、奈良市もや良市もや良市もや良市もやっておられるけれっておられるけれっておられるけれっておられるけれどもどもどもども、、、、ももももう５う５う５う５回回回回、、、、基基基基準値準値準値準値ををををオオオオーーーーババババーしているーしているーしているーしている

わわわわけでしけでしけでしけでしょょょょう、３５う、３５う、３５う、３５マイクログラムマイクログラムマイクログラムマイクログラム／／／／立方立方立方立方メメメメーーーートトトトルからルからルからルからオオオオーーーーババババーして３８ーして３８ーして３８ーして３８マイクログラムマイクログラムマイクログラムマイクログラム

／／／／立方立方立方立方メメメメーーーートトトトル、５２ル、５２ル、５２ル、５２マイクログラムマイクログラムマイクログラムマイクログラム／／／／立方立方立方立方メメメメーーーートトトトル。だから、一ル。だから、一ル。だから、一ル。だから、一番番番番多いときで５２多いときで５２多いときで５２多いときで５２マイマイマイマイ

クログラムクログラムクログラムクログラム／／／／立方立方立方立方メメメメーーーートトトトルだったルだったルだったルだったわわわわけでしけでしけでしけでしょょょょう。う。う。う。ももももううううじじじじき７０き７０き７０き７０マイクログラムマイクログラムマイクログラムマイクログラム／／／／立方立方立方立方メメメメーーーー

トトトトル、８０ル、８０ル、８０ル、８０マイクログラムマイクログラムマイクログラムマイクログラム／／／／立方立方立方立方メメメメーーーートトトトルになるルになるルになるルになる可可可可能能能能性が性が性が性がああああるるるるわわわわけです。そういうけです。そういうけです。そういうけです。そういう点点点点で、で、で、で、

一一一一番番番番心心心心配配配配なのは、高なのは、高なのは、高なのは、高校生校生校生校生が一が一が一が一生生生生懸命懸命懸命懸命クラブクラブクラブクラブ活活活活動動動動をしています。をしています。をしています。をしています。学校学校学校学校ででででサッカサッカサッカサッカーしたり野ーしたり野ーしたり野ーしたり野球球球球

しているから、しているから、しているから、しているから、ややややはりはりはりはり学校へも学校へも学校へも学校へもすすすすぐぐぐぐに連絡をに連絡をに連絡をに連絡を入入入入れるようにしてれるようにしてれるようにしてれるようにしてああああげてください。農家のげてください。農家のげてください。農家のげてください。農家の人人人人

もももも含含含含めめめめて。そういうて。そういうて。そういうて。そういう点点点点で県民で県民で県民で県民へへへへのののの情情情情報報報報と、と、と、と、マスクマスクマスクマスクははははどどどどのくらいののくらいののくらいののくらいのマスクマスクマスクマスクをしないといけなをしないといけなをしないといけなをしないといけな

いといういといういといういというこここことととともももも、、、、危険危険危険危険性性性性もももも含含含含めめめめて、て、て、て、情情情情報報報報をををを流流流流していただくしていただくしていただくしていただくこここことをお願いしておきます。とをお願いしておきます。とをお願いしておきます。とをお願いしておきます。

それから最それから最それから最それから最後後後後に、に、に、に、桝桝桝桝井井井井商商商商業振興業振興業振興業振興課課課課長、長、長、長、力力力力をををを入入入入れてれてれてれてややややってください、ってください、ってください、ってください、頼頼頼頼みみみみます。ます。ます。ます。

ももももう１件、う１件、う１件、う１件、質問質問質問質問しようかと思って、しようかと思って、しようかと思って、しようかと思って、漏漏漏漏れていたのですけれれていたのですけれれていたのですけれれていたのですけれどどどど、浪越産業・雇用振興部長、、浪越産業・雇用振興部長、、浪越産業・雇用振興部長、、浪越産業・雇用振興部長、

補正予算のと補正予算のと補正予算のと補正予算のとこここころでろでろでろで保保保保証証証証協協協協会に６００会に６００会に６００会に６００億億億億円のお金を円のお金を円のお金を円のお金を貸貸貸貸していくでししていくでししていくでししていくでしょょょょう。そして利う。そして利う。そして利う。そして利子子子子補補補補給給給給

を４を４を４を４億億億億円する。３月円する。３月円する。３月円する。３月末末末末までにまでにまでにまでにここここれだけの金、６００れだけの金、６００れだけの金、６００れだけの金、６００億億億億円をして、中小円をして、中小円をして、中小円をして、中小零細企零細企零細企零細企業を業を業を業を含含含含めめめめて、て、て、て、

決決決決算でかなり算でかなり算でかなり算でかなり残残残残るるるるわわわわけです。というけです。というけです。というけです。というこここことは、とは、とは、とは、信信信信用用用用保保保保証証証証協協協協会会会会や担保もや担保もや担保もや担保も含含含含めめめめて、て、て、て、貸貸貸貸しているかしているかしているかしているか

ら、ら、ら、ら、借借借借りられないというりられないというりられないというりられないという状況状況状況状況がかがかがかがかわわわわいそうになるいそうになるいそうになるいそうになるわわわわけ。だから、そういうけ。だから、そういうけ。だから、そういうけ。だから、そういう点点点点では、では、では、では、確確確確かにかにかにかに



---- 44440000 ----

それはたちのそれはたちのそれはたちのそれはたちの悪悪悪悪い業者がいて、それはい業者がいて、それはい業者がいて、それはい業者がいて、それは差差差差しししし押押押押さえとかしなけれさえとかしなけれさえとかしなけれさえとかしなければばばばいけないけれいけないけれいけないけれいけないけれどどどど、そうい、そうい、そうい、そうい

うううう点点点点では、６００では、６００では、６００では、６００億億億億円を円を円を円をみみみみんながんながんながんなが借借借借りりりりややややすいように、すいように、すいように、すいように、余余余余りしりしりしりしばばばばりりりり入入入入れてかれてかれてかれてかわわわわいそうだといいそうだといいそうだといいそうだとい

ううううこここことととともあもあもあもありますので、りますので、りますので、りますので、ここここれれれれ検討検討検討検討はしてください。いつはしてください。いつはしてください。いつはしてください。いつもももも決決決決算でかなりの金算でかなりの金算でかなりの金算でかなりの金額額額額がががが残残残残ってきってきってきってき

ますでしますでしますでしますでしょょょょう。はっきりう。はっきりう。はっきりう。はっきり言言言言ってってってって半分半分半分半分ぐぐぐぐらいしからいしからいしからいしか借借借借りていないでしりていないでしりていないでしりていないでしょょょょう。だから、そういうう。だから、そういうう。だから、そういうう。だから、そういう

制制制制約約約約を和らげてを和らげてを和らげてを和らげてああああげてほしい。げてほしい。げてほしい。げてほしい。保保保保証証証証協協協協会で会で会で会でも担保も担保も担保も担保とってそういうとってそういうとってそういうとってそういうややややりりりり方方方方がきついのではながきついのではながきついのではながきついのではな

いかと思うのだけれいかと思うのだけれいかと思うのだけれいかと思うのだけれどもどもどもども。。。。答弁答弁答弁答弁はははは結結結結構構構構です。景観・環境局長、お願いします。です。景観・環境局長、お願いします。です。景観・環境局長、お願いします。です。景観・環境局長、お願いします。

○影山くらし創造部長兼景観・環境局長○影山くらし創造部長兼景観・環境局長○影山くらし創造部長兼景観・環境局長○影山くらし創造部長兼景観・環境局長 葛城葛城葛城葛城市市市市とはとはとはとは何何何何度か度か度か度か協協協協議というか、お会いして議というか、お会いして議というか、お会いして議というか、お会いして話話話話

をさせていただいています。知事をさせていただいています。知事をさせていただいています。知事をさせていただいています。知事もももも前前前前回回回回にごにごにごにご答弁答弁答弁答弁させていただいたように、させていただいたように、させていただいたように、させていただいたように、自然自然自然自然公公公公園園園園法法法法のののの

趣旨趣旨趣旨趣旨、それから、それから、それから、それから建建建建てかえですのでてかえですのでてかえですのでてかえですので必必必必要最小要最小要最小要最小限限限限の拡大というの拡大というの拡大というの拡大というこここことについてはとについてはとについてはとについては非常非常非常非常にににに厳厳厳厳格格格格にににに考考考考

えているえているえているえているこここことととともももも、、、、葛城葛城葛城葛城市も市も市も市もそれはそれはそれはそれはわわわわかっておられると思っております。かっておられると思っております。かっておられると思っております。かっておられると思っております。葛城葛城葛城葛城市市市市ででででもももも許許許許可可可可はははは

とれなかったとれなかったとれなかったとれなかったこここことととともももも含含含含めめめめて、業者のて、業者のて、業者のて、業者の契約契約契約契約の中にの中にの中にの中に条条条条項項項項をうたっていると、をうたっていると、をうたっていると、をうたっていると、仄聞仄聞仄聞仄聞をしておりまをしておりまをしておりまをしておりま

す。す。す。す。

ここここれかられかられかられからもももも実実実実際際際際のとのとのとのとこここころ、そういうろ、そういうろ、そういうろ、そういうこここことが前提にはとが前提にはとが前提にはとが前提にはあああありますので、りますので、りますので、りますので、葛城葛城葛城葛城市市市市はははは自然自然自然自然公公公公園園園園法法法法

のののの許許許許可可可可がとれるようながとれるようながとれるようながとれるような形形形形で計で計で計で計画画画画を、を、を、を、考考考考えていっているというのがえていっているというのがえていっているというのがえていっているというのが今今今今のとのとのとのとこここころの事実だろうろの事実だろうろの事実だろうろの事実だろう

とととと考考考考えております。えております。えております。えております。以以以以上でご上でご上でご上でござざざざいます。います。います。います。

○藤本委員○藤本委員○藤本委員○藤本委員 １１１１９９９９日の総日の総日の総日の総括括括括審査の審査の審査の審査の時時時時ににににももももう一度う一度う一度う一度詰詰詰詰めめめめて、知事にきっちりとて、知事にきっちりとて、知事にきっちりとて、知事にきっちりと質問質問質問質問していきましていきましていきましていきま

す。す。す。す。

以以以以上で上で上で上で終終終終わわわわります。ります。ります。ります。

○神田委員○神田委員○神田委員○神田委員 ここここのののの間間間間の一般の一般の一般の一般質問質問質問質問ににににもももも絡んで、絡んで、絡んで、絡んで、三三三三、、、、四点四点四点四点質問質問質問質問をさせていただきます。をさせていただきます。をさせていただきます。をさせていただきます。

まずまずまずまず彩彩彩彩りりりりづづづづくりについて影山くらし創造部長にくりについて影山くらし創造部長にくりについて影山くらし創造部長にくりについて影山くらし創造部長に質問質問質問質問をさせていただきました。その中でをさせていただきました。その中でをさせていただきました。その中でをさせていただきました。その中で

いろいろいろいろいろいろいろいろ詳詳詳詳しくおしくおしくおしくお答答答答えいただいたのですが、ちえいただいたのですが、ちえいただいたのですが、ちえいただいたのですが、ちょょょょっとっとっとっと聞聞聞聞きききき漏漏漏漏らしたからしたからしたからしたかももももしれないけれしれないけれしれないけれしれないけれどどどど、、、、

畝畝畝畝傍山傍山傍山傍山やややや耳耳耳耳成山、成山、成山、成山、ああああるいはるいはるいはるいは甘樫丘甘樫丘甘樫丘甘樫丘にににに登登登登るるるる人人人人が多くて、が多くて、が多くて、が多くて、ややややっと山っと山っと山っと山頂頂頂頂にににに登登登登った、さった、さった、さった、さああああ、下を、下を、下を、下を見見見見

おろして、いいおろして、いいおろして、いいおろして、いい気気気気分分分分になろうかと思ったときに、下をになろうかと思ったときに、下をになろうかと思ったときに、下をになろうかと思ったときに、下を見見見見ると、ると、ると、ると、ざあざあざあざあっとっとっとっと木木木木がががが生生生生えて景えて景えて景えて景色色色色がががが

見見見見えないので、えないので、えないので、えないので、伐採伐採伐採伐採をお願いしたいとの要をお願いしたいとの要をお願いしたいとの要をお願いしたいとの要望もあ望もあ望もあ望もあって、そのって、そのって、そのって、そのこここことにとにとにとに触触触触れていただいたかれていただいたかれていただいたかれていただいたかどどどど

うか、そのうか、そのうか、そのうか、その辺辺辺辺のとのとのとのとこここころだけろだけろだけろだけももももう一う一う一う一回回回回聞聞聞聞かせていただきたいと思います。かせていただきたいと思います。かせていただきたいと思います。かせていただきたいと思います。

それとそれとそれとそれと次次次次にににに、、、、「平成２５年度一般会計特別会計予算案の概要、平成２４年度一般会計特「平成２５年度一般会計特別会計予算案の概要、平成２４年度一般会計特「平成２５年度一般会計特別会計予算案の概要、平成２４年度一般会計特「平成２５年度一般会計特別会計予算案の概要、平成２４年度一般会計特

別会計補正予算案の概要」１０１ページの第４別会計補正予算案の概要」１０１ページの第４別会計補正予算案の概要」１０１ページの第４別会計補正予算案の概要」１０１ページの第４回回回回奈奈奈奈良マラソン良マラソン良マラソン良マラソンの開の開の開の開催催催催ののののこここことについておとについておとについておとについてお尋尋尋尋

ねねねねをいたします。をいたします。をいたします。をいたします。

いついついついつも参も参も参も参加者が多くて、大変加者が多くて、大変加者が多くて、大変加者が多くて、大変盛盛盛盛況況況況でででであああありがたいと思います。その中で、第１りがたいと思います。その中で、第１りがたいと思います。その中で、第１りがたいと思います。その中で、第１回回回回は高は高は高は高橋尚橋尚橋尚橋尚

子子子子さん、第２さん、第２さん、第２さん、第２回回回回、第３、第３、第３、第３回回回回がががが有有有有森森森森裕裕裕裕子子子子さんが、さんが、さんが、さんが、ゲゲゲゲストランストランストランストランナナナナーとしてーとしてーとしてーとして走走走走っていただいておりっていただいておりっていただいておりっていただいており
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ますけれますけれますけれますけれどもどもどもども、、、、今今今今度、平成２５年はだれか予定をされているのでし度、平成２５年はだれか予定をされているのでし度、平成２５年はだれか予定をされているのでし度、平成２５年はだれか予定をされているのでしょょょょうか。なけれうか。なけれうか。なけれうか。なければばばば、ち、ち、ち、ち

ょょょょっと提案をしたいので、っと提案をしたいので、っと提案をしたいので、っと提案をしたいので、ああああるのならるのならるのならるのなら教教教教えてほしいと思います。えてほしいと思います。えてほしいと思います。えてほしいと思います。

それからそれからそれからそれから、、、、「平成２５年度一般会計特別会計予算案の概要、平成２４年度一般会計特別「平成２５年度一般会計特別会計予算案の概要、平成２４年度一般会計特別「平成２５年度一般会計特別会計予算案の概要、平成２４年度一般会計特別「平成２５年度一般会計特別会計予算案の概要、平成２４年度一般会計特別

会計補正予算案の概要」３６ページに会計補正予算案の概要」３６ページに会計補正予算案の概要」３６ページに会計補正予算案の概要」３６ページにプレプレプレプレミミミミアムアムアムアム商品商品商品商品券券券券というのがというのがというのがというのがああああります。ります。ります。ります。ここここれは前れは前れは前れは前もももも

聞聞聞聞いたのですけれいたのですけれいたのですけれいたのですけれどどどど、、、、各市町各市町各市町各市町村が村が村が村が主体主体主体主体ですけれですけれですけれですけれどもどもどもども、なかなか、なかなか、なかなか、なかなか使使使使いにくいといにくいといにくいといにくいとももももよくよくよくよく聞聞聞聞きまきまきまきま

す。す。す。す。市町市町市町市町村で村で村で村でどどどどれれれれぐぐぐぐらい発行しておられるのか。それと、らい発行しておられるのか。それと、らい発行しておられるのか。それと、らい発行しておられるのか。それと、プレプレプレプレミミミミアムアムアムアム商品商品商品商品券券券券をををを使使使使うにはおうにはおうにはおうにはお

店店店店ももももそういうのに加そういうのに加そういうのに加そういうのに加盟盟盟盟をしていないといけないのか。をしていないといけないのか。をしていないといけないのか。をしていないといけないのか。人口人口人口人口によってによってによってによってももももちろんちろんちろんちろん違違違違うけれうけれうけれうけれどどどど、、、、

ややややはり奈はり奈はり奈はり奈良市良市良市良市は発行数とか利用者数が多いのでしは発行数とか利用者数が多いのでしは発行数とか利用者数が多いのでしは発行数とか利用者数が多いのでしょょょょうか。うか。うか。うか。ここここれは経済れは経済れは経済れは経済労労労労働働働働委員会で委員会で委員会で委員会でもももも松尾松尾松尾松尾

議員が議員が議員が議員が吉吉吉吉野野野野郡郡郡郡ではではではでは使使使使うううう店店店店がないとがないとがないとがないともももも言言言言っておられたので、っておられたので、っておられたので、っておられたので、ここここのののの辺辺辺辺をををを詳詳詳詳しくしくしくしく教教教教えてほしいとえてほしいとえてほしいとえてほしいと

思います。というのは、思います。というのは、思います。というのは、思います。というのは、ここここれだけ県れだけ県れだけ県れだけ県内内内内でででで消消消消費をという事業がたくさん費をという事業がたくさん費をという事業がたくさん費をという事業がたくさんああああります。ります。ります。ります。ここここのののの間も間も間も間も

総務部長から総務部長から総務部長から総務部長から消消消消費費費費税税税税のののの仕組み仕組み仕組み仕組みをををを聞聞聞聞かせていただいて、かせていただいて、かせていただいて、かせていただいて、少少少少ししししわわわわかったのですけれかったのですけれかったのですけれかったのですけれどどどど、なかな、なかな、なかな、なかな

かかかか全全全全部はまだというと部はまだというと部はまだというと部はまだというとこここころです。そういうろです。そういうろです。そういうろです。そういう意意意意味味味味で、知事がしっかりとで、知事がしっかりとで、知事がしっかりとで、知事がしっかりと国国国国にににに訴訴訴訴えてえてえてえてももももらってらってらってらって

いるいるいるいる配配配配分分分分のののの仕方仕方仕方仕方、それはそれで、それはそれで、それはそれで、それはそれで頑張頑張頑張頑張っていただいたらいいのですけれっていただいたらいいのですけれっていただいたらいいのですけれっていただいたらいいのですけれどどどど、奈、奈、奈、奈良良良良県県県県人人人人はできはできはできはでき

るだけ県るだけ県るだけ県るだけ県内消内消内消内消費を広費を広費を広費を広めめめめていかないといけないと思いますので、ていかないといけないと思いますので、ていかないといけないと思いますので、ていかないといけないと思いますので、ここここういうのがういうのがういうのがういうのがああああれれれればばばば、、、、ももももっっっっ

とととと普及普及普及普及させたらと思いますので、そのさせたらと思いますので、そのさせたらと思いますので、そのさせたらと思いますので、その辺辺辺辺のとのとのとのとこここころお願いいたします。ろお願いいたします。ろお願いいたします。ろお願いいたします。

それからそれからそれからそれから、、、、「平成２５年度一般会計特別会計予算案の概要、平成２４年度一般会計特別「平成２５年度一般会計特別会計予算案の概要、平成２４年度一般会計特別「平成２５年度一般会計特別会計予算案の概要、平成２４年度一般会計特別「平成２５年度一般会計特別会計予算案の概要、平成２４年度一般会計特別

会計補正予算案の概要」２会計補正予算案の概要」２会計補正予算案の概要」２会計補正予算案の概要」２９９９９ページに奈ページに奈ページに奈ページに奈良良良良のののの宿宿宿宿泊泊泊泊力強力強力強力強化というのが化というのが化というのが化というのがああああるので、るので、るので、るので、ここここここここでででで質問質問質問質問

してしてしてしてももももいいのか、観光局かと思いながら、いいのか、観光局かと思いながら、いいのか、観光局かと思いながら、いいのか、観光局かと思いながら、構わ構わ構わ構わなかったらなかったらなかったらなかったら質問質問質問質問したいと思います。したいと思います。したいと思います。したいと思います。

旅旅旅旅館館館館組合組合組合組合のののの参参参参加加加加ググググルールールーループプププ、、、、女女女女将将将将の会というのがの会というのがの会というのがの会というのがああああるのですけれるのですけれるのですけれるのですけれどどどど、ご、ご、ご、ご存じ存じ存じ存じでしでしでしでしょょょょうか。うか。うか。うか。

知って知って知って知ってももももらっているのかというのがらっているのかというのがらっているのかというのがらっているのかというのがああああります。６０ります。６０ります。６０ります。６０軒軒軒軒ほほほほどどどど加加加加盟盟盟盟して、して、して、して、組組組組んでおられて、いんでおられて、いんでおられて、いんでおられて、い

ろいろそれなりの事業をしておられます。ろいろそれなりの事業をしておられます。ろいろそれなりの事業をしておられます。ろいろそれなりの事業をしておられます。ここここれれれれもももも聞聞聞聞きましたけれきましたけれきましたけれきましたけれどどどど、奈、奈、奈、奈良良良良ふふふふきんできんできんできんで羽羽羽羽衣ふ衣ふ衣ふ衣ふ

きんというのをきんというのをきんというのをきんというのを自自自自分分分分達達達達でつくって、でつくって、でつくって、でつくって、自自自自分分分分のののの旅旅旅旅館館館館でででで買買買買って、それをって、それをって、それをって、それを売売売売っておられるっておられるっておられるっておられる感じ感じ感じ感じですですですです

し、また、し、また、し、また、し、また、女女女女将将将将ですので、ですので、ですので、ですので、女女女女性の性の性の性の目目目目からからからから見見見見た奈た奈た奈た奈良良良良県という県という県という県というこここことで、奈とで、奈とで、奈とで、奈良良良良県の美しい県の美しい県の美しい県の美しい仏仏仏仏とかとかとかとか

いろいろパいろいろパいろいろパいろいろパンフレットンフレットンフレットンフレットをそのときそのときでつくって、平成２５年は奈をそのときそのときでつくって、平成２５年は奈をそのときそのときでつくって、平成２５年は奈をそのときそのときでつくって、平成２５年は奈良良良良のののの花花花花をををを題材題材題材題材にしにしにしにし

て、て、て、て、作作作作るとかそれなりにるとかそれなりにるとかそれなりにるとかそれなりに頑張頑張頑張頑張っておられる様っておられる様っておられる様っておられる様子子子子で、で、で、で、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり旅旅旅旅館館館館のおのおのおのおももももてなしというのはてなしというのはてなしというのはてなしというのは

女女女女性です性です性です性ですねねねね。。。。女女女女将将将将さんがしっかりしておられるとさんがしっかりしておられるとさんがしっかりしておられるとさんがしっかりしておられるとこここころははろははろははろははややややっているというか、っているというか、っているというか、っているというか、リリリリピピピピーーーータタタタ

ーーーーもももも多いというのは、多いというのは、多いというのは、多いというのは、ここここれはれはれはれはももももう本う本う本う本当当当当にそのとおりだと思いますので、そういうにそのとおりだと思いますので、そういうにそのとおりだと思いますので、そういうにそのとおりだと思いますので、そういうこここことをとをとをとを自自自自

覚覚覚覚しながらしながらしながらしながら頑張頑張頑張頑張っておられるっておられるっておられるっておられるググググルールールーループプププを知っていてを知っていてを知っていてを知っていてどどどどういう助成をいただいているのか。ういう助成をいただいているのか。ういう助成をいただいているのか。ういう助成をいただいているのか。

ここここここここでででで答答答答えられるえられるえられるえられる分分分分ががががああああったらったらったらったら教教教教えてほしいと思います。えてほしいと思います。えてほしいと思います。えてほしいと思います。

それと、それと、それと、それと、ここここれれれれもももも一般一般一般一般質問質問質問質問をさせていただいた、まほろをさせていただいた、まほろをさせていただいた、まほろをさせていただいた、まほろばばばばキキキキッッッッチチチチンンンンののののこここことですが、とですが、とですが、とですが、ああああのとのとのとのと
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きは、観光のきは、観光のきは、観光のきは、観光の拠拠拠拠点点点点地だけを地だけを地だけを地だけを質問質問質問質問させていただきました。いよいよ、３月２７日がさせていただきました。いよいよ、３月２７日がさせていただきました。いよいよ、３月２７日がさせていただきました。いよいよ、３月２７日が竣竣竣竣工工工工式式式式で、で、で、で、

４月１４日が４月１４日が４月１４日が４月１４日がグランドグランドグランドグランドオオオオーーーープンプンプンプンです。いろいろな思いです。いろいろな思いです。いろいろな思いです。いろいろな思いもももも聞聞聞聞いていただいて、きいていただいて、きいていただいて、きいていただいて、きょょょょうはうはうはうはももももうううう

一度しっかりとお願いをしておきたいと思います。一度しっかりとお願いをしておきたいと思います。一度しっかりとお願いをしておきたいと思います。一度しっかりとお願いをしておきたいと思います。私私私私もももも議員にならせて議員にならせて議員にならせて議員にならせてももももらったらったらったらったこここころは、ろは、ろは、ろは、

農林部というのは農林部というのは農林部というのは農林部というのはああああんまりんまりんまりんまり縁縁縁縁がなかったのですけれがなかったのですけれがなかったのですけれがなかったのですけれどもどもどもども、、、、後後後後の議員活の議員活の議員活の議員活動動動動の中で地元のの中で地元のの中で地元のの中で地元の方方方方のののの

思いを受けて、思いを受けて、思いを受けて、思いを受けて、橿橿橿橿原市原市原市原市にににに道道道道のののの駅駅駅駅がががが欲欲欲欲しいという思いをしいという思いをしいという思いをしいという思いを寄寄寄寄せてせてせてせて取取取取りりりり組組組組んでまいりました。そんでまいりました。そんでまいりました。そんでまいりました。そ

うした中で、経済うした中で、経済うした中で、経済うした中で、経済労労労労働働働働委員会に委員会に委員会に委員会に入入入入らせてらせてらせてらせてももももらって、らって、らって、らって、何何何何年か年か年か年か入入入入っているうちに、農林部といっているうちに、農林部といっているうちに、農林部といっているうちに、農林部とい

うか、奈うか、奈うか、奈うか、奈良良良良県の農業県の農業県の農業県の農業も少も少も少も少しずつ、しずつ、しずつ、しずつ、わわわわかってまいりましたし、また農林部長をはかってまいりましたし、また農林部長をはかってまいりましたし、また農林部長をはかってまいりましたし、また農林部長をはじめじめじめじめとして、として、として、として、

農林部の農林部の農林部の農林部の方方方方のののの頑張頑張頑張頑張り、農業の振興のたり、農業の振興のたり、農業の振興のたり、農業の振興のためめめめにににに頑張頑張頑張頑張っていただいているのがっていただいているのがっていただいているのがっていただいているのがわわわわかってまいりまかってまいりまかってまいりまかってまいりま

して、して、して、して、敬敬敬敬意意意意をををを表表表表しているとしているとしているとしているとこここころでごろでごろでごろでござざざざいます。います。います。います。

ききききょょょょう、う、う、う、ここここの「平成２５年度一般会計特別会計予算案の概要、平成２４年度一般会計特の「平成２５年度一般会計特別会計予算案の概要、平成２４年度一般会計特の「平成２５年度一般会計特別会計予算案の概要、平成２４年度一般会計特の「平成２５年度一般会計特別会計予算案の概要、平成２４年度一般会計特

別会計補正予算案の概要」に別会計補正予算案の概要」に別会計補正予算案の概要」に別会計補正予算案の概要」にも載も載も載も載っておりますけれっておりますけれっておりますけれっておりますけれどもどもどもども、、、、リリリリーーーーデデデディングィングィングィング品品品品目目目目というか、まというか、まというか、まというか、ま

ず、ほかのず、ほかのず、ほかのず、ほかのもももものをのをのをのをリリリリーーーードドドドしてというしてというしてというしてというリリリリーーーーデデデディングィングィングィングだと思うのですけれだと思うのですけれだと思うのですけれだと思うのですけれどどどど、、、、リリリリーーーーデデデディングィングィングィング品品品品

目目目目、、、、イイイイチチチチゴゴゴゴやややや柿柿柿柿、、、、ああああとはまたとはまたとはまたとはまたチャチャチャチャレンレンレンレンジジジジ品品品品目目目目としてはとしてはとしてはとしてはサクランボサクランボサクランボサクランボとか大和野とか大和野とか大和野とか大和野菜菜菜菜ををををここここれかられかられかられから

売売売売りだそうというりだそうというりだそうというりだそうというここここととか、ととか、ととか、ととか、ああああるいはまた奈るいはまた奈るいはまた奈るいはまた奈良良良良公公公公園園園園やややや馬馬馬馬見見見見丘陵丘陵丘陵丘陵公公公公園園園園で奈で奈で奈で奈良フ良フ良フ良フーーーードフェステドフェステドフェステドフェステ

ィバィバィバィバルの開ルの開ルの開ルの開催催催催、また、また、また、また昨昨昨昨年はお年はお年はお年はお歳歳歳歳暮暮暮暮にににに間間間間にににに合合合合うように、奈うように、奈うように、奈うように、奈良良良良まるごとまるごとまるごとまるごと便便便便というギというギというギというギフトセットフトセットフトセットフトセット

を創設されたりとか、を創設されたりとか、を創設されたりとか、を創設されたりとか、どどどどうにかして奈うにかして奈うにかして奈うにかして奈良良良良県の農業を振興させて、農家の皆さんの思いをし県の農業を振興させて、農家の皆さんの思いをし県の農業を振興させて、農家の皆さんの思いをし県の農業を振興させて、農家の皆さんの思いをし

っかりとっかりとっかりとっかりと全国全国全国全国にという思いをにという思いをにという思いをにという思いを込込込込めめめめての事業をしていただいております。ての事業をしていただいております。ての事業をしていただいております。ての事業をしていただいております。ＪＲＪＲＪＲＪＲ奈奈奈奈良良良良駅駅駅駅にはにはにはには食食食食

と農と林のと農と林のと農と林のと農と林のアンテアンテアンテアンテナショナショナショナショップップップップ、、、、ｎｎｎｎａａａａｒｒｒｒａａａａ ｉｎｉｎｉｎｉｎ ｔｈｔｈｔｈｔｈｅｅｅｅ ｂｏｘｂｏｘｂｏｘｂｏｘもももも開設されているようで開設されているようで開設されているようで開設されているようで

すし、いよいよすし、いよいよすし、いよいよすし、いよいよ旧旧旧旧耳耳耳耳成高成高成高成高校校校校跡跡跡跡のまほろのまほろのまほろのまほろばばばばキキキキッッッッチチチチンンンンののののオオオオーーーープンプンプンプンというというというというこここことで、とで、とで、とで、ここここれはれはれはれはぜぜぜぜひひひひとととと

ももももしっかりと地元、しっかりと地元、しっかりと地元、しっかりと地元、私私私私たちたちたちたちみみみみなさんなさんなさんなさんももももですけれですけれですけれですけれどどどど、、、、頑張頑張頑張頑張っていかなけれっていかなけれっていかなけれっていかなければばばばならない。そんならない。そんならない。そんならない。そん

なとなとなとなとこここころからろからろからろから植栽植栽植栽植栽ににににも流も流も流も流れていっているれていっているれていっているれていっているわわわわけですけれけですけれけですけれけですけれどもどもどもども、、、、ここここれらの施設は、れらの施設は、れらの施設は、れらの施設は、国内国内国内国内最大最大最大最大級級級級

のののの直直直直売所売所売所売所になりますので、まほろになりますので、まほろになりますので、まほろになりますので、まほろばばばばキキキキッッッッチチチチンンンンを成を成を成を成功功功功させるたさせるたさせるたさせるためめめめににににもももも、、、、今今今今後後後後、県として、県として、県として、県としてどどどどのののの

ようにようにようにように取取取取りりりり組組組組んでいかれるのか。んでいかれるのか。んでいかれるのか。んでいかれるのか。ここここれだけは農林部長に、れだけは農林部長に、れだけは農林部長に、れだけは農林部長に、ぜぜぜぜひひひひそのそのそのその辺辺辺辺のののの今今今今後後後後のののの取取取取りりりり組み組み組み組みとととと

か、また皆さんにしっかりか、また皆さんにしっかりか、また皆さんにしっかりか、また皆さんにしっかり伝伝伝伝えていただく思いをえていただく思いをえていただく思いをえていただく思いを込込込込めめめめて、ごて、ごて、ごて、ご答弁答弁答弁答弁いただけたらと思います。いただけたらと思います。いただけたらと思います。いただけたらと思います。

それだけです。それだけです。それだけです。それだけです。

○影山くらし創造部長兼景観・環境局長○影山くらし創造部長兼景観・環境局長○影山くらし創造部長兼景観・環境局長○影山くらし創造部長兼景観・環境局長 一般一般一般一般質問質問質問質問ででででもももも大和大和大和大和三三三三山の山の山の山の彩彩彩彩りりりりづづづづくりについてごくりについてごくりについてごくりについてご

質問質問質問質問をいただきました。をいただきました。をいただきました。をいただきました。

答弁答弁答弁答弁の中での中での中での中でもももも触触触触れさせてはいただきましたが、おれさせてはいただきましたが、おれさせてはいただきましたが、おれさせてはいただきましたが、お聞聞聞聞きききき苦苦苦苦しいとしいとしいとしいとこここころがろがろがろがああああったかったかったかったかもわもわもわもわかりかりかりかり

ません。ません。ません。ません。ももももう一度申し上げさせていただきます。う一度申し上げさせていただきます。う一度申し上げさせていただきます。う一度申し上げさせていただきます。

まず、大和まず、大和まず、大和まず、大和三三三三山の山の山の山の彩彩彩彩りりりりづづづづくりにつきましては、くりにつきましては、くりにつきましては、くりにつきましては、国国国国、県、、県、、県、、県、市市市市、それから地元、それから地元、それから地元、それから地元もももも含含含含めめめめまして、まして、まして、まして、
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複複複複数の数の数の数の主体主体主体主体で進で進で進で進めめめめていくていくていくていくモデモデモデモデル事業だとル事業だとル事業だとル事業だと我我我我 々々々々位位位位置置置置づづづづけております。けております。けております。けております。ここここういうういうういうういう形形形形でのでのでのでの取取取取りりりり組組組組

みみみみををををどどどどんんんんどどどどん広げていきたいと。そのたん広げていきたいと。そのたん広げていきたいと。そのたん広げていきたいと。そのためめめめの一つの大きなの一つの大きなの一つの大きなの一つの大きなモデモデモデモデル事業だとル事業だとル事業だとル事業だと考考考考えております。えております。えております。えております。

具具具具体的体的体的体的にににに動動動動ききききももももしていただいております。まず、していただいております。まず、していただいております。まず、していただいております。まず、香久香久香久香久山の山の山の山の眺め眺め眺め眺めをををを妨妨妨妨げる支げる支げる支げる支障木障木障木障木というというというという樹樹樹樹木木木木

のののの伐採伐採伐採伐採をををを橿橿橿橿原市原市原市原市がががが今今今今年度からしていただいております。年度からしていただいております。年度からしていただいております。年度からしていただいております。来来来来年度、平成２５年度につきまし年度、平成２５年度につきまし年度、平成２５年度につきまし年度、平成２５年度につきまし

てはてはてはては畝畝畝畝傍山の支傍山の支傍山の支傍山の支障木障木障木障木のののの伐採伐採伐採伐採をををを橿橿橿橿原市原市原市原市ががががややややってくださいます。また、ってくださいます。また、ってくださいます。また、ってくださいます。また、香久香久香久香久山は山は山は山は竹竹竹竹林化という林化という林化という林化という

か、か、か、か、竹竹竹竹が多くが多くが多くが多く生生生生えておりまして、そのえておりまして、そのえておりまして、そのえておりまして、その竹竹竹竹林対林対林対林対策策策策が大事でごが大事でごが大事でごが大事でござざざざいます。それにつきましては、います。それにつきましては、います。それにつきましては、います。それにつきましては、

林野林野林野林野庁庁庁庁ががががこここことし、とし、とし、とし、来来来来年度と、引き続き２年年度と、引き続き２年年度と、引き続き２年年度と、引き続き２年間間間間でそのでそのでそのでその竹竹竹竹林化対林化対林化対林化対策策策策の事業をの事業をの事業をの事業をややややってくださってってくださってってくださってってくださって

おります。おります。おります。おります。ここここういうういうういうういう動動動動きがきがきがきが見見見見えたえたえたえたモデモデモデモデル事業というのを本ル事業というのを本ル事業というのを本ル事業というのを本当当当当に大事に進に大事に進に大事に進に大事に進めめめめていきたいと、ていきたいと、ていきたいと、ていきたいと、

それをそれをそれをそれをＰＰＰＰＲＲＲＲももももしたいと思っております。したいと思っております。したいと思っております。したいと思っております。以以以以上でご上でご上でご上でござざざざいます。います。います。います。

○吉田スポーツ振興課長○吉田スポーツ振興課長○吉田スポーツ振興課長○吉田スポーツ振興課長 こここことしの奈としの奈としの奈としの奈良マラソン良マラソン良マラソン良マラソンののののゲゲゲゲストランストランストランストランナナナナーについてのごーについてのごーについてのごーについてのご質問質問質問質問でごでごでごでご

ざざざざいます。います。います。います。

こここことしの奈としの奈としの奈としの奈良マラソン良マラソン良マラソン良マラソン２０１３につきまして、開２０１３につきまして、開２０１３につきまして、開２０１３につきまして、開催催催催日日日日等等等等、、、、現在現在現在現在の開の開の開の開催内容催内容催内容催内容について関係について関係について関係について関係

機機機機関と関と関と関と協協協協議している最中でご議している最中でご議している最中でご議している最中でござざざざいます。います。います。います。ゲゲゲゲストランストランストランストランナナナナーにつきましては、ーにつきましては、ーにつきましては、ーにつきましては、昨昨昨昨年年年年同同同同様、様、様、様、有有有有森森森森

裕裕裕裕子子子子さんにさんにさんにさんにこここことしとしとしとしももももごごごご協力協力協力協力いただくよういただくよういただくよういただくよう既既既既にお願いはしているとにお願いはしているとにお願いはしているとにお願いはしているとこここころでごろでごろでごろでござざざざいます。います。います。います。以以以以上上上上

でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

○桝井商業振興課長○桝井商業振興課長○桝井商業振興課長○桝井商業振興課長 プレプレプレプレミミミミアムアムアムアム商品商品商品商品券券券券の件についてのおの件についてのおの件についてのおの件についてのお尋ね尋ね尋ね尋ねでごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

プレプレプレプレミミミミアムアムアムアム商品商品商品商品券券券券につきましては、神田委員おにつきましては、神田委員おにつきましては、神田委員おにつきましては、神田委員お述述述述べべべべのとおり、県のとおり、県のとおり、県のとおり、県内消内消内消内消費の拡大を費の拡大を費の拡大を費の拡大を図図図図るるるる目目目目

的的的的で発行させていただいておりまして、平成２２年、平成２３年度は県がで発行させていただいておりまして、平成２２年、平成２３年度は県がで発行させていただいておりまして、平成２２年、平成２３年度は県がで発行させていただいておりまして、平成２２年、平成２３年度は県が主体主体主体主体とさせていとさせていとさせていとさせてい

ただきました。平成２４年度につきましては、それただきました。平成２４年度につきましては、それただきました。平成２４年度につきましては、それただきました。平成２４年度につきましては、それぞぞぞぞれの地域の実れの地域の実れの地域の実れの地域の実情情情情にににに合わ合わ合わ合わせたせたせたせた形形形形で発行で発行で発行で発行

をしていただくというをしていただくというをしていただくというをしていただくというこここことで、とで、とで、とで、市町市町市町市町村、村、村、村、ああああるいはるいはるいはるいは商工商工商工商工会会会会等等等等の皆様を対の皆様を対の皆様を対の皆様を対象象象象として事業をとして事業をとして事業をとして事業を組み組み組み組み

立立立立てさせていただいたとてさせていただいたとてさせていただいたとてさせていただいたとこここころでごろでごろでごろでござざざざいます。県からは、います。県からは、います。県からは、います。県からは、プレプレプレプレミミミミアムアムアムアム分分分分のうちの５のうちの５のうちの５のうちの５％％％％部部部部分分分分をををを

補助させていただく補助させていただく補助させていただく補助させていただく形形形形にさせていただきました。そのにさせていただきました。そのにさせていただきました。そのにさせていただきました。その結果結果結果結果、平成２４年度につきましては、平成２４年度につきましては、平成２４年度につきましては、平成２４年度につきましては

大和大和大和大和郡郡郡郡山山山山市市市市商工商工商工商工会、田会、田会、田会、田原原原原本本本本町町町町商工商工商工商工会、会、会、会、吉吉吉吉野野野野町町町町商工商工商工商工会、会、会、会、天天天天川村は川村は川村は川村は天天天天川村川村川村川村自自自自身身身身で出していただで出していただで出していただで出していただ

いております。いております。いております。いております。

対対対対象象象象者でご者でご者でご者でござざざざいますけれいますけれいますけれいますけれどもどもどもども、お、お、お、お店店店店につきましてにつきましてにつきましてにつきまして何何何何かかかか縛縛縛縛りがりがりがりがああああるのかというるのかというるのかというるのかというこここことをおっとをおっとをおっとをおっ

しゃっておりましたけれしゃっておりましたけれしゃっておりましたけれしゃっておりましたけれどもどもどもども、、、、ここここれはそれれはそれれはそれれはそれぞぞぞぞれの発行れの発行れの発行れの発行主体主体主体主体にににに決決決決めめめめていただきますので、ていただきますので、ていただきますので、ていただきますので、商商商商

工工工工会の会の会の会の場合場合場合場合ででででああああれれれればばばば商工商工商工商工会の会員さんで会の会員さんで会の会員さんで会の会員さんでああああるとかのるとかのるとかのるとかの形形形形でででで決決決決めめめめていただいて、そていただいて、そていただいて、そていただいて、そここここははははももももうううう自自自自

由由由由にににに決決決決めめめめていただくというていただくというていただくというていただくという形形形形にさせていただきました。そして、できるだけにさせていただきました。そして、できるだけにさせていただきました。そして、できるだけにさせていただきました。そして、できるだけ次次次次年度年度年度年度以以以以降降降降もももも

発行していただけるように発行していただけるように発行していただけるように発行していただけるように努努努努力力力力してくださいとはお願いしております。してくださいとはお願いしております。してくださいとはお願いしております。してくださいとはお願いしております。

それから、それから、それから、それから、効果効果効果効果につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、今今今今現在現在現在現在まだ最まだ最まだ最まだ最終終終終的的的的なななな結果結果結果結果は出ておりませんけれは出ておりませんけれは出ておりませんけれは出ておりませんけれどもどもどもども、、、、
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またそれまたそれまたそれまたそれぞぞぞぞれのれのれのれの商工商工商工商工会なりから会なりから会なりから会なりから報報報報告告告告をいただきまして、まとをいただきまして、まとをいただきまして、まとをいただきまして、まとめめめめさせていただきたいとさせていただきたいとさせていただきたいとさせていただきたいと考考考考ええええ

ております。ております。ております。ております。以以以以上でご上でご上でご上でござざざざいます。います。います。います。

○村上産業・雇用振興部次長企画管理室長事務取扱○村上産業・雇用振興部次長企画管理室長事務取扱○村上産業・雇用振興部次長企画管理室長事務取扱○村上産業・雇用振興部次長企画管理室長事務取扱 女女女女将将将将の会でごの会でごの会でごの会でござざざざいますけれいますけれいますけれいますけれどもどもどもども、神、神、神、神

田委員お田委員お田委員お田委員お述述述述べべべべのとおり、平成２３年はおかのとおり、平成２３年はおかのとおり、平成２３年はおかのとおり、平成２３年はおかみみみみがががが勧勧勧勧めめめめる美る美る美る美仏仏仏仏に出会うに出会うに出会うに出会う旅旅旅旅、平成２４年度は、平成２４年度は、平成２４年度は、平成２４年度はふふふふ

すますますますま絵絵絵絵、、、、天井天井天井天井絵絵絵絵、、、、来来来来年度は年度は年度は年度は花花花花ををををシシシシリリリリーーーーズズズズ化した化した化した化した旅旅旅旅行の観光行の観光行の観光行の観光ＰＰＰＰＲＲＲＲパパパパンフレットンフレットンフレットンフレットをつくるとをつくるとをつくるとをつくると伺伺伺伺

っております。また、本県施設でっております。また、本県施設でっております。また、本県施設でっております。また、本県施設であああありますりますりますります東東東東京都京都京都京都の奈の奈の奈の奈良良良良まほろまほろまほろまほろばばばば館館館館においておにおいておにおいておにおいてお宿宿宿宿フェアフェアフェアフェアをををを

されたり、されたり、されたり、されたり、去去去去年の１２月の年の１２月の年の１２月の年の１２月のＭＭＭＭＢＢＢＢＳＳＳＳララララジジジジオオオオウウウウオオオオーーーーククククでは明日では明日では明日では明日香香香香村の村の村の村の石石石石舞舞舞舞台台台台でおでおでおでお茶茶茶茶のおのおのおのおももももてなてなてなてな

しなしなしなしなどどどどの活の活の活の活動動動動をされたとをされたとをされたとをされたと伺伺伺伺っております。っております。っております。っております。今今今今、神田委員お、神田委員お、神田委員お、神田委員お持持持持ちの奈ちの奈ちの奈ちの奈良良良良のののの蚊帳蚊帳蚊帳蚊帳ふふふふきんでごきんでごきんでごきんでござざざざ

いますけれいますけれいますけれいますけれどもどもどもども、、、、商品商品商品商品名は名は名は名は羽羽羽羽衣ふ衣ふ衣ふ衣ふきんと思います。１万２，０００きんと思います。１万２，０００きんと思います。１万２，０００きんと思います。１万２，０００枚枚枚枚作作作作成いたしまして、成いたしまして、成いたしまして、成いたしまして、

修学修学修学修学旅旅旅旅行の行の行の行のＰＰＰＰＲＲＲＲ用用用用セセセセールールールールススススをををを含含含含めめめめ１万１万１万１万枚枚枚枚ささささばばばばけたとけたとけたとけたと伺伺伺伺っているとっているとっているとっているとこここころでごろでごろでごろでござざざざいます。神田います。神田います。神田います。神田

委員お委員お委員お委員お持持持持ちのちのちのちの物物物物につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、デデデディスプレィスプレィスプレィスプレー用で３ー用で３ー用で３ー用で３枚枚枚枚入入入入っておりますけれっておりますけれっておりますけれっておりますけれどもどもどもども、１、１、１、１枚枚枚枚３３３３

６０円で６０円で６０円で６０円で販売販売販売販売いたしておりますので、またよろしくお願いいたします。産業・雇用振興部いたしておりますので、またよろしくお願いいたします。産業・雇用振興部いたしておりますので、またよろしくお願いいたします。産業・雇用振興部いたしておりますので、またよろしくお願いいたします。産業・雇用振興部

といたしましてといたしましてといたしましてといたしましてもももも、、、、旅旅旅旅館館館館ののののフロントやフロントやフロントやフロントやおおおお土土土土産産産産ココココーーーーナナナナーでのーでのーでのーでのデデデディスプレィスプレィスプレィスプレーのーのーのーの仕方仕方仕方仕方につきましにつきましにつきましにつきまし

て、て、て、て、商商商商業振興業振興業振興業振興課課課課でででで意見交意見交意見交意見交換換換換しようとしようとしようとしようと考考考考えるとえるとえるとえるとこここころでごろでごろでごろでござざざざいます。います。います。います。

最最最最後後後後になりますが、観光になりますが、観光になりますが、観光になりますが、観光見見見見本本本本市市市市ででででもももも大活大活大活大活躍躍躍躍されたとされたとされたとされたと伺伺伺伺っておりますっておりますっておりますっておりますこここことから、その部とから、その部とから、その部とから、その部分分分分

につきましては予算審査特別委員会の観光局部局審査でおにつきましては予算審査特別委員会の観光局部局審査でおにつきましては予算審査特別委員会の観光局部局審査でおにつきましては予算審査特別委員会の観光局部局審査でお尋ね尋ね尋ね尋ねいただけれいただけれいただけれいただければばばばとととと存じ存じ存じ存じます。ます。ます。ます。

○冨岡農林部長○冨岡農林部長○冨岡農林部長○冨岡農林部長 まほろまほろまほろまほろばばばばキキキキッッッッチチチチンンンンの成の成の成の成功功功功のののの秘訣秘訣秘訣秘訣というというというというこここことでごとでごとでごとでご質問質問質問質問いただきました。いただきました。いただきました。いただきました。

問問問問いいいい合わ合わ合わ合わせのまほろせのまほろせのまほろせのまほろばばばばキキキキッッッッチチチチンンンンですけれですけれですけれですけれどもどもどもども、、、、ここここれは、れは、れは、れは、構構構構想想想想をちをちをちをちょょょょううううどどどど３年前から知事３年前から知事３年前から知事３年前から知事

と一と一と一と一緒緒緒緒にににに練練練練りながらりながらりながらりながら現在現在現在現在にににに至至至至っているっているっているっているわわわわけですけれけですけれけですけれけですけれどどどど、、、、当当当当初、知事から初、知事から初、知事から初、知事から食食食食、農、観という、、農、観という、、農、観という、、農、観という、

観光の観ですけれ観光の観ですけれ観光の観ですけれ観光の観ですけれどもどもどもども、、、、ここここれをれをれをれをココココンセプトンセプトンセプトンセプトにしてを奈にしてを奈にしてを奈にしてを奈良良良良県で最大県で最大県で最大県で最大級級級級の、の、の、の、全国的全国的全国的全国的ににににもももも最大最大最大最大級級級級

