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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１２日（木） １３：１９～１４：１２平成２５年９月１２日（木） １３：１９～１４：１２平成２５年９月１２日（木） １３：１９～１４：１２平成２５年９月１２日（木） １３：１９～１４：１２

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

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

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

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 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 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 なしなしなしなし

議 事議 事議 事議 事

（１）９月定例県議会提出予定議案について（１）９月定例県議会提出予定議案について（１）９月定例県議会提出予定議案について（１）９月定例県議会提出予定議案について

（２）その他（２）その他（２）その他（２）その他

〈質疑応答〉〈質疑応答〉〈質疑応答〉〈質疑応答〉

○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長 それでは、ただいまの説明並びにその他の事項も含めて、質疑があればごそれでは、ただいまの説明並びにその他の事項も含めて、質疑があればごそれでは、ただいまの説明並びにその他の事項も含めて、質疑があればごそれでは、ただいまの説明並びにその他の事項も含めて、質疑があればご

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

○岡委員○岡委員○岡委員○岡委員 今話を聞く中で、通告していませんが、２～３、ご質問をさせてもらいたいと今話を聞く中で、通告していませんが、２～３、ご質問をさせてもらいたいと今話を聞く中で、通告していませんが、２～３、ご質問をさせてもらいたいと今話を聞く中で、通告していませんが、２～３、ご質問をさせてもらいたいと

思います。思います。思います。思います。

まず１点は、木材の件でございます。県産材の活用推進という角度から、今いろいろなまず１点は、木材の件でございます。県産材の活用推進という角度から、今いろいろなまず１点は、木材の件でございます。県産材の活用推進という角度から、今いろいろなまず１点は、木材の件でございます。県産材の活用推進という角度から、今いろいろな

促進策、奨励策もとられておりますが、まず１点おさらいを込めてお尋ねしたいのは、今、促進策、奨励策もとられておりますが、まず１点おさらいを込めてお尋ねしたいのは、今、促進策、奨励策もとられておりますが、まず１点おさらいを込めてお尋ねしたいのは、今、促進策、奨励策もとられておりますが、まず１点おさらいを込めてお尋ねしたいのは、今、

県産材の活用を推進するに当たって、国が行っている事業、それから県が行っている事業、県産材の活用を推進するに当たって、国が行っている事業、それから県が行っている事業、県産材の活用を推進するに当たって、国が行っている事業、それから県が行っている事業、県産材の活用を推進するに当たって、国が行っている事業、それから県が行っている事業、

それ以外に市町村単独でやっている事業等の把握があれば、それをおさらいして教えていそれ以外に市町村単独でやっている事業等の把握があれば、それをおさらいして教えていそれ以外に市町村単独でやっている事業等の把握があれば、それをおさらいして教えていそれ以外に市町村単独でやっている事業等の把握があれば、それをおさらいして教えてい
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ただきたいのがまず１点でございます。ただきたいのがまず１点でございます。ただきたいのがまず１点でございます。ただきたいのがまず１点でございます。

それから、２点目は、これは確認でございますけれども、先ほどの県土マネジメント部それから、２点目は、これは確認でございますけれども、先ほどの県土マネジメント部それから、２点目は、これは確認でございますけれども、先ほどの県土マネジメント部それから、２点目は、これは確認でございますけれども、先ほどの県土マネジメント部

長の説明がありました、契約金額の変更の件でございますが、後段（公共土木施設災害復長の説明がありました、契約金額の変更の件でございますが、後段（公共土木施設災害復長の説明がありました、契約金額の変更の件でございますが、後段（公共土木施設災害復長の説明がありました、契約金額の変更の件でございますが、後段（公共土木施設災害復

旧事業及び地すべり激甚災害対策特別緊急事業にかかる請負契約の変更について）は、国旧事業及び地すべり激甚災害対策特別緊急事業にかかる請負契約の変更について）は、国旧事業及び地すべり激甚災害対策特別緊急事業にかかる請負契約の変更について）は、国旧事業及び地すべり激甚災害対策特別緊急事業にかかる請負契約の変更について）は、国

の労務賃の変更に伴うものでございますので、自然に発生するものでやむを得ないと思うの労務賃の変更に伴うものでございますので、自然に発生するものでやむを得ないと思うの労務賃の変更に伴うものでございますので、自然に発生するものでやむを得ないと思うの労務賃の変更に伴うものでございますので、自然に発生するものでやむを得ないと思う

のですけれども、一番気になりますのは、当初契約したものが途中で増額補正されることのですけれども、一番気になりますのは、当初契約したものが途中で増額補正されることのですけれども、一番気になりますのは、当初契約したものが途中で増額補正されることのですけれども、一番気になりますのは、当初契約したものが途中で増額補正されること

が多々あるわけでございます。今回に限らずあるわけでございます。増額の要望は上がっが多々あるわけでございます。今回に限らずあるわけでございます。増額の要望は上がっが多々あるわけでございます。今回に限らずあるわけでございます。増額の要望は上がっが多々あるわけでございます。今回に限らずあるわけでございます。増額の要望は上がっ

てくるのですが、減額はめったにないのです。専門家がもちろんいろいろチェックをしててくるのですが、減額はめったにないのです。専門家がもちろんいろいろチェックをしててくるのですが、減額はめったにないのです。専門家がもちろんいろいろチェックをしててくるのですが、減額はめったにないのです。専門家がもちろんいろいろチェックをして

いるとは思うのですが、当初、工事契約をするときに、例えば今回の増額についても、どいるとは思うのですが、当初、工事契約をするときに、例えば今回の増額についても、どいるとは思うのですが、当初、工事契約をするときに、例えば今回の増額についても、どいるとは思うのですが、当初、工事契約をするときに、例えば今回の増額についても、ど

のような状況で見積もって契約したのか、その後、どのようなのような状況で見積もって契約したのか、その後、どのようなのような状況で見積もって契約したのか、その後、どのようなのような状況で見積もって契約したのか、その後、どのような万万万万やむを得ない事やむを得ない事やむを得ない事やむを得ない事情情情情が出てが出てが出てが出て

きたのか。また、そのきたのか。また、そのきたのか。また、そのきたのか。また、その辺辺辺辺のののの判断判断判断判断のののの基準基準基準基準はどうなっているのか。そのはどうなっているのか。そのはどうなっているのか。そのはどうなっているのか。その辺辺辺辺のことについて、のことについて、のことについて、のことについて、少少少少

し説明があればお聞きしたいと思います。以上です。し説明があればお聞きしたいと思います。以上です。し説明があればお聞きしたいと思います。以上です。し説明があればお聞きしたいと思います。以上です。

○岡野奈良の木ブランド課長○岡野奈良の木ブランド課長○岡野奈良の木ブランド課長○岡野奈良の木ブランド課長 木材の木材の木材の木材の利利利利用に関する用に関する用に関する用に関する取組取組取組取組ということでご質問をいただきまということでご質問をいただきまということでご質問をいただきまということでご質問をいただきま

した。した。した。した。

まず、国が行っているもの、県が行っているもの、市町村単まず、国が行っているもの、県が行っているもの、市町村単まず、国が行っているもの、県が行っているもの、市町村単まず、国が行っているもの、県が行っているもの、市町村単位位位位で行っているものでござで行っているものでござで行っているものでござで行っているものでござ

いますけれども、国では林業のいますけれども、国では林業のいますけれども、国では林業のいますけれども、国では林業の再再再再生生生生プラプラプラプランということで、国産材のンということで、国産材のンということで、国産材のンということで、国産材の利利利利用を用を用を用をふふふふやしていこうやしていこうやしていこうやしていこう

と、と、と、と、法律法律法律法律もももも改改改改正いたしまして、正いたしまして、正いたしまして、正いたしまして、近近近近年特に年特に年特に年特に力力力力をををを入入入入れられております。そういった中で、例えれられております。そういった中で、例えれられております。そういった中で、例えれられております。そういった中で、例え

ば川上から木材を出してくるば川上から木材を出してくるば川上から木材を出してくるば川上から木材を出してくる際際際際のののの高性能高性能高性能高性能の林業の林業の林業の林業機械機械機械機械のののの整備整備整備整備でありますとか、でありますとか、でありますとか、でありますとか、路網路網路網路網のののの整備整備整備整備、、、、

また川また川また川また川下下下下にににに参参参参りまして、りまして、りまして、りまして、製製製製材材材材機械機械機械機械のののの整備整備整備整備の補の補の補の補助助助助金もございますし、また、ことしからは木金もございますし、また、ことしからは木金もございますし、また、ことしからは木金もございますし、また、ことしからは木

材の材の材の材の利利利利用用用用ポイポイポイポイントということで、ントということで、ントということで、ントということで、住宅住宅住宅住宅をををを建建建建てるてるてるてる際際際際に国産材をに国産材をに国産材をに国産材を使使使使ったったったった場合場合場合場合にににに助助助助成しまし成しまし成しまし成しましょょょょうううう

というというというという制制制制度も度も度も度も始始始始められました。められました。められました。められました。

県におきましては国のこういった県におきましては国のこういった県におきましては国のこういった県におきましては国のこういった制制制制度を、より度を、より度を、より度を、より奈良奈良奈良奈良県において県において県において県において加速加速加速加速させるというさせるというさせるというさせるという意味合意味合意味合意味合

いから、例えば先ほどのいから、例えば先ほどのいから、例えば先ほどのいから、例えば先ほどの住宅住宅住宅住宅の話でいきますと、国の木材の話でいきますと、国の木材の話でいきますと、国の木材の話でいきますと、国の木材利利利利用用用用ポイポイポイポイントにさらにントにさらにントにさらにントにさらに奈良奈良奈良奈良県産県産県産県産

材を材を材を材を使使使使ったったったった場合場合場合場合に上に上に上に上乗乗乗乗せをしましせをしましせをしましせをしましょょょょうという上うという上うという上うという上乗乗乗乗せせせせ助助助助成なども行っております。また、市成なども行っております。また、市成なども行っております。また、市成なども行っております。また、市

町村では、やはり町村では、やはり町村では、やはり町村では、やはり各各各各市町村市町村市町村市町村内内内内の木材のの木材のの木材のの木材の利利利利用ということで、用ということで、用ということで、用ということで、エリアエリアエリアエリアをさらにをさらにをさらにをさらに絞絞絞絞ってってってって重重重重点点点点化化化化しししし

ていくというていくというていくというていくという意味合意味合意味合意味合いでいでいでいで住宅住宅住宅住宅のののの助助助助成があるということも聞いております。また、成があるということも聞いております。また、成があるということも聞いております。また、成があるということも聞いております。また、小学校小学校小学校小学校にににに

導入導入導入導入しているしているしているしている学習机学習机学習机学習机も地も地も地も地域域域域の木材をの木材をの木材をの木材を使使使使ったったったった場合場合場合場合にににに助助助助成といいますか、地成といいますか、地成といいますか、地成といいますか、地域域域域の木材をの木材をの木材をの木材を使使使使ったったったった

ものをものをものをものを入入入入れていこうというれていこうというれていこうというれていこうという取組取組取組取組を行っていることを把握しております。以上でございます。を行っていることを把握しております。以上でございます。を行っていることを把握しております。以上でございます。を行っていることを把握しております。以上でございます。

○福嶋砂防課長○福嶋砂防課長○福嶋砂防課長○福嶋砂防課長 十津十津十津十津川村川村川村川村折立折立折立折立地地地地区区区区の契約変更についてのご質問でございます。の契約変更についてのご質問でございます。の契約変更についてのご質問でございます。の契約変更についてのご質問でございます。

折立折立折立折立地地地地区区区区の地すべり対策事業についてでございますが、これは、一の地すべり対策事業についてでございますが、これは、一の地すべり対策事業についてでございますが、これは、一の地すべり対策事業についてでございますが、これは、一応鋼矢板応鋼矢板応鋼矢板応鋼矢板をををを打打打打ちましちましちましちまし
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て、それを土どめとしてそのて、それを土どめとしてそのて、それを土どめとしてそのて、それを土どめとしてその鋼矢板鋼矢板鋼矢板鋼矢板のののの背背背背後に土を後に土を後に土を後に土を載載載載せ、そのせ、そのせ、そのせ、その押押押押さえさえさえさえ盛盛盛盛り土によって地すべり土によって地すべり土によって地すべり土によって地すべ

りをりをりをりを抑止抑止抑止抑止するという工事でございます。今回の変更は、そのするという工事でございます。今回の変更は、そのするという工事でございます。今回の変更は、そのするという工事でございます。今回の変更は、その鋼矢板鋼矢板鋼矢板鋼矢板のののの打打打打設工設工設工設工法法法法の変更でごの変更でごの変更でごの変更でご

ざいます。契約後、工事用進ざいます。契約後、工事用進ざいます。契約後、工事用進ざいます。契約後、工事用進入路入路入路入路を設を設を設を設置置置置して、して、して、して、鋼矢板打鋼矢板打鋼矢板打鋼矢板打設設設設箇所箇所箇所箇所のののの試掘試掘試掘試掘を行いました。そのを行いました。そのを行いました。そのを行いました。その

結果結果結果結果、当初、当初、当初、当初想想想想定していなかった２定していなかった２定していなかった２定していなかった２００００～３～３～３～３０セ０セ０セ０センチをンチをンチをンチを超超超超えるようなえるようなえるようなえるような玉石玉石玉石玉石を多を多を多を多数数数数確認したこと確認したこと確認したこと確認したこと

から、から、から、から、鋼矢板鋼矢板鋼矢板鋼矢板の工の工の工の工法法法法ををををバイブロバイブロバイブロバイブロ工工工工法法法法、、、、鋼矢板鋼矢板鋼矢板鋼矢板をををを震震震震わせながらわせながらわせながらわせながら打打打打設する工設する工設する工設する工法法法法から、から、から、から、オールケオールケオールケオールケ

ーシーシーシーシンンンンググググ工工工工法法法法というというというというケーシケーシケーシケーシンンンンググググをををを入入入入れて中をれて中をれて中をれて中を掘削掘削掘削掘削してしてしてして鋼矢板鋼矢板鋼矢板鋼矢板をををを打打打打設するという工設するという工設するという工設するという工法法法法に変更に変更に変更に変更

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

当初、設当初、設当初、設当初、設計時計時計時計時にどのようなにどのようなにどのようなにどのような調査調査調査調査をしたのかということでございますが、ちをしたのかということでございますが、ちをしたのかということでございますが、ちをしたのかということでございますが、ちょょょょうど工事うど工事うど工事うど工事区区区区

間間間間が２が２が２が２００００００００メメメメーーーートトトトルルルルございます。そのございます。そのございます。そのございます。その真真真真ん中あたりのん中あたりのん中あたりのん中あたりの高高高高さのさのさのさの違違違違うところの２うところの２うところの２うところの２カ所カ所カ所カ所ををををボーリボーリボーリボーリ

ンンンンググググしております。そのしております。そのしております。そのしております。その結果結果結果結果、そのような大きな、そのような大きな、そのような大きな、そのような大きな玉石玉石玉石玉石があるということが確認できました。があるということが確認できました。があるということが確認できました。があるということが確認できました。

また、また、また、また、加加加加えて、えて、えて、えて、河河河河川のところでございますので、その川のところでございますので、その川のところでございますので、その川のところでございますので、その河河河河川の川の川の川の表層表層表層表層については目については目については目については目視視視視によってによってによってによって

確認をしておりまして、そのときは確認をしておりまして、そのときは確認をしておりまして、そのときは確認をしておりまして、そのときは玉石玉石玉石玉石があったということは確認できませんでした。があったということは確認できませんでした。があったということは確認できませんでした。があったということは確認できませんでした。

１１１１００００００００メメメメーーーートトトトルルルルというというというという基準基準基準基準でございますが、国土でございますが、国土でございますが、国土でございますが、国土交交交交通通通通省省省省のののの河河河河川川川川砂防技術基準砂防技術基準砂防技術基準砂防技術基準というのがというのがというのがというのが

ございます。そのございます。そのございます。そのございます。その解解解解説説説説・調査編・調査編・調査編・調査編に、１に、１に、１に、１００００００００メメメメーーーートトトトルルルルに１に１に１に１カ所ボーリカ所ボーリカ所ボーリカ所ボーリンンンング調査グ調査グ調査グ調査をしなさいとをしなさいとをしなさいとをしなさいと

いうことになっております。２いうことになっております。２いうことになっております。２いうことになっております。２００００００００メメメメーーーートトトトルルルルでででで両側両側両側両側については目については目については目については目視視視視できますので、そのできますので、そのできますので、そのできますので、その真真真真

ん中をん中をん中をん中をボーリボーリボーリボーリンンンンググググしたということで、当初設したということで、当初設したということで、当初設したということで、当初設計計計計においても通においても通においても通においても通常常常常のののの基準基準基準基準にににに基づ基づ基づ基づいていていていて調査調査調査調査をしをしをしをし

たということでございます。以上です。たということでございます。以上です。たということでございます。以上です。たということでございます。以上です。

○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） 今回の案件の今回の案件の今回の案件の今回の案件の具体的具体的具体的具体的なななな内容内容内容内容は、今は、今は、今は、今砂防課砂防課砂防課砂防課長長長長

がががが申申申申したとおりです。この事業の変更につきましては、したとおりです。この事業の変更につきましては、したとおりです。この事業の変更につきましては、したとおりです。この事業の変更につきましては、軽微軽微軽微軽微なものをなものをなものをなものを除除除除いて、工いて、工いて、工いて、工法法法法が大きが大きが大きが大き

