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

＜議案説明＞＜議案説明＞＜議案説明＞＜議案説明＞

開催日時開催日時開催日時開催日時 平成２５年９月２７日（金） １０：０３～１１：３２平成２５年９月２７日（金） １０：０３～１１：３２平成２５年９月２７日（金） １０：０３～１１：３２平成２５年９月２７日（金） １０：０３～１１：３２

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

神田加津代 委員長神田加津代 委員長神田加津代 委員長神田加津代 委員長

高柳 忠夫 副委員長高柳 忠夫 副委員長高柳 忠夫 副委員長高柳 忠夫 副委員長

宮木 健一 委員宮木 健一 委員宮木 健一 委員宮木 健一 委員

大国 正博 委員大国 正博 委員大国 正博 委員大国 正博 委員

宮本 次郎 委員宮本 次郎 委員宮本 次郎 委員宮本 次郎 委員

山村 幸穂 委員山村 幸穂 委員山村 幸穂 委員山村 幸穂 委員

安井 宏一 委員安井 宏一 委員安井 宏一 委員安井 宏一 委員

中村 昭 委員中村 昭 委員中村 昭 委員中村 昭 委員

梶川 虔二 委員梶川 虔二 委員梶川 虔二 委員梶川 虔二 委員

欠席委員欠席委員欠席委員欠席委員 なしなしなしなし

出席理事者出席理事者出席理事者出席理事者 林 奈良県理事兼危機管理監林 奈良県理事兼危機管理監林 奈良県理事兼危機管理監林 奈良県理事兼危機管理監

浪越 総務部長浪越 総務部長浪越 総務部長浪越 総務部長

野村 地域振興部長野村 地域振興部長野村 地域振興部長野村 地域振興部長

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

久保田 観光局長久保田 観光局長久保田 観光局長久保田 観光局長

江南 健康福祉部長江南 健康福祉部長江南 健康福祉部長江南 健康福祉部長

高城 医療政策部長高城 医療政策部長高城 医療政策部長高城 医療政策部長

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

中 産業・雇用振興部長中 産業・雇用振興部長中 産業・雇用振興部長中 産業・雇用振興部長

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

林 まちづくり推進局長林 まちづくり推進局長林 まちづくり推進局長林 まちづくり推進局長

冨岡 教育長冨岡 教育長冨岡 教育長冨岡 教育長

原山 警察本部長原山 警察本部長原山 警察本部長原山 警察本部長

ほか、関係職員ほか、関係職員ほか、関係職員ほか、関係職員
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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 ９月定例県議会提出議案について９月定例県議会提出議案について９月定例県議会提出議案について９月定例県議会提出議案について

＜会議の経過＞＜会議の経過＞＜会議の経過＞＜会議の経過＞

○神田委員長○神田委員長○神田委員長○神田委員長 皆さんおはようございます。皆さんおはようございます。皆さんおはようございます。皆さんおはようございます。

ただいまから、本日の会議を開きます。欠席はなし。ただいまから、本日の会議を開きます。欠席はなし。ただいまから、本日の会議を開きます。欠席はなし。ただいまから、本日の会議を開きます。欠席はなし。

初めに、傍聴についてですが、当委員会は本日より４日間開催されますが、傍聴の申し初めに、傍聴についてですが、当委員会は本日より４日間開催されますが、傍聴の申し初めに、傍聴についてですが、当委員会は本日より４日間開催されますが、傍聴の申し初めに、傍聴についてですが、当委員会は本日より４日間開催されますが、傍聴の申し

出があった場合は２０名を限度に許可することとしたいと思いますが、いかがですか。出があった場合は２０名を限度に許可することとしたいと思いますが、いかがですか。出があった場合は２０名を限度に許可することとしたいと思いますが、いかがですか。出があった場合は２０名を限度に許可することとしたいと思いますが、いかがですか。

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

それでは、傍聴の申し出があった場合はそのようにいたします。きょうはないです。それでは、傍聴の申し出があった場合はそのようにいたします。きょうはないです。それでは、傍聴の申し出があった場合はそのようにいたします。きょうはないです。それでは、傍聴の申し出があった場合はそのようにいたします。きょうはないです。

それでは、本日は付託議案の説明をお願いするわけですが、委員に申し上げます。質疑それでは、本日は付託議案の説明をお願いするわけですが、委員に申し上げます。質疑それでは、本日は付託議案の説明をお願いするわけですが、委員に申し上げます。質疑それでは、本日は付託議案の説明をお願いするわけですが、委員に申し上げます。質疑

については、来週からの部局別審査及び総括審査でお願いします。については、来週からの部局別審査及び総括審査でお願いします。については、来週からの部局別審査及び総括審査でお願いします。については、来週からの部局別審査及び総括審査でお願いします。

それでは、早速ですが、総務部長から順に説明を願います。それでは、早速ですが、総務部長から順に説明を願います。それでは、早速ですが、総務部長から順に説明を願います。それでは、早速ですが、総務部長から順に説明を願います。

○浪越総務部長○浪越総務部長○浪越総務部長○浪越総務部長 それでは、予算審査特別委員会に付託されました議案の概要及び総務部それでは、予算審査特別委員会に付託されました議案の概要及び総務部それでは、予算審査特別委員会に付託されました議案の概要及び総務部それでは、予算審査特別委員会に付託されました議案の概要及び総務部

に関する事項についてご説明を申し上げます。に関する事項についてご説明を申し上げます。に関する事項についてご説明を申し上げます。に関する事項についてご説明を申し上げます。

今回、提出議案のうち予算審査特別委員会に付託されましたものは、お手元の「平成２今回、提出議案のうち予算審査特別委員会に付託されましたものは、お手元の「平成２今回、提出議案のうち予算審査特別委員会に付託されましたものは、お手元の「平成２今回、提出議案のうち予算審査特別委員会に付託されましたものは、お手元の「平成２

５年９月定例県議会予算審査特別委員会付託議案一覧」にお目通しをいただきたいと思い５年９月定例県議会予算審査特別委員会付託議案一覧」にお目通しをいただきたいと思い５年９月定例県議会予算審査特別委員会付託議案一覧」にお目通しをいただきたいと思い５年９月定例県議会予算審査特別委員会付託議案一覧」にお目通しをいただきたいと思い