のののの直直直直売所売所売所売所をつくろうと、をつくろうと、をつくろうと、をつくろうと、スタスタスタスターーーートトトトをさせていただきました。それとをさせていただきました。それとをさせていただきました。それとをさせていただきました。それとあわあわあわあわせて中せて中せて中せて中南南南南和地域の和地域の和地域の和地域の

振興振興振興振興拠拠拠拠点点点点になるというになるというになるというになるというこここことで、とで、とで、とで、ロケロケロケロケーーーーショショショションもンもンもンもいいですし、いいですし、いいですし、いいですし、南南南南阪阪阪阪奈奈奈奈道道道道路路路路からからからから入入入入ってきて、ってきて、ってきて、ってきて、

中中中中南南南南和地域の観光の和地域の観光の和地域の観光の和地域の観光のゲゲゲゲーーーートウトウトウトウエーのようなエーのようなエーのようなエーのような形形形形になりますし、になりますし、になりますし、になりますし、潜潜潜潜在在在在的的的的なななな能力能力能力能力をををを非常非常非常非常にににに持持持持ってってってって

いるといういるといういるといういるというこここことで、とで、とで、とで、みみみみんなでんなでんなでんなで盛盛盛盛り上げていけり上げていけり上げていけり上げていけばばばば、奈、奈、奈、奈良良良良県の代県の代県の代県の代表表表表になるのかなと思っておりになるのかなと思っておりになるのかなと思っておりになるのかなと思っており

ます。そういうます。そういうます。そういうます。そういう意意意意味味味味で、で、で、で、ここここの４月にの４月にの４月にの４月にオオオオーーーープンプンプンプンというというというというこここことで、とで、とで、とで、私私私私自自自自身身身身も感も感も感も感無無無無量量量量ののののもももものがごのがごのがごのがござざざざ

います。います。います。います。

今今今今現在現在現在現在、、、、直直直直売所売所売所売所のののの運運運運営営営営につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましてはＪＡＪＡＪＡＪＡがががが主体主体主体主体になってになってになってになってややややっていただいていますけれっていただいていますけれっていただいていますけれっていただいていますけれ

どもどもどもども、お、お、お、お聞聞聞聞きしていると１，１００きしていると１，１００きしていると１，１００きしていると１，１００軒軒軒軒の農家のの農家のの農家のの農家の登録登録登録登録をををを今今今今いただいております。実いただいております。実いただいております。実いただいております。実際際際際ににににどどどどのののの

ぐぐぐぐらいに出らいに出らいに出らいに出荷荷荷荷農家農家農家農家率率率率を上げられるかを上げられるかを上げられるかを上げられるかどどどどうか。うか。うか。うか。ややややはり３はり３はり３はり３割割割割、４、４、４、４割割割割、最低、最低、最低、最低ココココンスタントンスタントンスタントンスタントに年に年に年に年間間間間

通じ通じ通じ通じて出していただかないと、て出していただかないと、て出していただかないと、て出していただかないと、品品品品薄薄薄薄状態状態状態状態になり大変なになり大変なになり大変なになり大変なこここことになると思っております。県でとになると思っております。県でとになると思っております。県でとになると思っております。県で
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は、一は、一は、一は、一方方方方でででで安全安全安全安全・・・・安安安安心な、新心な、新心な、新心な、新鮮鮮鮮鮮な農産な農産な農産な農産物物物物を出していただくというのが最低を出していただくというのが最低を出していただくというのが最低を出していただくというのが最低条条条条件、件、件、件、絶絶絶絶対対対対条条条条件件件件

でごでごでごでござざざざいまして、いまして、いまして、いまして、ここここのののの確保確保確保確保のたのたのたのためめめめに、に、に、に、栽栽栽栽培培培培指指指指導導導導ででででああああるとか、農るとか、農るとか、農るとか、農薬薬薬薬のののの適適適適正正正正指指指指導導導導とか、そういとか、そういとか、そういとか、そうい

ったったったった面面面面でででで全全全全面面面面的的的的にににに協力協力協力協力をさせていただいているをさせていただいているをさせていただいているをさせていただいている状況状況状況状況にごにごにごにござざざざいます。います。います。います。

大きくは、大きくは、大きくは、大きくは、直直直直売所売所売所売所を成を成を成を成功功功功するのに、するのに、するのに、するのに、ここここのののの間間間間いろいろといろいろといろいろといろいろと勉勉勉勉強強強強させていただきましたけれさせていただきましたけれさせていただきましたけれさせていただきましたけれどどどど

もももも、まずは、、まずは、、まずは、、まずは、今今今今申し上げましたように、新申し上げましたように、新申し上げましたように、新申し上げましたように、新鮮鮮鮮鮮でででで安全安全安全安全・・・・安安安安心ないい心ないい心ないい心ないいもももものをのをのをのを継継継継続して出してい続して出してい続して出してい続して出してい

くと。それをくと。それをくと。それをくと。それを理理理理想形想形想形想形でいうとでいうとでいうとでいうと四季四季四季四季折折折折 々々々々の奈の奈の奈の奈良良良良県のいい県のいい県のいい県のいいももももの、の、の、の、ブランドブランドブランドブランド品品品品をををを確確確確実に出すと。実に出すと。実に出すと。実に出すと。

信信信信頼頼頼頼をををを失失失失わわわわななななこここことが、まず大事だと思っています。２とが、まず大事だと思っています。２とが、まず大事だと思っています。２とが、まず大事だと思っています。２点目点目点目点目は、は、は、は、直直直直売所売所売所売所というのはというのはというのはというのは店舗店舗店舗店舗ののののレレレレ

イアウトイアウトイアウトイアウトがががが非常非常非常非常にににに難難難難しいしいしいしいもももものがごのがごのがごのがござざざざいまして、いまして、いまして、いまして、ここここれは要はれは要はれは要はれは要は店店店店長の長の長の長の力力力力量量量量がががが問問問問わわわわれると思ってれると思ってれると思ってれると思って

いまして、いまして、いまして、いまして、ここここここここが最大の要件かと思っています。が最大の要件かと思っています。が最大の要件かと思っています。が最大の要件かと思っています。

それから、農林部のそれから、農林部のそれから、農林部のそれから、農林部の立場立場立場立場で申し上げますと、農家ので申し上げますと、農家ので申し上げますと、農家ので申し上げますと、農家の方方方方がががが直直直直接接接接消消消消費者の費者の費者の費者の情情情情報報報報をつかをつかをつかをつかめめめめるとるとるとると

いういういういう格格格格好好好好のののの場場場場でででであああありますから、りますから、りますから、りますから、ママママーーーーケットニケットニケットニケットニーーーーズズズズを踏まえた農業振興につなげられるといを踏まえた農業振興につなげられるといを踏まえた農業振興につなげられるといを踏まえた農業振興につなげられるとい

うううう意意意意味味味味において、において、において、において、ここここれまた最大の要件になろうかと思っていまして、農林部としてはれまた最大の要件になろうかと思っていまして、農林部としてはれまた最大の要件になろうかと思っていまして、農林部としてはれまた最大の要件になろうかと思っていまして、農林部としては全全全全面面面面

的的的的にににに協力協力協力協力をして、連をして、連をして、連をして、連携携携携をををを図図図図りながら、いいりながら、いいりながら、いいりながら、いいもももものにしたいのにしたいのにしたいのにしたい考考考考えています。えています。えています。えています。片片片片方方方方で、観光部局で、観光部局で、観光部局で、観光部局

ででででもももも観光案観光案観光案観光案内内内内所所所所を設置して、中を設置して、中を設置して、中を設置して、中南南南南和地域中心とした観光和地域中心とした観光和地域中心とした観光和地域中心とした観光情情情情報報報報の提の提の提の提供供供供機能機能機能機能という、という、という、という、非常非常非常非常にににに重重重重

要な要要な要要な要要な要素素素素がごがごがごがござざざざいます。そういったいます。そういったいます。そういったいます。そういった取取取取りりりり組みも組みも組みも組みも連連連連携携携携しながらしながらしながらしながらややややっていきたい思っています。っていきたい思っています。っていきたい思っています。っていきたい思っています。

それとそれとそれとそれとあわあわあわあわせて、せて、せて、せて、ややややはりにはりにはりにはりにぎわぎわぎわぎわいいいいづづづづくりをするのにはくりをするのにはくりをするのにはくりをするのにはイベントイベントイベントイベントを定を定を定を定期的期的期的期的にににに打打打打っていくとっていくとっていくとっていくと

いうのはいうのはいうのはいうのは非常非常非常非常に大事ですので、に大事ですので、に大事ですので、に大事ですので、今今今今、農業、農業、農業、農業祭祭祭祭というのをというのをというのをというのを橿橿橿橿原原原原公苑公苑公苑公苑ででででややややっていますけれっていますけれっていますけれっていますけれどもどもどもども、、、、

まほろまほろまほろまほろばばばばキキキキッッッッチチチチンンンンで定で定で定で定期的期的期的期的にににに分分分分散散散散して開して開して開して開催催催催できないのかできないのかできないのかできないのかどどどどうか。そういう予算うか。そういう予算うか。そういう予算うか。そういう予算も今も今も今も今要要要要求求求求はははは

させてさせてさせてさせてももももらっています。いずれにしてらっています。いずれにしてらっています。いずれにしてらっています。いずれにしてもももも、、、、食食食食、農、観でに、農、観でに、農、観でに、農、観でにぎわぎわぎわぎわいのいのいのいのあああある地域振興る地域振興る地域振興る地域振興拠拠拠拠点点点点になになになにな

るようなるようなるようなるようなもももものに成のに成のに成のに成功功功功にににに導導導導いていきたいといていきたいといていきたいといていきたいと考考考考えております。えております。えております。えております。

それで、それで、それで、それで、僣僣僣僣越な越な越な越な話話話話ですが、ですが、ですが、ですが、今今今今、３年、農林部長をさせていただいて、、３年、農林部長をさせていただいて、、３年、農林部長をさせていただいて、、３年、農林部長をさせていただいて、今今今今、まほろ、まほろ、まほろ、まほろばばばばキキキキッッッッ

チチチチンンンンのののの構構構構想想想想ににににも携わも携わも携わも携わらせてらせてらせてらせてももももらったのですけれらったのですけれらったのですけれらったのですけれどもどもどもども、農家林家の、農家林家の、農家林家の、農家林家の方方方方がががが意意意意欲欲欲欲をををを持持持持って、って、って、って、将将将将来来来来

展展展展望望望望をををを持持持持ちながら農業経ちながら農業経ちながら農業経ちながら農業経営営営営、林業経、林業経、林業経、林業経営営営営ができるようにしてができるようにしてができるようにしてができるようにしてああああげるというのが行げるというのが行げるというのが行げるというのが行政政政政の最大のの最大のの最大のの最大の

仕仕仕仕事かと、そんな事かと、そんな事かと、そんな事かと、そんなふふふふうにうにうにうに私私私私自自自自身身身身ののののモモモモットットットットーとしては業務にーとしては業務にーとしては業務にーとしては業務に取取取取りりりり組組組組んでまいったとんでまいったとんでまいったとんでまいったとこここころでごろでごろでごろでご

ざざざざいます。３年前、いろいろいます。３年前、いろいろいます。３年前、いろいろいます。３年前、いろいろ先輩先輩先輩先輩の農林部長がごの農林部長がごの農林部長がごの農林部長がご努努努努力力力力をしてきていただいたをしてきていただいたをしてきていただいたをしてきていただいたわわわわけだと思うけだと思うけだと思うけだと思う

のですけれのですけれのですけれのですけれどもどもどもども、農、農、農、農政政政政、林、林、林、林政政政政のののの柱柱柱柱というか、というか、というか、というか、政策政策政策政策の推進の推進の推進の推進方向方向方向方向がががが今今今今、、、、柱柱柱柱がしっかりがしっかりがしっかりがしっかり見見見見えていえていえていえてい

ないというのがごないというのがごないというのがごないというのがござざざざいまして、知事からいまして、知事からいまして、知事からいまして、知事からもももも、、、、ももももっとしっかりしたしんのっとしっかりしたしんのっとしっかりしたしんのっとしっかりしたしんのああああるるるる柱柱柱柱をををを立立立立てよとてよとてよとてよと

いうおいうおいうおいうお話も話も話も話もいただいて、いただいて、いただいて、いただいて、相相相相当当当当議議議議論論論論ももももさせていただいたのですけれさせていただいたのですけれさせていただいたのですけれさせていただいたのですけれどもどもどもども、一例を申し上げる、一例を申し上げる、一例を申し上げる、一例を申し上げる

と、と、と、と、ママママーーーーケティングケティングケティングケティングココココストストストスト戦略戦略戦略戦略にににに基づ基づ基づ基づいて農業振興をいて農業振興をいて農業振興をいて農業振興を図図図図る、林業振興をる、林業振興をる、林業振興をる、林業振興を図図図図ると、ると、ると、ると、ここここれがれがれがれが非非非非

常常常常にににに印印印印象深象深象深象深くて、くて、くて、くて、今今今今後後後後につながるにつながるにつながるにつながる柱柱柱柱立立立立てかと思っていまして、てかと思っていまして、てかと思っていまして、てかと思っていまして、先先先先ほほほほどどどど神田委員がおっしゃ神田委員がおっしゃ神田委員がおっしゃ神田委員がおっしゃ
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ったように、その中でったように、その中でったように、その中でったように、その中で市場ニ市場ニ市場ニ市場ニーーーーズズズズを踏まえて、を踏まえて、を踏まえて、を踏まえて、消消消消費者に費者に費者に費者にリリリリーーーーデデデディングィングィングィング品品品品目目目目ででででああああるるるる柿柿柿柿とかおとかおとかおとかお

茶茶茶茶とか、それからとか、それからとか、それからとか、それからチャチャチャチャレンレンレンレンジジジジ品品品品目目目目で、で、で、で、若若若若いいいい方方方方のののの人気人気人気人気が高い大和野が高い大和野が高い大和野が高い大和野菜菜菜菜とか、そういったとか、そういったとか、そういったとか、そういったもももものののの

ににににも取も取も取も取りりりり組組組組んでんでんでんでももももらう。らう。らう。らう。ここへここへここへここへ重重重重点的点的点的点的にににに注注注注力力力力する、する、する、する、選選選選択択択択とととと集集集集中ではないですけれ中ではないですけれ中ではないですけれ中ではないですけれどもどもどもども、、、、ああああ

れれれれもこもこもこもこれれれれもももも農産農産農産農産物物物物を振興するのはなかなかを振興するのはなかなかを振興するのはなかなかを振興するのはなかなか難難難難しいですから、しいですから、しいですから、しいですから、重重重重点的点的点的点的に振興していに振興していに振興していに振興していここここう、そう、そう、そう、そ

ういうういうういうういう意意意意欲欲欲欲をををを持持持持った農家とった農家とった農家とった農家と協協協協定を定を定を定を結結結結んで支援をしていくんで支援をしていくんで支援をしていくんで支援をしていく取取取取りりりり組み組み組み組みをしてきたとをしてきたとをしてきたとをしてきたとこここころでごろでごろでごろでござざざざ

います。います。います。います。

ここここれは林業についてれは林業についてれは林業についてれは林業についてもももも言言言言えるえるえるえるこここことで、とで、とで、とで、市場ニ市場ニ市場ニ市場ニーーーーズズズズをををを的確的確的確的確に踏まえて、奈に踏まえて、奈に踏まえて、奈に踏まえて、奈良良良良県の県の県の県の木木木木ののののブラブラブラブラ

ンド力ンド力ンド力ンド力を高を高を高を高めめめめて、て、て、て、販売販売販売販売プロプロプロプロモモモモーーーーショショショションンンン活活活活動動動動をををを強強強強化していくと。化していくと。化していくと。化していくと。ここここれは川下対れは川下対れは川下対れは川下対策策策策といいますといいますといいますといいます

けれけれけれけれどもどもどもども、そういった対、そういった対、そういった対、そういった対策策策策をををを重視重視重視重視してきました。それが農のしてきました。それが農のしてきました。それが農のしてきました。それが農の方方方方はようはようはようはようややややくくくく形形形形をををを見見見見せてきてせてきてせてきてせてきて

いますし、林のいますし、林のいますし、林のいますし、林の方も条方も条方も条方も条例例例例指指指指針針針針ななななどどどどをつくったりをつくったりをつくったりをつくったり公公公公共建共建共建共建築物築物築物築物のののの方方方方針針針針ももももつくらせていただいて、つくらせていただいて、つくらせていただいて、つくらせていただいて、

着着着着手し手し手し手しレレレレールを引いたかと。ただ、林はールを引いたかと。ただ、林はールを引いたかと。ただ、林はールを引いたかと。ただ、林はススススパパパパンンンンが長いが長いが長いが長いもももものですから、成のですから、成のですから、成のですから、成果果果果がまだがまだがまだがまだ見通見通見通見通せなせなせなせな

いといといといとこここころがろがろがろがあああありますけれりますけれりますけれりますけれどもどもどもども、、、、ここここういうういうういうういう取取取取りりりり組み組み組み組みをよりをよりをよりをより後後後後輩輩輩輩の者がの者がの者がの者が着着着着実に実に実に実に充充充充実していただ実していただ実していただ実していただ

けれけれけれければばばば、いずれ、いずれ、いずれ、いずれ芽芽芽芽が、成が、成が、成が、成果果果果が出るだろうとが出るだろうとが出るだろうとが出るだろうと期期期期待待待待しております。しております。しております。しております。以以以以上でご上でご上でご上でござざざざいます。います。います。います。

○神田委員○神田委員○神田委員○神田委員 そしたら、影山景観・環境局長さん、そしたら、影山景観・環境局長さん、そしたら、影山景観・環境局長さん、そしたら、影山景観・環境局長さん、彩彩彩彩りりりりづづづづくりについてよろしくお願いいくりについてよろしくお願いいくりについてよろしくお願いいくりについてよろしくお願いい

たします。たします。たします。たします。次次次次に、奈に、奈に、奈に、奈良マラソン良マラソン良マラソン良マラソンについて、提案したいについて、提案したいについて、提案したいについて、提案したい人人人人がががが誰誰誰誰だかだかだかだかわわわわかりますか。かりますか。かりますか。かりますか。京都京都京都京都マラマラマラマラ

ソンソンソンソンで出ておられなかったけれで出ておられなかったけれで出ておられなかったけれで出ておられなかったけれどどどど、山中、山中、山中、山中教教教教授授授授、、、、ああああのののの人人人人はははは走走走走るのがおるのがおるのがおるのがお好好好好きでしきでしきでしきでしょょょょ、いつ、いつ、いつ、いつももももジジジジ

ョョョョギギギギングングングングしておられるし。一しておられるし。一しておられるし。一しておられるし。一緒緒緒緒にににに走走走走ってくださってってくださってってくださってってくださってももももいいけれいいけれいいけれいいけれどどどど、そんな、そんな、そんな、そんなこここことを提案したとを提案したとを提案したとを提案した

かったと思って。またかったと思って。またかったと思って。またかったと思って。また頭頭頭頭のののの片隅片隅片隅片隅にににに入入入入れておいてください。れておいてください。れておいてください。れておいてください。

それから、それから、それから、それから、女女女女将将将将の会のの会のの会のの会のこここことを思ったとを思ったとを思ったとを思った以以以以上に知っていただいていて、上に知っていただいていて、上に知っていただいていて、上に知っていただいていて、聞聞聞聞いていたいていたいていたいていた印印印印象象象象では、では、では、では、

女女女女将将将将の会はそんなに知っての会はそんなに知っての会はそんなに知っての会はそんなに知ってももももらえていないと思っておられたのです。知事にらえていないと思っておられたのです。知事にらえていないと思っておられたのです。知事にらえていないと思っておられたのです。知事にももももお会いしたお会いしたお会いしたお会いした

けれけれけれけれどどどど、ち、ち、ち、ちょょょょっとっとっとっと反反反反応応応応が、とかが、とかが、とかが、とか聞聞聞聞いていたのですけれいていたのですけれいていたのですけれいていたのですけれどどどど、、、、今今今今はそうではないようではそうではないようではそうではないようではそうではないようで安安安安心し心し心し心し

ました。ました。ました。ました。ここここれからまたれからまたれからまたれからまた吉吉吉吉野は野は野は野は桜桜桜桜のののの季節季節季節季節になりますので、特におかになりますので、特におかになりますので、特におかになりますので、特におかみみみみさん、さん、さん、さん、旅旅旅旅館館館館のののの頑張頑張頑張頑張りがりがりがりが

大変大事になってきますので、大変大事になってきますので、大変大事になってきますので、大変大事になってきますので、ぜぜぜぜひひひひいろいろないろいろないろいろないろいろな形形形形で引き続いてご支援いただきたいと思いで引き続いてご支援いただきたいと思いで引き続いてご支援いただきたいと思いで引き続いてご支援いただきたいと思い

ます。ます。ます。ます。今今今今度、総度、総度、総度、総括括括括ででででももももう一う一う一う一回回回回質問質問質問質問させてさせてさせてさせてももももらいます。らいます。らいます。らいます。

冨岡農林部長にはいろいろとご冨岡農林部長にはいろいろとご冨岡農林部長にはいろいろとご冨岡農林部長にはいろいろとご尽尽尽尽力力力力をいただきましたし、をいただきましたし、をいただきましたし、をいただきましたし、旧旧旧旧耳耳耳耳成高成高成高成高校校校校跡跡跡跡はははは私私私私ももももももももうううう感感感感慨慨慨慨

無無無無量量量量というとというとというとというとこここころでごろでごろでごろでござざざざいます。地元のいます。地元のいます。地元のいます。地元の老老老老人人人人会の会の会の会の人人人人ががががももももうううう今今今今からからからからマイクロバスマイクロバスマイクロバスマイクロバスをををを借借借借りて、りて、りて、りて、

ああああそそそそここここでででで食食食食事して、事して、事して、事して、買買買買いいいい物物物物してしてしてして帰帰帰帰ろうかとの予定をろうかとの予定をろうかとの予定をろうかとの予定を組組組組んでおられるようです。地元のんでおられるようです。地元のんでおられるようです。地元のんでおられるようです。地元の期期期期待待待待

もももも膨膨膨膨らんでおります。おっしゃったように、らんでおります。おっしゃったように、らんでおります。おっしゃったように、らんでおります。おっしゃったように、持持持持続させないといけないし、続させないといけないし、続させないといけないし、続させないといけないし、今今今今いろいろとごいろいろとごいろいろとごいろいろとご

指指指指導導導導いただいた、そんないただいた、そんないただいた、そんないただいた、そんなこここことととともももも地元としては地元としては地元としては地元としては頑張頑張頑張頑張っていきたいと思っています。いろいろっていきたいと思っています。いろいろっていきたいと思っています。いろいろっていきたいと思っています。いろいろ

ごごごご苦苦苦苦労労労労さまでしたけれさまでしたけれさまでしたけれさまでしたけれどもどもどもども、おっしゃったように、、おっしゃったように、、おっしゃったように、、おっしゃったように、残残残残りのりのりのりの期間期間期間期間、思う、思う、思う、思う存存存存分分分分よろしくお願いよろしくお願いよろしくお願いよろしくお願い
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して、して、して、して、質問質問質問質問をををを終終終終わわわわります。ります。ります。ります。

○山本委員○山本委員○山本委員○山本委員 それでは、神田委員のそれでは、神田委員のそれでは、神田委員のそれでは、神田委員の後後後後を受けて、を受けて、を受けて、を受けて、少少少少し関連するし関連するし関連するし関連するこここことからとからとからとから入入入入らせていただきらせていただきらせていただきらせていただき

たいと思います。たいと思います。たいと思います。たいと思います。

ＪＡＪＡＪＡＪＡのまほろのまほろのまほろのまほろばばばばキキキキッッッッチチチチンンンンののののこここことですけれとですけれとですけれとですけれどもどもどもども、、、、ここここれはれはれはれは管財管財管財管財課課課課にににに聞聞聞聞くくくくべべべべきかきかきかきかももももしれませんしれませんしれませんしれません

が、が、が、が、確確確確認認認認だけ。だけ。だけ。だけ。ＪＡＪＡＪＡＪＡとそのとそのとそのとその土土土土地の、地の、地の、地の、借借借借地の金地の金地の金地の金額額額額をををを改め改め改め改めてててて教教教教えていただきたい。えていただきたい。えていただきたい。えていただきたい。

ああああと、まほろと、まほろと、まほろと、まほろばばばばキキキキッッッッチチチチンンンンは県がは県がは県がは県が借借借借地代を、地代を、地代を、地代を、ＪＡＪＡＪＡＪＡからからからからももももらうと。らうと。らうと。らうと。今今今今度、県は観光案度、県は観光案度、県は観光案度、県は観光案内内内内所所所所をををを

するするするする場合場合場合場合はははは借借借借地代を地代を地代を地代を払払払払うのかと。それをうのかと。それをうのかと。それをうのかと。それを確確確確認認認認をしておきたい。をしておきたい。をしておきたい。をしておきたい。管財管財管財管財課課課課かかかかどこどこどこどこかかかかわわわわからないからないからないからない

けれけれけれけれどもどもどもども。。。。

それから、総それから、総それから、総それから、総論論論論的的的的にはにはにはには今も今も今も今もうううう方向も方向も方向も方向も聞聞聞聞かせていただいて、かせていただいて、かせていただいて、かせていただいて、具具具具体的体的体的体的ににににここここの「平成２５年度の「平成２５年度の「平成２５年度の「平成２５年度

一般会計特別会計予算案の概要、平成２４年度一般会計特別会計補正予算案の概要」４２一般会計特別会計予算案の概要、平成２４年度一般会計特別会計補正予算案の概要」４２一般会計特別会計予算案の概要、平成２４年度一般会計特別会計補正予算案の概要」４２一般会計特別会計予算案の概要、平成２４年度一般会計特別会計補正予算案の概要」４２

ページの県産農産ページの県産農産ページの県産農産ページの県産農産物等Ｐ物等Ｐ物等Ｐ物等ＰＲＲＲＲフェアフェアフェアフェア開開開開催催催催事業について。まほろ事業について。まほろ事業について。まほろ事業について。まほろばばばばキキキキッッッッチチチチンンンンで、３００万円ので、３００万円ので、３００万円ので、３００万円の

予算で予算で予算で予算でフェアフェアフェアフェアをすると。をすると。をすると。をすると。ここここれがれがれがれが先先先先ほほほほどあどあどあどあったまほろったまほろったまほろったまほろばばばば市市市市ののののこここことなのか、となのか、となのか、となのか、具具具具体的体的体的体的にににに教教教教えていえていえていえてい

ただきたい。ただきたい。ただきたい。ただきたい。

それと、４３ページに、農業の６それと、４３ページに、農業の６それと、４３ページに、農業の６それと、４３ページに、農業の６次次次次産業化支援事業という産業化支援事業という産業化支援事業という産業化支援事業というこここことで、代とで、代とで、代とで、代表質問表質問表質問表質問で６で６で６で６次次次次産業産業産業産業

化の化の化の化の質問質問質問質問をさせていただきました。その中をさせていただきました。その中をさせていただきました。その中をさせていただきました。その中身身身身として、として、として、として、具具具具体的体的体的体的な施な施な施な施策策策策ででででここここういう予算をういう予算をういう予算をういう予算を組組組組んんんん

でいただいているのですけれでいただいているのですけれでいただいているのですけれでいただいているのですけれどもどもどもども、その、その、その、その具具具具体的体的体的体的なななな取取取取りりりり組み方組み方組み方組み方といいますか、といいますか、といいますか、といいますか、内容内容内容内容をををを教教教教えてえてえてえて

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

それから、４６ページに県農業総それから、４６ページに県農業総それから、４６ページに県農業総それから、４６ページに県農業総合センタ合センタ合センタ合センターーーー移転移転移転移転整整整整備事業と備事業と備事業と備事業とあああありますが、その中での６りますが、その中での６りますが、その中での６りますが、その中での６

次次次次産業化の産業化の産業化の産業化のここここととか新しい県農業総ととか新しい県農業総ととか新しい県農業総ととか新しい県農業総合センタ合センタ合センタ合センターのーのーのーのこここことをとをとをとを生生生生かした村かした村かした村かした村づづづづくりと和田委員がいくりと和田委員がいくりと和田委員がいくりと和田委員がい

ろいろとおっしゃっていたのですけれろいろとおっしゃっていたのですけれろいろとおっしゃっていたのですけれろいろとおっしゃっていたのですけれどもどもどもども、県農業総、県農業総、県農業総、県農業総合センタ合センタ合センタ合センターのーのーのーの跡跡跡跡地地地地へへへへ県県県県立立立立医科医科医科医科大大大大学学学学がががが

移転移転移転移転する。そのする。そのする。そのする。そのタイムスケタイムスケタイムスケタイムスケジジジジュュュュール、平成３３年にそのール、平成３３年にそのール、平成３３年にそのール、平成３３年にそのキャキャキャキャンンンンパパパパススススがががが移移移移るというるというるというるという目目目目標標標標をををを立立立立

てられているのですけれてられているのですけれてられているのですけれてられているのですけれどもどもどもども、そのた、そのた、そのた、そのためめめめには県農業総には県農業総には県農業総には県農業総合センタ合センタ合センタ合センターがーがーがーが移移移移らないとできないとらないとできないとらないとできないとらないとできないと

いう、まずそれが大前提だといういう、まずそれが大前提だといういう、まずそれが大前提だといういう、まずそれが大前提だというこここことでとでとでとで医療管理医療管理医療管理医療管理課も話課も話課も話課も話しをしていましたが、その中で、しをしていましたが、その中で、しをしていましたが、その中で、しをしていましたが、その中で、

こここことし、いろいろ設計とかで５とし、いろいろ設計とかで５とし、いろいろ設計とかで５とし、いろいろ設計とかで５億億億億円ほ円ほ円ほ円ほどどどどの予算をの予算をの予算をの予算を組組組組んでいただいています。んでいただいています。んでいただいています。んでいただいています。逆逆逆逆に県農業総に県農業総に県農業総に県農業総

合センタ合センタ合センタ合センターがーがーがーが具具具具体的体的体的体的にいつにいつにいつにいつ建建建建って県って県って県って県立立立立医科医科医科医科大大大大学学学学のののの移転移転移転移転ができるのかをができるのかをができるのかをができるのかを教教教教えていただきたいえていただきたいえていただきたいえていただきたい

と思います。と思います。と思います。と思います。

それから、４それから、４それから、４それから、４９９９９ページのページのページのページの漢漢漢漢方方方方推進推進推進推進プロプロプロプロジジジジェクトェクトェクトェクト事業、事業、事業、事業、ここここれはきのうのれはきのうのれはきのうのれはきのうの薬薬薬薬務務務務課課課課ににににもももも和田委和田委和田委和田委

員からいろいろ員からいろいろ員からいろいろ員からいろいろ質問質問質問質問をしていただきました。をしていただきました。をしていただきました。をしていただきました。薬草薬草薬草薬草に関しての特出されたそに関しての特出されたそに関しての特出されたそに関しての特出されたそここここにににに的的的的をををを絞絞絞絞ってってってって

質問質問質問質問をされていたのですけれをされていたのですけれをされていたのですけれをされていたのですけれどもどもどもども、、、、改め改め改め改めててててここここのののの漢漢漢漢方方方方推進推進推進推進プロプロプロプロジジジジェクトェクトェクトェクト事業のできた経事業のできた経事業のできた経事業のできた経緯緯緯緯、、、、

つくろうと思つくろうと思つくろうと思つくろうと思わわわわれた経れた経れた経れた経緯緯緯緯、そして、事務局は、そして、事務局は、そして、事務局は、そして、事務局は薬薬薬薬務務務務課課課課と農林部とにまたがって、総と農林部とにまたがって、総と農林部とにまたがって、総と農林部とにまたがって、総括括括括をしてをしてをしてをして
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いるのが産業・雇用振興部だといういるのが産業・雇用振興部だといういるのが産業・雇用振興部だといういるのが産業・雇用振興部だというここここと、できた経と、できた経と、できた経と、できた経緯緯緯緯なり、３なり、３なり、３なり、３課課課課にまたがってにまたがってにまたがってにまたがってややややるるるるわわわわけでけでけでけで

すけれすけれすけれすけれどもどもどもども、そういう、そういう、そういう、そういう方向方向方向方向性は性は性は性は先先先先ほほほほどどどどおおおお話も話も話も話も聞聞聞聞いたのですけれいたのですけれいたのですけれいたのですけれどもどもどもども、、、、具具具具体的体的体的体的にににに薬薬薬薬務務務務課課課課につにつにつにつ

いては、きのうの予算審査特別委員会でいては、きのうの予算審査特別委員会でいては、きのうの予算審査特別委員会でいては、きのうの予算審査特別委員会で谷谷谷谷薬薬薬薬務務務務課課課課長から長から長から長から聞聞聞聞きました。農林部きました。農林部きました。農林部きました。農林部もここもここもここもここにににに入入入入っっっっ

ているのですけれているのですけれているのですけれているのですけれどもどもどもども、農林部の、農林部の、農林部の、農林部の具具具具体的体的体的体的な施な施な施な施策策策策、、、、取取取取りりりり組み方組み方組み方組み方をををを教教教教えてください。えてください。えてください。えてください。

それから、４それから、４それから、４それから、４９９９９ページ、のページ、のページ、のページ、の耕耕耕耕作作作作放放放放棄棄棄棄地地地地再再再再生生生生活用活用活用活用モデモデモデモデル事業というル事業というル事業というル事業というこここことで３００万円とで３００万円とで３００万円とで３００万円組組組組んんんん

でいますが、それと５０ページの１４０万円ででいますが、それと５０ページの１４０万円ででいますが、それと５０ページの１４０万円ででいますが、それと５０ページの１４０万円で耕耕耕耕作作作作放放放放棄棄棄棄地景観地景観地景観地景観向向向向上上上上促促促促進事業が進事業が進事業が進事業がああああります。ります。ります。ります。

耕耕耕耕作作作作放放放放棄棄棄棄地については地については地については地については物物物物すごいすごいすごいすごい莫莫莫莫大な大な大な大な面面面面積積積積が奈が奈が奈が奈良良良良県県県県内内内内ににににああああると思いますし、その中で、なると思いますし、その中で、なると思いますし、その中で、なると思いますし、その中で、な

ぜぜぜぜここここのようなのようなのようなのような取取取取りりりり組み方組み方組み方組み方、、、、今今今今後後後後どどどどのようにして、のようにして、のようにして、のようにして、耕耕耕耕作作作作放放放放棄棄棄棄地を活用してい地を活用してい地を活用してい地を活用していここここうと思うと思うと思うと思わわわわれてれてれてれて

のか。それをのか。それをのか。それをのか。それを述述述述べべべべていただきたいと思います。ていただきたいと思います。ていただきたいと思います。ていただきたいと思います。

それから、５６ページの第６７それから、５６ページの第６７それから、５６ページの第６７それから、５６ページの第６７回全国回全国回全国回全国野野野野鳥鳥鳥鳥保護保護保護保護のつのつのつのつどどどどい開い開い開い開催催催催事業という事業という事業という事業というこここことで、とで、とで、とで、去去去去年の年の年の年の

９９９９月に一般月に一般月に一般月に一般質問質問質問質問をさせていただきました。をさせていただきました。をさせていただきました。をさせていただきました。橿橿橿橿原市原市原市原市、、、、橿橿橿橿原原原原神神神神宮宮宮宮を中心にされるというを中心にされるというを中心にされるというを中心にされるというこここことで、とで、とで、とで、

先先先先ほほほほど記ど記ど記ど記念式典念式典念式典念式典ののののこここことだとかとだとかとだとかとだとか愛鳥愛鳥愛鳥愛鳥イベントイベントイベントイベント、野、野、野、野鳥鳥鳥鳥観観観観察察察察会についての会についての会についての会についての場場場場所所所所だとか、だとか、だとか、だとか、具具具具体的体的体的体的にににに

どどどどういうういうういうういう形形形形で、で、で、で、どどどどれれれれぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの人人人人がががが来来来来て、て、て、て、ここここれをまたれをまたれをまたれをまた契契契契機機機機に地元活性化にに地元活性化にに地元活性化にに地元活性化にももももつながるというつながるというつながるというつながるという

部部部部分分分分でででで具具具具体的体的体的体的にににに教教教教えていただきたいと思います。えていただきたいと思います。えていただきたいと思います。えていただきたいと思います。

それから、環境それから、環境それから、環境それから、環境アセスアセスアセスアセスというというというという問題問題問題問題、予算にはのっていないのですけれ、予算にはのっていないのですけれ、予算にはのっていないのですけれ、予算にはのっていないのですけれどもどもどもども、、、、聞聞聞聞くとくとくとくとこここころろろろ

によりますと、によりますと、によりますと、によりますと、アセスアセスアセスアセスメメメメントントントントをする、環境をする、環境をする、環境をする、環境アセスアセスアセスアセスは、は、は、は、採石採石採石採石場場場場とか、最とか、最とか、最とか、最終処分終処分終処分終処分場場場場のののの面面面面積積積積を３を３を３を３

ヘヘヘヘクタクタクタクタールールールール以内以内以内以内ののののももももの、３の、３の、３の、３ヘヘヘヘクタクタクタクタールはいいのですけれールはいいのですけれールはいいのですけれールはいいのですけれどもどもどもども、、、、アセスアセスアセスアセスをしていかなけれをしていかなけれをしていかなけれをしていかなければばばば

ならない、そのならない、そのならない、そのならない、その面面面面積積積積のののの基基基基準準準準を３を３を３を３ヘヘヘヘクタクタクタクタールとールとールとールと決決決決めめめめておられる。ておられる。ておられる。ておられる。全国的全国的全国的全国的にににに見見見見たら、大変たら、大変たら、大変たら、大変厳厳厳厳しししし

いといといといとこここころでろでろでろでもももも５５５５ヘヘヘヘクタクタクタクタールだとか、それから１０ールだとか、それから１０ールだとか、それから１０ールだとか、それから１０ヘヘヘヘクタクタクタクタール、２０ール、２０ール、２０ール、２０ヘヘヘヘクタクタクタクタールです。本ールです。本ールです。本ールです。本来来来来

はははは面面面面積積積積はははは決決決決めめめめていないけれていないけれていないけれていないけれどもどもどもども、奈、奈、奈、奈良良良良県環境県環境県環境県環境条条条条例で３例で３例で３例で３ヘヘヘヘクタクタクタクタールとールとールとールと決決決決めめめめておられると。ておられると。ておられると。ておられると。ここここ

れによって環境はれによって環境はれによって環境はれによって環境は守守守守られていくられていくられていくられていくわわわわけですけれけですけれけですけれけですけれどもどもどもども、、、、逆逆逆逆に、それがに、それがに、それがに、それがああああるがたるがたるがたるがためめめめに産業の発に産業の発に産業の発に産業の発展展展展

がなかなかできない、拡大ができないがなかなかできない、拡大ができないがなかなかできない、拡大ができないがなかなかできない、拡大ができない状況状況状況状況の中で、まずなの中で、まずなの中で、まずなの中で、まずなぜぜぜぜ３３３３ヘヘヘヘクタクタクタクタールにールにールにールに決決決決めめめめられたのられたのられたのられたの

か。そして、か。そして、か。そして、か。そして、今今今今、それによって、それによって、それによって、それによって弊弊弊弊害害害害ががががああああるのではないかという思いをしているのですけれるのではないかという思いをしているのですけれるのではないかという思いをしているのですけれるのではないかという思いをしているのですけれ

どもどもどもども、その、その、その、その点点点点のののの見見見見解解解解をいただきたいと思います。をいただきたいと思います。をいただきたいと思います。をいただきたいと思います。

それから、エネルギーそれから、エネルギーそれから、エネルギーそれから、エネルギー政策政策政策政策で、で、で、で、ここここれれれれもももも和田委員が和田委員が和田委員が和田委員がももももうううう先先先先にににに聞聞聞聞かれきましたので、かれきましたので、かれきましたので、かれきましたので、今改め今改め今改め今改め

てててて全体的全体的全体的全体的ななななこここことはいいですので、１とはいいですので、１とはいいですので、１とはいいですので、１点点点点だけ、太陽光発電の家庭用の太陽光の補助金１０万だけ、太陽光発電の家庭用の太陽光の補助金１０万だけ、太陽光発電の家庭用の太陽光の補助金１０万だけ、太陽光発電の家庭用の太陽光の補助金１０万

円が８万円になって１，０００件が１，５００件になったと。円が８万円になって１，０００件が１，５００件になったと。円が８万円になって１，０００件が１，５００件になったと。円が８万円になって１，０００件が１，５００件になったと。ここここのののの根拠根拠根拠根拠をををを言言言言っていただきっていただきっていただきっていただき

たい。たい。たい。たい。

それから最それから最それから最それから最後後後後、、、、通告も通告も通告も通告もしていませんけれしていませんけれしていませんけれしていませんけれどもどもどもども、、、、スポスポスポスポーーーーツツツツ振興振興振興振興課課課課のののの吉吉吉吉田田田田課課課課長に、１００ペ長に、１００ペ長に、１００ペ長に、１００ペ

ージの新規事業ですが、ージの新規事業ですが、ージの新規事業ですが、ージの新規事業ですが、スポスポスポスポーーーーツツツツ施設施設施設施設等等等等のののの整整整整備備備備検討検討検討検討事業として、１，４００万円事業として、１，４００万円事業として、１，４００万円事業として、１，４００万円余余余余となっとなっとなっとなっ
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ています。新たなています。新たなています。新たなています。新たなスポスポスポスポーーーーツツツツ施設の施設の施設の施設の整整整整備という備という備という備というこここことでの計とでの計とでの計とでの計画的画的画的画的なななな改修改修改修改修に関するに関するに関するに関する調調調調査査査査検討検討検討検討につにつにつにつ

いていていていて具具具具体的体的体的体的にににに教教教教えていただきたいと思います。えていただきたいと思います。えていただきたいと思います。えていただきたいと思います。以以以以上です。上です。上です。上です。

○角山マーケティング課長○角山マーケティング課長○角山マーケティング課長○角山マーケティング課長 今今今今、山本委員からお、山本委員からお、山本委員からお、山本委員からお尋ね尋ね尋ね尋ねいただきましたまほろいただきましたまほろいただきましたまほろいただきましたまほろばばばばキキキキッッッッチチチチンンンンのののの

賃賃賃賃貸貸貸貸契約契約契約契約のののの内容内容内容内容ですけれですけれですけれですけれどもどもどもども、、、、ここここれにつきましてはれにつきましてはれにつきましてはれにつきましては管財管財管財管財課課課課がががが窓口窓口窓口窓口になっております。になっております。になっております。になっております。今今今今そそそそ

の数の数の数の数字字字字をををを持持持持ちちちち合わ合わ合わ合わせておりませんので、またせておりませんので、またせておりませんので、またせておりませんので、また改め改め改め改めてごてごてごてご報報報報告告告告させていただきます。よろしくさせていただきます。よろしくさせていただきます。よろしくさせていただきます。よろしく

お願いいたします。お願いいたします。お願いいたします。お願いいたします。

それで、県産農産それで、県産農産それで、県産農産それで、県産農産物等Ｐ物等Ｐ物等Ｐ物等ＰＲＲＲＲフェアフェアフェアフェア開開開開催催催催事業につきましては、４月に事業につきましては、４月に事業につきましては、４月に事業につきましては、４月にオオオオーーーープンプンプンプンしますしますしますしますＪＡＪＡＪＡＪＡ

ならけん、まほろならけん、まほろならけん、まほろならけん、まほろばばばばキキキキッッッッチチチチンンンンにおきまして県産農産におきまして県産農産におきまして県産農産におきまして県産農産物物物物ののののＰＰＰＰＲＲＲＲを行うを行うを行うを行うこここことをとをとをとを考考考考えている事業えている事業えている事業えている事業

でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。ここここここここは県は県は県は県内内内内から多くのから多くのから多くのから多くの消消消消費者の費者の費者の費者の来来来来訪訪訪訪が予が予が予が予想想想想されますので、県産農産されますので、県産農産されますので、県産農産されますので、県産農産物物物物ののののＰＰＰＰ

ＲＲＲＲを行うには最を行うには最を行うには最を行うには最適適適適のののの場場場場所所所所とととと考考考考えているえているえているえているこここことから、とから、とから、とから、今今今今までまでまでまで橿橿橿橿原原原原公苑公苑公苑公苑でさせていただいていまでさせていただいていまでさせていただいていまでさせていただいていま

したしたしたした食食食食と農（と農（と農（と農（みみみみのり）ののり）ののり）ののり）のフェスティバフェスティバフェスティバフェスティバルを、まほろルを、まほろルを、まほろルを、まほろばばばばキキキキッッッッチチチチンンンンのののの回回回回廊廊廊廊下下下下やややや一部一部一部一部駐駐駐駐車車車車場場場場ななななどどどど

を活用しまして、県産農産を活用しまして、県産農産を活用しまして、県産農産を活用しまして、県産農産物や物や物や物や農業関係農業関係農業関係農業関係団体団体団体団体のののの取取取取りりりり組み組み組み組みななななどどどどををををＰＰＰＰＲＲＲＲするするするする機機機機会として会として会として会として季節季節季節季節ごごごご

とにとにとにとにフェアフェアフェアフェアというというというという形形形形ででででＪＡＪＡＪＡＪＡと県が連と県が連と県が連と県が連携携携携して開して開して開して開催催催催する予定をしております。する予定をしております。する予定をしております。する予定をしております。内容や時期内容や時期内容や時期内容や時期、そ、そ、そ、そ

れから出れから出れから出れから出店店店店に関します費用に関します費用に関します費用に関します費用的的的的なななな面面面面とかにつきましては、４月とかにつきましては、４月とかにつきましては、４月とかにつきましては、４月以以以以降降降降、まほろ、まほろ、まほろ、まほろばばばばキキキキッッッッチチチチンンンンの事の事の事の事

務局と務局と務局と務局ともももも十十十十分分分分にににに相談相談相談相談をさせていただきましてをさせていただきましてをさせていただきましてをさせていただきまして詰詰詰詰めめめめさせていただくさせていただくさせていただくさせていただくこここことになっておりまして、とになっておりまして、とになっておりまして、とになっておりまして、

まだまだまだまだ時期時期時期時期、、、、内容内容内容内容、、、、回回回回数数数数等等等等、その、その、その、その辺辺辺辺はははは未未未未定でご定でご定でご定でござざざざいます。います。います。います。ここここれによりまして、まほろれによりまして、まほろれによりまして、まほろれによりまして、まほろばばばばキキキキッッッッ

チチチチンンンンに新たなにに新たなにに新たなにに新たなにぎわぎわぎわぎわいを創出するとといを創出するとといを創出するとといを創出するととももももに、県産農産に、県産農産に、県産農産に、県産農産物物物物のののの販売販売販売販売推進、それから推進、それから推進、それから推進、それから消消消消費拡大に費拡大に費拡大に費拡大に

努努努努めめめ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考考考えております。えております。えております。えております。

ももももう１う１う１う１点点点点、農業の６、農業の６、農業の６、農業の６次次次次産業化支援事業の、産業化支援事業の、産業化支援事業の、産業化支援事業の、具具具具体的体的体的体的な事業な事業な事業な事業内容内容内容内容についてご説明させていたについてご説明させていたについてご説明させていたについてご説明させていた

だきます。だきます。だきます。だきます。

代代代代表質問表質問表質問表質問において知事からにおいて知事からにおいて知事からにおいて知事から答弁答弁答弁答弁させていただきましたように、農業の振興をさせていただきましたように、農業の振興をさせていただきましたように、農業の振興をさせていただきましたように、農業の振興を図図図図るたるたるたるためめめめにににに

は、農産は、農産は、農産は、農産物物物物のののの生生生生産だけでなく、加産だけでなく、加産だけでなく、加産だけでなく、加工工工工や流通や流通や流通や流通、、、、販売販売販売販売に一に一に一に一体的体的体的体的にににに取取取取りりりり組む組む組む組む６６６６次次次次産業化を進産業化を進産業化を進産業化を進めめめめるるるる

こここことがとがとがとが非常非常非常非常にににに意意意意義義義義ががががああああるるるる取取取取りりりり組み組み組み組みだとだとだとだと認認認認識識識識しているとしているとしているとしているとこここころでごろでごろでごろでござざざざいます。います。います。います。ここここの事業につきの事業につきの事業につきの事業につき

ましては、平成２５年から新たにましては、平成２５年から新たにましては、平成２５年から新たにましては、平成２５年から新たに国国国国の助成制度を活用しの助成制度を活用しの助成制度を活用しの助成制度を活用し取取取取りりりり組むも組むも組むも組むものでのでのでのでああああり、り、り、り、商工商工商工商工関係者関係者関係者関係者

や市町や市町や市町や市町村と連村と連村と連村と連携携携携してしてしてしてママママーーーーケットニケットニケットニケットニーーーーズズズズをとらえた新たなをとらえた新たなをとらえた新たなをとらえた新たな商品商品商品商品開発開発開発開発やややや試試試試食食食食会の開会の開会の開会の開催催催催、また、また、また、また商商商商

談談談談会会会会へへへへのののの参参参参加な加な加な加などどどどによりましてによりましてによりましてによりましてブランドブランドブランドブランド化を化を化を化を図図図図っていくっていくっていくっていく取取取取りりりり組みや組みや組みや組みや、また、また、また、また学校学校学校学校ななななどどどどと連と連と連と連携携携携

してしてしてして給給給給食食食食に加に加に加に加工品工品工品工品を提を提を提を提供供供供していくしていくしていくしていく取取取取りりりり組み組み組み組みななななどどどどを支援していきたいとを支援していきたいとを支援していきたいとを支援していきたいと考考考考えております。えております。えております。えております。具具具具

体的体的体的体的には、６には、６には、６には、６次次次次産業化に産業化に産業化に産業化に向向向向けました推進会議の開けました推進会議の開けました推進会議の開けました推進会議の開催催催催でででであああありますとかりますとかりますとかりますとか先先先先進地進地進地進地調調調調査、また査、また査、また査、また研究研究研究研究