く変わるものにつきましては部長く変わるものにつきましては部長く変わるものにつきましては部長く変わるものにつきましては部長承承承承認というか、認というか、認というか、認というか、幾幾幾幾つかのつかのつかのつかのプロセスプロセスプロセスプロセスをををを経経経経てチェックてチェックてチェックてチェック体制体制体制体制をををを

とっております。とっております。とっております。とっております。

また、事業また、事業また、事業また、事業費費費費の変更が３の変更が３の変更が３の変更が３割割割割をををを超超超超える、あるいは３える、あるいは３える、あるいは３える、あるいは３，０００万円，０００万円，０００万円，０００万円をををを超超超超えるものにつきましえるものにつきましえるものにつきましえるものにつきまし

ては、土木事業のては、土木事業のては、土木事業のては、土木事業の円滑化円滑化円滑化円滑化委員会を設委員会を設委員会を設委員会を設置置置置しておりまして、その中で変更しておりまして、その中で変更しておりまして、その中で変更しておりまして、その中で変更内容内容内容内容がががが適切適切適切適切なものでなものでなものでなもので

あるかどうかについてあるかどうかについてあるかどうかについてあるかどうかについて審審審審議をするという議をするという議をするという議をするというプロセスプロセスプロセスプロセスをををを経経経経て、今回この委員会にて、今回この委員会にて、今回この委員会にて、今回この委員会に報報報報告させてい告させてい告させてい告させてい

ただいているところでございます。ただいているところでございます。ただいているところでございます。ただいているところでございます。

○岡委員○岡委員○岡委員○岡委員 土木の工事土木の工事土木の工事土木の工事費費費費の件につきましては、今説明聞いたことだろうとは思っておりまの件につきましては、今説明聞いたことだろうとは思っておりまの件につきましては、今説明聞いたことだろうとは思っておりまの件につきましては、今説明聞いたことだろうとは思っておりま

すので、別に大きなすので、別に大きなすので、別に大きなすので、別に大きな不安不安不安不安はははは持持持持っていませんけれども、ただ、っていませんけれども、ただ、っていませんけれども、ただ、っていませんけれども、ただ、懸念懸念懸念懸念いたしますのは、いたしますのは、いたしますのは、いたしますのは、最最最最初、初、初、初、

工事の工事の工事の工事の査査査査定をするときに、１定をするときに、１定をするときに、１定をするときに、１００００００００メメメメーーーートトトトルルルルに１に１に１に１カ所カ所カ所カ所という説明がございましたが、という説明がございましたが、という説明がございましたが、という説明がございましたが、場所場所場所場所にににに

よってはよってはよってはよっては少少少少しよく見ておかないといけないということが予しよく見ておかないといけないということが予しよく見ておかないといけないということが予しよく見ておかないといけないということが予想想想想されるときは、されるときは、されるときは、されるときは、基準基準基準基準はそうなはそうなはそうなはそうな

っていっても、もうっていっても、もうっていっても、もうっていっても、もう少少少少しししし詳詳詳詳しくチェックするとか、しくチェックするとか、しくチェックするとか、しくチェックするとか、現場現場現場現場でのでのでのでの知恵知恵知恵知恵とか、工とか、工とか、工とか、工夫夫夫夫をして、できをして、できをして、できをして、でき
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るだけ正確な工事の見積もりが出るようにやるべきではないだろうかということを教るだけ正確な工事の見積もりが出るようにやるべきではないだろうかということを教るだけ正確な工事の見積もりが出るようにやるべきではないだろうかということを教るだけ正確な工事の見積もりが出るようにやるべきではないだろうかということを教訓訓訓訓とととと

してしてしてしてぜひぜひぜひぜひお願いしたい。特にお願いしたい。特にお願いしたい。特にお願いしたい。特に場所場所場所場所によって、川のによって、川のによって、川のによって、川の近近近近くとか、川の中というのは、くとか、川の中というのは、くとか、川の中というのは、くとか、川の中というのは、堆堆堆堆積積積積物物物物はははは

わかりません。わかりません。わかりません。わかりません。レレレレントントントントゲゲゲゲンのようにンのようにンのようにンのように皆写皆写皆写皆写るといいけれども、上からるといいけれども、上からるといいけれども、上からるといいけれども、上から照照照照らしても多らしても多らしても多らしても多分分分分わからわからわからわから

ないと思いますので、ないと思いますので、ないと思いますので、ないと思いますので、ボーリボーリボーリボーリンンンング調査グ調査グ調査グ調査しかないとは思いますが、川というのはしかないとは思いますが、川というのはしかないとは思いますが、川というのはしかないとは思いますが、川というのは普普普普通の例え通の例え通の例え通の例え

ばばばば畑畑畑畑のののの調査調査調査調査であるとかであるとかであるとかであるとか山山山山のののの調査調査調査調査のののの場合場合場合場合とととと違違違違います。ましてや大災害の後でもございますのいます。ましてや大災害の後でもございますのいます。ましてや大災害の後でもございますのいます。ましてや大災害の後でもございますの

で、いろいろなものがで、いろいろなものがで、いろいろなものがで、いろいろなものが埋埋埋埋まっているまっているまっているまっている可能性可能性可能性可能性もあるかもしれませんし、もあるかもしれませんし、もあるかもしれませんし、もあるかもしれませんし、場所場所場所場所がそういうとこがそういうとこがそういうとこがそういうとこ

ろであるときには、今後これをろであるときには、今後これをろであるときには、今後これをろであるときには、今後これをぜひぜひぜひぜひ生かして生かして生かして生かして適切適切適切適切な見積もりができるようにごな見積もりができるようにごな見積もりができるようにごな見積もりができるようにご努力努力努力努力をお願をお願をお願をお願

いして、これは要望しておきます。いして、これは要望しておきます。いして、これは要望しておきます。いして、これは要望しておきます。

それから、今、それから、今、それから、今、それから、今、奈良奈良奈良奈良の木の木の木の木ブラブラブラブランンンンド課ド課ド課ド課長からご説明がありました、これもざっくりした説長からご説明がありました、これもざっくりした説長からご説明がありました、これもざっくりした説長からご説明がありました、これもざっくりした説

明でございますけれども。１つ疑問に思っているのは、明でございますけれども。１つ疑問に思っているのは、明でございますけれども。１つ疑問に思っているのは、明でございますけれども。１つ疑問に思っているのは、邪邪邪邪推かもしれませんけれども、国推かもしれませんけれども、国推かもしれませんけれども、国推かもしれませんけれども、国

が新しくこの補が新しくこの補が新しくこの補が新しくこの補助制助制助制助制度を度を度を度を追加追加追加追加しました。それで、県がそのしました。それで、県がそのしました。それで、県がそのしました。それで、県がその分分分分を減らしている、を減らしている、を減らしている、を減らしている、従前従前従前従前よりそよりそよりそよりそ

のののの分分分分は減らしていなかったのですか。は減らしていなかったのですか。は減らしていなかったのですか。は減らしていなかったのですか。誤解誤解誤解誤解だったらだったらだったらだったら申申申申しししし訳訳訳訳ないが、国が出してくれるようないが、国が出してくれるようないが、国が出してくれるようないが、国が出してくれるよう

になったので、県はそのになったので、県はそのになったので、県はそのになったので、県はその分分分分をををを差差差差しかえるというしかえるというしかえるというしかえるという場面場面場面場面があったのではないかと、どのがあったのではないかと、どのがあったのではないかと、どのがあったのではないかと、どの分野分野分野分野かかかか

ははっきりははっきりははっきりははっきり覚覚覚覚えていませんけれども、どのえていませんけれども、どのえていませんけれども、どのえていませんけれども、どの分分分分がどうかはがどうかはがどうかはがどうかは知知知知りませんが、せっかく国がりませんが、せっかく国がりませんが、せっかく国がりませんが、せっかく国が追追追追いいいい

風風風風をををを送送送送るためにやってくれている補るためにやってくれている補るためにやってくれている補るためにやってくれている補助制助制助制助制度が、度が、度が、度が、逆逆逆逆に県にすれば先行してやっているに県にすれば先行してやっているに県にすれば先行してやっているに県にすれば先行してやっている分分分分をををを差差差差

しかえてしかえてしかえてしかえて終終終終わっているというわっているというわっているというわっているという感じ感じ感じ感じのものもあると思いますので、県がせっかくのものもあると思いますので、県がせっかくのものもあると思いますので、県がせっかくのものもあると思いますので、県がせっかく少少少少ないないないない財源財源財源財源

の中で一生の中で一生の中で一生の中で一生懸命汗懸命汗懸命汗懸命汗をををを流流流流して、して、して、して、捻捻捻捻出してやっている出してやっている出してやっている出してやっている制制制制度が、いいものであれば、国が出して度が、いいものであれば、国が出して度が、いいものであれば、国が出して度が、いいものであれば、国が出して

くれたからといって、それをくれたからといって、それをくれたからといって、それをくれたからといって、それを即座即座即座即座にににに差差差差しかえるというしかえるというしかえるというしかえるという場面場面場面場面があったのでは、があったのでは、があったのでは、があったのでは、寂寂寂寂しい発しい発しい発しい発想想想想だだだだ

と思います。事と思います。事と思います。事と思います。事実実実実でなければでなければでなければでなければ失礼失礼失礼失礼な話だけれども、１度そのな話だけれども、１度そのな話だけれども、１度そのな話だけれども、１度その辺辺辺辺のことで気になることがあのことで気になることがあのことで気になることがあのことで気になることがあ

りますので、特にここりますので、特にここりますので、特にここりますので、特にここ最近最近最近最近の国の新しいの国の新しいの国の新しいの国の新しい助助助助成成成成制制制制度が出たときに、県はそのことについてど度が出たときに、県はそのことについてど度が出たときに、県はそのことについてど度が出たときに、県はそのことについてど

う対う対う対う対応応応応されたのかと１つ思います。されたのかと１つ思います。されたのかと１つ思います。されたのかと１つ思います。

それから、このそれから、このそれから、このそれから、この間間間間、県、県、県、県内調査内調査内調査内調査でででで宇陀宇陀宇陀宇陀市市市市へへへへ行かせていただきまして、行かせていただきまして、行かせていただきまして、行かせていただきまして、理理理理事事事事者者者者もいらっしもいらっしもいらっしもいらっしゃゃゃゃ

いましたので、いましたので、いましたので、いましたので、同じ同じ同じ同じ説明を聞いてもらっているのですけれども、説明を聞いてもらっているのですけれども、説明を聞いてもらっているのですけれども、説明を聞いてもらっているのですけれども、宇陀宇陀宇陀宇陀市も独自に県産材、市も独自に県産材、市も独自に県産材、市も独自に県産材、

特に特に特に特に宇陀宇陀宇陀宇陀市市市市内内内内の県産材のの県産材のの県産材のの県産材の利利利利用を促進する用を促進する用を促進する用を促進する政政政政策を策を策を策を考考考考えていらっしえていらっしえていらっしえていらっしゃゃゃゃいました。いました。いました。いました。私私私私はこの県産はこの県産はこの県産はこの県産

材の活用促進というのは、国や県がもっと積材の活用促進というのは、国や県がもっと積材の活用促進というのは、国や県がもっと積材の活用促進というのは、国や県がもっと積極的極的極的極的にやるべきものであると思うわけでござにやるべきものであると思うわけでござにやるべきものであると思うわけでござにやるべきものであると思うわけでござ

います。います。います。います。少少少少し話は長くなりますが、林業し話は長くなりますが、林業し話は長くなりますが、林業し話は長くなりますが、林業政政政政策というのは、はっきり言いまして、ある策というのは、はっきり言いまして、ある策というのは、はっきり言いまして、ある策というのは、はっきり言いまして、ある意味意味意味意味

において国のにおいて国のにおいて国のにおいて国の政政政政治の治の治の治の判断判断判断判断のののの誤誤誤誤りがあると思います。日本がりがあると思います。日本がりがあると思います。日本がりがあると思います。日本が戦戦戦戦後の復興になったとき、これ後の復興になったとき、これ後の復興になったとき、これ後の復興になったとき、これ

から木が要るということで、どんどん木をから木が要るということで、どんどん木をから木が要るということで、どんどん木をから木が要るということで、どんどん木を植植植植えさせたわけでございますが、その後、えさせたわけでございますが、その後、えさせたわけでございますが、その後、えさせたわけでございますが、その後、海海海海外外外外

からのからのからのからの森森森森林林林林資源資源資源資源のののの輸入基準輸入基準輸入基準輸入基準をををを緩和緩和緩和緩和することによって、国することによって、国することによって、国することによって、国内内内内の林業が大変大きなの林業が大変大きなの林業が大変大きなの林業が大変大きなダダダダメメメメーーーージをジをジをジを

受受受受けた中で、それをずっとけた中で、それをずっとけた中で、それをずっとけた中で、それをずっと引引引引きずっているのが今の本県の林業生産きずっているのが今の本県の林業生産きずっているのが今の本県の林業生産きずっているのが今の本県の林業生産者者者者のののの悩み悩み悩み悩みではないかとではないかとではないかとではないかと
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思うわけでございます。国も思うわけでございます。国も思うわけでございます。国も思うわけでございます。国も恐恐恐恐らくそのらくそのらくそのらくその辺辺辺辺のののの責任責任責任責任をををを感じ感じ感じ感じて、また地て、また地て、また地て、また地域域域域おこしいうこともあおこしいうこともあおこしいうこともあおこしいうこともあ

りますけれども、そういうりますけれども、そういうりますけれども、そういうりますけれども、そういう意味意味意味意味で、で、で、で、税税税税金も金も金も金も投入投入投入投入して、林業にして、林業にして、林業にして、林業に携携携携わっているわっているわっているわっている方方方方々の々の々の々の応援応援応援応援をすをすをすをす

べきというわけです。べきというわけです。べきというわけです。べきというわけです。

そこで、そこで、そこで、そこで、前前前前からいろいろなからいろいろなからいろいろなからいろいろな場面場面場面場面でお願いしていますが、今、県が行っている補でお願いしていますが、今、県が行っている補でお願いしていますが、今、県が行っている補でお願いしていますが、今、県が行っている補助助助助金の金の金の金の制制制制

度は、大度は、大度は、大度は、大分分分分、、、、間間間間口を口を口を口を広げ広げ広げ広げてくれていますが、もっとてくれていますが、もっとてくれていますが、もっとてくれていますが、もっとダイナミダイナミダイナミダイナミックに補ックに補ックに補ックに補助政助政助政助政策を策を策を策を考考考考えてはどえてはどえてはどえてはど

うかと思います。うかと思います。うかと思います。うかと思います。具体的具体的具体的具体的にににに申申申申し上し上し上し上げげげげますと、例えば福ますと、例えば福ますと、例えば福ますと、例えば福祉祉祉祉施設であるとか公共施設など施設であるとか公共施設など施設であるとか公共施設など施設であるとか公共施設などへへへへのののの

補補補補助制助制助制助制度が中度が中度が中度が中心心心心となっていまして、となっていまして、となっていまして、となっていまして、民民民民間間間間ではではではでは戸戸戸戸建建建建てには補てには補てには補てには補助制助制助制助制度がありますけれども、そ度がありますけれども、そ度がありますけれども、そ度がありますけれども、そ

れ以外にれ以外にれ以外にれ以外に置置置置かれている、かれている、かれている、かれている、準準準準公共公共公共公共的的的的な施設であるとか、もっと言えば、な施設であるとか、もっと言えば、な施設であるとか、もっと言えば、な施設であるとか、もっと言えば、完全完全完全完全にににに個人個人個人個人のののの株式株式株式株式会会会会

社社社社の施設でもいいわけです。そこで本当に県産材をの施設でもいいわけです。そこで本当に県産材をの施設でもいいわけです。そこで本当に県産材をの施設でもいいわけです。そこで本当に県産材を使使使使ってくれるということがあれば、ってくれるということがあれば、ってくれるということがあれば、ってくれるということがあれば、消消消消

費費費費がそれによってがそれによってがそれによってがそれによって伸伸伸伸びるのであれば、思いびるのであれば、思いびるのであれば、思いびるのであれば、思い切切切切って、って、って、って、制制制制限を限を限を限を撤廃撤廃撤廃撤廃して、して、して、して、逆逆逆逆に言えば、に言えば、に言えば、に言えば、誰人誰人誰人誰人たたたた

りとも県産材をりとも県産材をりとも県産材をりとも県産材を使使使使えば自えば自えば自えば自動動動動的的的的に補に補に補に補助助助助がががが受受受受けられるという、そういう発けられるという、そういう発けられるという、そういう発けられるという、そういう発想想想想でもうでもうでもうでもう少少少少しししし間間間間口を口を口を口を

広げ広げ広げ広げて、て、て、て、使使使使いいいい勝手勝手勝手勝手のいい補のいい補のいい補のいい補助制助制助制助制度にすべきではないだろうかと以度にすべきではないだろうかと以度にすべきではないだろうかと以度にすべきではないだろうかと以前前前前から思っております。から思っております。から思っております。から思っております。

話はち話はち話はち話はちょょょょっとそれますけれども、っとそれますけれども、っとそれますけれども、っとそれますけれども、実実実実はこのはこのはこのはこの間間間間、、、、十津十津十津十津川村に行かせていただきまして、復川村に行かせていただきまして、復川村に行かせていただきまして、復川村に行かせていただきまして、復

興興興興住宅住宅住宅住宅ののののモデモデモデモデルルルルハウハウハウハウススススの中にもの中にもの中にもの中にも入入入入れていただき、見てまいりました。れていただき、見てまいりました。れていただき、見てまいりました。れていただき、見てまいりました。比較比較比較比較的安的安的安的安いいいい値値値値段でで段でで段でで段でで

