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南部・東部地域振興対策特別委員会記録南部・東部地域振興対策特別委員会記録南部・東部地域振興対策特別委員会記録南部・東部地域振興対策特別委員会記録

開催日時開催日時開催日時開催日時 平成２５年９月４日（水） １０：０７～１０：５４平成２５年９月４日（水） １０：０７～１０：５４平成２５年９月４日（水） １０：０７～１０：５４平成２５年９月４日（水） １０：０７～１０：５４

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 ８名８名８名８名

新谷新谷新谷新谷 綋一 委員長一 委員長一 委員長一 委員長

松尾 勇臣 副委員長松尾 勇臣 副委員長松尾 勇臣 副委員長松尾 勇臣 副委員長

尾﨑 充典 委員尾﨑 充典 委員尾﨑 充典 委員尾﨑 充典 委員

太田 敦 委員太田 敦 委員太田 敦 委員太田 敦 委員

田中 惟允 委員田中 惟允 委員田中 惟允 委員田中 惟允 委員

岡 史朗 委員岡 史朗 委員岡 史朗 委員岡 史朗 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

川口 正志 委員川口 正志 委員川口 正志 委員川口 正志 委員

欠席委員欠席委員欠席委員欠席委員 １名１名１名１名

秋本 登志嗣 委員秋本 登志嗣 委員秋本 登志嗣 委員秋本 登志嗣 委員

出席理事者出席理事者出席理事者出席理事者 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

福谷 農林部長福谷 農林部長福谷 農林部長福谷 農林部長

大庭 県土マネジメント部長 ほか、関係職員大庭 県土マネジメント部長 ほか、関係職員大庭 県土マネジメント部長 ほか、関係職員大庭 県土マネジメント部長 ほか、関係職員

傍 聴 者傍 聴 者傍 聴 者傍 聴 者 ２名２名２名２名

議 事議 事議 事議 事

（１）２５年度主要施策の概要について（１）２５年度主要施策の概要について（１）２５年度主要施策の概要について（１）２５年度主要施策の概要について

（２）その他（２）その他（２）その他（２）その他

＜会議の経過＞＜会議の経過＞＜会議の経過＞＜会議の経過＞

○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長 それでは、ただいまから南部・東部地域振興対策特別委員会を開会いたしそれでは、ただいまから南部・東部地域振興対策特別委員会を開会いたしそれでは、ただいまから南部・東部地域振興対策特別委員会を開会いたしそれでは、ただいまから南部・東部地域振興対策特別委員会を開会いたし

ます。ます。ます。ます。

２名の方から傍聴の申し出がありましたが、認めることとしてよろしいですか。２名の方から傍聴の申し出がありましたが、認めることとしてよろしいですか。２名の方から傍聴の申し出がありましたが、認めることとしてよろしいですか。２名の方から傍聴の申し出がありましたが、認めることとしてよろしいですか。

（（（（「「「「はい」と呼ぶ者あり）はい」と呼ぶ者あり）はい」と呼ぶ者あり）はい」と呼ぶ者あり）

○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長 それでは、入ってください。それでは、入ってください。それでは、入ってください。それでは、入ってください。

議事に先立ちまして一言ご挨拶申し上げたいと思います。議事に先立ちまして一言ご挨拶申し上げたいと思います。議事に先立ちまして一言ご挨拶申し上げたいと思います。議事に先立ちまして一言ご挨拶申し上げたいと思います。

先般役員改選がございまして、私と松尾議員が正副委員長に選任を受けました。微力で先般役員改選がございまして、私と松尾議員が正副委員長に選任を受けました。微力で先般役員改選がございまして、私と松尾議員が正副委員長に選任を受けました。微力で先般役員改選がございまして、私と松尾議員が正副委員長に選任を受けました。微力で

ございますが、懸命の努力をして頑張りたいと思っておりますので、理事者並びに委員各ございますが、懸命の努力をして頑張りたいと思っておりますので、理事者並びに委員各ございますが、懸命の努力をして頑張りたいと思っておりますので、理事者並びに委員各ございますが、懸命の努力をして頑張りたいと思っておりますので、理事者並びに委員各
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位の格別のご協力をよろしくお願い申し上げます。一言申し上げまして挨拶といたします。位の格別のご協力をよろしくお願い申し上げます。一言申し上げまして挨拶といたします。位の格別のご協力をよろしくお願い申し上げます。一言申し上げまして挨拶といたします。位の格別のご協力をよろしくお願い申し上げます。一言申し上げまして挨拶といたします。

ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。

それでは、委員会が構成されまして初めての委員会でございますので、委員より自己紹それでは、委員会が構成されまして初めての委員会でございますので、委員より自己紹それでは、委員会が構成されまして初めての委員会でございますので、委員より自己紹それでは、委員会が構成されまして初めての委員会でございますので、委員より自己紹

介をお願いいたします。介をお願いいたします。介をお願いいたします。介をお願いいたします。

○松尾副委員長○松尾副委員長○松尾副委員長○松尾副委員長 副委員長の松尾です。よろしくお願いします。副委員長の松尾です。よろしくお願いします。副委員長の松尾です。よろしくお願いします。副委員長の松尾です。よろしくお願いします。

○国中委員○国中委員○国中委員○国中委員 国中です。国中です。国中です。国中です。

○田中委員○田中委員○田中委員○田中委員 田中惟允です。どうぞよろしくお願いします。田中惟允です。どうぞよろしくお願いします。田中惟允です。どうぞよろしくお願いします。田中惟允です。どうぞよろしくお願いします。

○尾﨑委員○尾﨑委員○尾﨑委員○尾﨑委員 尾﨑です。よろしくお願いします。尾﨑です。よろしくお願いします。尾﨑です。よろしくお願いします。尾﨑です。よろしくお願いします。

○太田委員○太田委員○太田委員○太田委員 太田です。よろしくお願いします。太田です。よろしくお願いします。太田です。よろしくお願いします。太田です。よろしくお願いします。

○川口委員○川口委員○川口委員○川口委員 川口です。川口です。川口です。川口です。

○岡委員○岡委員○岡委員○岡委員 岡です。よろしくお願いします。岡です。よろしくお願いします。岡です。よろしくお願いします。岡です。よろしくお願いします。

○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長 ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。

なお、秋本委員は欠席という報告が来ておりますので、ご了承を願いたいと思います。なお、秋本委員は欠席という報告が来ておりますので、ご了承を願いたいと思います。なお、秋本委員は欠席という報告が来ておりますので、ご了承を願いたいと思います。なお、秋本委員は欠席という報告が来ておりますので、ご了承を願いたいと思います。

それでは、事務局の紹介をお願いいたします。それでは、事務局の紹介をお願いいたします。それでは、事務局の紹介をお願いいたします。それでは、事務局の紹介をお願いいたします。

○古市事務局次長○古市事務局次長○古市事務局次長○古市事務局次長 事務局次長の古市でございます。どうぞよろしくお願いします。事務局次長の古市でございます。どうぞよろしくお願いします。事務局次長の古市でございます。どうぞよろしくお願いします。事務局次長の古市でございます。どうぞよろしくお願いします。

担当書記は議事課の吉田課長、そして政務調査課の大垣主査でございます。どうぞよろ担当書記は議事課の吉田課長、そして政務調査課の大垣主査でございます。どうぞよろ担当書記は議事課の吉田課長、そして政務調査課の大垣主査でございます。どうぞよろ担当書記は議事課の吉田課長、そして政務調査課の大垣主査でございます。どうぞよろ

しくお願いします。以上です。しくお願いします。以上です。しくお願いします。以上です。しくお願いします。以上です。

○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長 続きまして、理事者の紹介に入りたいと思います。当委員会の所管事項及続きまして、理事者の紹介に入りたいと思います。当委員会の所管事項及続きまして、理事者の紹介に入りたいと思います。当委員会の所管事項及続きまして、理事者の紹介に入りたいと思います。当委員会の所管事項及

び出席を求める理事者につきましては、去る７月１２日の正副委員長会議でお手元に配付び出席を求める理事者につきましては、去る７月１２日の正副委員長会議でお手元に配付び出席を求める理事者につきましては、去る７月１２日の正副委員長会議でお手元に配付び出席を求める理事者につきましては、去る７月１２日の正副委員長会議でお手元に配付

されているとおりでございますので、ご了承願いたいと思います。されているとおりでございますので、ご了承願いたいと思います。されているとおりでございますので、ご了承願いたいと思います。されているとおりでございますので、ご了承願いたいと思います。

それでは、南部東部振興監、農林部長、県土マネジメント部長の順に、自己紹介の後、それでは、南部東部振興監、農林部長、県土マネジメント部長の順に、自己紹介の後、それでは、南部東部振興監、農林部長、県土マネジメント部長の順に、自己紹介の後、それでは、南部東部振興監、農林部長、県土マネジメント部長の順に、自己紹介の後、

関係次長、関係課長のご紹介をお願いいたします。関係次長、関係課長のご紹介をお願いいたします。関係次長、関係課長のご紹介をお願いいたします。関係次長、関係課長のご紹介をお願いいたします。

○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 南部東部振興監の辻本でございます。どうぞよろしくお願いいた南部東部振興監の辻本でございます。どうぞよろしくお願いいた南部東部振興監の辻本でございます。どうぞよろしくお願いいた南部東部振興監の辻本でございます。どうぞよろしくお願いいた

します。します。します。します。

南部東部振興監所管の課・室長を紹介いたします。南部東部振興監所管の課・室長を紹介いたします。南部東部振興監所管の課・室長を紹介いたします。南部東部振興監所管の課・室長を紹介いたします。

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

○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 よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。

○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 それから、尾登復旧・復興推進室長でございます。それから、尾登復旧・復興推進室長でございます。それから、尾登復旧・復興推進室長でございます。それから、尾登復旧・復興推進室長でございます。

○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 尾登です。よろしくお願いします。尾登です。よろしくお願いします。尾登です。よろしくお願いします。尾登です。よろしくお願いします。

○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 どうぞよろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。
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○福谷農林部長○福谷農林部長○福谷農林部長○福谷農林部長 農林部長の福谷でございます。よろしくお願いいたします。農林部長の福谷でございます。よろしくお願いいたします。農林部長の福谷でございます。よろしくお願いいたします。農林部長の福谷でございます。よろしくお願いいたします。

続きまして、農林部の出席者の紹介をいたします。続きまして、農林部の出席者の紹介をいたします。続きまして、農林部の出席者の紹介をいたします。続きまして、農林部の出席者の紹介をいたします。

林務担当、田中農林部次長でございます。林務担当、田中農林部次長でございます。林務担当、田中農林部次長でございます。林務担当、田中農林部次長でございます。

○田中農林部次長（林務担当）○田中農林部次長（林務担当）○田中農林部次長（林務担当）○田中農林部次長（林務担当） 田中でございます。よろしくお願いします。田中でございます。よろしくお願いします。田中でございます。よろしくお願いします。田中でございます。よろしくお願いします。

○福谷農林部長○福谷農林部長○福谷農林部長○福谷農林部長 馬場林業振興課長でございます。馬場林業振興課長でございます。馬場林業振興課長でございます。馬場林業振興課長でございます。

○馬場林業振興課長○馬場林業振興課長○馬場林業振興課長○馬場林業振興課長 馬場です。よろしくお願いします。馬場です。よろしくお願いします。馬場です。よろしくお願いします。馬場です。よろしくお願いします。

○福谷農林部長○福谷農林部長○福谷農林部長○福谷農林部長 岡野奈良の木ブランド課長でございます。岡野奈良の木ブランド課長でございます。岡野奈良の木ブランド課長でございます。岡野奈良の木ブランド課長でございます。

○岡野奈良の木ブランド課長○岡野奈良の木ブランド課長○岡野奈良の木ブランド課長○岡野奈良の木ブランド課長 岡野でございます。どうぞよろしくお願いします。岡野でございます。どうぞよろしくお願いします。岡野でございます。どうぞよろしくお願いします。岡野でございます。どうぞよろしくお願いします。

○福谷農林部長○福谷農林部長○福谷農林部長○福谷農林部長 佐野森林整備課長でございます。佐野森林整備課長でございます。佐野森林整備課長でございます。佐野森林整備課長でございます。

○佐野森林整備課長○佐野森林整備課長○佐野森林整備課長○佐野森林整備課長 佐野です。よろしくお願いします。佐野です。よろしくお願いします。佐野です。よろしくお願いします。佐野です。よろしくお願いします。

○福谷農林部長○福谷農林部長○福谷農林部長○福谷農林部長 以上、農林部出席者でございます。よろしくお願いをいたします。以上、農林部出席者でございます。よろしくお願いをいたします。以上、農林部出席者でございます。よろしくお願いをいたします。以上、農林部出席者でございます。よろしくお願いをいたします。

○大庭県土マネジメント部長○大庭県土マネジメント部長○大庭県土マネジメント部長○大庭県土マネジメント部長 県土マネジメント部長大庭でございます。よろしくお願い県土マネジメント部長大庭でございます。よろしくお願い県土マネジメント部長大庭でございます。よろしくお願い県土マネジメント部長大庭でございます。よろしくお願い

いたします。いたします。いたします。いたします。

県土マネジメント部及びまちづくり推進局の職員の紹介をさせていただきます。県土マネジメント部及びまちづくり推進局の職員の紹介をさせていただきます。県土マネジメント部及びまちづくり推進局の職員の紹介をさせていただきます。県土マネジメント部及びまちづくり推進局の職員の紹介をさせていただきます。

県土マネジメント部次長の金剛でございます。県土マネジメント部次長の金剛でございます。県土マネジメント部次長の金剛でございます。県土マネジメント部次長の金剛でございます。

○金剛県土マネジメント部次長（技術担当）○金剛県土マネジメント部次長（技術担当）○金剛県土マネジメント部次長（技術担当）○金剛県土マネジメント部次長（技術担当） 金剛でございます。どうぞよろしくお願い金剛でございます。どうぞよろしくお願い金剛でございます。どうぞよろしくお願い金剛でございます。どうぞよろしくお願い

します。します。します。します。

○大庭県土マネジメント部長○大庭県土マネジメント部長○大庭県土マネジメント部長○大庭県土マネジメント部長 まちづくり推進局次長の牛嶋でございます。まちづくり推進局次長の牛嶋でございます。まちづくり推進局次長の牛嶋でございます。まちづくり推進局次長の牛嶋でございます。

○牛嶋まちづくり推進局次長○牛嶋まちづくり推進局次長○牛嶋まちづくり推進局次長○牛嶋まちづくり推進局次長 牛嶋でございます。どうぞよろしくお願いします。牛嶋でございます。どうぞよろしくお願いします。牛嶋でございます。どうぞよろしくお願いします。牛嶋でございます。どうぞよろしくお願いします。

○大庭県土マネジメント部長○大庭県土マネジメント部長○大庭県土マネジメント部長○大庭県土マネジメント部長 道路建道路建道路建道路建設設設設課長の新課長の新課長の新課長の新屋屋屋屋でございます。でございます。でございます。でございます。

