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総 務 警 察 委 員 会 記 録総 務 警 察 委 員 会 記 録総 務 警 察 委 員 会 記 録総 務 警 察 委 員 会 記 録

開催日時開催日時開催日時開催日時 平成２５年７月３日（水） １３：０４～１５：１１平成２５年７月３日（水） １３：０４～１５：１１平成２５年７月３日（水） １３：０４～１５：１１平成２５年７月３日（水） １３：０４～１５：１１

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 ９名９名９名９名

出口 武男 委員長出口 武男 委員長出口 武男 委員長出口 武男 委員長

大国 正博 副委員長大国 正博 副委員長大国 正博 副委員長大国 正博 副委員長

山村 幸穂 委員山村 幸穂 委員山村 幸穂 委員山村 幸穂 委員

乾 浩之 委員乾 浩之 委員乾 浩之 委員乾 浩之 委員

上田 悟 委員上田 悟 委員上田 悟 委員上田 悟 委員

荻田 義雄 委員荻田 義雄 委員荻田 義雄 委員荻田 義雄 委員

国中 憲治 委員国中 憲治 委員国中 憲治 委員国中 憲治 委員

中村 昭 委員中村 昭 委員中村 昭 委員中村 昭 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 林 奈良県理事兼危機管理監林 奈良県理事兼危機管理監林 奈良県理事兼危機管理監林 奈良県理事兼危機管理監

浪越 総務部長浪越 総務部長浪越 総務部長浪越 総務部長

野村 地域振興部長野村 地域振興部長野村 地域振興部長野村 地域振興部長

辻本 南部東部振興監辻本 南部東部振興監辻本 南部東部振興監辻本 南部東部振興監

久保田 観光局長久保田 観光局長久保田 観光局長久保田 観光局長

原山 警察本部長原山 警察本部長原山 警察本部長原山 警察本部長

中村 警務部長中村 警務部長中村 警務部長中村 警務部長

太田 生活安全部長太田 生活安全部長太田 生活安全部長太田 生活安全部長

堂藤 刑事部長堂藤 刑事部長堂藤 刑事部長堂藤 刑事部長

大森 交通部長大森 交通部長大森 交通部長大森 交通部長

林 警備部長 ほか、関係職員林 警備部長 ほか、関係職員林 警備部長 ほか、関係職員林 警備部長 ほか、関係職員

傍 聴 者傍 聴 者傍 聴 者傍 聴 者 なしなしなしなし

議 事議 事議 事議 事

（１）議案の審査について（１）議案の審査について（１）議案の審査について（１）議案の審査について

議第３９号 平成２５年度奈良県一般会計補正予算（第２号）議第３９号 平成２５年度奈良県一般会計補正予算（第２号）議第３９号 平成２５年度奈良県一般会計補正予算（第２号）議第３９号 平成２５年度奈良県一般会計補正予算（第２号）

（総務警察委員会所管分）（総務警察委員会所管分）（総務警察委員会所管分）（総務警察委員会所管分）
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議第４９号 奈良県税条例の一部を改正する条例議第４９号 奈良県税条例の一部を改正する条例議第４９号 奈良県税条例の一部を改正する条例議第４９号 奈良県税条例の一部を改正する条例

議第５０号 過疎地域における県税の課税免除に関する条例及び半島振興対議第５０号 過疎地域における県税の課税免除に関する条例及び半島振興対議第５０号 過疎地域における県税の課税免除に関する条例及び半島振興対議第５０号 過疎地域における県税の課税免除に関する条例及び半島振興対

策実施地域における県税の不均一課税に関する条例の一部を改正策実施地域における県税の不均一課税に関する条例の一部を改正策実施地域における県税の不均一課税に関する条例の一部を改正策実施地域における県税の不均一課税に関する条例の一部を改正

する条例する条例する条例する条例

議第５４号 警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例の一部を改正す議第５４号 警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例の一部を改正す議第５４号 警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例の一部を改正す議第５４号 警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例の一部を改正す

る条例る条例る条例る条例

報第 １号 平成２４年度奈良県一般会計予算繰越計算書の報告について報第 １号 平成２４年度奈良県一般会計予算繰越計算書の報告について報第 １号 平成２４年度奈良県一般会計予算繰越計算書の報告について報第 １号 平成２４年度奈良県一般会計予算繰越計算書の報告について

平成２４年度奈良県一般会計予算繰越明許費繰越計算書平成２４年度奈良県一般会計予算繰越明許費繰越計算書平成２４年度奈良県一般会計予算繰越明許費繰越計算書平成２４年度奈良県一般会計予算繰越明許費繰越計算書

（総務警察委員会所管分）（総務警察委員会所管分）（総務警察委員会所管分）（総務警察委員会所管分）

報第 ４号 一般財団法人奈良県ビジターズビューローの経営状況の報告に報第 ４号 一般財団法人奈良県ビジターズビューローの経営状況の報告に報第 ４号 一般財団法人奈良県ビジターズビューローの経営状況の報告に報第 ４号 一般財団法人奈良県ビジターズビューローの経営状況の報告に

ついてついてついてついて

報第２０号 公益財団法人奈良県暴力団追放県民センターの経営状況の報告報第２０号 公益財団法人奈良県暴力団追放県民センターの経営状況の報告報第２０号 公益財団法人奈良県暴力団追放県民センターの経営状況の報告報第２０号 公益財団法人奈良県暴力団追放県民センターの経営状況の報告

についてについてについてについて

報第２１号 地方自治法第１７９条第１項の規定による専決処分の報告につ報第２１号 地方自治法第１７９条第１項の規定による専決処分の報告につ報第２１号 地方自治法第１７９条第１項の規定による専決処分の報告につ報第２１号 地方自治法第１７９条第１項の規定による専決処分の報告につ

いていていていて

平成２５年度奈良県一般会計補正予算（第１号）平成２５年度奈良県一般会計補正予算（第１号）平成２５年度奈良県一般会計補正予算（第１号）平成２５年度奈良県一般会計補正予算（第１号）

（総務警察委員会所管分）（総務警察委員会所管分）（総務警察委員会所管分）（総務警察委員会所管分）

奈良県税条例の一部を改正する条例奈良県税条例の一部を改正する条例奈良県税条例の一部を改正する条例奈良県税条例の一部を改正する条例

産業集積の形成及び活性化のための県税の課税免除に関する産業集積の形成及び活性化のための県税の課税免除に関する産業集積の形成及び活性化のための県税の課税免除に関する産業集積の形成及び活性化のための県税の課税免除に関する

条例の一部を改正する条例条例の一部を改正する条例条例の一部を改正する条例条例の一部を改正する条例

報第２２号 地方自治法第１８０条第１項の規定による専決処分の報告につ報第２２号 地方自治法第１８０条第１項の規定による専決処分の報告につ報第２２号 地方自治法第１８０条第１項の規定による専決処分の報告につ報第２２号 地方自治法第１８０条第１項の規定による専決処分の報告につ

いていていていて

奈良県防災会議等の組織及び運営に関する条例等の一部を改奈良県防災会議等の組織及び運営に関する条例等の一部を改奈良県防災会議等の組織及び運営に関する条例等の一部を改奈良県防災会議等の組織及び運営に関する条例等の一部を改

正する条例 （総務警察委員会所管分）正する条例 （総務警察委員会所管分）正する条例 （総務警察委員会所管分）正する条例 （総務警察委員会所管分）

地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施

策を講ずるための関係法律の整備に関する法律等の施行に伴策を講ずるための関係法律の整備に関する法律等の施行に伴策を講ずるための関係法律の整備に関する法律等の施行に伴策を講ずるための関係法律の整備に関する法律等の施行に伴

う関係条例の整理に関する条例 （総務警察委員会所管分）う関係条例の整理に関する条例 （総務警察委員会所管分）う関係条例の整理に関する条例 （総務警察委員会所管分）う関係条例の整理に関する条例 （総務警察委員会所管分）

奈良県議会議員及び奈良県知事の選挙における選挙運動の公奈良県議会議員及び奈良県知事の選挙における選挙運動の公奈良県議会議員及び奈良県知事の選挙における選挙運動の公奈良県議会議員及び奈良県知事の選挙における選挙運動の公

費負担に関する条例の一部を改正する条例費負担に関する条例の一部を改正する条例費負担に関する条例の一部を改正する条例費負担に関する条例の一部を改正する条例

（２）その他（２）その他（２）その他（２）その他
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＜会議の経過＞＜会議の経過＞＜会議の経過＞＜会議の経過＞

○出口委員長○出口委員長○出口委員長○出口委員長 それでは、ただいまより総務警察委員会を開かせていただきます。それでは、ただいまより総務警察委員会を開かせていただきます。それでは、ただいまより総務警察委員会を開かせていただきます。それでは、ただいまより総務警察委員会を開かせていただきます。

案件に入ります前に、常時出案件に入ります前に、常時出案件に入ります前に、常時出案件に入ります前に、常時出席席席席をををを求求求求める理事める理事める理事める理事者者者者のののの変更変更変更変更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ます。ります。ります。ります。

今今今今般の組織の般の組織の般の組織の般の組織の見直見直見直見直し等により、出し等により、出し等により、出し等により、出席要求席要求席要求席要求する理事する理事する理事する理事者者者者をををを変更変更変更変更するするするする必要が必要が必要が必要が生生生生じじじじましたので、ましたので、ましたので、ましたので、

おおおお手元手元手元手元にににに配付配付配付配付しておりますしておりますしておりますしております資料資料資料資料ののののととととおりおりおりおり変更変更変更変更し、出し、出し、出し、出席要求席要求席要求席要求をしておりますので、をしておりますので、をしておりますので、をしておりますので、ご了承願ご了承願ご了承願ご了承願

いたいいたいいたいいたいと思と思と思と思います。います。います。います。

次次次次に、４月１日に、４月１日に、４月１日に、４月１日付付付付で理事で理事で理事で理事者者者者にににに異異異異動動動動がござがござがござがございましたので、理事いましたので、理事いましたので、理事いましたので、理事者者者者のののの紹介紹介紹介紹介をおをおをおをお願願願願いいたしまいいたしまいいたしまいいたしま

す。す。す。す。

まず、総務部長より関係まず、総務部長より関係まず、総務部長より関係まず、総務部長より関係次次次次長長長長・・・・課長を課長を課長を課長を紹介願紹介願紹介願紹介願います。います。います。います。

○浪越総務部長○浪越総務部長○浪越総務部長○浪越総務部長 異異異異動の動の動の動のあっあっあっあった職員についてた職員についてた職員についてた職員についてご紹介申ご紹介申ご紹介申ご紹介申し上し上し上し上げげげげます。ます。ます。ます。

松松松松山知事公室山知事公室山知事公室山知事公室次次次次長、防災計長、防災計長、防災計長、防災計画画画画担担担担当当当当ででででござござござございます。います。います。います。

○松山知事公室次長○松山知事公室次長○松山知事公室次長○松山知事公室次長 松松松松山です。よ山です。よ山です。よ山です。よろろろろししししくくくくおおおお願願願願いします。いします。いします。いします。

○浪越総務部長○浪越総務部長○浪越総務部長○浪越総務部長 西西西西野広報広野広報広野広報広野広報広聴聴聴聴課長で課長で課長で課長でござござござございます。います。います。います。

○西野広報広聴課長○西野広報広聴課長○西野広報広聴課長○西野広報広聴課長 西西西西野です。よ野です。よ野です。よ野です。よろろろろししししくくくくおおおお願願願願いします。いします。いします。いします。

○浪越総務部長○浪越総務部長○浪越総務部長○浪越総務部長 玉玉玉玉置置置置統統統統計課長で計課長で計課長で計課長でござござござございます。います。います。います。

○玉置統計課長○玉置統計課長○玉置統計課長○玉置統計課長 玉玉玉玉置で置で置で置でござござござございます。います。います。います。

○浪越総務部長○浪越総務部長○浪越総務部長○浪越総務部長 山口東山口東山口東山口東アアアアジジジジア連携ア連携ア連携ア連携課長で課長で課長で課長でござござござございます。います。います。います。

○山口東アジア連携課長○山口東アジア連携課長○山口東アジア連携課長○山口東アジア連携課長 山口で山口で山口で山口でござござござございます。よいます。よいます。よいます。よろろろろししししくくくくおおおお願願願願いいたします。いいたします。いいたします。いいたします。

○浪越総務部長○浪越総務部長○浪越総務部長○浪越総務部長 村村村村戸消戸消戸消戸消防防防防救急救急救急救急課長で課長で課長で課長でござござござございます。います。います。います。

○村戸消防救急課長○村戸消防救急課長○村戸消防救急課長○村戸消防救急課長 村村村村戸戸戸戸ででででござござござございます。よいます。よいます。よいます。よろろろろししししくくくくおおおお願願願願いします。いします。いします。いします。

○浪越総務部長○浪越総務部長○浪越総務部長○浪越総務部長 山山山山崎崎崎崎安全安全安全安全・・・・安安安安心心心心ままままちづくちづくちづくちづくりりりり推進推進推進推進課長で課長で課長で課長でござござござございます。います。います。います。

○山崎安全・安心まちづくり推進課長○山崎安全・安心まちづくり推進課長○山崎安全・安心まちづくり推進課長○山崎安全・安心まちづくり推進課長 山山山山崎崎崎崎ででででござござござございます。よいます。よいます。よいます。よろろろろししししくくくくおおおお願願願願いいたします。いいたします。いいたします。いいたします。

○浪越総務部長○浪越総務部長○浪越総務部長○浪越総務部長 森藤総務課長で森藤総務課長で森藤総務課長で森藤総務課長でござござござございます。います。います。います。

○森藤総務課長○森藤総務課長○森藤総務課長○森藤総務課長 森藤で森藤で森藤で森藤でござござござございます。よいます。よいます。よいます。よろろろろししししくくくくおおおお願願願願いいたします。いいたします。いいたします。いいたします。

○浪越総務部長○浪越総務部長○浪越総務部長○浪越総務部長 中中中中井井井井行行行行政政政政経営課長で経営課長で経営課長で経営課長でござござござございます。います。います。います。

○中井行政経営課長○中井行政経営課長○中井行政経営課長○中井行政経営課長 中中中中井井井井ででででござござござございます。よいます。よいます。よいます。よろろろろししししくくくくおおおお願願願願いいたします。いいたします。いいたします。いいたします。

○浪越総務部長○浪越総務部長○浪越総務部長○浪越総務部長 中中中中井ファシリティマネ井ファシリティマネ井ファシリティマネ井ファシリティマネジジジジメメメメンンンントトトト室長で室長で室長で室長でござござござございます。います。います。います。

○中井ファシリティマネジメント室長○中井ファシリティマネジメント室長○中井ファシリティマネジメント室長○中井ファシリティマネジメント室長 中中中中井井井井ででででござござござございます。よいます。よいます。よいます。よろろろろししししくくくくおおおお願願願願いします。いします。いします。いします。

○浪越総務部長○浪越総務部長○浪越総務部長○浪越総務部長 野田野田野田野田情情情情報報報報システムシステムシステムシステム課長で課長で課長で課長でござござござございます。います。います。います。

○野田情報システム課長○野田情報システム課長○野田情報システム課長○野田情報システム課長 野田で野田で野田で野田でござござござございます。よいます。よいます。よいます。よろろろろししししくくくくおおおお願願願願いします。いします。いします。いします。
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○浪越総務部長○浪越総務部長○浪越総務部長○浪越総務部長 よよよよろろろろししししくくくくおおおお願願願願いいたします。いいたします。いいたします。いいたします。

○出口委員長○出口委員長○出口委員長○出口委員長 ご苦労さご苦労さご苦労さご苦労さまでした。までした。までした。までした。

次次次次に、地域振興部長より自に、地域振興部長より自に、地域振興部長より自に、地域振興部長より自己紹介己紹介己紹介己紹介のののの後後後後、関係、関係、関係、関係次次次次長長長長・・・・課長の課長の課長の課長のご紹介ご紹介ご紹介ご紹介をををを願願願願います。います。います。います。

○野村地域振興部長○野村地域振興部長○野村地域振興部長○野村地域振興部長 地域振興部長の野村で地域振興部長の野村で地域振興部長の野村で地域振興部長の野村でござござござございます。います。います。います。どどどどううううぞぞぞぞよよよよろろろろししししくくくくおおおお願願願願いいたしまいいたしまいいたしまいいたしま

す。す。す。す。

地域振興部の関係地域振興部の関係地域振興部の関係地域振興部の関係次次次次長長長長・・・・課長を課長を課長を課長を紹介さ紹介さ紹介さ紹介させていただきます。せていただきます。せていただきます。せていただきます。

まず、福まず、福まず、福まず、福井井井井地域振興部地域振興部地域振興部地域振興部次次次次長長長長企画企画企画企画管理室長事務管理室長事務管理室長事務管理室長事務取扱取扱取扱取扱です。です。です。です。

○福井地域振興部次長企画管理室長事務取扱○福井地域振興部次長企画管理室長事務取扱○福井地域振興部次長企画管理室長事務取扱○福井地域振興部次長企画管理室長事務取扱 福福福福井井井井ででででござござござございます。います。います。います。どどどどううううぞぞぞぞよよよよろろろろししししくくくくおおおお願願願願いいいい

します。します。します。します。

○野村地域振興部長○野村地域振興部長○野村地域振興部長○野村地域振興部長 続続続続きまして、山きまして、山きまして、山きまして、山下市町下市町下市町下市町村振興課長です。村振興課長です。村振興課長です。村振興課長です。

○山下市町村振興課長○山下市町村振興課長○山下市町村振興課長○山下市町村振興課長 山山山山下下下下ででででござござござございます。よいます。よいます。よいます。よろろろろししししくくくくおおおお願願願願いします。いします。いします。いします。

○野村地域振興部長○野村地域振興部長○野村地域振興部長○野村地域振興部長 畑畑畑畑田地域田地域田地域田地域政政政政策課長で策課長で策課長で策課長でござござござございます。います。います。います。

○畑田地域政策課長○畑田地域政策課長○畑田地域政策課長○畑田地域政策課長 畑畑畑畑田で田で田で田でござござござございます。よいます。よいます。よいます。よろろろろししししくくくくおおおお願願願願いします。いします。いします。いします。

○野村地域振興部長○野村地域振興部長○野村地域振興部長○野村地域振興部長 塩見エネルギ塩見エネルギ塩見エネルギ塩見エネルギーーーー政政政政策課長です。策課長です。策課長です。策課長です。

○塩見エネルギー政策課長○塩見エネルギー政策課長○塩見エネルギー政策課長○塩見エネルギー政策課長 塩見塩見塩見塩見ででででござござござございます。よいます。よいます。よいます。よろろろろししししくくくくおおおお願願願願いします。いします。いします。いします。

○野村地域振興部長○野村地域振興部長○野村地域振興部長○野村地域振興部長 竹竹竹竹田田田田文文文文化振興課長です。化振興課長です。化振興課長です。化振興課長です。

○竹田文化振興課長○竹田文化振興課長○竹田文化振興課長○竹田文化振興課長 竹竹竹竹田で田で田で田でござござござございます。います。います。います。どどどどううううぞぞぞぞよよよよろろろろししししくくくくおおおお願願願願いいたします。いいたします。いいたします。いいたします。

○野村地域振興部長○野村地域振興部長○野村地域振興部長○野村地域振興部長 福福福福井教育井教育井教育井教育振興課長です。振興課長です。振興課長です。振興課長です。

○福井教育振興課長○福井教育振興課長○福井教育振興課長○福井教育振興課長 福福福福井井井井ででででござござござございます。よいます。よいます。よいます。よろろろろししししくくくくおおおお願願願願いします。いします。いします。いします。

○野村地域振興部長○野村地域振興部長○野村地域振興部長○野村地域振興部長 以以以以上で上で上で上でござござござございます。います。います。います。どどどどううううぞぞぞぞよよよよろろろろししししくくくくおおおお願願願願いいたします。いいたします。いいたします。いいたします。

○出口委員長○出口委員長○出口委員長○出口委員長 ご苦労さご苦労さご苦労さご苦労さまでした。までした。までした。までした。

次次次次に、南部東部振興監より自に、南部東部振興監より自に、南部東部振興監より自に、南部東部振興監より自己紹介己紹介己紹介己紹介のののの後後後後、関係課長、関係課長、関係課長、関係課長・・・・室長を室長を室長を室長を紹介願紹介願紹介願紹介願います。います。います。います。

○辻本南部東部振興監○辻本南部東部振興監○辻本南部東部振興監○辻本南部東部振興監 南部東部振興監の辻本で南部東部振興監の辻本で南部東部振興監の辻本で南部東部振興監の辻本でござござござございます。います。います。います。どどどどううううぞぞぞぞよよよよろろろろししししくくくくおおおお願願願願いいたいいたいいたいいた

します。します。します。します。

南部東部振興監関係の課長南部東部振興監関係の課長南部東部振興監関係の課長南部東部振興監関係の課長・・・・室長を室長を室長を室長を紹介さ紹介さ紹介さ紹介させていただきます。せていただきます。せていただきます。せていただきます。

まず、山本南部東部振興課長でまず、山本南部東部振興課長でまず、山本南部東部振興課長でまず、山本南部東部振興課長でござござござございます。います。います。います。

○山本南部東部振興課長○山本南部東部振興課長○山本南部東部振興課長○山本南部東部振興課長 山本で山本で山本で山本でござござござございます。います。います。います。どどどどううううぞぞぞぞよよよよろろろろししししくくくくおおおお願願願願いいたします。いいたします。いいたします。いいたします。

○辻本南部東部振興監○辻本南部東部振興監○辻本南部東部振興監○辻本南部東部振興監 尾登復旧・復尾登復旧・復尾登復旧・復尾登復旧・復興興興興推進推進推進推進室長で室長で室長で室長でござござござございます。います。います。います。

○尾登復旧・復興推進室長○尾登復旧・復興推進室長○尾登復旧・復興推進室長○尾登復旧・復興推進室長 尾登尾登尾登尾登ででででござござござございます。よいます。よいます。よいます。よろろろろししししくくくくおおおお願願願願いいたします。いいたします。いいたします。いいたします。

○辻本南部東部振興監○辻本南部東部振興監○辻本南部東部振興監○辻本南部東部振興監 どどどどううううぞぞぞぞよよよよろろろろししししくくくくおおおお願願願願いいたします。いいたします。いいたします。いいたします。
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○出口委員長○出口委員長○出口委員長○出口委員長 ご苦労さご苦労さご苦労さご苦労さまです。まです。まです。まです。

次次次次に、観光局長より関係課長をに、観光局長より関係課長をに、観光局長より関係課長をに、観光局長より関係課長をご紹介願ご紹介願ご紹介願ご紹介願います。います。います。います。どどどどううううぞぞぞぞ。。。。

○久保田観光局長○久保田観光局長○久保田観光局長○久保田観光局長 観光局の観光局の観光局の観光局の異異異異動動動動があがあがあがありました課長をりました課長をりました課長をりました課長を紹介さ紹介さ紹介さ紹介させていただきます。せていただきます。せていただきます。せていただきます。

私私私私の３の３の３の３列後ろ列後ろ列後ろ列後ろ、、、、浅浅浅浅田観光振興課長で田観光振興課長で田観光振興課長で田観光振興課長でござござござございます。います。います。います。

○浅田観光振興課長○浅田観光振興課長○浅田観光振興課長○浅田観光振興課長 浅浅浅浅田で田で田で田でござござござございます。います。います。います。どどどどううううぞぞぞぞよよよよろろろろししししくくくくおおおお願願願願いいたします。いいたします。いいたします。いいたします。

○久保田観光局長○久保田観光局長○久保田観光局長○久保田観光局長 そのそのそのその後ろ後ろ後ろ後ろ、、、、阪阪阪阪本国本国本国本国際際際際観光課長で観光課長で観光課長で観光課長でござござござございます。います。います。います。

○阪本国際観光課長○阪本国際観光課長○阪本国際観光課長○阪本国際観光課長 阪阪阪阪本で本で本で本でござござござございます。います。います。います。どどどどううううぞぞぞぞよよよよろろろろししししくくくくおおおお願願願願いします。いします。いします。いします。

○久保田観光局長○久保田観光局長○久保田観光局長○久保田観光局長 どどどどううううぞぞぞぞよよよよろろろろししししくくくくおおおお願願願願いします。いします。いします。いします。

○出口委員長○出口委員長○出口委員長○出口委員長 ご苦労さご苦労さご苦労さご苦労さまです。まです。まです。まです。

次次次次に、警察本部長より関係部長に、警察本部長より関係部長に、警察本部長より関係部長に、警察本部長より関係部長・・・・課長の課長の課長の課長のご紹介ご紹介ご紹介ご紹介をををを願願願願います。います。います。います。

○原山警察本部長○原山警察本部長○原山警察本部長○原山警察本部長 関係部長関係部長関係部長関係部長・・・・課長の課長の課長の課長の紹介紹介紹介紹介ををををささささせていただきます。せていただきます。せていただきます。せていただきます。

太田生活安全部長です。太田生活安全部長です。太田生活安全部長です。太田生活安全部長です。

○太田生活安全部長○太田生活安全部長○太田生活安全部長○太田生活安全部長 太田で太田で太田で太田でござござござございます。います。います。います。どどどどううううぞぞぞぞよよよよろろろろししししくくくくおおおお願願願願いします。いします。いします。いします。

○原山警察本部長○原山警察本部長○原山警察本部長○原山警察本部長 堂藤刑事部長です。堂藤刑事部長です。堂藤刑事部長です。堂藤刑事部長です。

○堂藤刑事部長○堂藤刑事部長○堂藤刑事部長○堂藤刑事部長 堂藤で堂藤で堂藤で堂藤でござござござございます。よいます。よいます。よいます。よろろろろししししくくくくおおおお願願願願いします。いします。いします。いします。

○原山警察本部長○原山警察本部長○原山警察本部長○原山警察本部長 大森交通部長です。大森交通部長です。大森交通部長です。大森交通部長です。

○大森交通部長○大森交通部長○大森交通部長○大森交通部長 大森で大森で大森で大森でござござござございます。よいます。よいます。よいます。よろろろろししししくくくくおおおお願願願願いします。いします。いします。いします。

○原山警察本部長○原山警察本部長○原山警察本部長○原山警察本部長 林警備部長です。林警備部長です。林警備部長です。林警備部長です。

○林警備部長○林警備部長○林警備部長○林警備部長 林で林で林で林でござござござございます。よいます。よいます。よいます。よろろろろししししくくくくおおおお願願願願いします。いします。いします。いします。

○原山警察本部長○原山警察本部長○原山警察本部長○原山警察本部長 宮宮宮宮本会計課長です。本会計課長です。本会計課長です。本会計課長です。

○宮本会計課長○宮本会計課長○宮本会計課長○宮本会計課長 宮宮宮宮本で本で本で本でござござござございます。よいます。よいます。よいます。よろろろろししししくくくくおおおお願願願願いします。いします。いします。いします。

○原山警察本部長○原山警察本部長○原山警察本部長○原山警察本部長 以以以以上で上で上で上でござござござございます。よいます。よいます。よいます。よろろろろししししくくくくおおおお願願願願いします。いします。いします。いします。

○出口委員長○出口委員長○出口委員長○出口委員長 ご苦労さご苦労さご苦労さご苦労さまでまでまでまでござござござございました。いました。いました。いました。

それでは、案件に入ります。それでは、案件に入ります。それでは、案件に入ります。それでは、案件に入ります。

まず、まず、まず、まず、付託付託付託付託議案の審査を行います。議案の審査を行います。議案の審査を行います。議案の審査を行います。当当当当委員会に委員会に委員会に委員会に付託付託付託付託をををを受受受受けました議案は、委員会けました議案は、委員会けました議案は、委員会けました議案は、委員会次次次次第に第に第に第に

記載記載記載記載ののののととととおりでおりでおりでおりでござござござございます。います。います。います。

審査に審査に審査に審査に先立ち申先立ち申先立ち申先立ち申し上し上し上し上げげげげておきますておきますておきますておきますがががが、委員長報告は、正副委員長会議の、委員長報告は、正副委員長会議の、委員長報告は、正副委員長会議の、委員長報告は、正副委員長会議の申申申申しししし合わ合わ合わ合わせによせによせによせによ

り、り、り、り、付託付託付託付託をををを受受受受けました議案の審査けました議案の審査けました議案の審査けました議案の審査結果結果結果結果についてのについてのについてのについてのみみみみ報告報告報告報告ととととなりますので、なりますので、なりますので、なりますので、あらあらあらあらかかかかじじじじめめめめご了ご了ご了ご了

承願承願承願承願います。います。います。います。

それでは、それでは、それでは、それでは、付託付託付託付託議案について、総務部長、県理事兼危機管理監、地域振興部長、南部東議案について、総務部長、県理事兼危機管理監、地域振興部長、南部東議案について、総務部長、県理事兼危機管理監、地域振興部長、南部東議案について、総務部長、県理事兼危機管理監、地域振興部長、南部東
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部振興監、観光局長、警察本部長の部振興監、観光局長、警察本部長の部振興監、観光局長、警察本部長の部振興監、観光局長、警察本部長の順順順順にににに説説説説明を明を明を明を願願願願います。います。います。います。

○浪越総務部長○浪越総務部長○浪越総務部長○浪越総務部長 今今今今定例県議会定例県議会定例県議会定例県議会提提提提出の議案につきまして、全出の議案につきまして、全出の議案につきまして、全出の議案につきまして、全体体体体のののの概要概要概要概要及び総務部に関する及び総務部に関する及び総務部に関する及び総務部に関する

事項につきまして事項につきまして事項につきまして事項につきましてご説ご説ご説ご説明をいたします。明をいたします。明をいたします。明をいたします。簡潔簡潔簡潔簡潔ににににご説ご説ご説ご説明明明明申申申申し上し上し上し上げげげげたいたいたいたいと思と思と思と思います。います。います。います。

まず、おまず、おまず、おまず、お手元手元手元手元のののの「「「「平成２５年度一般会計平成２５年度一般会計平成２５年度一般会計平成２５年度一般会計特別特別特別特別会計補正予算案その他会計補正予算案その他会計補正予算案その他会計補正予算案その他」」」」のののの目次目次目次目次をおをおをおをお願願願願いいいいいいいい

たします。たします。たします。たします。６６６６月２４日に月２４日に月２４日に月２４日に提提提提出いたしました議案は、議第３９号か出いたしました議案は、議第３９号か出いたしました議案は、議第３９号か出いたしました議案は、議第３９号からららら議第４４号までの予算議第４４号までの予算議第４４号までの予算議第４４号までの予算

が６が６が６が６件で件で件で件でござござござございます。議第４５号かいます。議第４５号かいます。議第４５号かいます。議第４５号からららら議第５４号までの条例の改正議第５４号までの条例の改正議第５４号までの条例の改正議第５４号までの条例の改正がががが１０件、議第５５号１０件、議第５５号１０件、議第５５号１０件、議第５５号

かかかからららら議第５９号までの議第５９号までの議第５９号までの議第５９号までの契約契約契約契約等等等等がががが５件、議第５件、議第５件、議第５件、議第６６６６０号の計０号の計０号の計０号の計画が画が画が画が１件、報第１号か１件、報第１号か１件、報第１号か１件、報第１号からららら報第２２号報第２２号報第２２号報第２２号

までの繰り越しの報告までの繰り越しの報告までの繰り越しの報告までの繰り越しの報告やややや公社等の経営状況の報告な公社等の経営状況の報告な公社等の経営状況の報告な公社等の経営状況の報告などどどど、報告、報告、報告、報告がががが２２件の２２件の２２件の２２件の合合合合計４４件で計４４件で計４４件で計４４件でござござござござ

います。います。います。います。ここここのうのうのうのうちちちち、条例案件の議第４７号、議第４８号につきましては、、条例案件の議第４７号、議第４８号につきましては、、条例案件の議第４７号、議第４８号につきましては、、条例案件の議第４７号、議第４８号につきましては、６６６６月２４日に月２４日に月２４日に月２４日に当当当当

委員会で委員会で委員会で委員会でごごごご審議をいただき審議をいただき審議をいただき審議をいただき先先先先行議決をいただきました。行議決をいただきました。行議決をいただきました。行議決をいただきました。以以以以上上上上がががが全全全全体体体体のののの概要概要概要概要ででででござござござございます。います。います。います。

補正予算及び条例案につきましては、補正予算及び条例案につきましては、補正予算及び条例案につきましては、補正予算及び条例案につきましては、後後後後ほほほほど別冊ど別冊ど別冊ど別冊のののの配付資料配付資料配付資料配付資料によりによりによりによりご説ご説ご説ご説明を明を明を明を申申申申し上し上し上し上げげげげまままま

すすすすがががが、、、、以下以下以下以下、総務部に関する、総務部に関する、総務部に関する、総務部に関するもももものについてのについてのについてのについてご説ご説ご説ご説明を明を明を明を申申申申し上し上し上し上げげげげます。その他につきましてはます。その他につきましてはます。その他につきましてはます。その他につきましては

それそれそれそれぞぞぞぞれの部局長及び所管の委員会でれの部局長及び所管の委員会でれの部局長及び所管の委員会でれの部局長及び所管の委員会でご説ご説ご説ご説明をいたします。明をいたします。明をいたします。明をいたします。

７９７９７９７９ペペペページかージかージかージからららら８８８８８８８８ペペペページまでージまでージまでージまでがががが報第１号、平成２４年度奈良県一般会計予算繰越計算報第１号、平成２４年度奈良県一般会計予算繰越計算報第１号、平成２４年度奈良県一般会計予算繰越計算報第１号、平成２４年度奈良県一般会計予算繰越計算

書の報告についてで書の報告についてで書の報告についてで書の報告についてでござござござございます。一般会計全います。一般会計全います。一般会計全います。一般会計全体体体体で、明許繰り越しで、明許繰り越しで、明許繰り越しで、明許繰り越しがががが９５件、４０９９５件、４０９９５件、４０９９５件、４０９億億億億５５５５，，，，

１９７１９７１９７１９７万円余万円余万円余万円余、事、事、事、事故故故故繰り越し繰り越し繰り越し繰り越しがががが７件、１０７件、１０７件、１０７件、１０億億億億７７７７，６，６，６，６０１０１０１０１万円余万円余万円余万円余ででででござござござございます。総務部に関います。総務部に関います。総務部に関います。総務部に関

するするするするもももものは２件でのは２件でのは２件でのは２件でござござござございます。います。います。います。

８０８０８０８０ペペペページ、第２ージ、第２ージ、第２ージ、第２款款款款総務費、第１項総務管理費、上か総務費、第１項総務管理費、上か総務費、第１項総務管理費、上か総務費、第１項総務管理費、上からららら１１１１段目段目段目段目の自治の自治の自治の自治研修研修研修研修所改所改所改所改修修修修事業に事業に事業に事業に

つきましては、つきましては、つきましては、つきましては、工工工工法法法法検討検討検討検討等に不等に不等に不等に不測測測測の日時をの日時をの日時をの日時を要要要要したしたしたしたことことことことによるによるによるによるもももものでのでのでのでござござござございます。います。います。います。続続続続きましきましきましきまし

て、３て、３て、３て、３段目段目段目段目、法、法、法、法蓮町蓮町蓮町蓮町公公公公舎撤去舎撤去舎撤去舎撤去事業につきましては、地事業につきましては、地事業につきましては、地事業につきましては、地元調元調元調元調整等に不整等に不整等に不整等に不測測測測の日時をの日時をの日時をの日時を要要要要したしたしたしたことことことこと

によるによるによるによるもももものでのでのでのでござござござございます。います。います。います。

１０８１０８１０８１０８ペペペページ、報第２１号、地方自治法第１７９条第１項の規定による専決処分の報告ージ、報第２１号、地方自治法第１７９条第１項の規定による専決処分の報告ージ、報第２１号、地方自治法第１７９条第１項の規定による専決処分の報告ージ、報第２１号、地方自治法第１７９条第１項の規定による専決処分の報告

についてでについてでについてでについてでござござござございます。総務部に関するいます。総務部に関するいます。総務部に関するいます。総務部に関するもももものは平成２５年度奈良県一般会計補正予算（第のは平成２５年度奈良県一般会計補正予算（第のは平成２５年度奈良県一般会計補正予算（第のは平成２５年度奈良県一般会計補正予算（第

１号）１号）１号）１号）とととと条例の改正の３件で条例の改正の３件で条例の改正の３件で条例の改正の３件でござござござございます。平成２５年度奈良県一般会計補正予算（第１います。平成２５年度奈良県一般会計補正予算（第１います。平成２５年度奈良県一般会計補正予算（第１います。平成２５年度奈良県一般会計補正予算（第１

号）につきましては、号）につきましては、号）につきましては、号）につきましては、後後後後ほほほほど別途配付ど別途配付ど別途配付ど別途配付しております予算のしております予算のしております予算のしております予算の資料資料資料資料ででででご説ご説ご説ご説明を明を明を明を申申申申し上し上し上し上げげげげます。ます。ます。ます。

奈良県税条例の一部を改正する条例につきましては、４月１日か奈良県税条例の一部を改正する条例につきましては、４月１日か奈良県税条例の一部を改正する条例につきましては、４月１日か奈良県税条例の一部を改正する条例につきましては、４月１日からららら施行施行施行施行が必要が必要が必要が必要な地方税法な地方税法な地方税法な地方税法

の改正に伴う所の改正に伴う所の改正に伴う所の改正に伴う所要要要要の改正を３月３０日の改正を３月３０日の改正を３月３０日の改正を３月３０日付付付付で専決したで専決したで専決したで専決したもももものでのでのでのでござござござございます。います。います。います。

条例の条例の条例の条例の内容内容内容内容は、１１４は、１１４は、１１４は、１１４ペペペページかージかージかージからららら１１５１１５１１５１１５ペペペページにージにージにージに記載記載記載記載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がががが、、、、主主主主な改正のな改正のな改正のな改正の内内内内

容容容容は、１つは、１つは、１つは、１つ目目目目は不動産は不動産は不動産は不動産取得取得取得取得税に係る課税税に係る課税税に係る課税税に係る課税標準標準標準標準等の等の等の等の特特特特例例例例措措措措置の置の置の置の期限延期限延期限延期限延長、２つ長、２つ長、２つ長、２つ目目目目に自動に自動に自動に自動車取車取車取車取

得得得得税に係る税に係る税に係る税に係る衝突被衝突被衝突被衝突被害害害害軽減ブレ軽減ブレ軽減ブレ軽減ブレーーーーキ搭載バスキ搭載バスキ搭載バスキ搭載バスに対するに対するに対するに対する特特特特例例例例措措措措置の置の置の置の創設創設創設創設、３つ、３つ、３つ、３つ目と目と目と目といたしましいたしましいたしましいたしまし



---- 7777 ----

て、て、て、て、狩猟狩猟狩猟狩猟税に係る対税に係る対税に係る対税に係る対象鳥獣捕獲象鳥獣捕獲象鳥獣捕獲象鳥獣捕獲員員員員が受が受が受が受けるけるけるける狩猟者狩猟者狩猟者狩猟者のののの登録登録登録登録に係る税に係る税に係る税に係る税率率率率を２分の１を２分の１を２分の１を２分の１ととととするするするする特特特特例例例例

措措措措置の置の置の置の期限期限期限期限をををを延延延延長する長する長する長するもももものでのでのでのでござござござございます。１０８います。１０８います。１０８います。１０８ペペペページ４ージ４ージ４ージ４段目段目段目段目の産業集積の形成及び活性の産業集積の形成及び活性の産業集積の形成及び活性の産業集積の形成及び活性

化のための県税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例で化のための県税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例で化のための県税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例で化のための県税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例でござござござございますいますいますいますがががが、、、、ここここれにつれにつれにつれにつ

きましては、４月１日かきましては、４月１日かきましては、４月１日かきましては、４月１日からららら施行施行施行施行が必要が必要が必要が必要な地方税の課税免除な地方税の課税免除な地方税の課税免除な地方税の課税免除又又又又は不均一課税に伴うは不均一課税に伴うは不均一課税に伴うは不均一課税に伴う減収減収減収減収補補補補填填填填