きておったようでございまして、本当に木のきておったようでございまして、本当に木のきておったようでございまして、本当に木のきておったようでございまして、本当に木の香香香香りのする、木りのする、木りのする、木りのする、木造造造造のよさものよさものよさものよさも体体体体験験験験させていたださせていたださせていたださせていただ

きました。そうきました。そうきました。そうきました。そう考考考考えますと、これからは木材のよさをしっかりえますと、これからは木材のよさをしっかりえますと、これからは木材のよさをしっかりえますと、これからは木材のよさをしっかりアアアアピピピピールールールールしていけば、していけば、していけば、していけば、民民民民間間間間

のののの住宅住宅住宅住宅だけではなくて、いろいろなだけではなくて、いろいろなだけではなくて、いろいろなだけではなくて、いろいろな場所場所場所場所に木をに木をに木をに木を使使使使うということがどんどんうということがどんどんうということがどんどんうということがどんどん広広広広がっていくのがっていくのがっていくのがっていくの

ではないかと思いますので、そういうではないかと思いますので、そういうではないかと思いますので、そういうではないかと思いますので、そういう視視視視点から点から点から点から各各各各市町村で市町村で市町村で市町村で既既既既に、国、県のに、国、県のに、国、県のに、国、県の政政政政策だけでは策だけでは策だけでは策だけでは足足足足

りないから、一生りないから、一生りないから、一生りないから、一生懸命懸命懸命懸命やっているところもあるわけでございますので、もっと県産材が活やっているところもあるわけでございますので、もっと県産材が活やっているところもあるわけでございますので、もっと県産材が活やっているところもあるわけでございますので、もっと県産材が活

用しやすい、用しやすい、用しやすい、用しやすい、使使使使いいいい勝手勝手勝手勝手のいい補のいい補のいい補のいい補助制助制助制助制度を積度を積度を積度を積極的極的極的極的にやられたらどうかと思います。これは農にやられたらどうかと思います。これは農にやられたらどうかと思います。これは農にやられたらどうかと思います。これは農

林部長、一言ご林部長、一言ご林部長、一言ご林部長、一言ご決決決決意意意意のほどをお願いできますか。質問はそれだけでございます。のほどをお願いできますか。質問はそれだけでございます。のほどをお願いできますか。質問はそれだけでございます。のほどをお願いできますか。質問はそれだけでございます。

○福谷農林部長○福谷農林部長○福谷農林部長○福谷農林部長 種種種種々ご々ご々ご々ご意意意意見を岡委員からいただきました。見を岡委員からいただきました。見を岡委員からいただきました。見を岡委員からいただきました。

１点１点１点１点申申申申し上し上し上し上げげげげますのは、例えば市町村のますのは、例えば市町村のますのは、例えば市町村のますのは、例えば市町村の立場立場立場立場、県の、県の、県の、県の立場立場立場立場、国の、国の、国の、国の立場立場立場立場、いろいろあろうか、いろいろあろうか、いろいろあろうか、いろいろあろうか

と思いますので、そのと思いますので、そのと思いますので、そのと思いますので、その立場立場立場立場立場立場立場立場にににに応じ応じ応じ応じたたたた形形形形で対で対で対で対応応応応していかなければいけないとしていかなければいけないとしていかなければいけないとしていかなければいけないと従前従前従前従前からずからずからずからず

っと思っていることではございます。ただ、おっしっと思っていることではございます。ただ、おっしっと思っていることではございます。ただ、おっしっと思っていることではございます。ただ、おっしゃゃゃゃられたように、県としても県産材のられたように、県としても県産材のられたように、県としても県産材のられたように、県としても県産材の

利利利利用促進は大変大きな用促進は大変大きな用促進は大変大きな用促進は大変大きな政政政政策策策策課課課課題題題題であるととらえておりますので、今いただいたごであるととらえておりますので、今いただいたごであるととらえておりますので、今いただいたごであるととらえておりますので、今いただいたご意意意意見も見も見も見も踏踏踏踏

まえて、今後まえて、今後まえて、今後まえて、今後研究研究研究研究もももも十分十分十分十分していって、対していって、対していって、対していって、対応応応応できるところはしていきたいと思っております。できるところはしていきたいと思っております。できるところはしていきたいと思っております。できるところはしていきたいと思っております。

以上でございます。以上でございます。以上でございます。以上でございます。

○太田委員○太田委員○太田委員○太田委員 ２点質問させていただきます。２点質問させていただきます。２点質問させていただきます。２点質問させていただきます。

先日、９月先日、９月先日、９月先日、９月６６６６日に日に日に日にＮＨＫＮＨＫＮＨＫＮＨＫでででで放放放放送送送送されましたされましたされましたされました「「「「かんさいかんさいかんさいかんさい熱熱熱熱視視視視線」線」線」線」という番という番という番という番組組組組を見せていたを見せていたを見せていたを見せていた
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だいたのですが、だいたのですが、だいたのですが、だいたのですが、紀伊半島紀伊半島紀伊半島紀伊半島大大大大水水水水害から２年害から２年害から２年害から２年経経経経過過過過し、し、し、し、堆堆堆堆積土積土積土積土砂砂砂砂をどうするのかという中をどうするのかという中をどうするのかという中をどうするのかという中身身身身でででで

放映放映放映放映されました。されました。されました。されました。和和和和歌歌歌歌山山山山県県県県那智勝浦那智勝浦那智勝浦那智勝浦町では、この災害町では、この災害町では、この災害町では、この災害前前前前はははは避難勧避難勧避難勧避難勧告は１回しか出ていなか告は１回しか出ていなか告は１回しか出ていなか告は１回しか出ていなか

ったのですけれども、災害後は２３回も出ているということが特ったのですけれども、災害後は２３回も出ているということが特ったのですけれども、災害後は２３回も出ているということが特ったのですけれども、災害後は２３回も出ているということが特集集集集されていまして、また、されていまして、また、されていまして、また、されていまして、また、

堆堆堆堆積土積土積土積土砂砂砂砂の問の問の問の問題題題題もももも取取取取り上り上り上り上げげげげられておりました。られておりました。られておりました。られておりました。奈良奈良奈良奈良県県県県十津十津十津十津川村では、地川村では、地川村では、地川村では、地盤盤盤盤のののの緩み緩み緩み緩みや川のや川のや川のや川の水水水水

位位位位の上の上の上の上昇昇昇昇などによって土などによって土などによって土などによって土砂砂砂砂のののの流流流流出が出が出が出が続続続続いているなど、いているなど、いているなど、いているなど、十津十津十津十津川村の復旧、復興を川村の復旧、復興を川村の復旧、復興を川村の復旧、復興を担担担担当する当する当する当する方方方方

がこの土がこの土がこの土がこの土砂砂砂砂のののの流流流流出の状況などを出の状況などを出の状況などを出の状況などを訴訴訴訴えておられました。これをえておられました。これをえておられました。これをえておられました。これを受受受受けてけてけてけて京都京都京都京都大大大大学学学学の角教の角教の角教の角教授授授授がががが堆堆堆堆

積土積土積土積土砂砂砂砂のののの脅威脅威脅威脅威についてについてについてについて解解解解説をして、この説をして、この説をして、この説をして、この堆堆堆堆積土積土積土積土砂砂砂砂のののの危険危険危険危険性性性性をををを調査調査調査調査して、して、して、して、危険危険危険危険度の度の度の度の高高高高いいいい場所場所場所場所

からからからから取取取取りりりり除除除除くべきだとくべきだとくべきだとくべきだと指摘指摘指摘指摘をしておられます。をしておられます。をしておられます。をしておられます。現現現現在在在在、県として、県として、県として、県として十津十津十津十津川村で行っております川村で行っております川村で行っております川村で行っております

堆堆堆堆積土積土積土積土砂砂砂砂のののの除除除除去作去作去作去作業の業の業の業の現現現現状について、まずお状について、まずお状について、まずお状について、まずお伺伺伺伺いしたいと思います。いしたいと思います。いしたいと思います。いしたいと思います。

２点目ですけれども、先日、２点目ですけれども、先日、２点目ですけれども、先日、２点目ですけれども、先日、高取高取高取高取町にあります町にあります町にあります町にあります奈良奈良奈良奈良県県県県森森森森林林林林技術セ技術セ技術セ技術センンンンタタタターーーーをををを訪訪訪訪ねてまいりねてまいりねてまいりねてまいり

ました。ここでは県ました。ここでは県ました。ここでは県ました。ここでは県内内内内の林業の林業の林業の林業従従従従事事事事者者者者をはをはをはをはじじじじめ、め、め、め、全全全全国の大国の大国の大国の大学学学学やややや企企企企業と業と業と業と連連連連携携携携してしてしてして研究研究研究研究やややや開開開開発を発を発を発を

進めておられます。今、ここで進めておられます。今、ここで進めておられます。今、ここで進めておられます。今、ここで熱心熱心熱心熱心にににに取取取取りりりり組組組組んでおられるのが、んでおられるのが、んでおられるのが、んでおられるのが、竹竹竹竹の成の成の成の成分分分分がががが８８８８００００％％％％入入入入ったったったった

プラスプラスプラスプラスチックで、チックで、チックで、チックで、実際実際実際実際にににに竹竹竹竹ののののプラスプラスプラスプラスチックでつくったチックでつくったチックでつくったチックでつくった朱肉朱肉朱肉朱肉入入入入れなどを見せていただきましれなどを見せていただきましれなどを見せていただきましれなどを見せていただきまし

た。た。た。た。石石石石油油油油などこのなどこのなどこのなどこの化石化石化石化石燃料燃料燃料燃料から、どこにでもあるから、どこにでもあるから、どこにでもあるから、どこにでもある竹竹竹竹の活用で、の活用で、の活用で、の活用で、環境保護環境保護環境保護環境保護とか、また新たなとか、また新たなとか、また新たなとか、また新たな

まちおこしにつながるのではないかということでした。まだまちおこしにつながるのではないかということでした。まだまちおこしにつながるのではないかということでした。まだまちおこしにつながるのではないかということでした。まだココココスススストがトがトがトが非非非非常常常常にににに高高高高くて市くて市くて市くて市場場場場にににに

出せる状況ではないのですけれども、出せる状況ではないのですけれども、出せる状況ではないのですけれども、出せる状況ではないのですけれども、ぜひぜひぜひぜひこのこのこのこの取取取取りりりり組み組み組み組みを進めていただきたいと思っておを進めていただきたいと思っておを進めていただきたいと思っておを進めていただきたいと思ってお

ります。ります。ります。ります。

同時同時同時同時に、やはり県に、やはり県に、やはり県に、やはり県森森森森林林林林技術セ技術セ技術セ技術センンンンタタタターーーーということですから、ということですから、ということですから、ということですから、主役主役主役主役であります木材をどうであります木材をどうであります木材をどうであります木材をどう再再再再

生生生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へーへーへーへとととと転換転換転換転換していくのかという点は、していくのかという点は、していくのかという点は、していくのかという点は、皆皆皆皆さんさんさんさん非非非非常常常常にににに注注注注目をされていると思目をされていると思目をされていると思目をされていると思

うのですけれども、木材をうのですけれども、木材をうのですけれども、木材をうのですけれども、木材を利利利利活用した活用した活用した活用したバイオバイオバイオバイオママママスススス発発発発電電電電についても積についても積についても積についても積極的極的極的極的にににに取取取取りりりり組組組組んでいたんでいたんでいたんでいた

だきたいと思います。だきたいと思います。だきたいと思います。だきたいと思います。現現現現在在在在、県では、県では、県では、県では実実実実証証証証実実実実験験験験が進められているとお聞きしておりますけれが進められているとお聞きしておりますけれが進められているとお聞きしておりますけれが進められているとお聞きしておりますけれ

ども、その点についても、ども、その点についても、ども、その点についても、ども、その点についても、現現現現在在在在の状況についておの状況についておの状況についておの状況についてお伺伺伺伺いしたいと思います。以上です。いしたいと思います。以上です。いしたいと思います。以上です。いしたいと思います。以上です。

○平岡河川課長○平岡河川課長○平岡河川課長○平岡河川課長 太田委員のご質問にお太田委員のご質問にお太田委員のご質問にお太田委員のご質問にお答答答答えさせていただきます。えさせていただきます。えさせていただきます。えさせていただきます。

十津十津十津十津川村での川村での川村での川村での河河河河川の川の川の川の堆堆堆堆積土積土積土積土砂砂砂砂に対するに対するに対するに対する取取取取りりりり組み組み組み組み状況ですが、状況ですが、状況ですが、状況ですが、紀伊半島紀伊半島紀伊半島紀伊半島大大大大水水水水害から、先ほ害から、先ほ害から、先ほ害から、先ほ

どもおっしどもおっしどもおっしどもおっしゃゃゃゃったように２年がたちます。大ったように２年がたちます。大ったように２年がたちます。大ったように２年がたちます。大規模規模規模規模にににに山山山山腹崩壊腹崩壊腹崩壊腹崩壊した土が川にした土が川にした土が川にした土が川に入入入入っているっているっているっている箇所箇所箇所箇所

がががが８８８８カ所カ所カ所カ所あります。県におきましてはそれをあります。県におきましてはそれをあります。県におきましてはそれをあります。県におきましてはそれを重重重重点点点点的的的的に今やっているところです。に今やっているところです。に今やっているところです。に今やっているところです。十津十津十津十津川村川村川村川村

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、山山山山手手手手川と、川と、川と、川と、熊熊熊熊野野野野川の川の川の川の野野野野尻尻尻尻がもうがもうがもうがもう終終終終わりました。今はわりました。今はわりました。今はわりました。今は熊熊熊熊野野野野川の長川の長川の長川の長殿殿殿殿、、、、宇宇宇宇宮宮宮宮

原原原原、それと、それと、それと、それと神納神納神納神納川の３川の３川の３川の３カ所カ所カ所カ所で土で土で土で土砂砂砂砂撤去撤去撤去撤去をやっております。をやっております。をやっております。をやっております。

確かに確かに確かに確かに河河河河川の川の川の川の堆堆堆堆積土積土積土積土砂砂砂砂というのはというのはというのはというのは崩壊斜崩壊斜崩壊斜崩壊斜面面面面がががが供給供給供給供給源源源源になるので、そのになるので、そのになるので、そのになるので、その辺辺辺辺ともともともとも歩歩歩歩調調調調をををを合合合合わわわわ

せながらやらないとせながらやらないとせながらやらないとせながらやらないと余余余余りりりり効効効効果果果果が上がらないので、が上がらないので、が上がらないので、が上がらないので、熊熊熊熊野野野野川川川川堆堆堆堆積土積土積土積土砂砂砂砂対策対策対策対策連絡連絡連絡連絡調整調整調整調整会議をつく会議をつく会議をつく会議をつく
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りまして、地りまして、地りまして、地りまして、地元元元元の市、村、国土の市、村、国土の市、村、国土の市、村、国土交交交交通通通通省省省省、林、林、林、林野野野野庁庁庁庁、、、、ダダダダム管ム管ム管ム管理者理者理者理者、県が、県が、県が、県が参加参加参加参加しまして、そのしまして、そのしまして、そのしまして、その河河河河

川の川の川の川の堆堆堆堆積土積土積土積土砂砂砂砂をををを取取取取っているっているっているっている箇所箇所箇所箇所と、と、と、と、斜斜斜斜面面面面の対策をされている、特にの対策をされている、特にの対策をされている、特にの対策をされている、特に十津十津十津十津川村は林川村は林川村は林川村は林野野野野庁庁庁庁がやがやがやがや

っておられるところが多いのですが、川の土をっておられるところが多いのですが、川の土をっておられるところが多いのですが、川の土をっておられるところが多いのですが、川の土を取取取取っていますので、できるだけまず川に、っていますので、できるだけまず川に、っていますので、できるだけまず川に、っていますので、できるだけまず川に、

土が土が土が土が入入入入らないようなことをらないようなことをらないようなことをらないようなことを優優優優先してくださいとお願いをしながらやっている状況です。以先してくださいとお願いをしながらやっている状況です。以先してくださいとお願いをしながらやっている状況です。以先してくださいとお願いをしながらやっている状況です。以

上です。上です。上です。上です。

○岡野奈良の木ブランド課長○岡野奈良の木ブランド課長○岡野奈良の木ブランド課長○岡野奈良の木ブランド課長 木質木質木質木質バイオバイオバイオバイオママママスススス熱熱熱熱利利利利用の用の用の用の実実実実証証証証実実実実験験験験のことについておのことについておのことについておのことについてお答答答答えをえをえをえを

させていただきます。させていただきます。させていただきます。させていただきます。

木質木質木質木質バイオバイオバイオバイオママママススススのののの利利利利活用につきましては、活用につきましては、活用につきましては、活用につきましては、森森森森林に林に林に林に放放放放置置置置されておりますされておりますされておりますされております未未未未利利利利用の用の用の用の間間間間伐伐伐伐材の材の材の材の

有効有効有効有効利利利利用ですとか、用ですとか、用ですとか、用ですとか、現現現現状の状の状の状のエエエエネネネネルルルルギギギギーーーー事事事事情情情情、そういったものを、そういったものを、そういったものを、そういったものを勘勘勘勘案いたしますと、案いたしますと、案いたしますと、案いたしますと、非非非非常常常常にににに