○新屋道路建設課長○新屋道路建設課長○新屋道路建設課長○新屋道路建設課長 新新新新屋屋屋屋でございます。よろしくお願いします。でございます。よろしくお願いします。でございます。よろしくお願いします。でございます。よろしくお願いします。

○大庭県土マネジメント部長○大庭県土マネジメント部長○大庭県土マネジメント部長○大庭県土マネジメント部長 道路管理課長の道路管理課長の道路管理課長の道路管理課長の梅原梅原梅原梅原でございます。でございます。でございます。でございます。

○梅原道路管理課長○梅原道路管理課長○梅原道路管理課長○梅原道路管理課長 梅原梅原梅原梅原です。よろしくお願いします。です。よろしくお願いします。です。よろしくお願いします。です。よろしくお願いします。

○大庭県土マネジメント部長○大庭県土マネジメント部長○大庭県土マネジメント部長○大庭県土マネジメント部長 河河河河川課長の平岡でございます。川課長の平岡でございます。川課長の平岡でございます。川課長の平岡でございます。

○平岡河川課長○平岡河川課長○平岡河川課長○平岡河川課長 平岡です。よろしくお願いします。平岡です。よろしくお願いします。平岡です。よろしくお願いします。平岡です。よろしくお願いします。

○大庭県土マネジメント部長○大庭県土マネジメント部長○大庭県土マネジメント部長○大庭県土マネジメント部長 砂防砂防砂防砂防課長の福嶋でございます。課長の福嶋でございます。課長の福嶋でございます。課長の福嶋でございます。

○福嶋砂防課長○福嶋砂防課長○福嶋砂防課長○福嶋砂防課長 福嶋です。よろしくお願いします。福嶋です。よろしくお願いします。福嶋です。よろしくお願いします。福嶋です。よろしくお願いします。

○大庭県土マネジメント部長○大庭県土マネジメント部長○大庭県土マネジメント部長○大庭県土マネジメント部長 深層崩壊深層崩壊深層崩壊深層崩壊対策室長の対策室長の対策室長の対策室長の永永永永田でございます。田でございます。田でございます。田でございます。

○永田深層崩壊対策室長○永田深層崩壊対策室長○永田深層崩壊対策室長○永田深層崩壊対策室長 永永永永田です。よろしくお願いします。田です。よろしくお願いします。田です。よろしくお願いします。田です。よろしくお願いします。

○大庭県土マネジメント部長○大庭県土マネジメント部長○大庭県土マネジメント部長○大庭県土マネジメント部長 以上でございます。以上でございます。以上でございます。以上でございます。
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○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長 ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。

次に、委員会の次に、委員会の次に、委員会の次に、委員会の運営運営運営運営についてでございますが、お手元に委員会のについてでございますが、お手元に委員会のについてでございますが、お手元に委員会のについてでございますが、お手元に委員会の設置等設置等設置等設置等に関する申しに関する申しに関する申しに関する申し合合合合

わわわわせ事項を配付しておりますので、よろしくお願い申し上げます。調査せ事項を配付しておりますので、よろしくお願い申し上げます。調査せ事項を配付しておりますので、よろしくお願い申し上げます。調査せ事項を配付しておりますので、よろしくお願い申し上げます。調査期間終期間終期間終期間終了了了了時時時時にそのにそのにそのにその

成成成成果果果果を本会議で報告すること及び委員を本会議で報告すること及び委員を本会議で報告すること及び委員を本会議で報告すること及び委員間討間討間討間討議の方議の方議の方議の方法法法法による議による議による議による議論論論論をををを行行行行うこととなっておりまうこととなっておりまうこととなっておりまうこととなっておりま

すので、よろしくお願いをしておきます。すので、よろしくお願いをしておきます。すので、よろしくお願いをしておきます。すので、よろしくお願いをしておきます。

それでは、お手元に配付をしております南部・東部地域振興対策特別委員会のそれでは、お手元に配付をしております南部・東部地域振興対策特別委員会のそれでは、お手元に配付をしております南部・東部地域振興対策特別委員会のそれでは、お手元に配付をしております南部・東部地域振興対策特別委員会の運営運営運営運営につにつにつにつ

いてをいてをいてをいてを説明説明説明説明させていただきます。させていただきます。させていただきます。させていただきます。

簡単簡単簡単簡単に申し上げたいと思いますが、１つは所管事項及び調査に申し上げたいと思いますが、１つは所管事項及び調査に申し上げたいと思いますが、１つは所管事項及び調査に申し上げたいと思いますが、１つは所管事項及び調査審審審審査事務については、まず査事務については、まず査事務については、まず査事務については、まず

当委員会の所管事項として南部・東部地域の振興に関すること。そして、調査並びに当委員会の所管事項として南部・東部地域の振興に関すること。そして、調査並びに当委員会の所管事項として南部・東部地域の振興に関すること。そして、調査並びに当委員会の所管事項として南部・東部地域の振興に関すること。そして、調査並びに審審審審査査査査

事務は南部振興事務は南部振興事務は南部振興事務は南部振興計画計画計画計画に関すること、東部振興に関すること、東部振興に関すること、東部振興に関すること、東部振興計画計画計画計画に関することとなっております。に関することとなっております。に関することとなっております。に関することとなっております。今今今今後議後議後議後議

論論論論をををを深深深深めていただき、課めていただき、課めていただき、課めていただき、課題題題題をををを絞絞絞絞りりりり込ん込ん込ん込んでまいりたいとでまいりたいとでまいりたいとでまいりたいと考え考え考え考えておりますので、よろしくお願ておりますので、よろしくお願ておりますので、よろしくお願ておりますので、よろしくお願

い申し上げます。い申し上げます。い申し上げます。い申し上げます。

次に、２の委員会の次に、２の委員会の次に、２の委員会の次に、２の委員会の運営運営運営運営についてでございますが、平成２７年２月についてでございますが、平成２７年２月についてでございますが、平成２７年２月についてでございますが、平成２７年２月定例定例定例定例県議会までとな県議会までとな県議会までとな県議会までとな

っておりますので、よろしくお願いしておきます。成っておりますので、よろしくお願いしておきます。成っておりますので、よろしくお願いしておきます。成っておりますので、よろしくお願いしておきます。成果果果果をををを取取取取りまとめることにいたしましりまとめることにいたしましりまとめることにいたしましりまとめることにいたしまし

ては、委員ては、委員ては、委員ては、委員間討間討間討間討議による議議による議議による議議による議論論論論をををを行行行行いながらいながらいながらいながら必必必必要に要に要に要に応じ応じ応じ応じて委員のて委員のて委員のて委員のみみみみによる委員会の開による委員会の開による委員会の開による委員会の開催も行催も行催も行催も行

っていきたいとっていきたいとっていきたいとっていきたいと考え考え考え考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。ておりますので、よろしくお願い申し上げます。ておりますので、よろしくお願い申し上げます。ておりますので、よろしくお願い申し上げます。

３３３３の当の当の当の当面面面面ののののスケスケスケスケジジジジュールュールュールュールでございますが、でございますが、でございますが、でございますが、今今今今年度のおお年度のおお年度のおお年度のおおむねむねむねむねのののの予定予定予定予定を入れております。を入れております。を入れております。を入れております。

それにそれにそれにそれに沿沿沿沿って委員会って委員会って委員会って委員会運営運営運営運営をををを行行行行いまして、来年、平成２いまして、来年、平成２いまして、来年、平成２いまして、来年、平成２６６６６年年年年６６６６月月月月定例定例定例定例県議会では中県議会では中県議会では中県議会では中間間間間報告を報告を報告を報告を

行行行行いたいといたいといたいといたいと考え考え考え考えておりますので、よろしくお願いをしておきます。ておりますので、よろしくお願いをしておきます。ておりますので、よろしくお願いをしておきます。ておりますので、よろしくお願いをしておきます。

それでは、続いて、それでは、続いて、それでは、続いて、それでは、続いて、意見意見意見意見がありましたらがありましたらがありましたらがありましたら発発発発言願いたいと思いますので、よろしくお願い言願いたいと思いますので、よろしくお願い言願いたいと思いますので、よろしくお願い言願いたいと思いますので、よろしくお願い

をいたします。ありませをいたします。ありませをいたします。ありませをいたします。ありませんんんんか。か。か。か。

（（（（「「「「なし」と呼ぶ者あり）なし」と呼ぶ者あり）なし」と呼ぶ者あり）なし」と呼ぶ者あり）

○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長 それでは、当委員会は調査並びにそれでは、当委員会は調査並びにそれでは、当委員会は調査並びにそれでは、当委員会は調査並びに審審審審査におきまして委員査におきまして委員査におきまして委員査におきまして委員間討間討間討間討議の議の議の議の時間時間時間時間をとをとをとをと

りながら進めたいと思っております。次に、事務りながら進めたいと思っております。次に、事務りながら進めたいと思っております。次に、事務りながら進めたいと思っております。次に、事務分掌表分掌表分掌表分掌表、新、新、新、新規規規規事業の事業の事業の事業の内容内容内容内容及び事業及び事業及び事業及び事業実実実実施施施施予予予予

定箇定箇定箇定箇所所所所資料資料資料資料を、お手元に配付いたしておりますので、を、お手元に配付いたしておりますので、を、お手元に配付いたしておりますので、を、お手元に配付いたしておりますので、参考参考参考参考におにおにおにお目通目通目通目通しをいただきたいとしをいただきたいとしをいただきたいとしをいただきたいと存存存存

じじじじます。ます。ます。ます。

それでは、それでは、それでは、それでは、案件案件案件案件に入ります。平成２５年度主要施策の概要については、南部東部振興監、に入ります。平成２５年度主要施策の概要については、南部東部振興監、に入ります。平成２５年度主要施策の概要については、南部東部振興監、に入ります。平成２５年度主要施策の概要については、南部東部振興監、

農林部長、県土マネジメント部長の順に農林部長、県土マネジメント部長の順に農林部長、県土マネジメント部長の順に農林部長、県土マネジメント部長の順に説明説明説明説明を願います。を願います。を願います。を願います。

なお、南部東部振興監からなお、南部東部振興監からなお、南部東部振興監からなお、南部東部振興監から紀伊半島紀伊半島紀伊半島紀伊半島大水大水大水大水害害害害復旧・復興の復旧・復興の復旧・復興の復旧・復興の現状現状現状現状とととと取取取取りりりり組み組み組み組みについて報告しについて報告しについて報告しについて報告し

たいとの申し出がありましたので、あたいとの申し出がありましたので、あたいとの申し出がありましたので、あたいとの申し出がありましたので、あわわわわせて報告を願います。せて報告を願います。せて報告を願います。せて報告を願います。
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○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、平成２５年度の主要施策の概要のうち、南部東部振興それでは、平成２５年度の主要施策の概要のうち、南部東部振興それでは、平成２５年度の主要施策の概要のうち、南部東部振興それでは、平成２５年度の主要施策の概要のうち、南部東部振興

監所管の事業について監所管の事業について監所管の事業について監所管の事業について説明説明説明説明をさせていただきます。をさせていただきます。をさせていただきます。をさせていただきます。

まず、まず、まず、まず、資料資料資料資料「平成２５年度主要施策の概要」１２「平成２５年度主要施策の概要」１２「平成２５年度主要施策の概要」１２「平成２５年度主要施策の概要」１２ペーペーペーページ、くらしのジ、くらしのジ、くらしのジ、くらしの向向向向上、上、上、上、学学学学びのびのびのびの支援支援支援支援のののの

１、１、１、１、家家家家庭・地域・庭・地域・庭・地域・庭・地域・学校学校学校学校の協の協の協の協働働働働によるによるによるによる教育教育教育教育の充の充の充の充実実実実。。。。（２）地域の（２）地域の（２）地域の（２）地域の教育教育教育教育力の充力の充力の充力の充実実実実でございますでございますでございますでございます。。。。

まず、いのちのまず、いのちのまず、いのちのまず、いのちの教育教育教育教育のののの展展展展開事業ということで、うだ・開事業ということで、うだ・開事業ということで、うだ・開事業ということで、うだ・アニアニアニアニママママルパークルパークルパークルパークにおきまして、におきまして、におきまして、におきまして、動物動物動物動物

とととと人間人間人間人間とのかかとのかかとのかかとのかかわわわわりをりをりをりを通通通通して命の大して命の大して命の大して命の大切切切切さをさをさをさを学学学学ぶためのいのちのぶためのいのちのぶためのいのちのぶためのいのちの教育教育教育教育事業を事業を事業を事業を展展展展開しておりま開しておりま開しておりま開しておりま

す。す。す。す。モデル校モデル校モデル校モデル校につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、現在３現在３現在３現在３４４４４小学校小学校小学校小学校でででで行行行行っております。いのちのっております。いのちのっております。いのちのっております。いのちの教育教育教育教育のののの研究研究研究研究会会会会

につきましては、２につきましては、２につきましては、２につきましては、２回回回回のののの実実実実施を施を施を施を予定予定予定予定しております。しております。しております。しております。

続きまして、１続きまして、１続きまして、１続きまして、１６ペー６ペー６ペー６ページ、ジ、ジ、ジ、紀伊半島紀伊半島紀伊半島紀伊半島大水大水大水大水害害害害からの復旧・復興、からの復旧・復興、からの復旧・復興、からの復旧・復興、被災被災被災被災地域の地域の地域の地域の迅速迅速迅速迅速な立ちな立ちな立ちな立ち直直直直

り・り・り・り・回回回回復でございます。復旧・復興の復でございます。復旧・復興の復でございます。復旧・復興の復でございます。復旧・復興の紀伊半島紀伊半島紀伊半島紀伊半島大水大水大水大水害害害害復旧・復興推進事業ですけれど復旧・復興推進事業ですけれど復旧・復興推進事業ですけれど復旧・復興推進事業ですけれどもももも、、、、

紀伊半島紀伊半島紀伊半島紀伊半島大水大水大水大水害害害害復旧・復興に関する復旧・復興に関する復旧・復興に関する復旧・復興に関するシシシシンンンンポポポポジジジジウムウムウムウムにつきましては、あす９月５日、かしはにつきましては、あす９月５日、かしはにつきましては、あす９月５日、かしはにつきましては、あす９月５日、かしは

らららら万葉ホール万葉ホール万葉ホール万葉ホールにて開にて開にて開にて開催催催催するするするする予定予定予定予定でございます。でございます。でございます。でございます。

ふふふふるさと復興協力るさと復興協力るさと復興協力るさと復興協力隊設置隊設置隊設置隊設置事業につきましては、事業につきましては、事業につきましては、事業につきましては、被災被災被災被災者者者者等等等等のののの生活再生活再生活再生活再建、あるいは建、あるいは建、あるいは建、あるいは産産産産業・業・業・業・観観観観

光光光光の復興の復興の復興の復興支援支援支援支援、、、、集落集落集落集落のののの維持維持維持維持・・・・活性化活性化活性化活性化をををを支援支援支援支援するするするする人材人材人材人材を県がを県がを県がを県が採用採用採用採用し、市し、市し、市し、市町村町村町村町村に配に配に配に配置置置置しているしているしているしている