会の開会の開会の開会の開催催催催、、、、リリリリーーーーダダダダーのーのーのーの育育育育成、新成、新成、新成、新商品商品商品商品のののの試作試作試作試作やややや試試試試食食食食会の開会の開会の開会の開催催催催、、、、ロロロロゴゴゴゴママママーーーーククククのののの作作作作成な成な成な成など幅ど幅ど幅ど幅広い広い広い広い

活活活活動動動動を支援対を支援対を支援対を支援対象象象象としております。また、加としております。また、加としております。また、加としております。また、加工工工工、、、、流通流通流通流通、、、、販売販売販売販売にににに必必必必要となります施設要となります施設要となります施設要となります施設や機や機や機や機械械械械もももも
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補助対補助対補助対補助対象象象象となりますので、となりますので、となりますので、となりますので、ソフトソフトソフトソフト活活活活動動動動の成の成の成の成果果果果を踏まえまして、多くの農業者にを踏まえまして、多くの農業者にを踏まえまして、多くの農業者にを踏まえまして、多くの農業者に取取取取りりりり組組組組んでんでんでんで

いただくいただくいただくいただくこここことをとをとをとを期期期期待待待待しているとしているとしているとしているとこここころでごろでごろでごろでござざざざいます。います。います。います。今今今今後後後後、実施を、実施を、実施を、実施を希希希希望望望望いたします農業者ないたします農業者ないたします農業者ないたします農業者な

どどどどにつきましては、につきましては、につきましては、につきましては、市町市町市町市町村を村を村を村を通じ通じ通じ通じてててて募募募募集集集集し、支援してまいりたいとし、支援してまいりたいとし、支援してまいりたいとし、支援してまいりたいと考考考考えております。えております。えております。えております。以以以以上上上上

です。です。です。です。

○和田農業水産振興課長○和田農業水産振興課長○和田農業水産振興課長○和田農業水産振興課長 山本委員からは、県農業総山本委員からは、県農業総山本委員からは、県農業総山本委員からは、県農業総合センタ合センタ合センタ合センターのーのーのーの今今今今後後後後のののの移転移転移転移転スケスケスケスケジジジジュュュューーーー

ルの件と、ルの件と、ルの件と、ルの件と、漢漢漢漢方方方方推進推進推進推進プロプロプロプロジジジジェクトェクトェクトェクトの中の農林部のの中の農林部のの中の農林部のの中の農林部の役役役役割割割割について、２について、２について、２について、２点点点点のおのおのおのお尋ね尋ね尋ね尋ねでした。でした。でした。でした。

１１１１点目点目点目点目の県農業総の県農業総の県農業総の県農業総合センタ合センタ合センタ合センターのーのーのーの移転移転移転移転スケスケスケスケジジジジュュュュールについてですが、ールについてですが、ールについてですが、ールについてですが、昨昨昨昨年から県年から県年から県年から県立立立立医科医科医科医科大大大大

学学学学のののの教育研究教育研究教育研究教育研究部部部部門門門門のののの有有有有力力力力なななな移転移転移転移転候候候候補地という補地という補地という補地というこここことで県農業総とで県農業総とで県農業総とで県農業総合センタ合センタ合センタ合センターがーがーがーがノノノノミミミミネーネーネーネートトトトされされされされ

たのですけれたのですけれたのですけれたのですけれどもどもどもども、、、、ここここれを受けましてれを受けましてれを受けましてれを受けまして庁庁庁庁内内内内でででで検討検討検討検討チチチチーーーームムムムをををを立立立立ち上げまして、ち上げまして、ち上げまして、ち上げまして、研究機能研究機能研究機能研究機能ののののああああ

るるるるべべべべきききき姿姿姿姿ななななどどどどをををを今今今今日日日日的的的的にににに見直見直見直見直すというすというすというすというこここことで、とで、とで、とで、将将将将来来来来像像像像をををを描描描描いた上で、いた上で、いた上で、いた上で、研究機能研究機能研究機能研究機能のののの今今今今後後後後ののののああああ

りりりり方や方や方や方や新しい県農業総新しい県農業総新しい県農業総新しい県農業総合センタ合センタ合センタ合センターの規ーの規ーの規ーの規模模模模、、、、移転移転移転移転先等先等先等先等についてについてについてについて検討検討検討検討を進を進を進を進めめめめてまいりました。てまいりました。てまいりました。てまいりました。

移転移転移転移転先先先先につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、先先先先ほほほほどどどどごごごご答弁答弁答弁答弁させていただきましたように、させていただきましたように、させていただきましたように、させていただきましたように、桜井桜井桜井桜井市市市市の県農業大の県農業大の県農業大の県農業大学学学学

校校校校のののの敷敷敷敷地地地地内へ内へ内へ内へ移転移転移転移転するというするというするというするというこここことでごとでごとでごとでござざざざいます。農林部といたしましています。農林部といたしましています。農林部といたしましています。農林部といたしましてもももも、県、県、県、県政政政政発発発発展展展展のたのたのたのた

めめめめにににに必必必必要な要な要な要な協力協力協力協力をしていかなけれをしていかなけれをしていかなけれをしていかなければばばばいけないといけないといけないといけないと認認認認識識識識しております。しております。しております。しております。現在現在現在現在、施設の、施設の、施設の、施設の機能や機能や機能や機能や規規規規

模模模模、また、また、また、また配配配配置、また、概置、また、概置、また、概置、また、概略略略略ののののスケスケスケスケジジジジュュュュールなールなールなールなどどどどにつきまして、につきまして、につきまして、につきまして、内容内容内容内容としましては、としましては、としましては、としましては、移転移転移転移転整整整整

備の備の備の備の構構構構想想想想をををを今今今今まさにつくり上げているとまさにつくり上げているとまさにつくり上げているとまさにつくり上げているとこここころでごろでごろでごろでござざざざいまして、年度いまして、年度いまして、年度いまして、年度内内内内にはにはにはには公表公表公表公表させていたさせていたさせていたさせていた

だくだくだくだくこここことをとをとをとを考考考考えております。いずれにいたしましてえております。いずれにいたしましてえております。いずれにいたしましてえております。いずれにいたしましてもももも、県、県、県、県立立立立医科医科医科医科大大大大学学学学のののの移転移転移転移転、まち、まち、まち、まちづづづづくりくりくりくり

に支に支に支に支障障障障がががが生じ生じ生じ生じないよう、ないよう、ないよう、ないよう、我我我我 々々々々としてとしてとしてとしてもももも努努努努力力力力してまいりたいと思っております。してまいりたいと思っております。してまいりたいと思っております。してまいりたいと思っております。

２２２２点目点目点目点目のののの薬薬薬薬用用用用作作作作物物物物の振興というの振興というの振興というの振興というこここことで、農林部のとで、農林部のとで、農林部のとで、農林部の役役役役割割割割ですけれですけれですけれですけれどもどもどもども、、、、生生生生産部産部産部産部門門門門にににに携わ携わ携わ携わるるるる

わわわわけですが、けですが、けですが、けですが、現在現在現在現在、、、、薬薬薬薬用用用用作作作作物物物物につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、約約約約２７０２７０２７０２７０戸戸戸戸の農家が大和の農家が大和の農家が大和の農家が大和トウトウトウトウキキキキでででであああありますりますりますります

とかとかとかとかシャシャシャシャククククヤヤヤヤクククク、、、、ここここれられられられら作作作作物物物物につきましてにつきましてにつきましてにつきまして約約約約２０２０２０２０ヘヘヘヘクタクタクタクタール程度でール程度でール程度でール程度で栽栽栽栽培培培培されているのがされているのがされているのがされているのが現現現現

状状状状でごでごでごでござざざざいます。ただ、ごいます。ただ、ごいます。ただ、ごいます。ただ、ご存じ存じ存じ存じのように、中のように、中のように、中のように、中国国国国産の産の産の産の安安安安いいいいもももものがのがのがのが入入入入ってきたり、またってきたり、またってきたり、またってきたり、また単単単単価価価価等等等等

が低が低が低が低迷迷迷迷しておりまして、農家経しておりまして、農家経しておりまして、農家経しておりまして、農家経営営営営レベレベレベレベルでいきますとルでいきますとルでいきますとルでいきますと採採採採算性がかなり算性がかなり算性がかなり算性がかなり悪悪悪悪化しておりますの化しておりますの化しておりますの化しておりますの

で、で、で、で、生生生生産者産者産者産者等等等等がががが減減減減少少少少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実でご実でご実でご実でござざざざいます。います。います。います。

一一一一方方方方、、、、漢漢漢漢方原方原方原方原料の料の料の料の全体全体全体全体のののの約約約約８０８０８０８０％％％％程度が程度が程度が程度がももももう中う中う中う中国国国国産で産で産で産で入入入入っているのですけれっているのですけれっているのですけれっているのですけれどもどもどもども、中、中、中、中国国国国

でででで今今今今、、、、乱乱乱乱獲獲獲獲防止防止防止防止をををを理理理理由由由由にににに輸輸輸輸出制出制出制出制限限限限をされているをされているをされているをされているこここことが新とが新とが新とが新聞紙聞紙聞紙聞紙上に上に上に上にもももも出ていたかと思うので出ていたかと思うので出ていたかと思うので出ていたかと思うので

す。す。す。す。ここここういったういったういったういったこここことでとでとでとで品不品不品不品不足足足足からからからからここここここここ数年、数年、数年、数年、輸輸輸輸入入入入価価価価格格格格そのそのそのそのもももものが高のが高のが高のが高騰騰騰騰してきております。してきております。してきております。してきております。

民民民民間間間間会会会会社社社社５１５１５１５１社社社社にににに調調調調査した査した査した査した結果結果結果結果だと、２００６年から２０１０年のだと、２００６年から２０１０年のだと、２００６年から２０１０年のだと、２００６年から２０１０年の間間間間に、２００６年を１に、２００６年を１に、２００６年を１に、２００６年を１

００としますと、００としますと、００としますと、００としますと、全体全体全体全体としてとしてとしてとして今今今今、１６４という、１６４という、１６４という、１６４という価価価価格格格格になっているというになっているというになっているというになっているという現状現状現状現状がごがごがごがござざざざいます。います。います。います。

また、また、また、また、国内国内国内国内ででででもももも漢漢漢漢方方方方薬薬薬薬市場市場市場市場がががが約約約約１，３００１，３００１，３００１，３００億億億億円円円円強強強強ごごごござざざざいますけれいますけれいますけれいますけれどもどもどもども、、、、ここここのののの額額額額につきましにつきましにつきましにつきまし
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ては年ては年ては年ては年 々々々々増増増増加の加の加の加の傾傾傾傾向向向向ににににああああるというるというるというるというこここことで、とで、とで、とで、人気人気人気人気が高まっているが高まっているが高まっているが高まっている状況状況状況状況でごでごでごでござざざざいます。いずれいます。いずれいます。いずれいます。いずれ

にしてにしてにしてにしてもももも、、、、国国国国産の産の産の産の薬薬薬薬用用用用作作作作物物物物につきましてはかなり関心が高まっているにつきましてはかなり関心が高まっているにつきましてはかなり関心が高まっているにつきましてはかなり関心が高まっている状況状況状況状況ででででああああるとるとるとると認認認認識識識識しししし

ております。ております。ております。ております。

ここここういった中、本県と関係のういった中、本県と関係のういった中、本県と関係のういった中、本県と関係の深深深深いいいい薬薬薬薬用用用用作作作作物物物物を活用したを活用したを活用したを活用した生生生生産振興を産振興を産振興を産振興を図図図図るたるたるたるためめめめには、１つには、１つには、１つには、１つ目目目目

としては、としては、としては、としては、ももももうううう既既既既にににに始め始め始め始めておりますけれておりますけれておりますけれておりますけれどもどもどもども、平成２３年度から県下５、平成２３年度から県下５、平成２３年度から県下５、平成２３年度から県下５市市市市村を対村を対村を対村を対象象象象に、に、に、に、トトトト

ウウウウキキキキでででであああありますとかジりますとかジりますとかジりますとかジオオオオウウウウでででであああありますとか、りますとか、りますとか、りますとか、ここここういったういったういったういったもももものののののののの生生生生産産産産安安安安定定定定技術技術技術技術の実の実の実の実証法証法証法証法ででででああああ

ったり、またったり、またったり、またったり、また薬薬薬薬用用用用作作作作物物物物を活用したを活用したを活用したを活用した商品商品商品商品化の開発に対する支援を続けております。化の開発に対する支援を続けております。化の開発に対する支援を続けております。化の開発に対する支援を続けております。

また、県農業総また、県農業総また、県農業総また、県農業総合センタ合センタ合センタ合センターのーのーのーの研究研究研究研究部部部部門門門門でででであああありますが、りますが、りますが、りますが、品質品質品質品質がよいと思がよいと思がよいと思がよいと思わわわわれる大和れる大和れる大和れる大和トウトウトウトウキキキキ

そのそのそのそのもももものののののののの栽栽栽栽培培培培方方方方法法法法につきましてのにつきましてのにつきましてのにつきましての研究研究研究研究、また、それ、また、それ、また、それ、また、それぞぞぞぞれのれのれのれのトウトウトウトウキキキキの大和の大和の大和の大和物物物物のののの優優優優良良良良なななな系統系統系統系統

をををを選選選選抜抜抜抜していしていしていしていここここうといううといううといううというこここことで、そういったとで、そういったとで、そういったとで、そういった作作作作業に業に業に業にも取も取も取も取りかかっているとりかかっているとりかかっているとりかかっているとこここころでごろでごろでごろでござざざざいまいまいまいま

す。さらに平成２５年度からは、す。さらに平成２５年度からは、す。さらに平成２５年度からは、す。さらに平成２５年度からは、ここここういったういったういったういった研究研究研究研究の一の一の一の一端端端端をををを現現現現場場場場に実に実に実に実証証証証していくしていくしていくしていくこここことをとをとをとを考考考考ええええ

まして、県まして、県まして、県まして、県みみみみずからがずからがずからがずからが省省省省力力力力低低低低ココココスト生スト生スト生スト生産産産産技術技術技術技術の実の実の実の実証証証証を行ったりというを行ったりというを行ったりというを行ったりというこここことで、とで、とで、とで、モデモデモデモデルルルル園園園園をををを

設置して、設置して、設置して、設置して、生生生生産者の産者の産者の産者の方々方々方々方々にににに見見見見ていただいて、実ていただいて、実ていただいて、実ていただいて、実際際際際ややややっていただくっていただくっていただくっていただくこここことをしていけたらといとをしていけたらといとをしていけたらといとをしていけたらとい

うううう取取取取りりりり組み組み組み組みをしていをしていをしていをしていここここうと思っております。うと思っております。うと思っております。うと思っております。

今今今今後後後後、県農業総、県農業総、県農業総、県農業総合センタ合センタ合センタ合センターのーのーのーの研究機能研究機能研究機能研究機能につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、先先先先ほほほほどどどどのののの答弁答弁答弁答弁の中での中での中での中でもももも言言言言いましいましいましいまし

たとおり、高度な、たとおり、高度な、たとおり、高度な、たとおり、高度な、レベレベレベレベルの高いルの高いルの高いルの高い研究研究研究研究をををを目指目指目指目指していくしていくしていくしていくこここことを思っております。とを思っております。とを思っております。とを思っております。生生生生産を産を産を産を担担担担当当当当

する農林部局といたしましてする農林部局といたしましてする農林部局といたしましてする農林部局といたしましてもももも、、、、漢漢漢漢方方方方推進推進推進推進プロプロプロプロジジジジェクトェクトェクトェクトの中での中での中での中で積積積積極極極極的的的的にににに我我我我々も参画々も参画々も参画々も参画しながしながしながしなが

ら、関係ら、関係ら、関係ら、関係機機機機関と連関と連関と連関と連携携携携してしてしてして薬薬薬薬用用用用作作作作物物物物のののの生生生生産振興を産振興を産振興を産振興を図図図図っていきたいと思っていますので、よろっていきたいと思っていますので、よろっていきたいと思っていますので、よろっていきたいと思っていますので、よろ

しくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。

○橋本医療政策部次長兼産業・雇用振興次長○橋本医療政策部次長兼産業・雇用振興次長○橋本医療政策部次長兼産業・雇用振興次長○橋本医療政策部次長兼産業・雇用振興次長 漢漢漢漢方方方方のののの原原原原料の料の料の料の状況状況状況状況とかとかとかとか市場市場市場市場のののの現状現状現状現状につきまにつきまにつきまにつきま

しては、和田農林しては、和田農林しては、和田農林しては、和田農林水水水水産振興産振興産振興産振興課課課課長から長から長から長から詳詳詳詳しく説明がごしく説明がごしく説明がごしく説明がござざざざいました。いました。いました。いました。私私私私からは、そのからは、そのからは、そのからは、その漢漢漢漢方方方方推進推進推進推進

プロプロプロプロジジジジェクトェクトェクトェクトをををを立立立立ち上げた経ち上げた経ち上げた経ち上げた経緯緯緯緯についてのおについてのおについてのおについてのお答答答答えをさせていただきたいと思います。えをさせていただきたいと思います。えをさせていただきたいと思います。えをさせていただきたいと思います。

山本委員山本委員山本委員山本委員ももももごごごご存じ存じ存じ存じのように、奈のように、奈のように、奈のように、奈良良良良県につきましては、県につきましては、県につきましては、県につきましては、漢漢漢漢方方方方とかとかとかとか調薬製調薬製調薬製調薬製剤剤剤剤については奈については奈については奈については奈良良良良

時時時時代までさかの代までさかの代までさかの代までさかのぼぼぼぼるるるる歴歴歴歴史が史が史が史があああありまして、また一りまして、また一りまして、また一りまして、また一方方方方、地、地、地、地場場場場産業としての産業としての産業としての産業としての配配配配置置置置薬薬薬薬業が発業が発業が発業が発展展展展してしてしてして

きたというきたというきたというきたという他他他他府府府府県にない特県にない特県にない特県にない特徴徴徴徴がごがごがごがござざざざいます。います。います。います。今今今今後後後後、和田農林、和田農林、和田農林、和田農林水水水水産振興産振興産振興産振興課課課課長から長から長から長からあああありましたりましたりましたりました

ように、ように、ように、ように、需需需需要が要が要が要が見見見見込込込込まれるまれるまれるまれる漢漢漢漢方方方方薬薬薬薬につきまして、につきまして、につきまして、につきまして、ここここうした奈うした奈うした奈うした奈良良良良県ならではの県ならではの県ならではの県ならではの蓄蓄蓄蓄積積積積とかとかとかとか強み強み強み強み

をををを生生生生かして、かして、かして、かして、漢漢漢漢方方方方関連関連関連関連製品製品製品製品のののの製製製製造造造造販売販売販売販売に関する業振興に関する業振興に関する業振興に関する業振興ももももさるさるさるさるこここことながら、関連するとながら、関連するとながら、関連するとながら、関連するササササーーーービビビビ

スススス業業業業等等等等の創出、発の創出、発の創出、発の創出、発展展展展もももも視視視視野に野に野に野に入入入入れ、県れ、県れ、県れ、県内内内内の産業振興をの産業振興をの産業振興をの産業振興を図図図図っていくっていくっていくっていくこここことをとをとをとを目的目的目的目的としましてとしましてとしましてとしましてププププ

ロロロロジジジジェクトェクトェクトェクトをををを立立立立ち上げたち上げたち上げたち上げたわわわわけでごけでごけでごけでござざざざいます。そのたいます。そのたいます。そのたいます。そのためめめめの推進の推進の推進の推進体体体体制といたしまして、制といたしまして、制といたしまして、制といたしまして、昨昨昨昨年１年１年１年１

２月に２月に２月に２月に庁庁庁庁内内内内関係部局、県関係部局、県関係部局、県関係部局、県立立立立医科医科医科医科大大大大学学学学でででで構構構構成いたします成いたします成いたします成いたします漢漢漢漢方方方方推進推進推進推進プロプロプロプロジジジジェクトェクトェクトェクトチチチチーーーームムムムをををを立立立立ちちちち
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上げまして、上げまして、上げまして、上げまして、慶慶慶慶応応応応義塾義塾義塾義塾大大大大学学学学のののの准准准准教教教教授授授授で、で、で、で、同同同同大大大大学学学学のののの漢漢漢漢方方方方医医医医学センタ学センタ学センタ学センター副ー副ー副ー副所所所所長でご長でご長でご長でござざざざいますいますいますいます渡渡渡渡

辺辺辺辺先生先生先生先生ををををアドバイアドバイアドバイアドバイザザザザーとしてーとしてーとしてーとして指指指指導導導導いただいたといただいたといただいたといただいたとこここころでごろでごろでごろでござざざざいます。います。います。います。

関係部局としましては、山本委員お関係部局としましては、山本委員お関係部局としましては、山本委員お関係部局としましては、山本委員お述述述述べべべべになりました３部局になりました３部局になりました３部局になりました３部局以外以外以外以外に、地域活性化をに、地域活性化をに、地域活性化をに、地域活性化を担担担担うううう

地域振興部地域振興部地域振興部地域振興部ももももメメメメンバンバンバンバーにーにーにーに入入入入っているというっているというっているというっているというこここことを申しとを申しとを申しとを申し添添添添えておきます。えておきます。えておきます。えておきます。以以以以上です。上です。上です。上です。

○川合地域農政課長○川合地域農政課長○川合地域農政課長○川合地域農政課長 山本委員から、山本委員から、山本委員から、山本委員から、幾幾幾幾つかの事業の例を引きながら、つかの事業の例を引きながら、つかの事業の例を引きながら、つかの事業の例を引きながら、耕耕耕耕作作作作放放放放棄棄棄棄地の地の地の地の再再再再生生生生

にににに向向向向けたおけたおけたおけたお尋ね尋ね尋ね尋ねがごがごがごがござざざざいましたので、おいましたので、おいましたので、おいましたので、お答答答答えを申し上げます。えを申し上げます。えを申し上げます。えを申し上げます。

耕耕耕耕作作作作放放放放棄棄棄棄地の地の地の地の問題問題問題問題の発の発の発の発生生生生につきましては、農産につきましては、農産につきましては、農産につきましては、農産物物物物のののの価価価価格格格格の低の低の低の低迷迷迷迷ですとか、それから農業ですとか、それから農業ですとか、それから農業ですとか、それから農業

のののの担担担担い手の高い手の高い手の高い手の高齢齢齢齢化を化を化を化を含含含含めめめめまして、さままして、さままして、さままして、さまざざざざまな要まな要まな要まな要因因因因がががが複雑複雑複雑複雑に絡に絡に絡に絡み合み合み合み合う中でう中でう中でう中で起起起起ここここっている事っている事っている事っている事象象象象

ででででああああるとるとるとると認認認認識識識識しております。県といたしましてしております。県といたしましてしております。県といたしましてしております。県といたしましてもももも、その対、その対、その対、その対策策策策としては従としては従としては従としては従来来来来から、１つは、から、１つは、から、１つは、から、１つは、

まずそれをいかにまずそれをいかにまずそれをいかにまずそれをいかに未然防止未然防止未然防止未然防止するかというするかというするかというするかという方方方方面面面面の対の対の対の対策策策策、それから、、それから、、それから、、それから、残念残念残念残念ながらながらながらながら耕耕耕耕作作作作放放放放棄棄棄棄になになになにな

ってしまったってしまったってしまったってしまったもももものについて、のについて、のについて、のについて、ここここれをれをれをれをどどどどうううう再再再再生生生生するか。するか。するか。するか。ここここの２つのの２つのの２つのの２つの視視視視点点点点からからからから主主主主にににに取取取取りりりり組み組み組み組みをををを

進進進進めめめめてきているとてきているとてきているとてきているとこここころでごろでごろでごろでござざざざいます。います。います。います。

ここここここここでは、まずでは、まずでは、まずでは、まずここここのうちのうちのうちのうち耕耕耕耕作作作作放放放放棄棄棄棄地の地の地の地の再再再再生生生生の部の部の部の部分分分分についてについてについてについて少少少少しししし焦焦焦焦点点点点をををを絞絞絞絞って申し上げまって申し上げまって申し上げまって申し上げま

すけれすけれすけれすけれどもどもどもども、平成２０年度、平成２０年度、平成２０年度、平成２０年度ぐぐぐぐらいかららいかららいかららいから国国国国のののの耕耕耕耕作作作作放放放放棄棄棄棄地地地地再再再再生生生生にににに向向向向けたけたけたけた緊急緊急緊急緊急対対対対策策策策、それから、それから、それから、それから今今今今

年度、平成２４年度からは、県としまして年度、平成２４年度からは、県としまして年度、平成２４年度からは、県としまして年度、平成２４年度からは、県としましてももももさらにさらにさらにさらにここここれを補れを補れを補れを補完完完完していくしていくしていくしていく単独単独単独単独施施施施策策策策を設けまを設けまを設けまを設けま

して事業を実施してきたとして事業を実施してきたとして事業を実施してきたとして事業を実施してきたとこここころでごろでごろでごろでござざざざいます。います。います。います。今今今今後後後後とととともこもこもこもこれらの事業をれらの事業をれらの事業をれらの事業を含含含含めめめめまして対まして対まして対まして対策策策策のののの

推進を推進を推進を推進を図図図図っていくっていくっていくっていく必必必必要がご要がご要がご要がござざざざいますけれいますけれいますけれいますけれどもどもどもども、、、、今今今今申し上げたような申し上げたような申し上げたような申し上げたような近近近近年の対年の対年の対年の対策策策策の中で、県の中で、県の中で、県の中で、県

内内内内のののの耕耕耕耕作作作作放放放放棄棄棄棄地の地の地の地の増増増増加加加加率率率率もももも幾幾幾幾らからからからか鈍鈍鈍鈍化するな化するな化するな化するなどどどど、一定の、一定の、一定の、一定の効果効果効果効果もももも上がってきていると上がってきていると上がってきていると上がってきているとこここころかろかろかろか

とはとはとはとは存じ存じ存じ存じます。ただ、ます。ただ、ます。ただ、ます。ただ、どどどどちらかとちらかとちらかとちらかと言言言言いますと、いますと、いますと、いますと、ここここれまでの制度、施れまでの制度、施れまでの制度、施れまでの制度、施策策策策というのは、農地をというのは、農地をというのは、農地をというのは、農地を

主主主主にににに再再再再生生生生して、そして、そして、そして、そここここからからからから生生生生産活産活産活産活動動動動のののの緒緒緒緒につくとにつくとにつくとにつくとこここころの部ろの部ろの部ろの部分分分分の支援が中心での支援が中心での支援が中心での支援が中心でああああった、った、った、った、主主主主ででででああああ

ったかとったかとったかとったかと考考考考えておりまして、えておりまして、えておりまして、えておりまして、言言言言うまでうまでうまでうまでももももなく、なく、なく、なく、営営営営農となりますと、そ農となりますと、そ農となりますと、そ農となりますと、そここここで農産で農産で農産で農産物物物物のののの生生生生産を産を産を産を

行って、実行って、実行って、実行って、実際際際際にににに販売販売販売販売してしてしてして収収収収入入入入をををを得得得得ていく、ていく、ていく、ていく、ここここれがれがれがれが重重重重要な部要な部要な部要な部分分分分になります。になります。になります。になります。

そそそそここここで、で、で、で、先先先先ほほほほどどどどごごごご指指指指摘摘摘摘をいただいたをいただいたをいただいたをいただいた、、、、「平成２５年度一般会計特別会計予算案の概要、「平成２５年度一般会計特別会計予算案の概要、「平成２５年度一般会計特別会計予算案の概要、「平成２５年度一般会計特別会計予算案の概要、

平成２４年度一般会計特別会計補正予算案の概要」４平成２４年度一般会計特別会計補正予算案の概要」４平成２４年度一般会計特別会計補正予算案の概要」４平成２４年度一般会計特別会計補正予算案の概要」４９９９９ページにごページにごページにごページにござざざざいます平成２５年度います平成２５年度います平成２５年度います平成２５年度

で新規事業として予算をお願いしておりますで新規事業として予算をお願いしておりますで新規事業として予算をお願いしておりますで新規事業として予算をお願いしております耕耕耕耕作作作作放放放放棄棄棄棄地地地地再再再再生生生生活用活用活用活用モデモデモデモデル事業に関しましてル事業に関しましてル事業に関しましてル事業に関しまして

は、従は、従は、従は、従来来来来からの支援からの支援からの支援からの支援内容内容内容内容に加えまして、出に加えまして、出に加えまして、出に加えまして、出荷荷荷荷、、、、販売販売販売販売ななななどもどもどもども含含含含めめめめた、た、た、た、生生生生産からそういった産からそういった産からそういった産からそういった販販販販

売売売売までの一連の活までの一連の活までの一連の活までの一連の活動動動動を支援対を支援対を支援対を支援対象象象象としまして、としまして、としまして、としまして、再再再再生生生生された農地でされた農地でされた農地でされた農地で生生生生産が出産が出産が出産が出荷荷荷荷、、、、販売販売販売販売につながにつながにつながにつなが

っていく、っていく、っていく、っていく、ここここういうういうういうういう耕耕耕耕作作作作放放放放棄棄棄棄地の地の地の地の再再再再生生生生事例を事例を事例を事例を生み生み生み生み出して、農地の出して、農地の出して、農地の出して、農地の有効有効有効有効活用につなげて一つ活用につなげて一つ活用につなげて一つ活用につなげて一つ

ののののモデモデモデモデルにしていくルにしていくルにしていくルにしていくこここことをとをとをとを念念念念頭頭頭頭に置いたに置いたに置いたに置いたもももものでごのでごのでごのでござざざざいます。そういう中で、農業者のいます。そういう中で、農業者のいます。そういう中で、農業者のいます。そういう中で、農業者の方々方々方々方々

が新たなが新たなが新たなが新たなアイアイアイアイデデデデアアアアをををを有有有有してしてしてして取取取取りりりり組組組組んでいんでいんでいんでいここここうといううといううといううというもももものについて支援をしていきたいとのについて支援をしていきたいとのについて支援をしていきたいとのについて支援をしていきたいと考考考考
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えているえているえているえているもももものでごのでごのでごのでござざざざいます。います。います。います。ここここれによりましてれによりましてれによりましてれによりまして模模模模範的範的範的範的な事例なな事例なな事例なな事例などどどどをををを生み生み生み生み出して、出して、出して、出して、ここここれをれをれをれをモモモモ

デデデデルにしてルにしてルにしてルにして後後後後に続くに続くに続くに続く取取取取りりりり組み組み組み組みをより多くをより多くをより多くをより多く生み生み生み生み出していきたいと出していきたいと出していきたいと出していきたいと考考考考えている事業でごえている事業でごえている事業でごえている事業でござざざざいまいまいまいま

す。す。す。す。

それから、５０ページにそれから、５０ページにそれから、５０ページにそれから、５０ページに耕耕耕耕作作作作放放放放棄棄棄棄地の景観地の景観地の景観地の景観向向向向上上上上促促促促進事業がご進事業がご進事業がご進事業がござざざざいますけれいますけれいますけれいますけれどもどもどもども、、、、ここここれはれはれはれは

今今今今年度から年度から年度から年度から始め始め始め始めさせていただいている事業でごさせていただいている事業でごさせていただいている事業でごさせていただいている事業でござざざざいまして、いまして、いまして、いまして、道道道道路路路路とかとかとかとか散散散散策策策策道道道道とか、とか、とか、とか、ああああるいるいるいるい

は観光資は観光資は観光資は観光資源源源源のののの近近近近くなくなくなくなどどどどで景観上で景観上で景観上で景観上非常非常非常非常にににに重重重重要な地域がご要な地域がご要な地域がご要な地域がござざざざいます。います。います。います。ややややはり奈はり奈はり奈はり奈良良良良県の景観を県の景観を県の景観を県の景観を原原原原

風風風風景を景を景を景を守守守守るというるというるというるというこここことで、景観とで、景観とで、景観とで、景観作作作作物物物物のののの導導導導入入入入ななななどどどどの部の部の部の部分分分分についての支援を申し上げている事についての支援を申し上げている事についての支援を申し上げている事についての支援を申し上げている事

業でご業でご業でご業でござざざざいます。います。います。います。

いずれにしましていずれにしましていずれにしましていずれにしましてもももも、、、、耕耕耕耕作作作作放放放放棄棄棄棄地という部地という部地という部地という部分分分分のののの再再再再生生生生をををを図図図図って、いかに農地、って、いかに農地、って、いかに農地、って、いかに農地、土土土土地の資地の資地の資地の資源源源源

をををを有効有効有効有効にににに図図図図っていくか。っていくか。っていくか。っていくか。ここここれを大事に進れを大事に進れを大事に進れを大事に進めめめめていきたいと思っております。ていきたいと思っております。ていきたいと思っております。ていきたいと思っております。以以以以上でご上でご上でご上でござざざざいまいまいまいま

す。す。す。す。

○田中農林部次長森林整備課長事務取扱○田中農林部次長森林整備課長事務取扱○田中農林部次長森林整備課長事務取扱○田中農林部次長森林整備課長事務取扱 愛鳥週愛鳥週愛鳥週愛鳥週間間間間、、、、全国全国全国全国野野野野鳥鳥鳥鳥保護保護保護保護のつのつのつのつどどどどいのおいのおいのおいのお問問問問いいいい合わ合わ合わ合わ

せです。せです。せです。せです。

全国全国全国全国野野野野鳥鳥鳥鳥保護保護保護保護のつのつのつのつどどどどいは、昭和２２年にいは、昭和２２年にいは、昭和２２年にいは、昭和２２年にババババーーーードドドドデデデデイイイイのつのつのつのつどどどどいとして第１いとして第１いとして第１いとして第１回目回目回目回目ががががスタスタスタスターーーートトトト

しております。しております。しております。しております。ここここれが昭和３６年かられが昭和３６年かられが昭和３６年かられが昭和３６年から毎毎毎毎年５月の年５月の年５月の年５月の愛鳥週愛鳥週愛鳥週愛鳥週間間間間に開に開に開に開催催催催されているされているされているされている全国全国全国全国規規規規模模模模の行の行の行の行

事となりまして、第６７事となりまして、第６７事となりまして、第６７事となりまして、第６７回目回目回目回目が５月に本県で開が５月に本県で開が５月に本県で開が５月に本県で開催催催催されるというされるというされるというされるというもももものでごのでごのでごのでござざざざいます。います。います。います。主催主催主催主催はははは

環境環境環境環境省省省省と日本と日本と日本と日本鳥鳥鳥鳥類類類類保護保護保護保護連連連連盟盟盟盟、それから奈、それから奈、それから奈、それから奈良良良良県でご県でご県でご県でござざざざいます。います。います。います。

ここここの行事は、の行事は、の行事は、の行事は、通通通通例で例で例で例でああああれれれればばばば日本日本日本日本鳥鳥鳥鳥類類類類保護保護保護保護連連連連盟盟盟盟の総の総の総の総裁裁裁裁をされておられますをされておられますをされておられますをされておられます常常常常陸宮殿陸宮殿陸宮殿陸宮殿下と下と下と下と同同同同

妃殿妃殿妃殿妃殿下のご下のご下のご下のご臨臨臨臨席席席席ののののももももと、と、と、と、来来来来る５月１２日日る５月１２日日る５月１２日日る５月１２日日曜曜曜曜日に県日に県日に県日に県橿橿橿橿原原原原文文文文化会化会化会化会館館館館でででで記記記記念式典念式典念式典念式典が開が開が開が開催催催催されるされるされるされる

運運運運びとなっております。びとなっております。びとなっております。びとなっております。人人人人数数数数的的的的にはにはにはにはああああまり大きなまり大きなまり大きなまり大きなもももものではのではのではのではあああありませんが、３００名程度をりませんが、３００名程度をりませんが、３００名程度をりませんが、３００名程度を

予定しております。予定しております。予定しております。予定しております。

記記記記念式典念式典念式典念式典では、野では、野では、野では、野鳥鳥鳥鳥をををを含含含含めめめめた野た野た野た野生生物生生物生生物生生物のののの保護保護保護保護活活活活動動動動に関して、に関して、に関して、に関して、全国全国全国全国からからからから選選選選ばばばばれましたれましたれましたれました功功功功労労労労

者の者の者の者の方々方々方々方々が日本が日本が日本が日本鳥鳥鳥鳥類類類類保護保護保護保護連連連連盟盟盟盟の総の総の総の総裁裁裁裁賞賞賞賞でででであああありますとか環境大りますとか環境大りますとか環境大りますとか環境大臣臣臣臣賞賞賞賞ななななどどどどを受を受を受を受賞賞賞賞される予定でされる予定でされる予定でされる予定で

ごごごござざざざいます。います。います。います。

また、野また、野また、野また、野生生物保護生生物保護生生物保護生生物保護活活活活動動動動の発の発の発の発表表表表といたしまして、県といたしまして、県といたしまして、県といたしまして、県内内内内の中の中の中の中学生学生学生学生によるによるによるによる学校周学校周学校周学校周辺辺辺辺での野での野での野での野鳥鳥鳥鳥

のののの種類種類種類種類、、、、ああああるいは数の変化と川のるいは数の変化と川のるいは数の変化と川のるいは数の変化と川の汚汚汚汚染染染染度の関係な度の関係な度の関係な度の関係などどどどについての発についての発についての発についての発表表表表が行が行が行が行わわわわれる予定でごれる予定でごれる予定でごれる予定でござざざざ

います。います。います。います。

また、地元の関連行事といたしまして、また、地元の関連行事といたしまして、また、地元の関連行事といたしまして、また、地元の関連行事といたしまして、記記記記紀紀紀紀・万・万・万・万葉葉葉葉のののの鳥鳥鳥鳥絵絵絵絵画画画画ココココンクンクンクンクールールールールや記や記や記や記念講演念講演念講演念講演、そ、そ、そ、そ

れから野れから野れから野れから野鳥鳥鳥鳥観観観観察察察察会の開会の開会の開会の開催催催催ななななどどどどをををを考考考考えております。えております。えております。えております。記記記記紀紀紀紀・万・万・万・万葉葉葉葉のののの鳥鳥鳥鳥絵絵絵絵画画画画ココココンクンクンクンクールは、県ールは、県ールは、県ールは、県内内内内

の高の高の高の高校生校生校生校生によりますによりますによりますによりますググググルールールーループプププを対を対を対を対象象象象としまして、としまして、としまして、としまして、古古古古事事事事記記記記、日本、日本、日本、日本書書書書紀紀紀紀、万、万、万、万葉葉葉葉集集集集で野で野で野で野鳥鳥鳥鳥がががが詠詠詠詠まままま
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れているうたれているうたれているうたれているうたや物や物や物や物語語語語をををを題材題材題材題材に、に、に、に、絵絵絵絵画画画画作品作品作品作品のののの作作作作成成成成及及及及びそのびそのびそのびその作作作作成成成成過過過過程程程程もももも審査して審査して審査して審査して優優優優秀秀秀秀作品作品作品作品のののの表表表表

彰彰彰彰を行うを行うを行うを行うももももので、ので、ので、ので、去去去去年の７月に４年の７月に４年の７月に４年の７月に４校校校校７７７７作品作品作品作品が１が１が１が１次次次次審査を審査を審査を審査を通通通通過過過過して、して、して、して、今今今今現在作現在作現在作現在作成をしていた成をしていた成をしていた成をしていた

だいております。だいております。だいております。だいております。今今今今後後後後は４月２０日に最は４月２０日に最は４月２０日に最は４月２０日に最終終終終審査会を開審査会を開審査会を開審査会を開催催催催しまして、しまして、しまして、しまして、優優優優秀秀秀秀作品作品作品作品をををを選選選選定し、５定し、５定し、５定し、５

月１１日に万月１１日に万月１１日に万月１１日に万葉文葉文葉文葉文化会化会化会化会館館館館でででで表彰表彰表彰表彰式式式式を行いたいと思っております。を行いたいと思っております。を行いたいと思っております。を行いたいと思っております。ここここのののの表彰表彰表彰表彰式式式式ととととあわあわあわあわせましせましせましせまし

て、て、て、て、記記記記念講演念講演念講演念講演を２名のを２名のを２名のを２名の方方方方にお願いしたいと思っております。１名が日本野にお願いしたいと思っております。１名が日本野にお願いしたいと思っております。１名が日本野にお願いしたいと思っております。１名が日本野鳥鳥鳥鳥の会奈の会奈の会奈の会奈良良良良支部支部支部支部

の川の川の川の川瀬瀬瀬瀬さん、奈さん、奈さん、奈さん、奈良良良良県に県に県に県に生生生生息息息息する野する野する野する野鳥鳥鳥鳥……………………。。。。

○田中委員長○田中委員長○田中委員長○田中委員長 済済済済みみみみません、ちません、ちません、ちません、ちょょょょっとごっとごっとごっとご答弁答弁答弁答弁をいただいているをいただいているをいただいているをいただいている途途途途中でご中でご中でご中でござざざざいますが、ごいますが、ごいますが、ごいますが、ご答答答答

弁弁弁弁、できるだけ簡潔に、きっちりしたご、できるだけ簡潔に、きっちりしたご、できるだけ簡潔に、きっちりしたご、できるだけ簡潔に、きっちりしたご答弁答弁答弁答弁でごでごでごでござざざざいますけれいますけれいますけれいますけれどもどもどもども、よろしくお願いいた、よろしくお願いいた、よろしくお願いいた、よろしくお願いいた

します。します。します。します。

○田中農林部次長森林整備課長事務取扱○田中農林部次長森林整備課長事務取扱○田中農林部次長森林整備課長事務取扱○田中農林部次長森林整備課長事務取扱 記記記記念講演念講演念講演念講演ををををあわあわあわあわせてさせていただきます。せてさせていただきます。せてさせていただきます。せてさせていただきます。

それから、野それから、野それから、野それから、野鳥鳥鳥鳥観観観観察察察察会は会は会は会は子ども子ども子ども子どもから大から大から大から大人人人人までのまでのまでのまでの幅幅幅幅広い年広い年広い年広い年齢齢齢齢層層層層のののの方々方々方々方々を対を対を対を対象象象象に、初心者でに、初心者でに、初心者でに、初心者で

もももも身身身身近近近近な野な野な野な野鳥鳥鳥鳥にににに親親親親ししししむこむこむこむことができるようとができるようとができるようとができるよう準準準準備を進備を進備を進備を進めめめめておりまして、５月１１日にておりまして、５月１１日にておりまして、５月１１日にておりまして、５月１１日に橿橿橿橿原原原原公苑公苑公苑公苑

で野で野で野で野鳥鳥鳥鳥の会奈の会奈の会奈の会奈良良良良支部と支部と支部と支部と共共共共催催催催で行いたいと思っております。で行いたいと思っております。で行いたいと思っております。で行いたいと思っております。

今今今今後後後後、、、、ここここのののの式典式典式典式典をををを通じ通じ通じ通じまして、野まして、野まして、野まして、野鳥鳥鳥鳥や自然や自然や自然や自然とのとのとのとの触触触触れれれれ合合合合いをいをいをいを通じ通じ通じ通じて、県民のて、県民のて、県民のて、県民の方々方々方々方々に野に野に野に野鳥鳥鳥鳥保保保保

護護護護の思の思の思の思想想想想のののの普及普及普及普及とととと自然自然自然自然ととととととととももももにににに生生生生きる心をはきる心をはきる心をはきる心をはぐぐぐぐくくくくむ機運む機運む機運む機運がががが醸醸醸醸成されますよう、関係成されますよう、関係成されますよう、関係成されますよう、関係機機機機関と関と関と関と

調調調調整整整整をとっていきたいと思っております。をとっていきたいと思っております。をとっていきたいと思っております。をとっていきたいと思っております。以以以以上でご上でご上でご上でござざざざいます。います。います。います。

○田中委員長○田中委員長○田中委員長○田中委員長 簡潔にお願いいたします。簡潔にお願いいたします。簡潔にお願いいたします。簡潔にお願いいたします。

○上山景観・環境局次長○上山景観・環境局次長○上山景観・環境局次長○上山景観・環境局次長 アセスアセスアセスアセスメメメメントントントントについてのごについてのごについてのごについてのご質問質問質問質問でごでごでごでござざざざいました。いました。いました。いました。

アセスアセスアセスアセスメメメメントントントントを実施するを実施するを実施するを実施する根拠根拠根拠根拠法法法法令令令令は、環境影は、環境影は、環境影は、環境影響評価法響評価法響評価法響評価法というというというという法法法法律律律律がごがごがごがござざざざいますが、いますが、いますが、いますが、ここここれれれれ

は平成は平成は平成は平成９９９９年に年に年に年に公布公布公布公布されております。されております。されております。されております。ここここのののの法法法法を受けまして、県でを受けまして、県でを受けまして、県でを受けまして、県でもももも平成１０年１２月に平成１０年１２月に平成１０年１２月に平成１０年１２月に条条条条例例例例

を制定いたしました。を制定いたしました。を制定いたしました。を制定いたしました。アセスアセスアセスアセスメメメメントントントントは開発には開発には開発には開発に当当当当たって環境に影たって環境に影たって環境に影たって環境に影響響響響をををを及及及及ぼぼぼぼす事す事す事す事象象象象をををを調調調調査、予査、予査、予査、予

測測測測、、、、評価評価評価評価した上で、した上で、した上で、した上で、適適適適切切切切な環境な環境な環境な環境保全保全保全保全を実施するを実施するを実施するを実施するこここことをとをとをとを求求求求めめめめるるるるもももものでごのでごのでごのでござざざざいますが、ご案いますが、ご案いますが、ご案いますが、ご案内内内内

のとおり、県のとおり、県のとおり、県のとおり、県内内内内は大和・は大和・は大和・は大和・青青青青垣垣垣垣をはをはをはをはじめじめじめじめとするとするとするとする緑緑緑緑豊豊豊豊かなかなかなかな自然自然自然自然環境がご環境がご環境がご環境がござざざざいまして、いまして、いまして、いまして、ここここれのれのれのれの保保保保

全全全全は大変は大変は大変は大変重重重重要な要な要な要なこここことでごとでごとでごとでござざざざいます。そういった観います。そういった観います。そういった観います。そういった観点点点点から、から、から、から、廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物処理処理処理処理施設で施設で施設で施設であああありますとかりますとかりますとかりますとか

土土土土石採石採石採石採取取取取の事業についての事業についての事業についての事業についてもももも本県の本県の本県の本県の条条条条例で対例で対例で対例で対象象象象事業といたしました。規事業といたしました。規事業といたしました。規事業といたしました。規模模模模につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、

山本委員お山本委員お山本委員お山本委員お述述述述べべべべのように、３のように、３のように、３のように、３ヘヘヘヘクタクタクタクタールとールとールとールと全国的全国的全国的全国的にににに見見見見て大変て大変て大変て大変厳厳厳厳しいしいしいしい基基基基準準準準になっておりますになっておりますになっておりますになっております

が、が、が、が、ここここれは、れは、れは、れは、条条条条例制定例制定例制定例制定当当当当時時時時、開発がご、開発がご、開発がご、開発がござざざざいまして、いまして、いまして、いまして、自然自然自然自然景観の景観の景観の景観の破壊破壊破壊破壊等等等等のののの状況状況状況状況がごがごがごがござざざざいましいましいましいまし

た。そのたた。そのたた。そのたた。そのためめめめ、制度の実、制度の実、制度の実、制度の実効効効効性を性を性を性を確確確確実に実に実に実に担保担保担保担保するとするとするとするとこここころから、ろから、ろから、ろから、少少少少しししし厳厳厳厳しいですけれしいですけれしいですけれしいですけれどもどもどもども、３、３、３、３

ヘヘヘヘクタクタクタクタールとールとールとールと決決決決めめめめさせていただいたとさせていただいたとさせていただいたとさせていただいたとこここころでごろでごろでごろでござざざざいます。います。います。います。

一一一一方方方方、環境影、環境影、環境影、環境影響評価法響評価法響評価法響評価法が施行されて、すでに１０年が施行されて、すでに１０年が施行されて、すでに１０年が施行されて、すでに１０年以以以以上が経上が経上が経上が経過過過過いたしました。平成２３いたしました。平成２３いたしました。平成２３いたしました。平成２３
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年４月には一部年４月には一部年４月には一部年４月には一部改改改改正正正正ももももごごごござざざざいまして、いまして、いまして、いまして、今今今今後後後後、事業のより、事業のより、事業のより、事業のより早早早早いいいい段段段段階階階階においてにおいてにおいてにおいても配慮も配慮も配慮も配慮のたのたのたのためめめめのののの

手続を行っていただく手続を行っていただく手続を行っていただく手続を行っていただく体体体体制になっております。制になっております。制になっております。制になっております。ここここういったういったういったういったこここことは、一部また事業者のとは、一部また事業者のとは、一部また事業者のとは、一部また事業者の方へ方へ方へ方へ

のののの負担負担負担負担のののの増増増増加に加に加に加にももももなってまいります。なってまいります。なってまいります。なってまいります。ここここういうういうういうういう状況状況状況状況ももももごごごござざざざいまして、いまして、いまして、いまして、国国国国では一部の手続にでは一部の手続にでは一部の手続にでは一部の手続に

ついて簡ついて簡ついて簡ついて簡略略略略化化化化等等等等のののの見直見直見直見直しのしのしのしの検討も検討も検討も検討もされているとされているとされているとされているとこここころでごろでごろでごろでござざざざいます。県においています。県においています。県においています。県においても条も条も条も条例の例の例の例の改改改改

正を正を正を正を今検討今検討今検討今検討しておりますけれしておりますけれしておりますけれしておりますけれどもどもどもども、、、、あわあわあわあわせてせてせてせて技術技術技術技術指指指指針針針針のののの見直見直見直見直しを行っていく中で、例えしを行っていく中で、例えしを行っていく中で、例えしを行っていく中で、例えばばばば

既存既存既存既存のののの文文文文献献献献の資料を活用するの資料を活用するの資料を活用するの資料を活用するこここことができないかとか、それから施設のとができないかとか、それから施設のとができないかとか、それから施設のとができないかとか、それから施設の更更更更新で新で新で新でＣＣＣＣＯＯＯＯ２２２２、また、また、また、また

大大大大気気気気汚汚汚汚染物染物染物染物質質質質とかとかとかとか水質汚濁水質汚濁水質汚濁水質汚濁物物物物質質質質による環境による環境による環境による環境負負負負荷荷荷荷の低の低の低の低減減減減をををを図図図図れるというれるというれるというれるというこここことが明らかなとが明らかなとが明らかなとが明らかな場合場合場合場合