重重重重要なものであるということから、要なものであるということから、要なものであるということから、要なものであるということから、昨昨昨昨年度から年度から年度から年度から未未未未利利利利用木材の用木材の用木材の用木材の現現現現状はどうなっているのかと状はどうなっているのかと状はどうなっているのかと状はどうなっているのかと

か、木質か、木質か、木質か、木質バイオバイオバイオバイオママママススススのののの利利利利活用の活用の活用の活用の採算採算採算採算性性性性等の等の等の等の試試試試算算算算、こういった、こういった、こういった、こういった検討検討検討検討をしてまいりました。そをしてまいりました。そをしてまいりました。そをしてまいりました。そ

のののの結果結果結果結果、木材、木材、木材、木材搬搬搬搬出や、出や、出や、出や、ペペペペレレレレットなどのットなどのットなどのットなどの製製製製造造造造といったといったといったといった面面面面においてのにおいてのにおいてのにおいてのココココスススストトトト面面面面がががが普普普普及における及における及における及における

課課課課題題題題であることがであることがであることがであることが判判判判明いたしました。明いたしました。明いたしました。明いたしました。

このため、先ほど太田委員からもお尋ねがありましたように、木質このため、先ほど太田委員からもお尋ねがありましたように、木質このため、先ほど太田委員からもお尋ねがありましたように、木質このため、先ほど太田委員からもお尋ねがありましたように、木質バイオバイオバイオバイオママママスススス熱熱熱熱利利利利用の用の用の用の

実実実実証証証証実実実実験験験験を平成２５年度で進めております。を平成２５年度で進めております。を平成２５年度で進めております。を平成２５年度で進めております。具体的具体的具体的具体的には、には、には、には、７７７７月から月から月から月から御杖御杖御杖御杖村と川上村にあり村と川上村にあり村と川上村にあり村と川上村にあり

ます県ます県ます県ます県有有有有林から林から林から林から原料原料原料原料となる木材のとなる木材のとなる木材のとなる木材の搬搬搬搬出を行いまして、これは先日出を行いまして、これは先日出を行いまして、これは先日出を行いまして、これは先日完了完了完了完了いたしましたが、いたしましたが、いたしましたが、いたしましたが、７７７７

０立方０立方０立方０立方メメメメーーーートトトトルルルルのののの搬搬搬搬出を行いました。それをもとに、出を行いました。それをもとに、出を行いました。それをもとに、出を行いました。それをもとに、８８８８月５日から月５日から月５日から月５日から御杖御杖御杖御杖村で村で村で村で移動式移動式移動式移動式ののののペペペペレレレレ

タタタタイイイイザザザザーーーーをををを使使使使いまして、いまして、いまして、いまして、ペペペペレレレレットのットのットのットの製製製製造造造造、目、目、目、目標標標標を２を２を２を２００００トンにしておりますけれども、トンにしておりますけれども、トンにしておりますけれども、トンにしておりますけれども、開開開開始始始始

しております。この後でございますが、９月しております。この後でございますが、９月しております。この後でございますが、９月しております。この後でございますが、９月下下下下旬旬旬旬から１から１から１から１００００月にかけて県月にかけて県月にかけて県月にかけて県内内内内の市町村のの市町村のの市町村のの市町村の担担担担当当当当

者者者者等を対等を対等を対等を対象象象象に、に、に、に、デモデモデモデモンンンンスススストトトトレーシレーシレーシレーショョョョンとか、ンとか、ンとか、ンとか、製製製製造造造造に当たっての説明会を行いたいと思ってに当たっての説明会を行いたいと思ってに当たっての説明会を行いたいと思ってに当たっての説明会を行いたいと思って

おります。また、１２月になりますと、おります。また、１２月になりますと、おります。また、１２月になりますと、おります。また、１２月になりますと、実際実際実際実際にににに熱熱熱熱利利利利用を行っていく施設用を行っていく施設用を行っていく施設用を行っていく施設整備整備整備整備、、、、ペペペペレレレレットットットットスススス

トトトトーブーブーブーブとか農業用のとか農業用のとか農業用のとか農業用のボイラーボイラーボイラーボイラーといったものを設といったものを設といったものを設といったものを設置置置置してしてしてして実際実際実際実際のののの利利利利用用用用実実実実験験験験を行う予定でございを行う予定でございを行う予定でございを行う予定でござい

ます。あわせまして、このます。あわせまして、このます。あわせまして、このます。あわせまして、この実実実実証証証証実実実実験験験験から得られたから得られたから得られたから得られたデデデデーーーータタタタを日々とっているわけでございまを日々とっているわけでございまを日々とっているわけでございまを日々とっているわけでございま

すけれども、そのすけれども、そのすけれども、そのすけれども、その分分分分析析析析を行いまして、公を行いまして、公を行いまして、公を行いまして、公表表表表もしていきたいともしていきたいともしていきたいともしていきたいと考考考考えております。以上でござえております。以上でござえております。以上でござえております。以上でござ

います。います。います。います。

○太田委員○太田委員○太田委員○太田委員 それそれそれそれぞぞぞぞれごれごれごれご答弁答弁答弁答弁いただきましてありがとうございます。いただきましてありがとうございます。いただきましてありがとうございます。いただきましてありがとうございます。

まず、まず、まず、まず、十津十津十津十津川村の川村の川村の川村の堆堆堆堆積土積土積土積土砂砂砂砂の問の問の問の問題題題題でございますけれど、先日もこのでございますけれど、先日もこのでございますけれど、先日もこのでございますけれど、先日もこの紀伊半島紀伊半島紀伊半島紀伊半島大大大大水水水水害の復害の復害の復害の復

旧、復興の旧、復興の旧、復興の旧、復興の現現現現状と状と状と状と取組取組取組取組ということでおということでおということでおということでお示示示示しをしていただきました。先日のこのしをしていただきました。先日のこのしをしていただきました。先日のこのしをしていただきました。先日のこのテテテテレレレレビビビビ番番番番組組組組

の中で、の中で、の中で、の中で、京都京都京都京都大大大大学学学学の角教の角教の角教の角教授授授授がおっしがおっしがおっしがおっしゃゃゃゃっていたのは、っていたのは、っていたのは、っていたのは、堆堆堆堆積土積土積土積土砂砂砂砂でででで河河河河川の川の川の川の水水水水位位位位がががが非非非非常常常常に上がに上がに上がに上が

っていて、今まで川のっていて、今まで川のっていて、今まで川のっていて、今まで川の流流流流れなかったれなかったれなかったれなかった位置位置位置位置のところまでのところまでのところまでのところまで水水水水が上がってきて、今までが上がってきて、今までが上がってきて、今までが上がってきて、今まで岩肌岩肌岩肌岩肌だっだっだっだっ
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たところが、たところが、たところが、たところが、水水水水位位位位が上がることによって土をが上がることによって土をが上がることによって土をが上がることによって土を取取取取りりりり除除除除いていっていると。それがまた新たないていっていると。それがまた新たないていっていると。それがまた新たないていっていると。それがまた新たな

堆堆堆堆積土積土積土積土砂砂砂砂を生んでいるというを生んでいるというを生んでいるというを生んでいるという指摘指摘指摘指摘もありまして、もありまして、もありまして、もありまして、非非非非常常常常にににに心配心配心配心配だと思ったところです。先ほだと思ったところです。先ほだと思ったところです。先ほだと思ったところです。先ほ

どご説明いただいた中で、どご説明いただいた中で、どご説明いただいた中で、どご説明いただいた中で、幾幾幾幾つかつかつかつかポイポイポイポイントをントをントをントを絞絞絞絞ってもやっていただいているということでってもやっていただいているということでってもやっていただいているということでってもやっていただいているということで

ございます。ございます。ございます。ございます。テテテテレレレレビビビビのののの報報報報道道道道などで見ますと、などで見ますと、などで見ますと、などで見ますと、心配心配心配心配されるされるされるされる方方方方も多いかと思いますので、先日も多いかと思いますので、先日も多いかと思いますので、先日も多いかと思いますので、先日

もこのようなもこのようなもこのようなもこのような形形形形で、で、で、で、紀伊半島紀伊半島紀伊半島紀伊半島大大大大水水水水害の復興、復旧の害の復興、復旧の害の復興、復旧の害の復興、復旧の現現現現状と状と状と状と取組取組取組取組ということでということでということでということで報報報報告もしても告もしても告もしても告もしても

らっておりますけれども、らっておりますけれども、らっておりますけれども、らっておりますけれども、広広広広くくくく皆皆皆皆さんにさんにさんにさんに知知知知らせていただきたいと思っているところです。らせていただきたいと思っているところです。らせていただきたいと思っているところです。らせていただきたいと思っているところです。

あと、２点目の木質あと、２点目の木質あと、２点目の木質あと、２点目の木質バイオバイオバイオバイオママママススススの問の問の問の問題題題題でございますけれども、先ほどお話がございましでございますけれども、先ほどお話がございましでございますけれども、先ほどお話がございましでございますけれども、先ほどお話がございまし

たように、たように、たように、たように、現現現現在在在在、、、、実実実実証証証証実実実実験験験験が進められているということです。が進められているということです。が進められているということです。が進められているということです。昨昨昨昨年の年の年の年の過疎過疎過疎過疎・・・・南部地南部地南部地南部地域域域域振興振興振興振興

対策特別委員会の県対策特別委員会の県対策特別委員会の県対策特別委員会の県内調査内調査内調査内調査で、トで、トで、トで、トリスミリスミリスミリスミ集集集集成材成材成材成材株式株式株式株式会会会会社社社社を木質を木質を木質を木質バイオバイオバイオバイオママママス利ス利ス利ス利用ということ用ということ用ということ用ということ

で見で見で見で見学学学学をさせていただきました。そのをさせていただきました。そのをさせていただきました。そのをさせていただきました。その時時時時点で点で点で点で既既既既にもうにもうにもうにもう動動動動かしていなかったということですかしていなかったということですかしていなかったということですかしていなかったということです

けれども、おがくずのけれども、おがくずのけれども、おがくずのけれども、おがくずの廃棄処廃棄処廃棄処廃棄処理費理費理費理費用が用が用が用が毎毎毎毎年１年１年１年１，０００万円，０００万円，０００万円，０００万円かかるから、それをうまくかかるから、それをうまくかかるから、それをうまくかかるから、それをうまくバイバイバイバイ

オオオオママママススススに活用していたということですけれども、そのおがくずのに活用していたということですけれども、そのおがくずのに活用していたということですけれども、そのおがくずのに活用していたということですけれども、そのおがくずの廃棄処廃棄処廃棄処廃棄処理費理費理費理費用が用が用が用が無償無償無償無償となとなとなとな

ったことによって、ったことによって、ったことによって、ったことによって、結結結結局局局局メンメンメンメンテテテテナナナナンンンンスススス等で等で等で等で赤字赤字赤字赤字になってしまうというお話でございました。になってしまうというお話でございました。になってしまうというお話でございました。になってしまうというお話でございました。

せっかくいい設せっかくいい設せっかくいい設せっかくいい設備備備備があるのですけれども、があるのですけれども、があるのですけれども、があるのですけれども、ココココスススストがかかってしまって、それがなかなかうトがかかってしまって、それがなかなかうトがかかってしまって、それがなかなかうトがかかってしまって、それがなかなかう

まくできないというお話でございました。まくできないというお話でございました。まくできないというお話でございました。まくできないというお話でございました。

また、こうしたさまざまなまた、こうしたさまざまなまた、こうしたさまざまなまた、こうしたさまざまな取取取取りりりり組み組み組み組みの中で、いろいろな教の中で、いろいろな教の中で、いろいろな教の中で、いろいろな教訓訓訓訓がががが引引引引き出されていると思いき出されていると思いき出されていると思いき出されていると思い

ますので、その点もますので、その点もますので、その点もますので、その点も十分十分十分十分今後も今後も今後も今後も取取取取りりりり入入入入れていただいて、れていただいて、れていただいて、れていただいて、ぜひ奈良ぜひ奈良ぜひ奈良ぜひ奈良県で木質県で木質県で木質県で木質バイオバイオバイオバイオママママス利ス利ス利ス利用用用用

がががが実現実現実現実現、、、、普普普普及できるようにお願いしたいと思います。以上です。及できるようにお願いしたいと思います。以上です。及できるようにお願いしたいと思います。以上です。及できるようにお願いしたいと思います。以上です。

○田中委員○田中委員○田中委員○田中委員 通告はしていないのですが、岡委員と通告はしていないのですが、岡委員と通告はしていないのですが、岡委員と通告はしていないのですが、岡委員と同じ立場同じ立場同じ立場同じ立場で、もうで、もうで、もうで、もう少少少少しお教えいただきしお教えいただきしお教えいただきしお教えいただき

たいと思いましたのが、公共施設における木質たいと思いましたのが、公共施設における木質たいと思いましたのが、公共施設における木質たいと思いましたのが、公共施設における木質化化化化のののの利利利利用用用用計計計計画画画画をををを打打打打ちちちち立立立立てるということが国てるということが国てるということが国てるということが国

のののの方方方方針針針針でででで指指指指導導導導されていると思うのですけれども、されていると思うのですけれども、されていると思うのですけれども、されていると思うのですけれども、全全全全国国国国ラララランンンンキキキキンンンンググググの中での中での中での中で奈良奈良奈良奈良県がどの県がどの県がどの県がどのぐぐぐぐらららら

いのいのいのいの位置位置位置位置にあるのか、どのにあるのか、どのにあるのか、どのにあるのか、どの程程程程度の市町村が県度の市町村が県度の市町村が県度の市町村が県内内内内でそういうでそういうでそういうでそういう計計計計画画画画をををを打打打打ちちちち立立立立てているのか、そてているのか、そてているのか、そてているのか、そ

のののの辺辺辺辺のところをのところをのところをのところを具体的具体的具体的具体的にお教えいただけたらありがたいと思います。にお教えいただけたらありがたいと思います。にお教えいただけたらありがたいと思います。にお教えいただけたらありがたいと思います。

それから、もう一つは、それから、もう一つは、それから、もう一つは、それから、もう一つは、奈良奈良奈良奈良県の県の県の県の森森森森林林林林整備加速化・整備加速化・整備加速化・整備加速化・林業林業林業林業再再再再生生生生基基基基金金金金条条条条例の一部を例の一部を例の一部を例の一部を改改改改正する正する正する正する

条条条条例、この例、この例、この例、この条条条条例の例の例の例の改改改改正でございますが、ご説明いただいた部正でございますが、ご説明いただいた部正でございますが、ご説明いただいた部正でございますが、ご説明いただいた部分分分分のののの文文文文言についてはわかるの言についてはわかるの言についてはわかるの言についてはわかるの

ですが、これをもうですが、これをもうですが、これをもうですが、これをもう少少少少しししし具体的具体的具体的具体的にかにかにかにかみみみみ砕砕砕砕いたら、いたら、いたら、いたら、何何何何がどうなるのかという部がどうなるのかという部がどうなるのかという部がどうなるのかという部分分分分が、そのが、そのが、そのが、その実実実実

態像態像態像態像がががが余余余余りよく見えないので、もうりよく見えないので、もうりよく見えないので、もうりよく見えないので、もう少少少少しわかりやすくご説明をいただきたい。しわかりやすくご説明をいただきたい。しわかりやすくご説明をいただきたい。しわかりやすくご説明をいただきたい。資資資資料「料「料「料「南南南南

部部部部・・・・東部地東部地東部地東部地域域域域振興対策特別委員会振興対策特別委員会振興対策特別委員会振興対策特別委員会資資資資料料料料（（（（条条条条例案例案例案例案））））」」」」１１１１ペペペペーーーージで林業ジで林業ジで林業ジで林業再再再再生生生生基基基基金の金の金の金の基基基基金を金を金を金を処処処処分分分分

できるできるできるできる場合場合場合場合の変更ということをの変更ということをの変更ということをの変更ということを書書書書いていただいてるのですが、これはいていただいてるのですが、これはいていただいてるのですが、これはいていただいてるのですが、これは何何何何をををを意意意意図図図図してどうなしてどうなしてどうなしてどうな

るのかという、もうるのかという、もうるのかという、もうるのかという、もう少少少少しわかりやすいご説明をお願いしたいと思います。しわかりやすいご説明をお願いしたいと思います。しわかりやすいご説明をお願いしたいと思います。しわかりやすいご説明をお願いしたいと思います。
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○○○○岡岡岡岡野奈良の木ブランド課長野奈良の木ブランド課長野奈良の木ブランド課長野奈良の木ブランド課長 公共公共公共公共建建建建築築築築物物物物の木質木の木質木の木質木の木質木造造造造化化化化の件が１点と、今回提出させてもの件が１点と、今回提出させてもの件が１点と、今回提出させてもの件が１点と、今回提出させても

らっておりますらっておりますらっておりますらっております森森森森林林林林整備加速化・整備加速化・整備加速化・整備加速化・林業林業林業林業再再再再生生生生基基基基金金金金条条条条例の一部を例の一部を例の一部を例の一部を改改改改正する正する正する正する条条条条例の例の例の例の改改改改正のことに正のことに正のことに正のことに

ついてついてついてついて答弁答弁答弁答弁をさせていただきます。をさせていただきます。をさせていただきます。をさせていただきます。

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木質木質木質木質化化化化につきましては、県におきましては平成２４年３月に県のにつきましては、県におきましては平成２４年３月に県のにつきましては、県におきましては平成２４年３月に県のにつきましては、県におきましては平成２４年３月に県の方方方方針針針針