もももものでございます。のでございます。のでございます。のでございます。現在現在現在現在１０市１０市１０市１０市町村町村町村町村に１に１に１に１６６６６名を配名を配名を配名を配置置置置しております。しております。しております。しております。

続きまして、２１続きまして、２１続きまして、２１続きまして、２１ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、同じ同じ同じ同じくくくく紀伊半島紀伊半島紀伊半島紀伊半島大水大水大水大水害害害害からの復旧・復興、地域のからの復旧・復興、地域のからの復旧・復興、地域のからの復旧・復興、地域の再生再生再生再生・・・・再再再再興興興興

にかかにかかにかかにかかわわわわる事業でございます。新る事業でございます。新る事業でございます。新る事業でございます。新規規規規事業、地域事業、地域事業、地域事業、地域産産産産業復興業復興業復興業復興プロプロプロプロジジジジェクェクェクェクト推進事業でございまト推進事業でございまト推進事業でございまト推進事業でございま

す。これにつきましては、本年１１月２す。これにつきましては、本年１１月２す。これにつきましては、本年１１月２す。これにつきましては、本年１１月２３３３３日、２４日に川上日、２４日に川上日、２４日に川上日、２４日に川上村村村村の大の大の大の大滝ダム滝ダム滝ダム滝ダムののののダムサイダムサイダムサイダムサイトトトト等等等等

でなでなでなでなんゆんゆんゆんゆうううう祭祭祭祭、平、平、平、平仮仮仮仮名で「な名で「な名で「な名で「なんゆんゆんゆんゆうううう」」」」、いろいろな、いろいろな、いろいろな、いろいろな意味意味意味意味、南の、南の、南の、南の遊遊遊遊ぶとか、ぶとか、ぶとか、ぶとか、余裕余裕余裕余裕とかそういとかそういとかそういとかそうい

うううう意味意味意味意味をかけまして、なをかけまして、なをかけまして、なをかけまして、なんゆんゆんゆんゆうううう祭祭祭祭と命名をしましたけれどと命名をしましたけれどと命名をしましたけれどと命名をしましたけれどもももも、それを、それを、それを、それを行行行行うううう予定予定予定予定でございまでございまでございまでございま

して、県のして、県のして、県のして、県の負負負負担金を担金を担金を担金を組ん組ん組ん組んでおります。この場では南部地域のでおります。この場では南部地域のでおります。この場では南部地域のでおります。この場では南部地域の物産展物産展物産展物産展、あるいはそまびと大、あるいはそまびと大、あるいはそまびと大、あるいはそまびと大

会、これ会、これ会、これ会、これももももかつて川上かつて川上かつて川上かつて川上村村村村ででででややややっていたっていたっていたっていたもももものを復のを復のを復のを復活活活活させる。あるいはさせる。あるいはさせる。あるいはさせる。あるいは村村村村おこしおこしおこしおこし弁弁弁弁当の当の当の当の王座決王座決王座決王座決

定戦定戦定戦定戦。それから、。それから、。それから、。それから、スロースロースロースローラララライフイフイフイフのののの全全全全国大会国大会国大会国大会等等等等をををを行行行行うううう予定予定予定予定でございます。でございます。でございます。でございます。

続きまして、新続きまして、新続きまして、新続きまして、新規規規規事業の事業の事業の事業のヘルスツーリズム研究ヘルスツーリズム研究ヘルスツーリズム研究ヘルスツーリズム研究開開開開発発発発事業でございますけれど事業でございますけれど事業でございますけれど事業でございますけれどもももも、これに、これに、これに、これに

つきましては自つきましては自つきましては自つきましては自然然然然などの地域などの地域などの地域などの地域資源資源資源資源ととととヘルスツーリズムヘルスツーリズムヘルスツーリズムヘルスツーリズムのののの考え考え考え考え方を方を方を方を組み合わ組み合わ組み合わ組み合わせた新しいせた新しいせた新しいせた新しいタイタイタイタイ

ププププのののの旅行商品旅行商品旅行商品旅行商品を開を開を開を開発発発発しようとするしようとするしようとするしようとするもももものでございまして、のでございまして、のでございまして、のでございまして、モニターツアーモニターツアーモニターツアーモニターツアーをををを実実実実施する施する施する施する予定予定予定予定でででで

ございます。ございます。ございます。ございます。

（４）（４）（４）（４）移住移住移住移住・・・・定住定住定住定住のののの促促促促進進進進等等等等のののの定住定住定住定住・・・・交流促交流促交流促交流促進による地域復興推進事業につきましては、進による地域復興推進事業につきましては、進による地域復興推進事業につきましては、進による地域復興推進事業につきましては、

ＵターＵターＵターＵターンあるいはンあるいはンあるいはンあるいはＩターＩターＩターＩターン、またン、またン、またン、また二二二二地域地域地域地域居住居住居住居住についてのについてのについてのについての情情情情報報報報発信発信発信発信、、、、ニーズニーズニーズニーズ調査を調査を調査を調査を実実実実施する施する施する施する

もももものでございます。のでございます。のでございます。のでございます。



---- 6666 ----

２２２２３ペー３ペー３ペー３ページ、中南ジ、中南ジ、中南ジ、中南和和和和・東部地域の振興でございます。新・東部地域の振興でございます。新・東部地域の振興でございます。新・東部地域の振興でございます。新規規規規事業の東部をよくする事業の東部をよくする事業の東部をよくする事業の東部をよくするプロプロプロプロジジジジ

ェクェクェクェクト推進事業でございますけれどト推進事業でございますけれどト推進事業でございますけれどト推進事業でございますけれどもももも、大、大、大、大和高原和高原和高原和高原（東吉野）地域の（東吉野）地域の（東吉野）地域の（東吉野）地域の観光観光観光観光振興に新たに振興に新たに振興に新たに振興に新たに取取取取りりりり

組ん組ん組ん組んでいるでいるでいるでいるもももものでございます。のでございます。のでございます。のでございます。

２５２５２５２５ペーペーペーページ、４地域ジ、４地域ジ、４地域ジ、４地域資源資源資源資源をををを活用活用活用活用したしたしたした観光観光観光観光・・・・交流交流交流交流・・・・定住定住定住定住のののの促促促促進（１）中南進（１）中南進（１）中南進（１）中南和観光和観光和観光和観光の振興での振興での振興での振興で

ございます。本日ございます。本日ございます。本日ございます。本日午午午午後に当委員会で調査をいただきます、うだ・後に当委員会で調査をいただきます、うだ・後に当委員会で調査をいただきます、うだ・後に当委員会で調査をいただきます、うだ・アニアニアニアニママママルパークルパークルパークルパーク関関関関連連連連の事の事の事の事

業を業を業を業を３３３３つ主つ主つ主つ主催催催催しております。しております。しております。しております。

まずまずまずまず、、、、「うだ」の「うだ」の「うだ」の「うだ」の魅魅魅魅力力力力発信発信発信発信事業におきましては、事業におきましては、事業におきましては、事業におきましては、アニアニアニアニママママルパークルパークルパークルパークのののの魅魅魅魅力を力を力を力をＰＲＰＲＰＲＰＲするするするするシシシシンンンン

ボルイベボルイベボルイベボルイベントのントのントのントの実実実実施、あるいは来施、あるいは来施、あるいは来施、あるいは来園園園園者の者の者の者の増加増加増加増加にににに向向向向けたメけたメけたメけたメディア等へディア等へディア等へディア等へのののの情情情情報報報報発信発信発信発信をををを実実実実施する施する施する施する

予定予定予定予定でございます。でございます。でございます。でございます。

うだ・うだ・うだ・うだ・アニアニアニアニママママルパークルパークルパークルパーク施施施施設等設等設等設等整備事業につきましては、整備事業につきましては、整備事業につきましては、整備事業につきましては、軽食軽食軽食軽食施施施施設設設設あるいはあるいはあるいはあるいは譲渡用譲渡用譲渡用譲渡用のののの犬猫犬猫犬猫犬猫

舎舎舎舎、、、、展望広展望広展望広展望広場場場場休憩休憩休憩休憩施施施施設設設設などなどなどなど魅魅魅魅力力力力向向向向上のための施上のための施上のための施上のための施設設設設整備を整備を整備を整備を実実実実施します。施します。施します。施します。

新新新新規規規規事業のうだ・事業のうだ・事業のうだ・事業のうだ・アニアニアニアニママママルパーク周辺環境ルパーク周辺環境ルパーク周辺環境ルパーク周辺環境整備事業によりまして、整備事業によりまして、整備事業によりまして、整備事業によりまして、周辺周辺周辺周辺道路の道路の道路の道路の渋滞解消渋滞解消渋滞解消渋滞解消

のためのためのためのため宇陀宇陀宇陀宇陀市が市が市が市が実実実実施する施する施する施する交通環境交通環境交通環境交通環境の整備に対しの整備に対しの整備に対しの整備に対し補助補助補助補助をををを行行行行うううう予定予定予定予定でございます。でございます。でございます。でございます。

新新新新規規規規事業の新たな事業の新たな事業の新たな事業の新たなターゲッターゲッターゲッターゲットトトト魅魅魅魅力力力力発信発信発信発信事業につきましては、南部地域の事業につきましては、南部地域の事業につきましては、南部地域の事業につきましては、南部地域の歴歴歴歴史史史史文化文化文化文化など特など特など特など特

徴徴徴徴あるあるあるある観光コ観光コ観光コ観光コンンンンテテテテンンンンツツツツをををを組み込ん組み込ん組み込ん組み込んだだだだ富裕層向富裕層向富裕層向富裕層向けのけのけのけの旅行商品旅行商品旅行商品旅行商品を開を開を開を開発発発発するためするためするためするためファムツアーファムツアーファムツアーファムツアーなななな

どをどをどをどを実実実実施する施する施する施するもももものでございます。のでございます。のでございます。のでございます。

（２）（２）（２）（２）交流交流交流交流・・・・定住定住定住定住のののの促促促促進でございますが、新進でございますが、新進でございますが、新進でございますが、新規規規規事業の事業の事業の事業のイイイインンンンターハイターハイターハイターハイ開開開開催催催催をををを契機契機契機契機としたとしたとしたとしたスススス

ポーツポーツポーツポーツによる南部・東部地域の振興による南部・東部地域の振興による南部・東部地域の振興による南部・東部地域の振興検討検討検討検討事業につきましては、平成２７年度に事業につきましては、平成２７年度に事業につきましては、平成２７年度に事業につきましては、平成２７年度に近畿近畿近畿近畿ブブブブロッロッロッロッ

ククククで開で開で開で開催催催催されるされるされるされる全全全全国国国国高校総体高校総体高校総体高校総体、、、、イイイインンンンターハイターハイターハイターハイにおきましては、におきましては、におきましては、におきましては、五條五條五條五條市での市での市での市でのフェフェフェフェンンンンシシシシンンンンググググ、、、、

それから吉野それから吉野それから吉野それから吉野町町町町でのでのでのでの弓弓弓弓道、道、道、道、宇陀宇陀宇陀宇陀市での市での市での市での空空空空手と奈良県の南部・東部地域の手と奈良県の南部・東部地域の手と奈良県の南部・東部地域の手と奈良県の南部・東部地域の３箇３箇３箇３箇所で所で所で所で実実実実施する施する施する施する

予定予定予定予定でございますけれどでございますけれどでございますけれどでございますけれどもももも、その、その、その、その支援も支援も支援も支援もしてまいりたいとしてまいりたいとしてまいりたいとしてまいりたい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。

以上で、平成２５年の当初以上で、平成２５年の当初以上で、平成２５年の当初以上で、平成２５年の当初予算予算予算予算の関係はの関係はの関係はの関係は終わ終わ終わ終わらさせていただきます。らさせていただきます。らさせていただきます。らさせていただきます。

続きまして、続きまして、続きまして、続きまして、６６６６月に月に月に月に提提提提出しました議出しました議出しました議出しました議案案案案の概要についての概要についての概要についての概要について説明説明説明説明をさせていただきます。をさせていただきます。をさせていただきます。をさせていただきます。

資料資料資料資料「「「「６６６６月月月月定例定例定例定例県議会県議会県議会県議会提提提提出出出出予算案予算案予算案予算案の概要」５の概要」５の概要」５の概要」５ペーペーペーページをお願いいたします。ジをお願いいたします。ジをお願いいたします。ジをお願いいたします。

７中南７中南７中南７中南和和和和・東部地域の振興、２つの事業がございます。・東部地域の振興、２つの事業がございます。・東部地域の振興、２つの事業がございます。・東部地域の振興、２つの事業がございます。

魅魅魅魅力ある農山力ある農山力ある農山力ある農山村資源村資源村資源村資源をををを活用活用活用活用した地域ブランした地域ブランした地域ブランした地域ブランディディディディンンンンググググ事業ですけれど事業ですけれど事業ですけれど事業ですけれどもももも、国の、国の、国の、国の企企企企業業業業支援支援支援支援型型型型

緊急雇緊急雇緊急雇緊急雇用用用用事業を事業を事業を事業を活用活用活用活用し、し、し、し、通通通通常常常常のののの流通流通流通流通にはにはにはには乗乗乗乗らないらないらないらない規規規規格格格格外外外外の野の野の野の野菜菜菜菜等等等等をををを利利利利用用用用したしたしたした商品商品商品商品をををを企企企企画画画画開開開開

発発発発し、し、し、し、生産生産生産生産者が者が者が者がみみみみずからずからずからずから営営営営業業業業販売販売販売販売することにより地域することにより地域することにより地域することにより地域全体全体全体全体のブランドのブランドのブランドのブランド化等化等化等化等を推進しようとを推進しようとを推進しようとを推進しようと

するするするするもももものでございます。のでございます。のでございます。のでございます。

うだ・うだ・うだ・うだ・アニアニアニアニママママルパークルパークルパークルパーク協協協協働働働働事業につきまして事業につきまして事業につきまして事業につきましてもももも、、、、同じ同じ同じ同じくくくく企企企企業業業業支援支援支援支援型型型型のののの緊急雇緊急雇緊急雇緊急雇用用用用事業を事業を事業を事業を活活活活
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用用用用し、うだ・し、うだ・し、うだ・し、うだ・アニアニアニアニママママルパークルパークルパークルパークにおけるいのちの大におけるいのちの大におけるいのちの大におけるいのちの大切切切切ささささや生や生や生や生きる力をきる力をきる力をきる力を育む育む育む育むためのためのためのためのイベイベイベイベント、ント、ント、ント、

あるいは特あるいは特あるいは特あるいは特産品産品産品産品販売販売販売販売等等等等をををを実実実実施する施する施する施するもももものでございます。のでございます。のでございます。のでございます。

続きまして、８続きまして、８続きまして、８続きまして、８ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、債債債債務務務務負負負負担担担担行行行行為為為為補補補補正の正の正の正の追追追追加加加加でございますけれどでございますけれどでございますけれどでございますけれどもももも、こちらにつき、こちらにつき、こちらにつき、こちらにつき