ます。補正予算案４件、条例の改正及び制定１１件、契約等８件、諮問１件、報告５件のます。補正予算案４件、条例の改正及び制定１１件、契約等８件、諮問１件、報告５件のます。補正予算案４件、条例の改正及び制定１１件、契約等８件、諮問１件、報告５件のます。補正予算案４件、条例の改正及び制定１１件、契約等８件、諮問１件、報告５件の

計２９件でございます。計２９件でございます。計２９件でございます。計２９件でございます。

本日、ご説明をいたします本日、ご説明をいたします本日、ご説明をいたします本日、ご説明をいたします際際際際にににに使使使使用いたします用いたします用いたします用いたします資料資料資料資料につきまして、補正予算につきましにつきまして、補正予算につきましにつきまして、補正予算につきましにつきまして、補正予算につきまし

てはてはてはては、、、、「平成２５年９月定例県議会提出予算案の概要」でご説明を申し上げます。条例に「平成２５年９月定例県議会提出予算案の概要」でご説明を申し上げます。条例に「平成２５年９月定例県議会提出予算案の概要」でご説明を申し上げます。条例に「平成２５年９月定例県議会提出予算案の概要」でご説明を申し上げます。条例に

つきましてはつきましてはつきましてはつきましては、、、、「平成２５年９月定例県議会提出条例」によりご説明を申し上げます。契「平成２５年９月定例県議会提出条例」によりご説明を申し上げます。契「平成２５年９月定例県議会提出条例」によりご説明を申し上げます。契「平成２５年９月定例県議会提出条例」によりご説明を申し上げます。契

約等、諮問、報告につきましては約等、諮問、報告につきましては約等、諮問、報告につきましては約等、諮問、報告につきましては、、、、「平成２５年度一「平成２５年度一「平成２５年度一「平成２５年度一般般般般会計特別会計補正予算案その会計特別会計補正予算案その会計特別会計補正予算案その会計特別会計補正予算案その他他他他」」」」

によりましてご説明を申し上げます。それによりましてご説明を申し上げます。それによりましてご説明を申し上げます。それによりましてご説明を申し上げます。それぞぞぞぞれれれれ所所所所管部局長からご説明を申し上げることに管部局長からご説明を申し上げることに管部局長からご説明を申し上げることに管部局長からご説明を申し上げることに

なります。なります。なります。なります。私私私私からは補正予算の概要、からは補正予算の概要、からは補正予算の概要、からは補正予算の概要、歳入歳入歳入歳入に関すること及び総務部に関することにつきまに関すること及び総務部に関することにつきまに関すること及び総務部に関することにつきまに関すること及び総務部に関することにつきま

して、ご説明を申し上げます。して、ご説明を申し上げます。して、ご説明を申し上げます。して、ご説明を申し上げます。

ままままずずずず、、、、「平成２５年９月定例県議会提出予算案の概要」をごらんいただきたいと思いま「平成２５年９月定例県議会提出予算案の概要」をごらんいただきたいと思いま「平成２５年９月定例県議会提出予算案の概要」をごらんいただきたいと思いま「平成２５年９月定例県議会提出予算案の概要」をごらんいただきたいと思いま

す。す。す。す。

目次に目次に目次に目次に続続続続きまして、１きまして、１きまして、１きまして、１ペーペーペーページ、一ジ、一ジ、一ジ、一般般般般会計補正予算案（第３会計補正予算案（第３会計補正予算案（第３会計補正予算案（第３号号号号）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、歳入歳歳入歳歳入歳歳入歳

出それ出それ出それ出それぞぞぞぞれ２れ２れ２れ２６億６億６億６億１１１１，，，，９００９００９００９００万円余万円余万円余万円余でございます。政策でございます。政策でございます。政策でございます。政策課題課題課題課題別の別の別の別の内容内容内容内容につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、記記記記

載載載載のとおりとなっております。のとおりとなっております。のとおりとなっております。のとおりとなっております。
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歳入歳入歳入歳入予算でございますが、特定予算でございますが、特定予算でございますが、特定予算でございますが、特定財源財源財源財源といたしまして、地域医療といたしまして、地域医療といたしまして、地域医療といたしまして、地域医療再生臨時再生臨時再生臨時再生臨時特例特例特例特例交交交交付金な付金な付金な付金などどどど

国国国国庫支庫支庫支庫支出金を８出金を８出金を８出金を８億億億億４４４４，，，，２００２００２００２００万円余万円余万円余万円余、奈良、奈良、奈良、奈良公園公園公園公園観光地域観光地域観光地域観光地域活性化活性化活性化活性化事業事業事業事業寄附寄附寄附寄附金を１金を１金を１金を１，，，，００００００００００００万万万万

円円円円、、、、森森森森林林林林整備整備整備整備加速加速加速加速化化化化・林業・林業・林業・林業再生基再生基再生基再生基金金金金繰入繰入繰入繰入金な金な金な金などどどど、、、、繰入繰入繰入繰入金を１金を１金を１金を１６億６億６億６億８８８８，，，，００００００００００００万円余万円余万円余万円余、総合、総合、総合、総合

案案案案内セ内セ内セ内センンンンターターターター等等等等整備整備整備整備事業事業事業事業債債債債ななななどどどどの県の県の県の県債債債債をををを６６６６００００００００万円余万円余万円余万円余計上しております。計上しております。計上しております。計上しております。残余残余残余残余の一の一の一の一般財源般財源般財源般財源

につきましては地につきましては地につきましては地につきましては地方交方交方交方交付付付付税税税税をををを充充充充当しております。当しております。当しております。当しております。

歳歳歳歳出予算につきましては、出予算につきましては、出予算につきましては、出予算につきましては、後後後後ほほほほどどどど危機管理監がご説明申し上げます項目を危機管理監がご説明申し上げます項目を危機管理監がご説明申し上げます項目を危機管理監がご説明申し上げます項目を除除除除きまして、きまして、きまして、きまして、