制制制制度に係る法度に係る法度に係る法度に係る法令令令令の改正に伴い、の改正に伴い、の改正に伴い、の改正に伴い、制制制制度を度を度を度を適用適用適用適用するためにするためにするためにするために必要と必要と必要と必要となる産業集積の形成、及び活なる産業集積の形成、及び活なる産業集積の形成、及び活なる産業集積の形成、及び活

性化に関する性化に関する性化に関する性化に関する基基基基本本本本的的的的な計な計な計な計画画画画のののの同意同意同意同意日の日の日の日の期限期限期限期限をををを延延延延長するための所長するための所長するための所長するための所要要要要の規定整備を行うの規定整備を行うの規定整備を行うの規定整備を行うももももので、ので、ので、ので、

３月３０日３月３０日３月３０日３月３０日付付付付で専決をしたで専決をしたで専決をしたで専決をしたもももものでのでのでのでござござござございます。います。います。います。

１１７１１７１１７１１７ペペペページ、報第２２号、地方自治法第１８０条第１項の規定による専決処分の報告ージ、報第２２号、地方自治法第１８０条第１項の規定による専決処分の報告ージ、報第２２号、地方自治法第１８０条第１項の規定による専決処分の報告ージ、報第２２号、地方自治法第１８０条第１項の規定による専決処分の報告

についてでについてでについてでについてでござござござございます。います。います。います。ここここのうのうのうのうちちちち、総務部に関する、総務部に関する、総務部に関する、総務部に関するもももものは、のは、のは、のは、後後後後ほほほほどどどど危機管理監危機管理監危機管理監危機管理監が説が説が説が説明を明を明を明を申申申申

し上し上し上し上げげげげるるるるもももものを除きまして、地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施のを除きまして、地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施のを除きまして、地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施のを除きまして、地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施

策を講ずるための関係法律の整備に関する法律等の施行に伴う関係条例の整理に関する条策を講ずるための関係法律の整備に関する法律等の施行に伴う関係条例の整理に関する条策を講ずるための関係法律の整備に関する法律等の施行に伴う関係条例の整理に関する条策を講ずるための関係法律の整備に関する法律等の施行に伴う関係条例の整理に関する条

例の１件で例の１件で例の１件で例の１件でござござござございます。います。います。います。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、当該当該当該当該法律の施行により、平成２５年４月１法律の施行により、平成２５年４月１法律の施行により、平成２５年４月１法律の施行により、平成２５年４月１

日日日日付付付付で障害で障害で障害で障害者者者者自自自自立支援立支援立支援立支援法法法法がががが障害障害障害障害者者者者の日常生活及び社会生活を総の日常生活及び社会生活を総の日常生活及び社会生活を総の日常生活及び社会生活を総合的合的合的合的にににに支援支援支援支援するための法律するための法律するための法律するための法律

にににに題題題題名改正名改正名改正名改正さささされたれたれたれたことことことこと等に伴い法等に伴い法等に伴い法等に伴い法令令令令をををを引用引用引用引用する条する条する条する条文文文文の整備を行うため、所の整備を行うため、所の整備を行うため、所の整備を行うため、所要要要要の改正を行の改正を行の改正を行の改正を行っっっっ

たたたたもももものでのでのでのでござござござございます。総務部におきましては、議会の議員その他います。総務部におきましては、議会の議員その他います。総務部におきましては、議会の議員その他います。総務部におきましては、議会の議員その他非非非非常常常常勤勤勤勤の職員の公務災害の職員の公務災害の職員の公務災害の職員の公務災害

補補補補償償償償等に関する条例を所管しております等に関する条例を所管しております等に関する条例を所管しております等に関する条例を所管しておりますがががが、改正、改正、改正、改正内容内容内容内容はははは介護介護介護介護補補補補償償償償のののの支給支給支給支給に関する規定の中に関する規定の中に関する規定の中に関する規定の中

でででで引用引用引用引用法律の名称を改正する法律の名称を改正する法律の名称を改正する法律の名称を改正するもももものでのでのでのでござござござございます。います。います。います。

続続続続きまして、補正予算につきましてきまして、補正予算につきましてきまして、補正予算につきましてきまして、補正予算につきましてご説ご説ご説ご説明を明を明を明を申申申申し上し上し上し上げげげげます。ます。ます。ます。別途配付別途配付別途配付別途配付しておりますしておりますしておりますしております「「「「平平平平

成２５年成２５年成２５年成２５年６６６６月定例県議会月定例県議会月定例県議会月定例県議会提提提提出予算案の出予算案の出予算案の出予算案の概要」概要」概要」概要」をおをおをおをお願願願願いいたします。いいたします。いいたします。いいたします。

１１１１ペペペページ、ージ、ージ、ージ、先先先先ほほほほども申ども申ども申ども申し上し上し上し上げげげげました平成２５年度奈良県一般会計補正予算（第１号）にました平成２５年度奈良県一般会計補正予算（第１号）にました平成２５年度奈良県一般会計補正予算（第１号）にました平成２５年度奈良県一般会計補正予算（第１号）に

ついてでついてでついてでついてでござござござございますいますいますいますがががが、、、、風風風風ししししんんんんのののの流流流流行の行の行の行の拡拡拡拡大を防大を防大を防大を防止止止止するため、するため、するため、するため、市町市町市町市町村村村村がががが実施する実施する実施する実施するワクチワクチワクチワクチンンンン

をををを接種接種接種接種するための経費につきまして、５月３１日するための経費につきまして、５月３１日するための経費につきまして、５月３１日するための経費につきまして、５月３１日付付付付で専決処分をで専決処分をで専決処分をで専決処分をささささせていただいておりませていただいておりませていただいておりませていただいておりま

すすすすがががが、その財、その財、その財、その財源と源と源と源といたしましては、財いたしましては、財いたしましては、財いたしましては、財政調政調政調政調整整整整基金基金基金基金かかかかららららの繰入の繰入の繰入の繰入金金金金をををを充当充当充当充当しております。しております。しております。しております。

２２２２ペペペページ、平成２５年度奈良県一般会計補正予算（第２号）は、ージ、平成２５年度奈良県一般会計補正予算（第２号）は、ージ、平成２５年度奈良県一般会計補正予算（第２号）は、ージ、平成２５年度奈良県一般会計補正予算（第２号）は、歳歳歳歳入入入入歳歳歳歳出それ出それ出それ出それぞぞぞぞれ１７れ１７れ１７れ１７

億億億億８８８８，，，，３００３００３００３００万円余万円余万円余万円余ででででござござござございます。国の地域のいます。国の地域のいます。国の地域のいます。国の地域の元気臨元気臨元気臨元気臨時交時交時交時交付金付金付金付金を財を財を財を財源と源と源と源とした地域した地域した地域した地域・・・・経経経経済済済済活活活活

性化性化性化性化基金基金基金基金及び及び及び及び増額と増額と増額と増額とななななっっっった公共事業の国た公共事業の国た公共事業の国た公共事業の国庫支庫支庫支庫支出出出出金金金金を活を活を活を活用用用用し、奈良県の一し、奈良県の一し、奈良県の一し、奈良県の一層層層層のののの魅魅魅魅力向上力向上力向上力向上やややや経経経経

済済済済活性化に向けた活性化に向けた活性化に向けた活性化に向けた取取取取り組り組り組り組みみみみにににに必要と必要と必要と必要となる経費ななる経費ななる経費ななる経費などどどどについてについてについてについて増額増額増額増額するするするするとともとともとともとともに、職員のに、職員のに、職員のに、職員の給与給与給与給与

減額支給措減額支給措減額支給措減額支給措置を行う置を行う置を行う置を行うことことことことによりによりによりにより減額減額減額減額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でのでのでのでござござござございます。います。います。います。歳歳歳歳入では、入では、入では、入では、特特特特定財定財定財定財源と源と源と源と

してしてしてして急傾斜急傾斜急傾斜急傾斜地地地地崩壊崩壊崩壊崩壊対策事業負担対策事業負担対策事業負担対策事業負担金金金金、地域の、地域の、地域の、地域の元気臨元気臨元気臨元気臨時交時交時交時交付金付金付金付金ななななどどどどの国の国の国の国庫支庫支庫支庫支出出出出金金金金、地域、地域、地域、地域・・・・経経経経済済済済

活性化活性化活性化活性化基金基金基金基金繰入繰入繰入繰入金金金金ななななどどどどのののの特特特特定定定定目的基金目的基金目的基金目的基金の繰入の繰入の繰入の繰入金金金金、、、、道路道路道路道路整備事業整備事業整備事業整備事業債債債債ななななどどどどの県の県の県の県債債債債ななななどどどど、、、、記載記載記載記載のののの
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ととととおりのおりのおりのおりの金額金額金額金額を計上しております。また、一般財を計上しております。また、一般財を計上しております。また、一般財を計上しております。また、一般財源と源と源と源といたしましては、いたしましては、いたしましては、いたしましては、競輪競輪競輪競輪事業費事業費事業費事業費特別特別特別特別会会会会

計繰入計繰入計繰入計繰入金金金金３００３００３００３００万円余万円余万円余万円余を計上するを計上するを計上するを計上するとともとともとともとともに、に、に、に、当初当初当初当初予算において予算において予算において予算において６６６６２２２２億円億円億円億円計上しておりまし計上しておりまし計上しておりまし計上しておりまし

た財た財た財た財政調政調政調政調整整整整基金基金基金基金繰入繰入繰入繰入金金金金を５２を５２を５２を５２億億億億１１１１，，，，５００５００５００５００万円余減額万円余減額万円余減額万円余減額をしております。をしております。をしております。をしております。

歳歳歳歳出予算につきましては総務部に関する出予算につきましては総務部に関する出予算につきましては総務部に関する出予算につきましては総務部に関するももももののののととととして２件して２件して２件して２件ござござござございます。います。います。います。

７７７７ペペペページ、９その他でージ、９その他でージ、９その他でージ、９その他でござござござございます。います。います。います。給与減額支給措給与減額支給措給与減額支給措給与減額支給措置等に係る職員置等に係る職員置等に係る職員置等に係る職員給与給与給与給与費、総費、総費、総費、総額額額額４９４９４９４９億億億億

円余円余円余円余のののの減額減額減額減額のうのうのうのうちちちち、総務部、会計局、議会事務局、人事委員会事務局、監査委員事務局に、総務部、会計局、議会事務局、人事委員会事務局、監査委員事務局に、総務部、会計局、議会事務局、人事委員会事務局、監査委員事務局に、総務部、会計局、議会事務局、人事委員会事務局、監査委員事務局に

関する関する関する関するもももものは１のは１のは１のは１億億億億８８８８，，，，１１０１１０１１０１１０万円余万円余万円余万円余ででででござござござございます。奈良県地域います。奈良県地域います。奈良県地域います。奈良県地域・・・・経経経経済済済済活性化活性化活性化活性化基金基金基金基金積積積積立金立金立金立金でででで

ござござござございますいますいますいますがががが、地域の、地域の、地域の、地域の元気臨元気臨元気臨元気臨時交時交時交時交付金付金付金付金について、国かについて、国かについて、国かについて、国かららららの通知にの通知にの通知にの通知にあわあわあわあわせまして県せまして県せまして県せまして県内内内内のののの各各各各地地地地

域及び県経域及び県経域及び県経域及び県経済済済済の活性化にの活性化にの活性化にの活性化に資資資資する事業をする事業をする事業をする事業を推進推進推進推進するため、奈良県地域するため、奈良県地域するため、奈良県地域するため、奈良県地域・・・・経経経経済済済済活性化活性化活性化活性化基金基金基金基金の積の積の積の積みみみみ

増増増増しを１０しを１０しを１０しを１０億円余億円余億円余億円余計上しております。計上しております。計上しております。計上しております。

続続続続きまして、条例についてきまして、条例についてきまして、条例についてきまして、条例についてご説ご説ご説ご説明を明を明を明を申申申申し上し上し上し上げげげげます。ます。ます。ます。別冊別冊別冊別冊のののの「「「「平成２５年平成２５年平成２５年平成２５年６６６６月定例県議会月定例県議会月定例県議会月定例県議会

提提提提出条例出条例出条例出条例」」」」をおをおをおをお願願願願いいいい申申申申し上し上し上し上げげげげます。ます。ます。ます。

総務部所管に係る条例に関しましては２件総務部所管に係る条例に関しましては２件総務部所管に係る条例に関しましては２件総務部所管に係る条例に関しましては２件ござござござございます。３います。３います。３います。３ペペペページ、報第４９号、奈良県ージ、報第４９号、奈良県ージ、報第４９号、奈良県ージ、報第４９号、奈良県

税条例の一部を改正する条例で税条例の一部を改正する条例で税条例の一部を改正する条例で税条例の一部を改正する条例でござござござございます。います。います。います。ここここれは国会において税れは国会において税れは国会において税れは国会において税制制制制関関関関連連連連法案法案法案法案がががが成成成成立立立立したしたしたした

ことことことことをををを受受受受けて、奈良県税条例等の改正けて、奈良県税条例等の改正けて、奈良県税条例等の改正けて、奈良県税条例等の改正が必要とが必要とが必要とが必要とななななっっっったためたためたためたため提提提提案案案案ささささせていただせていただせていただせていただくもくもくもくものでのでのでのでござござござござ

います。います。います。います。

主主主主な改正のな改正のな改正のな改正の内容内容内容内容ででででござござござご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、１つ、１つ、１つ、１つ目目目目には、法人に係るには、法人に係るには、法人に係るには、法人に係る利子割利子割利子割利子割をををを廃止廃止廃止廃止し、し、し、し、利子利子利子利子

割割割割のののの納納納納税義務税義務税義務税義務者者者者についてについてについてについて利子利子利子利子等の等の等の等の支支支支払払払払いをいをいをいを受受受受けるけるけるける個個個個人に人に人に人に限限限限定する定する定する定するとととといういういういうもももものでのでのでのでござござござございます。います。います。います。

２つ２つ２つ２つ目目目目には、国には、国には、国には、国債債債債、地方、地方、地方、地方債債債債等の公社等の公社等の公社等の公社債債債債等の課税方等の課税方等の課税方等の課税方式式式式をををを株式株式株式株式等の課税方等の課税方等の課税方等の課税方式式式式と同と同と同と同一化し、その一化し、その一化し、その一化し、その

上で上で上で上で損損損損益通算できる益通算できる益通算できる益通算できる範囲範囲範囲範囲を公社を公社を公社を公社債債債債までまでまでまで拡拡拡拡大する大する大する大するとととといういういういうもももものでのでのでのでござござござございます。３ついます。３ついます。３ついます。３つ目と目と目と目といたしいたしいたしいたし

ましては、ましては、ましては、ましては、幼幼幼幼保保保保連携連携連携連携型認型認型認型認定定定定こどもこどもこどもこども園園園園のののの設設設設置に係る法人置に係る法人置に係る法人置に係る法人間間間間の財産の財産の財産の財産承承承承継継継継に係るに係るに係るに係る譲渡譲渡譲渡譲渡所所所所得得得得のののの非非非非課課課課

税の税の税の税の特特特特例例例例措措措措置を講置を講置を講置を講じじじじるるるるもももものでのでのでのでござござござございます。４ついます。４ついます。４ついます。４つ目と目と目と目といたしましては、東日本大いたしましては、東日本大いたしましては、東日本大いたしましては、東日本大震震震震災に係る災に係る災に係る災に係る

被被被被災災災災住居住居住居住居用用用用財産の財産の財産の財産の敷敷敷敷地に係る地に係る地に係る地に係る譲渡譲渡譲渡譲渡期限期限期限期限のののの延延延延長の長の長の長の特特特特例、例、例、例、延延延延長長長長後後後後７年７年７年７年とととといういういういうことことことことになりますになりますになりますになりますがががが、、、、

その対その対その対その対象者象者象者象者をそのをそのをそのをその相相相相続続続続人まで人まで人まで人まで拡拡拡拡大する大する大する大するとととといういういういうもももものでのでのでのでござござござございます。います。います。います。ここここののののことことことことにつきまして所につきまして所につきまして所につきまして所

要要要要の整備を行うの整備を行うの整備を行うの整備を行うもももものでのでのでのでござござござございます。施行います。施行います。施行います。施行期期期期日は、一部を除きまして平成２日は、一部を除きまして平成２日は、一部を除きまして平成２日は、一部を除きまして平成２６６６６年１月１日か年１月１日か年１月１日か年１月１日か

らとらとらとらとしております。しております。しております。しております。

２３２３２３２３ペペペページ、議第５０号、過疎地域における県税の課税免除に関する条例及び半島振興ージ、議第５０号、過疎地域における県税の課税免除に関する条例及び半島振興ージ、議第５０号、過疎地域における県税の課税免除に関する条例及び半島振興ージ、議第５０号、過疎地域における県税の課税免除に関する条例及び半島振興

対策実施地域における県税の不均一課税に関する条例の一部を改正する条例で対策実施地域における県税の不均一課税に関する条例の一部を改正する条例で対策実施地域における県税の不均一課税に関する条例の一部を改正する条例で対策実施地域における県税の不均一課税に関する条例の一部を改正する条例でござござござございます。います。います。います。

ここここれは地方税の課税免除れは地方税の課税免除れは地方税の課税免除れは地方税の課税免除又又又又は不均一課税に伴うは不均一課税に伴うは不均一課税に伴うは不均一課税に伴う減収減収減収減収補補補補填制填制填制填制度に係る度に係る度に係る度に係る省省省省令令令令の改正をの改正をの改正をの改正を受受受受けて改けて改けて改けて改

正する正する正する正するもももものでのでのでのでござござござございます。まず、います。まず、います。まず、います。まず、要要要要旨旨旨旨の２の方かの２の方かの２の方かの２の方からご説らご説らご説らご説明明明明申申申申し上し上し上し上げげげげます。半島振興対策実ます。半島振興対策実ます。半島振興対策実ます。半島振興対策実
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施地域における県税の不均一課税に関する条例につきましては、半島振興対策実施地域施地域における県税の不均一課税に関する条例につきましては、半島振興対策実施地域施地域における県税の不均一課税に関する条例につきましては、半島振興対策実施地域施地域における県税の不均一課税に関する条例につきましては、半島振興対策実施地域内内内内

のののの市町市町市町市町村長村長村長村長が制が制が制が制定する産業の振興に関する計定する産業の振興に関する計定する産業の振興に関する計定する産業の振興に関する計画画画画対対対対象象象象地域において対地域において対地域において対地域において対象設象設象設象設備に備に備に備に旅館旅館旅館旅館業業業業者者者者のののの設設設設

備を追備を追備を追備を追加加加加し、し、し、し、設設設設備の備の備の備の取得取得取得取得価格価格価格価格のののの要要要要件を現行の件を現行の件を現行の件を現行の金額金額金額金額かかかから引ら引ら引ら引きききき下げ下げ下げ下げる改正を行うる改正を行うる改正を行うる改正を行うもももものでのでのでのでござござござございいいい

ます。ます。ます。ます。要要要要旨旨旨旨１の、過疎地域における県税の課税免除に関する条例で１の、過疎地域における県税の課税免除に関する条例で１の、過疎地域における県税の課税免除に関する条例で１の、過疎地域における県税の課税免除に関する条例でござござござございます。過疎地域います。過疎地域います。過疎地域います。過疎地域

ででででああああるるるる市町市町市町市町村村村村がががが半島振興実施対策地域半島振興実施対策地域半島振興実施対策地域半島振興実施対策地域内内内内のののの市町市町市町市町村村村村が制が制が制が制定する計定する計定する計定する計画画画画に係る地域にに係る地域にに係る地域にに係る地域にも該当も該当も該当も該当するするするする

とととといいいいっっっったたたた場場場場合合合合に、に、に、に、当該当該当該当該地域地域地域地域内内内内でででで設設設設備を備を備を備を取得取得取得取得した事業した事業した事業した事業者が者が者が者が過疎地域における課税免除過疎地域における課税免除過疎地域における課税免除過疎地域における課税免除とととと半島半島半島半島

振興地域における不均一課税のいずれかを選振興地域における不均一課税のいずれかを選振興地域における不均一課税のいずれかを選振興地域における不均一課税のいずれかを選択択択択してしてしてして利用利用利用利用するするするすることがことがことがことが可能可能可能可能ととととなるよう、所なるよう、所なるよう、所なるよう、所要要要要

の規定整備を行うの規定整備を行うの規定整備を行うの規定整備を行うもももものでのでのでのでござござござございます。施行います。施行います。施行います。施行期期期期日は公日は公日は公日は公布布布布の日かの日かの日かの日からとらとらとらとしております。しております。しております。しております。

以以以以上で上で上で上でご説ご説ご説ご説明を明を明を明を終終終終わらわらわらわらせていただきます。せていただきます。せていただきます。せていただきます。ごごごご審議のほ審議のほ審議のほ審議のほどどどどよよよよろろろろししししくくくくおおおお願願願願いいいい申申申申し上し上し上し上げげげげます。ます。ます。ます。

○出口委員長○出口委員長○出口委員長○出口委員長 ご苦労さご苦労さご苦労さご苦労さまでした。までした。までした。までした。

次次次次に、林奈良県理事兼危機管理監におに、林奈良県理事兼危機管理監におに、林奈良県理事兼危機管理監におに、林奈良県理事兼危機管理監にお願願願願いいたします。いいたします。いいたします。いいたします。

○林奈良県理事兼危機管理監○林奈良県理事兼危機管理監○林奈良県理事兼危機管理監○林奈良県理事兼危機管理監 それでは、１件になりますけれそれでは、１件になりますけれそれでは、１件になりますけれそれでは、１件になりますけれどもどもどもども、、、、「「「「平成２５年度一般平成２５年度一般平成２５年度一般平成２５年度一般

会計会計会計会計特別特別特別特別会計補正予算案その他会計補正予算案その他会計補正予算案その他会計補正予算案その他」」」」の１１７の１１７の１１７の１１７ペペペページをおージをおージをおージをお願願願願いいたします。いいたします。いいたします。いいたします。

報第２２号、地方自治法第１８０条第１項の規定による専決処分の報告についてのう報第２２号、地方自治法第１８０条第１項の規定による専決処分の報告についてのう報第２２号、地方自治法第１８０条第１項の規定による専決処分の報告についてのう報第２２号、地方自治法第１８０条第１項の規定による専決処分の報告についてのうちちちち、、、、

奈良県防災会議等の組織及び運営に関する条例等の一部を改正する条例について奈良県防災会議等の組織及び運営に関する条例等の一部を改正する条例について奈良県防災会議等の組織及び運営に関する条例等の一部を改正する条例について奈良県防災会議等の組織及び運営に関する条例等の一部を改正する条例についてご説ご説ご説ご説明を明を明を明を

いたします。いたします。いたします。いたします。

１１８１１８１１８１１８ペペペページ、第１条のージ、第１条のージ、第１条のージ、第１条のところところところところになりますになりますになりますになりますがががが、本年３月に奈良県部、本年３月に奈良県部、本年３月に奈良県部、本年３月に奈良県部設設設設置条例の一部を改置条例の一部を改置条例の一部を改置条例の一部を改

正する条例により、正する条例により、正する条例により、正する条例により、土木土木土木土木部の名称部の名称部の名称部の名称がががが県県県県土土土土マネマネマネマネジジジジメメメメンンンントトトト部に部に部に部に変更さ変更さ変更さ変更されたれたれたれたことことことことに伴いまして、に伴いまして、に伴いまして、に伴いまして、

同同同同部の名称を部の名称を部の名称を部の名称を引用引用引用引用している部分について所している部分について所している部分について所している部分について所要要要要の改正を行うの改正を行うの改正を行うの改正を行うもももものでのでのでのでござござござございます。います。います。います。

以以以以上、よ上、よ上、よ上、よろろろろししししくくくくおおおお願願願願いをいをいをいを申申申申し上し上し上し上げげげげます。ます。ます。ます。

○出口委員長○出口委員長○出口委員長○出口委員長 ご苦労さご苦労さご苦労さご苦労さまでした。までした。までした。までした。

次次次次に、野村地域振興部長かに、野村地域振興部長かに、野村地域振興部長かに、野村地域振興部長から説ら説ら説ら説明を明を明を明を願願願願います。います。います。います。

○野村地域振興部長○野村地域振興部長○野村地域振興部長○野村地域振興部長 地域振興部の平成２５年度地域振興部の平成２５年度地域振興部の平成２５年度地域振興部の平成２５年度６６６６月補正予算について月補正予算について月補正予算について月補正予算についてご説ご説ご説ご説明明明明ささささせていたせていたせていたせていた

だきますだきますだきますだきます。。。。「「「「平成２５年平成２５年平成２５年平成２５年６６６６月定例県議会月定例県議会月定例県議会月定例県議会提提提提出予算案の出予算案の出予算案の出予算案の概要」概要」概要」概要」の３の３の３の３ペペペページ、１観光振興の１ージ、１観光振興の１ージ、１観光振興の１ージ、１観光振興の１

段目段目段目段目ででででござござござございます。います。います。います。文文文文化会化会化会化会館館館館施施施施設設設設整備事業は、整備事業は、整備事業は、整備事業は、文文文文化、化、化、化、芸術芸術芸術芸術活動の活動の活動の活動の拠点拠点拠点拠点施施施施設と設と設と設としての機しての機しての機しての機能能能能をををを

充充充充実するため、実するため、実するため、実するため、エエエエンンンントトトトラララランンンンススススへへへへのののの催催催催事案事案事案事案内内内内表示板表示板表示板表示板のののの設設設設置、地置、地置、地置、地下下下下１１１１階階階階ににににござござござございますいますいますいます旧旧旧旧厨房厨房厨房厨房のののの

音楽練習音楽練習音楽練習音楽練習用用用用ホホホホーーーールルルルへへへへの改の改の改の改修修修修ななななどどどど、、、、記載記載記載記載の整備を行うため実施の整備を行うため実施の整備を行うため実施の整備を行うため実施設設設設計費を計上計費を計上計費を計上計費を計上ささささせていただいせていただいせていただいせていただい

たたたたもももものでのでのでのでござござござございます。財います。財います。財います。財源源源源につきましては、地域につきましては、地域につきましては、地域につきましては、地域・・・・経経経経済済済済活性化活性化活性化活性化基金基金基金基金を活を活を活を活用用用用しております。しております。しております。しております。

次次次次に４に４に４に４ペペペページ、５ージ、５ージ、５ージ、５学学学学びのびのびのびの支援支援支援支援、県、県、県、県立立立立大大大大学学学学（（（（仮仮仮仮称）地域交称）地域交称）地域交称）地域交流流流流棟棟棟棟整備事業は、地域整備事業は、地域整備事業は、地域整備事業は、地域づくづくづくづくりにりにりにりに

関する県関する県関する県関する県立立立立大大大大学学学学のののの研研研研究究究究成成成成果果果果及び及び及び及び学術学術学術学術情情情情報、生報、生報、生報、生涯学習涯学習涯学習涯学習の機会を地域にの機会を地域にの機会を地域にの機会を地域に提提提提供供供供するため、県するため、県するため、県するため、県立立立立大大大大
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学学学学内内内内に地域に地域に地域に地域ととととの交の交の交の交流流流流拠点拠点拠点拠点を整備するを整備するを整備するを整備するもももものです。整備予定のです。整備予定のです。整備予定のです。整備予定箇箇箇箇所の地所の地所の地所の地質質質質調調調調査、施査、施査、施査、施設設設設のののの基基基基本本本本・・・・実実実実

施施施施設設設設計費を計上計費を計上計費を計上計費を計上ささささせていただいております。せていただいております。せていただいております。せていただいております。ここここれにつきましてれにつきましてれにつきましてれにつきましてもももも、財、財、財、財源源源源は地域は地域は地域は地域・・・・経経経経済済済済活性活性活性活性

化化化化基金基金基金基金を活を活を活を活用用用用しております。しております。しております。しております。

次次次次に、７に、７に、７に、７ペペペページ、９その他の１ージ、９その他の１ージ、９その他の１ージ、９その他の１段目段目段目段目、職員、職員、職員、職員給与給与給与給与費、費、費、費、給与減額支給措給与減額支給措給与減額支給措給与減額支給措置等に係る職員置等に係る職員置等に係る職員置等に係る職員給与給与給与給与

費４９費４９費４９費４９億円余億円余億円余億円余のののの減額減額減額減額のうのうのうのうちちちち、地域振興部に関する、地域振興部に関する、地域振興部に関する、地域振興部に関するもももものは９のは９のは９のは９，，，，３７１３７１３７１３７１万万万万７７７７，，，，００００００００００００円円円円ででででござござござござ

います。います。います。います。

続続続続きまして、地域振興部所管の繰越明許費についてきまして、地域振興部所管の繰越明許費についてきまして、地域振興部所管の繰越明許費についてきまして、地域振興部所管の繰越明許費についてご説ご説ご説ご説明明明明ささささせていただきますせていただきますせていただきますせていただきます。。。。「「「「平成平成平成平成

２５年度一般会計２５年度一般会計２５年度一般会計２５年度一般会計特別特別特別特別会計補正予算案その他会計補正予算案その他会計補正予算案その他会計補正予算案その他」」」」の８３の８３の８３の８３ペペペページ、平成２４年度奈良県一般会ージ、平成２４年度奈良県一般会ージ、平成２４年度奈良県一般会ージ、平成２４年度奈良県一般会

計予算繰越計算書の報告について計予算繰越計算書の報告について計予算繰越計算書の報告について計予算繰越計算書の報告についてご説ご説ご説ご説明明明明ささささせていただきます。９産業振興費の中の１地域せていただきます。９産業振興費の中の１地域せていただきます。９産業振興費の中の１地域せていただきます。９産業振興費の中の１地域

産業費で産業費で産業費で産業費でござござござございます。１います。１います。１います。１段目段目段目段目ののののエネルギエネルギエネルギエネルギービジービジービジービジョョョョンンンン推進推進推進推進事業は、県事業は、県事業は、県事業は、県立立立立十津川高校へ十津川高校へ十津川高校へ十津川高校への災害の災害の災害の災害

時時時時用用用用ＬＰガＬＰガＬＰガＬＰガスススス発電発電発電発電設設設設備の備の備の備の設設設設置を、２置を、２置を、２置を、２段目段目段目段目のののの再再再再生生生生可能可能可能可能エネルギエネルギエネルギエネルギーーーー高高高高度度度度利利利利活活活活用推進用推進用推進用推進事業は、大事業は、大事業は、大事業は、大

淀淀淀淀町町町町福福福福神神神神地区における地区における地区における地区における再再再再生生生生可能可能可能可能エネルギエネルギエネルギエネルギーのーのーのーの利利利利活活活活用用用用についてのについてのについてのについての検討検討検討検討を行うを行うを行うを行う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

がががが、国の補正予算に伴い、２月議会において補正予算計上、国の補正予算に伴い、２月議会において補正予算計上、国の補正予算に伴い、２月議会において補正予算計上、国の補正予算に伴い、２月議会において補正予算計上ささささせていただき、全せていただき、全せていただき、全せていただき、全額額額額を繰り越を繰り越を繰り越を繰り越

したしたしたしたもももものでのでのでのでござござござございます。います。います。います。

続続続続きまして、１１７きまして、１１７きまして、１１７きまして、１１７ペペペページ、報第２２号、地方自治法第１８０条第１項の規定による専ージ、報第２２号、地方自治法第１８０条第１項の規定による専ージ、報第２２号、地方自治法第１８０条第１項の規定による専ージ、報第２２号、地方自治法第１８０条第１項の規定による専

決処分の報告についてのう決処分の報告についてのう決処分の報告についてのう決処分の報告についてのうちちちち、奈良県議会議員及び奈良県知事の選挙における選挙運動の、奈良県議会議員及び奈良県知事の選挙における選挙運動の、奈良県議会議員及び奈良県知事の選挙における選挙運動の、奈良県議会議員及び奈良県知事の選挙における選挙運動の

公費負担に関する条例の一部を改正する条例につきまして公費負担に関する条例の一部を改正する条例につきまして公費負担に関する条例の一部を改正する条例につきまして公費負担に関する条例の一部を改正する条例につきましてご説ご説ご説ご説明明明明ささささせていただきます。せていただきます。せていただきます。せていただきます。

１２３１２３１２３１２３ペペペページ、奈良県議会議員及び奈良県知事の選挙における選挙運動の公費負担に関ージ、奈良県議会議員及び奈良県知事の選挙における選挙運動の公費負担に関ージ、奈良県議会議員及び奈良県知事の選挙における選挙運動の公費負担に関ージ、奈良県議会議員及び奈良県知事の選挙における選挙運動の公費負担に関

する条例の一部改正でする条例の一部改正でする条例の一部改正でする条例の一部改正でござござござございますいますいますいますがががが、、、、ここここれは公職選挙法の改正に伴い、条例でれは公職選挙法の改正に伴い、条例でれは公職選挙法の改正に伴い、条例でれは公職選挙法の改正に伴い、条例で引用引用引用引用していしていしていしてい

る公職選挙法の規定の号る公職選挙法の規定の号る公職選挙法の規定の号る公職選挙法の規定の号がががが１号ずれた１号ずれた１号ずれた１号ずれたことことことことをををを反映反映反映反映するため専決処分するため専決処分するため専決処分するため専決処分ささささ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ののの

ででででござござござございます。います。います。います。

以以以以上で上で上で上で説説説説明を明を明を明を終終終終わらわらわらわらせていただきます。せていただきます。せていただきます。せていただきます。ごごごご審議のほ審議のほ審議のほ審議のほどどどどどどどどううううぞぞぞぞよよよよろろろろししししくくくくおおおお願願願願いいたします。いいたします。いいたします。いいたします。

○出口委員長○出口委員長○出口委員長○出口委員長 ご苦労さご苦労さご苦労さご苦労さまでした。までした。までした。までした。

次次次次に、辻本南部東部振興監かに、辻本南部東部振興監かに、辻本南部東部振興監かに、辻本南部東部振興監から説ら説ら説ら説明を明を明を明を願願願願います。います。います。います。

○辻本南部東部振興監○辻本南部東部振興監○辻本南部東部振興監○辻本南部東部振興監 それでは、南部東部振興監所管の事業についてそれでは、南部東部振興監所管の事業についてそれでは、南部東部振興監所管の事業についてそれでは、南部東部振興監所管の事業について説説説説明を明を明を明をささささせていたせていたせていたせていた

だきます。だきます。だきます。だきます。資料資料資料資料はははは「「「「平成２５年平成２５年平成２５年平成２５年６６６６月定例県議会月定例県議会月定例県議会月定例県議会提提提提出予算案の出予算案の出予算案の出予算案の概要」概要」概要」概要」ででででござござござございます。います。います。います。

まず、５まず、５まず、５まず、５ペペペページ、７中南ージ、７中南ージ、７中南ージ、７中南和和和和・・・・東部地域の振興で東部地域の振興で東部地域の振興で東部地域の振興でござござござご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、まず、新規事業、、まず、新規事業、、まず、新規事業、、まず、新規事業、

魅魅魅魅力力力力ああああるるるる農農農農山村山村山村山村資源資源資源資源を活を活を活を活用用用用した地域した地域した地域した地域ブブブブラララランンンンデデデディィィィンンンンググググ事業で事業で事業で事業でござござござございます。います。います。います。ここここれにつきましてれにつきましてれにつきましてれにつきまして

は、国のは、国のは、国のは、国の起起起起業業業業支援支援支援支援型緊型緊型緊型緊急急急急雇雇雇雇用用用用事業を活事業を活事業を活事業を活用用用用しまして、通常のしまして、通常のしまして、通常のしまして、通常の流流流流通には通には通には通には乗乗乗乗ららららない規ない規ない規ない規格外格外格外格外のののの農農農農産産産産

品品品品等を等を等を等を利用利用利用利用したしたしたした商品商品商品商品をををを企画企画企画企画開開開開発発発発し、生産し、生産し、生産し、生産者がみ者がみ者がみ者がみずかずかずかずからららら営業営業営業営業販売販売販売販売するするするすることことことことにより地域のにより地域のにより地域のにより地域の魅魅魅魅力力力力
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のののの情情情情報報報報発信発信発信発信、地域全、地域全、地域全、地域全体体体体ののののブブブブラララランンンンドドドド化を化を化を化を推進推進推進推進しようしようしようしようととととするするするするもももものでのでのでのでござござござございます。うだいます。うだいます。うだいます。うだ・ア・ア・ア・アニニニニママママ

ルルルルパパパパーーーークククク協働協働協働協働事業で事業で事業で事業でござござござご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、、、、ここここれれれれも同じくも同じくも同じくも同じく国の国の国の国の起起起起業業業業支援支援支援支援型緊型緊型緊型緊急急急急雇雇雇雇用用用用事業を活事業を活事業を活事業を活

用用用用したしたしたしたももももので、うだので、うだので、うだので、うだ・ア・ア・ア・アニニニニマルマルマルマルパパパパーーーーククククにおきますにおきますにおきますにおきます命命命命の大の大の大の大切切切切さやさやさやさや生きる力を生きる力を生きる力を生きる力を育育育育むむむむためのためのためのためのイベイベイベイベ

ンンンントトトト、、、、ああああるいはるいはるいはるいは特特特特産産産産品品品品のののの販売販売販売販売等を実施し、東部地域の観光振興等を実施し、東部地域の観光振興等を実施し、東部地域の観光振興等を実施し、東部地域の観光振興やややや地域の活性化を地域の活性化を地域の活性化を地域の活性化を図図図図るるるるもももものののの

ででででござござござございます。予算います。予算います。予算います。予算額額額額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記載記載記載記載ののののととととおりでおりでおりでおりでござござござございます。います。います。います。

続続続続きまして、８きまして、８きまして、８きまして、８ペペペページ、ージ、ージ、ージ、債債債債務負担行務負担行務負担行務負担行為為為為補正追補正追補正追補正追加加加加ででででござござござございます。います。います。います。魅魅魅魅力力力力ああああるるるる農農農農山村山村山村山村資源資源資源資源を活を活を活を活

用用用用した地域した地域した地域した地域ブブブブラララランンンンデデデディィィィンンンンググググ事業事業事業事業とととといういういういうことことことことで、で、で、で、先先先先ほほほほど説ど説ど説ど説明しました事業につきまして、平明しました事業につきまして、平明しました事業につきまして、平明しました事業につきまして、平

成２成２成２成２６６６６年度までの事業年度までの事業年度までの事業年度までの事業期期期期間間間間をををを確確確確保するため、保するため、保するため、保するため、債債債債務負担行務負担行務負担行務負担行為為為為をおをおをおをお願願願願いするいするいするいするもももものでのでのでのでござござござございます。います。います。います。

続続続続きまして、繰越明許費のきまして、繰越明許費のきまして、繰越明許費のきまして、繰越明許費の説説説説明を明を明を明をささささせていただきますせていただきますせていただきますせていただきます。。。。「「「「平成２５年度一般会計平成２５年度一般会計平成２５年度一般会計平成２５年度一般会計特別特別特別特別会会会会

計補正予算案その他計補正予算案その他計補正予算案その他計補正予算案その他」」」」の８０の８０の８０の８０ペペペページをおージをおージをおージをお願願願願いいたします。いいたします。いいたします。いいたします。

３地域振興費、１地域振興３地域振興費、１地域振興３地域振興費、１地域振興３地域振興費、１地域振興調調調調整費、うだ整費、うだ整費、うだ整費、うだ・ア・ア・ア・アニニニニマルマルマルマルパパパパーーーークククク施施施施設設設設等整備事業で等整備事業で等整備事業で等整備事業でござござござございますいますいますいます

けれけれけれけれどもどもどもども、、、、ここここれにつきましては、うだれにつきましては、うだれにつきましては、うだれにつきましては、うだ・ア・ア・ア・アニニニニマルマルマルマルパパパパーーーーククククのののの傾斜傾斜傾斜傾斜面面面面に５０に５０に５０に５０メメメメーーーートルトルトルトル級級級級のののの滑滑滑滑りりりり