ましてはましてはましてはましては今説明今説明今説明今説明させていただきましたさせていただきましたさせていただきましたさせていただきました魅魅魅魅力ある農山力ある農山力ある農山力ある農山村資源村資源村資源村資源をををを活用活用活用活用した地域ブランした地域ブランした地域ブランした地域ブランディディディディンンンンググググ

事業につきまして平成２事業につきまして平成２事業につきまして平成２事業につきまして平成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負負負負担を担を担を担を確保確保確保確保するためのするためのするためのするための債債債債務務務務負負負負担担担担行行行行為為為為でございまでございまでございまでございま

す。す。す。す。

以上で、以上で、以上で、以上で、予算予算予算予算概要の概要の概要の概要の説明説明説明説明をををを終わ終わ終わ終わらせていただきます。らせていただきます。らせていただきます。らせていただきます。

続きまして、続きまして、続きまして、続きまして、紀伊半島紀伊半島紀伊半島紀伊半島大水大水大水大水害害害害復旧・復興の復旧・復興の復旧・復興の復旧・復興の現状現状現状現状とととと取組取組取組取組について、報告させていただきまについて、報告させていただきまについて、報告させていただきまについて、報告させていただきま

す。す。す。す。

まず、４まず、４まず、４まず、４ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、避難避難避難避難者の者の者の者の状状状状況況況況でございます。でございます。でございます。でございます。避難避難避難避難者者者者数数数数は８月２は８月２は８月２は８月２３３３３日日日日現在現在現在現在で９で９で９で９６６６６世帯世帯世帯世帯、、、、

１９８名。１９８名。１９８名。１９８名。前前前前回回回回の５月の５月の５月の５月３３３３１日１日１日１日現在現在現在現在よりよりよりより３３３３世帯世帯世帯世帯９名が９名が９名が９名が減少減少減少減少しております。しております。しております。しております。

市市市市町村町村町村町村別は、５別は、５別は、５別は、５ペーペーペーページでございます。ジでございます。ジでございます。ジでございます。今今今今後の後の後の後の帰宅帰宅帰宅帰宅等等等等のののの予定時期予定時期予定時期予定時期につきましては、まず１につきましては、まず１につきましては、まず１につきましては、まず１

１月１月１月１月末末末末までに１８までに１８までに１８までに１８世帯世帯世帯世帯、、、、３３３３０名、来年０名、来年０名、来年０名、来年３３３３月月月月末末末末までにまでにまでにまでに６６６６５５５５世帯世帯世帯世帯、１４８名が、１４８名が、１４８名が、１４８名が帰宅帰宅帰宅帰宅いただけるいただけるいただけるいただける

見込み見込み見込み見込みでございます。来年でございます。来年でございます。来年でございます。来年６６６６月月月月末末末末までと書いておりますのは、までと書いておりますのは、までと書いておりますのは、までと書いておりますのは、五條五條五條五條市大市大市大市大塔塔塔塔町町町町飛養曽飛養曽飛養曽飛養曽・・・・引引引引土土土土

地地地地区区区区の関係でございますけれどの関係でございますけれどの関係でございますけれどの関係でございますけれどもももも、こちらに、こちらに、こちらに、こちらに通じ通じ通じ通じます市道のます市道のます市道のます市道の工工工工事が事が事が事が６６６６月月月月ぐぐぐぐらいまでかかるらいまでかかるらいまでかかるらいまでかかる

見込み見込み見込み見込みでございます。こちらの地域、でございます。こちらの地域、でございます。こちらの地域、でございます。こちらの地域、避難勧避難勧避難勧避難勧告が出ておりますので、告が出ておりますので、告が出ておりますので、告が出ておりますので、安安安安全全全全がががが確確確確認された後認された後認された後認された後

のののの避難勧避難勧避難勧避難勧告告告告解解解解除除除除となっていますので、ただそれまでにとなっていますので、ただそれまでにとなっていますので、ただそれまでにとなっていますので、ただそれまでにもももも一日一日一日一日もももも早早早早くくくく帰宅帰宅帰宅帰宅いただけるように、いただけるように、いただけるように、いただけるように、

またまたまたまた五條五條五條五條市と市と市と市とも取も取も取も取りりりり組み組み組み組みを進めてまいりたいと思います。を進めてまいりたいと思います。を進めてまいりたいと思います。を進めてまいりたいと思います。

続きまして、続きまして、続きまして、続きまして、６ペー６ペー６ペー６ページ以ジ以ジ以ジ以降降降降はははは避難指示避難指示避難指示避難指示やややや勧勧勧勧告が告が告が告が継継継継続している主な地続している主な地続している主な地続している主な地区区区区のののの状状状状況況況況を記を記を記を記載載載載してしてしてして

おります。地おります。地おります。地おります。地区区区区ごとのごとのごとのごとの状状状状況況況況につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、省略省略省略省略させていただきます。させていただきます。させていただきます。させていただきます。

１１１１１１１１ペーペーペーページはジはジはジは十津十津十津十津川川川川村村村村で進められております新しいで進められております新しいで進められております新しいで進められております新しい集落集落集落集落づくりについてでございます。づくりについてでございます。づくりについてでございます。づくりについてでございます。

７月に７月に７月に７月に竣工竣工竣工竣工した復興した復興した復興した復興モデル住モデル住モデル住モデル住宅宅宅宅、あるいは中、あるいは中、あるいは中、あるいは中間間間間多多多多機機機機能能能能施施施施設設設設のののの検討状検討状検討状検討状況況況況のののの取取取取りりりり組み状組み状組み状組み状況況況況などなどなどなど

を記を記を記を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。

１２１２１２１２ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、仮設住仮設住仮設住仮設住宅宅宅宅のののの期期期期限延限延限延限延長についてでございます。本年１０月または１１月で長についてでございます。本年１０月または１１月で長についてでございます。本年１０月または１１月で長についてでございます。本年１０月または１１月で使使使使

用期用期用期用期限限限限をををを迎迎迎迎ええええるるるる応応応応急急急急仮設住仮設住仮設住仮設住宅宅宅宅のののの期期期期限延限延限延限延長につきまして、県の方長につきまして、県の方長につきまして、県の方長につきまして、県の方針針針針を記を記を記を記載載載載しております。県しております。県しております。県しております。県

としましては、としましては、としましては、としましては、避難避難避難避難者が者が者が者が帰宅可能帰宅可能帰宅可能帰宅可能となるまではとなるまではとなるまではとなるまでは人人人人道道道道的的的的なななな見見見見地から地から地から地から住住住住まいをまいをまいをまいを提供提供提供提供するするするする必必必必要が要が要が要が

あるとあるとあるとあると考え考え考え考えております。また、ております。また、ております。また、ております。また、避難避難避難避難者の方者の方者の方者の方 々々々々にににに複数複数複数複数回回回回のののの引引引引っっっっ越越越越しをしをしをしを強強強強いるような方いるような方いるような方いるような方法法法法はははは避避避避

けたいとけたいとけたいとけたいと考え考え考え考えておりまして、ておりまして、ておりまして、ておりまして、五條五條五條五條市、野市、野市、野市、野迫迫迫迫川川川川村村村村、、、、十津十津十津十津川川川川村村村村からの要からの要からの要からの要望も望も望も望も踏踏踏踏ままままええええまして県がまして県がまして県がまして県が

必必必必要と認める要と認める要と認める要と認める期間期間期間期間までまでまでまで延延延延長することといたしました。長することといたしました。長することといたしました。長することといたしました。法法法法律律律律上の上の上の上の問問問問題題題題につきましては、特につきましては、特につきましては、特につきましては、特定定定定

非常非常非常非常災害災害災害災害のののの指指指指定定定定によるによるによるによる期間期間期間期間延延延延長など、国と長など、国と長など、国と長など、国と相談相談相談相談してまいりたいとしてまいりたいとしてまいりたいとしてまいりたい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。避難避難避難避難者者者者
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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の課先の課先の課先の課題題題題でありまして、でありまして、でありまして、でありまして、引引引引き続き市き続き市き続き市き続き市村村村村とととと連連連連携携携携し、一日し、一日し、一日し、一日もももも早早早早くくくく避難避難避難避難生活生活生活生活をををを

解消解消解消解消していただけるようしていただけるようしていただけるようしていただけるよう取取取取りりりり組み組み組み組みを進めてまいりたいとを進めてまいりたいとを進めてまいりたいとを進めてまいりたい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。

１１１１３ペー３ペー３ペー３ページからはジからはジからはジからはイイイインンンンフフフフララララ等等等等の復旧の復旧の復旧の復旧状状状状況況況況でございます。大でございます。大でございます。大でございます。大規規規規模模模模崩壊へ崩壊へ崩壊へ崩壊への対策は平成２９の対策は平成２９の対策は平成２９の対策は平成２９

年度までに年度までに年度までに年度までに完完完完了する了する了する了する予定予定予定予定でございます。でございます。でございます。でございます。

１４１４１４１４ペーペーペーページ以ジ以ジ以ジ以降降降降に記に記に記に記載載載載のののの河河河河川、川、川、川、砂防砂防砂防砂防、道路の復旧、道路の復旧、道路の復旧、道路の復旧工工工工事につきましては、本年度事につきましては、本年度事につきましては、本年度事につきましては、本年度末末末末にはほにはほにはほにはほ

ぼ完ぼ完ぼ完ぼ完了する了する了する了する見込み見込み見込み見込みとなっておりまして、おおとなっておりまして、おおとなっておりまして、おおとなっておりまして、おおむねむねむねむね順調に進順調に進順調に進順調に進捗捗捗捗しております。また、農林業しております。また、農林業しております。また、農林業しております。また、農林業

関係につきまして関係につきまして関係につきまして関係につきましてもももも、順調に進、順調に進、順調に進、順調に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。

続きまして、続きまして、続きまして、続きまして、３３３３１１１１ペーペーペーページからはジからはジからはジからは産産産産業業業業や観光や観光や観光や観光の復興の復興の復興の復興状状状状況況況況を記を記を記を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。

３３ペー３３ペー３３ペー３３ページ以ジ以ジ以ジ以降降降降はははは観光観光観光観光業の復興業の復興業の復興業の復興状状状状況況況況でございます。主なでございます。主なでございます。主なでございます。主な取取取取りりりり組み組み組み組みにつきましては次のにつきましては次のにつきましては次のにつきましては次の３３３３

４、４、４、４、３３３３５５５５ペーペーペーページに記ジに記ジに記ジに記載載載載しておりますので、ごらしておりますので、ごらしておりますので、ごらしておりますので、ごらんんんんください。ください。ください。ください。

続きまして、４１続きまして、４１続きまして、４１続きまして、４１ペーペーペーページ以ジ以ジ以ジ以降降降降は地域は地域は地域は地域産産産産業の復興の業の復興の業の復興の業の復興の取取取取りりりり組み組み組み組みを記を記を記を記載載載載しております。先ほどしております。先ほどしております。先ほどしております。先ほど

概要で概要で概要で概要で説明説明説明説明しましたように、農しましたように、農しましたように、農しましたように、農産品等産品等産品等産品等によるによるによるによる６６６６次次次次産産産産業の推進のところでございますけれど業の推進のところでございますけれど業の推進のところでございますけれど業の推進のところでございますけれど

もももも、１１月２、１１月２、１１月２、１１月２３３３３日、２４日、川上日、２４日、川上日、２４日、川上日、２４日、川上村村村村でなでなでなでなんゆんゆんゆんゆうううう祭祭祭祭をををを実実実実施する施する施する施する予定予定予定予定でございます。でございます。でございます。でございます。

４４４４４４４４ペーペーペーページ、これジ、これジ、これジ、これもももも先ほど概要で先ほど概要で先ほど概要で先ほど概要で説明説明説明説明しましたけれどしましたけれどしましたけれどしましたけれどもももも、あす、あす、あす、あす行行行行いますいますいますいます紀伊半島紀伊半島紀伊半島紀伊半島大水大水大水大水害害害害

復旧・復興復旧・復興復旧・復興復旧・復興シシシシンンンンポポポポジジジジウムウムウムウムのことを記のことを記のことを記のことを記載載載載しているしているしているしているもももものでございます。のでございます。のでございます。のでございます。

以上で以上で以上で以上で説明説明説明説明をををを終わ終わ終わ終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。らせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。らせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。らせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

○福谷農林部長○福谷農林部長○福谷農林部長○福谷農林部長 農林部所管の主要施策について新農林部所管の主要施策について新農林部所管の主要施策について新農林部所管の主要施策について新規規規規事業を中事業を中事業を中事業を中心心心心にににに説明説明説明説明をさせていただきをさせていただきをさせていただきをさせていただき

ます。平成２５年度の主要施策の概要のます。平成２５年度の主要施策の概要のます。平成２５年度の主要施策の概要のます。平成２５年度の主要施策の概要の資料資料資料資料でででで説明説明説明説明をさせていただきます。をさせていただきます。をさせていただきます。をさせていただきます。

１１１１ペーペーペーページ、地域ジ、地域ジ、地域ジ、地域産産産産業の業の業の業の支援支援支援支援・・・・創創創創出、出、出、出、３３３３多様多様多様多様ななななエエエエネネネネルルルルギギギギーーーーのののの利利利利活用活用活用活用推進であります。新推進であります。新推進であります。新推進であります。新規規規規

事業で、木事業で、木事業で、木事業で、木質バ質バ質バ質バイイイイオオオオママママス実ス実ス実ス実証証証証実実実実験験験験事業では、事業では、事業では、事業では、原材料原材料原材料原材料木木木木材材材材搬搬搬搬出の出の出の出の低低低低コスコスコスコストトトト化化化化及び及び及び及びチチチチップップップップ・・・・ペペペペ

レレレレッッッットのトのトのトの効率的効率的効率的効率的なななな製造工程製造工程製造工程製造工程のののの検検検検証証証証などなどなどなど再生再生再生再生可能エ可能エ可能エ可能エネネネネルルルルギギギギーーーーとしての木としての木としての木としての木質バ質バ質バ質バイイイイオオオオママママススススのののの利利利利用用用用

推進に推進に推進に推進に向向向向けたけたけたけた実実実実証証証証実実実実験験験験をををを行行行行っております。８月５日よりっております。８月５日よりっております。８月５日よりっております。８月５日より御杖御杖御杖御杖村村村村神末神末神末神末でででで移動移動移動移動式式式式ののののペペペペレレレレタイタイタイタイザザザザ

ーーーーををををリースリースリースリースしてしてしてしてペペペペレレレレッッッットトトト製造製造製造製造をををを始始始始めているところでございます。めているところでございます。めているところでございます。めているところでございます。

４４４４ペーペーペーページ、農林業の振興、１地域ジ、農林業の振興、１地域ジ、農林業の振興、１地域ジ、農林業の振興、１地域資源資源資源資源をををを活用活用活用活用した農した農した農した農村村村村地域の地域の地域の地域の活性化活性化活性化活性化のののの総合総合総合総合的的的的なななな鳥獣鳥獣鳥獣鳥獣被害被害被害被害