総務部に関するものはございま総務部に関するものはございま総務部に関するものはございま総務部に関するものはございませせせせん。また、特別会計の補正予算につきましても総務部にん。また、特別会計の補正予算につきましても総務部にん。また、特別会計の補正予算につきましても総務部にん。また、特別会計の補正予算につきましても総務部に

関するものはございま関するものはございま関するものはございま関するものはございませせせせん。ん。ん。ん。

続続続続きまして、条例でございますが、条例につきましても総務部に関するものはございまきまして、条例でございますが、条例につきましても総務部に関するものはございまきまして、条例でございますが、条例につきましても総務部に関するものはございまきまして、条例でございますが、条例につきましても総務部に関するものはございま

せせせせんので、契約等に関する案件についてご説明を申し上げますんので、契約等に関する案件についてご説明を申し上げますんので、契約等に関する案件についてご説明を申し上げますんので、契約等に関する案件についてご説明を申し上げます。。。。「平成２５年度一「平成２５年度一「平成２５年度一「平成２５年度一般般般般会計会計会計会計

特別会計補正予算案その特別会計補正予算案その特別会計補正予算案その特別会計補正予算案その他他他他」の５９」の５９」の５９」の５９ペーペーペーページ、契約等に関する案件のうち、総務部に関するジ、契約等に関する案件のうち、総務部に関するジ、契約等に関する案件のうち、総務部に関するジ、契約等に関する案件のうち、総務部に関する

ものは議第８１ものは議第８１ものは議第８１ものは議第８１号号号号、、、、旧耳旧耳旧耳旧耳成高成高成高成高校校校校改改改改修工修工修工修工事にかかる事にかかる事にかかる事にかかる請負請負請負請負契約の契約の契約の契約の締結締結締結締結についてでございます。についてでございます。についてでございます。についてでございます。

これは、中部地域これは、中部地域これは、中部地域これは、中部地域再配置再配置再配置再配置計計計計画画画画にににに基基基基づき、づき、づき、づき、旧耳旧耳旧耳旧耳成高成高成高成高校校校校の改の改の改の改修工修工修工修工事を事を事を事を実施実施実施実施するもので、村本・するもので、村本・するもので、村本・するもので、村本・

三和三和三和三和特定特定特定特定建設工建設工建設工建設工事事事事共同企共同企共同企共同企業業業業体体体体にににに対対対対し、し、し、し、工期工期工期工期は契約は契約は契約は契約締結締結締結締結の日から平成２の日から平成２の日から平成２の日から平成２６６６６年１１月２８日ま年１１月２８日ま年１１月２８日ま年１１月２８日ま

で、契約金で、契約金で、契約金で、契約金額額額額は９は９は９は９億億億億８８８８，，，，７０８７０８７０８７０８万万万万８５０８５０８５０８５０円円円円でででで請負請負請負請負契約を契約を契約を契約を締結締結締結締結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。

以以以以上で上で上で上で私私私私からの説明をからの説明をからの説明をからの説明を終終終終わらわらわらわらせせせせていただきます。よていただきます。よていただきます。よていただきます。よろろろろしくご審議のほしくご審議のほしくご審議のほしくご審議のほどどどどお願い申し上げお願い申し上げお願い申し上げお願い申し上げ

ます。ます。ます。ます。

○林奈良県理事兼危機管理監○林奈良県理事兼危機管理監○林奈良県理事兼危機管理監○林奈良県理事兼危機管理監 それでは危機管理関係の説明を申し上げますそれでは危機管理関係の説明を申し上げますそれでは危機管理関係の説明を申し上げますそれでは危機管理関係の説明を申し上げます。。。。「平成２５「平成２５「平成２５「平成２５

年９月定例県議会提出予算案の概要」の７年９月定例県議会提出予算案の概要」の７年９月定例県議会提出予算案の概要」の７年９月定例県議会提出予算案の概要」の７ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、債債債債務務務務負担行為負担行為負担行為負担行為補正の補正の補正の補正の変更変更変更変更のののの消防防災ヘ消防防災ヘ消防防災ヘ消防防災ヘ

リコプター運航リコプター運航リコプター運航リコプター運航管理業務委託にかかる契約につきまして、管理業務委託にかかる契約につきまして、管理業務委託にかかる契約につきまして、管理業務委託にかかる契約につきまして、ヘリコプターヘリコプターヘリコプターヘリコプターのののの運航運航運航運航管理業務に管理業務に管理業務に管理業務に

ついては、平成２ついては、平成２ついては、平成２ついては、平成２６６６６年度から２８年度までの３年度から２８年度までの３年度から２８年度までの３年度から２８年度までの３カカカカ年の契約を年の契約を年の契約を年の契約を結結結結ぶためぶためぶためぶため債債債債務務務務負担行為負担行為負担行為負担行為をををを行行行行い、い、い、い、

今年度中に今年度中に今年度中に今年度中に入札入札入札入札をををを実施実施実施実施することとしておりますが、来年４月からのすることとしておりますが、来年４月からのすることとしておりますが、来年４月からのすることとしておりますが、来年４月からの消費税消費税消費税消費税のののの税率引税率引税率引税率引き上げき上げき上げき上げ

をををを見据え見据え見据え見据え、、、、新税率新税率新税率新税率にににに対応対応対応対応した限度した限度した限度した限度額額額額のののの増額増額増額増額補正を補正を補正を補正を行行行行おうとするものであります。おうとするものであります。おうとするものであります。おうとするものであります。

私私私私からはからはからはからは以以以以上でございます。よ上でございます。よ上でございます。よ上でございます。よろろろろしくお願い申し上げます。しくお願い申し上げます。しくお願い申し上げます。しくお願い申し上げます。

○野村地域振興部長○野村地域振興部長○野村地域振興部長○野村地域振興部長 地域振興部の平成２５年度９月補正予算についてご説明さ地域振興部の平成２５年度９月補正予算についてご説明さ地域振興部の平成２５年度９月補正予算についてご説明さ地域振興部の平成２５年度９月補正予算についてご説明させせせせていたていたていたていた