は手続の簡は手続の簡は手続の簡は手続の簡略略略略化ができないか化ができないか化ができないか化ができないかどどどどうか、うか、うか、うか、ここここういったういったういったういった内容も検討内容も検討内容も検討内容も検討の対の対の対の対象象象象としてまいりたいととしてまいりたいととしてまいりたいととしてまいりたいと考考考考

えております。えております。えております。えております。

引き続いて、太陽光発電の件について引き続いて、太陽光発電の件について引き続いて、太陽光発電の件について引き続いて、太陽光発電の件についてもももも答弁答弁答弁答弁をさせていただきます。をさせていただきます。をさせていただきます。をさせていただきます。

家庭用の太陽光発電の補助家庭用の太陽光発電の補助家庭用の太陽光発電の補助家庭用の太陽光発電の補助額額額額については、太陽光パネルのについては、太陽光パネルのについては、太陽光パネルのについては、太陽光パネルの市場市場市場市場価価価価格格格格のののの動向動向動向動向を踏まえて、を踏まえて、を踏まえて、を踏まえて、

設置者の設置者の設置者の設置者の持持持持ちちちち分分分分の一定の一定の一定の一定割割割割合合合合を補助するというを補助するというを補助するというを補助するという考考考考ええええ方方方方で進で進で進で進めめめめております。太陽光パネルのております。太陽光パネルのております。太陽光パネルのております。太陽光パネルの市市市市

場場場場価価価価格格格格ははははここここここここ最最最最近近近近急急急急激激激激に下がってきております。平成２１年度では１に下がってきております。平成２１年度では１に下がってきております。平成２１年度では１に下がってきております。平成２１年度では１キキキキロロロロワワワワットットットット当当当当たりたりたりたり全全全全

国国国国平平平平均均均均６０万７，０００円でご６０万７，０００円でご６０万７，０００円でご６０万７，０００円でござざざざいましたが、平成２４年度に県が補助を行いました実いましたが、平成２４年度に県が補助を行いました実いましたが、平成２４年度に県が補助を行いました実いましたが、平成２４年度に県が補助を行いました実際際際際

の実の実の実の実績績績績をををを見見見見ますと、１ますと、１ますと、１ますと、１キキキキロロロロワワワワットットットット当当当当たり５０万８，０００円と１０万円たり５０万８，０００円と１０万円たり５０万８，０００円と１０万円たり５０万８，０００円と１０万円近近近近く低く低く低く低減減減減してきてしてきてしてきてしてきて

おります。そんなおります。そんなおります。そんなおります。そんなここここととととももももごごごござざざざいまして、いまして、いまして、いまして、今回今回今回今回補助補助補助補助額額額額を８万円とさせていただいたを８万円とさせていただいたを８万円とさせていただいたを８万円とさせていただいたわわわわけでごけでごけでごけでご

ざざざざいますが、３いますが、３いますが、３いますが、３キキキキロロロロワワワワットットットットのパネルを設置しますとのパネルを設置しますとのパネルを設置しますとのパネルを設置しますと約約約約１５２万４，０００円ほ１５２万４，０００円ほ１５２万４，０００円ほ１５２万４，０００円ほどどどどかかるとかかるとかかるとかかると

思います。そのうち思います。そのうち思います。そのうち思います。そのうち国国国国からの補助金からの補助金からの補助金からの補助金９９９９万円とか電万円とか電万円とか電万円とか電気気気気料金の料金の料金の料金の節節節節減額減額減額減額、それから、それから、それから、それから買買買買いいいい取取取取り、り、り、り、売売売売

電の電の電の電の収収収収益益益益等々等々等々等々ごごごござざざざいますと２６万２，０００円いますと２６万２，０００円いますと２６万２，０００円いますと２６万２，０００円ぐぐぐぐらいらいらいらい残残残残ります。さらにはります。さらにはります。さらにはります。さらには市町市町市町市町村で１０万村で１０万村で１０万村で１０万

円ほ円ほ円ほ円ほどどどどの補助の補助の補助の補助ももももごごごござざざざいますので、最いますので、最いますので、最いますので、最終終終終的的的的な設置者のな設置者のな設置者のな設置者の負担負担負担負担額額額額はははは今今今今１６万円程度かと思います。１６万円程度かと思います。１６万円程度かと思います。１６万円程度かと思います。

その２その２その２その２分分分分の１を県から補助させていただくの１を県から補助させていただくの１を県から補助させていただくの１を県から補助させていただく考考考考ええええ方方方方で、８万円とさせていただきました。一で、８万円とさせていただきました。一で、８万円とさせていただきました。一で、８万円とさせていただきました。一

方方方方、、、、国国国国においてにおいてにおいてにおいてもももも同同同同様に、補助の様に、補助の様に、補助の様に、補助の見直見直見直見直ししししももももされているとされているとされているとされているとこここころでごろでごろでごろでござざざざいます。また、８万円います。また、８万円います。また、８万円います。また、８万円

に引き下げるととに引き下げるととに引き下げるととに引き下げるととももももに、多くのに、多くのに、多くのに、多くの方方方方にご利用いただけるように、１，５００件にご利用いただけるように、１，５００件にご利用いただけるように、１，５００件にご利用いただけるように、１，５００件都都都都件数を１件数を１件数を１件数を１．．．．

５５５５倍倍倍倍に拡大に拡大に拡大に拡大ももももさせていただいたとさせていただいたとさせていただいたとさせていただいたとこここころでごろでごろでごろでござざざざいます。います。います。います。今今今今後後後後、、、、ここここういった施ういった施ういった施ういった施策策策策をををを通じ通じ通じ通じて、よて、よて、よて、よ

り一り一り一り一層層層層家庭のいろいろな、太陽光発電が家庭のいろいろな、太陽光発電が家庭のいろいろな、太陽光発電が家庭のいろいろな、太陽光発電が普及普及普及普及するようにするようにするようにするように努努努努めめめめてまいりたいと思います。てまいりたいと思います。てまいりたいと思います。てまいりたいと思います。以以以以

上でご上でご上でご上でござざざざいます。います。います。います。

○吉田スポーツ振興課長○吉田スポーツ振興課長○吉田スポーツ振興課長○吉田スポーツ振興課長 スポスポスポスポーーーーツツツツ施設施設施設施設等等等等のののの整整整整備備備備検討検討検討検討事業についてのお事業についてのお事業についてのお事業についてのお問問問問いいいい合わ合わ合わ合わせでごせでごせでごせでござざざざ

います。います。います。います。

県の施設だけではなく、県の施設だけではなく、県の施設だけではなく、県の施設だけではなく、市町市町市町市町村の施設で村の施設で村の施設で村の施設であああありますとか民りますとか民りますとか民りますとか民間間間間施設、そういった施設、そういった施設、そういった施設、そういったもももものののののののの現状現状現状現状

をしっかりをしっかりをしっかりをしっかり調調調調査した上で、査した上で、査した上で、査した上で、どどどどのようなのようなのようなのような役役役役割割割割分分分分担担担担ができるかができるかができるかができるかどどどどうかをうかをうかをうかを整整整整理理理理、、、、検討検討検討検討した上でした上でした上でした上で既既既既
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存存存存の施設のの施設のの施設のの施設の改修改修改修改修計計計計画等画等画等画等をををを検討検討検討検討したいとしたいとしたいとしたいと考考考考えておりまして、えておりまして、えておりまして、えておりまして、あわあわあわあわせて、せて、せて、せて、将将将将来来来来、奈、奈、奈、奈良良良良県にとっ県にとっ県にとっ県にとっ

ててててどどどどのような施設がのような施設がのような施設がのような施設が必必必必要か要か要か要かどどどどうかについてうかについてうかについてうかについても研究も研究も研究も研究したいとしたいとしたいとしたいと考考考考えております。奈えております。奈えております。奈えております。奈良良良良県にとっ県にとっ県にとっ県にとっ

て最て最て最て最も望も望も望も望ましいましいましいましいスポスポスポスポーーーーツツツツ施設の施設の施設の施設のあああありりりり方方方方をををを既存既存既存既存ののののスポスポスポスポーーーーツツツツ施設と新たな施設と新たな施設と新たな施設と新たなスポスポスポスポーーーーツツツツ施設の施設の施設の施設の研究研究研究研究

と関連と関連と関連と関連づづづづけて、多様な観けて、多様な観けて、多様な観けて、多様な観点点点点からからからから検討検討検討検討したいとしたいとしたいとしたいと考考考考えているえているえているえているもももものでごのでごのでごのでござざざざいます。います。います。います。以以以以上でご上でご上でご上でござざざざいいいい

ます。ます。ます。ます。

○山本委員○山本委員○山本委員○山本委員 質問質問質問質問の多いの多いの多いの多い分分分分、よく、よく、よく、よくわわわわかりましたいうかりましたいうかりましたいうかりましたいうこここことで引き下がる予定でしたが、とで引き下がる予定でしたが、とで引き下がる予定でしたが、とで引き下がる予定でしたが、隣隣隣隣のののの

和田委員から和田委員から和田委員から和田委員からメメメメモモモモがががが舞舞舞舞いいいい込込込込んできまして、１つだけ要んできまして、１つだけ要んできまして、１つだけ要んできまして、１つだけ要望望望望というか、というか、というか、というか、耕耕耕耕作作作作放放放放棄棄棄棄地と地と地と地と遊休遊休遊休遊休地の地の地の地の

市町市町市町市町村別村別村別村別面面面面積積積積を資料としてを資料としてを資料としてを資料として後後後後日出して日出して日出して日出してももももらえないでしらえないでしらえないでしらえないでしょょょょうかといううかといううかといううかというこここことで、とで、とで、とで、ああああとはとはとはとはももももう説う説う説う説

明がよく明がよく明がよく明がよくわわわわかりましたので、かりましたので、かりましたので、かりましたので、終終終終わわわわります。ります。ります。ります。

○畭委員○畭委員○畭委員○畭委員 それでは、３それでは、３それでは、３それでは、３点点点点質問質問質問質問させていただきます。させていただきます。させていただきます。させていただきます。

代代代代表質問表質問表質問表質問に関連して、１つは経済産業雇用振興会議が開かれているに関連して、１つは経済産業雇用振興会議が開かれているに関連して、１つは経済産業雇用振興会議が開かれているに関連して、１つは経済産業雇用振興会議が開かれているこここことで、それを受けとで、それを受けとで、それを受けとで、それを受け

まして、まして、まして、まして、女女女女性の性の性の性の就労就労就労就労についてについてについてについて質問質問質問質問させていただきました。知事のさせていただきました。知事のさせていただきました。知事のさせていただきました。知事の答弁答弁答弁答弁を、を、を、を、改め改め改め改めてててて見見見見させてさせてさせてさせて

いただきまして、いただきまして、いただきまして、いただきまして、確確確確認認認認しましたしましたしましたしましたこここことは、とは、とは、とは、女女女女性と高性と高性と高性と高齢齢齢齢者は者は者は者はここここれからのれからのれからのれからの時時時時代、代、代、代、貴重貴重貴重貴重なななな労労労労働働働働資資資資源源源源

ででででああああるというるというるというるというこここことで、奈とで、奈とで、奈とで、奈良良良良県には県には県には県には良良良良質質質質なななな労労労労働働働働資資資資源源源源がががが豊豊豊豊富富富富ににににああああるとるとるとると考考考考えられるというえられるというえられるというえられるというこここことでとでとでとで

す。そす。そす。そす。そここここで、で、で、で、女女女女性の性の性の性の働働働働く職く職く職く職場場場場、職、職、職、職住住住住近近近近接接接接がまずがまずがまずがまず基基基基本で本で本で本でああああると。その上でると。その上でると。その上でると。その上でワワワワーーーークククク・・・・ライフライフライフライフ・・・・

バランスバランスバランスバランス、そして、そして、そして、そして保育保育保育保育環境の環境の環境の環境の整整整整備、備、備、備、ここここれが大事でれが大事でれが大事でれが大事でああああると。ると。ると。ると。ここここののののこここことをとをとをとを整整整整備する中で、備する中で、備する中で、備する中で、女女女女性性性性

のののの就就就就業業業業率率率率ががががアップアップアップアップしていくというしていくというしていくというしていくという答弁答弁答弁答弁をされました。ですが、をされました。ですが、をされました。ですが、をされました。ですが、ここここの４年の４年の４年の４年間間間間でででで保育保育保育保育環境は、環境は、環境は、環境は、

定員が１，定員が１，定員が１，定員が１，９９９９００名００名００名００名ふふふふえたけれえたけれえたけれえたけれどもどもどもども、、、、果果果果たしてそれがたしてそれがたしてそれがたしてそれが就就就就業業業業率率率率ののののアップアップアップアップにつながっているかにつながっているかにつながっているかにつながっているか

といえといえといえといえばばばば、そうで、そうで、そうで、そうでももももないというようなおないというようなおないというようなおないというようなお答答答答えをされておりましたので、それをえをされておりましたので、それをえをされておりましたので、それをえをされておりましたので、それを考考考考えますと、えますと、えますと、えますと、

ややややはり職はり職はり職はり職場場場場での環境、での環境、での環境、での環境、ワワワワーーーークククク・・・・ライフライフライフライフ・・・・バランスバランスバランスバランス、、、、保育保育保育保育環境の環境の環境の環境の整整整整備、職備、職備、職備、職住住住住近近近近接接接接、、、、ここここういっういっういっういっ

たたたたこここことが３つとが３つとが３つとが３つ同同同同時時時時に行に行に行に行わわわわれなけれれなけれれなけれれなければばばば、、、、女女女女性の性の性の性の就就就就業業業業率率率率の本の本の本の本当当当当ののののアップアップアップアップにはつながらないのでにはつながらないのでにはつながらないのでにはつながらないので

はないかとはないかとはないかとはないかと感じ感じ感じ感じたとたとたとたとこここころでごろでごろでごろでござざざざいます。いろいろといます。いろいろといます。いろいろといます。いろいろとここここの経済産業雇用振興会議の資料をの経済産業雇用振興会議の資料をの経済産業雇用振興会議の資料をの経済産業雇用振興会議の資料を見見見見

させていただきました。させていただきました。させていただきました。させていただきました。ああああと、奈と、奈と、奈と、奈良良良良県の県の県の県の場合場合場合場合はははは若若若若者の者の者の者の非非非非正規雇用の正規雇用の正規雇用の正規雇用の割割割割合合合合がががが全国全国全国全国で下から３で下から３で下から３で下から３

番番番番目目目目に高いというに高いというに高いというに高いというこここことでごとでごとでごとでござざざざいます。います。います。います。ここここういったういったういったういった点も今点も今点も今点も今後後後後改改改改善善善善していかなけれしていかなけれしていかなけれしていかなければばばばいけないいけないいけないいけない

と思いますが、と思いますが、と思いますが、と思いますが、先先先先ほほほほどどどどからの予算の説明でからの予算の説明でからの予算の説明でからの予算の説明でもももも、産業・雇用振興部のはかなりの、産業・雇用振興部のはかなりの、産業・雇用振興部のはかなりの、産業・雇用振興部のはかなりのボリボリボリボリュュュューーーームムムム

がごがごがごがござざざざいました。といういました。といういました。といういました。というこここことは、県としてとは、県としてとは、県としてとは、県としてもこもこもこもこれにれにれにれに力力力力をををを入入入入れてれてれてれて取取取取りりりり組も組も組も組もうとされているかうとされているかうとされているかうとされているか

と思います。奈と思います。奈と思います。奈と思います。奈良良良良県の心県の心県の心県の心臓臓臓臓部と部と部と部ともももも言言言言ううううべべべべきききき分分分分野でご野でご野でご野でござざざざいます。経済産業雇用振興会議がいます。経済産業雇用振興会議がいます。経済産業雇用振興会議がいます。経済産業雇用振興会議が今今今今

後後後後どどどどのように開のように開のように開のように開催催催催をされて、をされて、をされて、をされて、ここここれがれがれがれがどどどどうにつながっていくのか。うにつながっていくのか。うにつながっていくのか。うにつながっていくのか。具具具具体的体的体的体的にににに教教教教えていただきえていただきえていただきえていただき

たいと思います。たいと思います。たいと思います。たいと思います。

２２２２点目点目点目点目は、は、は、は、教育教育教育教育のののの現現現現場場場場でででであああありますりますりますります学校図学校図学校図学校図書書書書館館館館に家に家に家に家具具具具、備、備、備、備品品品品として県産として県産として県産として県産材材材材を活用してほしを活用してほしを活用してほしを活用してほし
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いといういといういといういという質問質問質問質問をさせていただきまして、おをさせていただきまして、おをさせていただきまして、おをさせていただきまして、お答答答答えとしてえとしてえとしてえとしてもももも、そういう、そういう、そういう、そういう方向方向方向方向でででで検討検討検討検討していきたしていきたしていきたしていきた

いというごいというごいというごいというご回回回回答答答答でごでごでごでござざざざいました。しかし、いました。しかし、いました。しかし、いました。しかし、ココココストストストスト面面面面のののの課課課課題題題題やややや製製製製造造造造面面面面におけるにおけるにおけるにおける技術技術技術技術的的的的ないろないろないろないろ

いろないろないろないろな課課課課題題題題ががががああああり、それをり、それをり、それをり、それを今今今今後後後後検討検討検討検討していきたいとおしていきたいとおしていきたいとおしていきたいとお答答答答えがごえがごえがごえがござざざざいました。ですので、いました。ですので、いました。ですので、いました。ですので、今今今今

後後後後検討検討検討検討をををを重重重重ねねねねていただけるかと思いますので、県産ていただけるかと思いますので、県産ていただけるかと思いますので、県産ていただけるかと思いますので、県産材材材材をををを教育教育教育教育現現現現場場場場、、、、学校図学校図学校図学校図書書書書館館館館に家に家に家に家具具具具、備、備、備、備

品品品品等等等等で利用するで利用するで利用するで利用するこここことで、とで、とで、とで、子ども子ども子ども子どもたちのたちのたちのたちの読書空読書空読書空読書空間間間間ををををぬぬぬぬくくくくももももりのりのりのりのああああるるるるもももものに創出できるというのに創出できるというのに創出できるというのに創出できるという

こここことで、そうなれとで、そうなれとで、そうなれとで、そうなればばばばいいと思っております。いいと思っております。いいと思っております。いいと思っております。私私私私ももももそんなそんなそんなそんな詳詳詳詳しいしいしいしいわわわわけではごけではごけではごけではござざざざいませんが、いませんが、いませんが、いませんが、

ただ、県産ただ、県産ただ、県産ただ、県産材材材材で家で家で家で家具具具具をつくって並をつくって並をつくって並をつくって並べべべべれれれればばばばいいといういいといういいといういいというもももものではないのではないのではないのではないこここことを、それに関していとを、それに関していとを、それに関していとを、それに関してい

ろいろなろいろなろいろなろいろな専専専専門門門門分分分分野の野の野の野の方方方方ににににアドバイスアドバイスアドバイスアドバイスを受けられたりとかされると、さらにそのを受けられたりとかされると、さらにそのを受けられたりとかされると、さらにそのを受けられたりとかされると、さらにその効果効果効果効果が出るが出るが出るが出る

のではないかなと思っております。のではないかなと思っております。のではないかなと思っております。のではないかなと思っております。具具具具体的体的体的体的には平には平には平には平湯湯湯湯先生先生先生先生という、平という、平という、平という、平湯湯湯湯モデモデモデモデルとルとルとルと言言言言わわわわれるれるれるれる全全全全

国国国国３００３００３００３００ぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの図図図図書書書書館館館館をいろいろをいろいろをいろいろをいろいろ整整整整備されてきた備されてきた備されてきた備されてきた方方方方でごでごでごでござざざざいますが、いますが、いますが、いますが、私私私私ももももおおおお話話話話をををを伺伺伺伺って、って、って、って、

それなりにそれなりにそれなりにそれなりに納納納納得得得得がいきました。例えがいきました。例えがいきました。例えがいきました。例えばばばばカウンタカウンタカウンタカウンターは、ーは、ーは、ーは、普通普通普通普通はははは角角角角 々々々々としたとしたとしたとしたもももものですが、それのですが、それのですが、それのですが、それ

ををををババババナナナナナナナナのようなのようなのようなのような曲曲曲曲線線線線をををを描描描描くくくくこここことでそとでそとでそとでそここここにににに空空空空間間間間ができますし、ができますし、ができますし、ができますし、子ども子ども子ども子どもたちがたちがたちがたちが何何何何となくとなくとなくとなくやわやわやわやわ

らかいらかいらかいらかい感じ感じ感じ感じで、そう受けとで、そう受けとで、そう受けとで、そう受けとめめめめるるるるこここことができるし、とができるし、とができるし、とができるし、入入入入りりりり口も口も口も口も透透透透明な明な明な明なガガガガラスラスラスラスで、中にで、中にで、中にで、中に何何何何ががががああああるるるる

のかとのかとのかとのかと入入入入ってってってってみみみみたくなるような、本がたくなるような、本がたくなるような、本がたくなるような、本が招招招招きききき寄寄寄寄せているような、そういったせているような、そういったせているような、そういったせているような、そういった図図図図書書書書館館館館づづづづくり、くり、くり、くり、

楽楽楽楽しくなるしくなるしくなるしくなる図図図図書書書書館館館館づづづづくりをされているくりをされているくりをされているくりをされている先生先生先生先生でごでごでごでござざざざいます。それについては、農林部としまいます。それについては、農林部としまいます。それについては、農林部としまいます。それについては、農林部としま

してしてしてしてももももそういったそういったそういったそういったこここことをまたとをまたとをまたとをまた勉勉勉勉強強強強していただけれしていただけれしていただけれしていただければばばばとお願いをいたしますが、代とお願いをいたしますが、代とお願いをいたしますが、代とお願いをいたしますが、代表質問表質問表質問表質問とととと

同同同同じじじじ質問質問質問質問になるかになるかになるかになるかもわもわもわもわかりませんが、かりませんが、かりませんが、かりませんが、ももももうううう少少少少しししし具具具具体的体的体的体的にににに何何何何かおかおかおかお答答答答えがごえがごえがごえがござざざざいましたら、おいましたら、おいましたら、おいましたら、お

願いをしたいと思います。願いをしたいと思います。願いをしたいと思います。願いをしたいと思います。

最最最最後後後後に、に、に、に、ナナナナララララノノノノヤヤヤヤエエエエザザザザクラクラクラクラののののこここことでごとでごとでごとでござざざざいます。います。います。います。

皆さんは、県皆さんは、県皆さんは、県皆さんは、県庁庁庁庁の職員でいらっしゃいますので、ごの職員でいらっしゃいますので、ごの職員でいらっしゃいますので、ごの職員でいらっしゃいますので、ご存じ存じ存じ存じだと思います。県だと思います。県だと思います。県だと思います。県花花花花でごでごでごでござざざざいまいまいまいま

すし、奈すし、奈すし、奈すし、奈良市良市良市良市のののの花花花花ととととももももなっておりますなっておりますなっておりますなっておりますナナナナララララノノノノヤヤヤヤエエエエザザザザクラクラクラクラです。奈です。奈です。奈です。奈良時良時良時良時代、平代、平代、平代、平城城城城京京京京ではではではでは柳柳柳柳やややや

桜桜桜桜が数多くが数多くが数多くが数多く植植植植えられていたそうでごえられていたそうでごえられていたそうでごえられていたそうでござざざざいます。います。います。います。ああああるときるときるときるとき三三三三笠笠笠笠山、山、山、山、今今今今のののの鶯鶯鶯鶯のののの滝滝滝滝ああああたりにたりにたりにたりに聖武聖武聖武聖武

天天天天皇皇皇皇がががが八八八八重重重重桜桜桜桜をををを見見見見つけて、それをつけて、それをつけて、それをつけて、それを宮宮宮宮中に中に中に中に移移移移しししし植植植植えたら、えたら、えたら、えたら、咲咲咲咲いたいたいたいた花花花花がががが余余余余りにりにりにりにもももも美しく美しく美しく美しく珍珍珍珍しいしいしいしい

ので、光明ので、光明ので、光明ので、光明皇后皇后皇后皇后を初を初を初を初めめめめ、、、、宮宮宮宮廷廷廷廷人人人人に大いにに大いにに大いにに大いにももももてはてはてはてはややややされたとされたとされたとされたと言言言言わわわわれておりますが、そのれておりますが、そのれておりますが、そのれておりますが、そのナナナナララララ

ノノノノヤヤヤヤエエエエザザザザクラクラクラクラでごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。「いにし「いにし「いにし「いにしへへへへの 奈の 奈の 奈の 奈良良良良のののの都都都都のののの 八八八八重重重重桜桜桜桜 けけけけふふふふ九九九九重重重重に にほに にほに にほに にほひひひひぬぬぬぬ

るかな」とるかな」とるかな」とるかな」と古古古古今今今今集集集集、小、小、小、小倉倉倉倉百百百百人人人人一一一一首首首首ににににもももも詠詠詠詠まれている、まれている、まれている、まれている、伊伊伊伊勢勢勢勢大大大大輔輔輔輔がががが詠詠詠詠んだうたでごんだうたでごんだうたでごんだうたでござざざざいますいますいますいます

が、が、が、が、ナナナナララララノノノノヤヤヤヤエエエエザザザザクラクラクラクラとは、奈とは、奈とは、奈とは、奈良良良良県に県に県に県に咲咲咲咲くくくく八八八八重重重重桜桜桜桜ではごではごではごではござざざざいません。いません。いません。いません。ナナナナララララノノノノヤヤヤヤエエエエザザザザクラクラクラクラとととと

いういういういう桜桜桜桜の一の一の一の一品種品種品種品種をををを言言言言いまして、開いまして、開いまして、開いまして、開花花花花期期期期は４月下は４月下は４月下は４月下旬旬旬旬から５月、から５月、から５月、から５月、ああああららららゆゆゆゆるるるる桜桜桜桜の中で一の中で一の中で一の中で一番番番番遅咲遅咲遅咲遅咲きききき

でごでごでごでござざざざいます。ついます。ついます。ついます。つぼぼぼぼみみみみはははは紅紅紅紅色色色色、、、、花花花花びらを開くとびらを開くとびらを開くとびらを開くと淡淡淡淡いいいいピピピピンクンクンクンク色色色色、そして、そして、そして、そして散散散散りりりり際際際際にはにはにはには再再再再びびびび紅紅紅紅色色色色

になります。奈になります。奈になります。奈になります。奈良良良良県の県県の県県の県県の県花花花花、奈、奈、奈、奈良市良市良市良市のののの市市市市花花花花でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。東東東東大大大大寺塔寺塔寺塔寺塔頭頭頭頭の知の知の知の知足足足足院院院院ののののナナナナララララノノノノヤヤヤヤ
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エエエエザザザザクラクラクラクラはははは天天天天然記然記然記然記念念念念物物物物のののの指指指指定を受けておりましたが、定を受けておりましたが、定を受けておりましたが、定を受けておりましたが、ここここれがれがれがれが今今今今、、、、枯枯枯枯れてしまっているとれてしまっているとれてしまっているとれてしまっていると聞聞聞聞

いております。奈いております。奈いております。奈いております。奈良良良良県の県の県の県の彩彩彩彩りというりというりというりというこここことでされているのをとでされているのをとでされているのをとでされているのを聞聞聞聞きまして、きまして、きまして、きまして、ここここののののナナナナララララノノノノヤヤヤヤエエエエザザザザ

クラクラクラクラににににもももも、、、、ももももうううう少少少少しししし目目目目をををを向向向向けていただけないかと思ったけていただけないかと思ったけていただけないかと思ったけていただけないかと思った次次次次第でご第でご第でご第でござざざざいます。います。います。います。

奈奈奈奈良良良良公公公公園園園園の県の県の県の県庁庁庁庁のののの登登登登大大大大路路路路駐駐駐駐車車車車場場場場のとのとのとのとこここころにろにろにろに囲囲囲囲いをして、いをして、いをして、いをして、ナナナナララララノノノノヤヤヤヤエエエエザザザザクラクラクラクラのののの碑碑碑碑がががが立立立立ってってってって

おりますが、おりますが、おりますが、おりますが、ここここのとのとのとのとこここころにろにろにろにああああるるるるナナナナララララノノノノヤヤヤヤエエエエザザザザクラクラクラクラががががももももとは興とは興とは興とは興福福福福寺寺寺寺東東東東円円円円堂堂堂堂ががががああああったったったった場場場場所所所所ででででああああ

って、って、って、って、宮宮宮宮中に中に中に中に献献献献上されたのは上されたのは上されたのは上されたのはここここのののの桜桜桜桜、、、、ここここここここのののの桜桜桜桜からからからから植植植植えられたとえられたとえられたとえられたと伝伝伝伝えられております。とえられております。とえられております。とえられております。と

いういういういうこここことで、山とで、山とで、山とで、山桜桜桜桜の変の変の変の変異異異異からからからから生生生生まれたまれたまれたまれたももももので、大変ので、大変ので、大変ので、大変繊繊繊繊細細細細で、で、で、で、先先先先祖祖祖祖返返返返りをしてしまって、りをしてしまって、りをしてしまって、りをしてしまって、花花花花

がががが咲咲咲咲かなかったりと、本かなかったりと、本かなかったりと、本かなかったりと、本当当当当にににに楚楚楚楚 々々々々としたとしたとしたとしたデデデデリケリケリケリケーーーートトトトななななもももものでごのでごのでごのでござざざざいます。奈います。奈います。奈います。奈良良良良公公公公園園園園ななななどどどど、、、、

いろいろなといろいろなといろいろなといろいろなとこここころにろにろにろにああああるのですが、るのですが、るのですが、るのですが、ここここういったういったういったういったナナナナララララノノノノヤヤヤヤエエエエザザザザクラクラクラクラををををぜぜぜぜひひひひ今以今以今以今以上に上に上に上に整整整整備して備して備して備して

ももももらいたい。らいたい。らいたい。らいたい。何何何何かかかか看看看看板板板板をつけて、皆さんのをつけて、皆さんのをつけて、皆さんのをつけて、皆さんの目目目目にとまるように、それをにとまるように、それをにとまるように、それをにとまるように、それを見見見見れれれればばばばナナナナララララノノノノヤヤヤヤエエエエザザザザ

クラクラクラクラだとだとだとだとわわわわかるようにしていただきたいと思っておりますが、いかがでごかるようにしていただきたいと思っておりますが、いかがでごかるようにしていただきたいと思っておりますが、いかがでごかるようにしていただきたいと思っておりますが、いかがでござざざざいましいましいましいましょょょょうか。うか。うか。うか。

○大月地域産業課長○大月地域産業課長○大月地域産業課長○大月地域産業課長 奈奈奈奈良良良良県経済産業雇用振興会議では県経済産業雇用振興会議では県経済産業雇用振興会議では県経済産業雇用振興会議では今今今今後後後後どどどどのような議のような議のような議のような議論論論論をしていくのをしていくのをしていくのをしていくの

かというごかというごかというごかというご質問質問質問質問でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

畭委員ご案畭委員ご案畭委員ご案畭委員ご案内内内内のように、２月６日に新のように、２月６日に新のように、２月６日に新のように、２月６日に新公公公公会会会会堂堂堂堂で第１で第１で第１で第１回回回回の県経済産業雇用振興会議を開の県経済産業雇用振興会議を開の県経済産業雇用振興会議を開の県経済産業雇用振興会議を開催催催催

させていただきました。そさせていただきました。そさせていただきました。そさせていただきました。そここここで、で、で、で、参参参参加者による加者による加者による加者による意見交意見交意見交意見交換換換換では、では、では、では、先先先先進地の成進地の成進地の成進地の成功功功功事例の事例の事例の事例の紹紹紹紹介介介介をををを

ははははじめじめじめじめ、職、職、職、職住住住住近近近近接接接接のののの追追追追及及及及とかとかとかとか女女女女性、高性、高性、高性、高齢齢齢齢者の雇用対者の雇用対者の雇用対者の雇用対策策策策のののの重重重重要性とか、要性とか、要性とか、要性とか、ああああとととと預預預預貸率貸率貸率貸率のののの向向向向上と上と上と上と

いうさまいうさまいうさまいうさまざざざざまなまなまなまな貴重貴重貴重貴重なななな意見意見意見意見をいただいたとをいただいたとをいただいたとをいただいたとこここころでごろでごろでごろでござざざざいます。います。います。います。今今今今後後後後、県の経済活性化の施、県の経済活性化の施、県の経済活性化の施、県の経済活性化の施

策もも策もも策もも策ももちろんちろんちろんちろん参考参考参考参考にしていかなけれにしていかなけれにしていかなけれにしていかなければばばばいけないのですけれいけないのですけれいけないのですけれいけないのですけれどもどもどもども、、、、今今今今後後後後の議の議の議の議論論論論のののの方向方向方向方向ですけですけですけですけ

れれれれどもどもどもども、、、、ここここの会議の下に奈の会議の下に奈の会議の下に奈の会議の下に奈良良良良県経済産業雇用振興会議の県経済産業雇用振興会議の県経済産業雇用振興会議の県経済産業雇用振興会議の幹幹幹幹事会を設けておりまして、そ事会を設けておりまして、そ事会を設けておりまして、そ事会を設けておりまして、そここここ

でででで次回次回次回次回のののの検討テ検討テ検討テ検討テーーーーママママとかを議とかを議とかを議とかを議論論論論するするするするこここことになっております。とになっております。とになっております。とになっております。今回今回今回今回、第１、第１、第１、第１回回回回の会議では、職の会議では、職の会議では、職の会議では、職

住住住住近近近近接接接接のののの追追追追及及及及とかとかとかとか女女女女性の雇用対性の雇用対性の雇用対性の雇用対策策策策が大きなが大きなが大きなが大きなキキキキーーーーポイントポイントポイントポイントと思っていまして、そのと思っていまして、そのと思っていまして、そのと思っていまして、その辺辺辺辺ののののこここことととと

を中心にを中心にを中心にを中心に幹幹幹幹事会で議事会で議事会で議事会で議論論論論をしていって、第２をしていって、第２をしていって、第２をしていって、第２回目回目回目回目の県経済産業雇用振興会議につなげていきの県経済産業雇用振興会議につなげていきの県経済産業雇用振興会議につなげていきの県経済産業雇用振興会議につなげていき

たいとたいとたいとたいと考考考考えているとえているとえているとえているとこここころです。ろです。ろです。ろです。

○岡野奈良の木ブランド課長○岡野奈良の木ブランド課長○岡野奈良の木ブランド課長○岡野奈良の木ブランド課長 学校図学校図学校図学校図書書書書館館館館での備での備での備での備品品品品の開発の開発の開発の開発等等等等、、、、木木木木製品製品製品製品の開発において、広の開発において、広の開発において、広の開発において、広

くくくく専専専専門門門門家の家の家の家の意見意見意見意見をををを聞聞聞聞いて進いて進いて進いて進めめめめてはてはてはてはどどどどうかというごうかというごうかというごうかというご質問質問質問質問でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。ここここれは３月６日の代れは３月６日の代れは３月６日の代れは３月６日の代

表質問表質問表質問表質問で農林部長がおで農林部長がおで農林部長がおで農林部長がお答答答答えいたしましたように、えいたしましたように、えいたしましたように、えいたしましたように、学校図学校図学校図学校図書書書書館館館館の本の本の本の本棚棚棚棚やカウンタやカウンタやカウンタやカウンター、ー、ー、ー、テテテテーーーーブブブブ

ル、いすル、いすル、いすル、いす等へ等へ等へ等への県産の県産の県産の県産材材材材の利用につきましては、県産の利用につきましては、県産の利用につきましては、県産の利用につきましては、県産材材材材のののの需需需需要拡大要拡大要拡大要拡大効果効果効果効果ととととととととももももに、に、に、に、児童児童児童児童生生生生徒徒徒徒

が奈が奈が奈が奈良良良良県の県の県の県の木木木木の美しさの美しさの美しさの美しさややややぬぬぬぬくくくくももももりをりをりをりを身身身身近近近近にににに感じ感じ感じ感じられ、られ、られ、られ、落落落落ちついたちついたちついたちついた読書空読書空読書空読書空間間間間を創出できるなを創出できるなを創出できるなを創出できるな

どどどど、、、、非常非常非常非常に県としてに県としてに県としてに県としてもももも有有有有意意意意義義義義なななな取取取取りりりり組み組み組み組みででででああああるとるとるとると認認認認識識識識をしております。をしております。をしております。をしております。ここここのたのたのたのためめめめ、県産、県産、県産、県産材材材材

の利用につきましては、の利用につきましては、の利用につきましては、の利用につきましては、公公公公共建共建共建共建築物や築物や築物や築物や民民民民間間間間住宅住宅住宅住宅のののの建建建建築物へ築物へ築物へ築物への利用拡大だけではなくて、家の利用拡大だけではなくて、家の利用拡大だけではなくて、家の利用拡大だけではなくて、家
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具具具具やややや暮暮暮暮らしのらしのらしのらしの道道道道具具具具ななななどどどどのののの建建建建築物以外築物以外築物以外築物以外でのでのでのでの取取取取りりりり組みも組みも組みも組みも進進進進めめめめていっているとていっているとていっているとていっているとこここころでごろでごろでごろでござざざざいます。います。います。います。

そういった中で、そういった中で、そういった中で、そういった中で、図図図図書書書書館館館館備備備備品品品品等も等も等も等もいろいろいろいろいろいろいろいろ検討検討検討検討を進を進を進を進めめめめているとているとているとているとこここころでごろでごろでごろでござざざざいますけれいますけれいますけれいますけれどもどもどもども、、、、

平成２５年度におきましては、平成２５年度におきましては、平成２５年度におきましては、平成２５年度におきましては、具具具具体的体的体的体的には小・中には小・中には小・中には小・中学校向学校向学校向学校向けのけのけのけの学学学学習習習習机机机机の開発、の開発、の開発、の開発、普及普及普及普及ですとか、ですとか、ですとか、ですとか、

若若若若者を者を者を者をタタタターーーーゲゲゲゲットットットットとしたとしたとしたとした暮暮暮暮らしのらしのらしのらしの道道道道具具具具ののののデザデザデザデザインインインイン開発な開発な開発な開発などどどどにににに取取取取りりりり組む組む組む組む予定としております。予定としております。予定としております。予定としております。

ここここういった中で、ういった中で、ういった中で、ういった中で、専専専専門門門門家の家の家の家の意見意見意見意見を広くを広くを広くを広く聞聞聞聞くというくというくというくというこここことでごとでごとでごとでござざざざいますけれいますけれいますけれいますけれどもどもどもども、小・中、小・中、小・中、小・中学学学学

校向校向校向校向けのけのけのけの学学学学習習習習机机机机につきましては、すにつきましては、すにつきましては、すにつきましては、すぐぐぐぐれたれたれたれたデザデザデザデザインインインイン性と性と性と性と児童児童児童児童生生生生徒徒徒徒の成長にの成長にの成長にの成長に合わ合わ合わ合わせていろいせていろいせていろいせていろい

ろろろろ調調調調整整整整できるできるできるできる機能機能機能機能といったといったといったといったもももものをのをのをのを持持持持ちちちち合わ合わ合わ合わせまして、せまして、せまして、せまして、学学学学習習習習にににに集集集集中できる中できる中できる中できるもももものをつくりたいのをつくりたいのをつくりたいのをつくりたい

というというというというこここことから、とから、とから、とから、人間人間人間人間工工工工学学学学のののの専専専専門門門門家でご家でご家でご家でござざざざいますとかいますとかいますとかいますとかオオオオフィスフィスフィスフィス家家家家具具具具ののののデザデザデザデザイイイイナナナナー、ー、ー、ー、教育教育教育教育関関関関

係者係者係者係者等等等等、広く関係の、広く関係の、広く関係の、広く関係の方々方々方々方々にごにごにごにご参画参画参画参画をいただいてをいただいてをいただいてをいただいて検討検討検討検討を進を進を進を進めめめめてまいりたいと思っております。てまいりたいと思っております。てまいりたいと思っております。てまいりたいと思っております。

ここここういった中には県ういった中には県ういった中には県ういった中には県内内内内の家の家の家の家具製具製具製具製造業者とかいった造業者とかいった造業者とかいった造業者とかいった方々方々方々方々ににににももももごごごご参画参画参画参画いただいただいただいただここここうと思っていまうと思っていまうと思っていまうと思っていま

す。す。す。す。

また、また、また、また、暮暮暮暮らしの家らしの家らしの家らしの家具具具具のののの道道道道具デザ具デザ具デザ具デザインインインイン開発につきまして開発につきまして開発につきまして開発につきましてもももも、関係、関係、関係、関係分分分分野の野の野の野の専専専専門門門門家の家の家の家の方々方々方々方々に広に広に広に広

くくくく参画参画参画参画していただくととしていただくととしていただくととしていただくととももももに、に、に、に、若若若若者の者の者の者の視視視視点点点点をををを生生生生かすというかすというかすというかすというこここことから、奈とから、奈とから、奈とから、奈良良良良女女女女子子子子大大大大学学学学のののの学生学生学生学生

ににににももももごごごご協力協力協力協力をいただをいただをいただをいただここここうと思っています。うと思っています。うと思っています。うと思っています。

ここここのようなのようなのようなのような取取取取りりりり組み組み組み組みを行っていきまして、を行っていきまして、を行っていきまして、を行っていきまして、ユユユユーーーーザザザザーーーーニニニニーーーーズズズズにににに沿沿沿沿ったったったった製品製品製品製品開発を進開発を進開発を進開発を進めめめめていていていてい

きたいと思っております。きたいと思っております。きたいと思っております。きたいと思っております。以以以以上でご上でご上でご上でござざざざいます。います。います。います。

○山菅風致景観課長○山菅風致景観課長○山菅風致景観課長○山菅風致景観課長 ナナナナララララノノノノヤヤヤヤエエエエザザザザクラクラクラクラについておについておについておについてお答答答答えをさせていただきます。えをさせていただきます。えをさせていただきます。えをさせていただきます。

全全全全庁庁庁庁横断横断横断横断的的的的にと申しますか、にと申しますか、にと申しますか、にと申しますか、四季四季四季四季のののの彩彩彩彩りのりのりのりの植栽植栽植栽植栽のののの充充充充実によりまして奈実によりまして奈実によりまして奈実によりまして奈良良良良県の景観の県の景観の県の景観の県の景観の向向向向上上上上

をををを図図図図っていっていっていっていここここうといううといううといううというこここことで、平成２４年度、平成２５年度でとで、平成２４年度、平成２５年度でとで、平成２４年度、平成２５年度でとで、平成２４年度、平成２５年度で植栽植栽植栽植栽計計計計画画画画のののの策策策策定に定に定に定に取取取取りりりり組組組組んんんん

でいるとでいるとでいるとでいるとこここころでごろでごろでごろでござざざざいます。います。います。います。現在現在現在現在のとのとのとのとこここころはろはろはろは花花花花の名の名の名の名所所所所等等等等でででで有有有有名な名な名な名な箇箇箇箇所所所所ががががどどどどうなのかといっうなのかといっうなのかといっうなのかといっ

たたたた調調調調査査査査等等等等をしまして、てをしまして、てをしまして、てをしまして、てこ入こ入こ入こ入れをしていれをしていれをしていれをしていここここうといううといううといううというこここことで進とで進とで進とで進めめめめているとているとているとているとこここころでごろでごろでごろでござざざざいます。います。います。います。

畭委員お畭委員お畭委員お畭委員お述述述述べべべべののののナナナナララララノノノノヤヤヤヤエエエエザザザザクラクラクラクラにつきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては天天天天然記然記然記然記念念念念物物物物というというというというこここことで、とで、とで、とで、東東東東大大大大寺寺寺寺の知の知の知の知

足足足足院院院院にににに存存存存在在在在しましたしましたしましたしましたもももものがのがのがのが台風等台風等台風等台風等でででで倒倒倒倒れて、れて、れて、れて、今今今今、、、、再再再再生生生生計計計計画画画画が進が進が進が進めめめ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。。。。「平成２「平成２「平成２「平成２

５年度一般会計特別会計予算案の概要、平成２４年度一般会計特別会計補正予算案の概５年度一般会計特別会計予算案の概要、平成２４年度一般会計特別会計補正予算案の概５年度一般会計特別会計予算案の概要、平成２４年度一般会計特別会計補正予算案の概５年度一般会計特別会計予算案の概要、平成２４年度一般会計特別会計補正予算案の概

要」要」要」要」９９９９８ページに８ページに８ページに８ページにもももも、その、その、その、その再再再再生生生生にににに向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組み組み組み組みが、が、が、が、文文文文化化化化財財財財保存課保存課保存課保存課の予算での予算での予算での予算であああありますけれりますけれりますけれりますけれ

どもどもどもども、のっている、のっている、のっている、のっている状況状況状況状況でごでごでごでござざざざいます。そのほか、奈います。そのほか、奈います。そのほか、奈います。そのほか、奈良良良良公公公公園園園園周周周周辺辺辺辺にかなりにかなりにかなりにかなり存存存存在在在在します。ただします。ただします。ただします。ただ

本数につきましては、本数につきましては、本数につきましては、本数につきましては、ここここれかられかられかられから調調調調査するという査するという査するという査するという状況状況状況状況でででであああありますけれりますけれりますけれりますけれどもどもどもども、そういった、そういった、そういった、そういったこここことととと

もももも承承承承知いたしております。知いたしております。知いたしております。知いたしております。先先先先ほほほほどどどど申しました４申しました４申しました４申しました４９９９９のエのエのエのエリア等リア等リア等リア等のののの調調調調査査査査等等等等をしてをしてをしてをして改改改改善善善善していしていしていしていここここ

うといううといううといううという流流流流れの中で、奈れの中で、奈れの中で、奈れの中で、奈良良良良公公公公園園園園周周周周辺辺辺辺エエエエリアリアリアリアを一つとしてを一つとしてを一つとしてを一つとして掲掲掲掲げているとげているとげているとげているとこここころでごろでごろでごろでござざざざいます。います。います。います。

具具具具体的体的体的体的な対な対な対な対応応応応、、、、検討検討検討検討につきましては、奈につきましては、奈につきましては、奈につきましては、奈良良良良公公公公園園園園室で室で室で室で作作作作業を進業を進業を進業を進めめめめていただくていただくていただくていただく形形形形になりますになりますになりますになります
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けれけれけれけれどもどもどもども、そ、そ、そ、そここここで畭委員おで畭委員おで畭委員おで畭委員お述述述述べべべべののののナナナナララララノノノノヤヤヤヤエエエエザザザザクラクラクラクラにつきましてにつきましてにつきましてにつきましてもももも大大大大切切切切にすにすにすにすべべべべききききもももものとしのとしのとしのとし

てててて位位位位置置置置づづづづけて、けて、けて、けて、保存保存保存保存、、、、ああああるいはるいはるいはるいは充充充充実、そういった施実、そういった施実、そういった施実、そういった施策策策策をををを考考考考えていくとえていくとえていくとえていくとこここころでごろでごろでごろでござざざざいます。います。います。います。

また、そのほかのエまた、そのほかのエまた、そのほかのエまた、そのほかのエリアリアリアリアにおきましてにおきましてにおきましてにおきましてもももも、、、、過過過過去去去去のののの歴歴歴歴史史史史的的的的ななななゆゆゆゆかり、かり、かり、かり、ああああるいはその地域におるいはその地域におるいはその地域におるいはその地域にお

いていていていて現現現現存存存存するのかするのかするのかするのかどどどどうかといったうかといったうかといったうかといったここここととととも考慮も考慮も考慮も考慮にににに入入入入れつつ、れつつ、れつつ、れつつ、ナナナナララララノノノノヤヤヤヤエエエエザザザザクラクラクラクラをそをそをそをそここここでででで充充充充実実実実

していくしていくしていくしていくべべべべきなのかきなのかきなのかきなのかどどどどうかといったうかといったうかといったうかといったこここことととともあわもあわもあわもあわせてせてせてせて考考考考えてまいりたいと思います。えてまいりたいと思います。えてまいりたいと思います。えてまいりたいと思います。以以以以上で上で上で上で

ごごごござざざざいます。います。います。います。

○畭委員○畭委員○畭委員○畭委員 県経済産業雇用振興会議については、県経済産業雇用振興会議については、県経済産業雇用振興会議については、県経済産業雇用振興会議については、今今今今後後後後の様の様の様の様子子子子をををを見見見見守守守守っておりますので、っておりますので、っておりますので、っておりますので、努努努努

めめめめていただきたいと思っております。ていただきたいと思っております。ていただきたいと思っております。ていただきたいと思っております。

県産県産県産県産材材材材ですが、ですが、ですが、ですが、ココココストストストストのののの面面面面のののの課課課課題題題題とととと書書書書いていていていてああああります。本ります。本ります。本ります。本来来来来、家、家、家、家具具具具はかたいはかたいはかたいはかたい木木木木、、、、桜桜桜桜ややややナナナナララララ

でつくられるのですが、県産でつくられるのですが、県産でつくられるのですが、県産でつくられるのですが、県産材材材材といえといえといえといえばばばば杉杉杉杉やヒやヒやヒやヒノノノノキキキキですが、ですが、ですが、ですが、杉杉杉杉やヒやヒやヒやヒノノノノキキキキのののの集集集集成成成成材材材材もももも可可可可能能能能でででで

ごごごござざざざいますし、いますし、いますし、いますし、ココココストストストストのののの面面面面ではではではでは少少少少しししし割割割割高でご高でご高でご高でござざざざいますが、そういったといますが、そういったといますが、そういったといますが、そういったとこここころろろろももももしっかりしっかりしっかりしっかり今今今今

後後後後検討検討検討検討していただいて、県産していただいて、県産していただいて、県産していただいて、県産材材材材をををを使使使使って地元のって地元のって地元のって地元の子ども子ども子ども子どもたちのたちのたちのたちの教育教育教育教育環境を環境を環境を環境を整整整整備する。そして備する。そして備する。そして備する。そして