をつくりまして、県をつくりまして、県をつくりまして、県をつくりまして、県下下下下の市町村においても、の市町村においても、の市町村においても、の市町村においても、ぜひぜひぜひぜひ市町村市町村市町村市町村方方方方針針針針をつくっていただきたいとおをつくっていただきたいとおをつくっていただきたいとおをつくっていただきたいとお

願いしてまいりました。願いしてまいりました。願いしてまいりました。願いしてまいりました。現時現時現時現時点では３９市町村のうち２９市町村で点では３９市町村のうち２９市町村で点では３９市町村のうち２９市町村で点では３９市町村のうち２９市町村で既既既既に策定に策定に策定に策定済済済済みみみみとなってとなってとなってとなって

おりまして、おりまして、おりまして、おりまして、残残残残り１り１り１り１００００市町村におかれましても、市町村におかれましても、市町村におかれましても、市町村におかれましても、現現現現在在在在策定中だとお策定中だとお策定中だとお策定中だとお答答答答えをいただいているえをいただいているえをいただいているえをいただいている

ところもありますので、ところもありますので、ところもありますので、ところもありますので、随随随随時時時時そのそのそのその実実実実績績績績が上がってくるものと思っております。県といたしが上がってくるものと思っております。県といたしが上がってくるものと思っております。県といたしが上がってくるものと思っております。県といたし

ましては、ましては、ましては、ましては、引引引引きききき続続続続き策定いただくようにき策定いただくようにき策定いただくようにき策定いただくように働働働働きかけてまいりたいと思っております。きかけてまいりたいと思っております。きかけてまいりたいと思っております。きかけてまいりたいと思っております。

全全全全国の状況はというお問い国の状況はというお問い国の状況はというお問い国の状況はというお問い合合合合わせでございますけれども、わせでございますけれども、わせでございますけれども、わせでございますけれども、７７７７月月月月末末末末現現現現在在在在のものしかございのものしかございのものしかございのものしかござい

ませんが、１９ませんが、１９ませんが、１９ませんが、１９都道府都道府都道府都道府県が県が県が県が既既既既に１に１に１に１００００００００％％％％の市町村で策定をされていますので、の市町村で策定をされていますので、の市町村で策定をされていますので、の市町村で策定をされていますので、奈良奈良奈良奈良県は３県は３県は３県は３

９市町村のうち２９市町村が策定ということで、９市町村のうち２９市町村が策定ということで、９市町村のうち２９市町村が策定ということで、９市町村のうち２９市町村が策定ということで、現現現現在７在７在７在７５５５５％程％程％程％程度の策定度の策定度の策定度の策定率率率率ということでごということでごということでごということでご

ざいまして、ざいまして、ざいまして、ざいまして、全全全全国で、国で、国で、国で、概概概概数数数数ですけれども、２ですけれども、２ですけれども、２ですけれども、２０位０位０位０位あたりかというところでございます。なあたりかというところでございます。なあたりかというところでございます。なあたりかというところでございます。な

お、お、お、お、余余余余り自り自り自り自慢慢慢慢できる話でないかもわかりませんが、できる話でないかもわかりませんが、できる話でないかもわかりませんが、できる話でないかもわかりませんが、近近近近畿畿畿畿地地地地方方方方で見ますと、で見ますと、で見ますと、で見ますと、和和和和歌歌歌歌山山山山県に県に県に県に次次次次いいいい

で２で２で２で２位位位位というというというという水水水水準準準準でございます。でございます。でございます。でございます。

続続続続きまして、きまして、きまして、きまして、奈良奈良奈良奈良県の県の県の県の森森森森林林林林整備加速化・整備加速化・整備加速化・整備加速化・林業林業林業林業再再再再生生生生基基基基金金金金条条条条例の一部を例の一部を例の一部を例の一部を改改改改正する正する正する正する条条条条例の例の例の例の改改改改正正正正

でございますけれども、このでございますけれども、このでございますけれども、このでございますけれども、この基基基基金は、金は、金は、金は、実実実実は国からのは国からのは国からのは国からの財源財源財源財源をもとに林業及び木材産業の振興をもとに林業及び木材産業の振興をもとに林業及び木材産業の振興をもとに林業及び木材産業の振興

にににに資資資資するするするする各各各各種種種種施策を施策を施策を施策を実実実実施するために積施するために積施するために積施するために積み立み立み立み立ててきているものでございます。このててきているものでございます。このててきているものでございます。このててきているものでございます。この基基基基金は、金は、金は、金は、

国のさまざまな国のさまざまな国のさまざまな国のさまざまな財源財源財源財源をもとに積をもとに積をもとに積をもとに積み立み立み立み立てておりますが、この中に国の復興てておりますが、この中に国の復興てておりますが、この中に国の復興てておりますが、この中に国の復興財源財源財源財源も含まれていも含まれていも含まれていも含まれてい

るということで、るということで、るということで、るということで、報報報報道道道道でごでごでごでご存存存存知知知知かと思いますけれども、他のかと思いますけれども、他のかと思いますけれども、他のかと思いますけれども、他の府府府府県で、県で、県で、県で、不適切不適切不適切不適切なななな執執執執行の事例行の事例行の事例行の事例

があるとがあるとがあるとがあると批批批批判判判判をををを受受受受けまして、本年けまして、本年けまして、本年けまして、本年７７７７月２日月２日月２日月２日付付付付で農林で農林で農林で農林水水水水産大臣から産大臣から産大臣から産大臣から知知知知事事事事宛宛宛宛てにてにてにてに使使使使途の途の途の途の厳格厳格厳格厳格化化化化、、、、

いわいわいわいわゆゆゆゆるるるる被被被被災地に災地に災地に災地に使使使使途を限定しろという話で、それ以外のものにつきましては途を限定しろという話で、それ以外のものにつきましては途を限定しろという話で、それ以外のものにつきましては途を限定しろという話で、それ以外のものにつきましては執執執執行行行行済済済済みみみみ、、、、

またはまたはまたはまたは執執執執行行行行済済済済みみみみと認められるものをと認められるものをと認められるものをと認められるものを除除除除いていていていて速速速速やかに国にやかに国にやかに国にやかに国に返還返還返還返還してくださいと要請がまいっしてくださいと要請がまいっしてくださいと要請がまいっしてくださいと要請がまいっ

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

奈良奈良奈良奈良県におきまして、その状況を県におきまして、その状況を県におきまして、その状況を県におきまして、その状況を調調調調べてべてべてべてみみみみますと、今後の事業予定で、ますと、今後の事業予定で、ますと、今後の事業予定で、ますと、今後の事業予定で、被被被被災地に災地に災地に災地に直接直接直接直接木木木木

材を材を材を材を送送送送るというところがございませんでしたので、国の要請にるというところがございませんでしたので、国の要請にるというところがございませんでしたので、国の要請にるというところがございませんでしたので、国の要請に従従従従いまして、国の復興予いまして、国の復興予いまして、国の復興予いまして、国の復興予算算算算

でででで配配配配分分分分された金額は当初２された金額は当初２された金額は当初２された金額は当初２００００億億億億５５５５，０００万円，０００万円，０００万円，０００万円でございまして、そのうちから平成２４年でございまして、そのうちから平成２４年でございまして、そのうちから平成２４年でございまして、そのうちから平成２４年

度の度の度の度の執執執執行行行行分分分分並びに平成２５年度当初予並びに平成２５年度当初予並びに平成２５年度当初予並びに平成２５年度当初予算算算算でででで既既既既に予に予に予に予算算算算計計計計上させていただいたものを上させていただいたものを上させていただいたものを上させていただいたものを除除除除きましきましきましきまし

て、１４て、１４て、１４て、１４億億億億円円円円余余余余りを国りを国りを国りを国へへへへ返還返還返還返還させていただくと、９月補正予させていただくと、９月補正予させていただくと、９月補正予させていただくと、９月補正予算算算算でお願いしている部でお願いしている部でお願いしている部でお願いしている部分分分分でごでごでごでご

ざいます。これをざいます。これをざいます。これをざいます。これを返返返返すに当たりまして、すに当たりまして、すに当たりまして、すに当たりまして、現現現現行の行の行の行の基基基基金金金金条条条条例では、例では、例では、例では、実際実際実際実際に事業をに事業をに事業をに事業を実実実実施する施する施する施する場合場合場合場合
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にしかにしかにしかにしか基基基基金を金を金を金を取取取取りりりり崩崩崩崩せないとなっておりますので、国にせないとなっておりますので、国にせないとなっておりますので、国にせないとなっておりますので、国に返還返還返還返還するするするする場合場合場合場合においてにおいてにおいてにおいて取取取取りりりり崩崩崩崩せるせるせるせる

ようにようにようにように改改改改正をお願いしているものでございます。以上でございます。正をお願いしているものでございます。以上でございます。正をお願いしているものでございます。以上でございます。正をお願いしているものでございます。以上でございます。

○田中委員○田中委員○田中委員○田中委員 よくわかりましたが、よくわかりましたが、よくわかりましたが、よくわかりましたが、使使使使ったものはったものはったものはったものは返返返返さなくていいけれども、さなくていいけれども、さなくていいけれども、さなくていいけれども、使使使使っていないっていないっていないっていない

分分分分はははは返返返返せというのも、せというのも、せというのも、せというのも、少少少少しししし酷酷酷酷かなというかなというかなというかなという感じ感じ感じ感じがしましたので、あえて質問させてがしましたので、あえて質問させてがしましたので、あえて質問させてがしましたので、あえて質問させて……………………（発（発（発（発

言する言する言する言する者者者者あり）あり）あり）あり）ひひひひとつ、そういうとつ、そういうとつ、そういうとつ、そういう意味意味意味意味でででで申申申申し上し上し上し上げげげげましたので、ましたので、ましたので、ましたので、残残残残念念念念だというだというだというだという意意意意図図図図でございでございでございでござい

ます。以上で質問をます。以上で質問をます。以上で質問をます。以上で質問を終終終終わります。わります。わります。わります。

○尾﨑委員○尾﨑委員○尾﨑委員○尾﨑委員 通告しておりませんが、１点だけ気になったので。通告しておりませんが、１点だけ気になったので。通告しておりませんが、１点だけ気になったので。通告しておりませんが、１点だけ気になったので。

木質木質木質木質バイオバイオバイオバイオママママススススのののの実実実実験験験験をををを御杖御杖御杖御杖村で村で村で村で始始始始められていると聞いておりますが、それで、められていると聞いておりますが、それで、められていると聞いておりますが、それで、められていると聞いておりますが、それで、現現現現状、状、状、状、

そのそのそのそのバイオバイオバイオバイオママママススススチッチッチッチッププププののののココココスススストが問トが問トが問トが問題題題題だと先ほどお話があったのですが、だと先ほどお話があったのですが、だと先ほどお話があったのですが、だと先ほどお話があったのですが、現現現現状はどの状はどの状はどの状はどの程程程程度度度度

できていて、どれできていて、どれできていて、どれできていて、どれぐぐぐぐらいになればらいになればらいになればらいになれば流流流流通するのか、まず１点教えてほしいです。通するのか、まず１点教えてほしいです。通するのか、まず１点教えてほしいです。通するのか、まず１点教えてほしいです。

そのそのそのそのココココスススストは、トは、トは、トは、何何何何が一番かかるのか。当然材が一番かかるのか。当然材が一番かかるのか。当然材が一番かかるのか。当然材料料料料費費費費、、、、人人人人件件件件費費費費、そういう、そういう、そういう、そういう備備備備品品品品だったりだったりだったりだったり搬搬搬搬送送送送

費費費費、さまざまありますが、今、、さまざまありますが、今、、さまざまありますが、今、、さまざまありますが、今、実実実実験験験験中ということで、明らかになってくるとは思うのです中ということで、明らかになってくるとは思うのです中ということで、明らかになってくるとは思うのです中ということで、明らかになってくるとは思うのです

が、わかっているが、わかっているが、わかっているが、わかっている範囲範囲範囲範囲で教えてください。で教えてください。で教えてください。で教えてください。

○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 おおおお答答答答えいたします。えいたします。えいたします。えいたします。

木質木質木質木質バイオバイオバイオバイオママママススススにつきまして、先ほどにつきまして、先ほどにつきまして、先ほどにつきまして、先ほど答弁答弁答弁答弁でででで申申申申し上し上し上し上げげげげましたように、ましたように、ましたように、ましたように、昨昨昨昨年度年度年度年度実実実実はいろいはいろいはいろいはいろい

ろろろろ採算採算採算採算性性性性や先進事例をや先進事例をや先進事例をや先進事例を文献文献文献文献資資資資料料料料によってによってによってによって検討検討検討検討なりなりなりなり調査調査調査調査なりをしたわけでございます。そうなりをしたわけでございます。そうなりをしたわけでございます。そうなりをしたわけでございます。そう

いった中で、いった中で、いった中で、いった中で、求求求求められためられためられためられた数数数数字字字字、、、、概概概概数数数数でございますけれども、でございますけれども、でございますけれども、でございますけれども、現現現現在在在在奈良奈良奈良奈良県で、県で、県で、県で、ペペペペレレレレットをつットをつットをつットをつ

くると、１くると、１くると、１くると、１キキキキログラログラログラログラムムムム当たり３５当たり３５当たり３５当たり３５円円円円程程程程度かかるという度かかるという度かかるという度かかるという試試試試算算算算でございます。これをでございます。これをでございます。これをでございます。これをスススストトトトーブーブーブーブ

にににに使使使使うということになりますと、うということになりますと、うということになりますと、うということになりますと、灯油灯油灯油灯油とのとのとのとの差差差差とととと申申申申しますか、今、しますか、今、しますか、今、しますか、今、灯油灯油灯油灯油のののの値値値値段が段が段が段が少少少少し上がっし上がっし上がっし上がっ

ておりますので、大変ておりますので、大変ておりますので、大変ておりますので、大変有有有有利利利利ですけれども、そういったですけれども、そういったですけれども、そういったですけれども、そういった場合場合場合場合、そのときの、そのときの、そのときの、そのときの試試試試算算算算でいきますと、でいきますと、でいきますと、でいきますと、

３３３３３３３３円円円円から３４から３４から３４から３４円円円円程程程程度で大度で大度で大度で大体同じ体同じ体同じ体同じぐぐぐぐらいのらいのらいのらいのベベベベースースースースのののの数数数数字字字字が出ております。が出ております。が出ております。が出ております。

ただし、ただし、ただし、ただし、世世世世の中にの中にの中にの中に流流流流通するということは、通するということは、通するということは、通するということは、流流流流通させる通させる通させる通させる運搬運搬運搬運搬費費費費ですとか、当然ですとか、当然ですとか、当然ですとか、当然販売販売販売販売するするするする方方方方

のののの経費経費経費経費とか、いろいろかかるわけでございまして、そういった部とか、いろいろかかるわけでございまして、そういった部とか、いろいろかかるわけでございまして、そういった部とか、いろいろかかるわけでございまして、そういった部分分分分をををを差差差差しししし引引引引いていていていて製製製製造造造造がががが可可可可

能能能能にならないといけない。一にならないといけない。一にならないといけない。一にならないといけない。一般般般般に言いますと、３５に言いますと、３５に言いますと、３５に言いますと、３５円円円円でででで売売売売ろうとすると、ろうとすると、ろうとすると、ろうとすると、原価原価原価原価２５２５２５２５円円円円以以以以下下下下

でないといけないということもでないといけないということもでないといけないということもでないといけないということも調査調査調査調査でわかってきたわけでございます。でわかってきたわけでございます。でわかってきたわけでございます。でわかってきたわけでございます。

どういうところに一番どういうところに一番どういうところに一番どういうところに一番ココココスススストがかかるのかというご質問がございましたが、今まさにそトがかかるのかというご質問がございましたが、今まさにそトがかかるのかというご質問がございましたが、今まさにそトがかかるのかというご質問がございましたが、今まさにそ

のののの実実実実証証証証実実実実験験験験でいろいろでいろいろでいろいろでいろいろ調調調調べておりますけれども、１つの問べておりますけれども、１つの問べておりますけれども、１つの問べておりますけれども、１つの問題題題題といたしましては、やはりといたしましては、やはりといたしましては、やはりといたしましては、やはり奈奈奈奈

良良良良県の県の県の県の山山山山の中のの中のの中のの中の路網路網路網路網密密密密度が度が度が度が全全全全国に国に国に国に比比比比べてべてべてべて低低低低いといういといういといういという数数数数字字字字があります。となりますと、があります。となりますと、があります。となりますと、があります。となりますと、道道道道かかかか

らららら遠遠遠遠くくくく離離離離れたところの木をれたところの木をれたところの木をれたところの木を集集集集めるのには、めるのには、めるのには、めるのには、人人人人件件件件費費費費といいますか、そういうお金がといいますか、そういうお金がといいますか、そういうお金がといいますか、そういうお金が非非非非常常常常にかにかにかにか

かってきますので、その材をかってきますので、その材をかってきますので、その材をかってきますので、その材を集集集集めてくるというところも一つのめてくるというところも一つのめてくるというところも一つのめてくるというところも一つのポイポイポイポイントです。また、ントです。また、ントです。また、ントです。また、運搬運搬運搬運搬
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というところもというところもというところもというところもポイポイポイポイントになってきております。ントになってきております。ントになってきております。ントになってきております。実実実実証証証証実実実実験験験験をやっている中で、１つ見えてをやっている中で、１つ見えてをやっている中で、１つ見えてをやっている中で、１つ見えて

きたのは、一きたのは、一きたのは、一きたのは、一般般般般にににに使使使使われております林業われております林業われております林業われております林業機械機械機械機械というものは、というものは、というものは、というものは、奈良奈良奈良奈良県の林県の林県の林県の林道道道道よりもよりもよりもよりも若干若干若干若干広広広広いいいい