だきますだきますだきますだきます。。。。「平成２５年９月定例県議会提出予算案の概要」の４「平成２５年９月定例県議会提出予算案の概要」の４「平成２５年９月定例県議会提出予算案の概要」の４「平成２５年９月定例県議会提出予算案の概要」の４ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、学学学学びのびのびのびの支援支援支援支援、、、、新新新新

規規規規事業で、事業で、事業で、事業で、幼児幼児幼児幼児教育の質の教育の質の教育の質の教育の質の向向向向上のための上のための上のための上のための緊急緊急緊急緊急環境環境環境環境整備整備整備整備事業でございます。事業でございます。事業でございます。事業でございます。

私立幼稚園私立幼稚園私立幼稚園私立幼稚園がががが実施実施実施実施いたしますいたしますいたしますいたします遊具遊具遊具遊具、、、、運動運動運動運動用用用用具具具具、教、教、教、教具具具具、保健、保健、保健、保健衛生衛生衛生衛生用用用用品品品品等の教育環境の等の教育環境の等の教育環境の等の教育環境の整備整備整備整備

にににに対対対対しまして、安しまして、安しまして、安しまして、安心心心心ここここどどどどもももも基基基基金を金を金を金を活活活活用した補用した補用した補用した補助助助助で一件当たり２００で一件当たり２００で一件当たり２００で一件当たり２００万円万円万円万円を上限としてを上限としてを上限としてを上限として実施実施実施実施

するもので、１するもので、１するもので、１するもので、１，，，，００００００００００００万円万円万円万円を計上さを計上さを計上さを計上させせせせていただいております。ていただいております。ていただいております。ていただいております。
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５５５５ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、新規新規新規新規事業、地（事業、地（事業、地（事業、地（知知知知）の）の）の）の拠点整備拠点整備拠点整備拠点整備事業でございます。今年度、事業でございます。今年度、事業でございます。今年度、事業でございます。今年度、文文文文部部部部科学省科学省科学省科学省におにおにおにお

きまして、大きまして、大きまして、大きまして、大学学学学等が等が等が等が自治体自治体自治体自治体とととと連携連携連携連携してしてしてして学校全体学校全体学校全体学校全体で地域にで地域にで地域にで地域に根差根差根差根差した教育した教育した教育した教育研究研究研究研究・地域・地域・地域・地域貢献貢献貢献貢献を進を進を進を進

める大める大める大める大学学学学をををを支援支援支援支援する地（する地（する地（する地（知知知知）の）の）の）の拠点整備拠点整備拠点整備拠点整備事業が創事業が創事業が創事業が創設設設設され、され、され、され、全全全全国に国に国に国に募集募集募集募集されました。今されました。今されました。今されました。今般般般般、、、、

県県県県立立立立大大大大学学学学からからからから応募応募応募応募いたしまして、国での審査をいたしまして、国での審査をいたしまして、国での審査をいたしまして、国での審査を経経経経て、約て、約て、約て、約６倍６倍６倍６倍のののの倍率倍率倍率倍率をををを突破突破突破突破して県して県して県して県立立立立大大大大学学学学のののの

提案事業が提案事業が提案事業が提案事業が採択採択採択採択されました。本事業は、県、されました。本事業は、県、されました。本事業は、県、されました。本事業は、県、市町市町市町市町村と村と村と村と連携連携連携連携した地域のした地域のした地域のした地域の課題解決や課題解決や課題解決や課題解決や地域づく地域づく地域づく地域づく

りにりにりにりに貢献貢献貢献貢献できるできるできるできる人材人材人材人材の育成を推進するものです。の育成を推進するものです。の育成を推進するものです。の育成を推進するものです。対話型少人数対話型少人数対話型少人数対話型少人数教育、教育、教育、教育、フィールドワークフィールドワークフィールドワークフィールドワークのののの

強化強化強化強化をはをはをはをはじじじじめとするめとするめとするめとする学習コモ学習コモ学習コモ学習コモンンンンズシステムズシステムズシステムズシステムのののの充実充実充実充実ななななどどどど、本年度から５年間の予定で、本年度から５年間の予定で、本年度から５年間の予定で、本年度から５年間の予定で文文文文部部部部科科科科

学省学省学省学省から１０から１０から１０から１０分分分分の１０の補の１０の補の１０の補の１０の補助助助助をををを受受受受けてけてけてけて実施実施実施実施するものです。３するものです。３するものです。３するものです。３，，，，２１０２１０２１０２１０万円万円万円万円を計上さを計上さを計上さを計上させせせせていていていてい

ただいております。ただいております。ただいております。ただいております。

以以以以上で上で上で上で私私私私からの説明をからの説明をからの説明をからの説明を終終終終わります。ご審議のほわります。ご審議のほわります。ご審議のほわります。ご審議のほどどどどよよよよろろろろしくお願いいたします。しくお願いいたします。しくお願いいたします。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 それでは、南部東部振興監からそれでは、南部東部振興監からそれでは、南部東部振興監からそれでは、南部東部振興監から所所所所管の予算案について説明をさ管の予算案について説明をさ管の予算案について説明をさ管の予算案について説明をさせせせせ

ていただきますていただきますていただきますていただきます。。。。「平成２５年９月定例県議会提出予算案の概要」の「平成２５年９月定例県議会提出予算案の概要」の「平成２５年９月定例県議会提出予算案の概要」の「平成２５年９月定例県議会提出予算案の概要」の６ペー６ペー６ペー６ページ、１０中南ジ、１０中南ジ、１０中南ジ、１０中南

和和和和・東部地域の振興の・東部地域の振興の・東部地域の振興の・東部地域の振興の新規新規新規新規事業、総合案事業、総合案事業、総合案事業、総合案内セ内セ内セ内センンンンターターターター等等等等多多多多機機機機能能能能トトトトイレ整備イレ整備イレ整備イレ整備事業でございます。事業でございます。事業でございます。事業でございます。

県県県県内外内外内外内外からからからから多多多多くの観光くの観光くの観光くの観光客客客客等が等が等が等が利利利利用されます総合案用されます総合案用されます総合案用されます総合案内セ内セ内セ内センンンンターターターター、、、、記載記載記載記載の５つのの５つのの５つのの５つのセセセセンンンンターターターターでごでごでごでご