台台台台２２２２基基基基をををを設設設設置する置する置する置するもももものでのでのでのでござござござございます。います。います。います。工工工工法法法法検討検討検討検討等に不等に不等に不等に不測測測測のののの期期期期間間間間をををを要要要要したしたしたしたことことことことにより平成２により平成２により平成２により平成２

５年度５年度５年度５年度へへへへ繰り越した繰り越した繰り越した繰り越したもももものでのでのでのでござござござございます。います。います。います。

以以以以上で上で上で上で説説説説明を明を明を明を終終終終わらわらわらわらせていただきます。せていただきます。せていただきます。せていただきます。どどどどううううぞぞぞぞよよよよろろろろししししくくくくおおおお願願願願いいたします。いいたします。いいたします。いいたします。

○出口委員長○出口委員長○出口委員長○出口委員長 ご苦労さご苦労さご苦労さご苦労さまでした。までした。までした。までした。

次次次次に、久保田観光局長かに、久保田観光局長かに、久保田観光局長かに、久保田観光局長からご説らご説らご説らご説明を明を明を明を願願願願います。います。います。います。

○久保田観光局長○久保田観光局長○久保田観光局長○久保田観光局長 観光局の観光局の観光局の観光局の６６６６月定例県議会月定例県議会月定例県議会月定例県議会提提提提出議案について出議案について出議案について出議案についてご説ご説ご説ご説明いたします。明いたします。明いたします。明いたします。今今今今回回回回、、、、

提提提提出いたします議案は、一般財団法人奈良県ビジターズビューローの経営状況の報告１件出いたします議案は、一般財団法人奈良県ビジターズビューローの経営状況の報告１件出いたします議案は、一般財団法人奈良県ビジターズビューローの経営状況の報告１件出いたします議案は、一般財団法人奈良県ビジターズビューローの経営状況の報告１件

ででででござござござございます。おいます。おいます。おいます。お手元手元手元手元に２に２に２に２冊用意冊用意冊用意冊用意してしてしてしてござござござございます。１います。１います。１います。１冊冊冊冊は平成２４年度事業報告書、は平成２４年度事業報告書、は平成２４年度事業報告書、は平成２４年度事業報告書、ももももうううう

一一一一冊冊冊冊は事業計は事業計は事業計は事業計画画画画書です。まず、平成２４年度の事業報告書か書です。まず、平成２４年度の事業報告書か書です。まず、平成２４年度の事業報告書か書です。まず、平成２４年度の事業報告書から説ら説ら説ら説明明明明ささささせていただきます。せていただきます。せていただきます。せていただきます。

平成２４年度は、５つの平成２４年度は、５つの平成２４年度は、５つの平成２４年度は、５つの柱柱柱柱をををを打打打打ちちちち出しまして事業出しまして事業出しまして事業出しまして事業展展展展開をいたしました。１開をいたしました。１開をいたしました。１開をいたしました。１ペペペページ、ージ、ージ、ージ、登登登登場場場場

いたします５つのいたします５つのいたします５つのいたします５つの柱柱柱柱のうのうのうのうちちちちの１つの１つの１つの１つ目目目目のののの柱柱柱柱、県、県、県、県内内内内へへへへの観光の観光の観光の観光客誘致促客誘致促客誘致促客誘致促進進進進事業で事業で事業で事業でござござござございます。まいます。まいます。まいます。ま

ず、ず、ず、ず、旅旅旅旅行行行行商品商品商品商品のののの企画企画企画企画並並並並びにびにびにびに効効効効果的果的果的果的なななな情情情情報報報報収収収収集集集集提提提提供供供供及び関係機関及び関係機関及び関係機関及び関係機関へへへへののののププププロロロロモモモモーーーーシシシショョョョンを行いンを行いンを行いンを行い

ました。まず１、ました。まず１、ました。まず１、ました。まず１、着着着着地地地地型旅型旅型旅型旅行行行行商品商品商品商品ととととしまして、県しまして、県しまして、県しまして、県内内内内のののの魅魅魅魅力力力力あああある観光る観光る観光る観光素材素材素材素材を生かしを生かしを生かしを生かし、、、、「記「記「記「記紀紀紀紀

神話神話神話神話をををを巡巡巡巡るるるる旅旅旅旅」」」」「「「「秘宝秘宝秘宝秘宝・・・・秘仏秘仏秘仏秘仏をををを巡巡巡巡るるるる旅旅旅旅」」」」「「「「奈良奈良奈良奈良 花花花花をめをめをめをめぐぐぐぐるるるる旅旅旅旅」」」」ななななどどどどをををを企画提企画提企画提企画提案いたしまし案いたしまし案いたしまし案いたしまし

た。また、た。また、た。また、た。また、旅旅旅旅行会社、行会社、行会社、行会社、輸送輸送輸送輸送事業事業事業事業者者者者をををを初初初初めめめめメメメメデデデディアィアィアィア等等等等へへへへ情情情情報報報報発信発信発信発信をををを強強強強化します化します化します化しますとともとともとともとともに、２に、２に、２に、２

ペペペページ中ほージ中ほージ中ほージ中ほどどどど、、、、（５（５（５（５））））、県、県、県、県内各内各内各内各地の地の地の地の情情情情報の一報の一報の一報の一元元元元化を化を化を化を図図図図るるるる「「「「地域地域地域地域づくづくづくづくりりりりプラップラップラップラットトトトホホホホーーーーム」ム」ム」ム」構築構築構築構築

をををを目目目目指指指指し、県し、県し、県し、県内内内内全全全全市町市町市町市町村を村を村を村を訪問訪問訪問訪問いたしまして、いたしまして、いたしまして、いたしまして、情情情情報報報報収収収収集の集の集の集の強強強強化に化に化に化に努努努努めました。めました。めました。めました。

３３３３ペペペページ、観光ージ、観光ージ、観光ージ、観光キキキキャャャャンンンンペペペペーン事業ーン事業ーン事業ーン事業ととととしまして、本県しまして、本県しまして、本県しまして、本県へへへへのののの宿泊滞在型宿泊滞在型宿泊滞在型宿泊滞在型観光を観光を観光を観光を促促促促進進進進するため、するため、するため、するため、
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首都圏首都圏首都圏首都圏観光観光観光観光ププププロロロロモモモモーーーーシシシショョョョン会議なン会議なン会議なン会議などどどどののののププププロロロロモモモモーーーーシシシショョョョン活動を開ン活動を開ン活動を開ン活動を開催催催催いたしました。また、いたしました。また、いたしました。また、いたしました。また、同同同同

じペじペじペじページージージージ、、、、「「「「知れ知れ知れ知ればばばば知るほ知るほ知るほ知るほどどどど奈良はお奈良はお奈良はお奈良はおももももししししろろろろいいいい」」」」観光観光観光観光キキキキャャャャンンンンペペペペーンをーンをーンをーンを展展展展開し、県開し、県開し、県開し、県内内内内外外外外にににに伝伝伝伝

統統統統行事行事行事行事やややや観光観光観光観光イベイベイベイベンンンントトトトをををを紹介紹介紹介紹介するするするするガイドガイドガイドガイドブブブブッッッッククククをををを発発発発行いたしました。平成２４年度に行いたしました。平成２４年度に行いたしました。平成２４年度に行いたしました。平成２４年度に発発発発行行行行

部部部部数数数数をををを増増増増加加加加しております。しております。しております。しております。

４４４４ペペペページ、ージ、ージ、ージ、オオオオフ期フ期フ期フ期対策事業対策事業対策事業対策事業とととといたしまして、東大いたしまして、東大いたしまして、東大いたしまして、東大寺二寺二寺二寺二月堂月堂月堂月堂修修修修二二二二会（お水会（お水会（お水会（お水取取取取り）セり）セり）セり）セミナミナミナミナーーーー

ななななどどどどを開を開を開を開催催催催いたしました。いたしました。いたしました。いたしました。

５５５５ペペペページ、２つージ、２つージ、２つージ、２つ目目目目のののの柱柱柱柱、、、、ⅡⅡⅡⅡ奈良奈良奈良奈良ファファファファンンンン育育育育成事業で成事業で成事業で成事業でござござござございます。東います。東います。東います。東京京京京での大での大での大での大和和和和路路路路歴史歴史歴史歴史文文文文化化化化

講講講講座座座座の開の開の開の開催催催催やややや、奈良、奈良、奈良、奈良ファファファファンンンン倶楽倶楽倶楽倶楽部の会員を対部の会員を対部の会員を対部の会員を対象と象と象と象としたしたしたした特別特別特別特別ツツツツアアアアーなーなーなーなどどどどのののの諸諸諸諸事業を実施いた事業を実施いた事業を実施いた事業を実施いた

しました。しました。しました。しました。

７７７７ペペペページ、３つージ、３つージ、３つージ、３つ目目目目のののの柱柱柱柱、、、、ⅢⅢⅢⅢ教育教育教育教育旅旅旅旅行の行の行の行の推進推進推進推進ででででござござござございます。奈良県います。奈良県います。奈良県います。奈良県修修修修学旅学旅学旅学旅行行行行誘致ガイド誘致ガイド誘致ガイド誘致ガイドブブブブ

ッッッッククククを活を活を活を活用用用用しまして、しまして、しまして、しまして、修修修修学旅学旅学旅学旅行の行の行の行の誘致誘致誘致誘致活動を行います活動を行います活動を行います活動を行いますとともとともとともとともに、奈良県に、奈良県に、奈良県に、奈良県合合合合宿ガイド宿ガイド宿ガイド宿ガイドを生かを生かを生かを生か

しまして、大しまして、大しまして、大しまして、大学学学学等等等等へへへへののののププププロロロロモモモモーーーーシシシショョョョン活動を行いました。ン活動を行いました。ン活動を行いました。ン活動を行いました。

８８８８ペペペページ、４つージ、４つージ、４つージ、４つ目目目目のののの柱柱柱柱、、、、ⅣコⅣコⅣコⅣコンンンンベベベベンンンンシシシショョョョンのンのンのンの誘致誘致誘致誘致及び及び及び及び支援支援支援支援ででででござござござございます。います。います。います。ココココンンンンベベベベンンンンシシシショョョョ

ンのンのンのンの誘致誘致誘致誘致目標目標目標目標をををを設設設設定いたしまして、大定いたしまして、大定いたしまして、大定いたしまして、大学学学学やややや大大大大手手手手旅旅旅旅行会社行会社行会社行会社へへへへのののの誘致誘致誘致誘致活動に活動に活動に活動に取取取取り組り組り組り組んんんんだほか、だほか、だほか、だほか、

国国国国際際際際ココココンンンンベベベベンンンンシシシショョョョン等の開ン等の開ン等の開ン等の開催助催助催助催助成を行いました。平成２４年度は前年を上成を行いました。平成２４年度は前年を上成を行いました。平成２４年度は前年を上成を行いました。平成２４年度は前年を上回回回回る２４８件のる２４８件のる２４８件のる２４８件の

開開開開催催催催支援支援支援支援を行うを行うを行うを行うことがことがことがことができました。できました。できました。できました。

１４１４１４１４ペペペページかージかージかージからららら２３２３２３２３ペペペページまでは平成２４年度の一般会計のージまでは平成２４年度の一般会計のージまでは平成２４年度の一般会計のージまでは平成２４年度の一般会計の収支収支収支収支計算書で計算書で計算書で計算書でござござござございます。います。います。います。

１４１４１４１４ペペペページの決算ージの決算ージの決算ージの決算額額額額、事業活動、事業活動、事業活動、事業活動収収収収入入入入がががが１１１１億億億億２２２２，，，，１１５１１５１１５１１５万円余万円余万円余万円余に対しまして、事業活動に対しまして、事業活動に対しまして、事業活動に対しまして、事業活動支支支支

出は、１出は、１出は、１出は、１６ペ６ペ６ペ６ページの決算ージの決算ージの決算ージの決算額額額額にににに記載記載記載記載ののののととととおり、１おり、１おり、１おり、１億億億億２２２２，，，，１９５１９５１９５１９５万円余万円余万円余万円余ででででござござござございます。います。います。います。差差差差しししし引引引引

ききききママママイナイナイナイナスススス７９７９７９７９万円余万円余万円余万円余につきましては、前につきましては、前につきましては、前につきましては、前期期期期繰り越しにより処理しております。その繰り越しにより処理しております。その繰り越しにより処理しております。その繰り越しにより処理しております。その結果結果結果結果、、、、

１１１１６ペ６ペ６ペ６ページ決算ージ決算ージ決算ージ決算額額額額、、、、次期次期次期次期繰越繰越繰越繰越収支収支収支収支差差差差額額額額は７１２は７１２は７１２は７１２万円余と万円余と万円余と万円余とななななっっっっててててござござござございます。います。います。います。

２４２４２４２４ペペペページージージージ、、、、「「「「知れ知れ知れ知ればばばば知るほ知るほ知るほ知るほどどどど奈良はお奈良はお奈良はお奈良はおももももししししろろろろいいいい」」」」観光観光観光観光キキキキャャャャンンンンペペペペーンのーンのーンのーンの特別特別特別特別会計で会計で会計で会計でござござござござ

います。決算います。決算います。決算います。決算額額額額、事業活動、事業活動、事業活動、事業活動収収収収入入入入がががが５５５５，，，，２３２３２３２３６万円余６万円余６万円余６万円余に対しまして、事業活動に対しまして、事業活動に対しまして、事業活動に対しまして、事業活動支支支支出出出出がががが５５５５，，，，００００

６６６６３３３３万円余万円余万円余万円余ででででござござござございます。事業活動のいます。事業活動のいます。事業活動のいます。事業活動の収支収支収支収支差差差差額額額額は、１７２は、１７２は、１７２は、１７２万円余万円余万円余万円余ででででござござござございます。なお、１います。なお、１います。なお、１います。なお、１，，，，

２７１２７１２７１２７１万円余万円余万円余万円余をををを次期次期次期次期繰り越し繰り越し繰り越し繰り越しととととしております。しております。しております。しております。以以以以上上上上がががが平成２４年度事業報告で平成２４年度事業報告で平成２４年度事業報告で平成２４年度事業報告でござござござございます。います。います。います。

次次次次に、平成２５年度事業計に、平成２５年度事業計に、平成２５年度事業計に、平成２５年度事業計画画画画書を書を書を書をごらんごらんごらんごらんいただきます。１いただきます。１いただきます。１いただきます。１ペペペページ、平成２５年度ージ、平成２５年度ージ、平成２５年度ージ、平成２５年度も基も基も基も基本本本本

事業事業事業事業ととととしまして、しまして、しまして、しまして、同同同同様様様様ににににⅠⅠⅠⅠかかかかららららⅤⅤⅤⅤで大きなで大きなで大きなで大きな柱柱柱柱立立立立てをしております。まず、１つてをしております。まず、１つてをしております。まず、１つてをしております。まず、１つ目目目目のののの柱柱柱柱、県、県、県、県

内内内内へへへへの観光の観光の観光の観光客誘致促客誘致促客誘致促客誘致促進進進進事業で事業で事業で事業でござござござございます。県います。県います。県います。県へへへへのののの誘客誘客誘客誘客をををを促促促促進進進進するため、するため、するため、するため、テテテテーーーーママママ性の性の性の性の高高高高いいいい着着着着

地地地地型旅型旅型旅型旅行行行行商品商品商品商品をををを初初初初め、県め、県め、県め、県内内内内でででで宿泊滞在宿泊滞在宿泊滞在宿泊滞在が減が減が減が減少少少少するするするするオオオオフ期フ期フ期フ期ににににイベイベイベイベンンンントやトやトやトや観光観光観光観光ココココンンンンテテテテンンンンツツツツをををを企企企企

画画画画、、、、発掘発掘発掘発掘するなするなするなするなどどどど、、、、誘客効誘客効誘客効誘客効果果果果のののの高高高高いいいい旅旅旅旅行行行行商品商品商品商品をををを造造造造成し、関係機関成し、関係機関成し、関係機関成し、関係機関へへへへののののププププロロロロモモモモーーーーシシシショョョョン活動ン活動ン活動ン活動
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をををを進進進進めてまいります。めてまいります。めてまいります。めてまいります。

２２２２ペペペページ、ージ、ージ、ージ、首都圏首都圏首都圏首都圏をはをはをはをはじじじじめ、県め、県め、県め、県外外外外ででででププププロロロロモモモモーーーーシシシショョョョン活動を行いますン活動を行いますン活動を行いますン活動を行いますとともとともとともとともに、に、に、に、ガイドガイドガイドガイドブブブブ

ッッッッククククのののの作作作作成成成成ややややホホホホーーーームペムペムペムページージージージ「「「「大大大大和和和和路ア路ア路ア路アーーーーカイカイカイカイブ」ブ」ブ」ブ」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、県内内内内全域の全域の全域の全域の魅魅魅魅力力力力ああああるるるる情情情情報報報報

をををを発信発信発信発信し、し、し、し、誘客促誘客促誘客促誘客促進進進進にににに努努努努めてまいります。めてまいります。めてまいります。めてまいります。

３３３３ペペペページ、２つージ、２つージ、２つージ、２つ目目目目のののの柱柱柱柱、奈良、奈良、奈良、奈良ファファファファンンンン育育育育成事業で成事業で成事業で成事業でござござござございます。奈良います。奈良います。奈良います。奈良ファファファファンンンン倶楽倶楽倶楽倶楽部を運営し部を運営し部を運営し部を運営し

まして、まして、まして、まして、歴史歴史歴史歴史文文文文化講化講化講化講座座座座を東を東を東を東京京京京とととと奈良において開奈良において開奈良において開奈良において開催催催催いたします。３ついたします。３ついたします。３ついたします。３つ目目目目のののの柱柱柱柱のののの教育教育教育教育旅旅旅旅行の行の行の行の推推推推

進進進進ででででござござござございます。県います。県います。県います。県作作作作成の奈良県成の奈良県成の奈良県成の奈良県修修修修学旅学旅学旅学旅行行行行誘致ガイド誘致ガイド誘致ガイド誘致ガイドブブブブッッッッククククを活を活を活を活用用用用いたしまして、いたしまして、いたしまして、いたしまして、首都圏首都圏首都圏首都圏

等を中等を中等を中等を中心心心心に積に積に積に積極極極極的的的的ににににププププロロロロモモモモーーーーシシシショョョョン活動を行いますン活動を行いますン活動を行いますン活動を行いますとともとともとともとともに、に、に、に、首都圏首都圏首都圏首都圏修修修修学旅学旅学旅学旅行行行行誘致誘致誘致誘致説説説説明会明会明会明会

を開を開を開を開催催催催するなするなするなするなどどどど、一、一、一、一層層層層のののの修修修修学旅学旅学旅学旅行の行の行の行の誘致誘致誘致誘致にににに努努努努めてまいります。めてまいります。めてまいります。めてまいります。

４４４４ペペペページ、４つージ、４つージ、４つージ、４つ目目目目のののの柱柱柱柱、、、、ココココンンンンベベベベンンンンシシシショョョョンンンン誘致誘致誘致誘致及び及び及び及び支援支援支援支援ででででござござござございます。現行５います。現行５います。現行５います。現行５カカカカ年計年計年計年計画画画画のののの

目標目標目標目標をおおをおおをおおをおおむね達むね達むね達むね達成いたしましたので、新たに平成２５年度か成いたしましたので、新たに平成２５年度か成いたしましたので、新たに平成２５年度か成いたしましたので、新たに平成２５年度からららら平成２７年度までの３平成２７年度までの３平成２７年度までの３平成２７年度までの３カカカカ

年計年計年計年計画画画画をををを作作作作成し、国成し、国成し、国成し、国際際際際ココココンンンンベベベベンンンンシシシショョョョン及び国ン及び国ン及び国ン及び国内内内内大大大大型学術系型学術系型学術系型学術系会議の会議の会議の会議の誘致誘致誘致誘致にににに努努努努めてまいります。めてまいります。めてまいります。めてまいります。

６ペ６ペ６ペ６ページ、５つージ、５つージ、５つージ、５つ目目目目のののの柱柱柱柱、地域、地域、地域、地域支援支援支援支援及び広報等の及び広報等の及び広報等の及び広報等の諸諸諸諸活動で活動で活動で活動でござござござございます。県います。県います。県います。県内内内内の大の大の大の大学学学学・・・・高校高校高校高校

等等等等と連携と連携と連携と連携いたしまして、観光分野に興いたしまして、観光分野に興いたしまして、観光分野に興いたしまして、観光分野に興味味味味、関、関、関、関心心心心をををを持持持持つ人つ人つ人つ人材材材材をををを受受受受け入れ、地域の観光人け入れ、地域の観光人け入れ、地域の観光人け入れ、地域の観光人材材材材育育育育

成を成を成を成を図図図図りたいりたいりたいりたいとととと考え考え考え考えててててござござござございます。います。います。います。

７７７７ペペペページ、一般会計ージ、一般会計ージ、一般会計ージ、一般会計収支収支収支収支予算書で予算書で予算書で予算書でござござござございます。予算います。予算います。予算います。予算額額額額欄欄欄欄、事業活動、事業活動、事業活動、事業活動収収収収入入入入とととといたしまして、いたしまして、いたしまして、いたしまして、

会費会費会費会費収収収収入、補入、補入、補入、補助助助助金収金収金収金収入な入な入な入など合ど合ど合ど合計１計１計１計１億億億億５５５５，，，，２３２２３２２３２２３２万万万万１１１１，，，，００００００００００００円円円円を計上しております。を計上しております。を計上しております。を計上しております。

８８８８ペペペページ、事業活動ージ、事業活動ージ、事業活動ージ、事業活動支支支支出出出出ととととしまして、９しまして、９しまして、９しまして、９ペペペページに事業費、管理費等、ージに事業費、管理費等、ージに事業費、管理費等、ージに事業費、管理費等、合合合合計１計１計１計１億億億億５５５５，，，，４８４８４８４８

８８８８万万万万３３３３，，，，００００００００００００円円円円を計上しております。を計上しております。を計上しております。を計上しております。

１０１０１０１０ペペペページージージージ、、、、「「「「知れ知れ知れ知ればばばば知るほ知るほ知るほ知るほどどどど奈良はお奈良はお奈良はお奈良はおももももししししろろろろいいいい」」」」観光観光観光観光キキキキャャャャンンンンペペペペーンーンーンーン特別特別特別特別会計で会計で会計で会計でござござござございいいい

ます。事業活動ます。事業活動ます。事業活動ます。事業活動収収収収入５入５入５入５，，，，１２１２１２１２６万６万６万６万３３３３，，，，００００００００００００円円円円、事業活動、事業活動、事業活動、事業活動支支支支出５出５出５出５，，，，４９８４９８４９８４９８万万万万８８８８，，，，００００００００００００円円円円

を計上しております。を計上しております。を計上しております。を計上しております。以以以以上上上上がががが平成２５年度奈良県ビジターズビューローの事業計平成２５年度奈良県ビジターズビューローの事業計平成２５年度奈良県ビジターズビューローの事業計平成２５年度奈良県ビジターズビューローの事業計画画画画ででででござござござござ

います。います。います。います。

以以以以上上上上がががが観光局所管分で観光局所管分で観光局所管分で観光局所管分でござござござございます。よいます。よいます。よいます。よろろろろししししくくくくおおおお願願願願いいたします。いいたします。いいたします。いいたします。

○出口委員長○出口委員長○出口委員長○出口委員長 ご苦労さご苦労さご苦労さご苦労さまでした。までした。までした。までした。

次次次次に、原山警察本部長かに、原山警察本部長かに、原山警察本部長かに、原山警察本部長からご説らご説らご説らご説明を明を明を明を願願願願います。います。います。います。

○原山警察本部長○原山警察本部長○原山警察本部長○原山警察本部長 警察本部所管の警察本部所管の警察本部所管の警察本部所管の提提提提出議案４件について出議案４件について出議案４件について出議案４件についてご説ご説ご説ご説明を明を明を明をささささせていただきます。せていただきます。せていただきます。せていただきます。

まず、平成２５年度奈良県一般会計補正予算案についてでまず、平成２５年度奈良県一般会計補正予算案についてでまず、平成２５年度奈良県一般会計補正予算案についてでまず、平成２５年度奈良県一般会計補正予算案についてでござござござございますいますいますいます。。。。「「「「平成２５年平成２５年平成２５年平成２５年６６６６

月定例県議会月定例県議会月定例県議会月定例県議会提提提提出予算案の出予算案の出予算案の出予算案の概要」概要」概要」概要」ををををごらんくごらんくごらんくごらんくだだだだささささい。その７い。その７い。その７い。その７ペペペページ、９その他、ージ、９その他、ージ、９その他、ージ、９その他、給与減額給与減額給与減額給与減額

支給措支給措支給措支給措置等に係る職員置等に係る職員置等に係る職員置等に係る職員給与給与給与給与費４９費４９費４９費４９億円余億円余億円余億円余のののの減額減額減額減額のうのうのうのうちちちち警察本部に関する警察本部に関する警察本部に関する警察本部に関するもももものはのはのはのは６億６億６億６億８８８８，，，，７７７７
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３０３０３０３０万万万万５５５５，，，，００００００００００００円円円円ででででござござござございます。います。います。います。

次次次次に、条例の一部改正案についてでに、条例の一部改正案についてでに、条例の一部改正案についてでに、条例の一部改正案についてでござござござございますいますいますいます。。。。「「「「平成２５年平成２５年平成２５年平成２５年６６６６月定例県議会月定例県議会月定例県議会月定例県議会提提提提出条出条出条出条

例例例例」」」」ををををごらんくごらんくごらんくごらんくだだだだささささい。３７い。３７い。３７い。３７ペペペページ、警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例の一ージ、警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例の一ージ、警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例の一ージ、警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例の一

部を改正する条例で部を改正する条例で部を改正する条例で部を改正する条例でござござござございます。います。います。います。ここここれは警察署れは警察署れは警察署れは警察署再編再編再編再編整備の実施に伴い、警察署を整備の実施に伴い、警察署を整備の実施に伴い、警察署を整備の実施に伴い、警察署を統合統合統合統合するするするする

ため、警察署の管轄区域等について所ため、警察署の管轄区域等について所ため、警察署の管轄区域等について所ため、警察署の管轄区域等について所要要要要の改正をしようの改正をしようの改正をしようの改正をしようととととするするするするもももものでのでのでのでござござござございます。います。います。います。

次次次次にににに、、、、「「「「平成２５年度一般会計平成２５年度一般会計平成２５年度一般会計平成２５年度一般会計特別特別特別特別会計補正予算案その他会計補正予算案その他会計補正予算案その他会計補正予算案その他」」」」の８の８の８の８６ペ６ペ６ペ６ページをージをージをージをごらんくごらんくごらんくごらんくだだだだ

ささささい。平成２４年度奈良県一般会計予算繰越計算書の報告についてでい。平成２４年度奈良県一般会計予算繰越計算書の報告についてでい。平成２４年度奈良県一般会計予算繰越計算書の報告についてでい。平成２４年度奈良県一般会計予算繰越計算書の報告についてでござござござございます。警察費います。警察費います。警察費います。警察費

については２件については２件については２件については２件ござござござございます。第１項警察管理費では、警察施います。第１項警察管理費では、警察施います。第１項警察管理費では、警察施います。第１項警察管理費では、警察施設設設設地地地地震震震震防災対策防災対策防災対策防災対策推進推進推進推進事業事業事業事業ととととなななな

っっっっております。ております。ております。ております。ここここれは中れは中れは中れは中吉吉吉吉野警察署の野警察署の野警察署の野警察署の耐震耐震耐震耐震改改改改修工修工修工修工事で、事で、事で、事で、再編再編再編再編整備して中整備して中整備して中整備して中吉吉吉吉野署野署野署野署へ吉へ吉へ吉へ吉野署野署野署野署がががが

行きます行きます行きます行きますがががが、その関係、その関係、その関係、その関係もござもござもござもございまして８いまして８いまして８いまして８，，，，２３５２３５２３５２３５万万万万８８８８，，，，００００００００００００円円円円を、そして、を、そして、を、そして、を、そして、次次次次の第２項の第２項の第２項の第２項

に警察活動費に警察活動費に警察活動費に警察活動費とととといたしまして交通安全施いたしまして交通安全施いたしまして交通安全施いたしまして交通安全施設設設設等整備事業等整備事業等整備事業等整備事業ととととななななっっっっております。ております。ております。ております。ここここれはれはれはれは信信信信号機の号機の号機の号機の

電電電電源源源源負負負負荷装荷装荷装荷装置２５置２５置２５置２５基基基基、、、、信信信信号機号機号機号機移移移移設設設設、、、、老朽老朽老朽老朽のののの信信信信号号号号柱柱柱柱のののの建建建建てかてかてかてかええええ１８０本、１８０本、１８０本、１８０本、ここここれ等の予算れ等の予算れ等の予算れ等の予算措措措措置置置置

ととととして２して２して２して２億億億億１１１１，，，，９５０９５０９５０９５０万万万万３３３３，，，，００００００００００００円円円円を繰り越しをを繰り越しをを繰り越しをを繰り越しをささささせていただいております。いずれせていただいております。いずれせていただいております。いずれせていただいております。いずれもももも

国の補正予算に対国の補正予算に対国の補正予算に対国の補正予算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ござござござございまして、平成２４年度２月補正予算に係る繰り越しいまして、平成２４年度２月補正予算に係る繰り越しいまして、平成２４年度２月補正予算に係る繰り越しいまして、平成２４年度２月補正予算に係る繰り越し

ででででござござござございます。います。います。います。

次次次次に、１０７に、１０７に、１０７に、１０７ペペペページ、報第２０号、公益財団法人奈良県暴力団追放県民センターの経営ージ、報第２０号、公益財団法人奈良県暴力団追放県民センターの経営ージ、報第２０号、公益財団法人奈良県暴力団追放県民センターの経営ージ、報第２０号、公益財団法人奈良県暴力団追放県民センターの経営

状況の報告についてで状況の報告についてで状況の報告についてで状況の報告についてでござござござございます。います。います。います。

まず、平成２４年度業務報告書をまず、平成２４年度業務報告書をまず、平成２４年度業務報告書をまず、平成２４年度業務報告書をごらんくごらんくごらんくごらんくだだだだささささい。１い。１い。１い。１ペペペページ、暴力団ージ、暴力団ージ、暴力団ージ、暴力団情情情情勢勢勢勢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、は、は、は、依然依然依然依然ととととしてしてしてして厳厳厳厳ししししくくくく、公益財団法人奈良県暴力団追放県民センターを中、公益財団法人奈良県暴力団追放県民センターを中、公益財団法人奈良県暴力団追放県民センターを中、公益財団法人奈良県暴力団追放県民センターを中心心心心に暴力団に暴力団に暴力団に暴力団排排排排除除除除

機運の機運の機運の機運の高揚高揚高揚高揚をををを図図図図るるるるとともとともとともとともに、暴力団を社会かに、暴力団を社会かに、暴力団を社会かに、暴力団を社会からららら孤孤孤孤立さ立さ立さ立させるために暴力団せるために暴力団せるために暴力団せるために暴力団・・・・銃器銃器銃器銃器追放奈良県追放奈良県追放奈良県追放奈良県

民大会を開民大会を開民大会を開民大会を開催催催催したほか、２したほか、２したほか、２したほか、２ペペペページにージにージにージに記載記載記載記載しておりますしておりますしておりますしております各種各種各種各種広報広報広報広報啓発啓発啓発啓発資料資料資料資料をををを作作作作成、成、成、成、配配配配布布布布ささささせせせせ

ていただいております。そのほか、講ていただいております。そのほか、講ていただいております。そのほか、講ていただいております。そのほか、講習習習習会の実施会の実施会の実施会の実施ととととか、か、か、か、資料提資料提資料提資料提供供供供、、、、ああああるいは暴力追放るいは暴力追放るいは暴力追放るいは暴力追放相談相談相談相談

事業を行事業を行事業を行事業を行っっっってまいりました。てまいりました。てまいりました。てまいりました。

次次次次に、に、に、に、６ペ６ペ６ペ６ページ、平成２４年度の決算報告のージ、平成２４年度の決算報告のージ、平成２４年度の決算報告のージ、平成２４年度の決算報告の概要概要概要概要ででででござござござございます。います。います。います。資資資資産の産の産の産の合合合合計計計計額額額額は、８は、８は、８は、８億億億億

１１１１６６６６５５５５万万万万７７７７，，，，１２７１２７１２７１２７円円円円、負、負、負、負債債債債のののの合合合合計計計計額額額額は４は４は４は４６６６６５５５５万万万万３３３３，，，，５１７５１７５１７５１７円円円円、、、、ここここれをれをれをれを差差差差しししし引引引引きますきますきますきますとととと正正正正

味味味味財産財産財産財産合合合合計計計計欄欄欄欄ののののととととおり７おり７おり７おり７億億億億９９９９，，，，７００７００７００７００万万万万３３３３，６，６，６，６１０１０１０１０円と円と円と円とななななっっっっております。ております。ております。ております。

次次次次に、平成２４年度のに、平成２４年度のに、平成２４年度のに、平成２４年度の収収収収益益益益とととと事業事業事業事業支支支支出出出出収支と収支と収支と収支とのののの収支収支収支収支による正による正による正による正味味味味財産の財産の財産の財産の増減増減増減増減ででででござござござございます。います。います。います。

８８８８ペペペページ、正ージ、正ージ、正ージ、正味味味味財産財産財産財産期期期期末残高欄末残高欄末残高欄末残高欄ののののととととおり、７おり、７おり、７おり、７億億億億９９９９，，，，７００７００７００７００万万万万３３３３，６，６，６，６１０１０１０１０円円円円で、平成２３年で、平成２３年で、平成２３年で、平成２３年

度度度度ととととのののの比較比較比較比較では２８７では２８７では２８７では２８７万万万万８８８８，，，，９５３９５３９５３９５３円円円円のののの増と増と増と増とななななっっっっております。ております。ております。ております。

基基基基本財産については、１１本財産については、１１本財産については、１１本財産については、１１ペペペページのージのージのージの記載記載記載記載ののののととととおり、７おり、７おり、７おり、７億６，億６，億６，億６，８５１８５１８５１８５１万円万円万円万円で、で、で、で、増減増減増減増減ははははござござござござ
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いませいませいませいませんんんん。。。。以以以以上上上上がががが平成２４年度の業務報告で平成２４年度の業務報告で平成２４年度の業務報告で平成２４年度の業務報告でござござござございます。います。います。います。

次次次次に、平成２５年度の事業計に、平成２５年度の事業計に、平成２５年度の事業計に、平成２５年度の事業計画画画画についてについてについてについてご説ご説ご説ご説明を明を明を明をささささせていただきます。平成２５年度事せていただきます。平成２５年度事せていただきます。平成２５年度事せていただきます。平成２５年度事

業計業計業計業計画画画画書の１書の１書の１書の１ペペペページをージをージをージをごらんくごらんくごらんくごらんくだだだだささささい。い。い。い。ここここここここににににも情も情も情も情勢勢勢勢的的的的ななななことことことことをををを記載さ記載さ記載さ記載させていただいておせていただいておせていただいておせていただいてお

りますりますりますりますがががが、暴力団のいない安全で安、暴力団のいない安全で安、暴力団のいない安全で安、暴力団のいない安全で安心心心心な地域社会を実現するための施策を積な地域社会を実現するための施策を積な地域社会を実現するための施策を積な地域社会を実現するための施策を積極極極極的的的的にににに推進推進推進推進すすすす

る、そのための実施計る、そのための実施計る、そのための実施計る、そのための実施計画画画画でででであああありまして、暴力団りまして、暴力団りまして、暴力団りまして、暴力団・・・・銃器銃器銃器銃器追放県民大会、追放県民大会、追放県民大会、追放県民大会、ここここれをれをれをれを引引引引きききき続続続続き開き開き開き開催催催催

したい、それしたい、それしたい、それしたい、それととととか、広報か、広報か、広報か、広報啓発啓発啓発啓発活動に力を入れていきたい活動に力を入れていきたい活動に力を入れていきたい活動に力を入れていきたいとととといういういういうことことことことででででござござござございます。います。います。います。

また、３また、３また、３また、３ペペペページにージにージにージに記載さ記載さ記載さ記載させていただいております地域及び職域における暴力団員によるせていただいております地域及び職域における暴力団員によるせていただいております地域及び職域における暴力団員によるせていただいております地域及び職域における暴力団員による

不不不不当要求当要求当要求当要求行行行行為為為為の予防活動等に対するの予防活動等に対するの予防活動等に対するの予防活動等に対する支援支援支援支援事業、事業、事業、事業、ああああるいは、５るいは、５るいは、５るいは、５ペペペページージージージ記載記載記載記載の暴力団員によるの暴力団員によるの暴力団員によるの暴力団員による

不不不不当当当当な行な行な行な行為為為為に対するに対するに対するに対する相談相談相談相談支援支援支援支援事業をし事業をし事業をし事業をしっっっっかりかりかりかりと推進と推進と推進と推進していきたいしていきたいしていきたいしていきたいとととと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。

次次次次に、７に、７に、７に、７ペペペページ、平成２５年度のージ、平成２５年度のージ、平成２５年度のージ、平成２５年度の収支収支収支収支予算で予算で予算で予算でござござござございます。います。います。います。表表表表の経常の経常の経常の経常収収収収益計の益計の益計の益計の欄欄欄欄にににに記載記載記載記載のののの

２２２２，，，，７０８７０８７０８７０８万６，万６，万６，万６，００００００００００００円円円円を計上を計上を計上を計上ささささせていただいております。経常費せていただいております。経常費せていただいております。経常費せていただいております。経常費用用用用につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、

事業費事業費事業費事業費以下以下以下以下、、、、資料記載資料記載資料記載資料記載の予算を組の予算を組の予算を組の予算を組んんんんでおります。でおります。でおります。でおります。以以以以上上上上がががが公益財団法人奈良県暴力団追放県公益財団法人奈良県暴力団追放県公益財団法人奈良県暴力団追放県公益財団法人奈良県暴力団追放県

民センターの経営状況の報告で民センターの経営状況の報告で民センターの経営状況の報告で民センターの経営状況の報告でござござござございます。います。います。います。

警察本部所管の警察本部所管の警察本部所管の警察本部所管の提提提提出議案の出議案の出議案の出議案の概要概要概要概要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上で上で上で上でござござござございます。います。います。います。ごごごご審議のほ審議のほ審議のほ審議のほどどどどよよよよろろろろしししし

くくくくおおおお願願願願いいたします。いいたします。いいたします。いいたします。

○出口委員長○出口委員長○出口委員長○出口委員長 ご苦労さご苦労さご苦労さご苦労さまでまでまでまでござござござございました。いました。いました。いました。

以以以以上で上で上で上で説説説説明を明を明を明を終終終終わらわらわらわらせていただきますので、せていただきますので、せていただきますので、せていただきますので、質疑質疑質疑質疑があがあがあがあれれれればばばばごごごご発言発言発言発言をををを願願願願います。います。います。います。

その他の事項につきましては、その他の事項につきましては、その他の事項につきましては、その他の事項につきましては、後後後後ほほほほどどどどまた行いますのでまた行いますのでまた行いますのでまた行いますのでご了承願ご了承願ご了承願ご了承願いたいいたいいたいいたいと思と思と思と思います。います。います。います。

○荻田委員○荻田委員○荻田委員○荻田委員 今今今今それそれそれそれぞぞぞぞれの理事れの理事れの理事れの理事者者者者かかかからご説らご説らご説らご説明をいただいた明をいただいた明をいただいた明をいただいたことことことことに関してに関してに関してに関して質問質問質問質問したいしたいしたいしたいと思と思と思と思いいいい

ます。ます。ます。ます。

まず、一つ、平成２４年度の繰り越しまず、一つ、平成２４年度の繰り越しまず、一つ、平成２４年度の繰り越しまず、一つ、平成２４年度の繰り越し額額額額４０９４０９４０９４０９億円余億円余億円余億円余、、、、今見今見今見今見せていただきました。せていただきました。せていただきました。せていただきました。何何何何とととと