対策の推進であります。対策の推進であります。対策の推進であります。対策の推進であります。

ニホニホニホニホンジンジンジンジカカカカ集集集集中中中中捕獲捕獲捕獲捕獲推進事業では、推進事業では、推進事業では、推進事業では、ニホニホニホニホンジンジンジンジカカカカのののの駆除駆除駆除駆除にににに効効効効果果果果のののの高高高高いいいい集集集集中中中中捕獲捕獲捕獲捕獲をををを実実実実施する施する施する施する

市市市市町村町村町村町村に対してに対してに対してに対して補助補助補助補助をしてまいります。をしてまいります。をしてまいります。をしてまいります。

森林森林森林森林生生生生態系保態系保態系保態系保全全全全事業では、事業では、事業では、事業では、ニホニホニホニホンジンジンジンジカカカカをををを適適適適正正正正生生生生息数息数息数息数にににに誘導誘導誘導誘導するため、メするため、メするため、メするため、メススススジジジジカ捕獲カ捕獲カ捕獲カ捕獲に対に対に対に対

してしてしてして補助補助補助補助をををを行行行行うととうととうととうととももももに、に、に、に、わわわわなななな猟猟猟猟によりによりによりによりニホニホニホニホンジンジンジンジカカカカをををを効率的効率的効率的効率的にににに捕獲捕獲捕獲捕獲するするするする技術技術技術技術をををを普普普普及するた及するた及するた及するた

めのめのめのめの研研研研修修修修会を会を会を会を実実実実施してまいります。施してまいります。施してまいります。施してまいります。



---- 9999 ----

その他、記その他、記その他、記その他、記載載載載のとおり各のとおり各のとおり各のとおり各種種種種事業を事業を事業を事業を実実実実施し、施し、施し、施し、鳥獣鳥獣鳥獣鳥獣被害被害被害被害対策を推進してまいります。対策を推進してまいります。対策を推進してまいります。対策を推進してまいります。

続きまして、２県続きまして、２県続きまして、２県続きまして、２県産材産材産材産材のののの利利利利用用用用拡拡拡拡大大大大、、、、（１）建（１）建（１）建（１）建築築築築物へ物へ物へ物への県の県の県の県産材産材産材産材利利利利用用用用のののの拡拡拡拡大でありますが、大でありますが、大でありますが、大でありますが、

建建建建築築築築物物物物木木木木造造造造木木木木質質質質化化化化推進事業では県推進事業では県推進事業では県推進事業では県産材産材産材産材によるによるによるによる公共公共公共公共建建建建築築築築物物物物の木の木の木の木造造造造化化化化、、、、内内内内装装装装などの木などの木などの木などの木質質質質化化化化整備整備整備整備

に対しに対しに対しに対し補助補助補助補助をををを行行行行います。また、国います。また、国います。また、国います。また、国庫庫庫庫補助補助補助補助金を金を金を金を活用活用活用活用したしたしたした社社社社会福会福会福会福祉祉祉祉施施施施設設設設の木の木の木の木造造造造化化化化、、、、内内内内装装装装などのなどのなどのなどの

木木木木質質質質化化化化整備について県整備について県整備について県整備について県産材産材産材産材のののの購購購購入入入入費費費費用用用用の上の上の上の上乗乗乗乗せせせせ補助補助補助補助をををを行行行行っております。っております。っております。っております。

続きまして、５続きまして、５続きまして、５続きまして、５ペーペーペーページジジジ、、、、（２）くらしの道（２）くらしの道（２）くらしの道（２）くらしの道具具具具・・・・家家家家具具具具・土・土・土・土産物等へ産物等へ産物等へ産物等への県の県の県の県産材産材産材産材利利利利用用用用のののの拡拡拡拡大で大で大で大で

ありますが、新ありますが、新ありますが、新ありますが、新規規規規事業の奈良の木を事業の奈良の木を事業の奈良の木を事業の奈良の木を使使使使用用用用したくらしのしたくらしのしたくらしのしたくらしのデデデデザザザザイイイイン開ン開ン開ン開発発発発事業（奈良事業（奈良事業（奈良事業（奈良女子女子女子女子大大大大学生学生学生学生

提提提提案案案案事業）では、県事業）では、県事業）では、県事業）では、県内内内内大大大大学生学生学生学生の力をの力をの力をの力を活用活用活用活用して県して県して県して県産材産材産材産材をををを使使使使用用用用したくらしの道したくらしの道したくらしの道したくらしの道具具具具の新たなの新たなの新たなの新たなデデデデザザザザ

イイイインの開ンの開ンの開ンの開発発発発及び及び及び及び商品化商品化商品化商品化にににに取取取取りりりり組ん組ん組ん組んでおります。でおります。でおります。でおります。

（（（（３３３３）県）県）県）県産材産材産材産材のののの販販販販路開路開路開路開拓拓拓拓、、、、流通流通流通流通拡拡拡拡大大大大支援支援支援支援でございますが、新でございますが、新でございますが、新でございますが、新規規規規事業、奈良の木のお事業、奈良の木のお事業、奈良の木のお事業、奈良の木のお店店店店・・・・

宿拡宿拡宿拡宿拡大事業では奈良の木のお大事業では奈良の木のお大事業では奈良の木のお大事業では奈良の木のお店店店店・・・・宿宿宿宿デデデデザザザザイイイインンンンココココンンンンペペペペの開の開の開の開催やＰＲ活動催やＰＲ活動催やＰＲ活動催やＰＲ活動をををを行行行行い、い、い、い、京阪神京阪神京阪神京阪神地域地域地域地域

及び県及び県及び県及び県内内内内のののの飲飲飲飲食食食食店店店店やややや宿泊宿泊宿泊宿泊施施施施設等設等設等設等における県における県における県における県産材産材産材産材利利利利用用用用のののの拡拡拡拡大に大に大に大に取取取取りりりり組ん組ん組ん組んでおります。でおります。でおります。でおります。

続きまして、新続きまして、新続きまして、新続きまして、新規規規規事業の県事業の県事業の県事業の県産材産材産材産材首都圏販首都圏販首都圏販首都圏販路路路路拡拡拡拡大事業では、奈良の木大事業では、奈良の木大事業では、奈良の木大事業では、奈良の木デデデデザザザザイイイインンンンココココンンンンペペペペの開の開の開の開

催や催や催や催や県県県県産材商品説明商産材商品説明商産材商品説明商産材商品説明商談談談談会の会の会の会の実実実実施などにより施などにより施などにより施などにより首都圏首都圏首都圏首都圏のののの商商商商業施業施業施業施設や住設や住設や住設や住宅宅宅宅などなどなどなどへへへへの新たなの新たなの新たなの新たな販販販販路路路路

開開開開拓拓拓拓にににに取取取取りりりり組ん組ん組ん組んでおります。でおります。でおります。でおります。

６ペー６ペー６ペー６ページジジジ、、、、（４）（４）（４）（４）ユユユユーーーーザザザザーニーズーニーズーニーズーニーズに対に対に対に対応応応応した新した新した新した新製製製製品品品品の開の開の開の開発発発発でございます。新でございます。新でございます。新でございます。新規規規規事業の新事業の新事業の新事業の新

たな県たな県たな県たな県産産産産木木木木材材材材製製製製品品品品開開開開発発発発事業では、大手事業では、大手事業では、大手事業では、大手ハウスハウスハウスハウスメメメメーーーーカカカカーやーやーやーや工工工工務務務務店店店店などの県などの県などの県などの県産材産材産材産材利利利利用用用用に係るに係るに係るに係るニニニニ

ーズーズーズーズと、県森林と、県森林と、県森林と、県森林技術セ技術セ技術セ技術センンンンターターターターがががが持持持持つつつつ技術技術技術技術シーズシーズシーズシーズとのマとのマとのマとのマッッッッチチチチンンンンググググによる新たな木による新たな木による新たな木による新たな木材材材材製製製製品品品品の開の開の開の開

発発発発にににに取取取取りりりり組ん組ん組ん組んでおります。でおります。でおります。でおります。

７７７７ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、３３３３県県県県産材産材産材産材のののの安安安安定定定定供給供給供給供給でございます。でございます。でございます。でございます。

（１）奈良（１）奈良（１）奈良（１）奈良型作型作型作型作業道業道業道業道等等等等による木による木による木による木材生産材生産材生産材生産のののの拡拡拡拡大ですが、奈良県木大ですが、奈良県木大ですが、奈良県木大ですが、奈良県木材生産材生産材生産材生産推進事業では、第推進事業では、第推進事業では、第推進事業では、第

１１１１種種種種木木木木材生産材生産材生産材生産林を対林を対林を対林を対象象象象として長として長として長として長期間期間期間期間使使使使用用用用できるできるできるできる壊壊壊壊れにくいれにくいれにくいれにくい作作作作業道、奈良業道、奈良業道、奈良業道、奈良型作型作型作型作業道の業道の業道の業道の重点重点重点重点開開開開

設設設設などによる木などによる木などによる木などによる木材生産材生産材生産材生産拡拡拡拡大大大大へへへへのののの取取取取りりりり組み組み組み組みに対してに対してに対してに対して補助補助補助補助をしてまいります。をしてまいります。をしてまいります。をしてまいります。

（２（２（２（２））））「木「木「木「木材生産材生産材生産材生産林」の整備推進でありますが、木林」の整備推進でありますが、木林」の整備推進でありますが、木林」の整備推進でありますが、木材生産材生産材生産材生産林林林林育育育育成整備事業では、第２成整備事業では、第２成整備事業では、第２成整備事業では、第２種種種種

木木木木材生産材生産材生産材生産林における林における林における林における間間間間伐伐伐伐等等等等のののの計画計画計画計画的的的的な森林整備に対してな森林整備に対してな森林整備に対してな森林整備に対して補助補助補助補助をしてまいります。をしてまいります。をしてまいります。をしてまいります。

続きまして、９続きまして、９続きまして、９続きまして、９ペーペーペーページ、４森林のジ、４森林のジ、４森林のジ、４森林の適適適適切切切切なななな保保保保全全全全とととと活用活用活用活用でございます。でございます。でございます。でございます。

（１（１（１（１））））「「「「環境環境環境環境保保保保全全全全林」の整備・林」の整備・林」の整備・林」の整備・保保保保全全全全推進、新推進、新推進、新推進、新規規規規事業の事業の事業の事業のナナナナララララ枯枯枯枯れれれれ防防防防除効除効除効除効果果果果調査事業では、調査事業では、調査事業では、調査事業では、

既既既既存存存存ののののナナナナララララ枯枯枯枯れれれれ防防防防除除除除手手手手法法法法のののの効効効効果果果果的的的的なななな組み合わ組み合わ組み合わ組み合わせせせせや被害や被害や被害や被害木の木の木の木の再再再再利利利利用用用用について調査について調査について調査について調査研究研究研究研究をををを行行行行っっっっ

てまいります。てまいります。てまいります。てまいります。

（２）森林・（２）森林・（２）森林・（２）森林・里里里里山との山との山との山とのふふふふれあい推進ですが、森林とのれあい推進ですが、森林とのれあい推進ですが、森林とのれあい推進ですが、森林とのふふふふれあい推進事業ではれあい推進事業ではれあい推進事業ではれあい推進事業では眺眺眺眺望望望望のののの活用活用活用活用
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やややや林林林林内へ内へ内へ内への立ち入りをの立ち入りをの立ち入りをの立ち入りを目目目目的的的的とした森林整備をとした森林整備をとした森林整備をとした森林整備を実実実実施をしてまいります。施をしてまいります。施をしてまいります。施をしてまいります。

１０１０１０１０ペーペーペーページ、森林関係ジ、森林関係ジ、森林関係ジ、森林関係公共公共公共公共事業の推進でありますが、５林業事業の推進でありますが、５林業事業の推進でありますが、５林業事業の推進でありますが、５林業生産生産生産生産基盤基盤基盤基盤整備の推進といた整備の推進といた整備の推進といた整備の推進といた

しまして、林道整備事業のほか、次しまして、林道整備事業のほか、次しまして、林道整備事業のほか、次しまして、林道整備事業のほか、次ペーペーペーページにかけて記ジにかけて記ジにかけて記ジにかけて記載載載載のとおり、治山事業のとおり、治山事業のとおり、治山事業のとおり、治山事業や災害や災害や災害や災害復旧事復旧事復旧事復旧事

業を進めてまいります。業を進めてまいります。業を進めてまいります。業を進めてまいります。

１１１１６ペー６ペー６ペー６ページ、ジ、ジ、ジ、紀伊半島紀伊半島紀伊半島紀伊半島大水大水大水大水害害害害からの復旧・復興、からの復旧・復興、からの復旧・復興、からの復旧・復興、被災被災被災被災地域の地域の地域の地域の迅速迅速迅速迅速な立ちな立ちな立ちな立ち直直直直り・り・り・り・回回回回復でご復でご復でご復でご

ざいます。ざいます。ざいます。ざいます。

２道路２道路２道路２道路等等等等のののの応応応応急急急急復旧・土復旧・土復旧・土復旧・土砂ダム砂ダム砂ダム砂ダム対策対策対策対策、、、、（１）道路、（１）道路、（１）道路、（１）道路、河河河河川、川、川、川、砂防砂防砂防砂防、林道、林道、林道、林道等等等等のののの応応応応急急急急復旧の林復旧の林復旧の林復旧の林

道道道道災害災害災害災害復旧事業（復旧事業（復旧事業（復旧事業（過過過過年年年年災分災分災分災分）では、記）では、記）では、記）では、記載載載載のとおり林道施のとおり林道施のとおり林道施のとおり林道施設設設設の復旧を推進をしてまいります。の復旧を推進をしてまいります。の復旧を推進をしてまいります。の復旧を推進をしてまいります。

（２）２次（２）２次（２）２次（２）２次災害災害災害災害をををを防防防防ぐぐぐぐための土ための土ための土ための土砂災害砂災害砂災害砂災害対策といたしまして、林地対策といたしまして、林地対策といたしまして、林地対策といたしまして、林地崩壊崩壊崩壊崩壊地の復旧を推進す地の復旧を推進す地の復旧を推進す地の復旧を推進す

るため治山事業から１７るため治山事業から１７るため治山事業から１７るため治山事業から１７ペーペーペーページのジのジのジの民有民有民有民有林林林林直直直直轄轄轄轄治山事業治山事業治山事業治山事業負負負負担金に記担金に記担金に記担金に記載載載載のとおり、国のとおり、国のとおり、国のとおり、国庫庫庫庫補助補助補助補助事事事事

業、県業、県業、県業、県単単単単独独独独事業、国事業、国事業、国事業、国直直直直轄轄轄轄事業により復旧を推進してまいります。事業により復旧を推進してまいります。事業により復旧を推進してまいります。事業により復旧を推進してまいります。

２０２０２０２０ペーペーペーページ、地域のジ、地域のジ、地域のジ、地域の再生再生再生再生・・・・再再再再興、興、興、興、３産３産３産３産業・業・業・業・雇雇雇雇用用用用のののの創造創造創造創造（１）林業の振興でございます。（１）林業の振興でございます。（１）林業の振興でございます。（１）林業の振興でございます。