ざいますけれざいますけれざいますけれざいますけれどどどども、そちらのも、そちらのも、そちらのも、そちらの多多多多機機機機能能能能トトトトイレイレイレイレををををオスオスオスオストメトメトメトメイイイイトトトト対応対応対応対応にするものでございます。にするものでございます。にするものでございます。にするものでございます。

本年度は、本年度は、本年度は、本年度は、設設設設計を３９９計を３９９計を３９９計を３９９万円万円万円万円、来年度は、来年度は、来年度は、来年度は工工工工事を事を事を事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して、ておりまして、ておりまして、ておりまして、工工工工事事事事分分分分につにつにつにつ

きましては、７きましては、７きましては、７きましては、７ペーペーペーページのジのジのジの債債債債務務務務負担行為負担行為負担行為負担行為補正補正補正補正追追追追加で１加で１加で１加で１，，，，７０９７０９７０９７０９万万万万７７７７，，，，００００００００００００円円円円を計上さを計上さを計上さを計上させせせせてててて

いただいております。いただいております。いただいております。いただいております。

以以以以上でございます。よ上でございます。よ上でございます。よ上でございます。よろろろろしくお願いいたします。しくお願いいたします。しくお願いいたします。しくお願いいたします。

○久保田観光局長○久保田観光局長○久保田観光局長○久保田観光局長 観光局観光局観光局観光局所所所所管の議案について説明いたします。管の議案について説明いたします。管の議案について説明いたします。管の議案について説明いたします。

「平成２５年９月定例県議会提出条例」の４「平成２５年９月定例県議会提出条例」の４「平成２５年９月定例県議会提出条例」の４「平成２５年９月定例県議会提出条例」の４ペーペーペーページ、奈良県手ジ、奈良県手ジ、奈良県手ジ、奈良県手数料数料数料数料条例の一部を改正す条例の一部を改正す条例の一部を改正す条例の一部を改正す

る条例でございます。平成２５年る条例でございます。平成２５年る条例でございます。平成２５年る条例でございます。平成２５年６６６６月２８日に月２８日に月２８日に月２８日に旅券法旅券法旅券法旅券法の一部改正がの一部改正がの一部改正がの一部改正が行行行行われまして、われまして、われまして、われまして、従前従前従前従前、、、、

パスポーパスポーパスポーパスポートにトにトにトに記載記載記載記載されている事項のうち、されている事項のうち、されている事項のうち、されている事項のうち、氏氏氏氏名の名の名の名の変更や変更や変更や変更や本本本本籍籍籍籍地の地の地の地の変更変更変更変更があった場合にはがあった場合にはがあった場合にはがあった場合には既既既既

にににに交交交交付されている付されている付されている付されているパスポーパスポーパスポーパスポートのトのトのトの記載記載記載記載をををを訂訂訂訂正するとされておりましたが、正するとされておりましたが、正するとされておりましたが、正するとされておりましたが、法法法法改正によりまし改正によりまし改正によりまし改正によりまし

て、このような場合にもて、このような場合にもて、このような場合にもて、このような場合にも新新新新たにたにたにたにパスポーパスポーパスポーパスポートをトをトをトを発行発行発行発行することとされました。これにすることとされました。これにすることとされました。これにすることとされました。これに伴伴伴伴いましいましいましいまし

て、奈良県手て、奈良県手て、奈良県手て、奈良県手数料数料数料数料条例のうち、一条例のうち、一条例のうち、一条例のうち、一般旅券般旅券般旅券般旅券のののの記載記載記載記載事項の事項の事項の事項の訂訂訂訂正手正手正手正手数料数料数料数料のののの規規規規定を定を定を定を廃止廃止廃止廃止するものでするものでするものでするもので

ございます。ございます。ございます。ございます。

以以以以上が観光局上が観光局上が観光局上が観光局所所所所管管管管分分分分でございます。よでございます。よでございます。よでございます。よろろろろしくお願いいたします。しくお願いいたします。しくお願いいたします。しくお願いいたします。

○江南健康福祉部長○江南健康福祉部長○江南健康福祉部長○江南健康福祉部長 それでは健康福祉部に係る議案につきましてご説明申し上げます。それでは健康福祉部に係る議案につきましてご説明申し上げます。それでは健康福祉部に係る議案につきましてご説明申し上げます。それでは健康福祉部に係る議案につきましてご説明申し上げます。

ままままずずずず、平成２５年度奈良県一、平成２５年度奈良県一、平成２５年度奈良県一、平成２５年度奈良県一般般般般会計補正予算案（第３会計補正予算案（第３会計補正予算案（第３会計補正予算案（第３号号号号）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、、、、「平成２５「平成２５「平成２５「平成２５
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年９月定例県議会提出予算案の概要」の３年９月定例県議会提出予算案の概要」の３年９月定例県議会提出予算案の概要」の３年９月定例県議会提出予算案の概要」の３ペーペーペーページ、４、健康づくりの推進についてでござジ、４、健康づくりの推進についてでござジ、４、健康づくりの推進についてでござジ、４、健康づくりの推進についてでござ

いますが、なら健康長いますが、なら健康長いますが、なら健康長いますが、なら健康長寿基寿基寿基寿基本計本計本計本計画画画画推進事業について８推進事業について８推進事業について８推進事業について８６６６６００００万円万円万円万円でございます。これは、さでございます。これは、さでございます。これは、さでございます。これは、さ

きのきのきのきの６６６６月定例県議会で議月定例県議会で議月定例県議会で議月定例県議会で議決決決決をいただきました、なら健康長をいただきました、なら健康長をいただきました、なら健康長をいただきました、なら健康長寿基寿基寿基寿基本計本計本計本計画画画画を推進するために健を推進するために健を推進するために健を推進するために健

康長康長康長康長寿寿寿寿日本一に日本一に日本一に日本一に向向向向けてけてけてけて食生活食生活食生活食生活、、、、運動運動運動運動ななななどどどど、、、、どどどどの健康の健康の健康の健康行動行動行動行動がががが有効有効有効有効であるのか、健康であるのか、健康であるのか、健康であるのか、健康寿命へ寿命へ寿命へ寿命へのののの