タタタタイプイプイプイプをををを標標標標準準準準にににに考考考考えられているものなので、どうしてもえられているものなので、どうしてもえられているものなので、どうしてもえられているものなので、どうしても奈良奈良奈良奈良県の林県の林県の林県の林道道道道にににに入入入入れると、れると、れると、れると、機械機械機械機械がががが

小小小小さくなってさくなってさくなってさくなって効率効率効率効率がががが悪悪悪悪くなると。そういったくなると。そういったくなると。そういったくなると。そういった面面面面でいろいろでいろいろでいろいろでいろいろ機械機械機械機械のののの改良改良改良改良をどうしていくかと。をどうしていくかと。をどうしていくかと。をどうしていくかと。

それによってそれによってそれによってそれによって効率効率効率効率性性性性を生を生を生を生みみみみ出せるのではないかというところが出せるのではないかというところが出せるのではないかというところが出せるのではないかというところが若干若干若干若干見えてきていると思い見えてきていると思い見えてきていると思い見えてきていると思い

ます。ます。ます。ます。

それともう１点、やはり木からそれともう１点、やはり木からそれともう１点、やはり木からそれともう１点、やはり木から燃料燃料燃料燃料をつくりますので、木というものはをつくりますので、木というものはをつくりますので、木というものはをつくりますので、木というものは切切切切ったったったった直直直直後は後は後は後は水水水水

分分分分をたくさん含んでおります。そこからをたくさん含んでおります。そこからをたくさん含んでおります。そこからをたくさん含んでおります。そこから燃料燃料燃料燃料をつくるときに、をつくるときに、をつくるときに、をつくるときに、乾燥乾燥乾燥乾燥をどうしていくのか、をどうしていくのか、をどうしていくのか、をどうしていくのか、

できるだけできるだけできるだけできるだけ効率効率効率効率的的的的にやってにやってにやってにやって手手手手間間間間をかけないでやるとをかけないでやるとをかけないでやるとをかけないでやると安安安安くできるということもありますので、くできるということもありますので、くできるということもありますので、くできるということもありますので、

こういうあたりを中こういうあたりを中こういうあたりを中こういうあたりを中心心心心に今後いろいろに今後いろいろに今後いろいろに今後いろいろ詰詰詰詰めてまいりたいという状況でございます。以上でめてまいりたいという状況でございます。以上でめてまいりたいという状況でございます。以上でめてまいりたいという状況でございます。以上で

す。す。す。す。

○尾﨑委員○尾﨑委員○尾﨑委員○尾﨑委員 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。

やはりやはりやはりやはり人人人人件件件件費費費費だったりだったりだったりだったり搬搬搬搬出、出、出、出、搬搬搬搬入入入入のののの両方両方両方両方にお金がかかるということで、平成２４年２月にお金がかかるということで、平成２４年２月にお金がかかるということで、平成２４年２月にお金がかかるということで、平成２４年２月

にににに文文文文教くらし委員会の県外教くらし委員会の県外教くらし委員会の県外教くらし委員会の県外調査調査調査調査でででで高知高知高知高知県の県の県の県の檮原檮原檮原檮原町に行ってまいりました。そのときには、町に行ってまいりました。そのときには、町に行ってまいりました。そのときには、町に行ってまいりました。そのときには、

一つの一つの一つの一つのアイアイアイアイデデデデアアアアとしてですけれども、地としてですけれども、地としてですけれども、地としてですけれども、地域域域域のののの方方方方々が々が々が々が内内内内職職職職感覚感覚感覚感覚でででで休休休休みみみみの日、またの日、またの日、またの日、また雨雨雨雨がががが降降降降ってってってって

仕仕仕仕事ができないときに事ができないときに事ができないときに事ができないときに間間間間伐伐伐伐材を材を材を材を山山山山にとりに行って、にとりに行って、にとりに行って、にとりに行って、持持持持ってきてくれたものを１トンいくらってきてくれたものを１トンいくらってきてくれたものを１トンいくらってきてくれたものを１トンいくら

でででで買買買買うと。するとうと。するとうと。するとうと。すると結結結結構構構構いいいいいいいいバイバイバイバイトになるという話もしておられましたので、そういうトになるという話もしておられましたので、そういうトになるという話もしておられましたので、そういうトになるという話もしておられましたので、そういう方方方方 々々々々

のののの力力力力もかりながら、もかりながら、もかりながら、もかりながら、休休休休職中の職中の職中の職中の方方方方が自が自が自が自分分分分のトのトのトのトララララックで行ってそれを回ックで行ってそれを回ックで行ってそれを回ックで行ってそれを回収収収収するということで、するということで、するということで、するということで、

非非非非常常常常にににに効率効率効率効率的的的的ににににココココスススストトトトダダダダウウウウンにつながっているということも聞きましたので、ンにつながっているということも聞きましたので、ンにつながっているということも聞きましたので、ンにつながっているということも聞きましたので、実実実実験験験験をされをされをされをされ

るのでしたらそういうこともるのでしたらそういうこともるのでしたらそういうこともるのでしたらそういうことも踏踏踏踏まえてまえてまえてまえてココココスススストトトトダダダダウウウウン、そしてン、そしてン、そしてン、そして流流流流通させて通させて通させて通させて商売商売商売商売になるようなになるようなになるようなになるような

方法方法方法方法をををを考考考考えていただけたらと思います。以上でございます。えていただけたらと思います。以上でございます。えていただけたらと思います。以上でございます。えていただけたらと思います。以上でございます。

○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長 ほかございませんか。ほかございませんか。ほかございませんか。ほかございませんか。

それでは、質問がないようでございますので、これで質疑をそれでは、質問がないようでございますので、これで質疑をそれでは、質問がないようでございますので、これで質疑をそれでは、質問がないようでございますので、これで質疑を終終終終わりたいと思います。わりたいと思います。わりたいと思います。わりたいと思います。

次次次次に、先に、先に、先に、先般般般般、川口委員から当委員会で、川口委員から当委員会で、川口委員から当委員会で、川口委員から当委員会でへへへへき地教き地教き地教き地教育育育育のののの取取取取りりりり組み組み組み組みについてのどのようになっについてのどのようになっについてのどのようになっについてのどのようになっ

てるのか、てるのか、てるのか、てるのか、場合場合場合場合によったらによったらによったらによったら担担担担当当当当理理理理事事事事者者者者にににに常時常時常時常時来来来来てもらってもいいではないかという提案がてもらってもいいではないかという提案がてもらってもいいではないかという提案がてもらってもいいではないかという提案が

ございましたが、とりあえずございましたが、とりあえずございましたが、とりあえずございましたが、とりあえずへへへへき地教き地教き地教き地教育育育育のののの現現現現状について、状について、状について、状について、次次次次回の委員会でその説明をお聞回の委員会でその説明をお聞回の委員会でその説明をお聞回の委員会でその説明をお聞

きしたらと思いますので、よろしきしたらと思いますので、よろしきしたらと思いますので、よろしきしたらと思いますので、よろしゅゅゅゅうございますか。うございますか。うございますか。うございますか。

（（（（「「「「はいはいはいはい」」」」とととと呼ぶ呼ぶ呼ぶ呼ぶ者者者者あり）あり）あり）あり）

次次次次回の委員会に回の委員会に回の委員会に回の委員会に報報報報告を告を告を告を求求求求めたいと思いますので、ごめたいと思いますので、ごめたいと思いますので、ごめたいと思いますので、ご了了了了承承承承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。

それでは、これでそれでは、これでそれでは、これでそれでは、これで理理理理事事事事者者者者のののの皆皆皆皆さんさんさんさん方方方方、ご、ご、ご、ご退席退席退席退席いただけますか。ごいただけますか。ごいただけますか。ごいただけますか。ご苦苦苦苦労さまでございまし労さまでございまし労さまでございまし労さまでございまし
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た。た。た。た。

（（（（理理理理事事事事者者者者退席退席退席退席））））

それでは、会議をそれでは、会議をそれでは、会議をそれでは、会議を続続続続けたいと思います。委員けたいと思います。委員けたいと思います。委員けたいと思います。委員同同同同士士士士のののの討討討討議を行うということになっていま議を行うということになっていま議を行うということになっていま議を行うということになっていま

すので、よろしくごすので、よろしくごすので、よろしくごすので、よろしくご理解理解理解理解をいただきたいと思います。をいただきたいと思います。をいただきたいと思います。をいただきたいと思います。

ただいま県ただいま県ただいま県ただいま県内調査内調査内調査内調査のののの結果結果結果結果及び南部振興及び南部振興及び南部振興及び南部振興計計計計画画画画等の等の等の等の資資資資料料料料をををを配付配付配付配付させていただきました。まず、させていただきました。まず、させていただきました。まず、させていただきました。まず、

県県県県内視内視内視内視察察察察のののの経経経経過概過概過概過概要についてをごらんいただきたいと思いますが、９月４日に要についてをごらんいただきたいと思いますが、９月４日に要についてをごらんいただきたいと思いますが、９月４日に要についてをごらんいただきたいと思いますが、９月４日に実実実実施をいた施をいた施をいた施をいた

しましたので、しましたので、しましたので、しましたので、資資資資料料料料を見ていただいたらありがたいと思います。を見ていただいたらありがたいと思います。を見ていただいたらありがたいと思います。を見ていただいたらありがたいと思います。宇陀宇陀宇陀宇陀市市市市立立立立室生室生室生室生保保保保育育育育所所所所、、、、紀紀紀紀

伊半島伊半島伊半島伊半島大大大大水水水水害災害復旧害災害復旧害災害復旧害災害復旧現場現場現場現場、うだ、うだ、うだ、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の状況、クの状況、クの状況、クの状況、ＪＡＪＡＪＡＪＡまほろばまほろばまほろばまほろばキキキキッチンのそれッチンのそれッチンのそれッチンのそれ

ぞぞぞぞれの状況についてれの状況についてれの状況についてれの状況について盛盛盛盛りだくさんでございましたが、ごりだくさんでございましたが、ごりだくさんでございましたが、ごりだくさんでございましたが、ご協協協協力力力力をいただきましてをいただきましてをいただきましてをいただきましてススススムムムムーーーーズズズズにににに

終終終終わらせていただきました。わらせていただきました。わらせていただきました。わらせていただきました。雨模雨模雨模雨模様様様様ではありましたけれども、ごではありましたけれども、ごではありましたけれども、ごではありましたけれども、ご協協協協力力力力にににに感感感感謝謝謝謝申申申申し上し上し上し上げげげげたいたいたいたい

と思います。このと思います。このと思います。このと思います。この内容内容内容内容についてはもうここのについてはもうここのについてはもうここのについてはもうここの資資資資料料料料に出ております。よろしに出ております。よろしに出ております。よろしに出ております。よろしゅゅゅゅうございますうございますうございますうございます

か。か。か。か。

（（（（「「「「はいはいはいはい」」」」とととと呼ぶ呼ぶ呼ぶ呼ぶ者者者者あり）あり）あり）あり）

それでは、それでは、それでは、それでは、我我我我々の々の々の々の討討討討議についてのことに議についてのことに議についてのことに議についてのことに入入入入りたいと思いますが、どのように進めさせてりたいと思いますが、どのように進めさせてりたいと思いますが、どのように進めさせてりたいと思いますが、どのように進めさせて

もらったらよろしもらったらよろしもらったらよろしもらったらよろしゅゅゅゅうございますか。うございますか。うございますか。うございますか。

○国中委員○国中委員○国中委員○国中委員 委員委員委員委員同同同同士士士士のののの討討討討議を、委員会でしなければいけないということはない。議を、委員会でしなければいけないということはない。議を、委員会でしなければいけないということはない。議を、委員会でしなければいけないということはない。君君君君はこはこはこはこ

う言うけど、う言うけど、う言うけど、う言うけど、私私私私はこう思うなんて。そのようなものでまとまるのか。はこう思うなんて。そのようなものでまとまるのか。はこう思うなんて。そのようなものでまとまるのか。はこう思うなんて。そのようなものでまとまるのか。

○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長 今の国中委員の発言なのですが、今まで質疑今の国中委員の発言なのですが、今まで質疑今の国中委員の発言なのですが、今まで質疑今の国中委員の発言なのですが、今まで質疑応応応応答答答答しかしないということだしかしないということだしかしないということだしかしないということだ

ったのですが、ったのですが、ったのですが、ったのですが、最近最近最近最近の議会の議会の議会の議会改改改改革革革革の中で、委員の中で、委員の中で、委員の中で、委員間間間間討討討討議で議で議で議で意意意意見見見見交交交交換換換換をやったらという、をやったらという、をやったらという、をやったらという、討討討討議を議を議を議を

やったらということです。やったらということです。やったらということです。やったらということです。

○尾﨑委員○尾﨑委員○尾﨑委員○尾﨑委員 当然の話ですけれど、委員当然の話ですけれど、委員当然の話ですけれど、委員当然の話ですけれど、委員間間間間討討討討議をすることが議をすることが議をすることが議をすることが意意意意外に外に外に外に主主主主張張張張されておりますし、されておりますし、されておりますし、されておりますし、

逆逆逆逆に言うと、に言うと、に言うと、に言うと、無無無無理理理理に議員に議員に議員に議員間間間間討討討討議する議する議する議する必必必必要は要は要は要は実実実実はないのです。はないのです。はないのです。はないのです。相相相相手手手手のののの意意意意見に対して見に対して見に対して見に対して誹謗誹謗誹謗誹謗中中中中傷傷傷傷

するようなことがするようなことがするようなことがするようなことが基基基基本になっていないので、今こうして本になっていないので、今こうして本になっていないので、今こうして本になっていないので、今こうして無無無無理理理理やりするのはおかしいと、やりするのはおかしいと、やりするのはおかしいと、やりするのはおかしいと、無無無無

理理理理やり。あっ、それおもしろいですね、もっと聞かせてくださいというようなやりとりでやり。あっ、それおもしろいですね、もっと聞かせてくださいというようなやりとりでやり。あっ、それおもしろいですね、もっと聞かせてくださいというようなやりとりでやり。あっ、それおもしろいですね、もっと聞かせてくださいというようなやりとりで

十分十分十分十分いいわけで。いいわけで。いいわけで。いいわけで。

○田中委員○田中委員○田中委員○田中委員 川口委員がおっし川口委員がおっし川口委員がおっし川口委員がおっしゃゃゃゃった教った教った教った教育育育育委員会をここ委員会をここ委員会をここ委員会をここへへへへ呼呼呼呼んだほうがいいのではないかんだほうがいいのではないかんだほうがいいのではないかんだほうがいいのではないか

というのも、これも委員というのも、これも委員というのも、これも委員というのも、これも委員間間間間討討討討議で１つの議で１つの議で１つの議で１つの結結結結論論論論を出してくださったわけだから。を出してくださったわけだから。を出してくださったわけだから。を出してくださったわけだから。

○尾﨑委員○尾﨑委員○尾﨑委員○尾﨑委員 川口委員が以川口委員が以川口委員が以川口委員が以前前前前に教に教に教に教育育育育委員会がないではないかと話をされたのですが、ほか委員会がないではないかと話をされたのですが、ほか委員会がないではないかと話をされたのですが、ほか委員会がないではないかと話をされたのですが、ほか

の委員会がの委員会がの委員会がの委員会が何何何何があるかわからないので、多があるかわからないので、多があるかわからないので、多があるかわからないので、多分分分分仕仕仕仕分分分分けされているのだと思うのです。南部けされているのだと思うのです。南部けされているのだと思うのです。南部けされているのだと思うのです。南部・・・・

東部地東部地東部地東部地域域域域をををを考考考考えるときに福えるときに福えるときに福えるときに福祉祉祉祉施策も当然施策も当然施策も当然施策も当然必必必必要だし、き要だし、き要だし、き要だし、きょょょょうもちらっと聞きたくなったのでうもちらっと聞きたくなったのでうもちらっと聞きたくなったのでうもちらっと聞きたくなったので
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いいます。うまいこといいます。うまいこといいます。うまいこといいます。うまいこと仕仕仕仕分分分分けされているとことなのですか。事務けされているとことなのですか。事務けされているとことなのですか。事務けされているとことなのですか。事務局局局局、どうですか。、どうですか。、どうですか。、どうですか。

○国中委員○国中委員○国中委員○国中委員 経経経経過過過過を説明します。議長、副議長会議のときに、を説明します。議長、副議長会議のときに、を説明します。議長、副議長会議のときに、を説明します。議長、副議長会議のときに、集集集集中中中中的的的的に、例えばこの委員に、例えばこの委員に、例えばこの委員に、例えばこの委員

会で、この委員会は今までだったら会で、この委員会は今までだったら会で、この委員会は今までだったら会で、この委員会は今までだったら過疎過疎過疎過疎・・・・南部地南部地南部地南部地域域域域振興対策、振興対策、振興対策、振興対策、過疎過疎過疎過疎地地地地・・・・水水水水資源資源資源資源等対策とい等対策とい等対策とい等対策とい

う名う名う名う名称称称称で、で、で、で、理理理理事事事事者者者者はははは全般全般全般全般的的的的にににに呼呼呼呼んでいました。だけれども、例えば今、尾﨑委員がおっしんでいました。だけれども、例えば今、尾﨑委員がおっしんでいました。だけれども、例えば今、尾﨑委員がおっしんでいました。だけれども、例えば今、尾﨑委員がおっし