県県県県産材生産促産材生産促産材生産促産材生産促進事業（進事業（進事業（進事業（紀伊半島紀伊半島紀伊半島紀伊半島大水大水大水大水害被災害被災害被災害被災地域地域地域地域枠枠枠枠）では、）では、）では、）では、紀伊半島紀伊半島紀伊半島紀伊半島大水大水大水大水害被災害被災害被災害被災地域におけ地域におけ地域におけ地域におけ

るるるる間間間間伐伐伐伐材等材等材等材等のののの搬搬搬搬出・出・出・出・利利利利用用用用にににに積極的積極的積極的積極的にににに取取取取りりりり組む組む組む組む林業事業林業事業林業事業林業事業体等体等体等体等をををを支援支援支援支援をしてまいります。をしてまいります。をしてまいります。をしてまいります。

なお、なお、なお、なお、最最最最後になりましたが、後になりましたが、後になりましたが、後になりましたが、６６６６月月月月補補補補正正正正予算予算予算予算にににに計計計計上されております職員上されております職員上されております職員上されております職員給与給与給与給与のののの減額減額減額減額につきにつきにつきにつき

ましては、ましては、ましては、ましては、説明説明説明説明をををを省略省略省略省略をさせていただきます。をさせていただきます。をさせていただきます。をさせていただきます。

以上が農林部所管の主要事業の概要でございます。よろしくご以上が農林部所管の主要事業の概要でございます。よろしくご以上が農林部所管の主要事業の概要でございます。よろしくご以上が農林部所管の主要事業の概要でございます。よろしくご審審審審議をお願いいたします。議をお願いいたします。議をお願いいたします。議をお願いいたします。

ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。

○大庭県土マネジメント部長○大庭県土マネジメント部長○大庭県土マネジメント部長○大庭県土マネジメント部長 それでは、県土マネジメント部所管の平成２５年度当初それでは、県土マネジメント部所管の平成２５年度当初それでは、県土マネジメント部所管の平成２５年度当初それでは、県土マネジメント部所管の平成２５年度当初予予予予

算算算算及び平成２４年度２月及び平成２４年度２月及び平成２４年度２月及び平成２４年度２月補補補補正正正正予算予算予算予算の主要な施策につきましてごの主要な施策につきましてごの主要な施策につきましてごの主要な施策につきましてご説明説明説明説明をしたいと思います。をしたいと思います。をしたいと思います。をしたいと思います。

資料資料資料資料「平成２５年度の主要施策の概要」の１「平成２５年度の主要施策の概要」の１「平成２５年度の主要施策の概要」の１「平成２５年度の主要施策の概要」の１ペーペーペーページはジはジはジは経済経済経済経済のののの活性化活性化活性化活性化、地域、地域、地域、地域産産産産業の業の業の業の支援支援支援支援・・・・

創創創創出の項でございます。２は出の項でございます。２は出の項でございます。２は出の項でございます。２は企企企企業の業の業の業の誘致誘致誘致誘致促促促促進といった進といった進といった進といった形形形形ののののイイイインンンンフフフフラ整備でございます。ラ整備でございます。ラ整備でございます。ラ整備でございます。

直直直直轄轄轄轄道路事業道路事業道路事業道路事業費費費費負負負負担金は、国が担金は、国が担金は、国が担金は、国が実実実実施する施する施する施する京京京京奈奈奈奈和和和和自自自自動動動動車車車車道の建道の建道の建道の建設設設設ほかのほかのほかのほかの直直直直轄轄轄轄道路事業道路事業道路事業道路事業負負負負担担担担

金でございます。金でございます。金でございます。金でございます。

重重重重要な要な要な要な幹線幹線幹線幹線道路ネ道路ネ道路ネ道路ネッッッットトトトワワワワークークークーク整備事業でございます。そこに記整備事業でございます。そこに記整備事業でございます。そこに記整備事業でございます。そこに記載載載載していますようなしていますようなしていますようなしていますような高取高取高取高取

ババババイパスイパスイパスイパス、、、、丹丹丹丹生生生生ババババイパスイパスイパスイパスなどのなどのなどのなどの幹線幹線幹線幹線道路の整備という道路の整備という道路の整備という道路の整備という重点重点重点重点整備整備整備整備箇箇箇箇所の整備を所の整備を所の整備を所の整備を行行行行っていくっていくっていくっていくもももも

のでございます。のでございます。のでございます。のでございます。

１１１１３ペー３ペー３ペー３ページ、ジ、ジ、ジ、安安安安全全全全・・・・安心安心安心安心のののの確保確保確保確保でございます。でございます。でございます。でございます。災害災害災害災害にににに強強強強い地域づくりというところの、い地域づくりというところの、い地域づくりというところの、い地域づくりというところの、

新新新新規規規規事業の事業の事業の事業の暮暮暮暮らしをらしをらしをらしを支え支え支え支えるるるる電気電気電気電気自自自自動動動動車車車車活用活用活用活用推進事業でございます。これは推進事業でございます。これは推進事業でございます。これは推進事業でございます。これは若若若若手職員の政策手職員の政策手職員の政策手職員の政策

提提提提案案案案事業として事業として事業として事業として予算化予算化予算化予算化されたされたされたされたもももものでございます。のでございます。のでございます。のでございます。電気電気電気電気自自自自動動動動車車車車がががが非常非常非常非常時時時時のののの電電電電源源源源としてとしてとしてとしても活用も活用も活用も活用
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できる特できる特できる特できる特性性性性をををを生生生生かして、かして、かして、かして、災害時災害時災害時災害時の初の初の初の初動動動動対対対対応応応応のために山のために山のために山のために山間間間間部の県土マネジメント部の出先部の県土マネジメント部の出先部の県土マネジメント部の出先部の県土マネジメント部の出先機機機機

関に関に関に関に電気電気電気電気自自自自動動動動車車車車を配備するを配備するを配備するを配備するもももものでございます。のでございます。のでございます。のでございます。

（２）（２）（２）（２）災害災害災害災害にににに強強強強い地域づくりの推進、こちらからはい地域づくりの推進、こちらからはい地域づくりの推進、こちらからはい地域づくりの推進、こちらからは公共公共公共公共土木施土木施土木施土木施設設設設のののの防災防災防災防災・・・・減減減減災災災災でございでございでございでござい

ますが、新ますが、新ますが、新ますが、新規規規規事業の道路事業の道路事業の道路事業の道路スススストトトトック総ック総ック総ック総点点点点検検検検です。こちらは県が管理するです。こちらは県が管理するです。こちらは県が管理するです。こちらは県が管理する橋梁橋梁橋梁橋梁、トンネ、トンネ、トンネ、トンネルルルル、の、の、の、の

りりりり面等面等面等面等のののの総総総総点点点点検検検検をををを実実実実施する施する施する施するもももものでございます。のでございます。のでございます。のでございます。

そのそのそのその下下下下のののの橋橋橋橋りりりりょょょょうううう補補補補修修修修事業でございますけれど事業でございますけれど事業でございますけれど事業でございますけれどもももも、奈良県、奈良県、奈良県、奈良県橋梁橋梁橋梁橋梁長長長長寿寿寿寿命命命命化化化化修繕修繕修繕修繕計画計画計画計画にににに基基基基づづづづ

き、対策がき、対策がき、対策がき、対策が必必必必要な要な要な要な橋梁橋梁橋梁橋梁のののの緊急緊急緊急緊急補補補補修修修修をををを実実実実施するとと施するとと施するとと施するととももももに、対策をに、対策をに、対策をに、対策を行行行行っていくっていくっていくっていくもももものでございまのでございまのでございまのでございま

す。す。す。す。

道路道路道路道路災害防災害防災害防災害防除除除除事業です。なら事業です。なら事業です。なら事業です。なら安心安心安心安心みみみみちネちネちネちネッッッットトトトププププランにランにランにランに基基基基づき、づき、づき、づき、防災防災防災防災対策を対策を対策を対策を実実実実施する施する施する施するもももものののの

でございます。でございます。でございます。でございます。

直直直直轄轄轄轄河河河河川事業川事業川事業川事業負負負負担金です。国が担金です。国が担金です。国が担金です。国が実実実実施する事業施する事業施する事業施する事業やややや土土土土砂ダム等砂ダム等砂ダム等砂ダム等のののの工工工工事の建事の建事の建事の建設負設負設負設負担金でござい担金でござい担金でござい担金でござい

ます。ます。ます。ます。河河河河道道道道閉塞閉塞閉塞閉塞のののの箇箇箇箇所などはここに入ってございます。所などはここに入ってございます。所などはここに入ってございます。所などはここに入ってございます。

１４１４１４１４ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、砂防砂防砂防砂防公共公共公共公共事業ですけれど事業ですけれど事業ですけれど事業ですけれどもももも、土、土、土、土砂災害砂災害砂災害砂災害対策対策対策対策基基基基本方本方本方本方針針針針にににに基基基基づき、施策をづき、施策をづき、施策をづき、施策を展展展展開開開開

していくしていくしていくしていくもももものでございます。のでございます。のでございます。のでございます。

次に、１次に、１次に、１次に、１６ペー６ペー６ペー６ページ、ジ、ジ、ジ、紀伊半島紀伊半島紀伊半島紀伊半島大水大水大水大水害害害害からの復旧・復興でございます。まず、からの復旧・復興でございます。まず、からの復旧・復興でございます。まず、からの復旧・復興でございます。まず、被災被災被災被災地域の地域の地域の地域の

迅速迅速迅速迅速な立ちな立ちな立ちな立ち直直直直り・り・り・り・回回回回復といった部復といった部復といった部復といった部分分分分で道路で道路で道路で道路等等等等のののの応応応応急急急急復旧・土復旧・土復旧・土復旧・土砂ダム砂ダム砂ダム砂ダム対策でございます。対策でございます。対策でございます。対策でございます。

（１）道路・（１）道路・（１）道路・（１）道路・河河河河川・川・川・川・砂防砂防砂防砂防・林道・林道・林道・林道等等等等のののの応応応応急急急急復旧でございます。復旧でございます。復旧でございます。復旧でございます。公共公共公共公共土木施土木施土木施土木施設災害設災害設災害設災害復旧事業、復旧事業、復旧事業、復旧事業、

こちらですが、そこに記こちらですが、そこに記こちらですが、そこに記こちらですが、そこに記載載載載しているようなしているようなしているようなしているような十津十津十津十津川川川川村村村村折折折折立の道路でありますとか、川上立の道路でありますとか、川上立の道路でありますとか、川上立の道路でありますとか、川上村村村村迫迫迫迫、、、、

五條五條五條五條市大市大市大市大塔塔塔塔町宇町宇町宇町宇井井井井、、、、十津十津十津十津川川川川村村村村野野野野尻尻尻尻、、、、御杖御杖御杖御杖村村村村土土土土屋原屋原屋原屋原などで対策をなどで対策をなどで対策をなどで対策を行行行行っていくっていくっていくっていくもももものでございまのでございまのでございまのでございま

す。本日す。本日す。本日す。本日午午午午後の当委員会県後の当委員会県後の当委員会県後の当委員会県内内内内調査におきましては、調査におきましては、調査におきましては、調査におきましては、宇陀宇陀宇陀宇陀市市市市内内内内牧牧牧牧の国道の国道の国道の国道３６３６３６３６９９９９号号号号の道路の道路の道路の道路災害災害災害災害

のののの箇箇箇箇所を所を所を所を見見見見ていただくことになってございます。よろしくお願いいたします。ていただくことになってございます。よろしくお願いいたします。ていただくことになってございます。よろしくお願いいたします。ていただくことになってございます。よろしくお願いいたします。

（２）２次（２）２次（２）２次（２）２次災害災害災害災害をををを防防防防ぐぐぐぐための土ための土ための土ための土砂災害砂災害砂災害砂災害対策です。対策です。対策です。対策です。直直直直轄轄轄轄河河河河川事業川事業川事業川事業費費費費負負負負担金、先ほどご担金、先ほどご担金、先ほどご担金、先ほどご説明説明説明説明

した部した部した部した部分分分分のうち復旧・復興のうち復旧・復興のうち復旧・復興のうち復旧・復興分分分分を書かせていただいてございます。を書かせていただいてございます。を書かせていただいてございます。を書かせていただいてございます。

１８１８１８１８ペーペーペーページ、地域のジ、地域のジ、地域のジ、地域の再生再生再生再生・復興でございます。・復興でございます。・復興でございます。・復興でございます。

災害災害災害災害にににに強強強強いいいいイイイインンンンフフフフラづくりラづくりラづくりラづくり、、、、（１）（１）（１）（１）紀伊半島ア紀伊半島ア紀伊半島ア紀伊半島アンンンンカカカカールーールーールーールートの整備ということで、道路トの整備ということで、道路トの整備ということで、道路トの整備ということで、道路

の関係でございます。の関係でございます。の関係でございます。の関係でございます。

五條五條五條五條新新新新宮宮宮宮道路の整備の道路の整備の道路の整備の道路の整備の促促促促進、国道１進、国道１進、国道１進、国道１６６６６８８８８号号号号でございます。こちらの中では辻でございます。こちらの中では辻でございます。こちらの中では辻でございます。こちらの中では辻堂バ堂バ堂バ堂バイパスイパスイパスイパス、、、、

川川川川津津津津道路などの整備を進めておりますが、新道路などの整備を進めておりますが、新道路などの整備を進めておりますが、新道路などの整備を進めておりますが、新規規規規事業で事業で事業で事業で阪阪阪阪本本本本工区工区工区工区を事業を事業を事業を事業箇箇箇箇所として所として所として所として実実実実施しま施しま施しま施しま

す。す。す。す。現在現在現在現在、調査あるいは地元の、調査あるいは地元の、調査あるいは地元の、調査あるいは地元の説明説明説明説明などをなどをなどをなどを行行行行っているところでございます。っているところでございます。っているところでございます。っているところでございます。

次に、次に、次に、次に、直直直直轄轄轄轄道路事業道路事業道路事業道路事業負負負負担金、先ほどご担金、先ほどご担金、先ほどご担金、先ほどご説明説明説明説明しましたしましたしましたしました京京京京奈奈奈奈和和和和自自自自動動動動車車車車道に道に道に道に加え加え加え加え、国道１、国道１、国道１、国道１６６６６８８８８
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号号号号長長長長殿殿殿殿道路などの整備に対する建道路などの整備に対する建道路などの整備に対する建道路などの整備に対する建設負設負設負設負担金でございます。担金でございます。担金でございます。担金でございます。

地域を地域を地域を地域を支え支え支え支える主要な道路の整備る主要な道路の整備る主要な道路の整備る主要な道路の整備促促促促進でございます。これ進でございます。これ進でございます。これ進でございます。これもももも先ほど先ほど先ほど先ほど再再再再掲掲掲掲ベースベースベースベースでございまでございまでございまでございま

すけどすけどすけどすけどもももも、、、、高取高取高取高取ババババイパスやイパスやイパスやイパスや丹丹丹丹生生生生ババババイパスイパスイパスイパスがががが該該該該当しております。当しております。当しております。当しております。