出入り出入り出入り出入りがががが激激激激しいなしいなしいなしいなあとあとあとあといういういういう思思思思いでいでいでいでござござござございますいますいますいますがががが、その原、その原、その原、その原因因因因はははは何何何何でででであっあっあっあったのかお知たのかお知たのかお知たのかお知ららららせをいせをいせをいせをい

ただきたいただきたいただきたいただきたいと思と思と思と思います。まずおいます。まずおいます。まずおいます。まずお願願願願いします。いします。いします。いします。

○西川財政課長○西川財政課長○西川財政課長○西川財政課長 ただいま、荻田委員かただいま、荻田委員かただいま、荻田委員かただいま、荻田委員からららら平成２４年度の繰り越しについての平成２４年度の繰り越しについての平成２４年度の繰り越しについての平成２４年度の繰り越しについての要要要要因因因因とととといういういういう

ことことことことででででごごごご質問質問質問質問ござござござございました。全いました。全いました。全いました。全体体体体に係るに係るに係るに係ることことことことででででござござござございますいますいますいますがががが、、、、私私私私の方かの方かの方かの方かららららおおおお答え答え答え答えささささせていせていせていせてい

ただきます。平成２４年度につきましては、ただきます。平成２４年度につきましては、ただきます。平成２４年度につきましては、ただきます。平成２４年度につきましては、昨昨昨昨年の国の経年の国の経年の国の経年の国の経済済済済対策の補正予算を積対策の補正予算を積対策の補正予算を積対策の補正予算を積極極極極的的的的に活に活に活に活

用用用用するするするするとととといういういういうことことことことで、奈良県におきましてで、奈良県におきましてで、奈良県におきましてで、奈良県におきましてもももも、平成２４年度の２月補正予算で、平成２４年度の２月補正予算で、平成２４年度の２月補正予算で、平成２４年度の２月補正予算でここここれに対れに対れに対れに対応応応応

する経費をまず計上する経費をまず計上する経費をまず計上する経費をまず計上ささささせていただきました。せていただきました。せていただきました。せていただきました。ここここれにつきましては２月補正予算で対れにつきましては２月補正予算で対れにつきましては２月補正予算で対れにつきましては２月補正予算で対応応応応してしてしてして

おりますので、おりますので、おりますので、おりますので、基基基基本本本本的的的的にはその全にはその全にはその全にはその全額額額額を平成２５年度に繰り越して、平成２５年度予算を平成２５年度に繰り越して、平成２５年度予算を平成２５年度に繰り越して、平成２５年度予算を平成２５年度に繰り越して、平成２５年度予算とととと一一一一

体と体と体と体としてしてしてして執執執執行してい行してい行してい行していくとくとくとくという形でした部分いう形でした部分いう形でした部分いう形でした部分がござがござがござがございます。それいます。それいます。それいます。それ以以以以外外外外には、には、には、には、主主主主には公共事業には公共事業には公共事業には公共事業
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関係の予算繰り越し関係の予算繰り越し関係の予算繰り越し関係の予算繰り越しがががが多多多多ううううござござござございますいますいますいますがががが、、、、用用用用地補地補地補地補償償償償交交交交渉渉渉渉に一部に一部に一部に一部難航難航難航難航しているしているしているしている箇箇箇箇所所所所があっがあっがあっがあったたたた

り、いり、いり、いり、いろろろろいいいいろろろろな現な現な現な現場場場場の状況のの状況のの状況のの状況の変更変更変更変更によりによりによりにより工工工工法の法の法の法の検討検討検討検討等等等等余余余余儀儀儀儀ななななくさくさくさくされている部分、またれている部分、またれている部分、またれている部分、また紀伊紀伊紀伊紀伊

半島大水害の半島大水害の半島大水害の半島大水害の影響影響影響影響がござがござがござがございまして、それによいまして、それによいまして、それによいまして、それによっっっってててて工工工工事を一時中事を一時中事を一時中事を一時中断断断断せせせせざざざざるをるをるをるを得得得得なかなかなかなかっっっったようたようたようたよう

ななななケケケケーーーースススス等等等等がござがござがござがございます。繰り越しにつきましては荻田委員かいます。繰り越しにつきましては荻田委員かいます。繰り越しにつきましては荻田委員かいます。繰り越しにつきましては荻田委員からもらもらもらもかかかかねねねねてかてかてかてからごらごらごらご指摘指摘指摘指摘いたいたいたいた

だいているだいているだいているだいているところところところところで、できるだけで、できるだけで、できるだけで、できるだけ当該当該当該当該年度に年度に年度に年度に執執執執行できるよう関係部局に対しましては４月行できるよう関係部局に対しましては４月行できるよう関係部局に対しましては４月行できるよう関係部局に対しましては４月

初初初初めにめにめにめに周周周周知知知知徹底徹底徹底徹底をををを図図図図っっっって、できるだけて、できるだけて、できるだけて、できるだけ早早早早期期期期完完完完工工工工してしてしてして効効効効果果果果をををを早早早早期期期期にににに発発発発現するように現するように現するように現するように努努努努めていめていめていめてい

るるるるところところところところででででござござござございます。います。います。います。以以以以上で上で上で上でござござござございます。います。います。います。

○荻田委員○荻田委員○荻田委員○荻田委員 私ども私ども私ども私ども自自自自由由由由民民民民主主主主党党党党ととととして、して、して、して、ととととりりりりわわわわけけけけ景景景景気気気気回回回回復復復復軌軌軌軌道道道道にににに転転転転じじじじていていていていくとくとくとくという中で、いう中で、いう中で、いう中で、

アアアアベノミベノミベノミベノミクスとクスとクスとクスといういういういう三三三三本の本の本の本の矢矢矢矢、、、、特特特特に大に大に大に大胆胆胆胆なななな金金金金融融融融政政政政策、策、策、策、さらさらさらさらには、には、には、には、今今今今おおおおっっっっししししゃゃゃゃるように財るように財るように財るように財政政政政

支援と支援と支援と支援といういういういう言葉言葉言葉言葉ででででござござござございますいますいますいますがががが、、、、ともあともあともあともあれ、れ、れ、れ、ここここの平成２４年度の補正予算の平成２４年度の補正予算の平成２４年度の補正予算の平成２４年度の補正予算とととといういういういうことことことことで、で、で、で、

よよよよくわくわくわくわかります。そういかります。そういかります。そういかります。そういっっっった中で、た中で、た中で、た中で、ここここの４０９の４０９の４０９の４０９億円余億円余億円余億円余りの予算、そして平成２５年度の予りの予算、そして平成２５年度の予りの予算、そして平成２５年度の予りの予算、そして平成２５年度の予

算につきまして算につきまして算につきまして算につきましてもももも、本、本、本、本当当当当にににに迅速迅速迅速迅速な対な対な対な対応応応応をををを図図図図らららられるようおれるようおれるようおれるようお願願願願いをいをいをいを申申申申し上し上し上し上げげげげるるるる次次次次第で第で第で第でござござござございまいまいまいま

す。それによす。それによす。それによす。それによっっっってててて景景景景気気気気のののの回回回回復復復復軌軌軌軌道も道も道も道もいいいいろろろろいいいいろろろろなななな意意意意味味味味でででで潤滑油潤滑油潤滑油潤滑油ととととしてしてしてして回回回回っっっっててててくくくくるるるるももももののののとととと、、、、ここここ

のようにのようにのようにのように考え考え考え考えておりますので、より一ておりますので、より一ておりますので、より一ておりますので、より一層層層層のそれのそれのそれのそれぞぞぞぞれのれのれのれの款別款別款別款別ににににああああります予算ります予算ります予算ります予算措措措措置、置、置、置、徹底徹底徹底徹底したしたしたした

予算の予算の予算の予算の執執執執行、行、行、行、迅速迅速迅速迅速なななな執執執執行をお行をお行をお行をお願願願願いをいをいをいを申申申申し上し上し上し上げげげげ、、、、私私私私のののの要要要要望望望望とさとさとさとさせていただきます。せていただきます。せていただきます。せていただきます。以以以以上です。上です。上です。上です。

○出口委員長○出口委員長○出口委員長○出口委員長 ほかほかほかほかござござござございませいませいませいませんんんんでしでしでしでしょょょょうか。うか。うか。うか。

ないようでないようでないようでないようでござござござございます。います。います。います。

ここここれをれをれをれをもちもちもちもちまして、まして、まして、まして、付託付託付託付託議案につきまして議案につきまして議案につきまして議案につきまして質疑質疑質疑質疑をををを終終終終わらわらわらわらせていただき、せていただき、せていただき、せていただき、続続続続いて、いて、いて、いて、付託付託付託付託議議議議

案につきまして委員の案につきまして委員の案につきまして委員の案につきまして委員の意見意見意見意見をををを求求求求めますので、めますので、めますので、めますので、ごごごご発言発言発言発言願願願願いたいいたいいたいいたいと思と思と思と思います。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 それでは、日本共産それでは、日本共産それでは、日本共産それでは、日本共産党党党党のののの意見意見意見意見をををを述べ述べ述べ述べたいたいたいたいと思と思と思と思います。います。います。います。

平成２５年度一般会計補正予算（第２号）につきましては、職員の平成２５年度一般会計補正予算（第２号）につきましては、職員の平成２５年度一般会計補正予算（第２号）につきましては、職員の平成２５年度一般会計補正予算（第２号）につきましては、職員の給与減額と給与減額と給与減額と給与減額といういういういうことことことこと

がががが実施実施実施実施さささされておりますので、れておりますので、れておりますので、れておりますので、ここここれはれはれはれは先先先先般の総務警察委員会で般の総務警察委員会で般の総務警察委員会で般の総務警察委員会で申申申申し上し上し上し上げげげげましたましたましたましたととととおりおりおりおり反反反反対を対を対を対を

いたします。いたします。いたします。いたします。

それかそれかそれかそれからららら、、、、ももももう一う一う一う一点点点点、地方税法の改正に伴いまして、奈良県税条例の一部を改正する条、地方税法の改正に伴いまして、奈良県税条例の一部を改正する条、地方税法の改正に伴いまして、奈良県税条例の一部を改正する条、地方税法の改正に伴いまして、奈良県税条例の一部を改正する条

例の議第４９号です。例の議第４９号です。例の議第４９号です。例の議第４９号です。ここここれは東日本大れは東日本大れは東日本大れは東日本大震震震震災か災か災か災かららららのののの復復復復興興興興支援支援支援支援ですですですですととととか一部か一部か一部か一部必要必要必要必要ななななももももののののもももも含含含含まままま

れているれているれているれていると思と思と思と思うのですけれうのですけれうのですけれうのですけれどもどもどもども、、、、同同同同時に、時に、時に、時に、金金金金融融融融税税税税制制制制の一の一の一の一体体体体化な化な化な化などどどどでででで多多多多くくくくのののの金金金金融融融融資資資資本を所本を所本を所本を所有有有有

するするするする資資資資産産産産家家家家ほほほほどどどど税税税税制制制制面面面面のののの恩恵恩恵恩恵恩恵をををを受受受受けるけるけるけることことことことになるになるになるになる富裕富裕富裕富裕層層層層優遇優遇優遇優遇のののの拡拡拡拡大につな大につな大につな大につなががががるるるるももももののののがががが含含含含まままま

れているれているれているれていることことことことで、で、で、で、反反反反対をしたい対をしたい対をしたい対をしたいと思と思と思と思います。います。います。います。

あとあとあとあとのののの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賛賛賛賛成いたします。成いたします。成いたします。成いたします。

○出口委員長○出口委員長○出口委員長○出口委員長 ほか、ほか、ほか、ほか、ご意見ござご意見ござご意見ござご意見ございませいませいませいませんんんんでしでしでしでしょょょょうか。うか。うか。うか。



---- 11117777 ----

（（（（「「「「なしなしなしなし」と」と」と」と呼ぶ呼ぶ呼ぶ呼ぶ者あ者あ者あ者あり）り）り）り）

付託付託付託付託をををを受受受受けましたけましたけましたけました各各各各議案につきましては、議案につきましては、議案につきましては、議案につきましては、ここここれかれかれかれからららら採採採採決を行いたい決を行いたい決を行いたい決を行いたいと思と思と思と思います。います。います。います。

まず、議第３９号まず、議第３９号まず、議第３９号まず、議第３９号当当当当委員会所管分、議第４９号については、委員より委員会所管分、議第４９号については、委員より委員会所管分、議第４９号については、委員より委員会所管分、議第４９号については、委員より反反反反対の対の対の対の意見があ意見があ意見があ意見がありりりり

ましたので、ましたので、ましたので、ましたので、起起起起立立立立によりによりによりにより採採採採決をいたします。決をいたします。決をいたします。決をいたします。

おおおお諮諮諮諮りいたします。議第３９号りいたします。議第３９号りいたします。議第３９号りいたします。議第３９号当当当当委員会所管分、議第４９号を原案委員会所管分、議第４９号を原案委員会所管分、議第４９号を原案委員会所管分、議第４９号を原案どどどどおりおりおりおり可可可可決する決する決する決することことことこと

にににに賛賛賛賛成の方の成の方の成の方の成の方のごごごご起起起起立立立立をををを願願願願います。います。います。います。

（（（（賛賛賛賛成成成成者者者者起起起起立立立立））））

あああありりりりがとがとがとがとううううござござござございました。いました。いました。いました。着着着着席願席願席願席願います。います。います。います。

起起起起立立立立多数多数多数多数ででででああああります。よります。よります。よります。よっっっって、議第３９号て、議第３９号て、議第３９号て、議第３９号当当当当委員会所管分、議第４９号につきましては、委員会所管分、議第４９号につきましては、委員会所管分、議第４９号につきましては、委員会所管分、議第４９号につきましては、

原案原案原案原案どどどどおりおりおりおり可可可可決する決する決する決することことことことに決しました。に決しました。に決しました。に決しました。

次次次次に、ただいまに、ただいまに、ただいまに、ただいま可可可可決決決決さささされました議案を除れました議案を除れました議案を除れました議案を除くくくく残残残残余余余余の議案につきましては、一の議案につきましては、一の議案につきましては、一の議案につきましては、一括括括括してしてしてして簡簡簡簡易採易採易採易採

決により行いたい決により行いたい決により行いたい決により行いたいと思と思と思と思いますいますいますいますがががが、、、、ご異ご異ご異ご異議議議議ござござござございませいませいませいませんんんんか。か。か。か。

（（（（「「「「異異異異議なし議なし議なし議なし」と」と」と」と呼ぶ呼ぶ呼ぶ呼ぶ者あ者あ者あ者あり）り）り）り）

あああありりりりがとがとがとがとううううござござござございます。います。います。います。

それでは、おそれでは、おそれでは、おそれでは、お諮諮諮諮りをいたします。りをいたします。りをいたします。りをいたします。

議第５０号、議第５４号、報第２１号中議第５０号、議第５４号、報第２１号中議第５０号、議第５４号、報第２１号中議第５０号、議第５４号、報第２１号中当当当当委員会所管分については、原案委員会所管分については、原案委員会所管分については、原案委員会所管分については、原案どどどどおりおりおりおり可可可可決ま決ま決ま決ま

たはたはたはたは承承承承認認認認するするするすることことことことににににご異ご異ご異ご異議議議議ござござござございませいませいませいませんんんんか。か。か。か。

（（（（「「「「異異異異議なし議なし議なし議なし」と」と」と」と呼ぶ呼ぶ呼ぶ呼ぶ者あ者あ者あ者あり）り）り）り）

あああありりりりがとがとがとがとううううござござござございました。いました。いました。いました。

ご異ご異ご異ご異議議議議ががががないないないないももももののののとととと認認認認めます。よめます。よめます。よめます。よっっっって、議第５０号、議第５４号、報第２１号中て、議第５０号、議第５４号、報第２１号中て、議第５０号、議第５４号、報第２１号中て、議第５０号、議第５４号、報第２１号中当当当当委員委員委員委員

会所管分は、原案会所管分は、原案会所管分は、原案会所管分は、原案どどどどおりおりおりおり可可可可決または決または決または決または承承承承認認認認するするするすることことことことに決しました。に決しました。に決しました。に決しました。

次次次次に、報告案件についてでに、報告案件についてでに、報告案件についてでに、報告案件についてでああああります。報第１号中ります。報第１号中ります。報第１号中ります。報第１号中当当当当委員会所管分、報第４号、報第２０委員会所管分、報第４号、報第２０委員会所管分、報第４号、報第２０委員会所管分、報第４号、報第２０

号、報第２２号中号、報第２２号中号、報第２２号中号、報第２２号中当当当当委員会所管分については、委員会所管分については、委員会所管分については、委員会所管分については、先先先先ほほほほどどどどのののの説説説説明を明を明を明をもっもっもっもって理事て理事て理事て理事者者者者よりよりよりより詳細詳細詳細詳細な報な報な報な報

告を告を告を告を受受受受けたけたけたけたこととさこととさこととさこととさせていただきたいせていただきたいせていただきたいせていただきたいと思と思と思と思いますいますいますいますがががが、、、、ご了承願ご了承願ご了承願ご了承願います。います。います。います。

ここここれをれをれをれをもちもちもちもちましてましてましてまして付託付託付託付託議案の審査を議案の審査を議案の審査を議案の審査を終終終終わわわわります。ります。ります。ります。

次次次次に、その他の事項に入りますに、その他の事項に入りますに、その他の事項に入りますに、その他の事項に入りますがががが、、、、初初初初めに、南部東部振興監かめに、南部東部振興監かめに、南部東部振興監かめに、南部東部振興監からららら奈良県南部振興計奈良県南部振興計奈良県南部振興計奈良県南部振興計画画画画及及及及

び東部振興計び東部振興計び東部振興計び東部振興計画画画画の改の改の改の改訂訂訂訂ほか１件について報告を行いたいほか１件について報告を行いたいほか１件について報告を行いたいほか１件について報告を行いたいととととのののの申申申申し出し出し出し出がござがござがござがございましたので、いましたので、いましたので、いましたので、

ごごごご報告を報告を報告を報告を願願願願います。います。います。います。

○辻本南部東部振興監○辻本南部東部振興監○辻本南部東部振興監○辻本南部東部振興監 それでは、南部振興計それでは、南部振興計それでは、南部振興計それでは、南部振興計画と画と画と画と、東部振興計、東部振興計、東部振興計、東部振興計画画画画の改の改の改の改訂訂訂訂のののの概要概要概要概要及び及び及び及び復旧復旧復旧復旧

復復復復興の現状興の現状興の現状興の現状と取と取と取と取り組り組り組り組みみみみにつきまして報告をにつきまして報告をにつきまして報告をにつきまして報告をささささせていただきます。せていただきます。せていただきます。せていただきます。



---- 11118888 ----

資料資料資料資料につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、資料資料資料資料１１１１－－－－１か１か１か１からららら１１１１－－－－４まで４まで４まで４までとととと、、、、資料資料資料資料２を２を２を２を別途配ら別途配ら別途配ら別途配らせていただいてせていただいてせていただいてせていただいて

おりますけれおりますけれおりますけれおりますけれどもどもどもども、振興計、振興計、振興計、振興計画画画画につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、資料資料資料資料１１１１－－－－１、１１、１１、１１、１－－－－２で２で２で２で説説説説明を明を明を明をささささせていただせていただせていただせていただ

きます。きます。きます。きます。

まず、まず、まず、まず、資料資料資料資料１１１１－－－－１、南部振興計１、南部振興計１、南部振興計１、南部振興計画画画画の改の改の改の改訂版訂版訂版訂版のののの概要概要概要概要ででででござござござございます。平成２４年１０月にいます。平成２４年１０月にいます。平成２４年１０月にいます。平成２４年１０月にここここ

れまで南部振興計れまで南部振興計れまで南部振興計れまで南部振興計画画画画だけでだけでだけでだけでござござござございましたいましたいましたいましたがががが、東部振興計、東部振興計、東部振興計、東部振興計画と画と画と画と分分分分離離離離するするするするとととという形で改いう形で改いう形で改いう形で改訂訂訂訂ををををささささ

せていただきました。せていただきました。せていただきました。せていただきました。今今今今回回回回の改の改の改の改訂訂訂訂につきましては、平成２４年度までのにつきましては、平成２４年度までのにつきましては、平成２４年度までのにつきましては、平成２４年度までの取取取取り組り組り組り組みみみみをををを踏踏踏踏ままままええええ

まして、平成２５年度まして、平成２５年度まして、平成２５年度まして、平成２５年度以以以以降降降降のののの取取取取り組り組り組り組みみみみをよりをよりをよりをより具具具具体的体的体的体的に、に、に、に、アクシアクシアクシアクショョョョンンンンプラプラプラプランを中ンを中ンを中ンを中段以下段以下段以下段以下にににに盛盛盛盛

りりりり込込込込んんんんだだだだとととといういういういうことことことことで改で改で改で改訂訂訂訂をしております。をしております。をしております。をしております。

主主主主な改な改な改な改訂訂訂訂のののの箇箇箇箇所につきましては所につきましては所につきましては所につきましては赤字赤字赤字赤字でででで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。主主主主ななななももももの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簡潔簡潔簡潔簡潔にににに説説説説

明明明明ささささせていただきます。せていただきます。せていただきます。せていただきます。

まず、５まず、５まず、５まず、５番番番番の（１）産業振興のの（１）産業振興のの（１）産業振興のの（１）産業振興の強強強強化化化化とととと安定した安定した安定した安定した就就就就業の業の業の業の場場場場のののの確確確確保で、保で、保で、保で、①①①①のののの途途途途中に中に中に中にござござござございまいまいまいま

す県産す県産す県産す県産材材材材のののの利用推進利用推進利用推進利用推進につきましては、南部地域におけるにつきましては、南部地域におけるにつきましては、南部地域におけるにつきましては、南部地域における家具家具家具家具ああああるいはるいはるいはるいは土土土土産産産産物物物物等の等の等の等の商品商品商品商品化、化、化、化、

販販販販路路路路開開開開拓拓拓拓、、、、流流流流通通通通拡拡拡拡大大大大支援支援支援支援等の等の等の等の取取取取り組り組り組り組みみみみをををを進進進進めるめるめるめることことことことででででござござござございます。それかいます。それかいます。それかいます。それからららら、２、２、２、２段目段目段目段目のののの②②②②

拠点商拠点商拠点商拠点商業施業施業施業施設設設設による地域振興につきましては、４月に開業しましたまほによる地域振興につきましては、４月に開業しましたまほによる地域振興につきましては、４月に開業しましたまほによる地域振興につきましては、４月に開業しましたまほろろろろばばばばキキキキッッッッチチチチンを活ンを活ンを活ンを活

用用用用したしたしたした農農農農産産産産物物物物のののの販売促販売促販売促販売促進進進進、、、、ああああるいは南部東部地域の観光るいは南部東部地域の観光るいは南部東部地域の観光るいは南部東部地域の観光情情情情報の報の報の報の発信発信発信発信等につきまして等につきまして等につきまして等につきまして記載記載記載記載しししし

ております。それかております。それかております。それかております。それからららら、、、、⑧⑧⑧⑧コミコミコミコミュュュュニニニニティティティティビジビジビジビジネスネスネスネスによる山村地域のによる山村地域のによる山村地域のによる山村地域の雇雇雇雇用創用創用創用創出につきまして出につきまして出につきまして出につきまして

は、は、は、は、下下下下北北北北山村におきまして山村におきまして山村におきまして山村におきまして高高高高齢齢齢齢者者者者世帯世帯世帯世帯のののの草刈草刈草刈草刈り等り等り等り等 々々々々、生活、生活、生活、生活支援あ支援あ支援あ支援あるいはるいはるいはるいは農農農農業業業業支援支援支援支援を行うを行うを行うを行うここここ

ととととによりによりによりにより雇雇雇雇用創用創用創用創出をしている出をしている出をしている出をしているもももものについてのについてのについてのについて記載記載記載記載をしてをしてをしてをしてござござござございますいますいますいます。。。。（２）の（２）の（２）の（２）の⑦⑦⑦⑦防災力の向防災力の向防災力の向防災力の向

上につきましては、大規上につきましては、大規上につきましては、大規上につきましては、大規模模模模災害災害災害災害へへへへの備の備の備の備ええええととととして、して、して、して、五條五條五條五條市市市市へへへへの自の自の自の自衛隊衛隊衛隊衛隊誘致誘致誘致誘致につきましてにつきましてにつきましてにつきまして記載記載記載記載

をしております。そのをしております。そのをしております。そのをしております。その次次次次のののの⑧⑧⑧⑧日常生活日常生活日常生活日常生活支援支援支援支援ササササービービービービスシステムスシステムスシステムスシステムのののの構築構築構築構築につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、五條五條五條五條

市市市市におきましてにおきましてにおきましてにおきましてＮＮＮＮＰＰＰＰＯＯＯＯによるによるによるによる買買買買いいいい物代物代物代物代行行行行ササササービービービービスススス等の等の等の等の取取取取り組り組り組り組みみみみについてについてについてについて記載記載記載記載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。。。。（４）地域を（４）地域を（４）地域を（４）地域を支支支支ええええる人る人る人る人材材材材のののの確確確確保につきましては、保につきましては、保につきましては、保につきましては、ふふふふるるるるさと復さと復さと復さと復興興興興協協協協力力力力隊隊隊隊、県で、県で、県で、県で採採採採用用用用してしてしてして

各市町各市町各市町各市町村に２０人ほ村に２０人ほ村に２０人ほ村に２０人ほどどどど派遣派遣派遣派遣している部分でしている部分でしている部分でしている部分でござござござございます。それいます。それいます。それいます。それとととと、、、、市町市町市町市町村村村村独独独独自で自で自で自で同同同同様様様様のののの取取取取りりりり

組組組組みみみみを行を行を行を行っっっっております地域おております地域おております地域おております地域おここここしししし協協協協力力力力隊隊隊隊ととととの活動のの活動のの活動のの活動の連携連携連携連携等について等について等について等について記載記載記載記載をしてをしてをしてをしてござござござございます。います。います。います。

（５）の財（５）の財（５）の財（５）の財源源源源のののの確確確確保につきましては、保につきましては、保につきましては、保につきましては、ここここれまで上れまで上れまで上れまで上記記記記（１）か（１）か（１）か（１）からららら（４）の（４）の（４）の（４）の取取取取り組り組り組り組みみみみをををを進進進進めるめるめるめる

ための財ための財ための財ための財源と源と源と源として活して活して活して活用用用用する過疎する過疎する過疎する過疎債債債債の活の活の活の活用用用用状況について状況について状況について状況について記載記載記載記載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。。。。（（（（６６６６））））今後検今後検今後検今後検

討討討討をををを進進進進めるめるめるめるププププロジロジロジロジェェェェクトクトクトクトででででござござござご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、新たに３つの項、新たに３つの項、新たに３つの項、新たに３つの項目目目目をををを今今今今回回回回追追追追加加加加いたしましいたしましいたしましいたしまし

た。た。た。た。①①①①公公公公的的的的関関関関与与与与による森林による森林による森林による森林環境環境環境環境管理管理管理管理制制制制度の度の度の度の導導導導入につきましては、公入につきましては、公入につきましては、公入につきましては、公有有有有林の管理等林の管理等林の管理等林の管理等 々々々々によるによるによるによる

雇雇雇雇用創用創用創用創出について出について出について出について検討検討検討検討をををを進進進進めます。めます。めます。めます。③③③③南部地域における南部地域における南部地域における南部地域における教育教育教育教育環境環境環境環境のののの検討検討検討検討につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、

過疎地域における過疎地域における過疎地域における過疎地域における教育教育教育教育機会の機会の機会の機会の確確確確保な保な保な保などどどどのののの教育教育教育教育ののののああああり方についてり方についてり方についてり方について検討検討検討検討したいしたいしたいしたいと思っと思っと思っと思っておりまておりまておりまておりま
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す。す。す。す。④④④④地域地域地域地域ととととのつなのつなのつなのつなががががりのりのりのりの維維維維持持持持・創・創・創・創出につきましては、出につきましては、出につきましては、出につきましては、子ども子ども子ども子どもたたたたちちちちのののの夏季夏季夏季夏季合合合合宿宿宿宿、、、、ああああるいはるいはるいはるいは

被被被被災に備災に備災に備災に備ええええたたたた体体体体験験験験疎開な疎開な疎開な疎開などどどどにより地域により地域により地域により地域外外外外の方の方の方の方 々々々々ととととのつなのつなのつなのつなががががりをりをりをりを創創創創出する出する出する出する取取取取り組り組り組り組みみみみについてについてについてについて

検討検討検討検討したいしたいしたいしたいと思っと思っと思っと思っております。ております。ております。ております。

続続続続きまして、東部振興計きまして、東部振興計きまして、東部振興計きまして、東部振興計画画画画、、、、資料資料資料資料１１１１－－－－２で２で２で２でござござござございます。います。います。います。ここここれにつきまして、南部振興計れにつきまして、南部振興計れにつきまして、南部振興計れにつきまして、南部振興計

画と画と画と画と重重重重なるなるなるなるところ以ところ以ところ以ところ以外外外外ののののところところところところについてについてについてについて説説説説明明明明ささささせていただきますせていただきますせていただきますせていただきますとととと、５、５、５、５番番番番、、、、（１）産業振（１）産業振（１）産業振（１）産業振

興関係では、興関係では、興関係では、興関係では、④④④④地域地域地域地域特特特特産産産産物物物物の生産の生産の生産の生産・・・・販売販売販売販売のののの促促促促進と進と進と進といういういういうことことことことで、東部地域におけるで、東部地域におけるで、東部地域におけるで、東部地域における農農農農業業業業特特特特産産産産

物物物物の生産力の向上、の生産力の向上、の生産力の向上、の生産力の向上、ブブブブラララランンンンドドドド化、化、化、化、販販販販路路路路開開開開拓拓拓拓等に等に等に等に取取取取り組り組り組り組みみみみたいたいたいたいと思っと思っと思っと思っております。ております。ております。ております。⑤毛皮革⑤毛皮革⑤毛皮革⑤毛皮革

産地産地産地産地とととと大大大大学学学学等の等の等の等のコラコラコラコラボボボボによる新たなによる新たなによる新たなによる新たなファファファファッッッッシシシショョョョンンンン・・・・新新新新商品商品商品商品のののの創創創創生につきましては、生につきましては、生につきましては、生につきましては、服飾服飾服飾服飾専専専専

門門門門学校学校学校学校ととととのののの協働協働協働協働による新による新による新による新商品商品商品商品、、、、デデデデザザザザイイイイン開ン開ン開ン開発発発発にににに取取取取り組り組り組り組みみみみたいたいたいたいと思っと思っと思っと思っております。ております。ております。ております。以以以以上、そ上、そ上、そ上、そ

れれれれぞぞぞぞれれれれ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、資料資料資料資料１、１１、１１、１１、１－－－－３３３３とととと１１１１－－－－４、４、４、４、こちらこちらこちらこちらにににに記載記載記載記載しておりましておりましておりましておりま

すのですのですのですのでごらんごらんごらんごらんいただきたいいただきたいいただきたいいただきたいと思と思と思と思います。います。います。います。

続続続続きまして、きまして、きまして、きまして、紀伊紀伊紀伊紀伊半島大水害半島大水害半島大水害半島大水害復旧・復復旧・復復旧・復復旧・復興の現状興の現状興の現状興の現状と取と取と取と取組について、組について、組について、組について、資料資料資料資料２で２で２で２でござござござございます。います。います。います。

大水害か大水害か大水害か大水害からららら１年９１年９１年９１年９カカカカ月月月月がががが経過しております現状につきまして経過しております現状につきまして経過しております現状につきまして経過しております現状につきましてご説ご説ご説ご説明いたします。明いたします。明いたします。明いたします。

まず５まず５まず５まず５ペペペページ、ージ、ージ、ージ、避避避避難難難難者者者者の状況での状況での状況での状況でござござござございます。います。います。います。資料資料資料資料をつをつをつをつくくくくりましたのりましたのりましたのりましたのが先が先が先が先月で月で月で月で若干古若干古若干古若干古いのいのいのいの

ですけれですけれですけれですけれどもどもどもども、、、、避避避避難難難難者者者者の状況は、５月３１日現の状況は、５月３１日現の状況は、５月３１日現の状況は、５月３１日現在在在在で９９で９９で９９で９９世帯世帯世帯世帯、２０７名、２０７名、２０７名、２０７名ととととななななっっっっております。ております。ております。ております。

前前前前回回回回、２月１日現、２月１日現、２月１日現、２月１日現在在在在ののののごごごご報告か報告か報告か報告からららら比比比比べべべべますますますますとととと２０２０２０２０世帯世帯世帯世帯、４、４、４、４６６６６名名名名減減減減少少少少しております。しております。しております。しております。市町市町市町市町村村村村

別別別別には、には、には、には、６ペ６ペ６ペ６ページ、ージ、ージ、ージ、五條五條五條五條市が市が市が市が８９名、野８９名、野８９名、野８９名、野迫迫迫迫川川川川村村村村６６６６３名、３名、３名、３名、十津川十津川十津川十津川村５５名村５５名村５５名村５５名ととととななななっっっっております。ております。ております。ております。

ここここのののの６ペ６ペ６ペ６ページの、ージの、ージの、ージの、今後今後今後今後のののの帰宅帰宅帰宅帰宅等予定時等予定時等予定時等予定時期期期期につきましては、それにつきましては、それにつきましては、それにつきましては、それぞぞぞぞれれれれ記載記載記載記載ののののととととおりでおりでおりでおりでござござござございいいい

ますますますますがががが、、、、未未未未定定定定とととといういういういう欄欄欄欄がござがござがござがございます。時います。時います。時います。時期が期が期が期が決ま決ま決ま決まっっっっていないていないていないていないとととといういういういうことことことことででででござござござございますいますいますいますがががが、、、、

ここここの１４の１４の１４の１４世帯世帯世帯世帯２２名の方２２名の方２２名の方２２名の方 々々々々につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、五條五條五條五條市市市市大大大大塔塔塔塔町町町町のののの飛養曽飛養曽飛養曽飛養曽・引・引・引・引土土土土地区の方地区の方地区の方地区の方 々々々々ののののここここ

ととととででででござござござございます。います。います。います。ここここの地区に通の地区に通の地区に通の地区に通じじじじるるるる道路道路道路道路のののの避避避避難難難難勧勧勧勧告の告の告の告の解解解解除時除時除時除時期が今期が今期が今期が今ののののところところところところ未未未未定で定で定で定でござござござございいいい

まして、現時まして、現時まして、現時まして、現時点点点点ではではではでは帰宅帰宅帰宅帰宅時時時時期が期が期が期が未未未未定定定定とととといういういういうことことことことでででで記さ記さ記さ記させていただいております。ただ、せていただいております。ただ、せていただいております。ただ、せていただいております。ただ、今今今今

ののののところところところところ、一時、一時、一時、一時帰宅帰宅帰宅帰宅はははは可能可能可能可能とととといういういういうことことことことで、で、で、で、何何何何人かの方人かの方人かの方人かの方 々々々々はおはおはおはお家家家家の方にの方にの方にの方に戻戻戻戻っっっって生活て生活て生活て生活さささされていれていれていれてい

るるるるとととといういういういうことことことことででででござござござございます。います。います。います。

８８８８ペペペページージージージ以以以以降降降降は辻堂地区なは辻堂地区なは辻堂地区なは辻堂地区などどどど避避避避難難難難生活の生活の生活の生活の早早早早期期期期解解解解消消消消に向けた現に向けた現に向けた現に向けた現在在在在のののの取取取取り組り組り組り組みみみみ状況を状況を状況を状況を記載記載記載記載しししし

ております。ております。ております。ております。

続続続続きまして、１２きまして、１２きまして、１２きまして、１２ペペペページはージはージはージは十津川十津川十津川十津川村で村で村で村で進進進進めめめめらららられております新しい集れております新しい集れております新しい集れております新しい集落落落落づくづくづくづくりの状況をりの状況をりの状況をりの状況を記記記記

載載載載しております。しております。しております。しております。避避避避難難難難者者者者のののの早早早早期期期期帰宅帰宅帰宅帰宅はははは最優最優最優最優先先先先の課の課の課の課題と題と題と題といういういういうことことことことで、で、で、で、引引引引きききき続続続続きききき五條五條五條五條市市市市、野、野、野、野迫迫迫迫

川川川川村、村、村、村、十津川十津川十津川十津川村村村村と連携と連携と連携と連携して、一日して、一日して、一日して、一日もももも早早早早いいいい避避避避難難難難生活の生活の生活の生活の解解解解消消消消にににに努努努努めてまいりたいめてまいりたいめてまいりたいめてまいりたいとととと考え考え考え考えておりておりておりており

ます。ます。ます。ます。
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続続続続きまして、１３きまして、１３きまして、１３きまして、１３ペペペページージージージ以以以以降降降降ははははイイイインンンンフフフフララララ等の等の等の等の復旧復旧復旧復旧状況で状況で状況で状況でござござござございます。います。います。います。道路道路道路道路、、、、ああああるいはるいはるいはるいは河河河河

川川川川、、、、砂砂砂砂防の災害防の災害防の災害防の災害復旧復旧復旧復旧事業につきましては、９９事業につきましては、９９事業につきましては、９９事業につきましては、９９％％％％のののの箇箇箇箇所で所で所で所で着着着着手済み手済み手済み手済み、、、、完完完完了了了了箇箇箇箇所所所所もももも８０８０８０８０％近％近％近％近

くくくくなるななるななるななるなどどどど、、、、イイイインンンンフフフフララララ関係の関係の関係の関係の復旧復旧復旧復旧につきましてはおおにつきましてはおおにつきましてはおおにつきましてはおおむねむねむねむね順調順調順調順調にににに進進進進捗捗捗捗しております。しております。しております。しております。

続続続続きまして、２２きまして、２２きまして、２２きまして、２２ペペペページをおージをおージをおージをお願願願願いいたします。国いいたします。国いいたします。国いいたします。国道道道道１１１１６６６６８号の８号の８号の８号の未未未未整備区整備区整備区整備区間間間間のうのうのうのうちちちち、、、、風風風風屋屋屋屋

川津川津川津川津・・・・宇宇宇宇宮宮宮宮原原原原工工工工区区区区がががが国国国国直直直直轄轄轄轄代代代代行により新規事業化行により新規事業化行により新規事業化行により新規事業化さささされるれるれるれることことことことになりました。になりました。になりました。になりました。

２４２４２４２４ペペペページージージージ以以以以降降降降はははは農農農農林業林業林業林業ああああるいは産業、観光のるいは産業、観光のるいは産業、観光のるいは産業、観光の復旧・復復旧・復復旧・復復旧・復興状況を興状況を興状況を興状況を記載記載記載記載しております。しております。しております。しております。

２８２８２８２８ペペペページージージージ以以以以降降降降、、、、企企企企業業業業再建再建再建再建の状況等をの状況等をの状況等をの状況等を記載記載記載記載しております。しております。しております。しております。

それかそれかそれかそれからららら、３０、３０、３０、３０ペペペページ、観光業のージ、観光業のージ、観光業のージ、観光業の復復復復興状況で興状況で興状況で興状況でござござござございます。います。います。います。幾幾幾幾度か度か度か度か申申申申し上し上し上し上げげげげておりますけておりますけておりますけておりますけ

れれれれどもどもどもども、平成２４年の、平成２４年の、平成２４年の、平成２４年の宿泊宿泊宿泊宿泊者者者者数数数数はははは６６６６３３３３万万万万４４４４，，，，０００人０００人０００人０００人とととといういういういうことことことことで、で、で、で、被被被被災前の平成２２年災前の平成２２年災前の平成２２年災前の平成２２年

のののの６６６６１１１１万万万万５５５５，，，，０００人を上０００人を上０００人を上０００人を上回回回回るるるる数数数数字字字字にまでにまでにまでにまで回回回回復復復復しております。しております。しております。しております。