寄与寄与寄与寄与度の度の度の度の分析分析分析分析をををを行行行行いますとともにそのいますとともにそのいますとともにそのいますとともにその効果的効果的効果的効果的なななな施施施施策の策の策の策の普普普普及につきまして及につきまして及につきまして及につきまして研究研究研究研究をををを行行行行ってまいってまいってまいってまい

ります。さらに計ります。さらに計ります。さらに計ります。さらに計画画画画でででで位置位置位置位置づけられました、なら健康長づけられました、なら健康長づけられました、なら健康長づけられました、なら健康長寿基寿基寿基寿基本計本計本計本計画画画画推進推進推進推進戦略戦略戦略戦略会議の会議の会議の会議の設置設置設置設置、、、、

運営運営運営運営に係るに係るに係るに係る所所所所要の要の要の要の経費経費経費経費を計上してございます。を計上してございます。を計上してございます。を計上してございます。

続続続続きまして、条例案につきまして「平成２５年９月定例県議会提出条例」の１きまして、条例案につきまして「平成２５年９月定例県議会提出条例」の１きまして、条例案につきまして「平成２５年９月定例県議会提出条例」の１きまして、条例案につきまして「平成２５年９月定例県議会提出条例」の１ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、

議第議第議第議第６６６６８８８８号号号号、奈良県、奈良県、奈良県、奈良県附属附属附属附属機関に関する条例の一部を改正する条例のうち、当部機関に関する条例の一部を改正する条例のうち、当部機関に関する条例の一部を改正する条例のうち、当部機関に関する条例の一部を改正する条例のうち、当部所所所所管管管管分分分分につにつにつにつ

いてでございます。いてでございます。いてでございます。いてでございます。

これは、県のこれは、県のこれは、県のこれは、県の附属附属附属附属機関といたしまして、機関といたしまして、機関といたしまして、機関といたしまして、先先先先ほほほほどどどどのなら健康長のなら健康長のなら健康長のなら健康長寿基寿基寿基寿基本計本計本計本計画画画画にににに基基基基づきましてづきましてづきましてづきまして

重点重点重点重点健康健康健康健康指標指標指標指標のののの評価や評価結果評価や評価結果評価や評価結果評価や評価結果をををを踏踏踏踏ままままええええましたましたましたました施施施施策提策提策提策提言言言言をしていただくために、なら健康をしていただくために、なら健康をしていただくために、なら健康をしていただくために、なら健康

長長長長寿基寿基寿基寿基本計本計本計本計画画画画推進推進推進推進戦略戦略戦略戦略会議を会議を会議を会議を新新新新たにたにたにたに設置設置設置設置しようとするものでございます。しようとするものでございます。しようとするものでございます。しようとするものでございます。新旧対照表新旧対照表新旧対照表新旧対照表につにつにつにつ

きましては２きましては２きましては２きましては２ペーペーペーページにジにジにジに記載記載記載記載のとおりでございます。のとおりでございます。のとおりでございます。のとおりでございます。

６ペー６ペー６ペー６ページ、議第７０ジ、議第７０ジ、議第７０ジ、議第７０号号号号、奈良県、奈良県、奈良県、奈良県指指指指定通定通定通定通所支援所支援所支援所支援の事業等のの事業等のの事業等のの事業等の人人人人員、員、員、員、設備設備設備設備及び及び及び及び運営運営運営運営のののの基準基準基準基準等に等に等に等に

関する条例及び奈良県関する条例及び奈良県関する条例及び奈良県関する条例及び奈良県指指指指定定定定障害障害障害障害福祉福祉福祉福祉サービスサービスサービスサービスの事業等のの事業等のの事業等のの事業等の人人人人員、員、員、員、設備設備設備設備及び及び及び及び運営運営運営運営のののの基準基準基準基準等に関等に関等に関等に関

する条例の一部を改正する条例でございます。これは、する条例の一部を改正する条例でございます。これは、する条例の一部を改正する条例でございます。これは、する条例の一部を改正する条例でございます。これは、構構構構造改造改造改造改革革革革特別特別特別特別区区区区域計域計域計域計画画画画のののの認認認認定を定を定を定を受受受受

けていない地域におきましても、けていない地域におきましても、けていない地域におきましても、けていない地域におきましても、指指指指定定定定小規模多小規模多小規模多小規模多機機機機能型居宅介護能型居宅介護能型居宅介護能型居宅介護事業者が事業者が事業者が事業者が児童発達支援児童発達支援児童発達支援児童発達支援及び及び及び及び

放放放放課後課後課後課後等等等等デデデデイサービスイサービスイサービスイサービスを提を提を提を提供供供供できることとなりましたことにできることとなりましたことにできることとなりましたことにできることとなりましたことに伴伴伴伴いまして、いまして、いまして、いまして、介護介護介護介護保保保保険険険険法法法法によによによによ

るるるる指指指指定定定定小規模多小規模多小規模多小規模多機機機機能型居宅介護能型居宅介護能型居宅介護能型居宅介護事業事業事業事業所所所所に関する特例をに関する特例をに関する特例をに関する特例を設設設設けるなけるなけるなけるなどどどどのためにのためにのためにのために所所所所要の改正を要の改正を要の改正を要の改正を行行行行

おうとするものでございます。おうとするものでございます。おうとするものでございます。おうとするものでございます。新旧対照表新旧対照表新旧対照表新旧対照表につきましては、１０につきましては、１０につきましては、１０につきましては、１０ペーペーペーページから２１ジから２１ジから２１ジから２１ペーペーペーページにジにジにジに

記載記載記載記載のとおりでございます。のとおりでございます。のとおりでございます。のとおりでございます。

以以以以上が健康福祉部に係ります提出議案の概要でございます。ご審議のほ上が健康福祉部に係ります提出議案の概要でございます。ご審議のほ上が健康福祉部に係ります提出議案の概要でございます。ご審議のほ上が健康福祉部に係ります提出議案の概要でございます。ご審議のほどどどどよよよよろろろろしくお願しくお願しくお願しくお願