新新新新規規規規事業の道路施事業の道路施事業の道路施事業の道路施設維持設維持設維持設維持修繕費修繕費修繕費修繕費の復旧・復興関の復旧・復興関の復旧・復興関の復旧・復興関連分連分連分連分でございます。でございます。でございます。でございます。紀伊半島紀伊半島紀伊半島紀伊半島大水大水大水大水害害害害にににに被被被被

災災災災したしたしたした箇箇箇箇所のうち地す所のうち地す所のうち地す所のうち地すべべべべりのりのりのりの兆候兆候兆候兆候がある地域、地がある地域、地がある地域、地がある地域、地区区区区においてにおいてにおいてにおいて二二二二次次次次的的的的なななな災害災害災害災害をををを防防防防止止止止するためするためするためするため

のののの仮設仮設仮設仮設迂迂迂迂回回回回路の路の路の路の設置設置設置設置など、記など、記など、記など、記載載載載しているしているしているしている斜斜斜斜面面面面の監の監の監の監視視視視、、、、雪寒雪寒雪寒雪寒対策を対策を対策を対策を含含含含めた対策をめた対策をめた対策をめた対策を行行行行っていくっていくっていくっていく

もももものでございます。のでございます。のでございます。のでございます。

道路道路道路道路災害災害災害災害関関関関連連連連事業ですが、事業ですが、事業ですが、事業ですが、災害災害災害災害復旧事業とあ復旧事業とあ復旧事業とあ復旧事業とあわわわわせてせてせてせて行行行行っていくっていくっていくっていくもももものでございます。のでございます。のでございます。のでございます。

道路改良道路改良道路改良道路改良等等等等基礎基礎基礎基礎調査は新調査は新調査は新調査は新伯母峯伯母峯伯母峯伯母峯トンネトンネトンネトンネルルルルなどの国による整備などの国による整備などの国による整備などの国による整備実現実現実現実現にににに向向向向け、県が調査をけ、県が調査をけ、県が調査をけ、県が調査を行行行行

っているっているっているっているもももものでございます。のでございます。のでございます。のでございます。

道路道路道路道路災害防災害防災害防災害防除除除除事業及び事業及び事業及び事業及び橋橋橋橋りりりりょょょょうううう補補補補修修修修事業といった事業といった事業といった事業といった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、被災被災被災被災地域におけ地域におけ地域におけ地域におけ

るるるる防災防災防災防災対策、対策、対策、対策、橋梁橋梁橋梁橋梁補補補補修修修修をををを重点的重点的重点的重点的にににに実実実実施していく施していく施していく施していくもももものでございます。のでございます。のでございます。のでございます。

次に、１９次に、１９次に、１９次に、１９ペーペーペーページは土ジは土ジは土ジは土砂災害へ砂災害へ砂災害へ砂災害へのののの恒久的恒久的恒久的恒久的な対策でございます。な対策でございます。な対策でございます。な対策でございます。

既既既既にににに説明説明説明説明させていただきましたさせていただきましたさせていただきましたさせていただきました河河河河川の川の川の川の直直直直轄轄轄轄負負負負担金でございます。担金でございます。担金でございます。担金でございます。

新新新新宮宮宮宮川水川水川水川水系堆積系堆積系堆積系堆積土土土土砂砂砂砂処処処処分分分分推進事業でございます。こちらは推進事業でございます。こちらは推進事業でございます。こちらは推進事業でございます。こちらは十津十津十津十津川川川川村村村村のののの３３３３地地地地区区区区で大で大で大で大量量量量のののの堆堆堆堆

積積積積土土土土砂砂砂砂のののの撤撤撤撤去を去を去を去を実実実実施している施している施している施しているもももものでございます。のでございます。のでございます。のでございます。

これこれこれこれもももも新新新新規規規規事業です。事業です。事業です。事業です。熊熊熊熊野川の野川の野川の野川の総合総合総合総合的的的的な治水対策調査事業です。な治水対策調査事業です。な治水対策調査事業です。な治水対策調査事業です。紀伊半島紀伊半島紀伊半島紀伊半島大水大水大水大水害害害害のののの堆積堆積堆積堆積

土土土土砂砂砂砂撤撤撤撤去の去の去の去の箇箇箇箇所の改所の改所の改所の改善善善善状状状状況況況況の調査の調査の調査の調査やややや、、、、利利利利水水水水ダムダムダムダムの治水の治水の治水の治水利利利利用用用用、、、、利利利利水水水水ダムダムダムダムを治水にを治水にを治水にを治水に利利利利用用用用するとするとするとすると

いった部いった部いった部いった部分分分分のののの運用運用運用運用改改改改善善善善のののの検討検討検討検討をををを実実実実施する施する施する施するもももものです。のです。のです。のです。

新新新新規規規規事業の事業の事業の事業の河河河河川川川川情情情情報報報報基盤基盤基盤基盤整備事業は整備事業は整備事業は整備事業は住住住住民民民民のののの迅速迅速迅速迅速なななな避難避難避難避難行動行動行動行動をををを支援支援支援支援するための水位するための水位するための水位するための水位観観観観測測測測局局局局

をををを熊熊熊熊野川野川野川野川流流流流域に新たに域に新たに域に新たに域に新たに設置設置設置設置するするするするもももものです。のです。のです。のです。

河河河河川改良事業あるいは川改良事業あるいは川改良事業あるいは川改良事業あるいは砂防砂防砂防砂防事業につきましては、この地事業につきましては、この地事業につきましては、この地事業につきましては、この地区区区区における改良事業のにおける改良事業のにおける改良事業のにおける改良事業の実実実実施を記施を記施を記施を記

載載載載させていただいております。させていただいております。させていただいております。させていただいております。

２２２２２２２２ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、紀伊半島紀伊半島紀伊半島紀伊半島大水大水大水大水害害害害からの復旧・復興のうちのからの復旧・復興のうちのからの復旧・復興のうちのからの復旧・復興のうちの安安安安全全全全・・・・安心安心安心安心へへへへの備の備の備の備ええええでございまでございまでございまでございま

す。す。す。す。

大大大大規規規規模模模模土土土土砂災害砂災害砂災害砂災害対策推進事業は、対策推進事業は、対策推進事業は、対策推進事業は、深層崩壊深層崩壊深層崩壊深層崩壊のメのメのメのメカカカカニズムニズムニズムニズムのののの解明解明解明解明と対策をと対策をと対策をと対策を実実実実施していく施していく施していく施していくもももも

のでございます。のでございます。のでございます。のでございます。

それと、国それと、国それと、国それと、国際際際際防災学防災学防災学防災学会開会開会開会開催催催催準準準準備事業ということで、来年秋に国備事業ということで、来年秋に国備事業ということで、来年秋に国備事業ということで、来年秋に国際際際際防災学防災学防災学防災学会を奈良で開会を奈良で開会を奈良で開会を奈良で開催催催催

することがすることがすることがすることが決定決定決定決定しております。そのしております。そのしております。そのしております。そのププププレレレレイベイベイベイベントとしてのントとしてのントとしてのントとしてのセミナセミナセミナセミナーーーーをををを実実実実施する施する施する施するもももものでござのでござのでござのでござ

います。います。います。います。
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２２２２３ペー３ペー３ペー３ページ、中南ジ、中南ジ、中南ジ、中南和和和和・東部地域の振興でございます。・東部地域の振興でございます。・東部地域の振興でございます。・東部地域の振興でございます。

２４２４２４２４ペーペーペーページは、先ほどごジは、先ほどごジは、先ほどごジは、先ほどご説明説明説明説明したしたしたした安安安安全全全全・・・・安心安心安心安心なななな生活環境生活環境生活環境生活環境の整備のの整備のの整備のの整備の再再再再掲掲掲掲分分分分でございます。でございます。でございます。でございます。

２２２２６ペー６ペー６ペー６ページは先ほどジは先ほどジは先ほどジは先ほど説明説明説明説明しました政策しました政策しました政策しました政策目目目目標標標標別の項別の項別の項別の項目目目目をををを効率的効率的効率的効率的・・・・効効効効果果果果的的的的なななな基盤基盤基盤基盤整備という整備という整備という整備という

形形形形でででで再再再再掲掲掲掲ベースベースベースベースで整備をしているで整備をしているで整備をしているで整備をしているもももものでございます。のでございます。のでございます。のでございます。

土木関係の土木関係の土木関係の土木関係の公共公共公共公共事業事業事業事業等等等等の推進ということで、平成２４年度と平成２５年度のの推進ということで、平成２４年度と平成２５年度のの推進ということで、平成２４年度と平成２５年度のの推進ということで、平成２４年度と平成２５年度の比較比較比較比較をしてをしてをしてをして

ございます。平成２５年度には平成２４年度２月ございます。平成２５年度には平成２４年度２月ございます。平成２５年度には平成２４年度２月ございます。平成２５年度には平成２４年度２月補補補補正正正正予算予算予算予算が入っておりますが、平成２４が入っておりますが、平成２４が入っておりますが、平成２４が入っておりますが、平成２４

年度に年度に年度に年度に比べ比べ比べ比べて、平成２５年度当初に２４年度２月て、平成２５年度当初に２４年度２月て、平成２５年度当初に２４年度２月て、平成２５年度当初に２４年度２月補補補補正を正を正を正を加え加え加え加えますと、土木関係のますと、土木関係のますと、土木関係のますと、土木関係の公共公共公共公共事業事業事業事業

はははは３３３３８８８８．．．．９９９９％％％％増増増増というというというという形形形形で大で大で大で大幅幅幅幅な国のな国のな国のな国の景気景気景気景気対策と対策と対策と対策と連動連動連動連動したしたしたした予算予算予算予算となっております。となっております。となっております。となっております。

次に、それぞれの次に、それぞれの次に、それぞれの次に、それぞれの説明説明説明説明ですけれどですけれどですけれどですけれどもももも、１選、１選、１選、１選択択択択とととと集集集集中による中による中による中による社社社社会会会会資資資資本の整備の道路関係で本の整備の道路関係で本の整備の道路関係で本の整備の道路関係で

ございます。ございます。ございます。ございます。

２７２７２７２７ペーペーペーページはジはジはジはアアアアセセセセッッッットマネジメントで、こちらについてはトマネジメントで、こちらについてはトマネジメントで、こちらについてはトマネジメントで、こちらについては説明説明説明説明をさせていただいているをさせていただいているをさせていただいているをさせていただいている

ところでございます。ところでございます。ところでございます。ところでございます。

２８２８２８２８ペーペーペーページ、県ジ、県ジ、県ジ、県全体全体全体全体の道路の道路の道路の道路維持維持維持維持管理でございますけれど管理でございますけれど管理でございますけれど管理でございますけれどもももも、県管理道路は１９１路、県管理道路は１９１路、県管理道路は１９１路、県管理道路は１９１路線線線線、、、、

２２２２，，，，０２７０２７０２７０２７キキキキロロロロメメメメーーーートトトトルルルルでございます。でございます。でございます。でございます。

イ河イ河イ河イ河川の川の川の川の維持維持維持維持管理でございます。県管理でございます。県管理でございます。県管理でございます。県知知知知事の管理している事の管理している事の管理している事の管理している河河河河川が川が川が川が３３３３５８５８５８５８河河河河川、川、川、川、３３３３，，，，１１４１１４１１４１１４

キキキキロロロロメメメメーーーートトトトルルルル（（（（両岸両岸両岸両岸）でございます。）でございます。）でございます。）でございます。

２９２９２９２９ペーペーペーページはジはジはジは河河河河川の川の川の川の公共公共公共公共事業、事業、事業、事業、ダムダムダムダムの建の建の建の建設設設設事業などを記事業などを記事業などを記事業などを記載載載載し、し、し、し、３３３３００００ペーペーペーページはジはジはジは災害災害災害災害のののの砂防砂防砂防砂防

の関係のの関係のの関係のの関係の公共公共公共公共事業を書かせていただいております。事業を書かせていただいております。事業を書かせていただいております。事業を書かせていただいております。

３３３３１１１１ペーペーペーページジジジ、、、、（８）（８）（８）（８）災害災害災害災害復旧事業でございます。こちらの復旧事業でございます。こちらの復旧事業でございます。こちらの復旧事業でございます。こちらの過過過過年度年度年度年度分分分分のののの公共公共公共公共土木施土木施土木施土木施設災害設災害設災害設災害

復旧事業は、復旧事業は、復旧事業は、復旧事業は、今今今今までまでまでまで説明説明説明説明してきましたしてきましたしてきましたしてきました過過過過去に去に去に去に起起起起こったこったこったこった災害災害災害災害に関するに関するに関するに関する災害災害災害災害対策復旧対策復旧対策復旧対策復旧費費費費の本年の本年の本年の本年

分分分分でございます。でございます。でございます。でございます。

現現現現年年年年災分災分災分災分というのは、というのは、というのは、というのは、今今今今年度年度年度年度起起起起きる、あるいはきる、あるいはきる、あるいはきる、あるいは起起起起きるであろうきるであろうきるであろうきるであろうもももものに対してののに対してののに対してののに対しての災害災害災害災害復旧復旧復旧復旧

費費費費をここでをここでをここでをここで計計計計上させていただいている上させていただいている上させていただいている上させていただいているもももものでございます。のでございます。のでございます。のでございます。

３３３３２２２２ペーペーペーページ、市ジ、市ジ、市ジ、市町村へ町村へ町村へ町村へのののの支援支援支援支援、市、市、市、市町村町村町村町村との役との役との役との役割割割割分分分分担を担を担を担を踏踏踏踏ままままええええたたたた連連連連携携携携（奈良（奈良（奈良（奈良モデルモデルモデルモデル）の推）の推）の推）の推

進です。進です。進です。進です。橋梁橋梁橋梁橋梁などのなどのなどのなどの点点点点検検検検、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは修繕修繕修繕修繕計画計画計画計画の策の策の策の策定定定定、そういった、そういった、そういった、そういったもももものにつきまして市のにつきまして市のにつきまして市のにつきまして市町村町村町村町村

から受から受から受から受託託託託をしていく、そういったをしていく、そういったをしていく、そういったをしていく、そういったももももの、の、の、の、技術的技術的技術的技術的支援支援支援支援をををを行行行行っていく、そうしたっていく、そうしたっていく、そうしたっていく、そうしたプロプロプロプロジジジジェクェクェクェクトトトト

でございます。でございます。でございます。でございます。

以上が、県土マネジメント部所管の平成２５年度の当初以上が、県土マネジメント部所管の平成２５年度の当初以上が、県土マネジメント部所管の平成２５年度の当初以上が、県土マネジメント部所管の平成２５年度の当初予算予算予算予算及び平成２４年度２月及び平成２４年度２月及び平成２４年度２月及び平成２４年度２月補補補補正正正正

予算予算予算予算に係る主要な施策についてのに係る主要な施策についてのに係る主要な施策についてのに係る主要な施策についての説明説明説明説明でございます。でございます。でございます。でございます。