３５３５３５３５ペペペページかージかージかージかららららは過疎化、は過疎化、は過疎化、は過疎化、高高高高齢齢齢齢化化化化が進が進が進が進むむむむ被被被被災地域で災地域で災地域で災地域で今後も今後も今後も今後も希望希望希望希望をををを持持持持っっっってててて暮暮暮暮ららららしししし続続続続けるたけるたけるたけるた

め、地域産業のめ、地域産業のめ、地域産業のめ、地域産業の復復復復興、観光の興、観光の興、観光の興、観光の復復復復興、福祉の興、福祉の興、福祉の興、福祉の充充充充実な実な実な実などどどど、、、、重重重重点点点点テテテテーーーーママママにににに取取取取り組り組り組り組んんんんでおりますけでおりますけでおりますけでおりますけ

れれれれどもどもどもども、その、その、その、その取取取取り組り組り組り組みみみみ状況、状況、状況、状況、ああああるいはそのるいはそのるいはそのるいはその後後後後、、、、住住住住民民民民アアアアンンンンケケケケーーーートトトトのののの調調調調査査査査結果結果結果結果についてについてについてについて記載記載記載記載しししし

ております。ております。ております。ております。

以以以以上で現状上で現状上で現状上で現状と取と取と取と取り組り組り組り組みみみみ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説説説説明を明を明を明を終終終終わらわらわらわらせていただきます。せていただきます。せていただきます。せていただきます。どどどどううううぞぞぞぞよよよよろろろろししししくくくく

おおおお願願願願いいたします。いいたします。いいたします。いいたします。

○出口委員長○出口委員長○出口委員長○出口委員長 ご苦労さご苦労さご苦労さご苦労さまでした。までした。までした。までした。

それでは、ただいまの報告、または、その他の事項それでは、ただいまの報告、または、その他の事項それでは、ただいまの報告、または、その他の事項それでは、ただいまの報告、または、その他の事項もももも含含含含めてめてめてめて質疑質疑質疑質疑があがあがあがあれれれればばばば、、、、ごごごご発言発言発言発言をををを願願願願

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 それでは、ただいまの報告、その他についてそれでは、ただいまの報告、その他についてそれでは、ただいまの報告、その他についてそれでは、ただいまの報告、その他について少少少少しおしおしおしお聞聞聞聞きしたいきしたいきしたいきしたいと思と思と思と思います。います。います。います。

まず、まず、まず、まず、先先先先ほほほほどごどごどごどご報告いただきました南部東部の振興計報告いただきました南部東部の振興計報告いただきました南部東部の振興計報告いただきました南部東部の振興計画画画画に関に関に関に関連連連連してでしてでしてでしてであああありますりますりますりますがががが、計、計、計、計画画画画

がががが補補補補充充充充ををををさささされており、れており、れており、れており、ここここのののの点点点点はいはいはいはいろろろろいいいいろと検討ろと検討ろと検討ろと検討いただいているいただいているいただいているいただいているとととといういういういうことことことことで、大で、大で、大で、大変変変変いいいいいいいいここここ

ととととだだだだと思っと思っと思っと思っております。ております。ております。ております。

今今今今回回回回おおおお聞聞聞聞きしたいのは、せきしたいのは、せきしたいのは、せきしたいのは、せんんんんだだだだっっっっててててもももも野野野野迫迫迫迫川川川川村村村村やややや、、、、十津川十津川十津川十津川村な村な村な村などどどどをををを訪問訪問訪問訪問ささささせていただいせていただいせていただいせていただい

たのですたのですたのですたのですがががが、地域の、地域の、地域の、地域の皆皆皆皆さんさんさんさんは、は、は、は、住住住住み続み続み続み続けけけけらららられる村にれる村にれる村にれる村にどどどどううううやっやっやっやっていていていていっっっったたたたららららいいのだいいのだいいのだいいのだろろろろうかうかうかうかとととと

か、自分たか、自分たか、自分たか、自分たちがちがちがちがつつつつくっくっくっくったたたた農作農作農作農作物物物物ををををどどどどううううやっやっやっやってててて販売販売販売販売していしていしていしていっっっったたたたららららいいのかいいのかいいのかいいのかとととと、い、い、い、いろろろろいいいいろろろろなななな思思思思

いをいをいをいを持持持持っっっっておておておておらららられて、れて、れて、れて、相談相談相談相談も受も受も受も受けました。そういう現実にけました。そういう現実にけました。そういう現実にけました。そういう現実に暮暮暮暮ららららしておしておしておしておらららられるれるれるれる皆皆皆皆さんさんさんさんのののの暮暮暮暮らららら

しの中にしの中にしの中にしの中にここここの計の計の計の計画がど画がど画がど画がどのように生きているのかのように生きているのかのように生きているのかのように生きているのかとととといういういういうことことことことをををを私と私と私と私としては知りたいしては知りたいしては知りたいしては知りたいとととというか、いうか、いうか、いうか、

どどどどうなうなうなうなっっっっているのかているのかているのかているのか疑問疑問疑問疑問にににに思思思思いました。いました。いました。いました。ややややはり、いい計はり、いい計はり、いい計はり、いい計画があ画があ画があ画がありますかりますかりますかりますからららら、、、、どどどどういう実行ういう実行ういう実行ういう実行

体制体制体制体制でででで臨ん臨ん臨ん臨んでいでいでいでいらっらっらっらっししししゃゃゃゃるのか、だれるのか、だれるのか、だれるのか、だれがががが責任責任責任責任をををを持持持持っっっって実て実て実て実践践践践がどがどがどがどのようにのようにのようにのように進ん進ん進ん進んでいるのか、でいるのか、でいるのか、でいるのか、
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そのそのそのその結果結果結果結果、地域に、地域に、地域に、地域にどんどんどんどんなななな変変変変化化化化がががが生まれてきているのか生まれてきているのか生まれてきているのか生まれてきているのかとととといういういういうことことことことにつきまして、につきまして、につきまして、につきまして、ぜひぜひぜひぜひともともともとも

ごごごご報告いただきたい報告いただきたい報告いただきたい報告いただきたいと思と思と思と思います。います。います。います。

それかそれかそれかそれからららら、、、、ももももう一う一う一う一点点点点、、、、先先先先ほほほほどどどどの予算のの予算のの予算のの予算の説説説説明の明の明の明のところところところところで出ておりましたけれで出ておりましたけれで出ておりましたけれで出ておりましたけれどもどもどもども、観光振、観光振、観光振、観光振

興興興興とととといういういういうことことことことで、奈良公で、奈良公で、奈良公で、奈良公園園園園及び及び及び及び文文文文化会化会化会化会館館館館前広前広前広前広場場場場のにのにのにのにぎぎぎぎわわわわい広い広い広い広場場場場づくづくづくづくりですりですりですりですととととか、そういうか、そういうか、そういうか、そういう

項項項項目があがっ目があがっ目があがっ目があがっておりました。観光局ておりました。観光局ておりました。観光局ておりました。観光局がががが実施を実施を実施を実施をさささされるれるれるれるもももものではないのではないのではないのではないとととといういういういうことことことことではではではではあああありますりますりますります

がががが、、、、目的が目的が目的が目的が観光のため観光のため観光のため観光のためととととななななっっっっておりますのでおておりますのでおておりますのでおておりますのでお聞聞聞聞きしたいのですきしたいのですきしたいのですきしたいのですがががが、、、、最近最近最近最近、観光対策、観光対策、観光対策、観光対策とととといいいい

ううううことことことことで奈良公で奈良公で奈良公で奈良公園園園園をををを次次次次 々々々々とととと改改改改変変変変していしていしていしていくくくく動き動き動き動きがあがあがあがある、る、る、る、特特特特に奈良公に奈良公に奈良公に奈良公園園園園のののの基基基基本本本本戦略戦略戦略戦略とととといういういういうことことことこと

でででで特特特特区の区の区の区の申申申申請請請請をなをなをなをなさっさっさっさっているているているていることことことことですですですですととととか、か、か、か、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宮宮宮跡跡跡跡の国営公の国営公の国営公の国営公園園園園化の化の化の化の問問問問題題題題でででで埋埋埋埋めめめめ

立立立立ててててがががが行行行行わわわわれているようなれているようなれているようなれているようなことことことことですですですですととととか、か、か、か、ああああるいは奈良るいは奈良るいは奈良るいは奈良市市市市のののの三三三三条通りの条通りの条通りの条通りの拡拡拡拡幅幅幅幅で奈良で奈良で奈良で奈良ららららししししささささ

ががががななななくくくくななななっっっってしまてしまてしまてしまっっっったたたた問問問問題題題題ですですですですととととか、観光対策か、観光対策か、観光対策か、観光対策とととといういういういうことことことことででででやらやらやらやられているれているれているれていることがことがことがことが実は奈良実は奈良実は奈良実は奈良

のよのよのよのよささささをををを壊壊壊壊しているのではないかしているのではないかしているのではないかしているのではないかとととと、、、、多多多多くくくくのののの市市市市民の民の民の民の皆皆皆皆さんさんさんさんかかかから心配ら心配ら心配ら心配のののの声声声声をををを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。

私私私私自自自自身身身身は、は、は、は、今今今今回回回回の奈良公の奈良公の奈良公の奈良公園園園園のののの歩歩歩歩道道道道の整備ですの整備ですの整備ですの整備ですととととか、か、か、か、文文文文化会化会化会化会館館館館前の広前の広前の広前の広場場場場の改の改の改の改修修修修ですですですですととととか、そか、そか、そか、そ

ういうういうういうういうももももののののがどがどがどがどういうういうういうういう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ととととおおおお聞聞聞聞きしましたきしましたきしましたきしましたところところところところ、まだ全、まだ全、まだ全、まだ全くどんくどんくどんくどんななななもももものになのになのになのにな

るかるかるかるかわわわわかかかかららららないないないないとととといういういういうことことことことで、予算で、予算で、予算で、予算がががが出ている出ている出ている出ているとととといういういういうことことことことですので、ですので、ですので、ですので、ここここれでは本れでは本れでは本れでは本当当当当にににに心配心配心配心配

だだだだと思っと思っと思っと思っております。ております。ております。ております。

観光局にお観光局にお観光局にお観光局にお聞聞聞聞きしたいのは、奈良の観光にきしたいのは、奈良の観光にきしたいのは、奈良の観光にきしたいのは、奈良の観光にとっとっとっとって、て、て、て、ややややはりはりはりはりここここの１３００年の１３００年の１３００年の１３００年来来来来のののの歴史歴史歴史歴史ああああるるるる

自自自自然然然然と文と文と文と文化化化化が調が調が調が調和和和和したしたしたした歴史歴史歴史歴史的的的的なななな文文文文化化化化景景景景観は、観は、観は、観は、最最最最もももも重重重重要要要要なななな値値値値打打打打ちちちちででででああああるるるると思と思と思と思うのです。そのうのです。そのうのです。そのうのです。その

値値値値打打打打ちちちちを大を大を大を大切切切切にしていにしていにしていにしていくとくとくとくといういういういうことがリことがリことがリことがリピピピピーターをーターをーターをーターをふふふふややややすすすすことことことことででででああああるし、奈良県るし、奈良県るし、奈良県るし、奈良県がががが他他他他府府府府県県県県

ととととのののの違違違違いをいをいをいを際立際立際立際立たせて、奈良県たせて、奈良県たせて、奈良県たせて、奈良県へへへへの関の関の関の関心や心や心や心や注注注注目目目目をををを持持持持っっっっててててもらもらもらもらううううとととといういういういう点点点点でででで非非非非常に大事な常に大事な常に大事な常に大事なここここ

ととととだだだだと思っと思っと思っと思っております。そういうております。そういうております。そういうております。そういう視視視視点点点点でででで考え考え考え考えていていていていっっっってほしいてほしいてほしいてほしいと思っと思っと思っと思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、、、、

観光局観光局観光局観光局ととととしてそのようなしてそのようなしてそのようなしてそのような視視視視点点点点をおをおをおをお持持持持ちちちちになになになになっっっって、て、て、て、今今今今、県、県、県、県土土土土マネマネマネマネジジジジメメメメンンンントトトト部で部で部で部で進進進進めておめておめておめておらららられれれれ

るいるいるいるいろろろろいいいいろろろろなななな工工工工事について事について事について事について何何何何かかかかアアアアププププローローローローチチチチななななさっさっさっさったりたりたりたり意見意見意見意見をををを述べ述べ述べ述べたりしたたりしたたりしたたりしたことがあことがあことがあことがあるのかるのかるのかるのか

どどどどうか、そのうか、そのうか、そのうか、その辺辺辺辺のおのおのおのお考え考え考え考えをおをおをおをお聞聞聞聞きしたいきしたいきしたいきしたいと思と思と思と思います。います。います。います。

それかそれかそれかそれからららら、、、、ももももう一う一う一う一点点点点、大、大、大、大阪阪阪阪のののの橋橋橋橋下市下市下市下市長長長長と松井と松井と松井と松井知事知事知事知事が先が先が先が先月月月月政政政政府府府府に対しましてに対しましてに対しましてに対しましてオオオオススススププププレレレレイイイイのののの

飛飛飛飛行行行行訓訓訓訓練練練練をををを八八八八尾尾尾尾空港空港空港空港でででで受受受受け入れをけ入れをけ入れをけ入れを検討検討検討検討してほしいしてほしいしてほしいしてほしいとととと、そういう、そういう、そういう、そういう申申申申し出を行し出を行し出を行し出を行っっっっております。ております。ております。ております。

安安安安倍倍倍倍首相首相首相首相もこもこもこもこのののの点点点点に関して防に関して防に関して防に関して防衛衛衛衛省省省省にににに検討検討検討検討をををを指示指示指示指示さささされているれているれているれているとととという状況にないう状況にないう状況にないう状況になっっっっています。現ています。現ています。現ています。現

在在在在、、、、聞聞聞聞くところくところくところくところによりますによりますによりますによりますとととと、、、、米軍米軍米軍米軍は新たには新たには新たには新たにオオオオススススププププレレレレイイイイを１２機を１２機を１２機を１２機配配配配備を備を備を備をふふふふややややすすすすとととといういういういうことことことこと

で、で、で、で、ここここれれれれがががが８月には８月には８月には８月には到到到到着着着着する予定でする予定でする予定でする予定でああああるるるるとととといういういういうことことことことで、で、で、で、訓訓訓訓練練練練地域の地域の地域の地域の拡拡拡拡大大大大とととといういういういうことも検討ことも検討ことも検討ことも検討

に上に上に上に上っっっっているているているているとととと言言言言わわわわれております。その中には大れております。その中には大れております。その中には大れております。その中には大阪阪阪阪府府府府のののの八八八八尾尾尾尾空港空港空港空港もももも入入入入っっっっているているているているとととと聞聞聞聞いておいておいておいてお

ります。ります。ります。ります。ここここれは奈良県のれは奈良県のれは奈良県のれは奈良県の隣隣隣隣接接接接地で地で地で地であああありますし、大りますし、大りますし、大りますし、大変変変変危危危危険険険険を伴い、を伴い、を伴い、を伴い、もちろんもちろんもちろんもちろん、、、、オオオオススススププププレレレレイイイイとととと
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いういういういう輸送輸送輸送輸送機その機その機その機そのももももののののがががが欠陥欠陥欠陥欠陥だだだだとととと言言言言わわわわれているほれているほれているほれているほどアメリどアメリどアメリどアメリカカカカででででもももも事事事事故が故が故が故が多発多発多発多発していて、本国していて、本国していて、本国していて、本国

ではではではでは訓訓訓訓練練練練をををを取取取取りりりりややややめているめているめているめているところもあところもあところもあところもあるるるるとととという状況でいう状況でいう状況でいう状況でああああります。ります。ります。ります。ここここのようなのようなのようなのようなことことことことを許すを許すを許すを許すわわわわ

けにはいかないけにはいかないけにはいかないけにはいかないと思と思と思と思うのですうのですうのですうのですがががが、、、、近畿府近畿府近畿府近畿府県、県、県、県、特特特特にににに隣隣隣隣接接接接する奈良県する奈良県する奈良県する奈良県ととととしてしてしてしてもももも抗抗抗抗議の議の議の議の声声声声を上を上を上を上げげげげ

るるるるべべべべきできできできでああああるるるると思と思と思と思うのですうのですうのですうのですがががが、その、その、その、その点点点点、いか、いか、いか、いかががががおおおお考え考え考え考えになになになになっっっっているのかおているのかおているのかおているのかお聞聞聞聞きしたいきしたいきしたいきしたいと思と思と思と思

います。います。います。います。

○山本南部東部振興課長○山本南部東部振興課長○山本南部東部振興課長○山本南部東部振興課長 南部東部振興計南部東部振興計南部東部振興計南部東部振興計画画画画に関してのおに関してのおに関してのおに関してのお尋尋尋尋ねねねねででででござござござございます。３います。３います。３います。３点点点点ほほほほどごどごどごどご

質問質問質問質問いただいたいただいたいただいたいただいたと思と思と思と思います。います。います。います。

１１１１点点点点目目目目は、は、は、は、住住住住み続み続み続み続けけけけらららられる地域れる地域れる地域れる地域づくづくづくづくりりりりとととという観いう観いう観いう観点点点点で、で、で、で、今今今今回回回回の計の計の計の計画がど画がど画がど画がどう地域う地域う地域う地域住住住住民の方民の方民の方民の方 々々々々

にににに密密密密接接接接した事業を行した事業を行した事業を行した事業を行っっっっているかているかているかているかとととといういういういう点点点点ででででござござござございますいますいますいますがががが、まず、、まず、、まず、、まず、具具具具体体体体の事例での事例での事例での事例で申申申申し上し上し上し上げげげげまままま

すすすすとととと、、、、先先先先ほほほほどどどど南部東部振興監南部東部振興監南部東部振興監南部東部振興監も申も申も申も申しししし述べ述べ述べ述べましたましたましたましたがががが、一つには、一つには、一つには、一つには下下下下北北北北山村で実施しております山村で実施しております山村で実施しております山村で実施しております

コミコミコミコミュュュュニニニニティティティティビジビジビジビジネスネスネスネスででででござござござございまして、いまして、いまして、いまして、高高高高齢齢齢齢者者者者の方の方の方の方 々々々々がががが耕耕耕耕作作作作できない、できない、できない、できない、ああああるいはるいはるいはるいは庭庭庭庭のののの草刈草刈草刈草刈

りりりりがががができないできないできないできないとととといういういういうところところところところをををを支援さ支援さ支援さ支援させていただいて、せていただいて、せていただいて、せていただいて、協協協協力し力し力し力し合っ合っ合っ合っててててやっやっやっやっていていていていここここううううとととといういういういう取取取取

り組り組り組り組みみみみででででござござござございます。それかいます。それかいます。それかいます。それからららら、野、野、野、野迫迫迫迫川川川川村では、村では、村では、村では、ケケケケーーーーブルテレブルテレブルテレブルテレビを活ビを活ビを活ビを活用用用用しました安しました安しました安しました安否否否否確認確認確認確認

システムシステムシステムシステムを入れまして、を入れまして、を入れまして、を入れまして、高高高高齢齢齢齢者者者者、、、、ひひひひととととりりりり暮暮暮暮ららららしの方しの方しの方しの方 々々々々が元気が元気が元気が元気におにおにおにお暮暮暮暮ららららしかしかしかしかどどどどうかをうかをうかをうかを役役役役場場場場でででで

把握把握把握把握するするするするとととといういういういう取取取取り組り組り組り組みみみみを行を行を行を行っっっっております。ただ、ております。ただ、ております。ただ、ております。ただ、具具具具体体体体には、県の事業でには、県の事業でには、県の事業でには、県の事業でござござござございますいますいますいますがががが、、、、

ふふふふるるるるさと復さと復さと復さと復興興興興協協協協力力力力隊隊隊隊を入れまして、地域のを入れまして、地域のを入れまして、地域のを入れまして、地域の支援支援支援支援を行を行を行を行わわわわせていただいております。そのほか、せていただいております。そのほか、せていただいております。そのほか、せていただいております。そのほか、

買買買買いいいい物物物物支援支援支援支援のののの取取取取り組り組り組り組みみみみななななどどどどをををを展展展展開している開している開している開しているところところところところででででござござござございます。います。います。います。

それかそれかそれかそれからららら、振興計、振興計、振興計、振興計画画画画のののの推進推進推進推進にににに当当当当たたたたっっっってのてのてのての執執執執行行行行体制体制体制体制ででででござござござございますいますいますいますがががが、、、、特特特特にににに住住住住民の民の民の民のご意見ご意見ご意見ご意見をををを

伺伺伺伺ううううとととといういういういうことことことことでででであああありますりますりますりますとととと、一つには、一つには、一つには、一つには各市町各市町各市町各市町村長にお集まりいただき、南部東部振興村長にお集まりいただき、南部東部振興村長にお集まりいただき、南部東部振興村長にお集まりいただき、南部東部振興推推推推

進進進進会議を開会議を開会議を開会議を開催催催催しており、しており、しており、しており、市町市町市町市町村長の村長の村長の村長のご意見ご意見ご意見ご意見をををを伺伺伺伺ううううとととといういういういう取取取取り組り組り組り組みみみみををををやっやっやっやっております。それております。それております。それております。それ

かかかからららら、南部東部振興監、南部東部振興監、南部東部振興監、南部東部振興監が直接が直接が直接が直接現地に出向きまして、地域の方現地に出向きまして、地域の方現地に出向きまして、地域の方現地に出向きまして、地域の方 々々々々のおのおのおのお話話話話をををを伺伺伺伺ううううとととといういういういうことことことことで、で、で、で、

新たな施策の新たな施策の新たな施策の新たな施策の展展展展開につな開につな開につな開につなげげげげるるるるとととといういういういう取取取取り組り組り組り組みもみもみもみも行行行行っっっっているているているているところところところところででででござござござございます。います。います。います。

それかそれかそれかそれからららら、地域、地域、地域、地域へへへへのののの波波波波及で及で及で及でござござござございますいますいますいますがががが、一つには南部振興に県、一つには南部振興に県、一つには南部振興に県、一つには南部振興に県がががが力を入れている力を入れている力を入れている力を入れているとととといいいい

ううううことことことことをおをおをおをお感感感感じじじじいただきいただきいただきいただき始始始始めたのかなめたのかなめたのかなめたのかなとととといういういういうことがござことがござことがござことがございます。それかいます。それかいます。それかいます。それからららら、、、、相談相談相談相談事につき事につき事につき事につき

ましてましてましてましてもももも南部の南部の南部の南部の市町市町市町市町村村村村がががが南部東部振興監の方に南部東部振興監の方に南部東部振興監の方に南部東部振興監の方にごごごご相談相談相談相談いただけるいただけるいただけるいただけるとととといういういういうことことことことでででで非非非非常にうれ常にうれ常にうれ常にうれ

ししししく思っく思っく思っく思っております。ております。ております。ております。市町市町市町市町村の村の村の村の取取取取り組り組り組り組みも進んみも進んみも進んみも進んでまいりまして、でまいりまして、でまいりまして、でまいりまして、先先先先ほほほほどどどど南部東部振興監南部東部振興監南部東部振興監南部東部振興監もももも

申申申申し上し上し上し上げげげげましたように、県ましたように、県ましたように、県ましたように、県ががががふふふふるるるるさと復さと復さと復さと復興興興興協協協協力力力力隊隊隊隊をををを採採採採用用用用しまして、しまして、しまして、しまして、直接直接直接直接、過疎地域に、過疎地域に、過疎地域に、過疎地域に派遣派遣派遣派遣

しておりますしておりますしておりますしておりますがががが、、、、各市町各市町各市町各市町村で村で村で村でも同じも同じも同じも同じようなようなようなような取取取取り組り組り組り組みみみみで、例で、例で、例で、例えば川えば川えば川えば川上村でした上村でした上村でした上村でしたらららら、、、、ことことことことし新し新し新し新

たにたにたにたに６６６６名の地域お名の地域お名の地域お名の地域おここここしししし協協協協力力力力隊隊隊隊を入れるを入れるを入れるを入れるとととといういういういう取取取取り組り組り組り組みも進んみも進んみも進んみも進んできておりまして、できておりまして、できておりまして、できておりまして、徐々徐々徐々徐々にでにでにでにで

ははははあああありますりますりますりますがががが、、、、効効効効果が果が果が果が出てきている出てきている出てきている出てきているとととと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。以以以以上で上で上で上でござござござございます。います。います。います。
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○浅田観光振興課長○浅田観光振興課長○浅田観光振興課長○浅田観光振興課長 山村委員の山村委員の山村委員の山村委員の質問質問質問質問ににににごごごご回答回答回答回答ささささせていただきます。補正予算の中で、せていただきます。補正予算の中で、せていただきます。補正予算の中で、せていただきます。補正予算の中で、文文文文

化会化会化会化会館館館館広広広広場場場場の整備等の整備等の整備等の整備等がががが計上計上計上計上さささされているれているれているれているがががが、観光部局、観光部局、観光部局、観光部局ととととしてしてしてしてどどどどのようにのようにのようにのように考え考え考え考えているのかているのかているのかているのかとととといいいい

ううううごごごご質問質問質問質問だだだだっっっったたたたと思と思と思と思います。います。います。います。ごごごご質問質問質問質問の事業につきましては、山村委員おの事業につきましては、山村委員おの事業につきましては、山村委員おの事業につきましては、山村委員お述べ述べ述べ述べのように、県のように、県のように、県のように、県

土土土土マネマネマネマネジジジジメメメメンンンントトトト部部部部ややややままままちづくちづくちづくちづくりりりり推進推進推進推進局局局局がががが所管している所管している所管している所管しているもももものでのでのでのでござござござございます。観光振興施策にいます。観光振興施策にいます。観光振興施策にいます。観光振興施策に

つきましては、つきましては、つきましては、つきましては、主主主主なななな政政政政策集におきまして４つの策集におきまして４つの策集におきまして４つの策集におきまして４つの基基基基本本本本戦略戦略戦略戦略をををを掲掲掲掲げげげげております。その中で、奈ております。その中で、奈ております。その中で、奈ております。その中で、奈

良の良の良の良の魅魅魅魅力向上を力向上を力向上を力向上を図図図図り、よりり、よりり、よりり、より多多多多くくくくの方に奈良にの方に奈良にの方に奈良にの方に奈良に訪訪訪訪れていただれていただれていただれていただくことくことくことくことをををを目標目標目標目標にににに掲掲掲掲げげげげてててて進進進進めておめておめておめてお

ります。そのうります。そのうります。そのうります。そのうちちちちの一つに、地域の一つに、地域の一つに、地域の一つに、地域資源資源資源資源を活を活を活を活用用用用した観光した観光した観光した観光基基基基盤盤盤盤の整備の整備の整備の整備ととととににににぎぎぎぎわわわわいいいいづくづくづくづくりをりをりをりを推進推進推進推進

とととといういういういうことことことことをををを掲掲掲掲げげげげておりまして、奈良にはておりまして、奈良にはておりまして、奈良にはておりまして、奈良には資源が資源が資源が資源が数多数多数多数多くござくござくござくございます。それいます。それいます。それいます。それららららを活を活を活を活用用用用、、、、演演演演出出出出

するするするすることもこともこともことも重重重重要要要要ででででああああるるるるとととと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。もちろんもちろんもちろんもちろん、山村委員お、山村委員お、山村委員お、山村委員お述べ述べ述べ述べのようにのようにのようにのように歴史歴史歴史歴史文文文文化化化化資資資資

源源源源を活を活を活を活用用用用して観光振興をして観光振興をして観光振興をして観光振興を推推推推しししし進進進進めていめていめていめていくことくことくことくことはははは重重重重要要要要で大で大で大で大切切切切ななななことことことことだだだだとととと考え考え考え考えております。そております。そております。そております。そ

の上で、の上で、の上で、の上で、今今今今回回回回計上計上計上計上さささされている事業等につきましてれている事業等につきましてれている事業等につきましてれている事業等につきましてもももも、奈良のに、奈良のに、奈良のに、奈良のにぎぎぎぎわわわわいをいをいをいを創創創創出いたしまして、出いたしまして、出いたしまして、出いたしまして、

奈良を奈良を奈良を奈良を訪訪訪訪れていただれていただれていただれていただくくくく方方方方 々々々々にににに楽楽楽楽ししししんんんんでいただでいただでいただでいただくことくことくことくことをををを目的と目的と目的と目的としてしてしてして進進進進めめめめらららられているれているれているれているもももものでのでのでのでああああ

り、観光振興をり、観光振興をり、観光振興をり、観光振興を進進進進めていめていめていめていくくくく上か上か上か上からもらもらもらも有有有有為為為為ななななもももものだのだのだのだとととと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。以以以以上で上で上で上でござござござございます。います。います。います。

○中澤防災統括室長○中澤防災統括室長○中澤防災統括室長○中澤防災統括室長 オオオオススススププププレレレレイイイイのののの訓訓訓訓練練練練のののの八八八八尾尾尾尾空港空港空港空港へへへへのののの受受受受け入れのけ入れのけ入れのけ入れの質問質問質問質問についておについておについておについてお答え答え答え答えをををを

ささささせていただきます。報せていただきます。報せていただきます。報せていただきます。報道道道道によりますによりますによりますによりますとととと、、、、訓訓訓訓練練練練ルルルルーーーートトトト等、等、等、等、具具具具体的体的体的体的な条件に関してはまだな条件に関してはまだな条件に関してはまだな条件に関してはまだ示示示示

さささされていないれていないれていないれていないところところところところででででござござござございまして、現時いまして、現時いまして、現時いまして、現時点点点点では本県では本県では本県では本県へへへへのののの影響影響影響影響をををを検討検討検討検討するするするすることことことことはははは困困困困難難難難ででででああああ

るるるるとととと考え考え考え考えててててござござござございます。国います。国います。国います。国やややや関係自治関係自治関係自治関係自治体体体体のののの今後今後今後今後の動向をの動向をの動向をの動向を注視注視注視注視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とともとともとともとともに、に、に、に、引引引引

きききき続続続続き関き関き関き関心心心心をををを持持持持っっっってててて情情情情報の報の報の報の収収収収集に集に集に集に努努努努めてまいりたいめてまいりたいめてまいりたいめてまいりたいとととと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。以以以以上で上で上で上でござござござございます。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 ごごごご答答答答弁弁弁弁あああありりりりがとがとがとがとううううござござござございます。います。います。います。

南部東部振興計南部東部振興計南部東部振興計南部東部振興計画画画画につきましては、計につきましては、計につきましては、計につきましては、計画画画画はすはすはすはすごくごくごくごくいいけれいいけれいいけれいいけれどもどもどもども、実、実、実、実際際際際にそれにそれにそれにそれがががが本本本本当当当当に生に生に生に生

きた計きた計きた計きた計画画画画になるのかになるのかになるのかになるのかどどどどうかうかうかうかとととといういういういうことがことがことがことが大事だ大事だ大事だ大事だと思と思と思と思います。せいます。せいます。せいます。せんんんんだだだだっっっって、て、て、て、高高高高知県に知県に知県に知県に視視視視察に察に察に察に

行行行行っっっってまいりました。てまいりました。てまいりました。てまいりました。高高高高知県知県知県知県もももも奈良県奈良県奈良県奈良県と同じと同じと同じと同じように過疎ように過疎ように過疎ように過疎がががが大大大大変進ん変進ん変進ん変進んでおりまして、中山でおりまして、中山でおりまして、中山でおりまして、中山間間間間

地地地地が非が非が非が非常に常に常に常に多多多多い地域でい地域でい地域でい地域であああありました。そりました。そりました。そりました。そここここでででで私が私が私が私が感感感感心心心心いたしましたのは、産業振興計いたしましたのは、産業振興計いたしましたのは、産業振興計いたしましたのは、産業振興計画と画と画と画といいいい

ううううことことことことでででで立立立立派派派派な計な計な計な計画があ画があ画があ画があるのでするのでするのでするのですがががが、その計、その計、その計、その計画画画画を実行するを実行するを実行するを実行する体制が非体制が非体制が非体制が非常に常に常に常に充充充充実している実している実している実している点点点点で、で、で、で、

例例例例えばえばえばえばフフフフォォォォローローローローアアアアップップップップ委員会委員会委員会委員会とととという形で専いう形で専いう形で専いう形で専門門門門部会部会部会部会がががが幾幾幾幾つつつつももももつつつつくらくらくらくられております。れております。れております。れております。アクシアクシアクシアクショョョョ

ンンンンプラプラプラプランのンのンのンのフフフフォォォォローローローローアアアアップップップップ会議には、地域の会議には、地域の会議には、地域の会議には、地域の住住住住民民民民ああああるいは地域のいるいは地域のいるいは地域のいるいは地域のいろろろろいいいいろろろろな団な団な団な団体体体体のののの責任責任責任責任者者者者

の方なの方なの方なの方などもどもどもども含含含含めて、めて、めて、めて、市町市町市町市町村長村長村長村長もももも入入入入っっっって大て大て大て大勢勢勢勢の方での方での方での方で構構構構成成成成さささされているのですけれれているのですけれれているのですけれれているのですけれどもどもどもども、年、年、年、年間間間間８８８８

回回回回かかかからららら９９９９回回回回とととと頻繁頻繁頻繁頻繁に会議を開かれまして、実に会議を開かれまして、実に会議を開かれまして、実に会議を開かれまして、実際際際際に実行をに実行をに実行をに実行を支援支援支援支援するためのするためのするためのするためのチチチチーーーームムムムを県を県を県を県がががが持持持持っっっっ

て、て、て、て、具具具具体的体的体的体的に決めたに決めたに決めたに決めたことことことことををををやっやっやっやっていていていていくくくく。そして、。そして、。そして、。そして、やっやっやっやっていていていていくくくくためにためにためにために何何何何が必要が必要が必要が必要なのかなのかなのかなのかとととといういういういう

ことことことことでででで支援支援支援支援の行動にの行動にの行動にの行動に移移移移しておしておしておしておらららられる、れる、れる、れる、とととといういういういうふふふふうにうにうにうに取取取取り組まれているり組まれているり組まれているり組まれているとととといういういういうことことことことで、なかで、なかで、なかで、なか
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なかすなかすなかすなかすごごごごいないないないなと思っと思っと思っと思ったのです。おたのです。おたのです。おたのです。お聞聞聞聞きしますきしますきしますきしますとととと、、、、農農農農業で新規業で新規業で新規業で新規参参参参入の方入の方入の方入の方ががががふふふふええええているているているているととととか、か、か、か、

林業では林林業では林林業では林林業では林家家家家そのそのそのそのももももののののががががふふふふええええておておておておらららられるれるれるれるととととか、か、か、か、ああああるいはるいはるいはるいは高高高高卒卒卒卒者者者者の方の方の方の方がががが県県県県外へ外へ外へ外へ流流流流出するの出するの出するの出するのがががが

減減減減少少少少してきたしてきたしてきたしてきたことことことことで、一定ので、一定ので、一定ので、一定の効効効効果も見ら果も見ら果も見ら果も見られているれているれているれているととととおおおお聞聞聞聞きいたしました。きいたしました。きいたしました。きいたしました。

奈良県は奈良県は奈良県は奈良県は高高高高知県より条件はまだいい方だ知県より条件はまだいい方だ知県より条件はまだいい方だ知県より条件はまだいい方だと思っと思っと思っと思っているのですているのですているのですているのですがががが、、、、非非非非常に奈良県の常に奈良県の常に奈良県の常に奈良県の取取取取り組り組り組り組

みもみもみもみも努努努努力していただいて、力していただいて、力していただいて、力していただいて、立立立立派派派派な計な計な計な計画画画画だだだだと私と私と私と私はははは思っ思っ思っ思っているのですているのですているのですているのですがががが、、、、ここここれれれれがががが本本本本当当当当に地域のに地域のに地域のに地域の

人た人た人た人たちちちちのよりのよりのよりのよりどころどころどころどころになになになになっっっって、一て、一て、一て、一緒緒緒緒になになになになっっっって実現していて実現していて実現していて実現していくくくく、、、、住住住住み続み続み続み続けけけけらららられるれるれるれるとととといういういういうことがことがことがことが

実現できるように、実現できるように、実現できるように、実現できるように、ぜひぜひぜひぜひともともともともしていしていしていしていっっっってほしいてほしいてほしいてほしいと思っと思っと思っと思っているので、そのているので、そのているので、そのているので、その点点点点で新たなで新たなで新たなで新たな段段段段階階階階にににに

ググググレレレレーーーードドドドアアアアップップップップしていただきたいしていただきたいしていただきたいしていただきたいと思っと思っと思っと思っております。そのためには県ております。そのためには県ております。そのためには県ております。そのためには県ととととしての財しての財しての財しての財政的政的政的政的なななな問問問問

題もあ題もあ題もあ題もあるかるかるかるかととととはははは思思思思うのですけれうのですけれうのですけれうのですけれどもどもどもども、、、、思思思思いいいい切切切切っっっって予算をて予算をて予算をて予算を使使使使いないないないながらがらがらがら実実実実効効効効ああああるるるるもももものにしていのにしていのにしていのにしてい

っっっってほしいてほしいてほしいてほしいとととといういういういうことことことことを、を、を、を、期期期期待待待待してしてしてしてここここれはれはれはれは要要要要望望望望したいしたいしたいしたいと思と思と思と思います。います。います。います。

それかそれかそれかそれからららら、、、、次次次次に、観光のに、観光のに、観光のに、観光の問問問問題題題題は、は、は、は、今今今今、、、、進進進進めている奈良公めている奈良公めている奈良公めている奈良公園園園園ののののああああり方ですり方ですり方ですり方ですととととか、県か、県か、県か、県土土土土マネマネマネマネ

ジジジジメメメメンンンントトトト部で部で部で部でやっやっやっやっておておておておらららられるれるれるれることがことがことがことが、す、す、す、すごく気ごく気ごく気ごく気にかかにかかにかかにかかっっっっているのです。ているのです。ているのです。ているのです。もちろんもちろんもちろんもちろん県県県県土土土土マネマネマネマネ

ジジジジメメメメンンンントトトト部だけで部だけで部だけで部だけでやっやっやっやっているのではなているのではなているのではなているのではなくくくく、観光局の方、観光局の方、観光局の方、観光局の方もももも県全県全県全県全体体体体でかかでかかでかかでかかわっわっわっわっておておておておらららられるれるれるれることことことこと

だだだだととととはははは思思思思うのですうのですうのですうのですがががが、、、、住住住住民の民の民の民の目目目目かかかから見ら見ら見ら見たたたたらららら、平、平、平、平城城城城宮宮宮宮跡跡跡跡ももももそうですけれそうですけれそうですけれそうですけれどもどもどもども、県、県、県、県土土土土マネマネマネマネジジジジメメメメ

ンンンントトトト部部部部がががが中中中中心心心心になになになになっっっっててててどんどんどんどんどんどんどんどん改改改改変変変変をををを進進進進めているめているめているめているとととといういういういう印印印印象が非象が非象が非象が非常に常に常に常に強強強強くあくあくあくあります。ですります。ですります。ですります。です

ので、ので、ので、ので、今今今今回回回回ののののここここの計の計の計の計画画画画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、、、、どんどんどんどんななななもももものになるのか全のになるのか全のになるのか全のになるのか全くわくわくわくわかかかかららららないないないないとととといういういういうことことことこと

で、議案にで、議案にで、議案にで、議案に賛賛賛賛成する成する成する成するととととかかかか反反反反対する対する対する対するととととかかかかとととといういういういうことことことことになりますので、になりますので、になりますので、になりますので、非非非非常に常に常に常に心配心配心配心配をしておりをしておりをしておりをしており

ます。ます。ます。ます。住住住住民の民の民の民の意見が意見が意見が意見がききききちんとちんとちんとちんと反映反映反映反映さささされるれるれるれる場場場場があがあがあがあるのかるのかるのかるのかどどどどうかうかうかうかも気も気も気も気にかかにかかにかかにかかっっっっているのですけているのですけているのですけているのですけ

れれれ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、観光局、観光局、観光局、観光局ととととしてしてしてしてももももかかかかかかかかわっわっわっわっていただきたいていただきたいていただきたいていただきたいとととといういういういうことことことこと