また家また家また家また家具具具具ななななどどどどをつくるをつくるをつくるをつくる組合組合組合組合がごがごがごがござざざざいますが、そういったといますが、そういったといますが、そういったといますが、そういったとこここころにろにろにろにも仕も仕も仕も仕事が事が事が事が回回回回ってくると県ってくると県ってくると県ってくると県

内内内内が活性化されると思いますので、県産が活性化されると思いますので、県産が活性化されると思いますので、県産が活性化されると思いますので、県産材材材材を活用するを活用するを活用するを活用するこここことからそういった振興につながるとからそういった振興につながるとからそういった振興につながるとからそういった振興につながる

というというというというこここことでごとでごとでごとで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、ぜぜぜぜひひひひととととももももココココストストストスト面面面面にににに少少少少しししし課課課課題題題題がごがごがごがござざざざいますが、いますが、いますが、いますが、何何何何とか前とか前とか前とか前向向向向

きにきにきにきに検討検討検討検討していただきたいというしていただきたいというしていただきたいというしていただきたいというこここことで、農林部長にお願いしていいですか。最とで、農林部長にお願いしていいですか。最とで、農林部長にお願いしていいですか。最とで、農林部長にお願いしていいですか。最後後後後、お、お、お、お答答答答

えをいただきたいと思います。えをいただきたいと思います。えをいただきたいと思います。えをいただきたいと思います。

それと、それと、それと、それと、ナナナナララララノノノノヤヤヤヤエエエエザザザザクラクラクラクラでごでごでごでござざざざいますが、いろいろ奈いますが、いろいろ奈いますが、いろいろ奈いますが、いろいろ奈良良良良公公公公園園園園にににに点点点点在在在在していると思いましていると思いましていると思いましていると思いま

すので、すので、すので、すので、どこどこどこどこににににああああるか、しっかりるか、しっかりるか、しっかりるか、しっかりああああるとるとるとるとこここころをろをろをろを調調調調査して査して査して査してももももらって、らって、らって、らって、ああああるとるとるとるとこここころにはきっちろにはきっちろにはきっちろにはきっち

りと、りと、りと、りと、ここここれがれがれがれがナナナナララララノノノノヤヤヤヤエエエエザザザザクラクラクラクラででででああああるとるとるとると看看看看板板板板をつけてをつけてをつけてをつけてももももらえれらえれらえれらえればばばばあああありがたいと思います。りがたいと思います。りがたいと思います。りがたいと思います。

奈奈奈奈良良良良公公公公園園園園の中にの中にの中にの中にもあもあもあもあるでしるでしるでしるでしょょょょうし、うし、うし、うし、聖武聖武聖武聖武天天天天皇皇皇皇がががが宮宮宮宮中に中に中に中に植植植植えたというえたというえたというえたというこここことで、平とで、平とで、平とで、平城城城城宮跡宮跡宮跡宮跡ににににもももも

ああああれれれればばばばいいのですが、平いいのですが、平いいのですが、平いいのですが、平城城城城宮跡宮跡宮跡宮跡は、は、は、は、文文文文化化化化庁庁庁庁のののの土土土土地ですので、なかなか地ですので、なかなか地ですので、なかなか地ですので、なかなか了解了解了解了解がががが得得得得られなくて、られなくて、られなくて、られなくて、

奈奈奈奈良市良市良市良市のののの土土土土地に地に地に地に植植植植えたえたえたえたこここことはとはとはとはああああるのですが、でるのですが、でるのですが、でるのですが、でもももも根根根根づづづづかずに、かずに、かずに、かずに、結結結結局は局は局は局は今今今今だだだだめめめめになっておりになっておりになっておりになっており

ます。本ます。本ます。本ます。本来来来来はははは宮宮宮宮中に中に中に中に植植植植えられたえられたえられたえられたわわわわけですので、平けですので、平けですので、平けですので、平城城城城宮跡宮跡宮跡宮跡ににににもあもあもあもあれれれればばばばいいと思っております。いいと思っております。いいと思っております。いいと思っております。

先先先先日、興日、興日、興日、興福福福福寺寺寺寺が奈が奈が奈が奈良良良良公公公公園園園園のののの苗苗苗苗場場場場でででで育育育育てていた２０本をてていた２０本をてていた２０本をてていた２０本を持持持持っていかれたそうでごっていかれたそうでごっていかれたそうでごっていかれたそうでござざざざいます。います。います。います。

ああああのののの苗苗苗苗場場場場に新しくに新しくに新しくに新しく公公公公園園園園事務事務事務事務所所所所がががが移転移転移転移転しますので、そういったしますので、そういったしますので、そういったしますので、そういったこここことでとでとでとで苗苗苗苗をををを持持持持っていかれたそっていかれたそっていかれたそっていかれたそ

うでごうでごうでごうでござざざざいます。います。います。います。ぜぜぜぜひひひひととととももももついでに平ついでに平ついでに平ついでに平城城城城宮跡宮跡宮跡宮跡のののの今整今整今整今整備はしていますが、備はしていますが、備はしていますが、備はしていますが、整整整整備されない備されない備されない備されない区区区区域域域域

もあもあもあもありますので、りますので、りますので、りますので、整整整整備されてないと備されてないと備されてないと備されてないとこここころでろでろでろで自然自然自然自然にににに群群群群生生生生しているしているしているしている草草草草花花花花ががががあああありますので、それりますので、それりますので、それりますので、それ

ららららももももしっかりとしっかりとしっかりとしっかりと保存保存保存保存、、、、管理管理管理管理していただけるようにお願いをしたいと思うのですが、そのしていただけるようにお願いをしたいと思うのですが、そのしていただけるようにお願いをしたいと思うのですが、そのしていただけるようにお願いをしたいと思うのですが、その点点点点

についてについてについてについてももももう一度おう一度おう一度おう一度お答答答答えお願いをしたいと思います。えお願いをしたいと思います。えお願いをしたいと思います。えお願いをしたいと思います。
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平平平平城城城城京京京京は、は、は、は、私私私私もももも２０１０年には２０１０年には２０１０年には２０１０年にはボランティアボランティアボランティアボランティアで３日ほで３日ほで３日ほで３日ほどどどど出させていただきましたが、か出させていただきましたが、か出させていただきましたが、か出させていただきましたが、か

なり広いとなり広いとなり広いとなり広いとこここころでごろでごろでごろでござざざざいます。います。います。います。朝朝朝朝の平の平の平の平城城城城京京京京に行かれたに行かれたに行かれたに行かれた方方方方はごはごはごはござざざざいますか、いますか、いますか、いますか、夜夜夜夜は行かれたかは行かれたかは行かれたかは行かれたか

ももももしれませんが。しれませんが。しれませんが。しれませんが。夜夜夜夜、、、、ライトアップライトアップライトアップライトアップして、きれいです。別に用事がなくてして、きれいです。別に用事がなくてして、きれいです。別に用事がなくてして、きれいです。別に用事がなくてもももも、、、、ああああののののライトライトライトライト

アップアップアップアップのののの方向方向方向方向にににに遠遠遠遠回回回回りしてりしてりしてりして帰帰帰帰るのですが、るのですが、るのですが、るのですが、ももももったいないったいないったいないったいないぐぐぐぐらいに大らいに大らいに大らいに大極殿極殿極殿極殿ががががライトアップライトアップライトアップライトアップしししし

ててててああああるのです。でるのです。でるのです。でるのです。でもももも、、、、朝朝朝朝の平の平の平の平城城城城宮跡宮跡宮跡宮跡ももももそそそそここここにはいろいろなにはいろいろなにはいろいろなにはいろいろな四季四季四季四季折折折折 々々々々のののの草草草草花花花花がががが咲咲咲咲いておりまいておりまいておりまいておりま

すのですのですのですのでここここれまたいいのです。れまたいいのです。れまたいいのです。れまたいいのです。ポットポットポットポットを置いていただくのを置いていただくのを置いていただくのを置いていただくのももももいいのです、それはないよりはいいのです、それはないよりはいいのです、それはないよりはいいのです、それはないよりは

ああああったったったった方方方方がいいんですが、がいいんですが、がいいんですが、がいいんですが、自然自然自然自然ののののももももののののももももももももっとっとっとっと管理管理管理管理して、して、して、して、楽楽楽楽しませていただけれしませていただけれしませていただけれしませていただければばばばいいかいいかいいかいいか

と思っておりますので、と思っておりますので、と思っておりますので、と思っておりますので、どどどどううううぞぞぞぞおおおお答答答答えよろしくお願いいたします。えよろしくお願いいたします。えよろしくお願いいたします。えよろしくお願いいたします。

○冨岡農林部長○冨岡農林部長○冨岡農林部長○冨岡農林部長 県産県産県産県産材材材材利用のお利用のお利用のお利用のお話話話話ですけれですけれですけれですけれどもどもどもども、平成２４年度から、川上の、平成２４年度から、川上の、平成２４年度から、川上の、平成２４年度から、川上の材材材材を出すを出すを出すを出す側側側側

と、それからと、それからと、それからと、それから使使使使う川下う川下う川下う川下側側側側ののののマッマッマッマッチチチチングングングングをするたをするたをするたをするためめめめのののの協協協協議会を議会を議会を議会を立立立立ち上げをさせていただいて、ち上げをさせていただいて、ち上げをさせていただいて、ち上げをさせていただいて、

かなりかなりかなりかなりマッマッマッマッチチチチングングングングのののの登録登録登録登録者数は者数は者数は者数はふふふふえてきていますし、えてきていますし、えてきていますし、えてきていますし、マッマッマッマッチチチチングもングもングもングもできできできでき始め始め始め始めていると思いていると思いていると思いていると思い

ます。ます。ます。ます。今今今今年度からの年度からの年度からの年度からの取取取取りりりり組み組み組み組みですけれですけれですけれですけれどどどど公公公公共建共建共建共建築築築築のののの基基基基本本本本方方方方針針針針をををを立立立立てててててててて目的目的目的目的を明を明を明を明確確確確化したの化したの化したの化したの

で、で、で、で、ここここの業の業の業の業界界界界のののの方々方々方々方々のののの認認認認識識識識がががが深深深深まってきたのかと思っています。まってきたのかと思っています。まってきたのかと思っています。まってきたのかと思っています。

机机机机について、について、について、について、教育教育教育教育面面面面で、森林環境で、森林環境で、森林環境で、森林環境税税税税をいただいている関係をいただいている関係をいただいている関係をいただいている関係もあもあもあもありますので、そりますので、そりますので、そりますので、そこへこへこへこへ重重重重点点点点

投投投投資するという、金資するという、金資するという、金資するという、金額額額額的的的的にはしれていますので、そにはしれていますので、そにはしれていますので、そにはしれていますので、そこへこへこへこへ投投投投入入入入をできるだけして、そのをできるだけして、そのをできるだけして、そのをできるだけして、その効果効果効果効果

をををを見見見見ながら、ながら、ながら、ながら、全全全全県県県県的的的的ににににどどどどれだけ広げられるのか、れだけ広げられるのか、れだけ広げられるのか、れだけ広げられるのか、検検検検証証証証ももももしながら、しながら、しながら、しながら、取取取取りりりり組組組組んでいきたいとんでいきたいとんでいきたいとんでいきたいと

思っています。前思っています。前思っています。前思っています。前向向向向きにきにきにきに検討検討検討検討させていただきます。させていただきます。させていただきます。させていただきます。

○山菅風致景観課長○山菅風致景観課長○山菅風致景観課長○山菅風致景観課長 畭委員ご畭委員ご畭委員ご畭委員ご質問質問質問質問の平の平の平の平城城城城宮跡宮跡宮跡宮跡は、は、は、は、植栽植栽植栽植栽計計計計画画画画上では平上では平上では平上では平城城城城宮跡宮跡宮跡宮跡エエエエリアリアリアリアというというというという

形形形形でででで位位位位置置置置づづづづけさせていただいて、その中でけさせていただいて、その中でけさせていただいて、その中でけさせていただいて、その中で植栽植栽植栽植栽ををををどどどどうしていうしていうしていうしていここここうかといううかといううかといううかという形形形形でででで検討検討検討検討していしていしていしてい

るとるとるとるとこここころでごろでごろでごろでござざざざいます。います。います。います。ここここここここはほとんはほとんはほとんはほとんどどどどがががが国国国国ででででややややっていただくっていただくっていただくっていただく形形形形ののののもももものになりますので、のになりますので、のになりますので、のになりますので、

県として県として県として県としてここここういうういうういうういう形形形形でしてほしいという要でしてほしいという要でしてほしいという要でしてほしいという要望望望望のののの原原原原案案案案的的的的ななななもももものをまとのをまとのをまとのをまとめめめめるという観るという観るという観るという観点点点点から、から、から、から、

計計計計画画画画をつくっていきたいというをつくっていきたいというをつくっていきたいというをつくっていきたいというこここことでとでとでとで取取取取りりりり組組組組んでいるとんでいるとんでいるとんでいるとこここころでごろでごろでごろでござざざざいます。います。います。います。

具具具具体的体的体的体的な中な中な中な中身身身身につきましてはまだにつきましてはまだにつきましてはまだにつきましてはまだ見見見見えていません野でおえていません野でおえていません野でおえていません野でお話話話話しできませんが、まさにしできませんが、まさにしできませんが、まさにしできませんが、まさに今検今検今検今検

討討討討しししし始め始め始め始めているているているている状況状況状況状況でごでごでごでござざざざいます。平います。平います。平います。平城城城城宮跡宮跡宮跡宮跡と申しましてと申しましてと申しましてと申しましてもももも、広く、いろいろな、広く、いろいろな、広く、いろいろな、広く、いろいろなゾゾゾゾーーーーン的ン的ン的ン的

なななな形形形形でのでのでのでの区区区区分分分分け、利用のけ、利用のけ、利用のけ、利用の状態状態状態状態がかなりがかなりがかなりがかなり違違違違うと思います。その中で、うと思います。その中で、うと思います。その中で、うと思います。その中で、既既既既にににに存存存存在在在在するするするする原生原生原生原生のののの植植植植

物等物等物等物等につきまして、につきまして、につきまして、につきまして、残残残残すすすすべべべべききききももももののののもあもあもあもありますし、りますし、りますし、りますし、ああああるいはるいはるいはるいは過過過過去去去去ににににああああったでったでったでったでああああろうろうろうろう植物植物植物植物にににに転転転転

換換換換していくしていくしていくしていくももももののののもあもあもあもあろうかと思います。そろうかと思います。そろうかと思います。そろうかと思います。そここここはそのエはそのエはそのエはそのエリアリアリアリア、、、、ゾゾゾゾーーーーンンンンにににに応じ応じ応じ応じましてましてましてまして何何何何がががが適適適適切切切切

なのかをなのかをなのかをなのかを考考考考えていくと。えていくと。えていくと。えていくと。残残残残していくしていくしていくしていくべべべべききききもももものにつきましては、のにつきましては、のにつきましては、のにつきましては、管理管理管理管理をををを十十十十分分分分ややややっていくと。っていくと。っていくと。っていくと。

ほったらかしでは、それほったらかしでは、それほったらかしでは、それほったらかしでは、それここここそ景観そ景観そ景観そ景観阻害阻害阻害阻害要要要要因因因因ににににももももなりかなりかなりかなりかねねねねないといったないといったないといったないといったここここととととももももごごごござざざざいますのいますのいますのいますの

で、そういうで、そういうで、そういうで、そういう管理管理管理管理方方方方法法法法といったといったといったといったももももののののもももも、２つの観、２つの観、２つの観、２つの観点点点点からからからからどどどどうしようかといううしようかといううしようかといううしようかという形形形形でででで検討検討検討検討をををを始始始始
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めめめめているとているとているとているとこここころでごろでごろでごろでござざざざいます。またいます。またいます。またいます。また具具具具体的体的体的体的なななな内容内容内容内容、、、、方方方方法法法法がががが見見見見えてまいりましたら、おえてまいりましたら、おえてまいりましたら、おえてまいりましたら、お話話話話ささささ

せていただきたいと思います。せていただきたいと思います。せていただきたいと思います。せていただきたいと思います。今今今今のののの段段段段階階階階では、それでは、それでは、それでは、それぐぐぐぐらいのごらいのごらいのごらいのご答弁答弁答弁答弁でおでおでおでお許許許許し願いたいと思し願いたいと思し願いたいと思し願いたいと思

っております。っております。っております。っております。

○影山くらし創造部長兼景観・環境局長○影山くらし創造部長兼景観・環境局長○影山くらし創造部長兼景観・環境局長○影山くらし創造部長兼景観・環境局長 ナナナナララララノノノノヤヤヤヤエエエエザザザザクラクラクラクラで補で補で補で補足足足足を。を。を。を。天天天天然記然記然記然記念念念念物物物物のののの原原原原種種種種

をををを挿挿挿挿しししし木木木木ででででふふふふややややしたしたしたした子子子子孫孫孫孫と申しますか、奈と申しますか、奈と申しますか、奈と申しますか、奈良良良良公公公公園園園園の中、の中、の中、の中、ああああるいは平るいは平るいは平るいは平城城城城宮跡宮跡宮跡宮跡ににににも植も植も植も植えられてえられてえられてえられて

いるといるといるといると記記記記憶憶憶憶しているので、しているので、しているので、しているので、ももももう一度う一度う一度う一度調調調調査をさせていただきます。それで、エ査をさせていただきます。それで、エ査をさせていただきます。それで、エ査をさせていただきます。それで、エリアリアリアリアの中での中での中での中でどどどど

ういう活用ができるのかをういう活用ができるのかをういう活用ができるのかをういう活用ができるのかを検討検討検討検討させていただきたいと思います。させていただきたいと思います。させていただきたいと思います。させていただきたいと思います。現状現状現状現状ががががどどどどうなっているかうなっているかうなっているかうなっているか

わわわわかりませんが、かりませんが、かりませんが、かりませんが、ももももう一度う一度う一度う一度調調調調査をさせていただいて、査をさせていただいて、査をさせていただいて、査をさせていただいて、反映反映反映反映できるかできるかできるかできるかどどどどうかうかうかうか検討検討検討検討していきたしていきたしていきたしていきた

いと思います。いと思います。いと思います。いと思います。

○畭委員○畭委員○畭委員○畭委員 あああありがとうごりがとうごりがとうごりがとうござざざざいました。いました。いました。いました。

ただ、平ただ、平ただ、平ただ、平城城城城宮跡宮跡宮跡宮跡はははは文文文文化化化化庁庁庁庁でごでごでごでござざざざいますので、なかなかいますので、なかなかいますので、なかなかいますので、なかなか私私私私たちがたちがたちがたちが植植植植えさせていただくエえさせていただくエえさせていただくエえさせていただくエリリリリ

アアアアはないかと思います。そんな中で、奈はないかと思います。そんな中で、奈はないかと思います。そんな中で、奈はないかと思います。そんな中で、奈良市良市良市良市のののの緑緑緑緑地地地地公公公公園園園園のようなとのようなとのようなとのようなとこここころにろにろにろに植植植植えさせていたえさせていたえさせていたえさせていた

だいただいただいただいたこここことはとはとはとはああああるのですが、るのですが、るのですが、るのですが、ややややはりはりはりはり水水水水ややややりりりりもももも専専専専門門門門のののの植植植植木木木木屋屋屋屋さんにおさんにおさんにおさんにお水水水水もやもやもやもやってってってってももももらっていらっていらっていらってい

たのですが、たのですが、たのですが、たのですが、結結結結局は局は局は局は花花花花がががが咲咲咲咲かずにだかずにだかずにだかずにだめめめめになってしまったのです。一になってしまったのです。一になってしまったのです。一になってしまったのです。一回回回回、平、平、平、平城城城城宮跡宮跡宮跡宮跡ののののどこどこどこどこにににに

ああああるかるかるかるか調調調調査していただけれ査していただけれ査していただけれ査していただければばばばあああありがたいと思います。よろしくお願いします。りがたいと思います。よろしくお願いします。りがたいと思います。よろしくお願いします。りがたいと思います。よろしくお願いします。

○田中委員長○田中委員長○田中委員長○田中委員長 １５１５１５１５分分分分間間間間のののの休休休休憩憩憩憩をとらさせていただきたいと思いますが、をとらさせていただきたいと思いますが、をとらさせていただきたいと思いますが、をとらさせていただきたいと思いますが、ああああとのごとのごとのごとのご答弁答弁答弁答弁のののの

方方方方はできるだけ簡潔にはできるだけ簡潔にはできるだけ簡潔にはできるだけ簡潔にひひひひとつよろしくお願い申し上げます。それでは、１５とつよろしくお願い申し上げます。それでは、１５とつよろしくお願い申し上げます。それでは、１５とつよろしくお願い申し上げます。それでは、１５分分分分間間間間休休休休憩憩憩憩いたいたいたいた

します。します。します。します。

１４：４８１４：４８１４：４８１４：４８分分分分 休休休休憩憩憩憩

１５：０７１５：０７１５：０７１５：０７分 再分 再分 再分 再開開開開

○田中委員長○田中委員長○田中委員長○田中委員長 それでは、会議をそれでは、会議をそれでは、会議をそれでは、会議を再再再再開いたします。開いたします。開いたします。開いたします。

ご発ご発ご発ご発言言言言願います。願います。願います。願います。

○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 それでは、それでは、それでは、それでは、何何何何点点点点かかかか質問質問質問質問をさせていただきます。をさせていただきます。をさせていただきます。をさせていただきます。

最初に、最初に、最初に、最初に、重重重重油油油油のののの値値値値上がりについてお上がりについてお上がりについてお上がりについてお伺伺伺伺いしたいと思います。いしたいと思います。いしたいと思います。いしたいと思います。

今今今今、、、、安安安安倍倍倍倍内内内内閣閣閣閣が大が大が大が大胆胆胆胆な金な金な金な金融緩融緩融緩融緩和という和という和という和というこここことをとをとをとを宣宣宣宣言言言言をいたしました。それををいたしました。それををいたしました。それををいたしました。それを機機機機に、に、に、に、急急急急激激激激にににに

輸輸輸輸入食入食入食入食品品品品ですとか、ですとか、ですとか、ですとか、灯油灯油灯油灯油、、、、原原原原油油油油ななななどどどどがががが値値値値上がりをしておりまして、上がりをしておりまして、上がりをしておりまして、上がりをしておりまして、生生生生活を活を活を活を直直直直撃撃撃撃をいたしてをいたしてをいたしてをいたして

おります。奈おります。奈おります。奈おります。奈良良良良県の県の県の県のハハハハウス栽ウス栽ウス栽ウス栽培培培培で野で野で野で野菜菜菜菜をつくっておられる農家のをつくっておられる農家のをつくっておられる農家のをつくっておられる農家の方方方方、、、、トマトトマトトマトトマト農家の農家の農家の農家の方方方方からからからから

おおおお聞聞聞聞きしたのですけれきしたのですけれきしたのですけれきしたのですけれどもどもどもども、、、、ハハハハウスウスウスウスのののの暖房暖房暖房暖房用について、用について、用について、用について、重重重重油油油油価価価価格格格格がががが採採採採算算算算ラインラインラインラインは大は大は大は大体体体体７０７０７０７０

円円円円ぐぐぐぐらいなのに、１００円らいなのに、１００円らいなのに、１００円らいなのに、１００円以以以以上になって、経上になって、経上になって、経上になって、経営営営営が大変が大変が大変が大変圧迫圧迫圧迫圧迫をされているというをされているというをされているというをされているというこここことで、そとで、そとで、そとで、そ

れにれにれにれに伴伴伴伴ってってってってトマトトマトトマトトマトのののの値値値値段段段段が上がれが上がれが上がれが上がればばばばいいのだけれいいのだけれいいのだけれいいのだけれどもどもどもども、そうはならないという、そうはならないという、そうはならないという、そうはならないというこここことで、とで、とで、とで、何何何何
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とかならないのかと奈とかならないのかと奈とかならないのかと奈とかならないのかと奈良良良良県を県を県を県を見見見見ましたらましたらましたらましたらハハハハウス栽ウス栽ウス栽ウス栽培培培培で野で野で野で野菜菜菜菜やややや、またお、またお、またお、またお花花花花、、、、果果果果物物物物というとというとというとというとここここ

ろでの農家でろでの農家でろでの農家でろでの農家で頑張頑張頑張頑張っているっているっているっている方方方方がたくさんいらっしゃると思うのですけれがたくさんいらっしゃると思うのですけれがたくさんいらっしゃると思うのですけれがたくさんいらっしゃると思うのですけれどもどもどもども、、、、ここここういうういうういうういうここここ

とに対する対とに対する対とに対する対とに対する対策策策策ははははどどどどのようになさっておられるのか。そののようになさっておられるのか。そののようになさっておられるのか。そののようになさっておられるのか。その点点点点おおおお伺伺伺伺いしたいと思います。いしたいと思います。いしたいと思います。いしたいと思います。

○和田農業水産振興課長○和田農業水産振興課長○和田農業水産振興課長○和田農業水産振興課長 重重重重油油油油価価価価格格格格の上の上の上の上昇昇昇昇によりましてによりましてによりましてによりましてハハハハウスウスウスウス農業経農業経農業経農業経営営営営に影に影に影に影響響響響が出ているが出ているが出ているが出ている

けれけれけれけれどもどもどもども、県としては、県としては、県としては、県としてはどどどどういう手だてをしているのかというごういう手だてをしているのかというごういう手だてをしているのかというごういう手だてをしているのかというご質問質問質問質問でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

施設施設施設施設園園園園芸芸芸芸でででで使使使使用する用する用する用する燃燃燃燃料は料は料は料はＡＡＡＡ重重重重油油油油といいますが、といいますが、といいますが、といいますが、ここここのののの価価価価格格格格につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、以以以以前、平成前、平成前、平成前、平成

２０年８月に一度２０年８月に一度２０年８月に一度２０年８月に一度リットリットリットリットルルルル当当当当たり１２６円と高いときがたり１２６円と高いときがたり１２６円と高いときがたり１２６円と高いときがあああありましたが、そのりましたが、そのりましたが、そのりましたが、その後後後後、平成２１、平成２１、平成２１、平成２１

年度年度年度年度以以以以降降降降、、、、リットリットリットリットルルルル当当当当たり６０円から７０円たり６０円から７０円たり６０円から７０円たり６０円から７０円台台台台をををを維維維維持持持持してきておりました。ただ、平成２してきておりました。ただ、平成２してきておりました。ただ、平成２してきておりました。ただ、平成２

３年３年３年３年以以以以降降降降、、、、価価価価格格格格が上が上が上が上昇昇昇昇しまして、しまして、しまして、しまして、現在現在現在現在、、、、単単単単価価価価がががが９９９９０円を０円を０円を０円を超超超超えるえるえるえる状況状況状況状況になっております。になっております。になっております。になっております。

山村委員お山村委員お山村委員お山村委員お述述述述べべべべのように、のように、のように、のように、トマトトマトトマトトマトをををを含含含含めめめめまして、県の特産でまして、県の特産でまして、県の特産でまして、県の特産であああありますりますりますりますハハハハウスウスウスウス柿柿柿柿でででであああありまりまりまりま

したりしたりしたりしたりバラバラバラバラでででであああありましたり、りましたり、りましたり、りましたり、イイイイチチチチゴゴゴゴ、、、、ここここれらにつきましては、れらにつきましては、れらにつきましては、れらにつきましては、暖房暖房暖房暖房機機機機のののの燃燃燃燃料にかかる経費料にかかる経費料にかかる経費料にかかる経費

がますます上がますます上がますます上がますます上昇昇昇昇しておりまして、農業経しておりまして、農業経しておりまして、農業経しておりまして、農業経営営営営へへへへの影の影の影の影響響響響をををを懸懸懸懸念念念念しているとしているとしているとしているとこここころでごろでごろでごろでござざざざいます。います。います。います。

県県県県内内内内におきましては、におきましては、におきましては、におきましては、ここここういった加ういった加ういった加ういった加温温温温栽栽栽栽培培培培をされている農家がをされている農家がをされている農家がをされている農家が約約約約３００３００３００３００戸戸戸戸、、、、面面面面積積積積にしまにしまにしまにしま

して４５して４５して４５して４５ヘヘヘヘクタクタクタクタール程度ごール程度ごール程度ごール程度ござざざざいます。県におきましては、います。県におきましては、います。県におきましては、います。県におきましては、ここここれまで、れまで、れまで、れまで、ここここういったういったういったういった状況状況状況状況もももも踏踏踏踏

まえまして、施設まえまして、施設まえまして、施設まえまして、施設園園園園芸芸芸芸のののの省省省省エネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギーの生生生生産産産産管理管理管理管理マニマニマニマニュュュュアアアアルの提ルの提ルの提ルの提示示示示でででであああありましたり、またりましたり、またりましたり、またりましたり、また

県農業総県農業総県農業総県農業総合センタ合センタ合センタ合センターで開発されました、ーで開発されました、ーで開発されました、ーで開発されました、ハハハハウスウスウスウス柿柿柿柿のののの省省省省エネエネエネエネ管理技術管理技術管理技術管理技術等等等等のののの普及普及普及普及にににに取取取取りりりり組む組む組む組むとととと

ととととももももに、またに、またに、またに、また国国国国庫庫庫庫の補助事業の補助事業の補助事業の補助事業等等等等を活用しまして、施設のを活用しまして、施設のを活用しまして、施設のを活用しまして、施設の改良や改良や改良や改良やまたまたまたまた燃燃燃燃料料料料効率効率効率効率のいいのいいのいいのいいヒヒヒヒーーーートトトト

ポンプ等ポンプ等ポンプ等ポンプ等のののの省省省省エネエネエネエネ型型型型暖房暖房暖房暖房機機機機のののの導導導導入入入入を、を、を、を、今今今今まで進まで進まで進まで進めめめめてきたてきたてきたてきた状況状況状況状況でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

また、また、また、また、ここここのたび、のたび、のたび、のたび、燃燃燃燃油油油油が高が高が高が高騰騰騰騰しておりますので、しておりますので、しておりますので、しておりますので、国国国国で平成２４年度の補正予算につきまで平成２４年度の補正予算につきまで平成２４年度の補正予算につきまで平成２４年度の補正予算につきま

して、して、して、して、ここここの対の対の対の対策策策策がががが組組組組まれたとまれたとまれたとまれたとこここころでごろでごろでごろでござざざざいます。います。います。います。メメメメニニニニュュュューが２つごーが２つごーが２つごーが２つござざざざいまして、１つはいまして、１つはいまして、１つはいまして、１つはヒヒヒヒ

ーーーートポンプ等トポンプ等トポンプ等トポンプ等燃燃燃燃油油油油使使使使用用用用量量量量をををを削削削削減減減減できる設備のできる設備のできる設備のできる設備のリリリリーーーースススス事業についての補助、事業についての補助、事業についての補助、事業についての補助、ももももう１う１う１う１点点点点は、農は、農は、農は、農

業者と業者と業者と業者と国国国国のののの拠拠拠拠出によりまして資金を造成しまして、出によりまして資金を造成しまして、出によりまして資金を造成しまして、出によりまして資金を造成しまして、ここここれらのれらのれらのれらの燃燃燃燃油油油油高高高高騰騰騰騰時時時時に補てん金をに補てん金をに補てん金をに補てん金を交交交交付付付付

する事業を実施する予定になっております。する事業を実施する予定になっております。する事業を実施する予定になっております。する事業を実施する予定になっております。ここここれは、れは、れは、れは、今回今回今回今回の予算資料には出ておりません。の予算資料には出ておりません。の予算資料には出ておりません。の予算資料には出ておりません。

というのは、というのは、というのは、というのは、国国国国がががが直直直直接接接接基基基基金を金を金を金を積み積み積み積み増増増増してしてしてしてややややる事業というる事業というる事業というる事業という仕組み仕組み仕組み仕組みになっております。になっております。になっております。になっております。

県では、県では、県では、県では、ここここういったういったういったういったこここことを踏まえまして、とを踏まえまして、とを踏まえまして、とを踏まえまして、現在現在現在現在、関係、関係、関係、関係機機機機関と連関と連関と連関と連携携携携しまして、農家しまして、農家しまして、農家しまして、農家へへへへののののここここ

の事業のの事業のの事業のの事業の周周周周知知知知徹底徹底徹底徹底等等等等、また事業申、また事業申、また事業申、また事業申請請請請のののの取取取取りまとりまとりまとりまとめめめめをををを現在現在現在現在ややややっている最中でごっている最中でごっている最中でごっている最中でござざざざいます。います。います。います。ここここ

の支援対の支援対の支援対の支援対策策策策をををを有効有効有効有効に活用させていただきまして、農家の経に活用させていただきまして、農家の経に活用させていただきまして、農家の経に活用させていただきまして、農家の経営営営営安安安安定を定を定を定を図図図図ってまいりたいと思ってまいりたいと思ってまいりたいと思ってまいりたいと思

います。います。います。います。以以以以上でご上でご上でご上でござざざざいます。います。います。います。

○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 わわわわかりました。かりました。かりました。かりました。

その対その対その対その対策策策策は、は、は、は、今今今今おっしゃいました３００おっしゃいました３００おっしゃいました３００おっしゃいました３００戸戸戸戸の農家の皆さん、の農家の皆さん、の農家の皆さん、の農家の皆さん、どどどどなたなたなたなたもももも困困困困るるるるこここことがないよとがないよとがないよとがないよ
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うに、万うに、万うに、万うに、万全全全全の対の対の対の対応応応応をしていただきたいと申し上げておきたいと思います。をしていただきたいと申し上げておきたいと思います。をしていただきたいと申し上げておきたいと思います。をしていただきたいと申し上げておきたいと思います。

続きまして、続きまして、続きまして、続きまして、スポスポスポスポーーーーツツツツ振興における振興における振興における振興における体体体体罰罰罰罰のののの根根根根絶絶絶絶と環境と環境と環境と環境整整整整備について備について備について備について伺伺伺伺いたいと思います。いたいと思います。いたいと思います。いたいと思います。

ここここのののの間間間間、、、、体体体体罰罰罰罰によるによるによるによる痛痛痛痛ましいましいましいましい自自自自殺殺殺殺事件ですとか、事件ですとか、事件ですとか、事件ですとか、女女女女子子子子柔柔柔柔道道道道の日本代の日本代の日本代の日本代表監表監表監表監督督督督のののの暴暴暴暴力力力力事件な事件な事件な事件な

どどどど、、、、スポスポスポスポーーーーツツツツのののの指指指指導導導導の中での中での中での中で体体体体罰罰罰罰がががが非常非常非常非常にににに蔓蔓蔓蔓延延延延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状況状況状況状況が明らかになりました。が明らかになりました。が明らかになりました。が明らかになりました。

元元元元プロプロプロプロ野野野野球球球球選選選選手の手の手の手の桑桑桑桑田田田田投投投投手が、小手が、小手が、小手が、小学生学生学生学生のときからのときからのときからのときからグラウンドグラウンドグラウンドグラウンドにににに立立立立ってってってって殴殴殴殴られない日はられない日はられない日はられない日はあああありりりり

ませんでした。ませんでした。ませんでした。ませんでした。ここここのののの状況状況状況状況を変えたいと高を変えたいと高を変えたいと高を変えたいと高校校校校のときからずっとのときからずっとのときからずっとのときからずっと考考考考えていた。えていた。えていた。えていた。ここここのように明かのように明かのように明かのように明か

されましたけれされましたけれされましたけれされましたけれどもどもどもども、本、本、本、本当当当当に日に日に日に日常常常常的的的的ににににここここういうういうういうういう暴暴暴暴力力力力行行行行為為為為がががが潜潜潜潜んでいるという実んでいるという実んでいるという実んでいるという実態態態態にににに驚驚驚驚いていていていて

おります。奈おります。奈おります。奈おります。奈良良良良県で県で県で県でもスポもスポもスポもスポーーーーツツツツ推進計推進計推進計推進計画画画画をををを策策策策定されまして、定されまして、定されまして、定されまして、スポスポスポスポーーーーツツツツのののの普及普及普及普及を一を一を一を一層層層層進進進進めめめめてててて

いかれようとしているのですけれいかれようとしているのですけれいかれようとしているのですけれいかれようとしているのですけれどもどもどもども、そのときに、、そのときに、、そのときに、、そのときに、あわあわあわあわせてせてせてせて体体体体罰罰罰罰のののの根根根根絶絶絶絶をををを目指目指目指目指していたしていたしていたしていた

だきたいと思います。だきたいと思います。だきたいと思います。だきたいと思います。啓啓啓啓発で発で発で発であああありますとか、りますとか、りますとか、りますとか、指指指指導導導導者の資者の資者の資者の資質質質質向向向向上を上を上を上を図図図図る、る、る、る、ああああるいはるいはるいはるいはスポスポスポスポーーーーツツツツ

団体やクラブ団体やクラブ団体やクラブ団体やクラブでででで人間人間人間人間をををを尊重尊重尊重尊重して民して民して民して民主的主的主的主的なななな運運運運営営営営がががが図図図図れるようれるようれるようれるよう指指指指導導導導していく観していく観していく観していく観点点点点でででで強強強強化してい化してい化してい化してい

ただきたいと思いますが、そのただきたいと思いますが、そのただきたいと思いますが、そのただきたいと思いますが、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。

それからそれからそれからそれからももももう１う１う１う１点点点点は、は、は、は、今今今今は総は総は総は総合合合合型型型型地域地域地域地域スポスポスポスポーーーーツクラブツクラブツクラブツクラブの推進がの推進がの推進がの推進が図図図図られ、られ、られ、られ、各各各各地で進地で進地で進地で進めめめめられられられられ

ているているているているこここことは喜とは喜とは喜とは喜ばばばばしいしいしいしいこここことだと思っております。ただ、そとだと思っております。ただ、そとだと思っております。ただ、そとだと思っております。ただ、そここここにご家にご家にご家にご家族族族族でごでごでごでご入入入入会なさります会なさります会なさります会なさります

と、月と、月と、月と、月 々々々々の会費のの会費のの会費のの会費の負担負担負担負担が、が、が、が、ややややはり高はり高はり高はり高額額額額で大変だというで大変だというで大変だというで大変だという声声声声がががが寄寄寄寄せられいます。そういうせられいます。そういうせられいます。そういうせられいます。そういう点点点点でででで

は、は、は、は、気軽気軽気軽気軽にいろいろなとにいろいろなとにいろいろなとにいろいろなとこここころでろでろでろでももももうううう参参参参加して加して加して加してスポスポスポスポーーーーツツツツををををややややりたいと思っているりたいと思っているりたいと思っているりたいと思っている人人人人が経済が経済が経済が経済的的的的

なななな負担負担負担負担でででで困困困困るるるるこここことのないよう支援がとのないよう支援がとのないよう支援がとのないよう支援が必必必必要ではないかと思うのですが、県において、要ではないかと思うのですが、県において、要ではないかと思うのですが、県において、要ではないかと思うのですが、県において、市町市町市町市町村村村村

ななななどへどへどへどへ財財財財政的政的政的政的な支援というな支援というな支援というな支援というもももものができないのができないのができないのができないもももものか。のか。のか。のか。

それとそれとそれとそれとももももう一つは、う一つは、う一つは、う一つは、スポスポスポスポーーーーツツツツ施設は数が施設は数が施設は数が施設は数が少少少少ないというないというないというないというこここことととともあもあもあもあるので、なかなかそのるので、なかなかそのるので、なかなかそのるので、なかなかその場場場場

所所所所がとれないと。がとれないと。がとれないと。がとれないと。抽抽抽抽選選選選の日になりますと、たくさんのの日になりますと、たくさんのの日になりますと、たくさんのの日になりますと、たくさんの方方方方が出かけて行ってが出かけて行ってが出かけて行ってが出かけて行って抽抽抽抽選選選選するというするというするというするという

状況状況状況状況とととと伺伺伺伺っております。っております。っております。っております。身身身身近近近近ににににスポスポスポスポーーーーツツツツにににに取取取取りりりり組め組め組め組めるような環境るような環境るような環境るような環境づづづづくりは大くりは大くりは大くりは大切切切切ななななこここことだととだととだととだと

思うのですが、その思うのですが、その思うのですが、その思うのですが、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どどどどのようにのようにのようにのように取取取取りりりり組組組組んでいかれるのか、おんでいかれるのか、おんでいかれるのか、おんでいかれるのか、お聞聞聞聞きしたいと思きしたいと思きしたいと思きしたいと思

います。います。います。います。

○吉田スポーツ振興課長○吉田スポーツ振興課長○吉田スポーツ振興課長○吉田スポーツ振興課長 スポスポスポスポーーーーツツツツに関して、３に関して、３に関して、３に関して、３点点点点ほほほほどどどどごごごご質問質問質問質問をいただいております。をいただいております。をいただいております。をいただいております。

まず、まず、まず、まず、体体体体罰罰罰罰の関係でごの関係でごの関係でごの関係でござざざざいます。います。います。います。スポスポスポスポーーーーツツツツと、と、と、と、暴暴暴暴力力力力ははははももももととととももももとととと相入相入相入相入れないれないれないれないもももものとのとのとのと考考考考えてえてえてえて

おります。おります。おります。おります。体体体体罰罰罰罰ななななどどどど行き行き行き行き過過過過ぎぎぎぎたたたた指指指指導導導導がががが原原原原因因因因で、で、で、で、スポスポスポスポーーーーツツツツがががが嫌嫌嫌嫌いになったりいになったりいになったりいになったりやめやめやめやめてしまったてしまったてしまったてしまった

りするりするりするりするこここことはとはとはとは絶絶絶絶対に対に対に対に避避避避けなけれけなけれけなけれけなければばばばならないとならないとならないとならないと考考考考えております。えております。えております。えております。今今今今後後後後、、、、競競競競技技技技団体やスポ団体やスポ団体やスポ団体やスポーーーーツツツツ

少少少少年年年年団団団団のののの指指指指導導導導者を対者を対者を対者を対象象象象としたとしたとしたとした研修研修研修研修会をは会をは会をは会をはじめじめじめじめ、総、総、総、総合合合合型型型型地域地域地域地域スポスポスポスポーーーーツクラブツクラブツクラブツクラブののののクラブマクラブマクラブマクラブマネジネジネジネジ

ャャャャーーーーやクラブ指やクラブ指やクラブ指やクラブ指導導導導者を対者を対者を対者を対象象象象としたとしたとしたとした研修研修研修研修会な会な会な会などどどど、、、、ああああららららゆゆゆゆるるるる機機機機会を活用いたしまして、会を活用いたしまして、会を活用いたしまして、会を活用いたしまして、スポスポスポスポーーーー

ツツツツのののの現現現現場場場場からからからから体体体体罰罰罰罰ななななどどどど行き行き行き行き過過過過ぎぎぎぎたたたた指指指指導導導導をををを根根根根絶絶絶絶し、し、し、し、安全安全安全安全に正しく、に正しく、に正しく、に正しく、楽楽楽楽しくしくしくしく指指指指導導導導し、し、し、し、スポスポスポスポーーーーツツツツ
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のののの楽楽楽楽しさ、すしさ、すしさ、すしさ、すばばばばらしさをらしさをらしさをらしさを伝伝伝伝えるなえるなえるなえるなどどどど、、、、適適適適正な正な正な正な指指指指導導導導にににに努努努努めめめめていただけるようていただけるようていただけるようていただけるよう積積積積極極極極的的的的にににに働働働働きかきかきかきか

けてまいりたいとけてまいりたいとけてまいりたいとけてまいりたいと考考考考えております。えております。えております。えております。今今今今般般般般策策策策定いたしました奈定いたしました奈定いたしました奈定いたしました奈良良良良県県県県スポスポスポスポーーーーツツツツ推進計推進計推進計推進計画画画画におきにおきにおきにおき

ましてましてましてましてもももも、、、、子ども子ども子ども子どもにににに運動やスポ運動やスポ運動やスポ運動やスポーーーーツツツツのすのすのすのすばばばばらしさらしさらしさらしさや楽や楽や楽や楽しさをしさをしさをしさを伝伝伝伝え、え、え、え、スポスポスポスポーーーーツツツツ好好好好きのきのきのきの子ども子ども子ども子ども

となるとなるとなるとなる取取取取りりりり組み組み組み組みを実施するほか、を実施するほか、を実施するほか、を実施するほか、生生生生涯涯涯涯ににににわわわわたり、だれたり、だれたり、だれたり、だれももももがいつでがいつでがいつでがいつでもどこもどこもどこもどこででででも運動やスポも運動やスポも運動やスポも運動やスポーーーー

ツツツツにににに親親親親ししししめめめめる環境る環境る環境る環境づづづづくりにくりにくりにくりに努努努努めめめめるるるるここここととしております。ととしております。ととしております。ととしております。

２つ２つ２つ２つ目目目目のののの質問質問質問質問は、総は、総は、総は、総合合合合型型型型地域地域地域地域スポスポスポスポーーーーツクラブツクラブツクラブツクラブの会費の会費の会費の会費等等等等のののの問題問題問題問題でごでごでごでござざざざいます。総います。総います。総います。総合合合合型型型型地域地域地域地域

スポスポスポスポーーーーツクラブツクラブツクラブツクラブは地域のは地域のは地域のは地域のニニニニーーーーズズズズにににに応じ応じ応じ応じたさまたさまたさまたさまざざざざまなまなまなまなイベントイベントイベントイベントの実施の実施の実施の実施や教や教や教や教室を開室を開室を開室を開催催催催しており、しており、しており、しており、

地域地域地域地域住住住住民が会員となって、会費民が会員となって、会費民が会員となって、会費民が会員となって、会費や参や参や参や参加料な加料な加料な加料などどどどによりによりによりにより自主的自主的自主的自主的にににに運運運運営営営営されているされているされているされているもももものでごのでごのでごのでござざざざいいいい

ます。ます。ます。ます。ここここの会費の会費の会費の会費や参や参や参や参加料は加料は加料は加料はクラブクラブクラブクラブによってによってによってによって差差差差ががががああああるるるるもももものの、のの、のの、のの、決決決決して高して高して高して高額額額額ではないとではないとではないとではないと認認認認識識識識しししし

ておりまして、ておりまして、ておりまして、ておりまして、自主的自主的自主的自主的、、、、継継継継続続続続的的的的ななななクラブクラブクラブクラブのののの運運運運営営営営のたのたのたのためめめめには、には、には、には、クラブクラブクラブクラブの活の活の活の活動動動動趣旨趣旨趣旨趣旨等等等等を会員にを会員にを会員にを会員に

しっかりとしっかりとしっかりとしっかりと伝伝伝伝えていただいて、会費えていただいて、会費えていただいて、会費えていただいて、会費や参や参や参や参加料をご加料をご加料をご加料をご負担負担負担負担いただくいただくいただくいただくこここことのとのとのとの理解理解理解理解をををを得得得得るるるるこここことがとがとがとが非非非非

常常常常にににに重重重重要で要で要で要でああああるとるとるとると考考考考えております。えております。えております。えております。クラブクラブクラブクラブの設の設の設の設立立立立当当当当初は初は初は初はスポスポスポスポーーーーツツツツ振興く振興く振興く振興くじじじじの助成がの助成がの助成がの助成があああありまりまりまりま

して、して、して、して、クラブクラブクラブクラブの活の活の活の活動動動動種種種種目目目目ををををふふふふややややしたり、したり、したり、したり、クラブマクラブマクラブマクラブマネージネージネージネージャャャャーの雇用なーの雇用なーの雇用なーの雇用などどどど活活活活動基動基動基動基盤盤盤盤のののの充充充充実に実に実に実に

活用している活用している活用している活用しているクラブもあクラブもあクラブもあクラブもあり、り、り、り、ここここういった制度のういった制度のういった制度のういった制度の内容内容内容内容についてについてについてについて周周周周知をしっかりしていきたい知をしっかりしていきたい知をしっかりしていきたい知をしっかりしていきたい

とととと考考考考えております。えております。えております。えております。

最最最最後後後後に、に、に、に、スポスポスポスポーーーーツツツツ施設の環境の施設の環境の施設の環境の施設の環境のこここことでごとでごとでごとでござざざざいます。います。います。います。スポスポスポスポーーーーツツツツ環境の環境の環境の環境の整整整整備につきましては、備につきましては、備につきましては、備につきましては、

大変大変大変大変重重重重要な要な要な要な課課課課題題題題とととと考考考考えております。まずは、えております。まずは、えております。まずは、えております。まずは、身身身身近近近近なとなとなとなとこここころでろでろでろで気軽気軽気軽気軽にににに運動やスポ運動やスポ運動やスポ運動やスポーーーーツツツツにににに親親親親しししし

めめめめるよう、るよう、るよう、るよう、歩歩歩歩道道道道やややや川川川川辺辺辺辺、、、、公公公公園園園園ななななどどどど、、、、町町町町中における中における中における中におけるスポスポスポスポーーーーツツツツ環境の環境の環境の環境の整整整整備に備に備に備に努努努努めめめめるるるるここここととしてととしてととしてととして

おります。また、おります。また、おります。また、おります。また、学校体育学校体育学校体育学校体育施設を総施設を総施設を総施設を総合合合合型型型型地域地域地域地域スポスポスポスポーーーーツクラブツクラブツクラブツクラブの活の活の活の活動動動動拠拠拠拠点点点点としてとしてとしてとしてもももも利用でき利用でき利用でき利用でき

ないのかないのかないのかないのかどどどどうかについてうかについてうかについてうかについてもももも、、、、教育教育教育教育委員会な委員会な委員会な委員会などどどどと連と連と連と連携携携携してしてしてして取取取取りりりり組むこ組むこ組むこ組むこととしております。ととしております。ととしております。ととしております。ここここ

のほか、のほか、のほか、のほか、来来来来月には月には月には月には橿橿橿橿原原原原公苑公苑公苑公苑にジにジにジにジョョョョギギギギングングングング・・・・サイクリングステサイクリングステサイクリングステサイクリングステーーーーショショショションンンンががががオオオオーーーープンプンプンプンいたしまいたしまいたしまいたしま

す。す。す。す。陸陸陸陸上上上上競競競競技技技技場場場場で開で開で開で開催催催催しているしているしているしているナナナナイトランイトランイトランイトランののののサポサポサポサポーーーート機能ト機能ト機能ト機能ででででああああったりとか、より多くのジったりとか、より多くのジったりとか、より多くのジったりとか、より多くのジ