次に、次に、次に、次に、６６６６月月月月補補補補正正正正予算予算予算予算のののの説明説明説明説明をさせていただきます。をさせていただきます。をさせていただきます。をさせていただきます。資料資料資料資料「平成２５年度「平成２５年度「平成２５年度「平成２５年度６６６６月月月月定例定例定例定例県議会県議会県議会県議会
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提提提提出出出出予算案予算案予算案予算案の概要」をお願いします。の概要」をお願いします。の概要」をお願いします。の概要」をお願いします。

４４４４ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、６紀伊半島６紀伊半島６紀伊半島６紀伊半島大水大水大水大水害害害害からの復旧・復興です。からの復旧・復興です。からの復旧・復興です。からの復旧・復興です。直直直直轄轄轄轄道路事業道路事業道路事業道路事業費費費費負負負負担金です。これ担金です。これ担金です。これ担金です。これ

はははは６６６６月月月月補補補補正正正正予算予算予算予算のののの分分分分ですが、国がですが、国がですが、国がですが、国が実実実実施する施する施する施する京京京京奈奈奈奈和和和和自自自自動動動動車車車車道の建道の建道の建道の建設設設設事業に対する建事業に対する建事業に対する建事業に対する建設負設負設負設負担金担金担金担金

でございます。でございます。でございます。でございます。

５５５５ペーペーペーページ、８ジ、８ジ、８ジ、８効率的効率的効率的効率的・・・・効効効効果果果果的的的的なななな基盤基盤基盤基盤の整備です。の整備です。の整備です。の整備です。

交通交通交通交通安安安安全全全全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宇陀宇陀宇陀宇陀市の国道１市の国道１市の国道１市の国道１６６６６６６６６号号号号あるいは大あるいは大あるいは大あるいは大淀淀淀淀町町町町の国道１の国道１の国道１の国道１６６６６９９９９号号号号のののの歩歩歩歩道整道整道整道整

備、備、備、備、通学通学通学通学路対策などの路対策などの路対策などの路対策などの交通交通交通交通事事事事故故故故対策を対策を対策を対策を実実実実施する施する施する施するもももものでございます。のでございます。のでございます。のでございます。

道路道路道路道路スススストトトトック総ック総ック総ック総点点点点検検検検は県が管理するは県が管理するは県が管理するは県が管理する橋梁橋梁橋梁橋梁・トンネ・トンネ・トンネ・トンネルルルル・のり・のり・のり・のり面面面面などのなどのなどのなどの点点点点検検検検。。。。

６６６６つつつつ目目目目、、、、橋橋橋橋りりりりょょょょうううう補補補補修修修修事業ですが、東吉野の事業ですが、東吉野の事業ですが、東吉野の事業ですが、東吉野の橋梁橋梁橋梁橋梁などなどなどなど補補補補修修修修事業を事業を事業を事業を行行行行っていくっていくっていくっていくもももものです。のです。のです。のです。

道路道路道路道路災害防災害防災害防災害防除除除除事業は記事業は記事業は記事業は記載載載載のトンネのトンネのトンネのトンネル災害ル災害ル災害ル災害のののの防防防防除除除除の対策をの対策をの対策をの対策を行行行行っていくっていくっていくっていくももももの、の、の、の、舗装修繕舗装修繕舗装修繕舗装修繕は記は記は記は記

載載載載のののの箇箇箇箇所における所における所における所における舗装舗装舗装舗装のののの補補補補修修修修、、、、区区区区画画画画線線線線のののの補補補補修修修修でございます。でございます。でございます。でございます。

６ペー６ペー６ペー６ページ、水ジ、水ジ、水ジ、水辺辺辺辺のののの遊遊遊遊歩歩歩歩道整備事業は記道整備事業は記道整備事業は記道整備事業は記載載載載のようにのようにのようにのように宇陀宇陀宇陀宇陀市における市における市における市における河河河河川川川川堤堤堤堤防防防防をををを利利利利用用用用したしたしたした遊遊遊遊

歩歩歩歩道の整備になってございます。道の整備になってございます。道の整備になってございます。道の整備になってございます。

通通通通常常常常砂防砂防砂防砂防事業ですけれど事業ですけれど事業ですけれど事業ですけれどもももも、野、野、野、野迫迫迫迫川川川川村村村村北北北北股股股股谷などにおける谷などにおける谷などにおける谷などにおけるえんえんえんえん堤堤堤堤のののの設置設置設置設置。。。。

急急急急傾傾傾傾斜斜斜斜地地地地崩壊崩壊崩壊崩壊対策事業ですけれど対策事業ですけれど対策事業ですけれど対策事業ですけれどもももも、、、、急急急急傾傾傾傾斜斜斜斜地の対策事業でございます。地の対策事業でございます。地の対策事業でございます。地の対策事業でございます。

危険危険危険危険箇箇箇箇所の調査事業所の調査事業所の調査事業所の調査事業も行も行も行も行っていただきたいと思ってございます。っていただきたいと思ってございます。っていただきたいと思ってございます。っていただきたいと思ってございます。

７７７７ペーペーペーページはその他でございます。職員ジはその他でございます。職員ジはその他でございます。職員ジはその他でございます。職員給与費給与費給与費給与費でございますけれどでございますけれどでございますけれどでございますけれどもももも、記、記、記、記載載載載のののの給与減額給与減額給与減額給与減額支支支支

給給給給措措措措置等置等置等置等にににに伴伴伴伴って、って、って、って、全体全体全体全体で４９で４９で４９で４９億円億円億円億円余余余余のののの減額減額減額減額をしております。県土マネジメント部、まちをしております。県土マネジメント部、まちをしております。県土マネジメント部、まちをしております。県土マネジメント部、まち

づくり推進局づくり推進局づくり推進局づくり推進局もももも含含含含めてでございますけれどめてでございますけれどめてでございますけれどめてでございますけれどもももも、ここには記、ここには記、ここには記、ここには記載載載載がないのですが、５２がないのですが、５２がないのですが、５２がないのですが、５２億円億円億円億円余余余余

から５０から５０から５０から５０億億億億８８８８，，，，００００００００００００円円円円余余余余となっております。となっております。となっております。となっております。

なお、なお、なお、なお、同同同同様様様様のののの措措措措置置置置によりまして、特別会によりまして、特別会によりまして、特別会によりまして、特別会計計計計繰繰繰繰出金・出金・出金・出金・補助補助補助補助金では、金では、金では、金では、流流流流域域域域下下下下水道の関係事業水道の関係事業水道の関係事業水道の関係事業

費費費費についてについてについてについてもももも減額減額減額減額をしてございます。をしてございます。をしてございます。をしてございます。

以上が、平成２５年度の以上が、平成２５年度の以上が、平成２５年度の以上が、平成２５年度の６６６６月月月月補補補補正正正正予算予算予算予算に係る主要な政策についてに係る主要な政策についてに係る主要な政策についてに係る主要な政策について説明説明説明説明をさせていただきをさせていただきをさせていただきをさせていただき

ました。ちました。ちました。ちました。ちょょょょっと長くなりましたが、ありがとうございます。っと長くなりましたが、ありがとうございます。っと長くなりましたが、ありがとうございます。っと長くなりましたが、ありがとうございます。

○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長 ごごごご苦労苦労苦労苦労ささささんんんんでございました。でございました。でございました。でございました。

それでは、ただいまのそれでは、ただいまのそれでは、ただいまのそれでは、ただいまの説明説明説明説明、報告またはその他の事項、報告またはその他の事項、報告またはその他の事項、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、質質質質疑疑疑疑があれがあれがあれがあればばばばごごごご発発発発言を言を言を言を

願いたいと思います。願いたいと思います。願いたいと思います。願いたいと思います。

○川口委員○川口委員○川口委員○川口委員 このこのこのこの人人人人的的的的配配配配慮慮慮慮の２５の２５の２５の２５人人人人はははは全全全全部部部部処処処処理ができていないのだろう。それはどういう理ができていないのだろう。それはどういう理ができていないのだろう。それはどういう理ができていないのだろう。それはどういう

理理理理由由由由なのかなのかなのかなのか実実実実態態態態をおをおをおをお聞聞聞聞きします。きします。きします。きします。

○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 ふふふふるさと復興協力るさと復興協力るさと復興協力るさと復興協力隊隊隊隊の２５名の２５名の２５名の２５名枠枠枠枠のおのおのおのお話話話話かと思います。かと思います。かと思います。かと思います。今現在今現在今現在今現在１１１１
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６６６６名まで名まで名まで名まで落落落落ちちちち込ん込ん込ん込んでしまいまして、７月でしまいまして、７月でしまいまして、７月でしまいまして、７月末末末末と８月と８月と８月と８月末末末末とでとでとでとで３３３３名が名が名が名が退退退退職されておられます。１職されておられます。１職されておられます。１職されておられます。１

名は地元の市名は地元の市名は地元の市名は地元の市町村町村町村町村にににに採用採用採用採用されたということで、これはされたということで、これはされたということで、これはされたということで、これは制制制制度から度から度から度から外外外外れたということで、あるれたということで、あるれたということで、あるれたということで、ある

意味意味意味意味喜喜喜喜んんんんでおりますが、でおりますが、でおりますが、でおりますが、ももももう１名は県う１名は県う１名は県う１名は県内内内内の他地域での他地域での他地域での他地域で就就就就職されて職されて職されて職されて転転転転出された。出された。出された。出された。ももももう１名は県う１名は県う１名は県う１名は県

外外外外にににに仕仕仕仕事を求めて出られたということで、いろいろなご事事を求めて出られたということで、いろいろなご事事を求めて出られたということで、いろいろなご事事を求めて出られたということで、いろいろなご事情情情情があって出られておられます。があって出られておられます。があって出られておられます。があって出られておられます。

当初の当初の当初の当初の趣旨趣旨趣旨趣旨どおり地域にどおり地域にどおり地域にどおり地域に根根根根づいていただいたのが１づいていただいたのが１づいていただいたのが１づいていただいたのが１件件件件あるあるあるある状状状状態態態態ですが、市ですが、市ですが、市ですが、市町村町村町村町村ととととももももう一度う一度う一度う一度

調整しまして、調整しまして、調整しまして、調整しまして、残残残残りの９名につきましてりの９名につきましてりの９名につきましてりの９名につきまして早急早急早急早急に業務に業務に業務に業務内容内容内容内容ををををももももう一度う一度う一度う一度見直見直見直見直したりしまして、したりしまして、したりしまして、したりしまして、

対対対対応応応応したいとしたいとしたいとしたいと考え考え考え考えております。以上でございます。ております。以上でございます。ております。以上でございます。ております。以上でございます。

○川口委員○川口委員○川口委員○川口委員 せっかく、これをせっかく、これをせっかく、これをせっかく、これをややややろうということでろうということでろうということでろうということで意意意意気気気気込ん込ん込ん込んでいるのだから。でいるのだから。でいるのだから。でいるのだから。何何何何ももももかかかかももももうううう

まいこと進まいこと進まいこと進まいこと進んんんんでいるだろうと思っていたでいるだろうと思っていたでいるだろうと思っていたでいるだろうと思っていたわわわわけです。これはちけです。これはちけです。これはちけです。これはちょょょょっとっとっとっと見見見見損損損損なったのだけれど、なったのだけれど、なったのだけれど、なったのだけれど、

どこかに出ているどこかに出ているどこかに出ているどこかに出ているわわわわけで。ここ４けで。ここ４けで。ここ４けで。ここ４３ペー３ペー３ペー３ページに。ジに。ジに。ジに。

（（（（「「「「４４４４３ペー３ペー３ペー３ページジジジ。。。。」と呼ぶ者あり）」と呼ぶ者あり）」と呼ぶ者あり）」と呼ぶ者あり）

４４４４３ペー３ペー３ペー３ページ。９名配ジ。９名配ジ。９名配ジ。９名配置置置置準準準準備備備備予定予定予定予定だがだがだがだが相相相相手の事手の事手の事手の事情情情情ということは、要はということは、要はということは、要はということは、要は人人人人をををを採用採用採用採用しようと思しようと思しようと思しようと思

ったら、そういうったら、そういうったら、そういうったら、そういう条条条条件件件件にににに見合見合見合見合ううううもももものをのをのをのを提起提起提起提起しないことには、こっちのしないことには、こっちのしないことには、こっちのしないことには、こっちの間間間間尺尺尺尺で来てくれるので来てくれるので来てくれるので来てくれるの

かどうだということではせっかく復興をかどうだということではせっかく復興をかどうだということではせっかく復興をかどうだということではせっかく復興をややややろうというのだから、ろうというのだから、ろうというのだから、ろうというのだから、間間間間尺尺尺尺にににに合わ合わ合わ合わなかったらなかったらなかったらなかったら間間間間

尺尺尺尺にににに合合合合うようにしていこうと、うようにしていこうと、うようにしていこうと、うようにしていこうと、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり引引引引き入れなけれき入れなけれき入れなけれき入れなければばばばいけないのではないのか。しいけないのではないのか。しいけないのではないのか。しいけないのではないのか。しゃゃゃゃ

くしくしくしくし定規定規定規定規でででで物物物物事は進まないことは、はっきりしているのだから。ち事は進まないことは、はっきりしているのだから。ち事は進まないことは、はっきりしているのだから。ち事は進まないことは、はっきりしているのだから。ちゃゃゃゃんんんんととととややややったと、進ったと、進ったと、進ったと、進んんんん

でいるでいるでいるでいるもももものだとのだとのだとのだとばばばばかり思って、ずっとかり思って、ずっとかり思って、ずっとかり思って、ずっと資料資料資料資料のののの前前前前段段段段をををを見見見見ていたら、ああよくていたら、ああよくていたら、ああよくていたら、ああよくややややってくれていってくれていってくれていってくれてい

るな、うれしいなと思ったるな、うれしいなと思ったるな、うれしいなと思ったるな、うれしいなと思った途端途端途端途端に、４に、４に、４に、４３ペー３ペー３ペー３ページ。まだできていないジ。まだできていないジ。まだできていないジ。まだできていないもももものだけ一のだけ一のだけ一のだけ一番番番番最最最最後の後の後の後のペペペペ

ーーーージにしたのか。そういうことだ。ジにしたのか。そういうことだ。ジにしたのか。そういうことだ。ジにしたのか。そういうことだ。

○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長 答答答答弁弁弁弁よろしいか。よろしいか。よろしいか。よろしいか。

ほか、ごほか、ごほか、ごほか、ご質問質問質問質問ございませございませございませございませんんんんか。か。か。か。

（（（（「「「「なし」と呼ぶ者あり）なし」と呼ぶ者あり）なし」と呼ぶ者あり）なし」と呼ぶ者あり）

○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長 では、ないようでございますので、では、ないようでございますので、では、ないようでございますので、では、ないようでございますので、質質質質疑疑疑疑をををを終わ終わ終わ終わらせていただきます。らせていただきます。らせていただきます。らせていただきます。

それでは、本日の委員会は、これをそれでは、本日の委員会は、これをそれでは、本日の委員会は、これをそれでは、本日の委員会は、これをももももちましてちましてちましてちまして終わ終わ終わ終わらせていただきます。ごらせていただきます。ごらせていただきます。ごらせていただきます。ご苦労苦労苦労苦労ささささんんんんでででで

ございました。ございました。ございました。ございました。