いいたします。いいたします。いいたします。いいたします。

○高城医療政策部長○高城医療政策部長○高城医療政策部長○高城医療政策部長 続続続続きまして、医療政策部きまして、医療政策部きまして、医療政策部きまして、医療政策部所所所所管の９月定例県議会提出議案についてご管の９月定例県議会提出議案についてご管の９月定例県議会提出議案についてご管の９月定例県議会提出議案についてご

説明をいたします。説明をいたします。説明をいたします。説明をいたします。

ままままずずずず、補正予算案についてでございます、補正予算案についてでございます、補正予算案についてでございます、補正予算案についてでございます。。。。「平成２５年９月定例県議会提出予算案の概「平成２５年９月定例県議会提出予算案の概「平成２５年９月定例県議会提出予算案の概「平成２５年９月定例県議会提出予算案の概

要」の４要」の４要」の４要」の４ペーペーペーページ、５の医療のジ、５の医療のジ、５の医療のジ、５の医療の充実充実充実充実でございます。でございます。でございます。でございます。全全全全部で７事業ございますが、部で７事業ございますが、部で７事業ございますが、部で７事業ございますが、公立公立公立公立大大大大学法学法学法学法

人人人人奈良県奈良県奈良県奈良県立立立立医医医医科科科科大大大大学学学学関係関係関係関係経費経費経費経費特別会計特別会計特別会計特別会計へへへへのののの繰繰繰繰出金、補正出金、補正出金、補正出金、補正額額額額１１１１，，，，７９０７９０７９０７９０万円以外万円以外万円以外万円以外は平成２４は平成２４は平成２４は平成２４

年度第１次補正予算を年度第１次補正予算を年度第１次補正予算を年度第１次補正予算を受受受受け、国からけ、国からけ、国からけ、国から交交交交付される地域医療付される地域医療付される地域医療付される地域医療再生臨時交再生臨時交再生臨時交再生臨時交付金の付金の付金の付金の額額額額がががが示示示示されたこされたこされたこされたこ
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とによるものでございます。順次ご説明さとによるものでございます。順次ご説明さとによるものでございます。順次ご説明さとによるものでございます。順次ご説明させせせせていただきます。ていただきます。ていただきます。ていただきます。

地域医療地域医療地域医療地域医療再生基再生基再生基再生基金金金金積積積積立立立立金、補正金、補正金、補正金、補正額額額額は８は８は８は８億円億円億円億円でございます。これにつきましては、これまでございます。これにつきましては、これまでございます。これにつきましては、これまでございます。これにつきましては、これま

での地域医療での地域医療での地域医療での地域医療再生再生再生再生計計計計画画画画の策定の策定の策定の策定時期以時期以時期以時期以降降降降にににに生じ生じ生じ生じたたたた状況状況状況状況のののの変化変化変化変化にににに対応対応対応対応するため、医するため、医するため、医するため、医師師師師のののの確確確確保、保、保、保、

在在在在宅宅宅宅医療医療医療医療体体体体制の制の制の制の整備整備整備整備ななななどどどど、地域の医療、地域の医療、地域の医療、地域の医療課題課題課題課題をををを解決解決解決解決することを目することを目することを目することを目的的的的とする地域医療とする地域医療とする地域医療とする地域医療再生再生再生再生計計計計画画画画

のののの拡拡拡拡充充充充をををを行行行行ったとこったとこったとこったところろろろであります。このであります。このであります。このであります。この再生再生再生再生計計計計画画画画のののの拡拡拡拡充充充充をををを支援支援支援支援するために、国からするために、国からするために、国からするために、国から交交交交付さ付さ付さ付さ

れました地域医療れました地域医療れました地域医療れました地域医療再生臨時再生臨時再生臨時再生臨時特例特例特例特例交交交交付金を奈良県地域医療付金を奈良県地域医療付金を奈良県地域医療付金を奈良県地域医療再生基再生基再生基再生基金に金に金に金に積み積み積み積み増増増増しすることによしすることによしすることによしすることによ

り事業の推進をり事業の推進をり事業の推進をり事業の推進を図図図図ろろろろうとするものでございます。うとするものでございます。うとするものでございます。うとするものでございます。

新規新規新規新規事業、事業、事業、事業、広広広広域医療域医療域医療域医療搬送搬送搬送搬送体体体体制制制制構構構構築築築築事業、補正事業、補正事業、補正事業、補正額６，額６，額６，額６，７５０７５０７５０７５０万円万円万円万円でございます。こちらはでございます。こちらはでございます。こちらはでございます。こちらは

災害時災害時災害時災害時のののの広広広広域医療域医療域医療域医療搬送搬送搬送搬送体体体体制制制制整備整備整備整備のため、のため、のため、のため、搬送搬送搬送搬送拠点拠点拠点拠点となるとなるとなるとなる臨時臨時臨時臨時医療の医療の医療の医療の施設施設施設施設、いわ、いわ、いわ、いわゆゆゆゆるるるるＳＣＵＳＣＵＳＣＵＳＣＵ

と呼と呼と呼と呼ばばばばれておりますものですが、これのれておりますものですが、これのれておりますものですが、これのれておりますものですが、これの整備整備整備整備等を等を等を等を行行行行うものでございます。うものでございます。うものでございます。うものでございます。

新規新規新規新規事業、事業、事業、事業、糖尿病糖尿病糖尿病糖尿病学学学学講座講座講座講座設置設置設置設置事業、補正事業、補正事業、補正事業、補正額額額額１１１１，，，，９２０９２０９２０９２０万円万円万円万円でございます。こちらは県でございます。こちらは県でございます。こちらは県でございます。こちらは県内内内内

のののの糖尿病診糖尿病診糖尿病診糖尿病診療療療療レレレレベベベベルルルルのののの向向向向上上上上やややや、地域医療、地域医療、地域医療、地域医療連携パス連携パス連携パス連携パスの開の開の開の開発発発発・・・・普普普普及な及な及な及などどどどにににに取取取取りりりり組む組む組む組むため、奈良ため、奈良ため、奈良ため、奈良