をををを要要要要望望望望しておきます。しておきます。しておきます。しておきます。

最最最最後後後後に、に、に、に、オオオオススススププププレレレレイイイイののののことことことことですですですですがががが、決ま、決ま、決ま、決まっっっってかてかてかてかららららではではではでは遅遅遅遅いいいいと思と思と思と思うのです。決まうのです。決まうのです。決まうのです。決まっっっってかてかてかてからららら

反反反反対して対して対して対してもももも、それを、それを、それを、それを覆覆覆覆すのはすのはすのはすのは非非非非常に常に常に常に難難難難しいしいしいしいことことことことだだだだと思っと思っと思っと思っております。ております。ております。ております。オオオオススススププププレレレレイイイイそのそのそのそのもももものののの

はははは海兵隊海兵隊海兵隊海兵隊がががが戦戦戦戦地に地に地に地に軍隊軍隊軍隊軍隊をををを送送送送りりりり込込込込むむむむためのためのためのためのももももので、そのので、そのので、そのので、その訓訓訓訓練練練練ですかですかですかですからららら、憲法、憲法、憲法、憲法があがあがあがある日本でる日本でる日本でる日本でふふふふ

さわさわさわさわしいしいしいしいもももものではないのではないのではないのではないと思と思と思と思いますし、いますし、いますし、いますし、沖縄沖縄沖縄沖縄県の県の県の県の皆皆皆皆さんさんさんさんはははは八八八八尾尾尾尾空港空港空港空港にににに引引引引きききき受受受受けてけてけてけてもらっもらっもらっもらったたたたらららら

負担負担負担負担が軽減さが軽減さが軽減さが軽減されるかれるかれるかれるからららら喜喜喜喜ばばばばしいしいしいしいとととと、そういう、そういう、そういう、そういうことことことことははははどどどどなたなたなたなたももももおおおおっっっっししししゃゃゃゃっっっっていなていなていなていなくくくくて、危て、危て、危て、危険険険険

ななななもももものはのはのはのは移移移移動するのではな動するのではな動するのではな動するのではなくくくく、、、、取取取取り除いてほしいり除いてほしいり除いてほしいり除いてほしいとととというのいうのいうのいうのがががが世論世論世論世論だだだだと思と思と思と思います。います。います。います。沖縄沖縄沖縄沖縄県の県の県の県の

皆皆皆皆さんさんさんさんはははは普天普天普天普天間間間間かかかかららららオオオオススススププププレレレレイイイイそのそのそのそのもももものをなのをなのをなのをなくくくくしてほしい、そういうしてほしい、そういうしてほしい、そういうしてほしい、そういう思思思思いをいをいをいを持持持持っっっっていていていていらっらっらっらっ

ししししゃゃゃゃるるるると私もと私もと私もと私も理理理理解解解解をしております。をしております。をしております。をしております。

ですので、ですので、ですので、ですので、ここここれはれはれはれは私私私私のののの意見意見意見意見でででであああありますりますりますりますがががが、力を、力を、力を、力を合わ合わ合わ合わせてせてせてせてここここの危の危の危の危険険険険を本を本を本を本当当当当にににに取取取取り除いていり除いていり除いていり除いてい

くとくとくとくといういういういうことがことがことがことがまずまずまずまず何何何何よりよりよりよりも必要も必要も必要も必要ででででああああるるるるとととと考え考え考え考えております。本国のております。本国のております。本国のております。本国のアメリアメリアメリアメリカカカカでは、では、では、では、市市市市街街街街地地地地
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ではではではではもちろんもちろんもちろんもちろん訓訓訓訓練練練練しませしませしませしませんがんがんがんが、山、山、山、山間間間間やややや林野で林野で林野で林野であっあっあっあっててててもももも、そ、そ、そ、そここここにすにすにすにすむむむむ動動動動物物物物、野、野、野、野鳥鳥鳥鳥ななななどどどどにににに影響影響影響影響

があがあがあがあるるるるとととといういういういうことことことことでででで訓訓訓訓練練練練をををを取取取取りりりりややややめるめるめるめるとととといういういういうことことことことになになになになっっっっているているているているわわわわけですかけですかけですかけですからららら、な、な、な、なぜぜぜぜ日本の日本の日本の日本の

市市市市街街街街地で地で地で地で訓訓訓訓練練練練がががができるのか、できるのか、できるのか、できるのか、到到到到底底底底許し許し許し許しががががたいたいたいたいもももものだのだのだのだと思っと思っと思っと思っています。ですので、ています。ですので、ています。ですので、ています。ですので、今今今今、、、、ごごごご答答答答

弁弁弁弁では、では、では、では、近隣近隣近隣近隣の動きですの動きですの動きですの動きですととととかかかか政政政政府府府府の動きをの動きをの動きをの動きを見見見見守守守守っっっっていただていただていただていただくとくとくとくといういういういうことことことこと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、

兆候兆候兆候兆候があがあがあがあれれれればばばば決定する前にき決定する前にき決定する前にき決定する前にきちんとちんとちんとちんと反反反反対の対の対の対の声声声声を上を上を上を上げげげげていただていただていただていただくとくとくとくといういういういうことことことことをおをおをおをお願願願願いしておいしておいしておいしてお

きたいきたいきたいきたいと思と思と思と思います。います。います。います。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。

○出口委員長○出口委員長○出口委員長○出口委員長 あああありりりりがとがとがとがとううううござござござございました。いました。いました。いました。

○荻田委員○荻田委員○荻田委員○荻田委員 ２～３２～３２～３２～３点点点点おおおお聞聞聞聞きしたいきしたいきしたいきしたいと思と思と思と思います。います。います。います。

まずまずまずまず最最最最初初初初に、に、に、に、ファシリティマネファシリティマネファシリティマネファシリティマネジジジジメメメメンンンントトトト室長にお室長にお室長にお室長にお尋尋尋尋ねねねねしますしますしますしますがががが、、、、ここここの課は、の課は、の課は、の課は、ことことことことしかしかしかしからららら

だだだだっっっったのかな。それで、たのかな。それで、たのかな。それで、たのかな。それで、恐恐恐恐らくこらくこらくこらくこれは、公共財産、れは、公共財産、れは、公共財産、れは、公共財産、特特特特に県に県に県に県有有有有財産の財産の財産の財産のああああり方り方り方り方やややや、、、、ああああるいはまるいはまるいはまるいはま

たたたた有有有有効効効効利用利用利用利用をしていをしていをしていをしていくとくとくとくというのいうのいうのいうのがががが大きな大きな大きな大きな目的目的目的目的だだだだろろろろううううと思と思と思と思いますいますいますいますがががが、、、、どどどどのように対のように対のように対のように対応応応応していしていしていしてい

かれようかれようかれようかれようととととしているのか。しているのか。しているのか。しているのか。ここここのののの辺辺辺辺、お、お、お、お聞聞聞聞かせかせかせかせくくくくだだだだささささい。い。い。い。

それかそれかそれかそれからららら、総務部の、総務部の、総務部の、総務部の情情情情報報報報システムシステムシステムシステム課長にお課長にお課長にお課長にお尋尋尋尋ねねねねいたします。２年はたついたします。２年はたついたします。２年はたついたします。２年はたつと思と思と思と思いますいますいますいますがががが、、、、

特特特特に東日本大に東日本大に東日本大に東日本大震震震震災の災の災の災の後後後後をををを受受受受けて、防災けて、防災けて、防災けて、防災とととという観いう観いう観いう観点点点点かかかから申ら申ら申ら申し上し上し上し上げげげげます。ます。ます。ます。私ども私ども私ども私どもの奈良の奈良の奈良の奈良市市市市ににににああああ

るるるる岩岩岩岩井井井井川川川川ダダダダムムムムを上を上を上を上ががががりましたりましたりましたりましたらららら田原地区に田原地区に田原地区に田原地区にヘヘヘヘリリリリポポポポーーーート基ト基ト基ト基地地地地があがあがあがありますりますりますりますがががが、その、その、その、その反反反反対対対対側側側側ああああたたたた

りの上りの上りの上りの上誓誓誓誓多多多多林林林林町町町町のののの付付付付近近近近をはをはをはをはじじじじめめめめととととしてしてしてして携携携携帯帯帯帯電話電話電話電話がががが不通にな不通にな不通にな不通になっっっっています。ています。ています。ています。ここここれは、れは、れは、れは、ＮＴＴＮＴＴＮＴＴＮＴＴ、、、、

エエエエヌヌヌヌ・ティ・ティ・・ティ・ティ・・ティ・ティ・・ティ・ティ・ドコモドコモドコモドコモをはをはをはをはじじじじめめめめととととして、して、して、して、何何何何ととととかかかか基基基基地をつ地をつ地をつ地をつくっくっくっくっていただいて、その地域ていただいて、その地域ていただいて、その地域ていただいて、その地域

ででででもももも十十十十分な通分な通分な通分な通話話話話がががができるようにできるようにできるようにできるように万万万万難難難難をををを排排排排してほしいしてほしいしてほしいしてほしいとととという地域のいう地域のいう地域のいう地域の願願願願いいいいもあもあもあもありましたのでりましたのでりましたのでりましたので申申申申

し上し上し上し上げげげげていたていたていたていたところところところところででででござござござございます。います。います。います。先先先先般、般、般、般、私も私も私も私もその地域をその地域をその地域をその地域を伺伺伺伺いましたいましたいましたいましたらららら、、、、住住住住民の方か民の方か民の方か民の方からららら、、、、

議員議員議員議員ががががおおおおっっっっししししゃゃゃゃっっっっていただいたように、まだていただいたように、まだていただいたように、まだていただいたように、まだ携携携携帯帯帯帯電話電話電話電話がががが不通なのです、不通なのです、不通なのです、不通なのです、何何何何ととととかかかか再再再再要要要要望望望望をしをしをしをし

ていただけませていただけませていただけませていただけませんんんんか、か、か、か、とととといういういういうこともあこともあこともあこともありました。りました。りました。りました。もちろんもちろんもちろんもちろん、防災の観、防災の観、防災の観、防災の観点点点点かかかからららら、県、県、県、県ととととしてしてしてしてエエエエ

ヌヌヌヌ・ティ・ティ・・ティ・ティ・・ティ・ティ・・ティ・ティ・ドコモドコモドコモドコモをををを含含含含め、その他の中め、その他の中め、その他の中め、その他の中継継継継地地地地もももも含含含含めて、田原地区だけでなめて、田原地区だけでなめて、田原地区だけでなめて、田原地区だけでなくくくく、奈良県、奈良県、奈良県、奈良県

下下下下でいでいでいでいろろろろいいいいろろろろな地域な地域な地域な地域もあもあもあもあるるるると思と思と思と思います。います。います。います。ここここののののことことことことについて、について、について、について、今ど今ど今ど今どのような状況になのような状況になのような状況になのような状況になっっっっていていていてい

るのか、るのか、るのか、るのか、わわわわかるかるかるかる範囲範囲範囲範囲でででで結結結結構構構構ですので、ですので、ですので、ですので、どどどどういう対ういう対ういう対ういう対応応応応をしていをしていをしていをしていここここううううとさとさとさとされているのか、おれているのか、おれているのか、おれているのか、お聞聞聞聞

かせをかせをかせをかせをくくくくだだだだささささい。い。い。い。

それかそれかそれかそれからららら、、、、先先先先ほほほほどどどど南部東部振興監か南部東部振興監か南部東部振興監か南部東部振興監かららららるるるるるるるるご説ご説ご説ご説明をいただきました。明をいただきました。明をいただきました。明をいただきました。未曾有未曾有未曾有未曾有の大水害をの大水害をの大水害をの大水害を

巻巻巻巻きききき起起起起こさこさこさこされて大れて大れて大れて大変変変変なななな十津川十津川十津川十津川村村村村周周周周辺辺辺辺、、、、ああああるいはるいはるいはるいは川川川川上村、そうい上村、そうい上村、そうい上村、そういっっっった南部における災害た南部における災害た南部における災害た南部における災害後後後後のののの

復旧・復復旧・復復旧・復復旧・復興に全力を挙興に全力を挙興に全力を挙興に全力を挙げげげげてててて今取今取今取今取り組り組り組り組んんんんでいただいておるでいただいておるでいただいておるでいただいておるところところところところででででござござござございますし、いますし、いますし、いますし、引引引引きききき続続続続いいいい

てててて頑張頑張頑張頑張っっっっていただいておりますていただいておりますていただいておりますていただいておりますがががが、その中で、、その中で、、その中で、、その中で、先先先先般の般の般の般の代代代代表質問表質問表質問表質問やややや一般一般一般一般質問質問質問質問の中に出ておりの中に出ておりの中に出ておりの中に出ており

ます県産ます県産ます県産ます県産材材材材のののの利用推進と利用推進と利用推進と利用推進といういういういうことことことことをををを先先先先ほほほほど説ど説ど説ど説明明明明さささされていました。れていました。れていました。れていました。私私私私は、知事はは、知事はは、知事はは、知事はトトトトップップップップセーセーセーセー
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ルスルスルスルスまでして県のまでして県のまでして県のまでして県の特特特特産産産産品品品品をををを何何何何ととととしてしてしてしてもももも販販販販路拡路拡路拡路拡大したい大したい大したい大したいとととといういういういう思思思思いで、いで、いで、いで、努努努努力してお力してお力してお力しておらららられるのれるのれるのれるの

だだだだとととといういういういうことがことがことがことがよよよよくわくわくわくわかります。しかし、かります。しかし、かります。しかし、かります。しかし、何何何何かかかか創意工創意工創意工創意工夫夫夫夫をするをするをするをする必要があ必要があ必要があ必要があるのではないか。るのではないか。るのではないか。るのではないか。

一つは、一つは、一つは、一つは、ここここの前、平の前、平の前、平の前、平城遷城遷城遷城遷都都都都１３００年１３００年１３００年１３００年記記記記念念念念事業事業事業事業があがあがあがありました。そのりました。そのりました。そのりました。そのとととときに、きに、きに、きに、板板板板さくがさくがさくがさくがすすすすごごごご

くくくく多多多多くくくく使使使使わわわわれました。れました。れました。れました。こんこんこんこんななななことがことがことがことが事前に計事前に計事前に計事前に計画画画画の中かの中かの中かの中からわらわらわらわかかかかっっっっているているているているわわわわけですかけですかけですかけですからららら、、、、板板板板ささささ

くくくくをををを木材協木材協木材協木材協同同同同組組組組合や合や合や合や、その地域の方、その地域の方、その地域の方、その地域の方 々々々々かかかからららら県県県県がががが購購購購入をして、業入をして、業入をして、業入をして、業者さん者さん者さん者さんにににに取取取取りつけりつけりつけりつけや工や工や工や工事の事の事の事の

方でお方でお方でお方でお願願願願いをする。いをする。いをする。いをする。ここここういういういういっっっったたたた工工工工法を法を法を法を取取取取り入れていり入れていり入れていり入れていくとくとくとくと、い、い、い、いろろろろいいいいろろろろなななな創意工創意工創意工創意工夫夫夫夫によによによによっっっって県て県て県て県

産産産産材材材材がががが使使使使わわわわれていれていれていれていくとくとくとくという、いう、いう、いう、私私私私ははははここここれれれれがががが大事だ大事だ大事だ大事だと思と思と思と思うのです。そういうのです。そういうのです。そういうのです。そういっっっったたたたことことことことをををを今後取今後取今後取今後取りりりり

入れる入れる入れる入れるべべべべききききことことことことだだだだろろろろううううとととと。。。。特特特特にににに木材木材木材木材関係は関係は関係は関係は冷冷冷冷え切え切え切え切っっっっていますかていますかていますかていますからららら、そうい、そうい、そうい、そういっっっった中でた中でた中でた中で需需需需要拡要拡要拡要拡

大に大に大に大に努努努努めていただきたい。公めていただきたい。公めていただきたい。公めていただきたい。公有有有有財産、公共施財産、公共施財産、公共施財産、公共施設設設設、、、、ここここれかれかれかれからあらあらあらあるでるでるでるであろあろあろあろううううぬぬぬぬくもくもくもくもりのりのりのりのああああるるるる庁庁庁庁

舎づく舎づく舎づく舎づくり、り、り、り、ここここういういういういっっっった中に県産た中に県産た中に県産た中に県産材材材材をををを支給支給支給支給するするするするとととといういういういうぐぐぐぐららららいの、いの、いの、いの、ややややはりいはりいはりいはりいろろろろいいいいろろろろな課でな課でな課でな課でごごごご努努努努

力をいただいている力をいただいている力をいただいている力をいただいているわわわわけですかけですかけですかけですからららら、、、、ぜひぜひぜひぜひ実現に向けて実現に向けて実現に向けて実現に向けて努努努努力をしていただ力をしていただ力をしていただ力をしていただくことがくことがくことがくことが木材木材木材木材関係関係関係関係

者者者者ににににとっとっとっとってててて士士士士気気気気にににに影響影響影響影響するするするすると思と思と思と思います。います。います。います。

それかそれかそれかそれからららら、、、、ももももう一う一う一う一点点点点、、、、ここここのののの間間間間、、、、テレテレテレテレビをビをビをビを見見見見ておりまして、ておりまして、ておりまして、ておりまして、今今今今、、、、金金金金属属属属でいでいでいでいろろろろいいいいろろろろなななな加加加加工工工工はははは

できますし、できますし、できますし、できますし、金金金金属属属属とととといういういういうもももものはかたいのはかたいのはかたいのはかたいとととといういういういうイイイイメメメメージージージージがあがあがあがあります。しかし、ります。しかし、ります。しかし、ります。しかし、木材木材木材木材でかたいでかたいでかたいでかたい

とととと、、、、金金金金属属属属かかかからららら木材木材木材木材にににに変変変変ええええていていていていここここううううとととといういういういう学学学学者者者者のののの研研研研究究究究さささされているれているれているれている様様様様子子子子をををを見見見見ました。その一ました。その一ました。その一ました。その一端端端端

ととととして、して、して、して、富富富富山県の山県の山県の山県の三協三協三協三協立立立立山山山山株式株式株式株式会社会社会社会社とととという会社いう会社いう会社いう会社があがあがあがあります。ります。ります。ります。ここここれはれはれはれはアルアルアルアルミミミミササササッッッッシシシシの会社だの会社だの会社だの会社だ

と思と思と思と思いますいますいますいますがががが、、、、ここここういういういういっっっったたたたところところところところに出かけてに出かけてに出かけてに出かけて圧縮試験圧縮試験圧縮試験圧縮試験をしたり、それによをしたり、それによをしたり、それによをしたり、それによっっっってててて木材木材木材木材のかたのかたのかたのかた

ささささのののの研研研研究究究究ををををやっやっやっやっておいでになり、ておいでになり、ておいでになり、ておいでになり、非非非非常にかたい常にかたい常にかたい常にかたいももももののののがががができていました。そういうできていました。そういうできていました。そういうできていました。そういうことがことがことがことが一一一一

番番番番大事ではないか大事ではないか大事ではないか大事ではないかとととと。。。。

そのそのそのその学学学学者者者者は奈良県の森林は奈良県の森林は奈良県の森林は奈良県の森林技技技技術術術術センターのセンターのセンターのセンターの研研研研究究究究員だ員だ員だ員だと思と思と思と思いますいますいますいますがががが、そ、そ、そ、そんんんんな方な方な方な方 々々々々とととといいいいろろろろいいいいろろろろ

なななな学学学学説あ説あ説あ説あるいは実現、実るいは実現、実るいは実現、実るいは実現、実用用用用に向けてに向けてに向けてに向けて取取取取り組り組り組り組んんんんでいでいでいでいここここううううとととといういういういう思思思思いでおいでおいでおいでおややややりいただいていまりいただいていまりいただいていまりいただいていま

す。す。す。す。ここここののののことことことことは、いは、いは、いは、いろろろろいいいいろろろろなななな意意意意味味味味で林業で林業で林業で林業界界界界ににににとっとっとっとってててても金も金も金も金属属属属かかかからららら木材木材木材木材にににに変変変変ええええていていていていここここう、そのう、そのう、そのう、その

変変変変ええええる理る理る理る理由由由由ととととしては、しては、しては、しては、金金金金属属属属のかたのかたのかたのかたさもさもさもさも、、、、木材木材木材木材のかたのかたのかたのかたさもさもさもさも等しいですよ等しいですよ等しいですよ等しいですよとととというようないうようないうようないうような研研研研究究究究をををを

やっやっやっやっておいでになりました。ておいでになりました。ておいでになりました。ておいでになりました。私がこ私がこ私がこ私がこののののことことことことでででで申申申申し上し上し上し上げげげげたたたた点点点点について、辻本南部東部振興監について、辻本南部東部振興監について、辻本南部東部振興監について、辻本南部東部振興監

ととととしては、しては、しては、しては、どどどどのようにのようにのようにのように思わ思わ思わ思われているのかおれているのかおれているのかおれているのかお答え答え答え答えくくくくだだだだささささい。い。い。い。

○中井ファシリティマネジメント室長○中井ファシリティマネジメント室長○中井ファシリティマネジメント室長○中井ファシリティマネジメント室長 ファシリティマネファシリティマネファシリティマネファシリティマネジジジジメメメメンンンントトトトに現に現に現に現在在在在どどどどういうういうういうういう取取取取り組り組り組り組

みみみみをしているか、をしているか、をしているか、をしているか、今後ど今後ど今後ど今後どのようなのようなのようなのような取取取取り組り組り組り組みみみみをしていをしていをしていをしていくくくくかかかかとととといういういういうことことことことをおをおをおをお聞聞聞聞きだきだきだきだと思と思と思と思います。います。います。います。

おおおお答え答え答え答えささささせていただきます。せていただきます。せていただきます。せていただきます。

まず、まず、まず、まず、ファシリティマネファシリティマネファシリティマネファシリティマネジジジジメメメメンンンントと申トと申トと申トと申しますのは、県しますのは、県しますのは、県しますのは、県有有有有資資資資産、産、産、産、土土土土地、地、地、地、建建建建物物物物をををを含含含含みみみみ県には県には県には県には

９５０ほ９５０ほ９５０ほ９５０ほどどどどのののの資資資資産産産産がござがござがござがございますいますいますいますがががが、それにつきまして、部局、それにつきまして、部局、それにつきまして、部局、それにつきまして、部局横横横横断断断断的的的的、全、全、全、全庁庁庁庁的的的的にににに企画企画企画企画、活、活、活、活用用用用
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等を等を等を等を検討検討検討検討するするするするとととといういういういう取取取取り組り組り組り組みみみみででででござござござございます。そのいます。そのいます。そのいます。その体制体制体制体制につきましては、平成２４年８月ににつきましては、平成２４年８月ににつきましては、平成２４年８月ににつきましては、平成２４年８月に

県県県県庁庁庁庁内内内内ににににファシリティマネファシリティマネファシリティマネファシリティマネジジジジメメメメンンンント連ト連ト連ト連絡絡絡絡会を会を会を会を設設設設けました。けました。けました。けました。ことことことことし４月かし４月かし４月かし４月かららららは知事を本部長は知事を本部長は知事を本部長は知事を本部長

ととととしますしますしますしますファシリティマネファシリティマネファシリティマネファシリティマネジジジジメメメメンンンント推進ト推進ト推進ト推進本部本部本部本部とととといういういういうことことことことで、で、で、で、庁庁庁庁内内内内の部局の部局の部局の部局横横横横断断断断的的的的なななな推進体制推進体制推進体制推進体制

とととというのを整いうのを整いうのを整いうのを整ええええております。ております。ております。ております。先先先先ほほほほどどどど荻田委員荻田委員荻田委員荻田委員ががががおおおお述べ述べ述べ述べののののととととおり、おり、おり、おり、私ども私ども私ども私どもののののファシリティマファシリティマファシリティマファシリティマ

ネネネネジジジジメメメメンンンントトトト室室室室ががががその中その中その中その中心心心心の事務局を担の事務局を担の事務局を担の事務局を担っっっっております。現ております。現ております。現ております。現在在在在、それ、それ、それ、それららららの施の施の施の施設設設設につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、

イイイインンンンフフフフララララのののの資資資資産で産で産で産でも同じも同じも同じも同じですですですですがががが、３０年、３０年、３０年、３０年以以以以上経過をしまして、上経過をしまして、上経過をしまして、上経過をしまして、老朽老朽老朽老朽化に伴いまして施化に伴いまして施化に伴いまして施化に伴いまして施設設設設のののの

更更更更新経費新経費新経費新経費ががががかかかかさんさんさんさんででででくくくくるるるるととととか、財か、財か、財か、財政的政的政的政的ななななココココストがストがストがストがふふふふええええてきておりまして、また、てきておりまして、また、てきておりまして、また、てきておりまして、また、庁庁庁庁内内内内全全全全体体体体

でのでのでのでの維維維維持持持持管理をする管理をする管理をする管理をするとととという共通の方いう共通の方いう共通の方いう共通の方針針針針等等等等がござがござがござがございませいませいませいませんんんんので、それを一本化していきたいので、それを一本化していきたいので、それを一本化していきたいので、それを一本化していきたい

とととという方いう方いう方いう方針針針針で現で現で現で現在在在在検討検討検討検討しております。しております。しております。しております。

方向性方向性方向性方向性とととといたしましては、まず、いたしましては、まず、いたしましては、まず、いたしましては、まず、資資資資産の総産の総産の総産の総量量量量をををを適適適適正化する。正化する。正化する。正化する。使使使使ええええるるるる建建建建物物物物は、は、は、は、維維維維持持持持するするするする建建建建

物物物物とととと処分するような処分するような処分するような処分するような建建建建物物物物とととと施施施施設設設設をををを評評評評価価価価し、区分しまして、し、区分しまして、し、区分しまして、し、区分しまして、維維維維持持持持するするするする建建建建物物物物につきましては民につきましては民につきましては民につきましては民

間間間間の活の活の活の活用も用も用も用も含含含含めましためましためましためました利利利利活活活活用用用用の方の方の方の方針針針針をををを考え考え考え考える。また、長る。また、長る。また、長る。また、長寿寿寿寿命命命命化のための化のための化のための化のための耐震耐震耐震耐震ととととか予防保全か予防保全か予防保全か予防保全

ととととか、そういうか、そういうか、そういうか、そういう手当手当手当手当てにつきましててにつきましててにつきましててにつきましても検討も検討も検討も検討していきたいしていきたいしていきたいしていきたいと思っと思っと思っと思っております。ております。ております。ております。維維維維持持持持しない、しない、しない、しない、

処分できるような処分できるような処分できるような処分できるような資資資資産につきましては積産につきましては積産につきましては積産につきましては積極極極極的的的的な処分をな処分をな処分をな処分を図図図図っっっっていきたいていきたいていきたいていきたいと思っと思っと思っと思っております。ております。ております。ております。

それに伴いまして、３つの方向性それに伴いまして、３つの方向性それに伴いまして、３つの方向性それに伴いまして、３つの方向性ととととしまして、県のしまして、県のしまして、県のしまして、県の利用者利用者利用者利用者に対する行に対する行に対する行に対する行政政政政ササササービービービービススススを上を上を上を上げげげげまままま

して、行して、行して、行して、行政が利用者政が利用者政が利用者政が利用者のののの満足満足満足満足度を上度を上度を上度を上げげげげるるるるとととといういういういうことがことがことがことが一つ、それ一つ、それ一つ、それ一つ、それとととと、、、、先先先先ほほほほど申ど申ど申ど申しましたようしましたようしましたようしましたよう

に、行に、行に、行に、行政政政政ココココストストストストをををを削削削削減減減減するするするすることことことことによりまして財によりまして財によりまして財によりまして財政政政政健全化健全化健全化健全化へへへへのののの取取取取り組り組り組り組みみみみをしたい。３つをしたい。３つをしたい。３つをしたい。３つ目目目目は、は、は、は、

ままままちづくちづくちづくちづくりのりのりのりの拠点拠点拠点拠点ととととしての県の施しての県の施しての県の施しての県の施設設設設ををををももももうううう少少少少ししししググググレレレレーーーードドドドアアアアップップップップしたいしたいしたいしたいとととと、そのような方向、そのような方向、そのような方向、そのような方向

でででで考え考え考え考えております。ております。ております。ております。以以以以上で上で上で上でござござござございます。います。います。います。

○野田情報システム課長○野田情報システム課長○野田情報システム課長○野田情報システム課長 情情情情報報報報システムシステムシステムシステム課の野田で課の野田で課の野田で課の野田でござござござございます。います。います。います。

ただいま荻田委員かただいま荻田委員かただいま荻田委員かただいま荻田委員からごらごらごらご質問質問質問質問がござがござがござがございましたいましたいましたいました携携携携帯帯帯帯電話電話電話電話の不の不の不の不感感感感地域に関する県の現状の地域に関する県の現状の地域に関する県の現状の地域に関する県の現状の取取取取

り組り組り組り組みみみみのののの内容内容内容内容をををを簡簡簡簡単単単単ににににご説ご説ご説ご説明したい明したい明したい明したいと思と思と思と思います。います。います。います。

携携携携帯帯帯帯電話電話電話電話の不の不の不の不感感感感地地地地帯帯帯帯のののの解解解解消と消と消と消というのは、いうのは、いうのは、いうのは、ササササービービービービス提ス提ス提ス提供供供供者者者者ででででああああります民ります民ります民ります民間間間間の通の通の通の通信信信信事業事業事業事業者者者者のののの

自自自自主主主主整備整備整備整備とととというのいうのいうのいうのがががが原原原原則則則則、、、、基基基基本本本本ととととななななっっっっております。しかしなております。しかしなております。しかしなております。しかしながらがらがらがら、奈良県、奈良県、奈良県、奈良県内内内内、、、、採採採採算性の理算性の理算性の理算性の理

由由由由かかかからららら通通通通信信信信事業事業事業事業者者者者の自の自の自の自主主主主整備整備整備整備が進が進が進が進まない過疎の地域等、条件不まない過疎の地域等、条件不まない過疎の地域等、条件不まない過疎の地域等、条件不利利利利のののの場場場場所所所所がござがござがござがございます。います。います。います。ここここ

ういう地域に関しましては国の補ういう地域に関しましては国の補ういう地域に関しましては国の補ういう地域に関しましては国の補助助助助制制制制度を活度を活度を活度を活用さ用さ用さ用させていただせていただせていただせていただくとともくとともくとともくとともに、県においてに、県においてに、県においてに、県においてもももも事事事事

業に業に業に業に要要要要する費する費する費する費用用用用の一部をの一部をの一部をの一部を助助助助成成成成ささささせていただいて、地せていただいて、地せていただいて、地せていただいて、地元市町元市町元市町元市町村村村村が基が基が基が基地局を地局を地局を地局を独独独独自につ自につ自につ自につくらくらくらくられる、れる、れる、れる、

またはまたはまたはまたは伝送伝送伝送伝送路と路と路と路というのを整備いうのを整備いうのを整備いうのを整備さささされるれるれるれることことことことに対して通に対して通に対して通に対して通信信信信事業事業事業事業者者者者ののののササササービービービービススススのののの参参参参画画画画をををを促促促促して整して整して整して整

備の備の備の備の推進推進推進推進をををを図図図図っっっっております。ております。ております。ております。

現現現現在在在在の状況ですけれの状況ですけれの状況ですけれの状況ですけれどもどもどもども、奈良県全、奈良県全、奈良県全、奈良県全体体体体でででで言言言言いますいますいますいますとととと人口人口人口人口カカカカババババーーーー率率率率にしまして９９にしまして９９にしまして９９にしまして９９．．．．９９９９
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７７７７％％％％とととといういういういうところところところところまでまでまでまで来来来来ております。過疎地だけでなております。過疎地だけでなております。過疎地だけでなております。過疎地だけでなくくくく、、、、今今今今は一般国は一般国は一般国は一般国道道道道、、、、主要主要主要主要県県県県道道道道沿沿沿沿い、い、い、い、

観光地観光地観光地観光地ととととか、そういうか、そういうか、そういうか、そういうところところところところににににもどんどんご利用もどんどんご利用もどんどんご利用もどんどんご利用いただけるいただけるいただけるいただける環境環境環境環境をををを拡拡拡拡張張張張してまいしてまいしてまいしてまいっっっっているているているている

状況です。状況です。状況です。状況です。ところがところがところがところが、、、、依然依然依然依然ととととして、して、して、して、先先先先ほほほほどごどごどごどご指摘指摘指摘指摘もござもござもござもございましたいましたいましたいましたがががが、一部地、一部地、一部地、一部地元元元元のののの市町市町市町市町村か村か村か村か

らららら不不不不感感感感地地地地解解解解消消消消のののの要要要要望望望望がががが上上上上がっがっがっがっている地域ている地域ている地域ている地域がががが県県県県内内内内にににに残残残残っっっっておりまして、現ておりまして、現ておりまして、現ておりまして、現在在在在２３地区、２５２３地区、２５２３地区、２５２３地区、２５

３３３３世帯世帯世帯世帯の部分で不の部分で不の部分で不の部分で不感感感感地地地地とととという形にないう形にないう形にないう形になっっっっております。ております。ております。ております。ここここの部分につきましては、の部分につきましては、の部分につきましては、の部分につきましては、先先先先ほほほほど申ど申ど申ど申しししし

上上上上げげげげましたように国の補ましたように国の補ましたように国の補ましたように国の補助助助助制制制制度を度を度を度を使使使使いまして、例いまして、例いまして、例いまして、例えばえばえばえば平成２５年度では１地区、平成２平成２５年度では１地区、平成２平成２５年度では１地区、平成２平成２５年度では１地区、平成２６６６６

年度では４地区の整備を年度では４地区の整備を年度では４地区の整備を年度では４地区の整備を進進進進めてまいる予定でめてまいる予定でめてまいる予定でめてまいる予定でござござござございます。います。います。います。

それそれそれそれともともともともう一う一う一う一点点点点、、、、ごごごご指摘指摘指摘指摘ののののあああありました奈良りました奈良りました奈良りました奈良市内市内市内市内のののの誓誓誓誓多多多多林地区で林地区で林地区で林地区でござござござございますいますいますいますがががが、奈良、奈良、奈良、奈良市市市市にににに

確認確認確認確認ををををささささせていただきますせていただきますせていただきますせていただきますとととと、奈良、奈良、奈良、奈良市と市と市と市としてはしてはしてはしては今今今今、、、、ここここの地域は不の地域は不の地域は不の地域は不感感感感地でない地でない地でない地でないとととといういういういう認認認認識識識識をををを

さささされている状況でれている状況でれている状況でれている状況でござござござございました。通いました。通いました。通いました。通信信信信事業事業事業事業者者者者、、、、エエエエヌヌヌヌ・ティ・ティ・・ティ・ティ・・ティ・ティ・・ティ・ティ・ドコモドコモドコモドコモににににもももも確認確認確認確認ささささせてせてせてせて

いただいただいただいただくとくとくとくと、、、、ここここここここは一部は一部は一部は一部ササササービービービービスエリアスエリアスエリアスエリア対対対対象象象象外外外外ととととななななっっっっているのですているのですているのですているのですがががが、不、不、不、不感感感感地にな地にな地にな地になっっっっていていていてい

る部分はる部分はる部分はる部分は多多多多分人分人分人分人家家家家が余が余が余が余りないりないりないりないところところところところではないかではないかではないかではないかととととおおおおっっっっししししゃゃゃゃっっっっていました。いずれにせよ、ていました。いずれにせよ、ていました。いずれにせよ、ていました。いずれにせよ、

ごごごご指摘指摘指摘指摘ののののあああありました地域につきましては、通りました地域につきましては、通りました地域につきましては、通りました地域につきましては、通信信信信事業事業事業事業者者者者及び奈良及び奈良及び奈良及び奈良市と市と市と市と再再再再度度度度要要要要望望望望のののの有無有無有無有無確認確認確認確認をををを

含含含含めまして、めまして、めまして、めまして、ササササービービービービスエリアスエリアスエリアスエリアのののの拡拡拡拡張張張張等について県等について県等について県等について県ととととしてしてしてして引引引引きききき続続続続きききき働働働働きかけを行きかけを行きかけを行きかけを行っっっっていきたていきたていきたていきた

いいいいと思っと思っと思っと思っております。ております。ております。ております。以以以以上です。上です。上です。上です。

○辻本南部東部振興監○辻本南部東部振興監○辻本南部東部振興監○辻本南部東部振興監 荻田委員か荻田委員か荻田委員か荻田委員からららら県産県産県産県産材材材材のののの利用利用利用利用促促促促進と進と進と進という観いう観いう観いう観点点点点でいでいでいでいろろろろいいいいろ創意工ろ創意工ろ創意工ろ創意工夫夫夫夫がががが

必要必要必要必要ではないかではないかではないかではないかとととといういういういうことことことことで、で、で、で、私私私私の方かの方かの方かの方からららら所所所所見見見見ををををとととといういういういうことことことことででででござござござございます。います。います。います。

まず、４月に南部東部振興監まず、４月に南部東部振興監まず、４月に南部東部振興監まず、４月に南部東部振興監就任就任就任就任以以以以来来来来、、、、吉吉吉吉野野野野郡郡郡郡の山の山の山の山間間間間地の村等地の村等地の村等地の村等 々々々々、い、い、い、いろろろろいいいいろろろろ行かせて行かせて行かせて行かせてもももも

ららららいましたいましたいましたいましたらららら、、、、ととととにかにかにかにかくくくく村長村長村長村長さんさんさんさん方方方方ががががおおおおっっっっししししゃゃゃゃるのは、るのは、るのは、るのは、必必必必ず林業をず林業をず林業をず林業を何何何何ととととかしたいのだかしたいのだかしたいのだかしたいのだとととと、、、、

ひひひひししししひひひひししししとととと伝伝伝伝わっわっわっわっててててくくくくるるるるももももののののがあがあがあがあります。林業ります。林業ります。林業ります。林業とととというか、いうか、いうか、いうか、木木木木ののののことことことことでででで言言言言いますいますいますいますとととと２２２２点点点点ああああるるるる

と思と思と思と思うのですけれうのですけれうのですけれうのですけれどどどど、一つは、一つは、一つは、一つは木木木木がががが大き大き大き大きくくくく売売売売れるれるれるれることことことことで、また動いていで、また動いていで、また動いていで、また動いていくことくことくことくことによによによによっっっって活て活て活て活気気気気

づくとづくとづくとづくというか、いうか、いうか、いうか、植植植植林林林林とととといういういういう今今今今までのまでのまでのまでのササササイイイイクルがクルがクルがクルが戻戻戻戻っっっっててててくくくくるるるるとととというのいうのいうのいうのがががが一つ。それか一つ。それか一つ。それか一つ。それからららら、、、、もももも

う一つは、大きう一つは、大きう一つは、大きう一つは、大きくくくく出な出な出な出なくくくくてててても今も今も今も今はははは小物小物小物小物ととととかかかか細細細細工工工工物物物物ととととか、そういうか、そういうか、そういうか、そういうことことことことでででで雇雇雇雇用が用が用が用が生まれて村生まれて村生まれて村生まれて村

の方にまた定の方にまた定の方にまた定の方にまた定住住住住してしてしてしてもらっもらっもらっもらって活て活て活て活気が気が気が気が生まれて生まれて生まれて生まれてくくくくるるるるとととという。荻田委員いう。荻田委員いう。荻田委員いう。荻田委員が先が先が先が先ほほほほどどどどおおおおっっっっししししゃゃゃゃらららられれれれ

たそのたそのたそのたその金金金金属属属属かかかからららら木材へ木材へ木材へ木材へとととという、かたいう、かたいう、かたいう、かたさとさとさとさとかそういうのは、例かそういうのは、例かそういうのは、例かそういうのは、例えば構造材えば構造材えば構造材えば構造材でででで使使使使っっっったたたたらとらとらとらといういういういう

ことことことことで、で、で、で、木木木木がががが大き大き大き大きくくくく出る方だ出る方だ出る方だ出る方だと思と思と思と思うのですけれうのですけれうのですけれうのですけれどどどど、、、、両両両両方の方の方の方の面面面面があがあがあがあるかるかるかるかと思と思と思と思います。一つ、います。一つ、います。一つ、います。一つ、