ゃゃゃゃったような福ったような福ったような福ったような福祉祉祉祉の関係だったらの関係だったらの関係だったらの関係だったら常任常任常任常任委員会があるではないかということ。それで、教委員会があるではないかということ。それで、教委員会があるではないかということ。それで、教委員会があるではないかということ。それで、教育育育育

委員会も委員会も委員会も委員会も実実実実はそうだったのです。あったのだけれども、それで、そのはそうだったのです。あったのだけれども、それで、そのはそうだったのです。あったのだけれども、それで、そのはそうだったのです。あったのだけれども、それで、その都都都都度度度度必必必必要であれば、要であれば、要であれば、要であれば、

先ほどこの先ほどこの先ほどこの先ほどこの前前前前から提案していただいている川口委員が言われたから提案していただいている川口委員が言われたから提案していただいている川口委員が言われたから提案していただいている川口委員が言われたへへへへき地教き地教き地教き地教育育育育はどうなっていはどうなっていはどうなっていはどうなってい

るのだということで、またるのだということで、またるのだということで、またるのだということで、また来来来来てもらおうかと。それで今回、てもらおうかと。それで今回、てもらおうかと。それで今回、てもらおうかと。それで今回、深刻深刻深刻深刻な福な福な福な福祉祉祉祉の問の問の問の問題題題題があれば、があれば、があれば、があれば、

例えば例えば例えば例えば少少少少子子子子高高高高齢齢齢齢化化化化の問の問の問の問題題題題等々があれば、等々があれば、等々があれば、等々があれば、次次次次にににに呼呼呼呼んではどうだと、んではどうだと、んではどうだと、んではどうだと、来来来来てもらおうではないかてもらおうではないかてもらおうではないかてもらおうではないか

というようなというようなというようなというような形形形形になって、議長になって、議長になって、議長になって、議長招招招招集集集集で議会で議会で議会で議会運運運運営営営営委員長がまとめて、それで委員長がまとめて、それで委員長がまとめて、それで委員長がまとめて、それで承承承承認することに認することに認することに認することに

なった。そして、特別委員会名なった。そして、特別委員会名なった。そして、特別委員会名なった。そして、特別委員会名称称称称は、は、は、は、過疎過疎過疎過疎・・・・南部地南部地南部地南部地域域域域振興対策から南部振興対策から南部振興対策から南部振興対策から南部・・・・東部と、東部を東部と、東部を東部と、東部を東部と、東部を

入入入入れないといけないということになって今日にれないといけないということになって今日にれないといけないということになって今日にれないといけないということになって今日に至至至至っていると、こういうことです。っていると、こういうことです。っていると、こういうことです。っていると、こういうことです。

○尾﨑委員○尾﨑委員○尾﨑委員○尾﨑委員 ありがとうございます。よくわかりました。だから、ありがとうございます。よくわかりました。だから、ありがとうございます。よくわかりました。だから、ありがとうございます。よくわかりました。だから、必必必必要に要に要に要に応じ応じ応じ応じてててて手手手手をををを挙挙挙挙げげげげ

てててて次次次次のときお願いしますということでいいわけですね。のときお願いしますということでいいわけですね。のときお願いしますということでいいわけですね。のときお願いしますということでいいわけですね。

○川口委員○川口委員○川口委員○川口委員 特に特に特に特にへへへへき地の問き地の問き地の問き地の問題題題題はね。聞きたいのは、東部はね。聞きたいのは、東部はね。聞きたいのは、東部はね。聞きたいのは、東部・・・・南部地南部地南部地南部地域域域域ははははへへへへき地の問き地の問き地の問き地の問題題題題があがあがあがあ

るわけで、限るわけで、限るわけで、限るわけで、限界界界界集集集集落落落落とか、そういうような問とか、そういうような問とか、そういうような問とか、そういうような問題題題題がどんどん進んでいってがどんどん進んでいってがどんどん進んでいってがどんどん進んでいって過疎過疎過疎過疎化化化化のののの現現現現象象象象がどがどがどがど

うなっとるかということで、うなっとるかということで、うなっとるかということで、うなっとるかということで、理理理理事事事事者者者者でででで集集集集約したものを約したものを約したものを約したものを我我我我々に々に々に々に資資資資料料料料としてもらうというのも、としてもらうというのも、としてもらうというのも、としてもらうというのも、

これもやっこれもやっこれもやっこれもやっぱぱぱぱり大事なことです。り大事なことです。り大事なことです。り大事なことです。

（（（（「「「「大事なことだと思います大事なことだと思います大事なことだと思います大事なことだと思います。。。。」」」」とととと呼ぶ呼ぶ呼ぶ呼ぶ者者者者ありありありあり。。。。））））

そうすると、正副委員長にいろいろ、そうすると、正副委員長にいろいろ、そうすると、正副委員長にいろいろ、そうすると、正副委員長にいろいろ、理理理理事事事事者者者者のののの捉捉捉捉えているえているえているえている課課課課題題題題を、を、を、を、内容内容内容内容をををを集集集集約して、約して、約して、約して、

我我我我々に々に々に々に示示示示してもらうということが大事ではないかと、思うので、一々質問といっても、そしてもらうということが大事ではないかと、思うので、一々質問といっても、そしてもらうということが大事ではないかと、思うので、一々質問といっても、そしてもらうということが大事ではないかと、思うので、一々質問といっても、そ

れはもうれはもうれはもうれはもう膨膨膨膨大だもの、それをやるのは。大だもの、それをやるのは。大だもの、それをやるのは。大だもの、それをやるのは。

○国中委員○国中委員○国中委員○国中委員 範囲範囲範囲範囲がががが広広広広いから、今回のこの委員会２年いから、今回のこの委員会２年いから、今回のこの委員会２年いから、今回のこの委員会２年間間間間はははは経経経経済済済済関係、要するに関係、要するに関係、要するに関係、要するに山山山山（林業（林業（林業（林業）、）、）、）、

それでそれでそれでそれでイイイインンンンフフフフララララ、それを、それを、それを、それを集集集集中中中中的的的的にやっていこうということで、これだけのにやっていこうということで、これだけのにやっていこうということで、これだけのにやっていこうということで、これだけの理理理理事事事事者者者者になってになってになってになって

いると、こういうことです。いると、こういうことです。いると、こういうことです。いると、こういうことです。

○松尾副委員長○松尾副委員長○松尾副委員長○松尾副委員長 結結結結局局局局それで特別委員会、ある１つのことに関してこの目それで特別委員会、ある１つのことに関してこの目それで特別委員会、ある１つのことに関してこの目それで特別委員会、ある１つのことに関してこの目的的的的をををを達達達達成しろと成しろと成しろと成しろと

いうことで設いうことで設いうことで設いうことで設置置置置するわけですから、だからその東部するわけですから、だからその東部するわけですから、だからその東部するわけですから、だからその東部・・・・南部という地南部という地南部という地南部という地域域域域振興対策というよう振興対策というよう振興対策というよう振興対策というよう

な名な名な名な名前前前前だけ聞いていたら、だけ聞いていたら、だけ聞いていたら、だけ聞いていたら、幅幅幅幅広広広広くくくく審審審審議できるだろうと思ってしまうのでし議できるだろうと思ってしまうのでし議できるだろうと思ってしまうのでし議できるだろうと思ってしまうのでしょょょょうけれど、まうけれど、まうけれど、まうけれど、ま

ず今も国中委員おっしず今も国中委員おっしず今も国中委員おっしず今も国中委員おっしゃゃゃゃったような、本ったような、本ったような、本ったような、本来来来来それで設それで設それで設それで設置置置置をして、これを目をして、これを目をして、これを目をして、これを目的的的的としてとしてとしてとして理理理理事事事事者者者者もももも

決決決決めていることですから、まずそこをもう１点めていることですから、まずそこをもう１点めていることですから、まずそこをもう１点めていることですから、まずそこをもう１点再再再再度この委員会で確認するべきではないの度この委員会で確認するべきではないの度この委員会で確認するべきではないの度この委員会で確認するべきではないの



---- 11114444 ----

ですか。そうしないと、ですか。そうしないと、ですか。そうしないと、ですか。そうしないと、何何何何もかにももかにももかにももかにも全全全全部本当に部本当に部本当に部本当に幅幅幅幅広広広広いことをしてしまいますので。いことをしてしまいますので。いことをしてしまいますので。いことをしてしまいますので。

○尾﨑委員○尾﨑委員○尾﨑委員○尾﨑委員 例えば、地例えば、地例えば、地例えば、地域域域域振興なのですから、南部振興なのですから、南部振興なのですから、南部振興なのですから、南部・・・・東部地東部地東部地東部地域域域域にににに企企企企業を業を業を業を立立立立地するのを聞こ地するのを聞こ地するのを聞こ地するのを聞こ

うと思ったらうと思ったらうと思ったらうと思ったら理理理理事事事事者者者者がいないとか、がいないとか、がいないとか、がいないとか、瞬瞬瞬瞬間的間的間的間的にいろいろなことを思うことがあるので。にいろいろなことを思うことがあるので。にいろいろなことを思うことがあるので。にいろいろなことを思うことがあるので。

○秋本委員○秋本委員○秋本委員○秋本委員 そのことを思ったら、そのことを思ったら、そのことを思ったら、そのことを思ったら、企企企企業も業も業も業も欲欲欲欲しいわけです。そのときはしいわけです。そのときはしいわけです。そのときはしいわけです。そのときは担担担担当を当を当を当を呼呼呼呼んだらいんだらいんだらいんだらい

い。い。い。い。

○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長 常任常任常任常任委員会で委員会で委員会で委員会で網網網網羅羅羅羅しているといったらそれでしているといったらそれでしているといったらそれでしているといったらそれで終終終終わってしまうけれど、しかわってしまうけれど、しかわってしまうけれど、しかわってしまうけれど、しか

しそれに関係しますけれど、しそれに関係しますけれど、しそれに関係しますけれど、しそれに関係しますけれど、過疎過疎過疎過疎とととと過密過密過密過密がががが同時同時同時同時進行しているような進行しているような進行しているような進行しているような奈良奈良奈良奈良県の県の県の県の現現現現状を状を状を状を考考考考えたえたえたえた

ときに、南部ときに、南部ときに、南部ときに、南部・・・・東部地東部地東部地東部地域域域域の特別委員会を設の特別委員会を設の特別委員会を設の特別委員会を設置置置置をしてというをしてというをしてというをしてという趣旨趣旨趣旨趣旨で今ので今ので今ので今の理理理理事事事事者者者者をををを呼呼呼呼んでいるんでいるんでいるんでいる

ということなのですが、いい提案をされましたので、ということなのですが、いい提案をされましたので、ということなのですが、いい提案をされましたので、ということなのですが、いい提案をされましたので、へへへへき地教き地教き地教き地教育育育育は特に、またそういうとは特に、またそういうとは特に、またそういうとは特に、またそういうと

きになったらご提案をいただくとして、２年きになったらご提案をいただくとして、２年きになったらご提案をいただくとして、２年きになったらご提案をいただくとして、２年間間間間はははは基基基基本本本本的的的的にはこのままいくわけですね。にはこのままいくわけですね。にはこのままいくわけですね。にはこのままいくわけですね。

○岡委員○岡委員○岡委員○岡委員 今、川口委員がおっし今、川口委員がおっし今、川口委員がおっし今、川口委員がおっしゃゃゃゃったことにったことにったことにったことに重重重重ねてお願いしたいのですけど、今、県がねてお願いしたいのですけど、今、県がねてお願いしたいのですけど、今、県がねてお願いしたいのですけど、今、県が

よくつくっているよくつくっているよくつくっているよくつくっている全全全全国国国国何何何何位位位位というような項目別のというような項目別のというような項目別のというような項目別のデデデデーーーータタタタ。あれの。あれの。あれの。あれの奈良バー奈良バー奈良バー奈良バージジジジョョョョンで、ンで、ンで、ンで、奈良奈良奈良奈良

県県県県下下下下の中で、の中で、の中で、の中で、管管管管轄轄轄轄する東部する東部する東部する東部・・・・南部地南部地南部地南部地域域域域のののの各各各各市町村の市町村の市町村の市町村のデデデデーーーータタタタがががが比較比較比較比較して、県して、県して、県して、県全全全全体体体体でどうでどうでどうでどう偏偏偏偏っっっっ

ているかいうことがわかるようなものをているかいうことがわかるようなものをているかいうことがわかるようなものをているかいうことがわかるようなものを各各各各項目別に、出してもらったら項目別に、出してもらったら項目別に、出してもらったら項目別に、出してもらったら我我我我々議々議々議々議論論論論はしやすはしやすはしやすはしやす

いのだけれども、やや今はこのうろいのだけれども、やや今はこのうろいのだけれども、やや今はこのうろいのだけれども、やや今はこのうろ覚覚覚覚えのえのえのえの数数数数字字字字でででで物物物物を言っているので、なかなかきちっとを言っているので、なかなかきちっとを言っているので、なかなかきちっとを言っているので、なかなかきちっと

なっていないところがあるのです。なっていないところがあるのです。なっていないところがあるのです。なっていないところがあるのです。理理理理事事事事者者者者もももも我我我我々も々も々も々もデデデデーーーータタタタにににに基づ基づ基づ基づいてきちっとその状況をいてきちっとその状況をいてきちっとその状況をいてきちっとその状況を

把握した上で議把握した上で議把握した上で議把握した上で議論論論論したほうがいい議したほうがいい議したほうがいい議したほうがいい議論論論論ができると思いますので、先ほど川口委員がおっしができると思いますので、先ほど川口委員がおっしができると思いますので、先ほど川口委員がおっしができると思いますので、先ほど川口委員がおっし

ゃゃゃゃったことにあわせて、ったことにあわせて、ったことにあわせて、ったことにあわせて、ぜひ具体的ぜひ具体的ぜひ具体的ぜひ具体的に１回に１回に１回に１回奈良バー奈良バー奈良バー奈良バージジジジョョョョンンンン的的的的なものを、特に振興に対するなものを、特に振興に対するなものを、特に振興に対するなものを、特に振興に対する

項目、今話ありました教項目、今話ありました教項目、今話ありました教項目、今話ありました教育育育育やら福やら福やら福やら福祉祉祉祉やらやらやらやら経経経経済済済済やらいろいろ言いましたね、それをやらいろいろ言いましたね、それをやらいろいろ言いましたね、それをやらいろいろ言いましたね、それを幾幾幾幾つか。つか。つか。つか。

（（（（「「「「企企企企業業業業立立立立地もあるし地もあるし地もあるし地もあるし。。。。」」」」とととと呼ぶ呼ぶ呼ぶ呼ぶ者者者者ありありありあり。。。。））））

そうそうそう、そういうもののそうそうそう、そういうもののそうそうそう、そういうもののそうそうそう、そういうもののデデデデーーーータタタタで、で、で、で、各各各各このこのこのこのエリアエリアエリアエリアの地の地の地の地域域域域の市町村のの市町村のの市町村のの市町村の置置置置かれてる状かれてる状かれてる状かれてる状

況を、わかりやすいものをつくってもらったらありがたいですね。況を、わかりやすいものをつくってもらったらありがたいですね。況を、わかりやすいものをつくってもらったらありがたいですね。況を、わかりやすいものをつくってもらったらありがたいですね。

○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長 それでそれでそれでそれで理理理理事事事事者者者者、そういうことで、今ご提案があったようなこと、ち、そういうことで、今ご提案があったようなこと、ち、そういうことで、今ご提案があったようなこと、ち、そういうことで、今ご提案があったようなこと、ちょょょょっとっとっとっと

範囲範囲範囲範囲がががが広広広広いかもわかりませんが。いかもわかりませんが。いかもわかりませんが。いかもわかりませんが。

（（（（「「「「理理理理事事事事者者者者にはわからないにはわからないにはわからないにはわからない。。。。」」」」とととと呼ぶ呼ぶ呼ぶ呼ぶ者者者者ありありありあり。。。。））））

○田中委員○田中委員○田中委員○田中委員 あるあるあるある程程程程度は。だから１度は。だから１度は。だから１度は。だから１００００００００のののの指標指標指標指標にににに入入入入っていない部っていない部っていない部っていない部分分分分のことを言っていたののことを言っていたののことを言っていたののことを言っていたの

で。で。で。で。

○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長 いや、その中でも南部いや、その中でも南部いや、その中でも南部いや、その中でも南部・・・・東部地東部地東部地東部地域域域域というというというという位置づ位置づ位置づ位置づけをされているわけだから、けをされているわけだから、けをされているわけだから、けをされているわけだから、

ちちちちょょょょっと、いけるやろな。っと、いけるやろな。っと、いけるやろな。っと、いけるやろな。

○国中委員○国中委員○国中委員○国中委員 いや、またこれいや、またこれいや、またこれいや、またこれ範囲範囲範囲範囲がががが広広広広がってしまったら。がってしまったら。がってしまったら。がってしまったら。
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（（（（「「「「広広広広がってしまうかな。そやけどがってしまうかな。そやけどがってしまうかな。そやけどがってしまうかな。そやけど。。。。」」」」とととと呼ぶ呼ぶ呼ぶ呼ぶ者者者者ありありありあり。。。。））））

範囲範囲範囲範囲がががが広広広広がってしまったら、とにかくがってしまったら、とにかくがってしまったら、とにかくがってしまったら、とにかくぼぼぼぼやけてしまう。やけてしまう。やけてしまう。やけてしまう。

○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長 へへへへき地教き地教き地教き地教育育育育については大事なことですし、教については大事なことですし、教については大事なことですし、教については大事なことですし、教育育育育の振興は東部の振興は東部の振興は東部の振興は東部・・・・南部地南部地南部地南部地域域域域のののの