ョョョョギギギギングングングング愛愛愛愛好好好好家の利用が家の利用が家の利用が家の利用が見見見見込込込込めめめめるほか、るほか、るほか、るほか、サイクリングサイクリングサイクリングサイクリングによるによるによるによる周周周周遊遊遊遊観光の観光の観光の観光の拠拠拠拠点点点点としてとしてとしてとしてもももも活用活用活用活用

も期も期も期も期待待待待しているとしているとしているとしているとこここころでごろでごろでごろでござざざざいます。また、います。また、います。また、います。また、来来来来年の７月には年の７月には年の７月には年の７月にはスイムスイムスイムスイムピピピピアアアア奈奈奈奈良良良良がががが完完完完成いたし成いたし成いたし成いたし

ます。ます。ます。ます。ププププールだけではなくってールだけではなくってールだけではなくってールだけではなくってフィットフィットフィットフィットネネネネススタススタススタススタジジジジオオオオやトレやトレやトレやトレーーーーニングニングニングニングジジジジムムムムななななどどどど、またジ、またジ、またジ、またジョョョョ

ギギギギングングングングココココーーーーススススななななどどどどのののの整整整整備備備備もももも予定しており、予定しており、予定しており、予定しており、生生生生涯涯涯涯スポスポスポスポーーーーツツツツのののの拠拠拠拠点点点点としてとしてとしてとして整整整整備する備する備する備するここここととしてととしてととしてととして

おります。おります。おります。おります。以以以以上でご上でご上でご上でござざざざいます。います。います。います。

○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 スポスポスポスポーーーーツツツツをををを通じ通じ通じ通じて、て、て、て、人間人間人間人間性を性を性を性を豊豊豊豊かにする、かにする、かにする、かにする、ああああるいはるいはるいはるいは人格人格人格人格をををを形形形形成する成する成する成するこここことで、とで、とで、とで、

非常非常非常非常に大事なに大事なに大事なに大事なこここことだと思っております。とだと思っております。とだと思っております。とだと思っております。暴暴暴暴力力力力とはとはとはとは絶絶絶絶対対対対相入相入相入相入れないれないれないれないもももものだというのだというのだというのだというこここことで、一とで、一とで、一とで、一

層層層層そのそのそのそのこここことを進とを進とを進とを進めめめめていっていただきたいと思います。ていっていただきたいと思います。ていっていただきたいと思います。ていっていただきたいと思います。スポスポスポスポーーーーツツツツに、本に、本に、本に、本当当当当にすにすにすにすべべべべてのてのてのての方方方方がががが安安安安
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心して心して心して心して参参参参加ができる加ができる加ができる加ができる状態状態状態状態をつくるをつくるをつくるをつくるこここことは、とは、とは、とは、文文文文化化化化的的的的なななな面面面面にお金をにお金をにお金をにお金を使使使使うといううといううといううというこここことでとでとでとで非常非常非常非常にににに重重重重

要な要な要な要なこここことだと思います。とだと思います。とだと思います。とだと思います。

今今今今のおのおのおのお答答答答えでは、えでは、えでは、えでは、スポスポスポスポーーーーツクラブツクラブツクラブツクラブはははは自自自自分分分分たちがたちがたちがたちが自主的自主的自主的自主的にににに運運運運営営営営するするするするもももものだと、それはそうのだと、それはそうのだと、それはそうのだと、それはそう

だと思います。だと思います。だと思います。だと思います。負担負担負担負担がなくていいとは思っていないのですけれがなくていいとは思っていないのですけれがなくていいとは思っていないのですけれがなくていいとは思っていないのですけれどもどもどもども、その、その、その、その負担負担負担負担が大きくなが大きくなが大きくなが大きくな

っているとっているとっているとっていると訴訴訴訴えがえがえがえがああああるのは、例えるのは、例えるのは、例えるのは、例えばばばば大大大大人人人人２２２２人人人人、、、、子ども子ども子ども子ども２２２２人人人人という家という家という家という家族族族族で、ごで、ごで、ごで、ご参参参参加なさって加なさって加なさって加なさって

いるいるいるいる方方方方ななななどどどどにとったら大変だというにとったら大変だというにとったら大変だというにとったら大変だという声声声声でででであああありますので、りますので、りますので、りますので、ももももうううう少少少少しそういうしそういうしそういうしそういう文文文文化、化、化、化、スポスポスポスポーーーーツツツツ

に予算をに予算をに予算をに予算をふふふふややややしていただくしていただくしていただくしていただくこここことは、とは、とは、とは、ここここれからの県民のれからの県民のれからの県民のれからの県民の健健健健康康康康づづづづくりとか、本くりとか、本くりとか、本くりとか、本当当当当にににに豊豊豊豊かなかなかなかな人間人間人間人間

をはをはをはをはぐぐぐぐくんでいくくんでいくくんでいくくんでいく点点点点ででででもももも大事な大事な大事な大事なこここことだと思いますので、とだと思いますので、とだと思いますので、とだと思いますので、重重重重ねねねねて要て要て要て要望望望望をしておきたいと思いをしておきたいと思いをしておきたいと思いをしておきたいと思い

ます。ます。ます。ます。

それからそれからそれからそれから次次次次に、最低に、最低に、最低に、最低賃賃賃賃金の引き上げについて、金の引き上げについて、金の引き上げについて、金の引き上げについて、少少少少しおしおしおしお伺伺伺伺いしたいと思います。いしたいと思います。いしたいと思います。いしたいと思います。

今今今今、最低、最低、最低、最低賃賃賃賃金を金を金を金を見見見見ましたら、ましたら、ましたら、ましたら、全国全国全国全国平平平平均均均均ででででもももも７４７４７４７４９９９９円、奈円、奈円、奈円、奈良良良良県は６県は６県は６県は６９９９９９９９９円という円という円という円というこここことで、とで、とで、とで、

大変低い大変低い大変低い大変低い額額額額になっております。１日８になっております。１日８になっております。１日８になっております。１日８時間時間時間時間、、、、週週週週５日５日５日５日働働働働いていていていてもももも、１、１、１、１カカカカ月で１１万円ち月で１１万円ち月で１１万円ち月で１１万円ちょょょょっとっとっとっと

というというというというこここことですから、本とですから、本とですから、本とですから、本当当当当にににに厳厳厳厳しいしいしいしい生生生生活を活を活を活を余余余余儀儀儀儀なくされるというなくされるというなくされるというなくされるという状態状態状態状態ではないかと思いまではないかと思いまではないかと思いまではないかと思いま

す。す。す。す。ここここの上、の上、の上、の上、生生生生活活活活保護保護保護保護がががが切切切切り下げられるり下げられるり下げられるり下げられるこここことになれとになれとになれとになればばばば、、、、ここここの最低の最低の最低の最低賃賃賃賃金引き上げはなかなか金引き上げはなかなか金引き上げはなかなか金引き上げはなかなか

難難難難しいしいしいしいこここことになってきますから、本とになってきますから、本とになってきますから、本とになってきますから、本当当当当にににに悪悪悪悪循循循循環といいますか、そういう環といいますか、そういう環といいますか、そういう環といいますか、そういうこここことがとがとがとが懸懸懸懸念念念念されてされてされてされて

おります。おります。おります。おります。

特に、奈特に、奈特に、奈特に、奈良良良良県で思うのは、県で思うのは、県で思うのは、県で思うのは、隣隣隣隣の大の大の大の大阪府阪府阪府阪府が８００円、が８００円、が８００円、が８００円、京都府京都府京都府京都府は７５は７５は７５は７５９９９９円、それから円、それから円、それから円、それから兵兵兵兵庫庫庫庫県県県県

では７４では７４では７４では７４９９９９円と、円と、円と、円と、近近近近隣隣隣隣とととと格格格格差差差差が開いていくというが開いていくというが開いていくというが開いていくという状態状態状態状態ががががああああるというるというるというるというこここことで、とで、とで、とで、ここここれは本れは本れは本れは本当当当当にににに

何何何何とかしなくてはと思います。ただ、最低とかしなくてはと思います。ただ、最低とかしなくてはと思います。ただ、最低とかしなくてはと思います。ただ、最低賃賃賃賃金は県が金は県が金は県が金は県が決決決決めめめめるるるるわわわわけではけではけではけではあああありませんので、上りませんので、上りませんので、上りませんので、上

げたいと思ってげたいと思ってげたいと思ってげたいと思ってもももも思ったようにいかない思ったようにいかない思ったようにいかない思ったようにいかないこここことはとはとはとはわわわわかっておりますけれかっておりますけれかっておりますけれかっておりますけれどもどもどもども、、、、ややややはりはりはりはり今今今今ののののデデデデ

フレフレフレフレをををを打打打打開する開する開する開する決決決決めめめめ手は、雇用の手は、雇用の手は、雇用の手は、雇用の安安安安定と定と定と定と賃賃賃賃上げだと思います。上げだと思います。上げだと思います。上げだと思います。働働働働くくくく人人人人のののの所得所得所得所得ががががふふふふえますと、えますと、えますと、えますと、

ややややはり民はり民はり民はり民間間間間でのでのでのでの消消消消費が費が費が費がふふふふえますし、地域のえますし、地域のえますし、地域のえますし、地域の循循循循環、環、環、環、内内内内需需需需を拡大し、経済活性化のを拡大し、経済活性化のを拡大し、経済活性化のを拡大し、経済活性化の柱柱柱柱になるとになるとになるとになると

いういういういうこここことで、できるだけ最低とで、できるだけ最低とで、できるだけ最低とで、できるだけ最低賃賃賃賃金の引き上げにつながる地域、奈金の引き上げにつながる地域、奈金の引き上げにつながる地域、奈金の引き上げにつながる地域、奈良良良良県でいいましたら、中県でいいましたら、中県でいいましたら、中県でいいましたら、中

小業者な小業者な小業者な小業者などどどどのののの賃賃賃賃金引き上げを金引き上げを金引き上げを金引き上げをどどどどのように進のように進のように進のように進めめめめていくのかがていくのかがていくのかがていくのかが課課課課題題題題だと思います。だと思います。だと思います。だと思います。

ここここのののの点点点点につきましては、県につきましては、県につきましては、県につきましては、県独独独独自自自自にというにというにというにというこここことととともあもあもあもあろうかと思いますが、ろうかと思いますが、ろうかと思いますが、ろうかと思いますが、政政政政府府府府ととととも協も協も協も協調調調調をををを

して中小して中小して中小して中小企企企企業業業業へへへへの支援、の支援、の支援、の支援、賃賃賃賃金引き上げについて、金引き上げについて、金引き上げについて、金引き上げについて、強力強力強力強力に進に進に進に進めめめめ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

けれけれけれけれどもどもどもども、その実、その実、その実、その実態態態態ががががどどどどうなっているのか、うなっているのか、うなっているのか、うなっているのか、どどどどのようにされているのか、おのようにされているのか、おのようにされているのか、おのようにされているのか、お伺伺伺伺いしたいといしたいといしたいといしたいと

思います。思います。思います。思います。

○加納雇用労政課長○加納雇用労政課長○加納雇用労政課長○加納雇用労政課長 今今今今、最低、最低、最低、最低賃賃賃賃金についてのお金についてのお金についてのお金についてのお話話話話をいただきました。をいただきました。をいただきました。をいただきました。

奈奈奈奈良良良良県における最低県における最低県における最低県における最低賃賃賃賃金については、山村委員お金については、山村委員お金については、山村委員お金については、山村委員お述述述述べべべべのように６のように６のように６のように６９９９９９９９９円となっています。円となっています。円となっています。円となっています。
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ここここれは、奈れは、奈れは、奈れは、奈良良良良労労労労働働働働局が局が局が局が所管所管所管所管しております奈しております奈しております奈しております奈良良良良県最低県最低県最低県最低賃賃賃賃金審議会において、一金審議会において、一金審議会において、一金審議会において、一昨昨昨昨年より年より年より年よりもももも６６６６

円引き上げられて６円引き上げられて６円引き上げられて６円引き上げられて６９９９９９９９９円になりまして、円になりまして、円になりまして、円になりまして、昨昨昨昨年の１０月から発年の１０月から発年の１０月から発年の１０月から発効効効効しております。しております。しております。しております。

国国国国において、そういう最低において、そういう最低において、そういう最低において、そういう最低賃賃賃賃金の引き上げによって影金の引き上げによって影金の引き上げによって影金の引き上げによって影響響響響を受けるとを受けるとを受けるとを受けるとこここころの中小ろの中小ろの中小ろの中小企企企企業、業、業、業、ここここ

れらについては、最低れらについては、最低れらについては、最低れらについては、最低賃賃賃賃金が７００円金が７００円金が７００円金が７００円以以以以下の県については、その事業下の県については、その事業下の県については、その事業下の県については、その事業主主主主を支援するを支援するを支援するを支援する目的目的目的目的とととと

いたしまして、最低いたしまして、最低いたしまして、最低いたしまして、最低賃賃賃賃金引き上げ支援対金引き上げ支援対金引き上げ支援対金引き上げ支援対策策策策費補助金を設けておられます。費補助金を設けておられます。費補助金を設けておられます。費補助金を設けておられます。ここここれは要するにれは要するにれは要するにれは要するに

事業事業事業事業場内場内場内場内で最で最で最で最もももも低い低い低い低い賃賃賃賃金を４年金を４年金を４年金を４年以内以内以内以内に計に計に計に計画的画的画的画的にににに時間時間時間時間給給給給等等等等を８００円を８００円を８００円を８００円以以以以上に引き上げるとい上に引き上げるとい上に引き上げるとい上に引き上げるとい

うううう賃賃賃賃金金金金改改改改定計定計定計定計画画画画をををを策策策策定していただき、１年定していただき、１年定していただき、１年定していただき、１年当当当当たりのたりのたりのたりの時間時間時間時間給給給給が４０円が４０円が４０円が４０円以以以以上となる引き上げを上となる引き上げを上となる引き上げを上となる引き上げを

実施していただく、そのときのた実施していただく、そのときのた実施していただく、そのときのた実施していただく、そのときのためめめめに業務に業務に業務に業務改改改改善善善善に要した費用の２に要した費用の２に要した費用の２に要した費用の２分分分分の１を助成しようとすの１を助成しようとすの１を助成しようとすの１を助成しようとす

るるるるもももものでごのでごのでごのでござざざざいます。います。います。います。ここここの補助金の申の補助金の申の補助金の申の補助金の申請請請請について奈について奈について奈について奈良良良良労労労労働働働働局にお局にお局にお局にお伺伺伺伺いしますと、いしますと、いしますと、いしますと、今今今今現在現在現在現在でででで

１４５件とお１４５件とお１４５件とお１４５件とお伺伺伺伺いしております。いしております。いしております。いしております。ここここれについては、れについては、れについては、れについては、卸卸卸卸小小小小売売売売業、業、業、業、社社社社会会会会福祉福祉福祉福祉施設、施設、施設、施設、建建建建設業な設業な設業な設業などどどど

からの申からの申からの申からの申請請請請が多いとが多いとが多いとが多いと聞聞聞聞いております。県でいております。県でいております。県でいております。県でも働も働も働も働くくくく方方方方のののの労労労労働条働条働条働条件の件の件の件の改改改改善善善善は、は、は、は、当当当当然然然然重重重重要で要で要で要でああああるるるる

とととと考考考考えております。えております。えております。えております。今今今今申した申した申した申した国国国国の制度についての制度についての制度についての制度についてもももも県が発行しております県が発行しております県が発行しております県が発行しております冊冊冊冊子や子や子や子やホホホホーーーームムムムペーペーペーペー

ジでジでジでジでも周も周も周も周知を知を知を知を図図図図っているとっているとっているとっているとこここころでごろでごろでごろでござざざざいます。います。います。います。

今今今今後後後後とととともももも、県といたしまして、県といたしまして、県といたしまして、県といたしましても働も働も働も働ききききややややすい職すい職すい職すい職場づ場づ場づ場づくりの実くりの実くりの実くりの実現現現現にににに向向向向けて、けて、けて、けて、企企企企業に対して、業に対して、業に対して、業に対して、

ここここれらの制度れらの制度れらの制度れらの制度等等等等のののの周周周周知、知、知、知、ああああるいはるいはるいはるいは働働働働ききききややややすい環境すい環境すい環境すい環境づづづづくりについてのくりについてのくりについてのくりについての啓啓啓啓発に発に発に発に取取取取りりりり組組組組んでまいんでまいんでまいんでまい

るとるとるとるとこここころでごろでごろでごろでござざざざいます。よろしくお願いします。います。よろしくお願いします。います。よろしくお願いします。います。よろしくお願いします。

○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 あああありがとうごりがとうごりがとうごりがとうござざざざいます。そういう制度がいます。そういう制度がいます。そういう制度がいます。そういう制度がああああるるるるこここことをまずは知らせていただいとをまずは知らせていただいとをまずは知らせていただいとをまずは知らせていただい

て、本て、本て、本て、本当当当当に利用なさってに利用なさってに利用なさってに利用なさって積積積積極極極極的的的的にににに改改改改善善善善されようとしておられる皆さんがいらっしゃるといされようとしておられる皆さんがいらっしゃるといされようとしておられる皆さんがいらっしゃるといされようとしておられる皆さんがいらっしゃるとい

ううううこここことで、とで、とで、とで、応応応応援していただきたいと思います。援していただきたいと思います。援していただきたいと思います。援していただきたいと思います。

ただ、制度そのただ、制度そのただ、制度そのただ、制度そのもももものが日本ののが日本ののが日本ののが日本の場合場合場合場合、、、、非常非常非常非常にににに貧貧貧貧弱弱弱弱だというだというだというだという問題問題問題問題ががががああああると思います。例えると思います。例えると思います。例えると思います。例えばばばば

アアアアメメメメリカリカリカリカでは６年では６年では６年では６年間間間間で８，８００で８，８００で８，８００で８，８００億億億億円、円、円、円、フランスフランスフランスフランスでは年では年では年では年間間間間２２２２兆兆兆兆２，８００２，８００２，８００２，８００億億億億円という円という円という円というこここことととと

で、中小で、中小で、中小で、中小企企企企業が業が業が業が賃賃賃賃金を引き上げる金を引き上げる金を引き上げる金を引き上げるこここことについての支援が行とについての支援が行とについての支援が行とについての支援が行わわわわれていると。日本はれていると。日本はれていると。日本はれていると。日本は合わ合わ合わ合わせてせてせてせて

もわもわもわもわずか５０ずか５０ずか５０ずか５０億億億億円程度という円程度という円程度という円程度というこここことですから、本とですから、本とですから、本とですから、本当当当当にそういうとにそういうとにそういうとにそういうとこここころで、ろで、ろで、ろで、政政政政治が変治が変治が変治が変わわわわらないらないらないらない

といけないとといけないとといけないとといけないと強強強強く思っているのですが、県としてく思っているのですが、県としてく思っているのですが、県としてく思っているのですが、県としてももももできるできるできるできるこここことをとをとをとを国国国国ににににもももも要要要要求求求求をしていただをしていただをしていただをしていただ

いて、いて、いて、いて、考考考考えていっていただきたいというえていっていただきたいというえていっていただきたいというえていっていただきたいというこここことをお願いしておきたいと思います。とをお願いしておきたいと思います。とをお願いしておきたいと思います。とをお願いしておきたいと思います。

それではそれではそれではそれでは次次次次に、中小に、中小に、中小に、中小企企企企業の支援業の支援業の支援業の支援策策策策といいますか、経済活性化のたといいますか、経済活性化のたといいますか、経済活性化のたといいますか、経済活性化のためめめめの施の施の施の施策策策策についてについてについてについて伺伺伺伺いいいい

たいと思います。たいと思います。たいと思います。たいと思います。

奈奈奈奈良良良良県では、県県では、県県では、県県では、県内内内内の事業の事業の事業の事業所所所所を対を対を対を対象象象象ににににアンケアンケアンケアンケーーーートやトやトやトや、また、、また、、また、、また、聞聞聞聞きききき取取取取りりりり調調調調査な査な査な査などもどもどもども行ってい行ってい行ってい行ってい

ただいております。そのただいております。そのただいております。そのただいております。そのアンケアンケアンケアンケーーーートトトトななななどどどどををををももももとに、とに、とに、とに、現在現在現在現在、、、、製製製製造業造業造業造業ああああるいは中小、るいは中小、るいは中小、るいは中小、卸卸卸卸、小、小、小、小売売売売、、、、

そうしたとそうしたとそうしたとそうしたとこここころでろでろでろで営営営営業なさっている皆さんが、業なさっている皆さんが、業なさっている皆さんが、業なさっている皆さんが、どどどどのような支援をのような支援をのような支援をのような支援を求求求求めめめめているのかというているのかというているのかというているのかというここここ
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とをとをとをとを把握把握把握把握されて、できるされて、できるされて、できるされて、できる限限限限りそれにりそれにりそれにりそれにここここたえていくようなたえていくようなたえていくようなたえていくような方向方向方向方向で施で施で施で施策策策策をつくられてをつくられてをつくられてをつくられて今取今取今取今取りりりり組組組組

んでいらっしゃるというんでいらっしゃるというんでいらっしゃるというんでいらっしゃるというこここことで、それはとで、それはとで、それはとで、それは非常非常非常非常にいいにいいにいいにいいこここことだと思いますし、とだと思いますし、とだと思いますし、とだと思いますし、ぜぜぜぜひひひひとととともももも頑張頑張頑張頑張っっっっ

ていただきたいと思っているのですが、ていただきたいと思っているのですが、ていただきたいと思っているのですが、ていただきたいと思っているのですが、今回今回今回今回はははは課課課課題題題題になっておりました奈になっておりました奈になっておりました奈になっておりました奈良良良良県県県県工工工工業業業業技術技術技術技術セセセセ

ンタンタンタンターについて、大変ーについて、大変ーについて、大変ーについて、大変人も少人も少人も少人も少なくて、なかなか思うようにできないとなくて、なかなか思うようにできないとなくて、なかなか思うようにできないとなくて、なかなか思うようにできないと常常常常にににに聞聞聞聞いていたのでいていたのでいていたのでいていたので

すけれすけれすけれすけれどもどもどもども、そ、そ、そ、そこも強こも強こも強こも強化をされると化をされると化をされると化をされると聞聞聞聞いているのですが、いているのですが、いているのですが、いているのですが、今今今今の予算でそういうの予算でそういうの予算でそういうの予算でそういう点点点点につきまにつきまにつきまにつきま

して、して、して、して、どどどどのような対のような対のような対のような対策策策策をををを取取取取りりりり組組組組んでいかれるのか、おんでいかれるのか、おんでいかれるのか、おんでいかれるのか、お伺伺伺伺いしたいと思います。いしたいと思います。いしたいと思います。いしたいと思います。

○鈴木工業振興課長○鈴木工業振興課長○鈴木工業振興課長○鈴木工業振興課長 県県県県工工工工業業業業技術技術技術技術センタセンタセンタセンターについてのおーについてのおーについてのおーについてのお尋ね尋ね尋ね尋ねでごでごでごでござざざざいました。いました。いました。いました。

奈奈奈奈良良良良県では、平成２５年度、県産業振興総県では、平成２５年度、県産業振興総県では、平成２５年度、県産業振興総県では、平成２５年度、県産業振興総合センタ合センタ合センタ合センターを設置するーを設置するーを設置するーを設置するこここことにしておりまして、とにしておりまして、とにしておりまして、とにしておりまして、

そそそそここここを奈を奈を奈を奈良良良良県の産業振興の県の産業振興の県の産業振興の県の産業振興のフロントフロントフロントフロントとして、として、として、として、商工商工商工商工ササササーーーービビビビスススス産業の事業者の支援をするた産業の事業者の支援をするた産業の事業者の支援をするた産業の事業者の支援をするためめめめ

に設置するというに設置するというに設置するというに設置するというこここことでとでとでとで位位位位置置置置づづづづけをさせていただいております。その中に、県けをさせていただいております。その中に、県けをさせていただいております。その中に、県けをさせていただいております。その中に、県工工工工業業業業技術技術技術技術セセセセ

ンタンタンタンターをーをーをーを生生生生活産業活産業活産業活産業技術技術技術技術研究研究研究研究部という部という部という部という形形形形で、中にで、中にで、中にで、中に組み組み組み組み込込込込むむむむようなようなようなような形形形形にいたしまして、にいたしまして、にいたしまして、にいたしまして、政策政策政策政策とととと

より連より連より連より連動動動動するようなするようなするようなするような形形形形で、よりで、よりで、よりで、より現現現現場場場場で創業・経で創業・経で創業・経で創業・経営営営営支援部という支援部という支援部という支援部という商工商工商工商工業、業、業、業、ササササーーーービビビビスススス業を補助業を補助業を補助業を補助

施施施施策策策策としてとしてとしてとして応応応応援させていただく部援させていただく部援させていただく部援させていただく部署署署署と、実と、実と、実と、実際際際際にににに技術技術技術技術的的的的に支援する部に支援する部に支援する部に支援する部署署署署と一と一と一と一緒緒緒緒になってご支になってご支になってご支になってご支

援するような援するような援するような援するようなこここことで、よりとで、よりとで、よりとで、より現現現現場場場場にににに近近近近い行い行い行い行政サ政サ政サ政サーーーービビビビススススをををを充充充充実させていただきたいと思ってい実させていただきたいと思ってい実させていただきたいと思ってい実させていただきたいと思ってい

るとるとるとるとこここころでごろでごろでごろでござざざざいます。います。います。います。以以以以上でご上でご上でご上でござざざざいます。います。います。います。

○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 ここここれまでれまでれまでれまで何何何何度か度か度か度か視視視視察察察察ににににもももも行かせていただいたのですけれ行かせていただいたのですけれ行かせていただいたのですけれ行かせていただいたのですけれどもどもどもども、県、県、県、県工工工工業業業業技術技術技術技術セセセセ

ンタンタンタンターでは、いろいろなーでは、いろいろなーでは、いろいろなーでは、いろいろな研究研究研究研究、開発と、開発と、開発と、開発と頑張頑張頑張頑張っておられるのですけれっておられるのですけれっておられるのですけれっておられるのですけれどもどもどもども、、、、人人人人手手手手もももも足足足足りなくりなくりなくりなく

て思うようにいかないて思うようにいかないて思うようにいかないて思うようにいかないこここことで大変とで大変とで大変とで大変苦苦苦苦労労労労をなさっておられました。をなさっておられました。をなさっておられました。をなさっておられました。今回今回今回今回、、、、人人人人手手手手もももも大きく大きく大きく大きくふふふふやややや

されて、されて、されて、されて、内容内容内容内容のののの充充充充実が実が実が実が図図図図られるられるられるられるこここことになるのかとになるのかとになるのかとになるのかどどどどうか、そうおうか、そうおうか、そうおうか、そうお伺伺伺伺いしておいていいのかといしておいていいのかといしておいていいのかといしておいていいのかと

思っているのですが、そういう思っているのですが、そういう思っているのですが、そういう思っているのですが、そういうこここことでしとでしとでしとでしょょょょうか。うか。うか。うか。

それで、予算それで、予算それで、予算それで、予算書書書書をををを見見見見せていただきまして、せていただきまして、せていただきまして、せていただきまして、見方見方見方見方がががが悪悪悪悪いのかいのかいのかいのかももももしれないのだけれしれないのだけれしれないのだけれしれないのだけれどもどもどもども、、、、意意意意

欲欲欲欲ああああるるるる企企企企業業業業ああああるいはるいはるいはるいは起起起起業家業家業家業家へへへへのののの重重重重点点点点施施施施策策策策というというというというこここことで、とで、とで、とで、付付付付加加加加価値獲得価値獲得価値獲得価値獲得の支援ですとか、の支援ですとか、の支援ですとか、の支援ですとか、国国国国

内外へ内外へ内外へ内外へのののの販路販路販路販路開開開開拓拓拓拓支援事業ですとかに、予算をつけていただいておりますが、その中支援事業ですとかに、予算をつけていただいておりますが、その中支援事業ですとかに、予算をつけていただいておりますが、その中支援事業ですとかに、予算をつけていただいておりますが、その中身身身身がががが

大変大変大変大変少少少少ないように思うのです。例えないように思うのです。例えないように思うのです。例えないように思うのです。例えばばばば高高高高付付付付加加加加価値獲得価値獲得価値獲得価値獲得支援補助事業２，１２支援補助事業２，１２支援補助事業２，１２支援補助事業２，１２９９９９万円という万円という万円という万円という

こここことで、とで、とで、とで、募募募募集集集集件数は年平件数は年平件数は年平件数は年平均均均均８件から８件から８件から８件から９９９９件という件という件という件というこここことですし、それからとですし、それからとですし、それからとですし、それから海海海海外外外外販路販路販路販路開開開開拓拓拓拓事業７事業７事業７事業７

００万円という００万円という００万円という００万円というこここことで、とで、とで、とで、国国国国際際際際ギギギギフトフェアフトフェアフトフェアフトフェアとなっていますけれとなっていますけれとなっていますけれとなっていますけれどもどもどもども、、、、国内国内国内国内販路販路販路販路開開開開拓拓拓拓事業事業事業事業もももも

３５３５３５３５９９９９万円という万円という万円という万円というこここことで、ギとで、ギとで、ギとで、ギフトフトフトフトショショショショーーーーへへへへの支援というの支援というの支援というの支援というこここことですが、そとですが、そとですが、そとですが、そここここは例えは例えは例えは例えばばばば奈奈奈奈良良良良県県県県

ののののブブブブーーーーススススを設置するというだけで、を設置するというだけで、を設置するというだけで、を設置するというだけで、企企企企業業業業直直直直接接接接自自自自分分分分で行かれて、そで行かれて、そで行かれて、そで行かれて、そここここでででで販路獲得販路獲得販路獲得販路獲得にににに動動動動かれるかれるかれるかれる

というというというという形形形形にしたにしたにしたにした方方方方がいいのではないかと思うがいいのではないかと思うがいいのではないかと思うがいいのではないかと思う点点点点ですとか、本ですとか、本ですとか、本ですとか、本当当当当ににににややややるるるる気気気気ののののああああるるるる企企企企業の支援業の支援業の支援業の支援

というというというというこここことでいいましたら、とでいいましたら、とでいいましたら、とでいいましたら、アンケアンケアンケアンケーーーートトトトのののの答答答答えの中でえの中でえの中でえの中でもももも、２００、２００、２００、２００社以社以社以社以上の上の上の上の方方方方がそういうがそういうがそういうがそういうここここ
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とをとをとをとをややややっていきたいというっていきたいというっていきたいというっていきたいという積積積積極極極極的的的的なななな答答答答えを出しておられるので、えを出しておられるので、えを出しておられるので、えを出しておられるので、ももももうううう少少少少しししし幅や内容幅や内容幅や内容幅や内容を広げを広げを広げを広げ

ていただくていただくていただくていただくこここことが要るのではないかなと思ったりするのです。とが要るのではないかなと思ったりするのです。とが要るのではないかなと思ったりするのです。とが要るのではないかなと思ったりするのです。

県県県県内消内消内消内消費の拡大という費の拡大という費の拡大という費の拡大という点点点点ででででもももも奈奈奈奈良ブランド良ブランド良ブランド良ブランド開発支援事業という開発支援事業という開発支援事業という開発支援事業というこここことで、とで、とで、とで、ここここれはいいれはいいれはいいれはいいこここことととと

だと思いますが、予算は５７８万円というだと思いますが、予算は５７８万円というだと思いますが、予算は５７８万円というだと思いますが、予算は５７８万円というこここことで、本とで、本とで、本とで、本当当当当にににに毎毎毎毎年６年６年６年６社社社社から７から７から７から７社社社社で、金で、金で、金で、金額額額額もももも１１１１

社社社社５０万円という５０万円という５０万円という５０万円という感じ感じ感じ感じですので、大変ですので、大変ですので、大変ですので、大変弱弱弱弱いと受けといと受けといと受けといと受けとめざめざめざめざるをるをるをるを得得得得ないです。いいないです。いいないです。いいないです。いいこここことをとをとをとをややややっっっっ

ているので、ているので、ているので、ているので、ももももっとそっとそっとそっとそここここにににに重重重重点点点点を置いてを置いてを置いてを置いてぐぐぐぐっとっとっとっと伸伸伸伸ばばばばしていただくしていただくしていただくしていただくこここことができないとができないとができないとができないもももものかとのかとのかとのかと

１１１１点点点点思います。思います。思います。思います。同同同同時時時時に、そういうきに、そういうきに、そういうきに、そういうきめめめめ細細細細かいかいかいかいこここことをとをとをとをややややろうと思いましたら、ろうと思いましたら、ろうと思いましたら、ろうと思いましたら、当当当当然然然然、、、、人人人人手が手が手が手が

たくさん要るのではないかとたくさん要るのではないかとたくさん要るのではないかとたくさん要るのではないかともももも思う思う思う思うわわわわけです。けです。けです。けです。両面両面両面両面のののの強強強強化が要ると思っているのですけれ化が要ると思っているのですけれ化が要ると思っているのですけれ化が要ると思っているのですけれ

どもどもどもども、、、、ここここういうういうういうういう点点点点は、は、は、は、どどどどのようにおのようにおのようにおのようにお考考考考えになっていらっしゃるのか、おえになっていらっしゃるのか、おえになっていらっしゃるのか、おえになっていらっしゃるのか、お伺伺伺伺いしたいと思いいしたいと思いいしたいと思いいしたいと思い

ます。ます。ます。ます。

○鈴木工業振興課長○鈴木工業振興課長○鈴木工業振興課長○鈴木工業振興課長 工工工工業業業業技術技術技術技術センタセンタセンタセンターの職員というーの職員というーの職員というーの職員という意意意意味味味味では、一では、一では、一では、一足足足足飛飛飛飛びにびにびにびに人人人人手を手を手を手をふふふふややややすすすす

こここことにはとにはとにはとには残念残念残念残念ながらなっておりませんけれながらなっておりませんけれながらなっておりませんけれながらなっておりませんけれどもどもどもども、、、、人人人人手という手という手という手という意意意意味味味味では、では、では、では、現現現現行、創業経行、創業経行、創業経行、創業経営営営営支支支支

援室が援室が援室が援室が現現現現員４員４員４員４人人人人、、、、工工工工業業業業技術技術技術技術センタセンタセンタセンター、ー、ー、ー、現現現現員が３０員が３０員が３０員が３０人人人人おりますとおりますとおりますとおりますとこここころを、ろを、ろを、ろを、次次次次年度、産業振興年度、産業振興年度、産業振興年度、産業振興

総総総総合センタ合センタ合センタ合センターで３８名というーで３８名というーで３８名というーで３８名という形形形形ででででスタスタスタスターーーートトトトさせていただきたいと思っております。させていただきたいと思っております。させていただきたいと思っております。させていただきたいと思っております。

ああああと、おっしゃっていただきました、と、おっしゃっていただきました、と、おっしゃっていただきました、と、おっしゃっていただきました、ニニニニーーーーズズズズの高い新の高い新の高い新の高い新商品商品商品商品開発、開発、開発、開発、販路販路販路販路開開開開拓拓拓拓支援について、支援について、支援について、支援について、

少少少少しししし力力力力不不不不足足足足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こここことでごとでごとでごとでござざざざいました。ごいました。ごいました。ごいました。ご指指指指摘摘摘摘ははははあああありますけれりますけれりますけれりますけれどもどもどもども、まず、、まず、、まず、、まず、今今今今

年度年度年度年度も自社ブランドも自社ブランドも自社ブランドも自社ブランドのののの構築構築構築構築ですとか、ですとか、ですとか、ですとか、自社自社自社自社商品商品商品商品の開発なの開発なの開発なの開発などどどど、高、高、高、高付付付付加加加加価値価値価値価値をををを獲得獲得獲得獲得するするするする取取取取りりりり組組組組

みみみみの支援をの支援をの支援をの支援を展展展展開してきておりまして、一定の成開してきておりまして、一定の成開してきておりまして、一定の成開してきておりまして、一定の成果果果果を上げているとを上げているとを上げているとを上げているとこここころでごろでごろでごろでござざざざいます。います。います。います。

新年度におきましては、事業者新年度におきましては、事業者新年度におきましては、事業者新年度におきましては、事業者や各や各や各や各種種種種産業支援産業支援産業支援産業支援機機機機関のご関のご関のご関のご意見も意見も意見も意見も聞聞聞聞きながら、きながら、きながら、きながら、ニニニニーーーーズズズズにににに基基基基

づづづづいた新たな事業としまして、いた新たな事業としまして、いた新たな事業としまして、いた新たな事業としまして、ここここれまでのれまでのれまでのれまでの取取取取りりりり組み組み組み組みに加えて、に加えて、に加えて、に加えて、健健健健康、康、康、康、医療医療医療医療、、、、生生生生活関連活関連活関連活関連商品商品商品商品

のののの企企企企画画画画開発を支援する事業として１６０万円ほ開発を支援する事業として１６０万円ほ開発を支援する事業として１６０万円ほ開発を支援する事業として１６０万円ほどどどどの事業、大の事業、大の事業、大の事業、大都都都都市市市市圏圏圏圏ののののデデデデパーパーパーパートやストやストやストやスーパーーパーーパーーパー

ママママーーーーケット等ケット等ケット等ケット等のののの仕入仕入仕入仕入れれれれ担担担担当当当当者に、県者に、県者に、県者に、県内内内内企企企企業が業が業が業が自社自社自社自社のののの商品商品商品商品をををを売売売売りりりり込込込込むむむむ逆商逆商逆商逆商談談談談会を実施する事会を実施する事会を実施する事会を実施する事

業として３８０万円、業として３８０万円、業として３８０万円、業として３８０万円、ここここちらを新設させていただいたとちらを新設させていただいたとちらを新設させていただいたとちらを新設させていただいたとこここころでごろでごろでごろでござざざざいます。います。います。います。ここここうしたうしたうしたうした工工工工夫夫夫夫

をををを積み積み積み積み重重重重ねねねねて、県て、県て、県て、県内内内内企企企企業のお業のお業のお業のお役役役役にににに立立立立てれてれてれてればばばばと思っているとと思っているとと思っているとと思っているとこここころでごろでごろでごろでござざざざいます。います。います。います。以以以以上でご上でご上でご上でござざざざ

います。います。います。います。

○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 人も人も人も人も８８８８人人人人ではではではではあああありますがりますがりますがりますがふふふふややややしていただく、それから、新年度の予算では新していただく、それから、新年度の予算では新していただく、それから、新年度の予算では新していただく、それから、新年度の予算では新

たなたなたなたな取取取取りりりり組み組み組み組みとして、として、として、として、枠枠枠枠は大変は大変は大変は大変少少少少ないと思うのですけれないと思うのですけれないと思うのですけれないと思うのですけれどもどもどもども、しかし、新しい、しかし、新しい、しかし、新しい、しかし、新しいこここことにとにとにとに挑挑挑挑戦戦戦戦

をなさるというをなさるというをなさるというをなさるというこここことでとでとでとで頑張頑張頑張頑張っていただいていると思っています。が、しかし、規っていただいていると思っています。が、しかし、規っていただいていると思っています。が、しかし、規っていただいていると思っています。が、しかし、規模模模模が本が本が本が本当当当当

に小さいと思に小さいと思に小さいと思に小さいと思わざわざわざわざるをるをるをるを得得得得ないのです。ないのです。ないのです。ないのです。

一一一一方方方方、、、、企企企企業業業業誘致誘致誘致誘致推進予算は、予算で１３５推進予算は、予算で１３５推進予算は、予算で１３５推進予算は、予算で１３５億億億億円となっております。それが円となっております。それが円となっております。それが円となっております。それが悪悪悪悪いとは思いとは思いとは思いとは思わわわわ
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ないです。ないです。ないです。ないです。ももももちろんちろんちろんちろん来来来来ていただくていただくていただくていただく方方方方にたくさんにたくさんにたくさんにたくさん来来来来ていただくていただくていただくていただくこここことはいいとはいいとはいいとはいいこここことだと思っていとだと思っていとだと思っていとだと思ってい

ますが、ますが、ますが、ますが、ややややはりはりはりはり両両両両方方方方をしっかりをしっかりをしっかりをしっかりややややっていただきたいので、っていただきたいので、っていただきたいので、っていただきたいので、同同同同じじじじぐぐぐぐらいの規らいの規らいの規らいの規模模模模を１３０を１３０を１３０を１３０億億億億円円円円

ここここっちでっちでっちでっちでややややるのだったら、るのだったら、るのだったら、るのだったら、ここここっちっちっちっちももももそれそれそれそれぐぐぐぐらいの規らいの規らいの規らいの規模模模模ででででどどどどんんんんどどどどんんんん力力力力をつけていけるようなをつけていけるようなをつけていけるようなをつけていけるような

こここことを経済活性化、とを経済活性化、とを経済活性化、とを経済活性化、柱柱柱柱という予算になっているのですから、そという予算になっているのですから、そという予算になっているのですから、そという予算になっているのですから、そここここにににに力力力力をををを入入入入れるれるれるれるべべべべきだと思きだと思きだと思きだと思

っております。そういうっております。そういうっております。そういうっております。そういうこここことで、とで、とで、とで、ぜぜぜぜひひひひととととも今も今も今も今後後後後さらにさらにさらにさらに強強強強調調調調、、、、強強強強化していっていただきたい化していっていただきたい化していっていただきたい化していっていただきたい

とを、申し上げておきたいと思います。とを、申し上げておきたいと思います。とを、申し上げておきたいと思います。とを、申し上げておきたいと思います。ここここののののこここことは知事にとは知事にとは知事にとは知事に言言言言ううううべべべべききききこここことかとかとかとかももももしれませんが、しれませんが、しれませんが、しれませんが、

そういうそういうそういうそういうこここことです。とです。とです。とです。

それから、それから、それから、それから、次次次次に、に、に、に、ももももう１う１う１う１点点点点、大、大、大、大宮宮宮宮通通通通りりりりプロプロプロプロジジジジェクトェクトェクトェクトととととホホホホテテテテルのルのルのルの誘致誘致誘致誘致のののの問題問題問題問題についておについておについておについてお伺伺伺伺

いしたいと思います。いしたいと思います。いしたいと思います。いしたいと思います。

県県県県営営営営ププププールをールをールをールを突突突突然然然然撤去撤去撤去撤去をなさってから、をなさってから、をなさってから、をなさってから、ももももうううう既既既既に５年になると思うのですが、に５年になると思うのですが、に５年になると思うのですが、に５年になると思うのですが、担担担担当当当当の皆の皆の皆の皆

さんは本さんは本さんは本さんは本当当当当にににに相相相相当当当当力力力力をををを入入入入れてれてれてれて努努努努力力力力をなさっているとをなさっているとをなさっているとをなさっていると聞聞聞聞いております。ですが、いまだいております。ですが、いまだいております。ですが、いまだいております。ですが、いまだホホホホテテテテ

ルルルル誘致誘致誘致誘致というというというという点点点点では成では成では成では成功功功功していないというしていないというしていないというしていないという状況状況状況状況が続いております。が続いております。が続いております。が続いております。今回今回今回今回、新年度の予算で、新年度の予算で、新年度の予算で、新年度の予算で

は、は、は、は、ここここののののホホホホテテテテルルルル誘致誘致誘致誘致のののの場場場場所所所所に新たな開発をなさって、大に新たな開発をなさって、大に新たな開発をなさって、大に新たな開発をなさって、大宮宮宮宮通通通通りりりりプロプロプロプロジジジジェクトェクトェクトェクトと一と一と一と一体体体体に進に進に進に進めめめめ

ていくというていくというていくというていくというこここことで、計とで、計とで、計とで、計画画画画そのそのそのそのもももものは前のは前のは前のは前回回回回聞聞聞聞いておりましたいておりましたいておりましたいておりましたこここことととととととと見直見直見直見直されていると思いされていると思いされていると思いされていると思い

ます。ます。ます。ます。

ここここれまでれまでれまでれまでププププールをールをールをールを撤去撤去撤去撤去したしたしたした時点時点時点時点から、から、から、から、今回今回今回今回ののののここここの計の計の計の計画画画画にににに至至至至るまでるまでるまでるまで誘致誘致誘致誘致に係る費用はに係る費用はに係る費用はに係る費用はどどどどのののの

くらいくらいくらいくらい使使使使わわわわれたのか、れたのか、れたのか、れたのか、合わ合わ合わ合わせてすせてすせてすせてすべべべべてでてでてでてで幾幾幾幾らかかったのかとについて、まずらかかったのかとについて、まずらかかったのかとについて、まずらかかったのかとについて、まず伺伺伺伺いたいと思いたいと思いたいと思いたいと思

います。います。います。います。

○森田企業立地推進課長○森田企業立地推進課長○森田企業立地推進課長○森田企業立地推進課長 県県県県営営営営ププププールールールール跡跡跡跡地に関して、地に関して、地に関して、地に関して、ププププールのールのールのールの撤去後撤去後撤去後撤去後、、、、ホホホホテテテテルルルル誘致誘致誘致誘致に係るに係るに係るに係る

条条条条件件件件整整整整備、備、備、備、誘致誘致誘致誘致活活活活動動動動に要した経費というおに要した経費というおに要した経費というおに要した経費というお尋ね尋ね尋ね尋ねでごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

まず、まず、まず、まず、条条条条件件件件整整整整備に関しまして、備に関しまして、備に関しまして、備に関しまして、文文文文化化化化財財財財発発発発掘調掘調掘調掘調査、査、査、査、土土土土壌壌壌壌汚汚汚汚染染染染調調調調査、それと平成２２年１月査、それと平成２２年１月査、それと平成２２年１月査、それと平成２２年１月

にににに基基基基本本本本構構構構想想想想をまとをまとをまとをまとめめめめておりますので、そのておりますので、そのておりますので、そのておりますので、その調調調調査費、それから査費、それから査費、それから査費、それからこここことしとしとしとしややややっておりますっておりますっておりますっております市場市場市場市場調調調調

査、それを査、それを査、それを査、それを合わ合わ合わ合わせましてせましてせましてせまして約約約約１１１１億億億億６００万円でご６００万円でご６００万円でご６００万円でござざざざいます。加えて、その５年います。加えて、その５年います。加えて、その５年います。加えて、その５年間間間間のののの誘致誘致誘致誘致活活活活動動動動

経費、要するに活経費、要するに活経費、要するに活経費、要するに活動動動動経費でご経費でご経費でご経費でござざざざいますが、それがいますが、それがいますが、それがいますが、それが約約約約３５０万円でご３５０万円でご３５０万円でご３５０万円でござざざざいます。います。います。います。

○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 そういたしますと１そういたしますと１そういたしますと１そういたしますと１億億億億９９９９５０万円です。５０万円です。５０万円です。５０万円です。相相相相当当当当のののの投投投投資を資を資を資をここここれまでれまでれまでれまでももももなさってきなさってきなさってきなさってき

たというたというたというたというこここことだと思います。それでとだと思います。それでとだと思います。それでとだと思います。それでももももうまくいっていないうまくいっていないうまくいっていないうまくいっていないもももものですのですのですのですねねねね、、、、今今今今度の計度の計度の計度の計画画画画ではではではでは天天天天

平の平の平の平の空空空空間間間間とととと言言言言わわわわれておりますけれれておりますけれれておりますけれれておりますけれどもどもどもども、かいて、かいて、かいて、かいてももももらったらったらったらった絵絵絵絵だけをだけをだけをだけを見見見見ててててもももも、、、、ももももう一つう一つう一つう一つイイイイメメメメーーーー

ジがジがジがジがわわわわかないのですけれかないのですけれかないのですけれかないのですけれどもどもどもども、本、本、本、本物物物物をををを再現再現再現再現されるのか、それとされるのか、それとされるのか、それとされるのか、それともももも空空空空想想想想的的的的ななななもももものになるのか。のになるのか。のになるのか。のになるのか。

例え例え例え例えば京都府ば京都府ば京都府ば京都府の太の太の太の太秦秦秦秦のようなのようなのようなのようなもももものができるのかとか、それはちのができるのかとか、それはちのができるのかとか、それはちのができるのかとか、それはちょょょょっとと思うのですが、っとと思うのですが、っとと思うのですが、っとと思うのですが、何何何何

度度度度もももも訪訪訪訪れたくなるようなれたくなるようなれたくなるようなれたくなるような魅魅魅魅力あ力あ力あ力あるるるるもももものをつくろうとなりましたら、のをつくろうとなりましたら、のをつくろうとなりましたら、のをつくろうとなりましたら、相相相相当当当当のののの投投投投資をしないと資をしないと資をしないと資をしないと
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できないと思うのです。できないと思うのです。できないと思うのです。できないと思うのです。

ここここれは新れは新れは新れは新聞聞聞聞にににに書書書書いているいているいているいているこここことですから本とですから本とですから本とですから本当当当当かかかかどどどどうかうかうかうかわわわわかりませんが、かりませんが、かりませんが、かりませんが、天天天天平平平平空空空空間間間間をつくるをつくるをつくるをつくる

のに１００のに１００のに１００のに１００億億億億円と円と円と円と報報報報道道道道もあもあもあもありました。りました。りました。りました。ここここういうういうういうういう投投投投資が本資が本資が本資が本当当当当にににに妥妥妥妥当当当当なのかなのかなのかなのかどどどどうかと、うかと、うかと、うかと、今こ今こ今こ今このののの

ときに、ときに、ときに、ときに、考考考考えられなくてはならないと思うのですけれえられなくてはならないと思うのですけれえられなくてはならないと思うのですけれえられなくてはならないと思うのですけれどもどもどもども、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。

○森田企業立地推進課長○森田企業立地推進課長○森田企業立地推進課長○森田企業立地推進課長 県県県県営営営営ププププールールールール跡跡跡跡地の地の地の地の整整整整備に関しまして、大備に関しまして、大備に関しまして、大備に関しまして、大宮宮宮宮通通通通りりりりプロプロプロプロジジジジェクトェクトェクトェクトのののの

中でという中でという中でという中でというこここことでごとでごとでごとでござざざざいますが、いますが、いますが、いますが、ここここれまで一れまで一れまで一れまで一貫貫貫貫して県して県して県して県営営営営ププププールールールール跡跡跡跡地の地の地の地の整整整整備に関しましては、備に関しましては、備に関しましては、備に関しましては、