構造材構造材構造材構造材のののの話話話話につきましては、平成２７年ににつきましては、平成２７年ににつきましては、平成２７年ににつきましては、平成２７年にイイイインターンターンターンターハハハハイイイイがががが南部の方で南部の方で南部の方で南部の方でも競も競も競も競技技技技を開を開を開を開ここここううううとととといいいい

ううううことことことことで、で、で、で、五條五條五條五條市と市と市と市と吉吉吉吉野野野野町町町町で新たにその施で新たにその施で新たにその施で新たにその施設が必要と設が必要と設が必要と設が必要となり、なり、なり、なり、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、木質木質木質木質化化化化

ではなではなではなではなくくくく木造木造木造木造ととととする計する計する計する計画画画画です。です。です。です。木造木造木造木造とととと木質木質木質木質のののの違違違違いいいいとととというのはいうのはいうのはいうのはごごごご存存存存じじじじかかかかと思と思と思と思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、、、、

鉄筋鉄筋鉄筋鉄筋等でつ等でつ等でつ等でつくっくっくっくって、て、て、て、最最最最後後後後、、、、内内内内装装装装をををを木木木木ででででややややるのるのるのるのがががが木質木質木質木質化です。化です。化です。化です。今今今今、県、県、県、県庁庁庁庁のののの玄玄玄玄関は関は関は関は構造構造構造構造をををを変変変変ええええ
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らららられませれませれませれませんんんんのでのでのでので木質木質木質木質化して、き化して、き化して、き化して、きょょょょうおうおうおうお披露披露披露披露目目目目をしているかをしているかをしているかをしているかと思と思と思と思うのですけれうのですけれうのですけれうのですけれどもどもどもども、そうい、そうい、そうい、そうい

うようなうようなうようなうようなことことことことでででで使使使使っっっっていただていただていただていただくくくく。ただ、それはかた。ただ、それはかた。ただ、それはかた。ただ、それはかたさとさとさとさとかかかか必要必要必要必要ないないないない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、、、、構構構構

造材造材造材造材でででで使使使使ううううととととなるなるなるなると非と非と非と非常にかた常にかた常にかた常にかたさが必要さが必要さが必要さが必要で、で、で、で、今今今今、その、その、その、その辺辺辺辺のののの試験試験試験試験なりをなりをなりをなりをややややりりりり始始始始めていまして、めていまして、めていまして、めていまして、

多多多多分分分分使使使使ええええるだるだるだるだろろろろううううとととといういういういうことことことことででででやっやっやっやっております。ております。ております。ております。

そういうそういうそういうそういうももももののののがががが一つつ一つつ一つつ一つつくらくらくらくられれれれれれれればばばば、、、、多多多多分法律分法律分法律分法律ととととか規か規か規か規制制制制の方でいいますの方でいいますの方でいいますの方でいいますとととと、、、、金金金金属属属属でないでないでないでないもももも

のはのはのはのはややややはりはりはりはり建築確認建築確認建築確認建築確認等で等で等で等で手続手続手続手続ききききが要が要が要が要るるるるみみみみたいなのですけれたいなのですけれたいなのですけれたいなのですけれどもどもどもども、一つ前例、一つ前例、一つ前例、一つ前例がががができれできれできれできればばばば、、、、価価価価

格格格格等等等等が合が合が合が合えばえばえばえばももももうううう鉄筋鉄筋鉄筋鉄筋でなでなでなでなくくくくててててももももいけるのではないかいけるのではないかいけるのではないかいけるのではないかとととといういういういうことことことことで、それをで、それをで、それをで、それを進進進進めていきためていきためていきためていきた

いいいいとととと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。あとあとあとあと、、、、さらさらさらさらにににに雇雇雇雇用が進用が進用が進用が進むむむむ分分分分ととととしては、大きしては、大きしては、大きしては、大きくくくくはははは木木木木は動かないですけは動かないですけは動かないですけは動かないですけ

れれれれどもどもどもども、例、例、例、例えばえばえばえば家具家具家具家具、、、、普普普普通に通に通に通にここここういうういうういうういう鉄枠鉄枠鉄枠鉄枠とととと木木木木ででででやっやっやっやっているているているているももももののののもあもあもあもありますりますりますりますがががが、、、、今今今今、、、、十津十津十津十津

川川川川村村村村やややや川川川川上村でい上村でい上村でい上村でいろろろろいいいいろろろろなななな家具家具家具家具をつをつをつをつくっくっくっくって、それをて、それをて、それをて、それを試試試試作作作作してしてしてして売売売売り出そうり出そうり出そうり出そうとととといういういういうププププロジロジロジロジェェェェクククク

トもトもトもトも始始始始ままままっっっっています。それはかなり人ています。それはかなり人ています。それはかなり人ています。それはかなり人手がとら手がとら手がとら手がとられるのでれるのでれるのでれるので雇雇雇雇用が用が用が用が逆逆逆逆に生まれるに生まれるに生まれるに生まれるとととと。そ。そ。そ。そんんんんなになになになに

多多多多くくくくのののの木木木木は出ないですけれは出ないですけれは出ないですけれは出ないですけれどもどもどもども、そういう、そういう、そういう、そういうことことことことでででで少少少少しずつでしずつでしずつでしずつでもももも活性化につな活性化につな活性化につな活性化につなげげげげていきたいていきたいていきたいていきたい

とととと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。

そのそのそのその辺辺辺辺のののの取取取取り組り組り組り組みみみみははははここここういう動きをしているういう動きをしているういう動きをしているういう動きをしているとととと、民、民、民、民間間間間の方での方での方での方でも支援も支援も支援も支援していただけるしていただけるしていただけるしていただけるとととといいいい

ううううことことことことで、例で、例で、例で、例えばえばえばえば、産業、産業、産業、産業・・・・雇雇雇雇用用用用振興部の奈良振興部の奈良振興部の奈良振興部の奈良ブブブブラララランンンンドドドドででででやっやっやっやっていますけれていますけれていますけれていますけれどもどもどもども、、、、トトトトヨヨヨヨタタタタ系系系系

ののののレクレクレクレクササササスとスとスとスという自動いう自動いう自動いう自動車車車車会社では会社では会社では会社では十津川十津川十津川十津川産産産産材材材材をををを使使使使っっっったたたた茶茶茶茶室をつ室をつ室をつ室をつくっくっくっくってててて後後後後押押押押ししていただいししていただいししていただいししていただい

ています。ています。ています。ています。ああああるいは奈良るいは奈良るいは奈良るいは奈良ココココーーーーププププででででもももも県産県産県産県産材材材材をををを使使使使っっっったたたたもももものをいのをいのをいのをいろろろろいいいいろろろろ売売売売り出していただけるり出していただけるり出していただけるり出していただける

とととといういういういうことことことことをををを聞聞聞聞いております。県いております。県いております。県いております。県が直接やっが直接やっが直接やっが直接やっていないていないていないていないところもござところもござところもござところもご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、、、、ここここうううう

いう動きをしていいう動きをしていいう動きをしていいう動きをしていくとくとくとくと、またい、またい、またい、またいろろろろいいいいろろろろなななな支援支援支援支援をしていただけるをしていただけるをしていただけるをしていただけるとととといういういういうことことことことで、そので、そので、そので、その辺辺辺辺もももも一一一一

緒緒緒緒になになになになっっっっててててやっやっやっやっていきたいていきたいていきたいていきたいと思っと思っと思っと思っております。ております。ております。ております。

○荻田委員○荻田委員○荻田委員○荻田委員 辻本南部東部振興監、辻本南部東部振興監、辻本南部東部振興監、辻本南部東部振興監、私が私が私が私が言言言言っっっっているているているていることとあこととあこととあこととあなたなたなたなたが思っが思っが思っが思っているているているていることも同じことも同じことも同じことも同じ

だだだだろろろろううううと思と思と思と思います。だけいます。だけいます。だけいます。だけどどどど、本、本、本、本当当当当に林業に林業に林業に林業界界界界とととというのは、森林いうのは、森林いうのは、森林いうのは、森林とととといういういういうもももものは日本の国のは日本の国のは日本の国のは日本の国土土土土を保を保を保を保

全する全する全する全するとととという大きないう大きないう大きないう大きな意意意意義義義義があがあがあがありますし、りますし、りますし、りますし、特特特特に３分の２に３分の２に３分の２に３分の２ぐぐぐぐららららいまでいまでいまでいまでががががほほほほとんどとんどとんどとんど森林、南に行森林、南に行森林、南に行森林、南に行

けけけけばばばばそうなそうなそうなそうなっっっっているているているているわわわわけですかけですかけですかけですからららら、、、、ややややはり森林はり森林はり森林はり森林涵養涵養涵養涵養、、、、間間間間伐伐伐伐をしなをしなをしなをしながらがらがらがらいいいいいいいい木木木木をををを育育育育てていてていてていてていくくくく。。。。

特特特特ににににここここの前の大水害のの前の大水害のの前の大水害のの前の大水害の余余余余波波波波をををを受受受受けて、けて、けて、けて、ダダダダムムムムにににに流流流流木木木木がががが一一一一面面面面に水に水に水に水面面面面にににに横横横横たたたたわっわっわっわっていた。ていた。ていた。ていた。ああああの事の事の事の事

例を例を例を例を見見見見るるるるとととと、、、、ここここれは人れは人れは人れは人工的工的工的工的にできた出にできた出にできた出にできた出来来来来事で事で事で事でああああるるるるとも思っとも思っとも思っとも思っていますし、ていますし、ていますし、ていますし、ああああののののダダダダムがムがムがムが治水治水治水治水目目目目

的的的的ででででああああるのか、るのか、るのか、るのか、利用利用利用利用ダダダダムムムムででででああああるのか、るのか、るのか、るのか、もちろんあもちろんあもちろんあもちろんあそそそそここここはははは電電電電源利用と源利用と源利用と源利用といういういういうことことことことで、治水で、治水で、治水で、治水目的目的目的目的

ののののダダダダムムムムでなかでなかでなかでなかっっっった。それをた。それをた。それをた。それを近畿近畿近畿近畿地方整備局地方整備局地方整備局地方整備局やややや、国、国、国、国とととと協協協協議をしていただきな議をしていただきな議をしていただきな議をしていただきながらああがらああがらああがらああいいいいっっっったたたた

水害、水害、水害、水害、特特特特にににに毎毎毎毎日日日日毎毎毎毎日の日の日の日の降降降降雨雨雨雨量量量量によによによによっっっって、それて、それて、それて、それもももも認認認認めるめるめるめるとととといういういういう暫暫暫暫定定定定的的的的な許な許な許な許可可可可ももももいただきましいただきましいただきましいただきまし

た。た。た。た。ややややはりはりはりはり皆皆皆皆、それ、それ、それ、それぞぞぞぞれれれれが創意工が創意工が創意工が創意工夫夫夫夫をして県民のをして県民のをして県民のをして県民の皆皆皆皆様様様様方の幸せを方の幸せを方の幸せを方の幸せを願願願願ううううとととという、安全いう、安全いう、安全いう、安全・・・・安安安安心心心心



---- 33330000 ----

とととといういういういうももももののののががががより大より大より大より大切切切切ではないかではないかではないかではないかと思っと思っと思っと思っております。そのております。そのております。そのております。その辺辺辺辺は、知事は、知事は、知事は、知事があがあがあがあれだけれだけれだけれだけトトトトップップップップセセセセ

ーーーールスルスルスルスににににここここだだだだわっわっわっわっているのは、それているのは、それているのは、それているのは、それぞぞぞぞれの部れの部れの部れの部ががががそういそういそういそういっっっったたたた思思思思いをいをいをいを発発発発していただいて、２していただいて、２していただいて、２していただいて、２次次次次

製製製製品品品品、、、、さらさらさらさらには県産には県産には県産には県産材材材材、そうした、そうした、そうした、そうした製製製製品品品品になになになになっっっったたたたもももものをのをのをのを木材木材木材木材企企企企業業業業やややや、、、、木材木材木材木材関係関係関係関係者者者者かかかからららら買買買買っっっってててて

ででででももももそのそのそのその支給支給支給支給品品品品ととととしてしてしてして工工工工事の中事の中事の中事の中へへへへ入れてい入れてい入れてい入れていくとくとくとくといういういういうことがことがことがことが、一、一、一、一番番番番早早早早道道道道ではないかではないかではないかではないかと思と思と思と思いまいまいまいま

すので、すので、すので、すので、強強強強く要く要く要く要望望望望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と思と思と思と思います。います。います。います。

それかそれかそれかそれからららら、、、、エエエエヌヌヌヌ・ティ・ティ・・ティ・ティ・・ティ・ティ・・ティ・ティ・ドコモドコモドコモドコモの件の件の件の件やややや、通、通、通、通信信信信局の件は、本局の件は、本局の件は、本局の件は、本当当当当ににににごくごくごくごく一部なのです。一部なのです。一部なのです。一部なのです。

それそれそれそれがががが少少少少ししししゴゴゴゴルフルフルフルフ場場場場ののののデデデディアィアィアィアーーーーパパパパーーーーククククまで出てきたまで出てきたまで出てきたまで出てきたららららつなつなつなつなががががるのです。ただ、そるのです。ただ、そるのです。ただ、そるのです。ただ、そここここかかかからららら北北北北

へへへへ行行行行っっっって、大山にて、大山にて、大山にて、大山に抜抜抜抜けていけていけていけていくくくく谷谷谷谷間間間間、、、、奥奥奥奥山か山か山か山からららら上上上上誓誓誓誓多多多多林林林林町町町町一一一一帯帯帯帯がやがやがやがやはり通はり通はり通はり通じじじじませませませませんんんん。。。。ここここののののここここ

ととととは、は、は、は、住住住住民民民民がががが少少少少ないかないかないかないからとらとらとらといういういういうことことことことよりよりよりよりもももも、、、、何何何何かかかか発発発発生した生した生した生したとととときにきにきにき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ないないないとととと。。。。今今今今、、、、

警察本部は警察本部は警察本部は警察本部はヘヘヘヘリリリリコプコプコプコプターターターターがあがあがあがあり、防災り、防災り、防災り、防災ヘヘヘヘリもあリもあリもあリも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、そういう中で、そういう中で、そういう中で、そういう中でひひひひととととししししくくくく対対対対

応応応応していただきたいしていただきたいしていただきたいしていただきたいと思と思と思と思いますし、奈良県いますし、奈良県いますし、奈良県いますし、奈良県下下下下ででででもこもこもこもこういういういういっっっったたたたところがあところがあところがあところがあるるるるわわわわけですかけですかけですかけですからららら、、、、

ＮＴＴＮＴＴＮＴＴＮＴＴの通の通の通の通信信信信関関関関連連連連ににににここここのののの話話話話をしていただき、をしていただき、をしていただき、をしていただき、迅速迅速迅速迅速な対な対な対な対応応応応方、お方、お方、お方、お願願願願いをしておきたいいをしておきたいいをしておきたいいをしておきたいと思と思と思と思いいいい

ます。ます。ます。ます。

まだまだまだまだまだまだまだまだ言言言言いたいいたいいたいいたいこともあこともあこともあこともありますりますりますりますがががが、、、、ここここのののの辺辺辺辺でででで終終終終わわわわりたいりたいりたいりたいと思と思と思と思います。います。います。います。以以以以上です。上です。上です。上です。

○藤本委員○藤本委員○藤本委員○藤本委員 要要要要望望望望１１１１点点点点とととと質問質問質問質問２２２２点点点点をををを簡簡簡簡略略略略にににに言言言言っっっっていきたいていきたいていきたいていきたいと思と思と思と思います。います。います。います。

１つは、県警察本部１つは、県警察本部１つは、県警察本部１つは、県警察本部がががが平成２４年に実施した警察活動等に関する県民の平成２４年に実施した警察活動等に関する県民の平成２４年に実施した警察活動等に関する県民の平成２４年に実施した警察活動等に関する県民の意意意意識識識識調調調調査査査査結果結果結果結果をををを

発表発表発表発表さささされているれているれているれているわわわわけですけですけですけですがががが、、、、ここここれによりますれによりますれによりますれによりますとととと、、、、体体体体感感感感治安治安治安治安が以が以が以が以前より前より前より前より悪悪悪悪くくくくななななっっっったたたたとととと答え答え答え答えてててて

いる人いる人いる人いる人がががが２５２５２５２５．．．．７７７７％％％％、４人に１人の県民、４人に１人の県民、４人に１人の県民、４人に１人の県民がががが治安に不安を治安に不安を治安に不安を治安に不安を感感感感じじじじているているているているわわわわけです。警察本部長けです。警察本部長けです。警察本部長けです。警察本部長

ももももいついついついつもこもこもこもこれをれをれをれを気気気気ににににさささされているれているれているれていると思と思と思と思うのですけれうのですけれうのですけれうのですけれどもどもどもども、、、、テレテレテレテレビビビビととととかかかかメメメメデデデディアィアィアィア、、、、テレテレテレテレビでいビでいビでいビでい

えばえばえばえば刑事事件の刑事事件の刑事事件の刑事事件のドラドラドラドラママママだだだだっっっったたたたらららら、、、、殺殺殺殺人事件人事件人事件人事件ばばばばかりです。そういうかりです。そういうかりです。そういうかりです。そういうこととこととこととこととか、か、か、か、ややややはり１はり１はり１はり１億億億億２２２２，，，，

００００００００００００万万万万人の国民の中での刑事事件の刑法の人の国民の中での刑事事件の刑法の人の国民の中での刑事事件の刑法の人の国民の中での刑事事件の刑法の犯罪犯罪犯罪犯罪が取が取が取が取り上り上り上り上げやげやげやげやすいかすいかすいかすいからららら、、、、どどどどうしてうしてうしてうしてもももも、、、、体体体体

感感感感治安治安治安治安もももも悪悪悪悪くくくくなるなるなるなるとととといういういういう点点点点もももも少少少少しはしはしはしは影響影響影響影響している。している。している。している。メメメメデデデディアィアィアィアのののの問問問問題もあ題もあ題もあ題も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。。。。

しかし、一方で、２５しかし、一方で、２５しかし、一方で、２５しかし、一方で、２５．．．．７７７７％％％％はかなりのはかなりのはかなりのはかなりの量量量量で、警察本部長に前にで、警察本部長に前にで、警察本部長に前にで、警察本部長に前にもももも質問質問質問質問したのですけれしたのですけれしたのですけれしたのですけれどどどど、、、、

体体体体感感感感治安を向上治安を向上治安を向上治安を向上ささささせるのはせるのはせるのはせるのはパパパパトトトトローローローロールルルルの活動の活動の活動の活動がががが有有有有効効効効ででででああああるるるるとととと。現。現。現。現在在在在、県警察では、、県警察では、、県警察では、、県警察では、見見見見ええええる、る、る、る、

聞聞聞聞ここここええええる、活動の一る、活動の一る、活動の一る、活動の一環環環環ととととしてしてしてしてパパパパトトトトカカカカーーーーやややや白白白白ババババイイイイののののメメメメロロロロデデデディィィィーーーーパパパパトトトトローローローロールルルルをををを展展展展開している開している開している開しているとととと

いういういういうことことことことです。です。です。です。ここここういうういうういうういうことことことことは前には前には前には前にもももも聞聞聞聞いているのですけれいているのですけれいているのですけれいているのですけれどもどもどもども、また、、また、、また、、また、ことことことことしの県警察しの県警察しの県警察しの県警察

における警察における警察における警察における警察官官官官の定員は、平成２４年より２の定員は、平成２４年より２の定員は、平成２４年より２の定員は、平成２４年より２６６６６人人人人ふふふふええええて２て２て２て２，，，，４４９人にな４４９人にな４４９人にな４４９人になっっっったたたたとととと喜喜喜喜んんんんでいでいでいでい

るるるるわわわわけです。そけです。そけです。そけです。そここここで、警察本部長におで、警察本部長におで、警察本部長におで、警察本部長にお願願願願いしたいのは、いしたいのは、いしたいのは、いしたいのは、メメメメロロロロデデデディィィィーーーーパパパパトトトトローローローロールルルルを一を一を一を一層層層層強強強強化化化化

していただいて、県民のしていただいて、県民のしていただいて、県民のしていただいて、県民の体体体体感感感感治安の向上に治安の向上に治安の向上に治安の向上に強強強強くくくく努努努努めていただめていただめていただめていただくことくことくことくことをををを要要要要望望望望ささささせていただきせていただきせていただきせていただき

ます。ます。ます。ます。



---- 33331111 ----

質問質問質問質問の方は、の方は、の方は、の方は、先先先先ほほほほどどどど公益財団法人奈良県暴力団追放県民センターの活動公益財団法人奈良県暴力団追放県民センターの活動公益財団法人奈良県暴力団追放県民センターの活動公益財団法人奈良県暴力団追放県民センターの活動ももももおおおお聞聞聞聞きしたのきしたのきしたのきしたの

ですけれですけれですけれですけれどどどど、刑事部長にお、刑事部長にお、刑事部長にお、刑事部長にお聞聞聞聞きします。きします。きします。きします。ここここういう公益財団法人奈良県暴力団追放県民センういう公益財団法人奈良県暴力団追放県民センういう公益財団法人奈良県暴力団追放県民センういう公益財団法人奈良県暴力団追放県民セン

ターのターのターのターの取取取取り組り組り組り組みもみもみもみも一生一生一生一生懸懸懸懸命命命命やっやっやっやっててててもらっもらっもらっもらっているているているているとととと喜喜喜喜んんんんでいるのですけれでいるのですけれでいるのですけれでいるのですけれどどどど、県警察本部で、県警察本部で、県警察本部で、県警察本部で

は暴力団かは暴力団かは暴力団かは暴力団かららららの保の保の保の保護護護護対対対対象者や象者や象者や象者や暴力団による事件の暴力団による事件の暴力団による事件の暴力団による事件の被被被被害害害害者者者者の安全をの安全をの安全をの安全を図図図図るために、２０３るために、２０３るために、２０３るために、２０３万円万円万円万円

の予算の予算の予算の予算措措措措置によりよう置によりよう置によりよう置によりよう撃撃撃撃用用用用警警警警戒戒戒戒装装装装置を置を置を置を購購購購入する入する入する入するととととなななな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どどど、よう、よう、よう、よう撃撃撃撃用用用用警警警警戒戒戒戒

装装装装置置置置とととというのはいうのはいうのはいうのはどどどどのようなのようなのようなのようなもももものなのか。のなのか。のなのか。のなのか。素素素素人なので、人なので、人なので、人なので、教教教教ええええていただきたい。ていただきたい。ていただきたい。ていただきたい。ここここの予算をだの予算をだの予算をだの予算をだ

めだめだめだめだとととと言言言言っっっっているのではなているのではなているのではなているのではなくくくく、、、、喜喜喜喜んんんんでいるのです。でいるのです。でいるのです。でいるのです。

それかそれかそれかそれからららら、県、県、県、県内内内内における暴力団の現状及び平成２３、２４年の暴力団による事件のにおける暴力団の現状及び平成２３、２４年の暴力団による事件のにおける暴力団の現状及び平成２３、２４年の暴力団による事件のにおける暴力団の現状及び平成２３、２４年の暴力団による事件の発発発発生生生生

状況状況状況状況と検と検と検と検挙状況、挙状況、挙状況、挙状況、どどどどのような対策をのような対策をのような対策をのような対策をとらとらとらとられているのかれているのかれているのかれているのかとととといういういういうことことことことを刑事部長におを刑事部長におを刑事部長におを刑事部長にお聞聞聞聞きしたきしたきしたきした

い。い。い。い。

ももももう一つは、総務部の方で、いつう一つは、総務部の方で、いつう一つは、総務部の方で、いつう一つは、総務部の方で、いつも取も取も取も取り上り上り上り上げげげげ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どどど、県税の、県税の、県税の、県税の滞滞滞滞納金納金納金納金は平成は平成は平成は平成

２４年２４年２４年２４年末末末末で、で、で、で、古古古古いいいい数数数数字字字字かかかかもわもわもわもわかりませかりませかりませかりませんがんがんがんが、４５、４５、４５、４５億円も億円も億円も億円も４８４８４８４８億円もあ億円もあ億円もあ億円もある。る。る。る。ここここれだけのれだけのれだけのれだけの金金金金をををを

取取取取れたれたれたれたらららら県の財県の財県の財県の財政政政政、かなり、かなり、かなり、かなり潤潤潤潤うのですけれうのですけれうのですけれうのですけれどどどど。そ。そ。そ。そここここで、で、で、で、延延延延滞滞滞滞金金金金１４１４１４１４．．．．６６６６％％％％、、、、ここここれはれはれはれは高高高高利利利利貸貸貸貸

ししししみみみみたいに大きいのですたいに大きいのですたいに大きいのですたいに大きいのですがががが、、、、今今今今度、度、度、度、ここここのののの延延延延滞滞滞滞金が特金が特金が特金が特例例例例基準割合基準割合基準割合基準割合ににににプラプラプラプラスススス７７７７．．．．３３３３％％％％ななななどとどとどとどとなななな

っっっって、総て、総て、総て、総合的合的合的合的には９には９には９には９％％％％になるのか。そのになるのか。そのになるのか。そのになるのか。その効効効効果と果と果と果と徴徴徴徴収収収収の状況はの状況はの状況はの状況はどどどどうなるのか。うなるのか。うなるのか。うなるのか。ここここれは、１れは、１れは、１れは、１カカカカ

月月月月払払払払わわわわなかなかなかなかっっっったたたたらららら４４４４．．．．３３３３％％％％になるになるになるになるももももののののがががが、１、１、１、１％％％％にににに減減減減るるるるとととといういういういうことことことことになになになになっっっっているのです。そているのです。そているのです。そているのです。そ

ういう状況は平成２ういう状況は平成２ういう状況は平成２ういう状況は平成２６６６６年１月１日か年１月１日か年１月１日か年１月１日からららら施行する法改正施行する法改正施行する法改正施行する法改正がさがさがさがされようれようれようれようととととしているのですけれしているのですけれしているのですけれしているのですけれどどどど

もももも、、、、ここここのののの延延延延滞滞滞滞金金金金ををををももももうううう少少少少しまけてしまけてしまけてしまけてあげあげあげあげて、て、て、て、ここここの４５の４５の４５の４５億円億円億円億円かかかからららら５０５０５０５０億円億円億円億円のののの滞滞滞滞納金納金納金納金をををを取ら取ら取ら取らないないないない

とととといけないでしいけないでしいけないでしいけないでしょょょょう。う。う。う。ここここのののの延延延延滞滞滞滞金金金金をををを下げ下げ下げ下げていていていていくとくとくとくという方向いう方向いう方向いう方向とととと徴徴徴徴収収収収のかかのかかのかかのかかわわわわりについての県りについての県りについての県りについての県

のののの見見見見解解解解をををを聞聞聞聞かせてかせてかせてかせてくくくくだだだだささささい。い。い。い。

○堂藤刑事部長○堂藤刑事部長○堂藤刑事部長○堂藤刑事部長 刑事部長の堂藤で刑事部長の堂藤で刑事部長の堂藤で刑事部長の堂藤でござござござございます。よいます。よいます。よいます。よろろろろししししくくくくおおおお願願願願いします。いします。いします。いします。

ただいま、藤本委員かただいま、藤本委員かただいま、藤本委員かただいま、藤本委員からららら暴力団対策の暴力団対策の暴力団対策の暴力団対策の質問質問質問質問を、３を、３を、３を、３点点点点いただきました。いただきました。いただきました。いただきました。

１１１１点点点点目目目目につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、今今今今回回回回の予算の予算の予算の予算措措措措置によりついたよう置によりついたよう置によりついたよう置によりついたよう撃撃撃撃用用用用警警警警戒戒戒戒装装装装置置置置ととととははははどんどんどんどんななななもももものののの

か、また、２か、また、２か、また、２か、また、２点点点点目目目目につきましては、県につきましては、県につきましては、県につきましては、県内内内内における暴力団の現状及びにおける暴力団の現状及びにおける暴力団の現状及びにおける暴力団の現状及び最近最近最近最近の事件のの事件のの事件のの事件の発発発発生状況生状況生状況生状況

と検と検と検と検挙状況、それか挙状況、それか挙状況、それか挙状況、それからららら、３、３、３、３点点点点目目目目につきましては、暴力団につきましては、暴力団につきましては、暴力団につきましては、暴力団取取取取りりりり締締締締まりにまりにまりにまりに当当当当たりたりたりたりどどどどのような対のような対のような対のような対

策を策を策を策をとっとっとっとっているかているかているかているかとととといういういういう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。

まず１まず１まず１まず１点点点点目目目目、よう、よう、よう、よう撃撃撃撃用用用用警警警警戒戒戒戒装装装装置置置置ととととははははどどどどのようなのようなのようなのようなもももものかのかのかのかとととといいますいいますいいますいいますとととと、監、監、監、監視視視視カカカカメメメメララララ、、、、録画録画録画録画

装装装装置、それか置、それか置、それか置、それからららら再再再再生生生生装装装装置置置置がががが一一一一式式式式ととととななななっっっったたたた資資資資機機機機材材材材ででででござござござございます。暴力団います。暴力団います。暴力団います。暴力団犯罪犯罪犯罪犯罪のののの被被被被害害害害者や者や者や者や暴力暴力暴力暴力

団団団団排排排排除に除に除に除に取取取取り組り組り組り組むむむむ企企企企業な業な業な業などどどどをををを守守守守るため、保るため、保るため、保るため、保護護護護対策対策対策対策用用用用機機機機材材材材ととととして整備し、保して整備し、保して整備し、保して整備し、保護護護護対策対策対策対策者者者者方及び方及び方及び方及び

関係関係関係関係箇箇箇箇所に所に所に所に設設設設置をしている置をしている置をしている置をしているもももものでのでのでのでござござござございます。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、ここここのののの装装装装置２置２置２置２式式式式の予算の予算の予算の予算がががが認認認認めめめめ
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らららられたれたれたれたところところところところででででああああり、り、り、り、ここここれを活れを活れを活れを活用用用用して保して保して保して保護護護護対策対策対策対策者者者者ななななどどどどの安全の安全の安全の安全確確確確保に保に保に保に万万万万全を全を全を全を期期期期するするするするとともとともとともとともに、に、に、に、

県民県民県民県民がががが安安安安心心心心して暴力団して暴力団して暴力団して暴力団犯罪犯罪犯罪犯罪のののの被被被被害害害害申申申申告告告告やややや暴力団暴力団暴力団暴力団ととととの関係をの関係をの関係をの関係を遮遮遮遮断断断断するするするすることがことがことがことができ、安全で安でき、安全で安でき、安全で安でき、安全で安

心心心心してしてしてして暮暮暮暮ららららせる奈良県を実現せる奈良県を実現せる奈良県を実現せる奈良県を実現ささささせる所せる所せる所せる所存存存存ででででござござござございます。います。います。います。

２２２２点点点点目目目目につきましては、県につきましては、県につきましては、県につきましては、県内内内内の暴力団の現状及びの暴力団の現状及びの暴力団の現状及びの暴力団の現状及び最近最近最近最近の暴力団による事件のの暴力団による事件のの暴力団による事件のの暴力団による事件の発発発発生、生、生、生、検検検検挙挙挙挙

状況についてで状況についてで状況についてで状況についてでござござござございます。奈良県います。奈良県います。奈良県います。奈良県内内内内における暴力団の現状は、平成２５年における暴力団の現状は、平成２５年における暴力団の現状は、平成２５年における暴力団の現状は、平成２５年６６６６月３０日現月３０日現月３０日現月３０日現

在在在在、１５組織、、１５組織、、１５組織、、１５組織、構構構構成員等成員等成員等成員等約約約約２００名を２００名を２００名を２００名を把握把握把握把握しております。すしております。すしております。すしております。すべべべべてててて６６６６代代代代目目目目山口組山口組山口組山口組傘傘傘傘下下下下ででででござござござござ

います。また、います。また、います。また、います。また、近近近近年、暴力団は年、暴力団は年、暴力団は年、暴力団は覚覚覚覚せいせいせいせい剤剤剤剤のののの密密密密売売売売やややや賭賭賭賭博、博、博、博、恐恐恐恐喝喝喝喝ななななどどどどのののの違違違違法行法行法行法行為為為為ののののみみみみななななららららず、ず、ず、ず、

組織の実組織の実組織の実組織の実態態態態をををを隠ぺ隠ぺ隠ぺ隠ぺいしないしないしないしながらがらがらがら建建建建設設設設業業業業やややや不動産業、不動産業、不動産業、不動産業、金金金金融融融融証券証券証券証券市市市市場へ場へ場へ場へ進進進進出したり、公共出したり、公共出したり、公共出したり、公共工工工工事に事に事に事に

介介介介入するな入するな入するな入するなどどどどしてしてしてして資金獲得資金獲得資金獲得資金獲得活動を活動を活動を活動を多様多様多様多様化化化化ささささせ、せ、せ、せ、ここここれれれれららららをををを隠隠隠隠れれれれみみみみののののととととしてしてしてして巧妙巧妙巧妙巧妙にににに違違違違法行法行法行法行為為為為をををを

繰り繰り繰り繰り返返返返しております。平成２３年しております。平成２３年しております。平成２３年しております。平成２３年以以以以降降降降、県、県、県、県内内内内でででで発発発発生した暴力団によるけ生した暴力団によるけ生した暴力団によるけ生した暴力団によるけんんんん銃銃銃銃ななななどどどどのののの凶凶凶凶器器器器をををを

使使使使用用用用したしたしたした凶悪凶悪凶悪凶悪事件については、平成２４年１２月２９日、生事件については、平成２４年１２月２９日、生事件については、平成２４年１２月２９日、生事件については、平成２４年１２月２９日、生駒駒駒駒市市市市萩萩萩萩のののの台台台台においてにおいてにおいてにおいて発発発発生しま生しま生しま生しま

したしたしたした元元元元暴力団暴力団暴力団暴力団幹幹幹幹部によるけ部によるけ部によるけ部によるけんんんん銃銃銃銃使使使使用用用用のののの殺殺殺殺人事件人事件人事件人事件がががが１件１件１件１件ござござござございました。いました。いました。いました。ここここの事件につきましの事件につきましの事件につきましの事件につきまし

ては、平成２５年１月２２日にては、平成２５年１月２２日にては、平成２５年１月２２日にては、平成２５年１月２２日に被被被被疑疑疑疑者者者者をををを検検検検挙いたしております。また、挙いたしております。また、挙いたしております。また、挙いたしております。また、最近最近最近最近のののの検検検検挙状況に挙状況に挙状況に挙状況に

つきましては、平成２３年中につきましては、つきましては、平成２３年中につきましては、つきましては、平成２３年中につきましては、つきましては、平成２３年中につきましては、被被被被疑疑疑疑者者者者２２２２６６６６９名を９名を９名を９名を検検検検挙、平成２４年中につ挙、平成２４年中につ挙、平成２４年中につ挙、平成２４年中につ

きましては、きましては、きましては、きましては、特特特特に平成２２年９月１８日にに平成２２年９月１８日にに平成２２年９月１８日にに平成２２年９月１８日に香芝香芝香芝香芝市内市内市内市内で産業で産業で産業で産業廃廃廃廃棄棄棄棄物物物物処理会社に対する処理会社に対する処理会社に対する処理会社に対する手手手手りりりりゅゅゅゅ

うううう弾弾弾弾のののの投投投投てき事件でてき事件でてき事件でてき事件で６６６６代代代代目目目目山口組山口組山口組山口組傘傘傘傘下下下下組織会長等を平成２４年１月１９日に組織会長等を平成２４年１月１９日に組織会長等を平成２４年１月１９日に組織会長等を平成２４年１月１９日に逮逮逮逮捕捕捕捕するなするなするなするなどどどど

して、２７して、２７して、２７して、２７６６６６名を名を名を名を検検検検挙しました。本年は、挙しました。本年は、挙しました。本年は、挙しました。本年は、６６６６月３０日現月３０日現月３０日現月３０日現在在在在で１２７名ので１２７名ので１２７名ので１２７名の被被被被疑疑疑疑者者者者をををを検検検検挙をい挙をい挙をい挙をい

たしております。たしております。たしております。たしております。

続続続続きまして、３きまして、３きまして、３きまして、３点点点点目目目目についてでについてでについてでについてでござござござございますいますいますいますがががが、暴力団、暴力団、暴力団、暴力団取取取取りりりり締締締締まりにまりにまりにまりに当当当当たりたりたりたりどどどどのような対のような対のような対のような対

策を策を策を策をとっとっとっとっているか。県警察におきましては、ているか。県警察におきましては、ているか。県警察におきましては、ているか。県警察におきましては、特特特特に県に県に県に県下下下下で半で半で半で半数数数数以以以以上の上の上の上の勢勢勢勢力を力を力を力を持持持持ちちちちますますますます三三三三代代代代目目目目

倉倉倉倉本組を中本組を中本組を中本組を中心と心と心と心とした暴力団組織のした暴力団組織のした暴力団組織のした暴力団組織の壊壊壊壊滅滅滅滅に向け、に向け、に向け、に向け、あらあらあらあらゆゆゆゆる法る法る法る法令令令令をををを駆駆駆駆使使使使した暴力団組員なした暴力団組員なした暴力団組員なした暴力団組員などどどどのののの

検検検検挙な挙な挙な挙などどどど、その、その、その、その取取取取りりりり締締締締まりをまりをまりをまりを徹底徹底徹底徹底しております。また、暴力団のしております。また、暴力団のしております。また、暴力団のしております。また、暴力団の資金源資金源資金源資金源をををを遮遮遮遮断断断断するため、するため、するため、するため、

組織組織組織組織的的的的犯罪犯罪犯罪犯罪処処処処罰罰罰罰法の法の法の法の適用や適用や適用や適用や課税通報な課税通報な課税通報な課税通報などどどど、常に不法、常に不法、常に不法、常に不法収収収収益の益の益の益の剥奪剥奪剥奪剥奪もももも視視視視野に入れた野に入れた野に入れた野に入れた強強強強力な力な力な力な取取取取りりりり

締締締締まりをまりをまりをまりを推進推進推進推進しております。しております。しております。しております。さらさらさらさらに、奈良県暴力団に、奈良県暴力団に、奈良県暴力団に、奈良県暴力団排排排排除条例の除条例の除条例の除条例の適用適用適用適用ななななどどどど、暴力団、暴力団、暴力団、暴力団排排排排除活動除活動除活動除活動

ななななどどどどの暴力団対策をの暴力団対策をの暴力団対策をの暴力団対策を強強強強力に力に力に力に推進推進推進推進して県民のして県民のして県民のして県民の皆皆皆皆様様様様のののの期期期期待待待待ににににここここたたたたええええていていていていくくくく所所所所存存存存ででででござござござございます。います。います。います。

以以以以上で上で上で上でござござござございます。います。います。います。

○枡井税務課長○枡井税務課長○枡井税務課長○枡井税務課長 １１１１点点点点、、、、滞滞滞滞納額納額納額納額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年度決算の、平成２４年度決算の、平成２４年度決算の、平成２４年度決算の見見見見込込込込み額み額み額み額では、では、では、では、今今今今ののののとととと

ころころころころ４４４４４４４４億６，億６，億６，億６，００００００００００００万円万円万円万円ぐぐぐぐららららいになるいになるいになるいになる見見見見込込込込みとみとみとみとななななっっっっておりまして、ておりまして、ておりまして、ておりまして、若干若干若干若干減減減減少少少少、、、、圧縮圧縮圧縮圧縮ささささせせせせ

たたたたと思っと思っと思っと思っております。それております。それております。それております。それとととと、、、、延延延延滞滞滞滞金金金金のののの利率が利率が利率が利率が低低低低くくくく改正改正改正改正さささされるれるれるれるとととといういういういうことことことことで、おで、おで、おで、お述べ述べ述べ述べになになになにな