大きな１つの大きな１つの大きな１つの大きな１つの課課課課題題題題でもあるし、今、岡委員が提案されたことを、できるのだったらできるでもあるし、今、岡委員が提案されたことを、できるのだったらできるでもあるし、今、岡委員が提案されたことを、できるのだったらできるでもあるし、今、岡委員が提案されたことを、できるのだったらできる

だけやってだけやってだけやってだけやってみみみみてください。てください。てください。てください。

○国中委員○国中委員○国中委員○国中委員 今、岡委員が言っていることは、今、岡委員が言っていることは、今、岡委員が言っていることは、今、岡委員が言っていることは、必必必必要だと思う。要だと思う。要だと思う。要だと思う。

○岡委員○岡委員○岡委員○岡委員 県がつくっている県がつくっている県がつくっている県がつくっている資資資資料料料料をもう一回をもう一回をもう一回をもう一回練練練練りりりり直直直直して、あれを見やすくしてほしいのでして、あれを見やすくしてほしいのでして、あれを見やすくしてほしいのでして、あれを見やすくしてほしいので

す。今言ったように、特に東部す。今言ったように、特に東部す。今言ったように、特に東部す。今言ったように、特に東部・・・・南部地南部地南部地南部地域域域域のののの課課課課題題題題がこういうがこういうがこういうがこういうふふふふうに出ていますよというこうに出ていますよというこうに出ていますよというこうに出ていますよというこ

とをとをとをとを丁寧丁寧丁寧丁寧に事務に事務に事務に事務局局局局で１回で１回で１回で１回調調調調べて、たたきべて、たたきべて、たたきべて、たたき台台台台的的的的なものを１回提案してほしいです。なものを１回提案してほしいです。なものを１回提案してほしいです。なものを１回提案してほしいです。

○松尾副委員長○松尾副委員長○松尾副委員長○松尾副委員長 それで、それにそれで、それにそれで、それにそれで、それに合合合合わせて問わせて問わせて問わせて問題題題題あるところに関して議あるところに関して議あるところに関して議あるところに関して議論論論論をここでするといをここでするといをここでするといをここでするとい

う話だから。う話だから。う話だから。う話だから。

○岡委員○岡委員○岡委員○岡委員 そうそうそう。そうそうそう。そうそうそう。そうそうそう。

○松尾副委員長○松尾副委員長○松尾副委員長○松尾副委員長 そうしたら、もう本当にそうしたら、もう本当にそうしたら、もう本当にそうしたら、もう本当に幅幅幅幅広広広広くなって、出くなって、出くなって、出くなって、出席席席席をををを求求求求めるめるめるめる理理理理事事事事者者者者をもう一かをもう一かをもう一かをもう一か

らもう一回変えてもらって。らもう一回変えてもらって。らもう一回変えてもらって。らもう一回変えてもらって。

○国中委員○国中委員○国中委員○国中委員 基基基基本本本本的的的的にはにはにはにはイイイインンンンフフフフラ整備ラ整備ラ整備ラ整備とととと山山山山（林業（林業（林業（林業））））、要するに地、要するに地、要するに地、要するに地域経域経域経域経済済済済、、、、山山山山（林業（林業（林業（林業））））、、、、雇雇雇雇用用用用

も含めてあると思うのだけれども、それはもうも含めてあると思うのだけれども、それはもうも含めてあると思うのだけれども、それはもうも含めてあると思うのだけれども、それはもう集集集集中中中中的的的的に今回は２年に今回は２年に今回は２年に今回は２年間間間間やっていこうというやっていこうというやっていこうというやっていこうという

ことになってるから、ほんで先ほど言った教ことになってるから、ほんで先ほど言った教ことになってるから、ほんで先ほど言った教ことになってるから、ほんで先ほど言った教育育育育委員会はあなたどないなっているのかとい委員会はあなたどないなっているのかとい委員会はあなたどないなっているのかとい委員会はあなたどないなっているのかとい

う話も出たし、そのう話も出たし、そのう話も出たし、そのう話も出たし、その都都都都度その度その度その度その都都都都度、度、度、度、集集集集中中中中的的的的にやっていかなければいけないのはやっにやっていかなければいけないのはやっにやっていかなければいけないのはやっにやっていかなければいけないのはやっぱぱぱぱりりりり山山山山

（林業）だと思うので。（林業）だと思うので。（林業）だと思うので。（林業）だと思うので。

○川口委員○川口委員○川口委員○川口委員 基基基基本本本本重重重重点は、今、国中委員が言っているようなことですね、点は、今、国中委員が言っているようなことですね、点は、今、国中委員が言っているようなことですね、点は、今、国中委員が言っているようなことですね、基基基基本本本本重重重重点は。点は。点は。点は。

（（（（「「「「そうそう、そうそうそうそう、そうそうそうそう、そうそうそうそう、そうそう。。。。」」」」とととと呼ぶ呼ぶ呼ぶ呼ぶ者者者者ありありありあり。。。。））））

全全全全くほかに気になることはない。くほかに気になることはない。くほかに気になることはない。くほかに気になることはない。

（（（（「「「「それはありますよそれはありますよそれはありますよそれはありますよ。。。。」」」」とととと呼ぶ呼ぶ呼ぶ呼ぶ者者者者ありありありあり。。。。））））

○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長 そのときはそのときで、正副委員長にそのときはそのときで、正副委員長にそのときはそのときで、正副委員長にそのときはそのときで、正副委員長に任任任任せてもらって、せてもらって、せてもらって、せてもらって、理理理理事事事事者者者者とととと協協協協議しな議しな議しな議しな

がら。今の提案のように。がら。今の提案のように。がら。今の提案のように。がら。今の提案のように。

○田中委員○田中委員○田中委員○田中委員 先ほど質疑の中で質問した木材先ほど質疑の中で質問した木材先ほど質疑の中で質問した木材先ほど質疑の中で質問した木材利利利利用用用用計計計計画画画画云云云云々という々という々という々という全全全全国国国国ラララランンンンキキキキンンンンググググとととと奈良奈良奈良奈良県県県県

のののの間間間間の状況というのは、これは１の状況というのは、これは１の状況というのは、これは１の状況というのは、これは１００００００００のののの指標指標指標指標の外のの外のの外のの外の指標指標指標指標です。です。です。です。既既既既にににに理理理理事事事事者側者側者側者側はそういうはそういうはそういうはそういう資資資資

料料料料をつくってをつくってをつくってをつくって持持持持っておられるわけです。新たにつくるのはいろいろお願いしてというか、っておられるわけです。新たにつくるのはいろいろお願いしてというか、っておられるわけです。新たにつくるのはいろいろお願いしてというか、っておられるわけです。新たにつくるのはいろいろお願いしてというか、

向向向向こうこうこうこうへへへへ話をしないとつくれないと思いますけれども、話をしないとつくれないと思いますけれども、話をしないとつくれないと思いますけれども、話をしないとつくれないと思いますけれども、手手手手持持持持ちのそういうちのそういうちのそういうちのそういうラララランンンンキキキキンンンンググググはかはかはかはか

なりあると思いますので、それをお話ししていただいたらいいと思うので。なりあると思いますので、それをお話ししていただいたらいいと思うので。なりあると思いますので、それをお話ししていただいたらいいと思うので。なりあると思いますので、それをお話ししていただいたらいいと思うので。



---- 11116666 ----

○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長 またそのとき提案をしてもらって、先ほどちまたそのとき提案をしてもらって、先ほどちまたそのとき提案をしてもらって、先ほどちまたそのとき提案をしてもらって、先ほどちょょょょっとありましたけれど、そっとありましたけれど、そっとありましたけれど、そっとありましたけれど、そ

れやっれやっれやっれやっぱぱぱぱりそうしよう。関係することは事りそうしよう。関係することは事りそうしよう。関係することは事りそうしよう。関係することは事実実実実だけれど、問だけれど、問だけれど、問だけれど、問題題題題点があったり、あるいは気に点があったり、あるいは気に点があったり、あるいは気に点があったり、あるいは気に

なることがあったら。それでなることがあったら。それでなることがあったら。それでなることがあったら。それで我我我我々としては正副委員長にある々としては正副委員長にある々としては正副委員長にある々としては正副委員長にある程程程程度、また度、また度、また度、また理理理理事事事事者者者者にも一にも一にも一にも一応応応応そそそそ

の状況を聞いて。の状況を聞いて。の状況を聞いて。の状況を聞いて。

○石井事務局長○石井事務局長○石井事務局長○石井事務局長 それはまたそれはまたそれはまたそれはまた相談相談相談相談させてもらって、とにかくさせてもらって、とにかくさせてもらって、とにかくさせてもらって、とにかくデデデデーーーータタタタ問問問問題題題題につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、

この委員会の目この委員会の目この委員会の目この委員会の目的的的的でありますので、木材の関係、それからでありますので、木材の関係、それからでありますので、木材の関係、それからでありますので、木材の関係、それからイイイインンンンフフフフララララの関係を中の関係を中の関係を中の関係を中心心心心としたとしたとしたとした指指指指

標標標標をどれだけできるかということで、とりあえずそれををどれだけできるかということで、とりあえずそれををどれだけできるかということで、とりあえずそれををどれだけできるかということで、とりあえずそれを調査調査調査調査して、して、して、して、余余余余りりりり幅幅幅幅広広広広くやってしまくやってしまくやってしまくやってしま

う、ちう、ちう、ちう、ちょょょょっともうもたないので。っともうもたないので。っともうもたないので。っともうもたないので。

○国中委員○国中委員○国中委員○国中委員 ぼぼぼぼやけてしまう。やけてしまう。やけてしまう。やけてしまう。

○石井事務局長○石井事務局長○石井事務局長○石井事務局長 はい。要は当委員会のはい。要は当委員会のはい。要は当委員会のはい。要は当委員会の所所所所管管管管にかかわる部にかかわる部にかかわる部にかかわる部分分分分についてどれについてどれについてどれについてどれぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの指標指標指標指標が、が、が、が、

ココココンンンンパパパパクトにまとめて。クトにまとめて。クトにまとめて。クトにまとめて。

○尾﨑委員○尾﨑委員○尾﨑委員○尾﨑委員 確認しただけでございまして、そういうことだということが今よくわかりま確認しただけでございまして、そういうことだということが今よくわかりま確認しただけでございまして、そういうことだということが今よくわかりま確認しただけでございまして、そういうことだということが今よくわかりま

した。よろしいですか。した。よろしいですか。した。よろしいですか。した。よろしいですか。

○石井事務局長○石井事務局長○石井事務局長○石井事務局長 はい。それをちはい。それをちはい。それをちはい。それをちょょょょっと。っと。っと。っと。

○尾﨑委員○尾﨑委員○尾﨑委員○尾﨑委員 聞きたいことがあったら聞いてもいいのだけれども、それとは別に、やっ聞きたいことがあったら聞いてもいいのだけれども、それとは別に、やっ聞きたいことがあったら聞いてもいいのだけれども、それとは別に、やっ聞きたいことがあったら聞いてもいいのだけれども、それとは別に、やっぱぱぱぱ

り林業やり林業やり林業やり林業やイイイインンンンフフフフラ整備ラ整備ラ整備ラ整備に特に特に特に特化化化化するということが今回のするということが今回のするということが今回のするということが今回のテテテテーーーーマであるということですね。マであるということですね。マであるということですね。マであるということですね。

○国中委員○国中委員○国中委員○国中委員 それと、ちそれと、ちそれと、ちそれと、ちょょょょっと気になるのだけれども、このっと気になるのだけれども、このっと気になるのだけれども、このっと気になるのだけれども、この前前前前の委員会に川口委員が教の委員会に川口委員が教の委員会に川口委員が教の委員会に川口委員が教育育育育

問問問問題題題題で教で教で教で教育育育育委員会に出委員会に出委員会に出委員会に出席席席席してもらおうとおっししてもらおうとおっししてもらおうとおっししてもらおうとおっしゃゃゃゃった。それで委員会が、った。それで委員会が、った。それで委員会が、った。それで委員会が、ワワワワンクッンクッンクッンクッシシシショョョョンンンン

おくれるわけだ。おくれるわけだ。おくれるわけだ。おくれるわけだ。普普普普通、本通、本通、本通、本来来来来ならきならきならきならきょょょょうううう来来来来てもらわなければいけない。それでそんなことてもらわなければいけない。それでそんなことてもらわなければいけない。それでそんなことてもらわなければいけない。それでそんなこと

を言ったら後を言ったら後を言ったら後を言ったら後手手手手後後後後手手手手になってしまう。だからきになってしまう。だからきになってしまう。だからきになってしまう。だからきょょょょうは、例えば、今、尾﨑委員が言いましうは、例えば、今、尾﨑委員が言いましうは、例えば、今、尾﨑委員が言いましうは、例えば、今、尾﨑委員が言いまし

たように、福たように、福たように、福たように、福祉祉祉祉の問の問の問の問題題題題を聞きたいというなら、事務を聞きたいというなら、事務を聞きたいというなら、事務を聞きたいというなら、事務局局局局からからからから次次次次の南部の南部の南部の南部・・・・東部地東部地東部地東部地域域域域振興対策特振興対策特振興対策特振興対策特

別委員会の別委員会の別委員会の別委員会の開開開開催催催催内容内容内容内容を聞いておいて、を聞いておいて、を聞いておいて、を聞いておいて、担担担担当の当の当の当の課課課課長なり部長なり長なり部長なり長なり部長なり長なり部長なり次次次次長なりに出長なりに出長なりに出長なりに出席席席席してもらうしてもらうしてもらうしてもらう

ように、すように、すように、すように、すぐぐぐぐにしないと、にしないと、にしないと、にしないと、ワワワワンクッンクッンクッンクッシシシショョョョンおくれます。これはできないのか。ンおくれます。これはできないのか。ンおくれます。これはできないのか。ンおくれます。これはできないのか。

○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長 そうだけれど、よろしいか。事そうだけれど、よろしいか。事そうだけれど、よろしいか。事そうだけれど、よろしいか。事前前前前通告というようなことになってしまうと、通告というようなことになってしまうと、通告というようなことになってしまうと、通告というようなことになってしまうと、

ここにここにここにここに呼呼呼呼んでいないんでいないんでいないんでいない理理理理事事事事者者者者をををを呼呼呼呼んでいるではないかということはんでいるではないかということはんでいるではないかということはんでいるではないかということは……………………。。。。

○国中委員○国中委員○国中委員○国中委員 それは委員長が一回言ってくれたらいいのだ。それは委員長が一回言ってくれたらいいのだ。それは委員長が一回言ってくれたらいいのだ。それは委員長が一回言ってくれたらいいのだ。

○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長 いや、言うけれど。いや、言うけれど。いや、言うけれど。いや、言うけれど。

○国中委員○国中委員○国中委員○国中委員 次次次次の委員会はの委員会はの委員会はの委員会は……………………。。。。

○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長 次次次次の委員会まで確かにの委員会まで確かにの委員会まで確かにの委員会まで確かにワワワワンクッンクッンクッンクッシシシショョョョンおくれるのは事ンおくれるのは事ンおくれるのは事ンおくれるのは事実実実実。。。。

○国中委員○国中委員○国中委員○国中委員 ワワワワンクッンクッンクッンクッシシシショョョョンおくれてくるだろう。ンおくれてくるだろう。ンおくれてくるだろう。ンおくれてくるだろう。



---- 11117777 ----

○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長 それはそれはそれはそれは理理理理事事事事者者者者はどうなっている。月１回はどうなっている。月１回はどうなっている。月１回はどうなっている。月１回程程程程度度度度開開開開かないといけないことになかないといけないことになかないといけないことになかないといけないことにな

ってるのかな、一ってるのかな、一ってるのかな、一ってるのかな、一応基応基応基応基本は、委員会は。本は、委員会は。本は、委員会は。本は、委員会は。

○吉田書記○吉田書記○吉田書記○吉田書記 委員会を委員会を委員会を委員会を何何何何回回回回開開開開くかというのは、この委員会でくかというのは、この委員会でくかというのは、この委員会でくかというのは、この委員会で決決決決めたらよいことになります。めたらよいことになります。めたらよいことになります。めたらよいことになります。

○川口委員○川口委員○川口委員○川口委員 そんなにそんなにそんなにそんなに真真真真剣剣剣剣にににに考考考考えないほうがいい。えないほうがいい。えないほうがいい。えないほうがいい。各各各各部部部部屋屋屋屋でででで勉強勉強勉強勉強してもいいことだ。してもいいことだ。してもいいことだ。してもいいことだ。

○国中委員○国中委員○国中委員○国中委員 よし、ではもうそういうことにしておこう。委員長、副委員長によし、ではもうそういうことにしておこう。委員長、副委員長によし、ではもうそういうことにしておこう。委員長、副委員長によし、ではもうそういうことにしておこう。委員長、副委員長に任任任任せよう。せよう。せよう。せよう。

○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長 そういうことでそういうことでそういうことでそういうことで終終終終わったのですけれど、よろしくお願いいたします。きわったのですけれど、よろしくお願いいたします。きわったのですけれど、よろしくお願いいたします。きわったのですけれど、よろしくお願いいたします。きょょょょ

うはありがとうございました。これでうはありがとうございました。これでうはありがとうございました。これでうはありがとうございました。これで終終終終わらせていただきます。ごわらせていただきます。ごわらせていただきます。ごわらせていただきます。ご苦苦苦苦労さまでございまし労さまでございまし労さまでございまし労さまでございまし

た。た。た。た。