滞滞滞滞在型在型在型在型観光地としての観光地としての観光地としての観光地としての魅魅魅魅力力力力を高を高を高を高めめめめていく、そのたていく、そのたていく、そのたていく、そのためめめめのののの交流交流交流交流拠拠拠拠点点点点としてとしてとしてとして整整整整備していくという備していくという備していくという備していくという

考考考考ええええ方方方方で進で進で進で進めめめめてきております。それをてきております。それをてきております。それをてきております。それを今回今回今回今回、大、大、大、大宮宮宮宮通通通通りりりりプロプロプロプロジジジジェクトェクトェクトェクトとして、奈として、奈として、奈として、奈良良良良公公公公園園園園、平、平、平、平

城城城城宮跡宮跡宮跡宮跡、それから県、それから県、それから県、それから県営営営営ププププールールールール跡跡跡跡地と、そういう地と、そういう地と、そういう地と、そういう各各各各所所所所でのにでのにでのにでのにぎわぎわぎわぎわいいいい整整整整備と大備と大備と大備と大宮宮宮宮通通通通りのりのりのりの統統統統一し一し一し一し

たたたた印印印印象象象象のののの空空空空間づ間づ間づ間づくりという中で一くりという中で一くりという中で一くりという中で一貫貫貫貫して進して進して進して進めめめめていていていていここここうといううといううといううというこここことでごとでごとでごとでござざざざいます。います。います。います。

天天天天平の平の平の平の空空空空間間間間に関してでごに関してでごに関してでごに関してでござざざざいますが、いますが、いますが、いますが、どどどどのようなのようなのようなのような整整整整備を備を備を備を目指目指目指目指していくか、それはしていくか、それはしていくか、それはしていくか、それはここここれかれかれかれか

ら平成２５年度予算の中で、実ら平成２５年度予算の中で、実ら平成２５年度予算の中で、実ら平成２５年度予算の中で、実際際際際ににににどどどどのようなのようなのようなのようなイイイイメメメメージをつくるのが一ージをつくるのが一ージをつくるのが一ージをつくるのが一番番番番今今今今の観光の観光の観光の観光客客客客の皆の皆の皆の皆

さんに喜さんに喜さんに喜さんに喜ばばばばれるか、それはれるか、それはれるか、それはれるか、それはじじじじっくりっくりっくりっくり検討検討検討検討してまいりたいと思います。金してまいりたいと思います。金してまいりたいと思います。金してまいりたいと思います。金額額額額もももも妥妥妥妥当当当当の金の金の金の金額額額額とととと

いういういういう面面面面もももも含含含含めめめめてててて検討検討検討検討を進を進を進を進めめめめてまいりたいとてまいりたいとてまいりたいとてまいりたいと考考考考えております。えております。えております。えております。

○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 大大大大宮宮宮宮通通通通りりりりプロプロプロプロジジジジェクト全体ェクト全体ェクト全体ェクト全体と一と一と一と一体体体体になっているというになっているというになっているというになっているというこここことでとでとでとでああああります。観光ります。観光ります。観光ります。観光

戦略戦略戦略戦略をををを持持持持ってってってって滞滞滞滞在型在型在型在型のたくさんののたくさんののたくさんののたくさんの人人人人がががが泊泊泊泊まっていただけるような奈まっていただけるような奈まっていただけるような奈まっていただけるような奈良良良良県にしていくという、県にしていくという、県にしていくという、県にしていくという、

そのそのそのその目的目的目的目的というというというというこここことにとにとにとに異異異異論論論論ははははあああありませんし、そういうりませんし、そういうりませんし、そういうりませんし、そういうこここことでとでとでとで頑張頑張頑張頑張っていただいたらいいとっていただいたらいいとっていただいたらいいとっていただいたらいいと

思うのですけれ思うのですけれ思うのですけれ思うのですけれどもどもどもども、その、その、その、その方方方方法法法法として、として、として、として、ああああののののホホホホテテテテルをルをルをルを何何何何とかしないといけないというとかしないといけないというとかしないといけないというとかしないといけないというこここことととと

にににに固固固固執執執執して、して、して、して、ももももうそれがうそれがうそれがうそれがああああるから、それにくっつけていろいろるから、それにくっつけていろいろるから、それにくっつけていろいろるから、それにくっつけていろいろややややらなけれらなけれらなけれらなければばばばいけないとないけないとないけないとないけないとな

ってってってってゆゆゆゆがんでいっているのではないかと思います。がんでいっているのではないかと思います。がんでいっているのではないかと思います。がんでいっているのではないかと思います。

公公公公共共共共事業、大事業、大事業、大事業、大体未体未体未体未実施なら５年で実施なら５年で実施なら５年で実施なら５年で見直見直見直見直しなさると思うのです。しなさると思うのです。しなさると思うのです。しなさると思うのです。ややややっっっっぱぱぱぱり費用対り費用対り費用対り費用対効果効果効果効果ななななどどどど

をををを考考考考えて、えて、えて、えて、必必必必要性について要性について要性について要性について考考考考ええええ直直直直すすすすこここことがとがとがとがああああると思うのですけれると思うのですけれると思うのですけれると思うのですけれどもどもどもども、、、、ここここういうういうういうういうホホホホテテテテルルルル誘誘誘誘

致致致致のののの問題問題問題問題は、は、は、は、ももももうううう見直見直見直見直さなくてはならないさなくてはならないさなくてはならないさなくてはならない時期時期時期時期ではないかと思います。ではないかと思います。ではないかと思います。ではないかと思います。

ででででもももも、、、、今今今今年度の予算を年度の予算を年度の予算を年度の予算を見見見見ましたら、そのましたら、そのましたら、そのましたら、その天天天天平平平平空空空空間間間間のののの検討検討検討検討費用だけで費用だけで費用だけで費用だけでもももも、４，１００万円、４，１００万円、４，１００万円、４，１００万円

と４，０００万円で８，０００万円と４，０００万円で８，０００万円と４，０００万円で８，０００万円と４，０００万円で８，０００万円ぐぐぐぐらいかかるのですか、らいかかるのですか、らいかかるのですか、らいかかるのですか、相相相相当当当当かけるかけるかけるかけるこここことになりますとになりますとになりますとになりますねねねね。。。。

本本本本当当当当に県民のに県民のに県民のに県民の生生生生活、活、活、活、ああああるいは最低るいは最低るいは最低るいは最低賃賃賃賃金の金の金の金の問題問題問題問題、そういういろいろな、そういういろいろな、そういういろいろな、そういういろいろな暮暮暮暮らしの実らしの実らしの実らしの実態態態態の中で、の中で、の中で、の中で、

ここここういうういうういうういう投投投投資が資が資が資が理解理解理解理解をををを得得得得られるのかは大変られるのかは大変られるのかは大変られるのかは大変問題問題問題問題だと思っております。だと思っております。だと思っております。だと思っております。ここここのののの点点点点につきましてにつきましてにつきましてにつきまして

は、知事には、知事には、知事には、知事に直直直直接接接接おおおお伺伺伺伺いしたいと思います。いしたいと思います。いしたいと思います。いしたいと思います。以以以以上で上で上で上で質問質問質問質問をををを終終終終わわわわります。ります。ります。ります。

○小泉委員○小泉委員○小泉委員○小泉委員 １１１１点点点点だけだけだけだけホホホホテテテテルのルのルのルの問題問題問題問題についてについてについてについて質問質問質問質問したいと思っていましたので、山村委員したいと思っていましたので、山村委員したいと思っていましたので、山村委員したいと思っていましたので、山村委員

がががが述述述述べべべべられましたので、関連してられましたので、関連してられましたので、関連してられましたので、関連して質問質問質問質問したいと思います。したいと思います。したいと思います。したいと思います。
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５年５年５年５年間間間間たったというたったというたったというたったという状況状況状況状況の中で、大変ごの中で、大変ごの中で、大変ごの中で、大変ご努努努努力力力力をされているをされているをされているをされているわわわわけです。しかし、けです。しかし、けです。しかし、けです。しかし、現現現現実実実実的的的的にににに

ホホホホテテテテルのルのルのルの姿姿姿姿がががが見見見見えてえてえてえてここここない中で、一ない中で、一ない中で、一ない中で、一体ど体ど体ど体どうしたらいいのかと、うしたらいいのかと、うしたらいいのかと、うしたらいいのかと、担担担担当当当当者者者者もももも大変大変大変大変困困困困っておられっておられっておられっておられ

るし、るし、るし、るし、我我我我々自々自々自々自身身身身もももも実は実は実は実は協力協力協力協力するというするというするというするというこここことで大変とで大変とで大変とで大変困困困困っているっているっているっているわわわわけでごけでごけでごけでござざざざいますけれいますけれいますけれいますけれどもどもどもども、、、、

こここことしの予算の中で、実としの予算の中で、実としの予算の中で、実としの予算の中で、実態調態調態調態調査についてですか、そういう査についてですか、そういう査についてですか、そういう査についてですか、そういう評価評価評価評価をされるというをされるというをされるというをされるというこここことでごとでごとでごとでござざざざ

いますけれいますけれいますけれいますけれどもどもどもども、、、、ホホホホテテテテルルルル誘致誘致誘致誘致のたのたのたのためめめめのののの仕組み仕組み仕組み仕組みといったらいいですか、といったらいいですか、といったらいいですか、といったらいいですか、どどどどうしたらうしたらうしたらうしたら来来来来ていたていたていたていた

だけるのかなというだけるのかなというだけるのかなというだけるのかなという点点点点でのでのでのでの仕組みづ仕組みづ仕組みづ仕組みづくりを、くりを、くりを、くりを、こここことしはとしはとしはとしはどどどどういうういうういうういう点点点点でででで重重重重点的点的点的点的ににににややややられるのかられるのかられるのかられるのか

について、まずおについて、まずおについて、まずおについて、まずお尋ね尋ね尋ね尋ねしたいと思います。したいと思います。したいと思います。したいと思います。

○森田企業立地推進課長○森田企業立地推進課長○森田企業立地推進課長○森田企業立地推進課長 県県県県営営営営ププププールールールール跡跡跡跡地の地の地の地の整整整整備についてでご備についてでご備についてでご備についてでござざざざいますが、いますが、いますが、いますが、ここここちらは大ちらは大ちらは大ちらは大宮宮宮宮

通通通通りりりりプロプロプロプロジジジジェクトェクトェクトェクトの一環としてというの一環としてというの一環としてというの一環としてというこここことで、とで、とで、とで、ややややはりはりはりはり官官官官民連民連民連民連携携携携したしたしたしたプロプロプロプロジジジジェクトェクトェクトェクトでごでごでごでござざざざいいいい

ます。ます。ます。ます。官官官官のののの公公公公共共共共事業と民事業と民事業と民事業と民間間間間のののの投投投投資が資が資が資が適適適適切切切切にににに役役役役割割割割分分分分担担担担をして進をして進をして進をして進めめめめてててて整整整整備していくと、それが備していくと、それが備していくと、それが備していくと、それが

一一一一番番番番のののの望望望望ましいましいましいましい形形形形というというというというこここことで、では、とで、では、とで、では、とで、では、官官官官民連民連民連民連携携携携の最の最の最の最もももも適適適適切切切切な事業手な事業手な事業手な事業手法法法法ああああるいはるいはるいはるいは官官官官民の事民の事民の事民の事

業業業業主体主体主体主体は、は、は、は、各タ各タ各タ各ターーーーミナミナミナミナルでルでルでルであああありましたり、広りましたり、広りましたり、広りましたり、広場場場場でででであああありましたり、りましたり、りましたり、りましたり、ホホホホテテテテルというルというルというルという各各各各施設の事施設の事施設の事施設の事

業業業業主体主体主体主体、その、その、その、その役役役役割割割割分分分分担担担担、それと、それと、それと、それと整整整整備のた備のた備のた備のためめめめの事業手の事業手の事業手の事業手法法法法、そういう一、そういう一、そういう一、そういう一番番番番適適適適切切切切ななななもももものをのをのをのを見見見見出し出し出し出し

ていく、その中で、民ていく、その中で、民ていく、その中で、民ていく、その中で、民間間間間のののの投投投投資を資を資を資を呼呼呼呼びびびび込込込込んでいけるのではないかと、そういうんでいけるのではないかと、そういうんでいけるのではないかと、そういうんでいけるのではないかと、そういう考考考考ええええ方方方方で、で、で、で、

まず進まず進まず進まず進めめめめていくていくていくていく考考考考えでおります。えでおります。えでおります。えでおります。

○小泉委員○小泉委員○小泉委員○小泉委員 県県県県営営営営ププププールールールール跡跡跡跡地のと地のと地のと地のとこここころに奈ろに奈ろに奈ろに奈良良良良県が県が県が県がホホホホテテテテルにルにルにルに来来来来てほしいという願いは、てほしいという願いは、てほしいという願いは、てほしいという願いは、ここここれれれれ

はははは全国全国全国全国ののののホホホホテテテテル業ル業ル業ル業界界界界のとのとのとのとこここころではろではろではろではももももう行きう行きう行きう行き届届届届いているのです、いているのです、いているのです、いているのです、ややややはり知っておられるはり知っておられるはり知っておられるはり知っておられるわわわわけけけけ

です。しかし、そです。しかし、そです。しかし、そです。しかし、そここここで一で一で一で一歩歩歩歩踏踏踏踏みみみみ込込込込んで奈んで奈んで奈んで奈良良良良県にとはなかなかならないというと県にとはなかなかならないというと県にとはなかなかならないというと県にとはなかなかならないというとこここころにろにろにろに非常非常非常非常

にににに難難難難しさがしさがしさがしさがああああるるるるわわわわけでごけでごけでごけでござざざざいます。います。います。います。理理理理事者事者事者事者もももも認認認認識識識識しておられますけれしておられますけれしておられますけれしておられますけれどもどもどもども、、、、ホホホホテテテテルの進出ルの進出ルの進出ルの進出

というのはというのはというのはというのは非常非常非常非常にににに難難難難しいしいしいしいわわわわけです。例えけです。例えけです。例えけです。例えばホばホばホばホテテテテルルルルオオオオーーーークラクラクラクラがががが来来来来ると、そんなのではないると、そんなのではないると、そんなのではないると、そんなのではないわわわわ

けです。けです。けです。けです。投投投投資家が資家が資家が資家がややややはりはりはりはり投投投投資をしながら、資をしながら、資をしながら、資をしながら、運運運運営営営営ををををホホホホテテテテルがルがルがルがややややるというるというるというるというこここことになりますので、とになりますので、とになりますので、とになりますので、

投投投投資家を資家を資家を資家を募募募募らなけれらなけれらなけれらなければばばばならないのです。ならないのです。ならないのです。ならないのです。投投投投資家を資家を資家を資家を募募募募ろうと思えろうと思えろうと思えろうと思えばばばば、、、、投投投投資家に対する資家に対する資家に対する資家に対するセセセセールールールール

ススススをしなけれをしなけれをしなけれをしなければばばばいけないいけないいけないいけないわわわわけです。いえけです。いえけです。いえけです。いえばばばば奈奈奈奈良良良良県に県に県に県に投投投投資をしていただけるような大きな会資をしていただけるような大きな会資をしていただけるような大きな会資をしていただけるような大きな会

社社社社ででででああああるとか、るとか、るとか、るとか、ああああるいはまた大きな資産をるいはまた大きな資産をるいはまた大きな資産をるいはまた大きな資産を持持持持っておられるっておられるっておられるっておられる方方方方ででででああああるとか、そういうるとか、そういうるとか、そういうるとか、そういう方方方方に対に対に対に対

してしてしてしてアプロアプロアプロアプローーーーチチチチしていくしていくしていくしていくこここことがとがとがとが必必必必要だと思うのですけれ要だと思うのですけれ要だと思うのですけれ要だと思うのですけれどもどもどもども、そういう、そういう、そういう、そういうアプロアプロアプロアプローーーーチチチチを、を、を、を、セセセセ

ールールールールススススを県はしていかなけれを県はしていかなけれを県はしていかなけれを県はしていかなければばばばいけないと思います。いけないと思います。いけないと思います。いけないと思います。

そういうそういうそういうそういうここここととととももももされているとは思うされているとは思うされているとは思うされているとは思うわわわわけでごけでごけでごけでござざざざいますけれいますけれいますけれいますけれどもどもどもども、、、、ここここここここで副知事、で副知事、で副知事、で副知事、非常非常非常非常にににに

いろいろないろいろないろいろないろいろなホホホホテテテテルルルルこここことをよく知っておられますし、とをよく知っておられますし、とをよく知っておられますし、とをよく知っておられますし、ここここここここでいえでいえでいえでいえばばばば一一一一番番番番顔顔顔顔が広いのが副知事が広いのが副知事が広いのが副知事が広いのが副知事

だと思うのです。多だと思うのです。多だと思うのです。多だと思うのです。多分分分分そうだと思うのです。だから、そそうだと思うのです。だから、そそうだと思うのです。だから、そそうだと思うのです。だから、そここここで副知事で副知事で副知事で副知事もももも含含含含めめめめててててセセセセールールールールススススをしをしをしをし

ていっていただくと、ていっていただくと、ていっていただくと、ていっていただくと、ここここここここででででああああったらいいと一ったらいいと一ったらいいと一ったらいいと一遍遍遍遍行行行行ここここうと、お願いに行くうと、お願いに行くうと、お願いに行くうと、お願いに行くこここことをしていっとをしていっとをしていっとをしていっ
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ていただけたらていただけたらていただけたらていただけたらどどどどうかと思うのですけれうかと思うのですけれうかと思うのですけれうかと思うのですけれどもどもどもども、そういう、そういう、そういう、そういう点点点点では、副知事では、副知事では、副知事では、副知事どどどどうでしうでしうでしうでしょょょょうか。うか。うか。うか。

○奥田副知事○奥田副知事○奥田副知事○奥田副知事 県県県県営営営営ププププールールールール跡跡跡跡地の地の地の地のホホホホテテテテルルルル誘致誘致誘致誘致については、については、については、については、非常非常非常非常にににに難難難難渋渋渋渋をしているというのをしているというのをしているというのをしているというの

がががが現状現状現状現状でごでごでごでござざざざいます。それで、またいます。それで、またいます。それで、またいます。それで、また今今今今、小泉委員からご、小泉委員からご、小泉委員からご、小泉委員からご指指指指摘摘摘摘ののののああああった、った、った、った、投投投投資家に対する資家に対する資家に対する資家に対するアアアア

プロプロプロプローーーーチチチチ、、、、ここここれれれれもももも県は県は県は県は限限限限りなくりなくりなくりなくややややっているっているっているっているわわわわけでけでけでけであああありますけれりますけれりますけれりますけれどもどもどもども、奈、奈、奈、奈良良良良県という地が大県という地が大県という地が大県という地が大

阪府阪府阪府阪府、、、、京都府京都府京都府京都府にににに非常非常非常非常にににに近近近近くて、くて、くて、くて、夜夜夜夜の産業の産業の産業の産業も少も少も少も少ない地域でごない地域でごない地域でごない地域でござざざざいますので、なかなかそういいますので、なかなかそういいますので、なかなかそういいますので、なかなかそうい

うううう意意意意味味味味での、進出での、進出での、進出での、進出意意意意欲欲欲欲をををを駆駆駆駆りりりり立立立立てるほてるほてるほてるほどどどどのののの魅魅魅魅力力力力がががが今見今見今見今見つかっていないと。そういうつかっていないと。そういうつかっていないと。そういうつかっていないと。そういうこここことで、とで、とで、とで、

荒井荒井荒井荒井知事を知事を知事を知事を先先先先頭頭頭頭に、に、に、に、今今今今、森田、森田、森田、森田企企企企業業業業立立立立地推進地推進地推進地推進課課課課長が申し上げましたような長が申し上げましたような長が申し上げましたような長が申し上げましたような天天天天平平平平空空空空間間間間をををを再現再現再現再現すすすす

る大る大る大る大宮宮宮宮通通通通りりりりプロプロプロプロジジジジェクトェクトェクトェクトの中で、一の中で、一の中で、一の中で、一貫貫貫貫して平して平して平して平城城城城宮跡宮跡宮跡宮跡、それから県、それから県、それから県、それから県営営営営ププププールールールール跡跡跡跡地、大地、大地、大地、大宮宮宮宮通通通通り、り、り、り、

奈奈奈奈良良良良公公公公園園園園、、、、ここここれをれをれをれを結結結結ぶぶぶぶ動動動動線線線線をしっかりして、そういう一つのをしっかりして、そういう一つのをしっかりして、そういう一つのをしっかりして、そういう一つの絵絵絵絵をかいて、をかいて、をかいて、をかいて、再再再再度、度、度、度、投投投投資家に資家に資家に資家に

チャチャチャチャレンレンレンレンジするというジするというジするというジするというこここことでとでとでとで今今今今は進んでおりますので、は進んでおりますので、は進んでおりますので、は進んでおりますので、ここここれは知事をれは知事をれは知事をれは知事を先先先先頭頭頭頭に、に、に、に、投投投投資家に資家に資家に資家にもももも、、、、

それからそれからそれからそれからホホホホテテテテルルルル側側側側ににににもアプロもアプロもアプロもアプローーーーチチチチをしていくをしていくをしていくをしていく仕仕仕仕事だと事だと事だと事だと考考考考えております。えております。えております。えております。

○小泉委員○小泉委員○小泉委員○小泉委員 今今今今、副知事から、副知事から、副知事から、副知事からややややっていくっていくっていくっていく決決決決意意意意をををを述述述述べべべべていただきましたので、引き続き、そていただきましたので、引き続き、そていただきましたので、引き続き、そていただきましたので、引き続き、そ

ういうういうういうういう点点点点ではいろいろな資料ではいろいろな資料ではいろいろな資料ではいろいろな資料ももももそろえて、奈そろえて、奈そろえて、奈そろえて、奈良良良良県に県に県に県に来来来来たらたらたらたら必必必必ずずずずももももうかるしいいでといううかるしいいでといううかるしいいでといううかるしいいでというここここ

とをとをとをとをアアアアピピピピールしていっていただくように、ールしていっていただくように、ールしていっていただくように、ールしていっていただくように、ぜぜぜぜひひひひととととももももよろしくお願い申し上げまして、よろしくお願い申し上げまして、よろしくお願い申し上げまして、よろしくお願い申し上げまして、質問質問質問質問

をををを終終終終わわわわります。ります。ります。ります。

○浅川委員○浅川委員○浅川委員○浅川委員 １１１１点点点点質問質問質問質問させていただきます。それは、させていただきます。それは、させていただきます。それは、させていただきます。それは、条条条条例例例例指指指指定定定定ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ法法法法人人人人についてでについてでについてでについてであああありりりり

ます。ます。ます。ます。ここここの件についてはの件についてはの件についてはの件については条条条条例案が出されるという例案が出されるという例案が出されるという例案が出されるというこここことで、とで、とで、とで、常常常常任任任任委員会の委員会の委員会の委員会の文文文文教教教教くらし委員会くらし委員会くらし委員会くらし委員会

ででででもももも、、、、随随随随分分分分、上田、上田、上田、上田協働協働協働協働推進推進推進推進課課課課長と議長と議長と議長と議論論論論させていただきました。させていただきました。させていただきました。させていただきました。文文文文教教教教くらし委員会くらし委員会くらし委員会くらし委員会以外以外以外以外ででででもももも

随随随随分分分分議議議議論論論論いたしました。いたしました。いたしました。いたしました。

結結結結論論論論から申し上げて、から申し上げて、から申し上げて、から申し上げて、ここここのののの条条条条例案をつくるた例案をつくるた例案をつくるた例案をつくるためめめめに審議会でに審議会でに審議会でに審議会で随随随随分分分分検討検討検討検討されたし、それで一されたし、それで一されたし、それで一されたし、それで一

つの案が出てきたつの案が出てきたつの案が出てきたつの案が出てきたわわわわけですから、けですから、けですから、けですから、殊殊殊殊さら、さら、さら、さら、ももももうううう反反反反対するつ対するつ対するつ対するつももももりはりはりはりはあああありませんけれりませんけれりませんけれりませんけれどもどもどもども、、、、何何何何

度度度度もももも申し上げているように、そ申し上げているように、そ申し上げているように、そ申し上げているように、そももももそそそそもＮＰＯもＮＰＯもＮＰＯもＮＰＯというのはというのはというのはというのは何何何何なんだと。なんだと。なんだと。なんだと。常常常常 々々々々思っている思っている思っている思っているこここことととと

は、は、は、は、ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ法法法法人人人人とは、とは、とは、とは、寄附寄附寄附寄附とその事業とその事業とその事業とその事業益益益益から成りから成りから成りから成り立立立立つつつつ法法法法人人人人ででででああああって、行って、行って、行って、行政政政政からの補助金からの補助金からの補助金からの補助金目目目目

当当当当てのてのてのてのＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯなんていうのは、だなんていうのは、だなんていうのは、だなんていうのは、だめめめめだと思っているのです。そのただと思っているのです。そのただと思っているのです。そのただと思っているのです。そのためめめめのののの営営営営業業業業努努努努力力力力を、を、を、を、ＮＰＮＰＮＰＮＰ

ＯＯＯＯ法法法法人人人人のののの方々も方々も方々も方々もするするするするべべべべきできできできでああああって、そのって、そのって、そのって、その法法法法人人人人をををを立立立立ち上げるち上げるち上げるち上げる以以以以上は、その代上は、その代上は、その代上は、その代表表表表者たる者は、者たる者は、者たる者は、者たる者は、

その従業員の皆さんとか、そういうその従業員の皆さんとか、そういうその従業員の皆さんとか、そういうその従業員の皆さんとか、そういう人人人人たちのたちのたちのたちの生生生生活を活を活を活を保保保保障障障障する、そする、そする、そする、そここここまでまでまでまで考考考考えるえるえるえるべべべべきだと思きだと思きだと思きだと思

っていまして、まっていまして、まっていまして、まっていまして、まああああままままああああ、、、、ここここれはれはれはれは私私私私のののの持持持持論論論論かかかかもわもわもわもわかりませんけれかりませんけれかりませんけれかりませんけれどどどど。。。。

そんな中、日本ではまだまだそのそんな中、日本ではまだまだそのそんな中、日本ではまだまだそのそんな中、日本ではまだまだその寄附寄附寄附寄附文文文文化が化が化が化が足足足足りないというか、りないというか、りないというか、りないというか、アアアアメメメメリカリカリカリカとかとかとかとかヨヨヨヨーーーーロッロッロッロッ

パパパパ諸国諸国諸国諸国にににに比比比比べべべべて、そのて、そのて、そのて、その辺辺辺辺のののの意識も意識も意識も意識も弱弱弱弱いです。いです。いです。いです。寄附寄附寄附寄附文文文文化という化という化という化というもももものをのをのをのを醸醸醸醸成しよう、成しよう、成しよう、成しよう、ももももっとっとっとっと向向向向

上させようという上させようという上させようという上させようというこここことで、とで、とで、とで、今回今回今回今回ののののここここの施の施の施の施策策策策ががががああああると思います。ると思います。ると思います。ると思います。
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認認認認定定定定ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ法法法法人人人人よりよりよりよりももももハハハハーーーードドドドルを低くして、ルを低くして、ルを低くして、ルを低くして、条条条条例例例例指指指指定定定定ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ法法法法人人人人ををををここここれかられかられかられから指指指指定してい定してい定してい定してい

ここここうではないかと思いますが、そのうではないかと思いますが、そのうではないかと思いますが、そのうではないかと思いますが、その割割割割にはにはにはにはハハハハーーーードドドドルが低くなっているようには思えない。ルが低くなっているようには思えない。ルが低くなっているようには思えない。ルが低くなっているようには思えない。

低くなっている部低くなっている部低くなっている部低くなっている部分分分分ははははああああるけれるけれるけれるけれどどどど、、、、反反反反対に対に対に対に余余余余計なと計なと計なと計なとこここころがいっろがいっろがいっろがいっぱぱぱぱいついてしまって、いついてしまって、いついてしまって、いついてしまって、ここここんんんん

ななななこここことでは、とでは、とでは、とでは、ここここんな手続がんな手続がんな手続がんな手続が面倒面倒面倒面倒くさいとなるのではないかと、実は思っています。くさいとなるのではないかと、実は思っています。くさいとなるのではないかと、実は思っています。くさいとなるのではないかと、実は思っています。

そそそそここここで、で、で、で、条条条条例例例例指指指指定定定定ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ法法法法人人人人が、県が、県が、県が、県指指指指定を受けると、定を受けると、定を受けると、定を受けると、個個個個人人人人県民県民県民県民税税税税がががが減税減税減税減税されるされるされるされるわわわわけですけですけですけです

ねねねね。。。。同同同同時時時時に恐らくに恐らくに恐らくに恐らく市町市町市町市町村で村で村で村でも基も基も基も基準準準準は変は変は変は変わわわわりませんから、県でりませんから、県でりませんから、県でりませんから、県で指指指指定されるという定されるという定されるという定されるというこここことはとはとはとは市町市町市町市町

村で村で村で村でもももも恐らく恐らく恐らく恐らく指指指指定されるでし定されるでし定されるでし定されるでしょょょょう。う。う。う。市町市町市町市町村民村民村民村民税税税税がががが控除控除控除控除されるというされるというされるというされるというこここことですが、とですが、とですが、とですが、ここここれをれをれをれを具具具具

体的体的体的体的な事例をな事例をな事例をな事例を想想想想定して、日本定して、日本定して、日本定して、日本人人人人の平の平の平の平均均均均所得所得所得所得、それから、それから、それから、それから普通普通普通普通ののののサラリサラリサラリサラリーーーーマンマンマンマンのようなのようなのようなのような人人人人がががが幾幾幾幾

らからからからか寄附寄附寄附寄附したら、ではしたら、ではしたら、ではしたら、ではどどどどののののぐぐぐぐらいらいらいらい返返返返ってくるかを、ってくるかを、ってくるかを、ってくるかを、具具具具体的体的体的体的にににに教教教教えていただけませんか。まえていただけませんか。まえていただけませんか。まえていただけませんか。ま

た、その広た、その広た、その広た、その広報報報報はははは絶絶絶絶対対対対必必必必要だと思うのです。その要だと思うのです。その要だと思うのです。その要だと思うのです。そのこここことをおとをおとをおとをお答答答答えいただけませんか。えいただけませんか。えいただけませんか。えいただけませんか。

○上田協働推進課長○上田協働推進課長○上田協働推進課長○上田協働推進課長 条条条条例例例例指指指指定定定定ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ法法法法人へ人へ人へ人へのののの寄附寄附寄附寄附につきまして、につきまして、につきまして、につきまして、どどどどれくらいのれくらいのれくらいのれくらいの控除控除控除控除を受を受を受を受

けるけるけるけるこここことができるのかのとができるのかのとができるのかのとができるのかの具具具具体体体体例を例を例を例を示示示示すようにとのおすようにとのおすようにとのおすようにとのお尋ね尋ね尋ね尋ねでごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

条条条条例で例で例で例で個個個個別別別別指指指指定をされた定をされた定をされた定をされたＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ法法法法人人人人にににに寄附寄附寄附寄附をされましたをされましたをされましたをされました場合場合場合場合は、は、は、は、寄附寄附寄附寄附金の対金の対金の対金の対象象象象額額額額につきにつきにつきにつき

まして、まして、まして、まして、都道府都道府都道府都道府県県県県指指指指定の定の定の定の場合場合場合場合はははは個個個個人人人人県民県民県民県民税税税税が４が４が４が４％％％％、、、、市町市町市町市町村村村村指指指指定の定の定の定の場合場合場合場合は６は６は６は６％％％％のののの税額控除税額控除税額控除税額控除をををを

受ける受ける受ける受けるこここことができます。とができます。とができます。とができます。

具具具具体的体的体的体的な金な金な金な金額額額額でおでおでおでお示示示示しをさせていただきたいと思います。しをさせていただきたいと思います。しをさせていただきたいと思います。しをさせていただきたいと思います。仮仮仮仮に１万円を県に１万円を県に１万円を県に１万円を県指指指指定定定定ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ法法法法

人人人人にににに寄附寄附寄附寄附をされますと、１万円から、まずをされますと、１万円から、まずをされますと、１万円から、まずをされますと、１万円から、まず寄附寄附寄附寄附金金金金額額額額の大小にかかの大小にかかの大小にかかの大小にかかわわわわらず、一らず、一らず、一らず、一律律律律で２，００で２，００で２，００で２，００

０円を引きまして、０円を引きまして、０円を引きまして、０円を引きまして、残残残残る８，０００円の４る８，０００円の４る８，０００円の４る８，０００円の４％％％％にににに当当当当たります３２０円がたります３２０円がたります３２０円がたります３２０円が税額控除税額控除税額控除税額控除されるされるされるされる額額額額とととと

なります。なります。なります。なります。同同同同様に、様に、様に、様に、市町市町市町市町村村村村指指指指定の定の定の定の場合場合場合場合につきましては、１万円引く２，０００円につきましては、１万円引く２，０００円につきましては、１万円引く２，０００円につきましては、１万円引く２，０００円掛掛掛掛けるけるけるける

６６６６％％％％の４８０円となります。したがいまして、県、の４８０円となります。したがいまして、県、の４８０円となります。したがいまして、県、の４８０円となります。したがいまして、県、市町市町市町市町村いずれの村いずれの村いずれの村いずれの指指指指定定定定もももも受けている受けている受けている受けているＮＰＮＰＮＰＮＰ

ＯＯＯＯ法法法法人人人人にににに寄附寄附寄附寄附されましたされましたされましたされました方方方方は、３２０円は、３２０円は、３２０円は、３２０円足足足足す４８０円で８００円のす４８０円で８００円のす４８０円で８００円のす４８０円で８００円の税額控除税額控除税額控除税額控除を受けるを受けるを受けるを受けるこここことととと

ができるができるができるができるこここことになります。とになります。とになります。とになります。

次次次次に、に、に、に、条条条条例例例例指指指指定をされた定をされた定をされた定をされたこここことによりまして、とによりまして、とによりまして、とによりまして、今回今回今回今回、、、、認認認認定定定定ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ法法法法人人人人になるたになるたになるたになるためめめめの最大のの最大のの最大のの最大の

要件が要件が要件が要件がクリアクリアクリアクリアされるされるされるされるこここことになりまして、とになりまして、とになりまして、とになりまして、認認認認定定定定ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ法法法法人人人人になりになりになりになりややややすくなります。そのたすくなります。そのたすくなります。そのたすくなります。そのためめめめ、、、、

認認認認定定定定ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ法法法法人人人人になりますと、になりますと、になりますと、になりますと、ここここちらはちらはちらはちらは所得税所得税所得税所得税についてについてについてについてもももも控除控除控除控除を受けるを受けるを受けるを受けるこここことができます。とができます。とができます。とができます。

所得税所得税所得税所得税のののの場合場合場合場合につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、所得控除所得控除所得控除所得控除かかかか税額控除税額控除税額控除税額控除のいずれかのいずれかのいずれかのいずれか有有有有利な利な利な利な方方方方をををを選選選選択択択択できますできますできますできます

けれけれけれけれどもどもどもども、例え、例え、例え、例えばばばば年年年年収収収収が５００万円でが５００万円でが５００万円でが５００万円で所得税率所得税率所得税率所得税率が１０が１０が１０が１０％％％％、、、、寄附寄附寄附寄附金金金金額額額額が１万円とが１万円とが１万円とが１万円と仮仮仮仮定をいた定をいた定をいた定をいた

しますと、しますと、しますと、しますと、税額控除税額控除税額控除税額控除のののの方方方方がががが有有有有利でご利でご利でご利で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、ここここれをれをれをれを選選選選択択択択いたしますと１万円から２，いたしますと１万円から２，いたしますと１万円から２，いたしますと１万円から２，

０００円を引きまして、０００円を引きまして、０００円を引きまして、０００円を引きまして、残残残残る８，０００円に４０る８，０００円に４０る８，０００円に４０る８，０００円に４０％％％％をををを掛掛掛掛けますと３，２００円となります。けますと３，２００円となります。けますと３，２００円となります。けますと３，２００円となります。

ここここれがれがれがれが税額控除税額控除税額控除税額控除されるされるされるされる額額額額となります。そして、県、となります。そして、県、となります。そして、県、となります。そして、県、市町市町市町市町村と村と村と村とももももにににに条条条条例で定例で定例で定例で定めめめめががががああああるるるる場合場合場合場合にににに
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つきましては、つきましては、つきましては、つきましては、ここここの３，２００円に、の３，２００円に、の３，２００円に、の３，２００円に、先先先先ほほほほどどどどの３２０円と４８０円を加えました４，００の３２０円と４８０円を加えました４，００の３２０円と４８０円を加えました４，００の３２０円と４８０円を加えました４，００

０円が０円が０円が０円が控除額控除額控除額控除額となります。となります。となります。となります。

県としましては、県としましては、県としましては、県としましては、ここここのようなのようなのようなのような具具具具体的体的体的体的な例を県民の皆様にな例を県民の皆様にな例を県民の皆様にな例を県民の皆様に示示示示して、制度のして、制度のして、制度のして、制度の周周周周知に知に知に知に努努努努めめめめたいたいたいたい

とととと考考考考えております。えております。えております。えております。以以以以上でご上でご上でご上でござざざざいます。います。います。います。

○浅川委員○浅川委員○浅川委員○浅川委員 大変大変大変大変わわわわかりかりかりかりややややすい説明ですい説明ですい説明ですい説明であああありがとうごりがとうごりがとうごりがとうござざざざいました。いました。いました。いました。

全全全全部部部部グロスグロスグロスグロスで１万円から４，０００円になるというで１万円から４，０００円になるというで１万円から４，０００円になるというで１万円から４，０００円になるというこここことですとですとですとですねねねね。。。。ももももととととももももとととと認認認認定定定定ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ法法法法

人人人人ののののハハハハーーーードドドドルが高いので、ルが高いので、ルが高いので、ルが高いので、条条条条例例例例指指指指定の定の定の定のＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ法法法法人人人人をつくります。そういうをつくります。そういうをつくります。そういうをつくります。そういう基基基基準準準準をつくりまをつくりまをつくりまをつくりま

した。では、した。では、した。では、した。では、条条条条例例例例指指指指定定定定ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ法法法法人人人人、、、、ここここれだけをれだけをれだけをれだけをクリアクリアクリアクリアしたしたしたしたＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ法法法法人人人人ででででああああるならよ、１万るならよ、１万るならよ、１万るならよ、１万

円円円円寄附寄附寄附寄附して、県で３２０円でしして、県で３２０円でしして、県で３２０円でしして、県で３２０円でしょょょょう。う。う。う。ここここの３２０円の申の３２０円の申の３２０円の申の３２０円の申請請請請をしに行くのに、県にをしに行くのに、県にをしに行くのに、県にをしに行くのに、県に来来来来るのでるのでるのでるので

すか。すか。すか。すか。

○上田協働推進課長○上田協働推進課長○上田協働推進課長○上田協働推進課長 申申申申請請請請でごでごでごでござざざざいますけれいますけれいますけれいますけれどもどもどもども、、、、条条条条例例例例指指指指定定定定ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ法法法法人人人人では、県民では、県民では、県民では、県民税税税税、そ、そ、そ、そ

れかられかられかられから市町市町市町市町村民村民村民村民税税税税ととととも市町も市町も市町も市町村の村の村の村の窓口窓口窓口窓口でででで寄付寄付寄付寄付金金金金控除税額控除税額控除税額控除税額申申申申請請請請書書書書を提出していただくを提出していただくを提出していただくを提出していただくこここことになとになとになとにな

ります。そります。そります。そります。そここここで県民で県民で県民で県民税税税税、、、、市町市町市町市町村民村民村民村民税税税税のののの税額控除税額控除税額控除税額控除を受けるを受けるを受けるを受けるこここことができます。とができます。とができます。とができます。ここここれは、県はれは、県はれは、県はれは、県は個個個個

人人人人県民県民県民県民税税税税のののの賦賦賦賦課課課課徴収権徴収権徴収権徴収権をををを市町市町市町市町村に委村に委村に委村に委任任任任しているからでごしているからでごしているからでごしているからでござざざざいます。います。います。います。以以以以上でご上でご上でご上でござざざざいます。います。います。います。

○浅川委員○浅川委員○浅川委員○浅川委員 では、では、では、では、市市市市のののの窓口窓口窓口窓口一つでいけるという一つでいけるという一つでいけるという一つでいけるというこここことですとですとですとですねねねね。そ。そ。そ。そここここで８００円とする、１で８００円とする、１で８００円とする、１で８００円とする、１

万円万円万円万円寄附寄附寄附寄附して８００円、８００円ではして８００円、８００円ではして８００円、８００円ではして８００円、８００円では交通交通交通交通費に費に費に費にももももならないと思うのです。例えならないと思うのです。例えならないと思うのです。例えならないと思うのです。例えばばばばのののの話話話話、奈、奈、奈、奈

良市良市良市良市のののの市市市市民で民で民で民でああああって、って、って、って、ここここれで、１万円をれで、１万円をれで、１万円をれで、１万円を想想想想定しているけれ定しているけれ定しているけれ定しているけれどどどど、、、、ももももととととももももととととここここのののの認認認認定で定で定で定でもももも３，３，３，３，

０００円０００円０００円０００円以以以以上の上の上の上の寄附寄附寄附寄附金を金を金を金を集集集集めめめめているし、１００ているし、１００ているし、１００ているし、１００人人人人とか、とか、とか、とか、ここここの３，０００円とか２，０００の３，０００円とか２，０００の３，０００円とか２，０００の３，０００円とか２，０００

円とか１，０００円を円とか１，０００円を円とか１，０００円を円とか１，０００円を想想想想定しているのです、そ定しているのです、そ定しているのです、そ定しているのです、そももももそそそそもももも。多。多。多。多分分分分１万円て１万円て１万円て１万円て結結結結構構構構大きい大きい大きい大きい額額額額だと思だと思だと思だと思

うのです。いろいろうのです。いろいろうのです。いろいろうのです。いろいろ考考考考えてえてえてえてみみみみるに、その４るに、その４るに、その４るに、その４％％％％、、、、市町市町市町市町村でいったら６村でいったら６村でいったら６村でいったら６％％％％、、、、ここここれ４れ４れ４れ４％％％％いうのは、いうのは、いうのは、いうのは、

要するに要するに要するに要するに法法法法律律律律かかかか何何何何かでかでかでかで決決決決まっているのですか。４まっているのですか。４まっているのですか。４まっているのですか。４％％％％以以以以上上上上ややややったらいかんというのはったらいかんというのはったらいかんというのはったらいかんというのは決決決決まっまっまっまっ

ているのですか、それをているのですか、それをているのですか、それをているのですか、それを教教教教えてください。例ええてください。例ええてください。例ええてください。例えばばばば４０４０４０４０％％％％だったらいけないのかと、だったらいけないのかと、だったらいけないのかと、だったらいけないのかと、条条条条例で例で例で例で

４０４０４０４０％％％％ってってってって決決決決めめめめられないのかというられないのかというられないのかというられないのかというこここことですとですとですとですわわわわ。。。。ここここれはれはれはれはわわわわからないですか。からないですか。からないですか。からないですか。

○上田協働推進課長○上田協働推進課長○上田協働推進課長○上田協働推進課長 そうですそうですそうですそうですねねねね、、、、税率税率税率税率がががが決決決決まっておりますので。まっておりますので。まっておりますので。まっておりますので。

税法税法税法税法の中で４の中で４の中で４の中で４％％％％、６、６、６、６％％％％が規定されておりますので、が規定されておりますので、が規定されておりますので、が規定されておりますので、ここここれはれはれはれは条条条条例の中で変える例の中で変える例の中で変える例の中で変えるこここことはできとはできとはできとはでき

ないないないないもももものでごのでごのでごのでござざざざいます。います。います。います。

○浅川委員○浅川委員○浅川委員○浅川委員 ここここれはれはれはれは決決決決まっていて、まっていて、まっていて、まっていて、条条条条例で例で例で例でここここれを上げるれを上げるれを上げるれを上げるこここことはできないのですとはできないのですとはできないのですとはできないのですねねねね、要はで、要はで、要はで、要はで

きないというきないというきないというきないというこここことですか、それならとですか、それならとですか、それならとですか、それなら仕方仕方仕方仕方がない。がない。がない。がない。

ただ、ただ、ただ、ただ、何何何何がががが言言言言いたいかというと、そういういたいかというと、そういういたいかというと、そういういたいかというと、そういうこここことなのです。要するにとなのです。要するにとなのです。要するにとなのです。要するに寄附寄附寄附寄附文文文文化を化を化を化をももももっとっとっとっと醸醸醸醸

成させようという成させようという成させようという成させようというこここことで、そのとで、そのとで、そのとで、そのももももくろくろくろくろみみみみででででややややっているのにっているのにっているのにっているのにももももかかかかかかかかわわわわらず、らず、らず、らず、どどどどれほれほれほれほどどどど効果効果効果効果がががが
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出るのかというのが一つ、いまだに出るのかというのが一つ、いまだに出るのかというのが一つ、いまだに出るのかというのが一つ、いまだに疑疑疑疑問問問問に思っています。に思っています。に思っています。に思っています。

いずれにしていずれにしていずれにしていずれにしてもももも、、、、ここここういうういうういうういうもももものは、のは、のは、のは、今今今今後後後後、、、、改改改改正していく正していく正していく正していくここここととととも考も考も考も考えていったらいいと思えていったらいいと思えていったらいいと思えていったらいいと思

うし、一つのうし、一つのうし、一つのうし、一つのここここののののハハハハーーーードドドドルルルルもももも、審議会でされたというけれ、審議会でされたというけれ、審議会でされたというけれ、審議会でされたというけれどもどもどもども、ち、ち、ち、ちょょょょっとっとっとっと言言言言いいいい過過過過ぎぎぎぎかかかかわわわわかかかか

らないけれらないけれらないけれらないけれどどどど、、、、ももももう審議会にまつう審議会にまつう審議会にまつう審議会にまつわわわわるるるる人人人人たちの、たちの、たちの、たちの、何何何何かかかか既既既既得権得権得権得権をををを守守守守るいうとるいうとるいうとるいうとこここころでろでろでろで線線線線を引いを引いを引いを引い

たのかたのかたのかたのかみみみみたいなたいなたいなたいな感じも感じも感じも感じもしないでしないでしないでしないでももももないのです。そういったないのです。そういったないのです。そういったないのです。そういったこここことととともももも含含含含めめめめて、て、て、て、今今今今後後後後ここここれがれがれがれが効果効果効果効果

的的的的に制度としてに制度としてに制度としてに制度として働働働働くように、くように、くように、くように、今今今今後後後後努努努努力力力力いただきたい。いただきたい。いただきたい。いただきたい。場合場合場合場合によったら、によったら、によったら、によったら、改改改改正する正する正する正するこここことととともももも必必必必

要ではないかという要ではないかという要ではないかという要ではないかというこここことで、とで、とで、とで、意見意見意見意見としてとしてとしてとして言言言言っておきます。っておきます。っておきます。っておきます。ここここれでれでれでれで終終終終わわわわります。ります。ります。ります。

○田中委員長○田中委員長○田中委員長○田中委員長 一一一一昨昨昨昨日、日、日、日、質問質問質問質問をををを遮遮遮遮って申しって申しって申しって申しわわわわけなかったのですけれけなかったのですけれけなかったのですけれけなかったのですけれどもどもどもども、奈、奈、奈、奈良市良市良市良市とうだ・とうだ・とうだ・とうだ・

アニマアニマアニマアニマルパールパールパールパーククククのののの……………………。。。。

○浅川委員○浅川委員○浅川委員○浅川委員 済済済済みみみみません。ません。ません。ません。

○田中委員長○田中委員長○田中委員長○田中委員長 その件はその件はその件はその件は……………………。。。。

○浅川委員○浅川委員○浅川委員○浅川委員 いいです。いいです。いいです。いいです。

○田中委員長○田中委員長○田中委員長○田中委員長 いいですか。いいですか。いいですか。いいですか。

○浅川委員○浅川委員○浅川委員○浅川委員 ごごごごめめめめんなさい、んなさい、んなさい、んなさい、結結結結構構構構です、いいです、それは。です、いいです、それは。です、いいです、それは。です、いいです、それは。

○奥山委員○奥山委員○奥山委員○奥山委員 予算審査特別委員会に予算審査特別委員会に予算審査特別委員会に予算審査特別委員会に臨臨臨臨むむむむにににに当当当当たって、たって、たって、たって、今今今今までまでまでまで自自自自分分分分の議員活の議員活の議員活の議員活動動動動の中での中での中での中で質問質問質問質問しししし

たりたりたりたり聞聞聞聞かせていただいたりするかせていただいたりするかせていただいたりするかせていただいたりするこここことが、とが、とが、とが、今今今今度度度度どどどどのようにのようにのようにのように反映反映反映反映されているのか、長されているのか、長されているのか、長されているのか、長期的期的期的期的にいにいにいにい

ろいろ予算をつけてろいろ予算をつけてろいろ予算をつけてろいろ予算をつけて執執執執行して行して行して行してももももらった、らった、らった、らった、ああああととととどどどどれれれれぐぐぐぐらいの予算、らいの予算、らいの予算、らいの予算、こここことしはつけているのかとしはつけているのかとしはつけているのかとしはつけているのか

とか、それが県民に対してとか、それが県民に対してとか、それが県民に対してとか、それが県民に対してどどどどういうういうういうういう福祉福祉福祉福祉向向向向上に上に上に上に役役役役立立立立っているのかという観っているのかという観っているのかという観っているのかという観点点点点で、実はいつで、実はいつで、実はいつで、実はいつ

もももも臨臨臨臨んでいるつんでいるつんでいるつんでいるつももももりです。２りです。２りです。２りです。２問問問問だけおだけおだけおだけお尋ね尋ね尋ね尋ねしたいと思います。したいと思います。したいと思います。したいと思います。

食食食食肉肉肉肉公公公公社や食社や食社や食社や食肉肉肉肉流通センタ流通センタ流通センタ流通センターの件でーの件でーの件でーの件でもももも、、、、ここここれまでれまでれまでれまで取取取取りりりり組組組組んでまいりました。んでまいりました。んでまいりました。んでまいりました。外外外外部部部部監監監監査査査査もももも