りましたように、施行りましたように、施行りましたように、施行りましたように、施行がががが平成２平成２平成２平成２６６６６年１月１日で年１月１日で年１月１日で年１月１日でござござござございます。います。います。います。どどどどういう状況になるか、ういう状況になるか、ういう状況になるか、ういう状況になるか、徴徴徴徴収収収収
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の状況は不の状況は不の状況は不の状況は不透透透透明明明明とととといいますか、はいいますか、はいいますか、はいいますか、はっっっっきりしない状況できりしない状況できりしない状況できりしない状況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、、、、市市市市中の中の中の中の金利と金利と金利と金利と比比比比

べべべべましてましてましてましてもももも依然高依然高依然高依然高く設く設く設く設定定定定さささされております。れております。れております。れております。納期限納期限納期限納期限をををを徒徒徒徒過した過した過した過した場場場場合合合合ののののペペペペナナナナルティルティルティルティー、それかー、それかー、それかー、それか

らららら、、、、納期限納期限納期限納期限をををを遵遵遵遵守守守守ささささせるせるせるせるイイイインセンンセンンセンンセンティブとティブとティブとティブといういういういう延延延延滞滞滞滞金金金金のののの効効効効果果果果なのですけれなのですけれなのですけれなのですけれどもどもどもども、一定その、一定その、一定その、一定その

効効効効果果果果ははははああああるだるだるだるだろろろろううううと思っと思っと思っと思っております。ております。ております。ております。

それかそれかそれかそれからららら、、、、延延延延滞滞滞滞金金金金のののの徴徴徴徴収収収収の関係ですけれの関係ですけれの関係ですけれの関係ですけれどもどもどもども、、、、延延延延滞滞滞滞金金金金のののの徴徴徴徴収収収収は法には法には法には法に基づ基づ基づ基づいていていていて厳格厳格厳格厳格になになになになささささ

れるれるれるれるべべべべきできできできでああああるるるるとととといういういういうことことことことはははは言言言言うまでうまでうまでうまでももももないないないないことことことことででででああああるるるると思っと思っと思っと思っております。ただ、ております。ただ、ております。ただ、ております。ただ、ややややむむむむをををを

得得得得ない理ない理ない理ない理由由由由があがあがあがあるるるるとととと認認認認めめめめらららられるれるれるれる場場場場合合合合は、は、は、は、延延延延滞滞滞滞金金金金のののの減減減減免免免免とととといういういういう制制制制度度度度もあもあもあもあります。一定のります。一定のります。一定のります。一定の基準基準基準基準

をををを持持持持っっっっておりまして、それておりまして、それておりまして、それておりまして、それも適も適も適も適正に正に正に正に厳格厳格厳格厳格にににに適用さ適用さ適用さ適用させているせているせているせているところところところところででででああああります。いずれにしります。いずれにしります。いずれにしります。いずれにし

ましてましてましてましてもももも、、、、納期内納付納期内納付納期内納付納期内納付のののの奨奨奨奨揚揚揚揚にににに努努努努め、め、め、め、延延延延滞滞滞滞金金金金のののの徴徴徴徴収収収収についてはについてはについてはについては従従従従来来来来どどどどおりおりおりおり適適適適正な運正な運正な運正な運用用用用を行を行を行を行

い、い、い、い、納期内納付さ納期内納付さ納期内納付さ納期内納付されたれたれたれた納納納納税税税税者と者と者と者との公平性のの公平性のの公平性のの公平性の確確確確保を保を保を保を図図図図り、り、り、り、滞滞滞滞納額納額納額納額のののの圧縮圧縮圧縮圧縮にににに努努努努めていきたいめていきたいめていきたいめていきたいとととと

思っ思っ思っ思っております。ております。ております。ております。以以以以上です。上です。上です。上です。

○藤本委員○藤本委員○藤本委員○藤本委員 堂藤刑事部長、堂藤刑事部長、堂藤刑事部長、堂藤刑事部長、あああありりりりがとがとがとがとううううござござござございます。すいます。すいます。すいます。すごごごごいいいい検検検検挙挙挙挙率率率率だなだなだなだなとととといういういういうことことことことで、で、で、で、殺殺殺殺

人事件等人事件等人事件等人事件等 々々々々、、、、被被被被疑疑疑疑者者者者をををを逮逮逮逮捕捕捕捕したしたしたしたとととといういういういうことことことことでででで喜喜喜喜んんんんでおります。またでおります。またでおります。またでおります。また今後も今後も今後も今後も暴力団暴力団暴力団暴力団排排排排除に向除に向除に向除に向

けて一生けて一生けて一生けて一生懸懸懸懸命命命命やっやっやっやっていただきたいていただきたいていただきたいていただきたいと要と要と要と要望望望望しておきます。しておきます。しておきます。しておきます。あああありりりりがとがとがとがとううううござござござございます。よういます。よういます。よういます。よう撃撃撃撃用用用用

警警警警戒戒戒戒装装装装置置置置ももももよよよよくわくわくわくわかりました。かりました。かりました。かりました。

枡枡枡枡井井井井税務課長、税務課長、税務課長、税務課長、私私私私はははは少少少少しししし間間間間違違違違っっっっていたけれていたけれていたけれていたけれどどどど、４４、４４、４４、４４億円億円億円億円にしにしにしにしろろろろ、、、、ややややはりはりはりはり高高高高いいいいわわわわけです。けです。けです。けです。

何何何何をををを言言言言いたいかいたいかいたいかいたいかとととといういういういうとととと、、、、ややややはりはりはりはり延延延延滞滞滞滞金が金が金が金が高高高高くくくくて、て、て、て、高高高高利利利利貸貸貸貸ししししみみみみたいなのでたいなのでたいなのでたいなのでああああるかるかるかるからららら本税本税本税本税もももも

払払払払わわわわないないないないわわわわけです。だかけです。だかけです。だかけです。だからららら、、、、市町市町市町市町村税村税村税村税とととと県税県税県税県税とととと一一一一緒緒緒緒なのだかなのだかなのだかなのだからららら、、、、協協協協力して、できるだけ力して、できるだけ力して、できるだけ力して、できるだけ延延延延

滞滞滞滞金金金金をまけてをまけてをまけてをまけてあげあげあげあげて、その４４て、その４４て、その４４て、その４４億円億円億円億円をををを取取取取りりりり切切切切る。る。る。る。弁弁弁弁護護護護士士士士ともともともとも相談相談相談相談してしてしてして差差差差しししし押押押押ささささええええできるのできるのできるのできるの

だかだかだかだからららら、、、、強強強強力に力に力に力にやらやらやらやらないないないないとととといけないのではないか。いけないのではないか。いけないのではないか。いけないのではないか。私私私私はいつはいつはいつはいつもももも言言言言っっっっているのです。それで、ているのです。それで、ているのです。それで、ているのです。それで、

県県県県庁庁庁庁でででで昼昼昼昼間電間電間電間電気気気気をををを消消消消したり、したり、したり、したり、ココココピピピピーーーーもももも両両両両面面面面使使使使ええええととととか、職員のか、職員のか、職員のか、職員の給料給料給料給料をををを抑抑抑抑ええええたりしているたりしているたりしているたりしているわわわわけけけけ

でしでしでしでしょょょょう。そういうう。そういうう。そういうう。そういう点点点点では、では、では、では、滞滞滞滞納金納金納金納金をしをしをしをしっっっっかりかりかりかり頑張頑張頑張頑張っっっってててて徴徴徴徴収収収収するようにするようにするようにするように努努努努力して力して力して力してくくくくだだだだささささい。い。い。い。

以以以以上です。上です。上です。上です。終終終終わわわわります。ります。ります。ります。

○大国副委員長○大国副委員長○大国副委員長○大国副委員長 では、では、では、では、私私私私かかかからも簡潔らも簡潔らも簡潔らも簡潔にににに質問質問質問質問ををををささささせていただきたいせていただきたいせていただきたいせていただきたいと思と思と思と思います。います。います。います。

平成２４年１２月の本会議で平成２４年１２月の本会議で平成２４年１２月の本会議で平成２４年１２月の本会議で荒荒荒荒井井井井知事に対して知事に対して知事に対して知事に対して文文文文化振興についてお化振興についてお化振興についてお化振興についてお尋尋尋尋ねねねねををををささささせていただせていただせていただせていただ

きました。奈良県きました。奈良県きました。奈良県きました。奈良県もももも年年年年間間間間通通通通じじじじてててて多多多多くくくくのののの文文文文化化化化ああああるいはるいはるいはるいは芸術芸術芸術芸術関係の行事を行関係の行事を行関係の行事を行関係の行事を行わわわわれております。れております。れております。れております。

先先先先般、般、般、般、ちちちちょょょょううううどムどムどムどムジージージージークフクフクフクフェェェェストストストストなななならららら２０１３２０１３２０１３２０１３がががが終終終終了了了了いたしました。いたしました。いたしました。いたしました。６６６６月１４日か月１４日か月１４日か月１４日からららら３０３０３０３０

日までの１７日日までの１７日日までの１７日日までの１７日間間間間で、奈良で、奈良で、奈良で、奈良市内あ市内あ市内あ市内あるいは県るいは県るいは県るいは県下各下各下各下各地で行地で行地で行地で行わわわわれ、大れ、大れ、大れ、大変変変変ににににぎぎぎぎわっわっわっわった行事だた行事だた行事だた行事だっっっったたたたとととと

思っ思っ思っ思っております。ております。ております。ております。私も非私も非私も非私も非常に常に常に常に楽楽楽楽ししししみみみみにしていたにしていたにしていたにしていたププププロロロログラグラグラグラムもござムもござムもござムもございまして、事前予いまして、事前予いまして、事前予いまして、事前予約もさ約もさ約もさ約もさ

せていただきました。中にはせていただきました。中にはせていただきました。中にはせていただきました。中には初初初初日に事前日に事前日に事前日に事前申申申申しししし込込込込みがみがみがみがすすすすべべべべてててて終終終終わわわわるるるるとととといういういういうププププロロロログラグラグラグラムもござムもござムもござムもござ
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いまして、いまして、いまして、いまして、非非非非常に県常に県常に県常に県内内内内外外外外の方の方の方の方 々々々々かかかかららららのののの注注注注目が目が目が目が高高高高くくくくななななっっっってきたてきたてきたてきたとととと感感感感じじじじているているているているところところところところです。です。です。です。特特特特

にににに今今今今回回回回は県は県は県は県文文文文化会化会化会化会館館館館でのでのでのでの特別特別特別特別展展展展やややや、県、県、県、県立立立立美美美美術館術館術館術館でのでのでのでの特別特別特別特別展展展展もござもござもござもございましたし、いましたし、いましたし、いましたし、さらさらさらさらにはにはにはにはフフフフ

ーーーードドドドフフフフェェェェスティバルスティバルスティバルスティバル、、、、シシシシェェェェフフフフェェェェススススタタタタｉｎｉｎｉｎｉｎ奈良奈良奈良奈良がががが県県県県庁庁庁庁前で前で前で前でもももも行行行行わわわわれました。そのれました。そのれました。そのれました。その後後後後、県、県、県、県内初内初内初内初

めての奈良めての奈良めての奈良めての奈良オオオオクトクトクトクトーーーーババババーーーーフフフフェェェェストストストスト２０１３、２０１３、２０１３、２０１３、ここここの中での中での中での中でももももビービービービールルルルをおをおをおをお飲飲飲飲みみみみになになになになっっっった方た方た方た方ももももいいいいらららら

っっっっししししゃゃゃゃるかるかるかるかと思と思と思と思いますいますいますいますがががが、職員、職員、職員、職員さんもちらさんもちらさんもちらさんもちらほほほほら見受ら見受ら見受ら見受けけけけらららられましたけれれましたけれれましたけれれましたけれどもどもどもども、、、、非非非非常に常に常に常に今今今今までまでまでまで

にない奈良のにない奈良のにない奈良のにない奈良の魅魅魅魅力力力力とととといういういういうももももののののももももつつつつくっくっくっくっていただいたていただいたていただいたていただいたと思と思と思と思います。います。います。います。何何何何よりよりよりよりもももも上上上上質質質質なななな音楽音楽音楽音楽等を、等を、等を、等を、

ここここの奈良の地での奈良の地での奈良の地での奈良の地でここここのののの歴史歴史歴史歴史をををを感感感感じじじじなななながらがらがらがら多多多多くくくくのののの皆皆皆皆さんがさんがさんがさんが本本本本当当当当にににに熱熱熱熱心心心心にににに聞聞聞聞いていいていいていいていらっらっらっらっししししゃゃゃゃっっっったたたた

姿姿姿姿をををを見見見見て、奈良のて、奈良のて、奈良のて、奈良のもともともともともともともともと持持持持っっっっているすているすているすているすばばばばららららしいしいしいしい魅魅魅魅力力力力とととといういういういうももももののののががががより一より一より一より一層層層層多多多多くくくくのののの皆皆皆皆さんさんさんさん

にににに楽楽楽楽ししししんんんんでいただいたのではないかでいただいたのではないかでいただいたのではないかでいただいたのではないかとととと感感感感じじじじているているているているところところところところででででござござござございます。います。います。います。私も私も私も私も地地地地元元元元の会の会の会の会場場場場にににに

もももも行かせていただいて、また、野村地域振興部長行かせていただいて、また、野村地域振興部長行かせていただいて、また、野村地域振興部長行かせていただいて、また、野村地域振興部長やややや課長課長課長課長ももももいいいいらっらっらっらっししししゃゃゃゃっっっったようでたようでたようでたようでござござござございまいまいまいま

すすすすがががが、本、本、本、本当当当当にそのすにそのすにそのすにそのすばばばばららららししししささささを、おを、おを、おを、お互互互互いにいにいにいに体体体体感感感感ささささ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と思と思と思と思います。います。います。います。

そそそそここここで、で、で、で、今今今今回回回回２２２２回回回回目と目と目と目となるなるなるなるここここののののムムムムジージージージークフクフクフクフェェェェストストストストについて、県について、県について、県について、県ととととしてしてしてしてどどどどのようなのようなのようなのような受受受受けけけけとととと

めをめをめをめをさささされているのかをおれているのかをおれているのかをおれているのかをお聞聞聞聞きしたいきしたいきしたいきしたいと思と思と思と思います。います。います。います。

ももももう一う一う一う一点点点点は、は、は、は、少少少少し観し観し観し観点点点点はははは違違違違いますいますいますいますがががが、、、、ちちちちょょょょううううど私どもど私どもど私どもど私どもの県議会のの県議会のの県議会のの県議会の控控控控室の室の室の室の後ろが後ろが後ろが後ろが県県県県文文文文化会化会化会化会

館館館館ででででござござござございまして、いまして、いまして、いまして、特特特特に正に正に正に正倉院倉院倉院倉院展展展展期期期期間間間間中は県中は県中は県中は県内内内内外外外外かかかからららら多多多多くくくくの方の方の方の方 々々々々ががががお越しで、県お越しで、県お越しで、県お越しで、県外ナ外ナ外ナ外ナンンンンババババ

ーのーのーのーの車が車が車が車が駐駐駐駐車車車車場場場場をををを求求求求めてめてめてめてここここのののの周周周周辺辺辺辺をををを回回回回らららられているれているれているれているシシシシーンをよーンをよーンをよーンをよく見く見く見く見かけます。かけます。かけます。かけます。特特特特にににに残残残残念念念念だなだなだなだな

あとあとあとあと感感感感じじじじておりますのは、県ておりますのは、県ておりますのは、県ておりますのは、県文文文文化会化会化会化会館館館館のののの休休休休館館館館日の月日の月日の月日の月曜曜曜曜日に日に日に日に駐駐駐駐車車車車場場場場がががが使使使使ええええないないないないことことことことによによによによっっっって、て、て、て、

県県県県外ナ外ナ外ナ外ナンンンンババババーのーのーのーの車が車が車が車が、その前に、その前に、その前に、その前にととととままままっっっって、入れない状況をて、入れない状況をて、入れない状況をて、入れない状況を見受見受見受見受けます。正けます。正けます。正けます。正倉院倉院倉院倉院展展展展には、には、には、には、非非非非

常にた常にた常にた常にたくさんくさんくさんくさんの方の方の方の方ががががいいいいらっらっらっらっししししゃゃゃゃるるるることことことことははははわわわわかかかかっっっっておきなておきなておきなておきながらがらがらがら、かつ奈良は、かつ奈良は、かつ奈良は、かつ奈良は駐駐駐駐車車車車場場場場がががが少少少少ないないないない

とととと言言言言わわわわれている中でれている中でれている中でれている中でああああるにるにるにるにももももかかかかかかかかわらわらわらわらず、公ず、公ず、公ず、公的的的的なななな駐駐駐駐車車車車場場場場がががが使使使使用さ用さ用さ用されていないれていないれていないれていないことことことことにににに非非非非常に常に常に常に

私私私私はははは疑問疑問疑問疑問をををを持持持持っっっっておりました。ておりました。ておりました。ておりました。

そそそそここここで、観光で、観光で、観光で、観光客客客客のののの利利利利便便便便性に性に性に性に寄寄寄寄与与与与するするするするとととという観いう観いう観いう観点点点点かかかから当該期ら当該期ら当該期ら当該期間間間間中の中の中の中の文文文文化会化会化会化会館館館館のののの休休休休館館館館日日日日もももも地地地地

下下下下駐駐駐駐車車車車場場場場をををを解解解解放する放する放する放するべべべべきできできできでああああるるるると思と思と思と思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、その、その、その、その辺辺辺辺のおのおのおのお考え考え考え考えをおをおをおをお聞聞聞聞かせかせかせかせ願願願願ええええれれれればばばば

と思と思と思と思います。います。います。います。

○竹田文化振興課長○竹田文化振興課長○竹田文化振興課長○竹田文化振興課長 大国副委員長か大国副委員長か大国副委員長か大国副委員長からららら２２２２点点点点ごごご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。

まず、１まず、１まず、１まず、１点点点点目目目目ででででござござござございますいますいますいますがががが、、、、今今今今回回回回ののののムムムムジージージージークフクフクフクフェェェェストストストストなななならららら２０１３の２０１３の２０１３の２０１３の結果結果結果結果を県を県を県を県ととととしてしてしてして

どどどどのようにのようにのようにのように受受受受けけけけととととめているかめているかめているかめているかとととといういういういうごごごご質問質問質問質問ででででござござござございます。います。います。います。先先先先ほほほほどどどど大国副委員長大国副委員長大国副委員長大国副委員長ががががおおおおっっっっししししゃゃゃゃ

っっっっていただいたていただいたていただいたていただいたととととおり、おり、おり、おり、６６６６月１４日か月１４日か月１４日か月１４日からららら３０日までの１７日３０日までの１７日３０日までの１７日３０日までの１７日間間間間、奈良県な、奈良県な、奈良県な、奈良県なららららではのではのではのではの世界世界世界世界遺遺遺遺

産の社産の社産の社産の社寺寺寺寺をはをはをはをはじじじじめめめめととととする１００の会する１００の会する１００の会する１００の会場場場場で２００をで２００をで２００をで２００を超超超超ええええる公る公る公る公演演演演会会会会がががが行行行行わわわわれ、れ、れ、れ、約６万約６万約６万約６万人を人を人を人を超超超超ええええ

るるるる来来来来場場場場者者者者で奈良ので奈良ので奈良ので奈良の町が町が町が町が大大大大変変変変ににににぎぎぎぎわっわっわっわったたたたところところところところででででござござござございます。います。います。います。ことことことことしはしはしはしは期期期期間間間間、また開、また開、また開、また開催催催催地を地を地を地を
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拡拡拡拡大いたしまして、会大いたしまして、会大いたしまして、会大いたしまして、会場場場場やややや演演演演奏奏奏奏のののの内容もバ内容もバ内容もバ内容もバララララエティエティエティエティーにーにーにーに富富富富んんんんだだだだもももものになりまして、のになりまして、のになりまして、のになりまして、有有有有料料料料公公公公

演演演演ではではではではドイツドイツドイツドイツかかかからららら来来来来日いたしました日いたしました日いたしました日いたしましたドドドドレスレスレスレスデデデデンンンン・フィル・フィル・フィル・フィルハハハハーーーーモニモニモニモニー管ー管ー管ー管弦弦弦弦楽楽楽楽団を団を団を団を筆頭筆頭筆頭筆頭に、に、に、に、レレレレ

ベベベベルルルルのののの高高高高いいいい演演演演奏奏奏奏をををを手ごろ手ごろ手ごろ手ごろなななな料金料金料金料金でたでたでたでたくさんくさんくさんくさんの方の方の方の方 々々々々にににに楽楽楽楽ししししんんんんでいただいたでいただいたでいただいたでいただいたと思っと思っと思っと思っております。ております。ております。ております。

特特特特ににににことことことことしにつきましては、県しにつきましては、県しにつきましては、県しにつきましては、県内内内内の社の社の社の社寺寺寺寺がががが２４社２４社２４社２４社寺寺寺寺にににに拡拡拡拡大いたしまして、そうい大いたしまして、そうい大いたしまして、そうい大いたしまして、そういっっっった社た社た社た社寺寺寺寺

でででであああありますりますりますりますととととか、か、か、か、美美美美術館術館術館術館、博、博、博、博物物物物館館館館ななななどどどど奈良奈良奈良奈良ららららしい会しい会しい会しい会場場場場で、大国副委員長で、大国副委員長で、大国副委員長で、大国副委員長ももももおおおおっっっっししししゃゃゃゃっっっっていていていてい

ただいたように、ただいたように、ただいたように、ただいたように、早早早早 々々々々とととと定員に定員に定員に定員に達達達達するなするなするなするなどどどど、奈良でしか、奈良でしか、奈良でしか、奈良でしか味味味味わわわわええええないないないない雰雰雰雰囲囲囲囲気気気気の中での中での中での中で音楽音楽音楽音楽をををを楽楽楽楽

ししししんんんんでいただいたでいただいたでいただいたでいただいたところところところところででででござござござございます。います。います。います。

まだまだまだまだ終終終終わっわっわっわって集計を開て集計を開て集計を開て集計を開始始始始したしたしたしたところところところところででででござござござございますいますいますいますがががが、公、公、公、公演演演演によりましては県によりましては県によりましては県によりましては県外外外外かかかかららららのののの参参参参

加加加加率が率が率が率が３０３０３０３０％％％％をををを超超超超ええええるるるるももももののののもござもござもござもございまして、平成２４年のいいまして、平成２４年のいいまして、平成２４年のいいまして、平成２４年のいろろろろいいいいろろろろな課な課な課な課題題題題、実、実、実、実績績績績をををを踏踏踏踏ままままええええ、、、、

ささささままままざざざざまな広報まな広報まな広報まな広報ツツツツーーーールルルルによる広報のによる広報のによる広報のによる広報の浸透浸透浸透浸透も見受も見受も見受も見受けけけけらららられたれたれたれたとととと感感感感じじじじております。また、ております。また、ております。また、ております。また、今今今今回回回回、、、、

初初初初めて県営めて県営めて県営めて県営ププププーーーールルルル跡跡跡跡地で地で地で地でもももも音楽イベ音楽イベ音楽イベ音楽イベンンンントトトトを実施を実施を実施を実施ささささせていただいたのですけれせていただいたのですけれせていただいたのですけれせていただいたのですけれどもどもどもども、、、、こちらこちらこちらこちら

ではではではでは音楽音楽音楽音楽でででで楽楽楽楽しめるしめるしめるしめる参参参参加型加型加型加型のののの企画企画企画企画ででででござござござございますいますいますいますととととか、か、か、か、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方の方の方の方 々々々々ににににももももななななじみじみじみじみののののああああ

るるるる演演演演奏奏奏奏をををを盛盛盛盛りりりり込込込込みみみみましてましてましてまして気軽気軽気軽気軽にににに楽楽楽楽ししししんんんんでいただいたでいただいたでいただいたでいただいたわわわわけでけでけでけでござござござございます。そしてまた、大国います。そしてまた、大国います。そしてまた、大国います。そしてまた、大国

副委員長副委員長副委員長副委員長ががががおおおおっっっっししししゃゃゃゃっっっっていただいたていただいたていただいたていただいたととととおり、おり、おり、おり、同同同同時開時開時開時開催催催催のののの食食食食ののののイベイベイベイベンンンントトトト、、、、アアアアーーーートトトトの関の関の関の関連連連連イベイベイベイベ

ンンンントとともトとともトとともトとともに、奈良県でに、奈良県でに、奈良県でに、奈良県で初初初初めて開めて開めて開めて開催催催催さささされましたビーれましたビーれましたビーれましたビールとルとルとルと音楽音楽音楽音楽ののののイベイベイベイベンンンントトトト、奈良、奈良、奈良、奈良オオオオクトクトクトクトーーーーババババ

ーーーーフフフフェェェェストストストスト２０１３２０１３２０１３２０１３がががが、、、、若若若若者者者者を中を中を中を中心心心心に大に大に大に大盛盛盛盛況で況で況で況でござござござございまして、いまして、いまして、いまして、ここここれれれれらムらムらムらムジージージージークフクフクフクフェェェェストストストストなななな

らららら２０１３関２０１３関２０１３関２０１３関連連連連イベイベイベイベンンンントとあわトとあわトとあわトとあわせまして、せまして、せまして、せまして、トトトトータータータータルルルルでででで約約約約１０１０１０１０万万万万人の方人の方人の方人の方 々々々々をおをおをおをお迎迎迎迎ええええするするするすることことことこと

がががができました。できました。できました。できました。今後もム今後もム今後もム今後もムジージージージークフクフクフクフェェェェストストストストななななららららをはをはをはをはじじじじめめめめととととする上する上する上する上質質質質なななな文文文文化、化、化、化、芸術芸術芸術芸術にににに触触触触れる機れる機れる機れる機

会、会、会、会、発表発表発表発表のののの場場場場をををを提提提提供供供供するするするすることことことことで、で、で、で、文文文文化の化の化の化の熱熱熱熱をををを高高高高めまして、めまして、めまして、めまして、文文文文化の力で奈良県を化の力で奈良県を化の力で奈良県を化の力で奈良県を元気元気元気元気にするにするにするにする

取取取取り組り組り組り組みみみみをををを継継継継続続続続いたしまして、地域振興いたしまして、地域振興いたしまして、地域振興いたしまして、地域振興やややや観光振興に観光振興に観光振興に観光振興にももももつなつなつなつなげげげげていきたいていきたいていきたいていきたいとととと考え考え考え考えておりまておりまておりまておりま

す。す。す。す。

２２２２点点点点目目目目ででででござござござご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、正、正、正、正倉院倉院倉院倉院展展展展期期期期間間間間中の月中の月中の月中の月曜曜曜曜日、日、日、日、文文文文化会化会化会化会館館館館のののの休休休休館館館館日に地日に地日に地日に地下下下下のののの駐駐駐駐

車車車車場場場場を開放してはを開放してはを開放してはを開放してはどどどどうかうかうかうかとととといういういういうごごごご質問質問質問質問ででででござござござございます。います。います。います。ご承ご承ご承ご承知の知の知の知のととととおり、正おり、正おり、正おり、正倉院倉院倉院倉院展展展展の開の開の開の開催催催催期期期期

間間間間中につきましては、県中につきましては、県中につきましては、県中につきましては、県内内内内外外外外かかかからららら多多多多くくくくの観光の観光の観光の観光客客客客がマがマがマがマイカイカイカイカーでお越しになーでお越しになーでお越しになーでお越しにならららられているのれているのれているのれているのがががが現現現現

状で状で状で状でござござござございます。また、現います。また、現います。また、現います。また、現在在在在、、、、登登登登大大大大路路路路のののの旧旧旧旧南の南の南の南の駐駐駐駐車車車車場場場場につきましては、本年、につきましては、本年、につきましては、本年、につきましては、本年、ゴゴゴゴーーーールルルルデデデデンンンン

ウウウウイイイイーーーークククク明けか明けか明けか明けから文ら文ら文ら文化財化財化財化財発掘発掘発掘発掘調調調調査等のため査等のため査等のため査等のため利用利用利用利用できない状況にできない状況にできない状況にできない状況にござござござございます。います。います。います。ここここのようなのようなのようなのようなここここ

ともござともござともござともございまして、いまして、いまして、いまして、私どもと私どもと私どもと私どもとしましては、しましては、しましては、しましては、文文文文化会化会化会化会館館館館のののの休休休休館館館館日における地日における地日における地日における地下下下下駐駐駐駐車車車車場場場場の共の共の共の共用用用用にににに

ついて、現ついて、現ついて、現ついて、現在在在在、観光、観光、観光、観光シシシシーズンを中ーズンを中ーズンを中ーズンを中心心心心に開放に開放に開放に開放がががができないかできないかできないかできないか検討検討検討検討をしているをしているをしているをしているところところところところででででござござござございまいまいまいま

す。す。す。す。特特特特に大国副委員長おに大国副委員長おに大国副委員長おに大国副委員長お述べ述べ述べ述べの正の正の正の正倉院倉院倉院倉院展展展展の開の開の開の開催催催催期期期期間間間間中については、た中については、た中については、た中については、たくさんくさんくさんくさんの方の方の方の方がががが奈良に奈良に奈良に奈良に

お越しになお越しになお越しになお越しにならららられるれるれるれるわわわわけでけでけでけでござござござございますので、そういいますので、そういいますので、そういいますので、そういっっっった月た月た月た月曜曜曜曜日の地日の地日の地日の地下下下下駐駐駐駐車車車車場場場場の共の共の共の共用用用用につきまにつきまにつきまにつきま
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しては、観光しては、観光しては、観光しては、観光客客客客のののの利利利利便便便便性の観性の観性の観性の観点点点点かかかからららら共共共共用用用用時の管理時の管理時の管理時の管理体制体制体制体制、職員、職員、職員、職員並並並並びに警備員のびに警備員のびに警備員のびに警備員の体制体制体制体制を整を整を整を整ええええたたたた

上で、平成２５年度か上で、平成２５年度か上で、平成２５年度か上で、平成２５年度から取ら取ら取ら取り組り組り組り組むむむむ方向で前向きに方向で前向きに方向で前向きに方向で前向きに検討検討検討検討したいしたいしたいしたいとととと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。以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。

○大国副委員長○大国副委員長○大国副委員長○大国副委員長 今今今今、、、、答答答答弁弁弁弁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文文文文化会化会化会化会館館館館のののの駐駐駐駐車車車車場場場場につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、多多多多くくくくのののの皆皆皆皆ささささ

んがんがんがんが本本本本当当当当ににににスムスムスムスムーズに奈良にお越しいただいて、そしてまた所ーズに奈良にお越しいただいて、そしてまた所ーズに奈良にお越しいただいて、そしてまた所ーズに奈良にお越しいただいて、そしてまた所期期期期のののの目的が目的が目的が目的が達達達達成できますよ成できますよ成できますよ成できますよ

うに、うに、うに、うに、鋭鋭鋭鋭意ご意ご意ご意ご努努努努力を力を力を力を引引引引きききき続続続続きよきよきよきよろろろろししししくくくくおおおお願願願願いしたいいしたいいしたいいしたいと思と思と思と思います。います。います。います。

また、また、また、また、ムムムムジージージージークフクフクフクフェェェェストストストストななななららららにつきましては、につきましては、につきましては、につきましては、フフフフェェェェイイイイスブスブスブスブッッッックククク等を等を等を等を見見見見ておりますておりますておりますておりますとととと、、、、早早早早

くも次くも次くも次くも次はははは当当当当然然然然やっやっやっやっていただけるのでしていただけるのでしていただけるのでしていただけるのでしょょょょううううねねねねとととというようないうようないうようないうようなココココメメメメンンンントも先トも先トも先トも先ほほほほどどどど確認確認確認確認ををををささささせてせてせてせて

いただきました。本いただきました。本いただきました。本いただきました。本当当当当ににににここここのののの期期期期間間間間中、１７日中、１７日中、１７日中、１７日間間間間、大、大、大、大変ご変ご変ご変ご努努努努力はいただいております。職員力はいただいております。職員力はいただいております。職員力はいただいております。職員

のののの皆皆皆皆さんさんさんさん、関係、関係、関係、関係者者者者のののの皆皆皆皆さんさんさんさんにににに並並並並 々々々々ななななららららぬぬぬぬごごごご努努努努力をいただいております力をいただいております力をいただいております力をいただいておりますことことことこと、、、、敬敬敬敬意意意意をををを表表表表したしたしたした

いいいいわわわわけでけでけでけでござござござございますいますいますいますがががが、年、年、年、年間間間間通通通通じじじじてまたてまたてまたてまた何何何何かかかかチチチチャャャャンンンンスがあスがあスがあスがあれれれればばばば、、、、少少少少しししし拡拡拡拡大して県民の大して県民の大して県民の大して県民の皆皆皆皆様様様様、、、、

ああああるいは県るいは県るいは県るいは県外外外外のののの皆皆皆皆様様様様ににににもももも奈良県に行け奈良県に行け奈良県に行け奈良県に行けばばばば本本本本当当当当に上に上に上に上質質質質なななな音楽音楽音楽音楽がががが聞聞聞聞けるけるけるけるとととといういういういうことことことことを広めていを広めていを広めていを広めてい

っっっっていただけれていただけれていただけれていただければばばばいいかないいかないいかないいかなと思と思と思と思いますし、いますし、いますし、いますし、さらさらさらさらにはにはにはには来来来来ていただいてていただいてていただいてていただいてもっともっともっともっといいいいろろろろいいいいろろろろな奈良な奈良な奈良な奈良

県のおいしい県のおいしい県のおいしい県のおいしいもももものをのをのをのを食食食食べべべべていただいて、ていただいて、ていただいて、ていただいて、願わく願わく願わく願わくばばばば奈良県に奈良県に奈良県に奈良県にもももも泊泊泊泊ままままっっっっていただいて、ていただいて、ていただいて、ていただいて、音楽音楽音楽音楽、、、、

歴史歴史歴史歴史や文や文や文や文化に化に化に化にもももも触触触触れていたただれていたただれていたただれていたただくくくく、、、、パッケパッケパッケパッケージンージンージンージンググググでそういでそういでそういでそういっっっったたたた取取取取り組り組り組り組みもみもみもみもぜひぜひぜひぜひともともともとも強強強強力力力力

にににに進進進進めていただけれめていただけれめていただけれめていただければばばばあああありりりりががががたいたいたいたいと思と思と思と思います。まだまだ県民のいます。まだまだ県民のいます。まだまだ県民のいます。まだまだ県民の皆皆皆皆様様様様もこもこもこもこの行事、の行事、の行事、の行事、どんどんどんどんななななもももも

のか知のか知のか知のか知ららららないないないないとととという方いう方いう方いう方もももも中にはい中にはい中にはい中にはいらっらっらっらっししししゃゃゃゃいます。県民挙います。県民挙います。県民挙います。県民挙げげげげててててここここのののの文文文文化化化化とととといういういういうもももものをのをのをのを再確再確再確再確

認認認認をしなをしなをしなをしながらがらがらがら、、、、特特特特にににに子ども子ども子ども子どもたたたたちちちち、生、生、生、生徒徒徒徒さんさんさんさんたたたたちちちちににににもももも大いに大いに大いに大いに参参参参加加加加をしていただいて、をしていただいて、をしていただいて、をしていただいて、次次次次の奈の奈の奈の奈

良良良良とととといういういういうもももものをしのをしのをしのをしっっっっかりかりかりかりと引と引と引と引きききき継継継継いで、いで、いで、いで、文文文文化化化化も引も引も引も引きききき継継継継いでいきたいいでいきたいいでいきたいいでいきたいと私もと私もと私もと私も感感感感じじじじておりますておりますておりますております

ので、ので、ので、ので、ぜひぜひぜひぜひともともともともまたまたまたまた引引引引きききき続続続続きのきのきのきのごごごご努努努努力をお力をお力をお力をお願願願願いしたいいしたいいしたいいしたいと思と思と思と思います。います。います。います。以以以以上で上で上で上でござござござございます。います。います。います。

○出口委員長○出口委員長○出口委員長○出口委員長 ほかはないですか。ほかはないですか。ほかはないですか。ほかはないですか。

なけれなけれなけれなければばばば、、、、質疑質疑質疑質疑ははははここここれをれをれをれをもっもっもっもってててて終終終終わらわらわらわらせていただきます。せていただきます。せていただきます。せていただきます。

次次次次に、委員長報告についてでに、委員長報告についてでに、委員長報告についてでに、委員長報告についてであああありますりますりますりますがががが、本会議で、本会議で、本会議で、本会議で反反反反対対対対討討討討論論論論ををををさささされるれるれるれる場場場場合合合合は、委員長報は、委員長報は、委員長報は、委員長報

告に告に告に告に反反反反対対対対意見意見意見意見をををを記載記載記載記載しないしないしないしないことことことことになになになになっっっっててててござござござご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、、、、どどどどうですか、共産うですか、共産うですか、共産うですか、共産党様党様党様党様。し。し。し。し

ます。はい。ます。はい。ます。はい。ます。はい。

では、議第３９号では、議第３９号では、議第３９号では、議第３９号当当当当委員会所管分委員会所管分委員会所管分委員会所管分並並並並びに議第４９号については、委員長報告にびに議第４９号については、委員長報告にびに議第４９号については、委員長報告にびに議第４９号については、委員長報告に反反反反対対対対意見意見意見意見

をををを記載記載記載記載しませしませしませしませんんんんので、よので、よので、よので、よろろろろししししくくくくおおおお願願願願いをしておきます。いをしておきます。いをしておきます。いをしておきます。

次次次次に、委員長報告についてでに、委員長報告についてでに、委員長報告についてでに、委員長報告についてであああありますりますりますりますがががが、正副委員長に、正副委員長に、正副委員長に、正副委員長にごごごご一一一一任任任任をををを願願願願ええええますでしますでしますでしますでしょょょょうか。うか。うか。うか。

（（（（「「「「異異異異議なし議なし議なし議なし」と」と」と」と呼ぶ呼ぶ呼ぶ呼ぶ者あ者あ者あ者あり）り）り）り）

あああありりりりがとがとがとがとううううござござござございました。いました。いました。いました。



---- 33337777 ----

当当当当委員会委員会委員会委員会もももも、き、き、き、きょょょょうをうをうをうをもっもっもっもって、よほて、よほて、よほて、よほどどどどの事の事の事の事情が情が情が情がないないないない限限限限りりりり終終終終わらわらわらわらせていただせていただせていただせていただくわくわくわくわけでけでけでけでござござござござ

います。います。います。います。昨昨昨昨年の７月か年の７月か年の７月か年の７月からららら委員会を開かせていただきまして、委員の委員会を開かせていただきまして、委員の委員会を開かせていただきまして、委員の委員会を開かせていただきまして、委員の先先先先生方、また理事生方、また理事生方、また理事生方、また理事者者者者のののの

皆皆皆皆さんさんさんさん方には奈良県方には奈良県方には奈良県方には奈良県政政政政発展発展発展発展のためにいのためにいのためにいのためにいろろろろいいいいろとごろとごろとごろとご審議をいただきました審議をいただきました審議をいただきました審議をいただきましたことことことことにつきまして、につきまして、につきまして、につきまして、

心心心心かかかかららららおおおお礼礼礼礼とととと感感感感謝謝謝謝をををを申申申申し上し上し上し上げげげげたいたいたいたいと思と思と思と思います。います。います。います。我我我我 々々々々、正副委員長、、正副委員長、、正副委員長、、正副委員長、ふふふふつつかでつつかでつつかでつつかでござござござございましいましいましいまし

たけれたけれたけれたけれどもどもどもども、、、、ここここのののの任任任任をををを終終終終わらわらわらわらせていただきますので、いせていただきますので、いせていただきますので、いせていただきますので、いろろろろいいいいろとあろとあろとあろとありりりりがとがとがとがとううううござござござございました。いました。いました。いました。

以以以以上を上を上を上をもちもちもちもちまして、まして、まして、まして、当当当当委員会を委員会を委員会を委員会を閉閉閉閉会会会会ささささせていただきます。せていただきます。せていただきます。せていただきます。あああありりりりがとがとがとがとううううござござござございました。いました。いました。いました。