含含含含めめめめながらながらながらながら検討検討検討検討委員会をつくっていただいて、そして委員会をつくっていただいて、そして委員会をつくっていただいて、そして委員会をつくっていただいて、そして食食食食肉肉肉肉公公公公社社社社のののの検討検討検討検討委員会が委員会が委員会が委員会が去去去去年年年年ぐぐぐぐらいらいらいらい

で大で大で大で大体体体体終終終終わわわわりまして、りまして、りまして、りまして、こここことしの予算でとしの予算でとしの予算でとしの予算でどどどどのようなのようなのようなのような反映反映反映反映ができているのかというができているのかというができているのかというができているのかというこここことを実はとを実はとを実はとを実は

見見見見ておりました。ておりました。ておりました。ておりました。確確確確かにかにかにかに項項項項目的目的目的目的にはにはにはには改改改改革革革革のののの答答答答申に申に申に申に添添添添っての予算としてっての予算としてっての予算としてっての予算としてややややっている。っている。っている。っている。ここここのののの結結結結

論論論論からすると、とからすると、とからすると、とからすると、と畜畜畜畜をををを今今今今までまでまでまで食食食食肉肉肉肉会会会会社社社社でしていたのをでしていたのをでしていたのをでしていたのを食食食食肉肉肉肉公公公公社社社社ででででややややるというるというるというるというこここことで説明をとで説明をとで説明をとで説明を

書書書書いていただいています。それは、なるほいていただいています。それは、なるほいていただいています。それは、なるほいていただいています。それは、なるほど改ど改ど改ど改革革革革の中にそういうの中にそういうの中にそういうの中にそういうここここととととももももももももちろんちろんちろんちろん含含含含まれてまれてまれてまれて

いたので、そのとおりの予算は計上していただいていると。ただ、いたので、そのとおりの予算は計上していただいていると。ただ、いたので、そのとおりの予算は計上していただいていると。ただ、いたので、そのとおりの予算は計上していただいていると。ただ、食食食食肉肉肉肉会会会会社社社社からからからから食食食食肉肉肉肉公公公公社社社社

にとにとにとにと畜畜畜畜がががが移移移移るというるというるというるというこここことは、そとは、そとは、そとは、そここここでででで作作作作業をされる業をされる業をされる業をされる方々方々方々方々のののの退退退退職なりいろいろな事職なりいろいろな事職なりいろいろな事職なりいろいろな事柄柄柄柄が発が発が発が発生生生生すすすす

るというるというるというるというこここことととともももも含含含含めめめめながら、実は予算をながら、実は予算をながら、実は予算をながら、実は予算を見見見見ておりましたら、平成２４年度の予算とすれておりましたら、平成２４年度の予算とすれておりましたら、平成２４年度の予算とすれておりましたら、平成２４年度の予算とすればばばば、、、、

大大大大体体体体３３３３億億億億５，５，５，５，９９９９００万円、００万円、００万円、００万円、食食食食肉肉肉肉公公公公社社社社とととと食食食食肉肉肉肉会会会会社社社社とで予算として計上されている。とで予算として計上されている。とで予算として計上されている。とで予算として計上されている。こここことしは、としは、としは、としは、

改改改改革革革革にににに基づ基づ基づ基づいてといてといてといてと畜畜畜畜のののの食食食食肉肉肉肉公公公公社社社社にににに移移移移すというすというすというすというこここことで、いろいろなとで、いろいろなとで、いろいろなとで、いろいろな作作作作業業業業もももも当当当当然あ然あ然あ然あるだろうとるだろうとるだろうとるだろうと
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いういういういうこここことで、とで、とで、とで、食食食食肉肉肉肉公公公公社社社社が３が３が３が３億億億億５，０００万円と、そして５，０００万円と、そして５，０００万円と、そして５，０００万円と、そして食食食食肉肉肉肉会会会会社社社社が１が１が１が１億億億億３，８００万円と、３，８００万円と、３，８００万円と、３，８００万円と、

トトトトーーーータタタタルで５ルで５ルで５ルで５億億億億２，０００万円２，０００万円２，０００万円２，０００万円ぐぐぐぐらいで、平成２４年度は３らいで、平成２４年度は３らいで、平成２４年度は３らいで、平成２４年度は３億億億億５，５，５，５，９９９９００万円、００万円、００万円、００万円、約約約約３３３３億億億億６，６，６，６，

０００万円を費０００万円を費０００万円を費０００万円を費ややややしていたのが、していたのが、していたのが、していたのが、今今今今年度は５年度は５年度は５年度は５億億億億２，０００万円。しかし、中２，０００万円。しかし、中２，０００万円。しかし、中２，０００万円。しかし、中身身身身をををを検討検討検討検討するするするする

と、いろいろなと、いろいろなと、いろいろなと、いろいろな改改改改革革革革での中での中での中での中身身身身ででででここここういうういうういうういうこここことはとはとはとは必必必必要で要で要で要でああああろうというろうというろうというろうという認認認認識識識識をしながらをしながらをしながらをしながらここここの予の予の予の予

算を算を算を算を見見見見ているのですけれているのですけれているのですけれているのですけれどもどもどもども、平成２５年の、平成２５年の、平成２５年の、平成２５年の約約約約１１１１億億億億４，０００万円の４，０００万円の４，０００万円の４，０００万円の退退退退職金の発職金の発職金の発職金の発生生生生とかいとかいとかいとかい

ろいろなろいろなろいろなろいろなこここことからとからとからとから含含含含めめめめますと、ますと、ますと、ますと、こここことしは発としは発としは発としは発生生生生するけれするけれするけれするけれどもどもどもども、、、、ここここれはれはれはれは来来来来年度は発年度は発年度は発年度は発生生生生しないとしないとしないとしないと

いういういういう認認認認識識識識ででででああああれれれればばばば、、、、来来来来年度から年度から年度から年度から今今今今のののの状態状態状態状態ででででああああれれれれば約ば約ば約ば約３３３３億億億億５，０００万円で５，０００万円で５，０００万円で５，０００万円で終終終終わわわわるというるというるというるというここここ

とですとですとですとですねねねね。平成２４年までは３。平成２４年までは３。平成２４年までは３。平成２４年までは３億億億億６，０００万円ほ６，０００万円ほ６，０００万円ほ６，０００万円ほどどどど要ったという要ったという要ったという要ったというこここことで、とで、とで、とで、約約約約１，０００１，０００１，０００１，０００

万円ほ万円ほ万円ほ万円ほどどどど持持持持ち出しが、県のお金がち出しが、県のお金がち出しが、県のお金がち出しが、県のお金が少少少少なくなる、なくなる、なくなる、なくなる、改改改改革革革革にににに少少少少しずつ前進しているというしずつ前進しているというしずつ前進しているというしずつ前進しているという取取取取りりりり方方方方

を実はしています。を実はしています。を実はしています。を実はしています。

冨岡農林部長は、長年冨岡農林部長は、長年冨岡農林部長は、長年冨岡農林部長は、長年ここここれにれにれにれにタッタッタッタッチチチチをしていただいて、本をしていただいて、本をしていただいて、本をしていただいて、本当当当当ににににここここれは民れは民れは民れは民間間間間会会会会社社社社とととと公公公公社社社社とととと

いういういういう立場立場立場立場のののの非常非常非常非常にににに難難難難しいしいしいしい立場立場立場立場ででででややややっていただいたのっていただいたのっていただいたのっていただいたのももももよく知っています。でよく知っています。でよく知っています。でよく知っています。でもももも、、、、ややややっとっとっとっとここここ

ここここにににに来来来来て、一て、一て、一て、一歩歩歩歩、、、、二二二二歩歩歩歩とととと改改改改革革革革して、して、して、して、ここここの予算にの予算にの予算にの予算に反映反映反映反映されていますけれされていますけれされていますけれされていますけれどもどもどもども、、、、こここことしの予算としの予算としの予算としの予算

については、については、については、については、ああああああああ、、、、当当当当然こ然こ然こ然これれれれぐぐぐぐらいは要るだろうと。というらいは要るだろうと。というらいは要るだろうと。というらいは要るだろうと。というこここことは、とは、とは、とは、来来来来年からは１，００年からは１，００年からは１，００年からは１，００

０万円なり２，０００万円なりの予算０万円なり２，０００万円なりの予算０万円なり２，０００万円なりの予算０万円なり２，０００万円なりの予算的的的的な中な中な中な中身身身身、い、い、い、いやややや、、、、ここここれれれれ以以以以上、上、上、上、頭頭頭頭数が数が数が数がふふふふえれえれえれえればばばば、それ、それ、それ、それ

ははははももももっと変っと変っと変っと変わわわわってくるでしってくるでしってくるでしってくるでしょょょょう。でう。でう。でう。でもももも、、、、今今今今の県の県の県の県内内内内のののの状況状況状況状況からからからから見見見見ると、ると、ると、ると、牛牛牛牛が大が大が大が大体体体体３，０００３，０００３，０００３，０００

頭頭頭頭ぐぐぐぐらいとか、大らいとか、大らいとか、大らいとか、大体体体体それが一それが一それが一それが一気気気気に１万に１万に１万に１万頭頭頭頭になるになるになるになるこここことはまずとはまずとはまずとはまずあああありりりり得得得得ないと思うのです。そのないと思うのです。そのないと思うのです。そのないと思うのです。その

ときはそのときでときはそのときでときはそのときでときはそのときでふふふふえたときは別にいいのですけれえたときは別にいいのですけれえたときは別にいいのですけれえたときは別にいいのですけれどもどもどもども、、、、今今今今のののの水準水準水準水準でいって、でいって、でいって、でいって、ここここのののの改改改改革革革革でででで

金金金金額額額額的的的的に、予算に、予算に、予算に、予算的的的的にはにはにはには来来来来年度から年度から年度から年度から少少少少なくなるというなくなるというなくなるというなくなるというこここことがとがとがとがああああるのか、それだけるのか、それだけるのか、それだけるのか、それだけ答答答答えていたえていたえていたえていた

だいたら、だいたら、だいたら、だいたら、今今今今まで皆さんにまで皆さんにまで皆さんにまで皆さんに聞聞聞聞かせていただいたかせていただいたかせていただいたかせていただいたここここと、と、と、と、改改改改革革革革にににに基づ基づ基づ基づいていろいろいていろいろいていろいろいていろいろややややっていたっていたっていたっていた

だいただいただいただいたここここと、職と、職と、職と、職場場場場でのでのでのでの給給給給料明料明料明料明細細細細もももも議会で議会で議会で議会で言言言言ったと思います。知事のったと思います。知事のったと思います。知事のったと思います。知事の給給給給料より料より料より料よりももももはるかに高はるかに高はるかに高はるかに高

いいいい給給給給料を料を料を料をももももらっているではないかというらっているではないかというらっているではないかというらっているではないかというこここことまでとまでとまでとまで言言言言いました。いました。いました。いました。週週週週５日ほ５日ほ５日ほ５日ほどどどど肉肉肉肉をををを食食食食べべべべているているているている

人間人間人間人間としたらとしたらとしたらとしたら物物物物すごくすごくすごくすごく気気気気になる部になる部になる部になる部署署署署です。だから、です。だから、です。だから、です。だから、ここここの予算について、の予算について、の予算について、の予算について、今今今今のののの質問質問質問質問にににに答答答答えてえてえてえて

いただきたい。いただきたい。いただきたい。いただきたい。ここここのののの質問質問質問質問はははは往往往往復復復復ででででももももうううう終終終終わわわわりたいと思います、２りたいと思います、２りたいと思います、２りたいと思います、２往往往往復復復復しませんので、しっしませんので、しっしませんので、しっしませんので、しっ

かりかりかりかり答答答答えていただいたらと思います。えていただいたらと思います。えていただいたらと思います。えていただいたらと思います。

それとそれとそれとそれとももももう一つ、うだ・う一つ、うだ・う一つ、うだ・う一つ、うだ・アニマアニマアニマアニマルパールパールパールパーククククについてについてについてについて聞聞聞聞かせていただきたい。奈かせていただきたい。奈かせていただきたい。奈かせていただきたい。奈良良良良県は、県は、県は、県は、北北北北

が高く、中が高く、中が高く、中が高く、中南南南南東東東東部は低いという部は低いという部は低いという部は低いという見方見方見方見方を実はしておりましたから、を実はしておりましたから、を実はしておりましたから、を実はしておりましたから、東東東東部の地域が活性化して、部の地域が活性化して、部の地域が活性化して、部の地域が活性化して、

まちまちまちまちづづづづくりにいかに県はくりにいかに県はくりにいかに県はくりにいかに県はプラスプラスプラスプラスできるかというできるかというできるかというできるかというこここことで、とで、とで、とで、私私私私が県議会にが県議会にが県議会にが県議会に入入入入ってからってからってからってからもももも、う、う、う、う

だ・だ・だ・だ・アニマアニマアニマアニマルパールパールパールパーククククの件はずっとの件はずっとの件はずっとの件はずっと注注注注目目目目しながらしながらしながらしながら見見見見ておりました。実はておりました。実はておりました。実はておりました。実はこここことしとしとしとしもももも結結結結構構構構予算は予算は予算は予算は

つけてつけてつけてつけてももももらっているけれらっているけれらっているけれらっているけれどどどど、、、、香香香香芝芝芝芝市市市市でででで私私私私のののの周周周周りで、うだ・りで、うだ・りで、うだ・りで、うだ・アニマアニマアニマアニマルパールパールパールパーククククに行きましたとに行きましたとに行きましたとに行きましたと



---- 77778888 ----

かいうかいうかいうかいう話話話話をををを聞聞聞聞いたいたいたいたこここことないとないとないとないぐぐぐぐらいです。らいです。らいです。らいです。

明日明日明日明日香香香香村の奈村の奈村の奈村の奈良良良良万万万万葉文葉文葉文葉文化化化化館館館館のときのときのときのときももももそうだったですけれそうだったですけれそうだったですけれそうだったですけれどどどど、、、、ここここんないい施設をつくったんないい施設をつくったんないい施設をつくったんないい施設をつくった

ら、小ら、小ら、小ら、小学校学校学校学校３年３年３年３年生生生生になったら、奈になったら、奈になったら、奈になったら、奈良良良良県中の小県中の小県中の小県中の小学生学生学生学生はははは必必必必ず行く。ず行く。ず行く。ず行く。ここここれはれはれはれは毎毎毎毎年その年その年その年その学学学学年は行く年は行く年は行く年は行く

というというというというこここことになってきたら、２万とになってきたら、２万とになってきたら、２万とになってきたら、２万人人人人、３万、３万、３万、３万人人人人のののの子ども子ども子ども子どもたちがたちがたちがたちがここここここここでででで動物動物動物動物をををを通通通通してしてしてして学学学学習習習習ももももでででで

きるというきるというきるというきるというこここことで、いつとで、いつとで、いつとで、いつも教育も教育も教育も教育委員会と行委員会と行委員会と行委員会と行政政政政はははは仲仲仲仲がががが悪悪悪悪いのかといのかといのかといのかと言言言言うので。明日うので。明日うので。明日うので。明日香香香香村の万村の万村の万村の万葉葉葉葉

文文文文化化化化館館館館もももも、、、、ああああんなすんなすんなすんなすばばばばらしいとらしいとらしいとらしいとこここころを奈ろを奈ろを奈ろを奈良良良良県の小県の小県の小県の小学校学校学校学校、中、中、中、中学校学校学校学校、高、高、高、高校校校校で、で、で、で、毎毎毎毎年と年と年と年と言言言言わわわわなくなくなくなく

ててててもももも、その、その、その、その学学学学年になったら行く、３年年になったら行く、３年年になったら行く、３年年になったら行く、３年生生生生になったら行くというようにになったら行くというようにになったら行くというようにになったら行くというように決決決決めめめめれれれればばばば、、、、ももももうううう毎毎毎毎年年年年

行くのだと。行くのだと。行くのだと。行くのだと。ここここういうようなういうようなういうようなういうようなこここことで、おとで、おとで、おとで、お互互互互いいいい協力協力協力協力しながら、まして、うだ・しながら、まして、うだ・しながら、まして、うだ・しながら、まして、うだ・アニマアニマアニマアニマルパールパールパールパー

ククククはははは入場入場入場入場料は料は料は料は無無無無料でし料でし料でし料でしょょょょう、それでまたう、それでまたう、それでまたう、それでまた駐駐駐駐車車車車場も場も場も場も無無無無料と。と料と。と料と。と料と。とこここころが、ろが、ろが、ろが、今回今回今回今回の予算での予算での予算での予算でもももも約約約約３３３３

億億億億５，０００万円か、３５，０００万円か、３５，０００万円か、３５，０００万円か、３億億億億円ほ円ほ円ほ円ほどどどど施設の件、施設の件、施設の件、施設の件、近近近近隣隣隣隣のののの道道道道路路路路の件、予算は計上しての件、予算は計上しての件、予算は計上しての件、予算は計上してももももらっていらっていらっていらってい

ます。ます。ます。ます。

うだ・うだ・うだ・うだ・アニマアニマアニマアニマルパールパールパールパーククククののののこここことはとはとはとは香香香香芝芝芝芝市市市市ではではではでは余余余余りりりり評評評評判判判判もももも聞聞聞聞かないかないかないかないわわわわけです、行っていないけです、行っていないけです、行っていないけです、行っていない

から。から。から。から。評評評評判判判判をををを聞聞聞聞いたらいたらいたらいたらももももっとっとっとっと言言言言えるのだけれえるのだけれえるのだけれえるのだけれどもどもどもども。。。。果果果果たしてたしてたしてたしてここここののののじわじわじわじわじわじわじわじわとととと毎毎毎毎年大きなお年大きなお年大きなお年大きなお

金をうだ・金をうだ・金をうだ・金をうだ・アニマアニマアニマアニマルパールパールパールパーククククに費に費に費に費ややややしているのは、本しているのは、本しているのは、本しているのは、本当当当当ににににここここれでいいのかという心れでいいのかという心れでいいのかという心れでいいのかという心配配配配を実はを実はを実はを実は

しています。しています。しています。しています。今回今回今回今回のののの近近近近隣隣隣隣周周周周辺辺辺辺道道道道路路路路のののの整整整整備は、備は、備は、備は、ここここれは大いにれは大いにれは大いにれは大いに賛賛賛賛成です。成です。成です。成です。宇陀宇陀宇陀宇陀地域の地域の地域の地域の道道道道路路路路ががががああああ

るるるるこここことは活性化する、まず第一とは活性化する、まず第一とは活性化する、まず第一とは活性化する、まず第一歩歩歩歩です。です。です。です。香香香香芝芝芝芝市市市市のように家のように家のように家のように家ばばばばっかりっかりっかりっかり建建建建ってからってからってからってから道道道道路路路路にしよにしよにしよにしよ

うと思ったら、ちうと思ったら、ちうと思ったら、ちうと思ったら、ちょょょょっと大変です。っと大変です。っと大変です。っと大変です。ややややっっっっぱぱぱぱりりりり道道道道路路路路にするというにするというにするというにするというこここことは、とは、とは、とは、ももももうううう非常非常非常非常に利に利に利に利便便便便性性性性

もももも何何何何ももももかかかかももももいいと思います。いいと思います。いいと思います。いいと思います。

ここここれはちれはちれはちれはちょょょょっときっときっときっときょょょょうのうのうのうの顔顔顔顔ぶぶぶぶれをれをれをれを見見見見て、まて、まて、まて、まああああ知っておられる知っておられる知っておられる知っておられる方方方方は１は１は１は１人人人人ぐぐぐぐらいおられるだらいおられるだらいおられるだらいおられるだ

ろうかと思いますが、ろうかと思いますが、ろうかと思いますが、ろうかと思いますが、ここここの予算の予算の予算の予算立立立立てが、まだまだ続くようなてが、まだまだ続くようなてが、まだまだ続くようなてが、まだまだ続くようなシシシシステムステムステムステムになっているのか。になっているのか。になっているのか。になっているのか。

今回今回今回今回、、、、ココココーーーーヒヒヒヒーーーーショショショショップもップもップもップもつくるような施設の予算を計上していたように思うので、そのつくるような施設の予算を計上していたように思うので、そのつくるような施設の予算を計上していたように思うので、そのつくるような施設の予算を計上していたように思うので、その

辺辺辺辺、うだ・、うだ・、うだ・、うだ・アニマアニマアニマアニマルパールパールパールパーククククののののここここれからの利用れからの利用れからの利用れからの利用方方方方法法法法として、本として、本として、本として、本当当当当にににに幼稚幼稚幼稚幼稚園園園園のののの子ども子ども子ども子どもたちでたちでたちでたちでもももも

いい、小いい、小いい、小いい、小学生学生学生学生ででででももももいい、いい、いい、いい、ももももう奈う奈う奈う奈良良良良県、まず県、まず県、まず県、まず挙挙挙挙げて行くげて行くげて行くげて行くぐぐぐぐらいのらいのらいのらいのタイアップタイアップタイアップタイアップしながらしながらしながらしながらややややってってってって

いただかないと、うだ・いただかないと、うだ・いただかないと、うだ・いただかないと、うだ・アニマアニマアニマアニマルパールパールパールパーククククにお金にお金にお金にお金ばばばばっかり費っかり費っかり費っかり費ややややしているではないかと、しているではないかと、しているではないかと、しているではないかと、香香香香芝芝芝芝

市市市市でででで私私私私がががが言言言言わわわわれます。行ってくれよとれます。行ってくれよとれます。行ってくれよとれます。行ってくれよと言言言言っているけれっているけれっているけれっているけれどもどもどもども。だから、その。だから、その。だから、その。だから、その辺辺辺辺で、で、で、で、ここここれかられかられかられから

ここここの予算はまだまだ１０年ほの予算はまだまだ１０年ほの予算はまだまだ１０年ほの予算はまだまだ１０年ほどどどど、２、２、２、２億億億億円、３円、３円、３円、３億億億億円と円と円と円と毎毎毎毎年年年年使使使使わわわわんないといけませんとなってんないといけませんとなってんないといけませんとなってんないといけませんとなって

いるのか、そのいるのか、そのいるのか、そのいるのか、その辺辺辺辺もわもわもわもわかれかれかれかればばばば、、、、聞聞聞聞かせてかせてかせてかせてももももらって、らって、らって、らって、今回今回今回今回の予算はの予算はの予算はの予算はここここういうういうういうういうこここことでとでとでとで必必必必要で要で要で要でああああ

るというおるというおるというおるというお答答答答えをいただいたら、えをいただいたら、えをいただいたら、えをいただいたら、ももももうううう了了了了としたいと思いますので、よろしくお願いします。としたいと思いますので、よろしくお願いします。としたいと思いますので、よろしくお願いします。としたいと思いますので、よろしくお願いします。

以以以以上です。上です。上です。上です。

○冨岡農林部長○冨岡農林部長○冨岡農林部長○冨岡農林部長 奥山委員からご奥山委員からご奥山委員からご奥山委員からご質問質問質問質問いただきました。いただきました。いただきました。いただきました。当当当当初からご初からご初からご初からご質問質問質問質問いただいていただいていただいていただいてあああありがりがりがりが
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とうごとうごとうごとうござざざざいます。います。います。います。

今回改今回改今回改今回改革革革革の最大の最大の最大の最大ポイントポイントポイントポイントは、は、は、は、過過過過去去去去にいろいろにいろいろにいろいろにいろいろ歴歴歴歴史がご史がご史がご史がござざざざいましたので、１いましたので、１いましたので、１いましたので、１点点点点だけ申し上だけ申し上だけ申し上だけ申し上

げます。とげます。とげます。とげます。と畜畜畜畜業務を県業務を県業務を県業務を県食食食食肉肉肉肉公公公公社社社社がががが直直直直接接接接実施するという実施するという実施するという実施するというこここことで、とで、とで、とで、みみみみずからずからずからずからグリップグリップグリップグリップをををを握握握握って、って、って、って、

透透透透明性を高明性を高明性を高明性を高めめめめていき、さらなるていき、さらなるていき、さらなるていき、さらなる改改改改革革革革にににに取取取取りりりり組組組組んでいく。そういうんでいく。そういうんでいく。そういうんでいく。そういう抜抜抜抜本本本本的的的的な、な、な、な、貴重貴重貴重貴重な提な提な提な提言言言言もももも

いただいていただいていただいていただいてここここれを実行にれを実行にれを実行にれを実行に移移移移して、して、して、して、来来来来年度４月から年度４月から年度４月から年度４月から移移移移行したいという行したいという行したいという行したいというこここことでごとでごとでごとでござざざざいまして、いまして、いまして、いまして、

改改改改革効果額革効果額革効果額革効果額ががががどどどどうかというごうかというごうかというごうかというご質問質問質問質問でごでごでごでござざざざいますけれいますけれいますけれいますけれどもどもどもども、、、、「平成２５年度一般会計特別会「平成２５年度一般会計特別会「平成２５年度一般会計特別会「平成２５年度一般会計特別会

計予算案の概要、平成２４年度一般会計特別会計補正予算案の概要」の４６ページのと計予算案の概要、平成２４年度一般会計特別会計補正予算案の概要」の４６ページのと計予算案の概要、平成２４年度一般会計特別会計補正予算案の概要」の４６ページのと計予算案の概要、平成２４年度一般会計特別会計補正予算案の概要」の４６ページのとここここ

ろでろでろでろで今今今今、ご、ご、ご、ご質問質問質問質問されましたけれされましたけれされましたけれされましたけれどもどもどもども、平成２５年度に、平成２５年度に、平成２５年度に、平成２５年度に今今今今、予算案３、予算案３、予算案３、予算案３億億億億５，１００万円５，１００万円５，１００万円５，１００万円余余余余とととと

なっております。なっております。なっております。なっております。ここここれは前年度が３れは前年度が３れは前年度が３れは前年度が３億億億億５，５，５，５，９９９９００万円、００万円、００万円、００万円、丸丸丸丸めめめめて３て３て３て３億億億億６，０００万円という６，０００万円という６，０００万円という６，０００万円という

おおおお話話話話で、で、で、で、細細細細かいかいかいかい話話話話を申し上げませんけれを申し上げませんけれを申し上げませんけれを申し上げませんけれどもどもどもども、実、実、実、実質質質質２，１００万円の２，１００万円の２，１００万円の２，１００万円の削削削削減減減減となります。となります。となります。となります。ここここ

れについて、別れについて、別れについて、別れについて、別途途途途、、、、移移移移行推進費という行推進費という行推進費という行推進費というこここことで、平成２５年度のとで、平成２５年度のとで、平成２５年度のとで、平成２５年度の改改改改革移革移革移革移行に行に行に行に際際際際してのしてのしてのしての単単単単年度年度年度年度

ののののみみみみの出費でごの出費でごの出費でごの出費でござざざざいます。います。います。います。退退退退職金が職金が職金が職金が主主主主としたとしたとしたとしたもももものですけれのですけれのですけれのですけれどもどもどもども。ですから、平成２６年度。ですから、平成２６年度。ですから、平成２６年度。ですから、平成２６年度

以以以以降降降降ははははももももう発う発う発う発生生生生しないというしないというしないというしないというこここことでごとでごとでごとでござざざざいます。います。います。います。

今今今今後後後後、平成２５年度から、平成２５年度から、平成２５年度から、平成２５年度から食食食食肉肉肉肉公公公公社社社社としてととしてととしてととしてと夫夫夫夫をををを直直直直接接接接雇います。雇います。雇います。雇います。ここここれについてれについてれについてれについて人人人人件費件費件費件費もももも、、、、

ももももう一う一う一う一段段段段努努努努力力力力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削削削削減減減減をしていをしていをしていをしていここここうといううといううといううというこここことで、とで、とで、とで、激激激激変変変変緩緩緩緩和和和和もあもあもあもありますので、りますので、りますので、りますので、

５年程度かけながら、さらに２，０００万円程度、総５年程度かけながら、さらに２，０００万円程度、総５年程度かけながら、さらに２，０００万円程度、総５年程度かけながら、さらに２，０００万円程度、総額額額額として下げようという計として下げようという計として下げようという計として下げようという計画画画画をしてをしてをしてをして

おります。奥山委員ごおります。奥山委員ごおります。奥山委員ごおります。奥山委員ご存じ存じ存じ存じのとのとのとのとこここころろろろ再再再再確確確確認認認認ですけれですけれですけれですけれどもどもどもども、ち、ち、ち、ちょょょょううううどどどど平成２０年から平成２平成２０年から平成２平成２０年から平成２平成２０年から平成２

３年、１３年、１３年、１３年、１期目期目期目期目のののの改改改改革革革革のときに、６，２００万円補助金のときに、６，２００万円補助金のときに、６，２００万円補助金のときに、６，２００万円補助金削削削削減減減減をまず１をまず１をまず１をまず１回目回目回目回目にしました。にしました。にしました。にしました。今回今回今回今回

の第の第の第の第二弾二弾二弾二弾のののの改改改改革革革革は、は、は、は、ここここれはれはれはれは抜抜抜抜本本本本的的的的なななな改改改改革革革革だと思っていまして、平成２５年度にだと思っていまして、平成２５年度にだと思っていまして、平成２５年度にだと思っていまして、平成２５年度に今今今今申し上げ申し上げ申し上げ申し上げ

た２，１００万円のた２，１００万円のた２，１００万円のた２，１００万円の削削削削減減減減をすると。３つをすると。３つをすると。３つをすると。３つ目目目目には、平成２６年から５年程度でには、平成２６年から５年程度でには、平成２６年から５年程度でには、平成２６年から５年程度で人人人人件費件費件費件費削削削削減減減減をををを

２，３００万円。ですから、２，３００万円。ですから、２，３００万円。ですから、２，３００万円。ですから、ここここれをれをれをれを足足足足すとすとすとすと約約約約１１１１億億億億円円円円余余余余というというというというこここことで、とで、とで、とで、ここここれでれでれでれで通通通通年年年年ベベベベーーーーススススのののの

改改改改革革革革がほがほがほがほぼぼぼぼ軌軌軌軌道道道道にににに乗乗乗乗せられるんではないかなと思っております。せられるんではないかなと思っております。せられるんではないかなと思っております。せられるんではないかなと思っております。以以以以上でご上でご上でご上でござざざざいます。います。います。います。

○奥田副知事○奥田副知事○奥田副知事○奥田副知事 今今今今、奥山委員からうだ・、奥山委員からうだ・、奥山委員からうだ・、奥山委員からうだ・アニマアニマアニマアニマルパールパールパールパーククククのののの投投投投資の資の資の資の現状現状現状現状と、それからと、それからと、それからと、それから将将将将来来来来のののの

方向方向方向方向性についてのご性についてのご性についてのご性についてのご質問質問質問質問ががががあああありました。りました。りました。りました。

ここここれをご説明するのに、まず、れをご説明するのに、まず、れをご説明するのに、まず、れをご説明するのに、まず、アニマアニマアニマアニマルパールパールパールパーククククのののの沿沿沿沿革革革革をををを少少少少しおしおしおしお話話話話しするしするしするしする必必必必要がご要がご要がご要がござざざざいまいまいまいま

す。す。す。す。ここここれは、前知事のれは、前知事のれは、前知事のれは、前知事の時時時時代の平成１４年に、うだ・代の平成１４年に、うだ・代の平成１４年に、うだ・代の平成１４年に、うだ・アニマアニマアニマアニマルパールパールパールパーク基ク基ク基ク基本本本本構構構構想想想想がががが策策策策定をされ定をされ定をされ定をされ

ました。ました。ました。ました。畜畜畜畜産産産産技術技術技術技術センタセンタセンタセンターのーのーのーの敷敷敷敷地に地に地に地に動物動物動物動物愛愛愛愛護センタ護センタ護センタ護センターーーーもももも併併併併設をしながらつくっていくとい設をしながらつくっていくとい設をしながらつくっていくとい設をしながらつくっていくとい

う計う計う計う計画画画画が出されました。そして、平成２０年にが出されました。そして、平成２０年にが出されました。そして、平成２０年にが出されました。そして、平成２０年にオオオオーーーープンプンプンプンをしたをしたをしたをしたわわわわけでけでけでけであああありますけれりますけれりますけれりますけれどもどもどもども、、、、

ここここのののの間間間間、、、、迷迷迷迷惑惑惑惑施設施設施設施設もももも一部一部一部一部入入入入っておりますので、地元でいろいろなっておりますので、地元でいろいろなっておりますので、地元でいろいろなっておりますので、地元でいろいろなこここことでとでとでとで紆紆紆紆余余余余曲曲曲曲折折折折がごがごがごがござざざざいいいい

まして、まして、まして、まして、当当当当時時時時の大の大の大の大宇陀町宇陀町宇陀町宇陀町長を長を長を長を含含含含めめめめて、地元のて、地元のて、地元のて、地元の方々方々方々方々にににに英英英英断断断断をいただきまして、をいただきまして、をいただきまして、をいただきまして、ここここここここにににに建建建建設が設が設が設が
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無無無無事に事に事に事に竣竣竣竣工工工工したというしたというしたというしたというこここことになっております。とになっております。とになっております。とになっております。

ただ、ただ、ただ、ただ、ここここのときにうだ・のときにうだ・のときにうだ・のときにうだ・アニマアニマアニマアニマルパールパールパールパーククククの事業のの事業のの事業のの事業の柱柱柱柱として２つごとして２つごとして２つごとして２つござざざざいまして、一つはいまして、一つはいまして、一つはいまして、一つはやややや

むむむむをををを得得得得ずずずず殺殺殺殺処分処分処分処分するするするする動物動物動物動物がおりますので、がおりますので、がおりますので、がおりますので、命命命命の大の大の大の大切切切切さをさをさをさを学学学学ぶぶぶぶ大きな一つの大きな一つの大きな一つの大きな一つの教育教育教育教育理理理理念念念念としてとしてとしてとして

広く広く広く広く命命命命のののの教育教育教育教育を進を進を進を進めめめめる、る、る、る、ここここれが一つでごれが一つでごれが一つでごれが一つでござざざざいます。それでいます。それでいます。それでいます。それでももももう一つは、うだ・う一つは、うだ・う一つは、うだ・う一つは、うだ・アニマアニマアニマアニマルパルパルパルパ

ーーーーククククのののの公公公公園園園園部部部部分分分分がごがごがごが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、ここここれをれをれをれを使使使使っていろいろな地域活性化のたっていろいろな地域活性化のたっていろいろな地域活性化のたっていろいろな地域活性化のためめめめののののイベントイベントイベントイベント

をはをはをはをはじめじめじめじめ、さま、さま、さま、さまざざざざまな地域振興のたまな地域振興のたまな地域振興のたまな地域振興のためめめめのののの取取取取りりりり組み組み組み組みを活性化していくという２つのを活性化していくという２つのを活性化していくという２つのを活性化していくという２つの柱柱柱柱がごがごがごがござざざざ

いました。いました。いました。いました。ここここれはれはれはれはももももうごうごうごうご承承承承知いただいているとお知いただいているとお知いただいているとお知いただいているとおももももいます。います。います。います。ここここの２つの事業を進の２つの事業を進の２つの事業を進の２つの事業を進めめめめていくていくていくていく

については、それなりのについては、それなりのについては、それなりのについては、それなりの投投投投資が要ります。資が要ります。資が要ります。資が要ります。投投投投資を計資を計資を計資を計画画画画されておりましたされておりましたされておりましたされておりました公公公公園園園園部部部部分分分分ののののこここことにとにとにとに

ついては、ついては、ついては、ついては、基基基基本設計の中で本設計の中で本設計の中で本設計の中で盛盛盛盛りりりり込込込込んでんでんでんでオオオオーーーープンプンプンプンをさせてをさせてをさせてをさせてももももらったらったらったらったわわわわけですけれけですけれけですけれけですけれどもどもどもども、、、、当当当当時時時時

いろいろと地元の要いろいろと地元の要いろいろと地元の要いろいろと地元の要望望望望、それから地元との、それから地元との、それから地元との、それから地元との合意合意合意合意の中で、の中で、の中で、の中で、ここここれを数年かけてれを数年かけてれを数年かけてれを数年かけて具具具具体体体体化をしてい化をしてい化をしてい化をしてい

くというくというくというくというこここことで、平成２２年から、そのとで、平成２２年から、そのとで、平成２２年から、そのとで、平成２２年から、その辺辺辺辺のののの協協協協議が議が議が議が再再再再開をされました。開をされました。開をされました。開をされました。先先先先頭頭頭頭にににに立立立立ちまして、ちまして、ちまして、ちまして、

地元との地元との地元との地元との協協協協議を議を議を議を重重重重ねねねねてきたとてきたとてきたとてきたとこここころでごろでごろでごろでござざざざいまして、平成２５年度でお願いをしておりますいまして、平成２５年度でお願いをしておりますいまして、平成２５年度でお願いをしておりますいまして、平成２５年度でお願いをしております

３３３３億億億億６，１００万円の６，１００万円の６，１００万円の６，１００万円の投投投投資については、その資については、その資については、その資については、その当当当当時時時時おおおお約約約約束束束束をしたそれをしたそれをしたそれをしたそれぞぞぞぞれの施設について、れの施設について、れの施設について、れの施設について、

ここここれの事業化をしていくとれの事業化をしていくとれの事業化をしていくとれの事業化をしていくとこここころでごろでごろでごろでござざざざいます。います。います。います。

命命命命のののの教育教育教育教育の観の観の観の観点点点点で、で、で、で、香香香香芝芝芝芝市市市市では、そういうでは、そういうでは、そういうでは、そういう評評評評判判判判をををを聞聞聞聞いたいたいたいたこここことがないというとがないというとがないというとがないというこここことを奥山委とを奥山委とを奥山委とを奥山委

員からご員からご員からご員からご指指指指摘摘摘摘ががががああああったったったったわわわわけでけでけでけであああありますけれりますけれりますけれりますけれどもどもどもども、平成２４年度におきましては、１０、平成２４年度におきましては、１０、平成２４年度におきましては、１０、平成２４年度におきましては、１０市町市町市町市町

村１８村１８村１８村１８校校校校２２２２園園園園ををををモデモデモデモデルルルル校校校校にににに指指指指定をして、定をして、定をして、定をして、ここここの中の中の中の中身身身身のののの詳詳詳詳細細細細はははは今今今今、手元に、手元に、手元に、手元に持持持持っておりませんが、っておりませんが、っておりませんが、っておりませんが、

園園園園児児児児、それから、それから、それから、それから児童児童児童児童、、、、約約約約１，０００１，０００１，０００１，０００人人人人にににに命命命命のののの教育教育教育教育ののののプログラムプログラムプログラムプログラムを実を実を実を実践践践践をしていただいておをしていただいておをしていただいておをしていただいてお

ります。そしてまた、そのります。そしてまた、そのります。そしてまた、そのります。そしてまた、その他他他他の小の小の小の小学校等学校等学校等学校等に関しましてに関しましてに関しましてに関しましてもももも、平成２４年１２月までに２３、平成２４年１２月までに２３、平成２４年１２月までに２３、平成２４年１２月までに２３園園園園

４０４０４０４０校校校校、３，６００、３，６００、３，６００、３，６００人人人人余余余余りのりのりのりの命命命命のののの教育教育教育教育ののののプログラム体験プログラム体験プログラム体験プログラム体験をしていただいております。をしていただいております。をしていただいております。をしていただいております。ここここれれれれ

は県は県は県は県教育教育教育教育委員会、それから委員会、それから委員会、それから委員会、それから宇陀市教育宇陀市教育宇陀市教育宇陀市教育委員会が、委員会が、委員会が、委員会が、非常非常非常非常によく連によく連によく連によく連携携携携をしながら、をしながら、をしながら、をしながら、各各各各県県県県内内内内のののの教教教教

育育育育委員会にお願いをして、できるだけ委員会にお願いをして、できるだけ委員会にお願いをして、できるだけ委員会にお願いをして、できるだけここここここここにににに来来来来てててて命命命命のののの教育教育教育教育を受けていただくと、それでを受けていただくと、それでを受けていただくと、それでを受けていただくと、それで動動動動

物物物物ににににもももも触触触触れれれれ合合合合っていただくっていただくっていただくっていただくこここことをお願いをしております。とをお願いをしております。とをお願いをしております。とをお願いをしております。

また一また一また一また一方方方方、、、、イベント等イベント等イベント等イベント等をををを通じ通じ通じ通じての地域の活性化につきましては、平成２０年、開ての地域の活性化につきましては、平成２０年、開ての地域の活性化につきましては、平成２０年、開ての地域の活性化につきましては、平成２０年、開園園園園当当当当初初初初

おいでいただくおいでいただくおいでいただくおいでいただく方々方々方々方々は７万は７万は７万は７万人人人人ぐぐぐぐらいでごらいでごらいでごらいでござざざざいましたけれいましたけれいましたけれいましたけれどもどもどもども、平成２３年度には１２万、平成２３年度には１２万、平成２３年度には１２万、平成２３年度には１２万人人人人

をををを超超超超えまして、平成２４年度は恐らく１５万えまして、平成２４年度は恐らく１５万えまして、平成２４年度は恐らく１５万えまして、平成２４年度は恐らく１５万人人人人はははは確確確確実に実に実に実に超超超超えるというえるというえるというえるという流流流流れになっておりまれになっておりまれになっておりまれになっておりま

して、して、して、して、今今今今後後後後ますますますますますますますますここここれをれをれをれをももももっと活性化させてっと活性化させてっと活性化させてっと活性化させて東東東東部振興のかな部振興のかな部振興のかな部振興のかなめめめめとしてとしてとしてとして位位位位置置置置づづづづけていきたけていきたけていきたけていきた

いと思います。いと思います。いと思います。いと思います。

ここここれからのれからのれからのれからの投投投投資につきましては、資につきましては、資につきましては、資につきましては、ここここれからまだ地元れからまだ地元れからまだ地元れからまだ地元市も市も市も市も含含含含めめめめて、いろいろなて、いろいろなて、いろいろなて、いろいろな形形形形で連で連で連で連携携携携をををを

しておりますので、しておりますので、しておりますので、しておりますので、必必必必要な要な要な要なもももものについては、また議会にごのについては、また議会にごのについては、また議会にごのについては、また議会にご相談相談相談相談申し上げて計申し上げて計申し上げて計申し上げて計画画画画をさせていをさせていをさせていをさせてい
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ただくただくただくただくこここことにしておりますので、ごとにしておりますので、ごとにしておりますので、ごとにしておりますので、ご了解了解了解了解いただきますようお願いします。いただきますようお願いします。いただきますようお願いします。いただきますようお願いします。

○奥山委員○奥山委員○奥山委員○奥山委員 まず、まず、まず、まず、食食食食肉肉肉肉流通センタ流通センタ流通センタ流通センターの件、よくーの件、よくーの件、よくーの件、よくわわわわかりました。冨岡農林部長、長年かりました。冨岡農林部長、長年かりました。冨岡農林部長、長年かりました。冨岡農林部長、長年ここここれれれれ

にににに取取取取りりりり組組組組んでいただいて、んでいただいて、んでいただいて、んでいただいて、ももももううううここここれはれはれはれは功績功績功績功績がきちんとがきちんとがきちんとがきちんと残残残残っているし、っているし、っているし、っているし、私私私私も記も記も記も記憶憶憶憶していますしていますしていますしています

ので、本ので、本ので、本ので、本当当当当にごにごにごにご苦苦苦苦労労労労さまでごさまでごさまでごさまでござざざざいました。いました。いました。いました。ここここれから奈れから奈れから奈れから奈良良良良県の県の県の県の場合場合場合場合は、は、は、は、ももももっとっとっとっと牛牛牛牛ををををふふふふややややすすすす牧牧牧牧

場場場場というのが、なかなかというのが、なかなかというのが、なかなかというのが、なかなか難難難難しいので、しいので、しいので、しいので、ももももう大和う大和う大和う大和牛牛牛牛が２，０００が２，０００が２，０００が２，０００頭頭頭頭までというまでというまでというまでという希希希希望望望望はははは持持持持ってってってって

いるのですけれいるのですけれいるのですけれいるのですけれどもどもどもども、その、その、その、その辺辺辺辺もこもこもこもこれかられかられかられからややややっっっっぱぱぱぱりりりり課課課課題題題題としてはとしてはとしてはとしてはああああると思いますが、ごると思いますが、ごると思いますが、ごると思いますが、ご苦苦苦苦労労労労

さまでごさまでごさまでごさまでござざざざいました。いました。いました。いました。

それで奥田副知事、よくそれで奥田副知事、よくそれで奥田副知事、よくそれで奥田副知事、よくわわわわかりました。きかりました。きかりました。きかりました。きょょょょう、平成２５年度予算については、う、平成２５年度予算については、う、平成２５年度予算については、う、平成２５年度予算については、私私私私はははは了了了了

としますし、としますし、としますし、としますし、入場入場入場入場者者者者もこもこもこもこれから１５万れから１５万れから１５万れから１５万人人人人、、、、こここことし３万とし３万とし３万とし３万人アップ人アップ人アップ人アップ、とにかく奈、とにかく奈、とにかく奈、とにかく奈良良良良県の県の県の県の子ども子ども子ども子ども

たちが高たちが高たちが高たちが高校校校校に行ったときに、おまえら小に行ったときに、おまえら小に行ったときに、おまえら小に行ったときに、おまえら小学校学校学校学校のときのときのときのときどどどどううううややややった、おれら３年った、おれら３年った、おれら３年った、おれら３年生生生生のときにはのときにはのときにはのときには

うだうだうだうだ....アニマアニマアニマアニマルパールパールパールパークククク行ったよというのが、奈行ったよというのが、奈行ったよというのが、奈行ったよというのが、奈良良良良県中で県中で県中で県中で少少少少なくとなくとなくとなくとももももそういうそういうそういうそういうこここことがとがとがとがわわわわかるかるかるかる

ようなようなようなようなこここことでとでとでとでああああれれれればばばば、、、、全全全全員行っているという員行っているという員行っているという員行っているというこここことでとでとでとでああああれれれればねばねばねばね、、、、毎毎毎毎年ではなくて年ではなくて年ではなくて年ではなくてもももも、６年、６年、６年、６年間間間間

で１で１で１で１回回回回だけとにかく行くだけとにかく行くだけとにかく行くだけとにかく行くこここことととともももも、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりしっかりとりしっかりとりしっかりとりしっかりと教育教育教育教育委員会と委員会と委員会と委員会とタイアップタイアップタイアップタイアップしながらしながらしながらしながら頑頑頑頑

張張張張っていただきたいというっていただきたいというっていただきたいというっていただきたいというこここことでとでとでとで終終終終わわわわっておきます。っておきます。っておきます。っておきます。

○田中委員長○田中委員長○田中委員長○田中委員長 質問質問質問質問はははは終終終終わわわわったのですが、和田委員、畭委員から発ったのですが、和田委員、畭委員から発ったのですが、和田委員、畭委員から発ったのですが、和田委員、畭委員から発言言言言をををを求求求求めめめめられています。られています。られています。られています。

○和田委員○和田委員○和田委員○和田委員 総総総総括括括括というというというというこここことで、ちとで、ちとで、ちとで、ちょょょょっとっとっとっと言言言言いいいい漏漏漏漏らしておりました。らしておりました。らしておりました。らしておりました。

奈奈奈奈良良良良県農業総県農業総県農業総県農業総合センタ合センタ合センタ合センター、ー、ー、ー、ああああるいは県農業大るいは県農業大るいは県農業大るいは県農業大学校学校学校学校のののの建建建建設にかか設にかか設にかか設にかかわわわわり、地域のまちり、地域のまちり、地域のまちり、地域のまちづづづづくりくりくりくり

というというというというこここことで、きとで、きとで、きとで、きょょょょうううう若若若若干干干干触触触触れさせていただきましたが、そのれさせていただきましたが、そのれさせていただきましたが、そのれさせていただきましたが、そのこここことについて、とについて、とについて、とについて、ももももうしっかうしっかうしっかうしっか

りとしたりとしたりとしたりとしたあああありりりり方方方方のののの構構構構想想想想もももも持持持持ってってってってももももらいたいというらいたいというらいたいというらいたいという気気気気持持持持ちをちをちをちを込込込込めめめめまして、知事に総まして、知事に総まして、知事に総まして、知事に総括括括括の中での中での中での中で

それをそれをそれをそれを質問質問質問質問させていただきたいと思います。よろしくさせていただきたいと思います。よろしくさせていただきたいと思います。よろしくさせていただきたいと思います。よろしく頼頼頼頼みみみみます。ます。ます。ます。

○畭委員○畭委員○畭委員○畭委員 私私私私も先も先も先も先ほほほほどどどど言言言言いいいい忘忘忘忘れましたので、知事が中心になって行れましたので、知事が中心になって行れましたので、知事が中心になって行れましたので、知事が中心になって行わわわわれています経済産業れています経済産業れています経済産業れています経済産業

雇用振興会議の雇用振興会議の雇用振興会議の雇用振興会議の取取取取りりりり組み組み組み組みについて、知事にについて、知事にについて、知事にについて、知事に直直直直接接接接おおおお伺伺伺伺いをしたいと思います。いをしたいと思います。いをしたいと思います。いをしたいと思います。

○田中委員長○田中委員長○田中委員長○田中委員長 ほかにほかにほかにほかに質質質質疑疑疑疑がなけれがなけれがなけれがなければばばば、、、、ここここれをれをれをれをももももってくらし創造部、景観・環境局、産ってくらし創造部、景観・環境局、産ってくらし創造部、景観・環境局、産ってくらし創造部、景観・環境局、産

業・雇用振興部、農林部の審査を業・雇用振興部、農林部の審査を業・雇用振興部、農林部の審査を業・雇用振興部、農林部の審査を終終終終わわわわります。ります。ります。ります。

３月１８日月３月１８日月３月１８日月３月１８日月曜曜曜曜日は日は日は日は午午午午前１０前１０前１０前１０時時時時より、地域振興部、観光局、より、地域振興部、観光局、より、地域振興部、観光局、より、地域振興部、観光局、水水水水道道道道局の審査を行います。局の審査を行います。局の審査を行います。局の審査を行います。

ここここれで本日の会議をれで本日の会議をれで本日の会議をれで本日の会議を終終終終わわわわります。ります。ります。ります。どどどどううううもあもあもあもありがとうごりがとうごりがとうごりがとうござざざざいました。いました。いました。いました。