県県県県立立立立医医医医科科科科大大大大学学学学にににに糖尿病糖尿病糖尿病糖尿病学学学学講座講座講座講座をををを設置設置設置設置しようとするものでございます。しようとするものでございます。しようとするものでございます。しようとするものでございます。

新規新規新規新規事業、事業、事業、事業、放射線放射線放射線放射線治治治治療療療療専門専門専門専門従従従従事者育成事業、補正事者育成事業、補正事者育成事業、補正事者育成事業、補正額額額額１１１１，，，，２７２７２７２７６万６万６万６万８８８８，，，，００００００００００００円円円円でございでございでございでござい

ます。こちらにつきましては、ます。こちらにつきましては、ます。こちらにつきましては、ます。こちらにつきましては、放射線放射線放射線放射線治治治治療療療療専門専門専門専門従従従従事者の育成と事者の育成と事者の育成と事者の育成と専門専門専門専門医の医の医の医の適適適適正正正正配置配置配置配置、県、県、県、県全体全体全体全体

のののの先先先先端端端端的的的的放射線放射線放射線放射線治治治治療の療の療の療のレレレレベベベベルルルルアッアッアッアッププププをををを図図図図るため、県るため、県るため、県るため、県立立立立医医医医科科科科大大大大学学学学のののの放射線腫瘍放射線腫瘍放射線腫瘍放射線腫瘍医医医医学学学学講座講座講座講座がががが実実実実

施施施施するするするする取取取取りりりり組み組み組み組みにににに対対対対しししし所所所所要の要の要の要の経費経費経費経費を補を補を補を補助助助助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。

新規新規新規新規事業、事業、事業、事業、小児小児小児小児在在在在宅宅宅宅医療医療医療医療支援支援支援支援ネネネネッッッットトトトワークワークワークワーク調調調調査査査査検討検討検討検討事業、補正事業、補正事業、補正事業、補正額額額額７０７０７０７０万円万円万円万円でございます。でございます。でございます。でございます。

こちらは県とこちらは県とこちらは県とこちらは県と市町市町市町市町村の保健部村の保健部村の保健部村の保健部門門門門のののの連携連携連携連携、、、、在在在在宅宅宅宅医療を医療を医療を医療を受受受受けるけるけるける小児小児小児小児にかかわる関係機関のにかかわる関係機関のにかかわる関係機関のにかかわる関係機関の連携連携連携連携

強化強化強化強化にににに役役役役立立立立てるため、てるため、てるため、てるため、病院病院病院病院、、、、診診診診療療療療所所所所におけるにおけるにおけるにおける小児小児小児小児在在在在宅宅宅宅医療の医療の医療の医療の実実実実績績績績やややや意識意識意識意識ななななどどどどのののの調調調調査を査を査を査を実施実施実施実施

しようとするものであります。しようとするものであります。しようとするものであります。しようとするものであります。

新規新規新規新規事業、保健事業、保健事業、保健事業、保健師師師師ネネネネッッッットトトトワーク強化ワーク強化ワーク強化ワーク強化推進事業、補正推進事業、補正推進事業、補正推進事業、補正額額額額１１１１１１１１１１１１万円万円万円万円でございます。こちらでございます。こちらでございます。こちらでございます。こちら

は県とは県とは県とは県と市町市町市町市町村、保健村、保健村、保健村、保健師師師師がががが連携連携連携連携、、、、共同共同共同共同し、地域の健康し、地域の健康し、地域の健康し、地域の健康課題課題課題課題にににに取取取取りりりり組む組む組む組むため、県とため、県とため、県とため、県と市町市町市町市町村、保村、保村、保村、保

健健健健師師師師のののの全体全体全体全体会議を開催し、保健会議を開催し、保健会議を開催し、保健会議を開催し、保健師師師師のののの役割役割役割役割を明を明を明を明確確確確にしつつ保健にしつつ保健にしつつ保健にしつつ保健師師師師ネネネネッッッットトトトワークワークワークワークの機の機の機の機能強化能強化能強化能強化とととと

保健保健保健保健師師師師のののの人材人材人材人材育成を育成を育成を育成を図図図図ろろろろうとするものでございます。うとするものでございます。うとするものでございます。うとするものでございます。

公立公立公立公立大大大大学法人学法人学法人学法人奈良県奈良県奈良県奈良県立立立立医医医医科科科科大大大大学学学学関係関係関係関係経費経費経費経費特別会計特別会計特別会計特別会計へへへへのののの繰繰繰繰出金、補正出金、補正出金、補正出金、補正額額額額１１１１，，，，７９０７９０７９０７９０万円万円万円万円でででで

ございます。こちらは奈良県ございます。こちらは奈良県ございます。こちらは奈良県ございます。こちらは奈良県立立立立医医医医科科科科大大大大学学学学の第２の第２の第２の第２期期期期中中中中期期期期目目目目標標標標のののの達達達達成に成に成に成に向向向向け、当大け、当大け、当大け、当大学学学学のののの老朽老朽老朽老朽化化化化

施設施設施設施設のののの整備整備整備整備検討検討検討検討を推進するため、機を推進するため、機を推進するため、機を推進するため、機能や施設能や施設能や施設能や施設のののの集集集集約約約約化化化化、、、、再配置再配置再配置再配置に関するに関するに関するに関する検討検討検討検討業務も当大業務も当大業務も当大業務も当大学学学学

がががが実施実施実施実施することにすることにすることにすることに対対対対してしてしてして支援支援支援支援をすることを目をすることを目をすることを目をすることを目的的的的とし、一とし、一とし、一とし、一般般般般会計から会計から会計から会計から公立公立公立公立大大大大学法人学法人学法人学法人奈良県奈良県奈良県奈良県立立立立

医医医医科科科科大大大大学学学学関係関係関係関係経費経費経費経費特別会計に特別会計に特別会計に特別会計に繰繰繰繰りりりり入入入入れしようとするものでございます。れしようとするものでございます。れしようとするものでございます。れしようとするものでございます。
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６ペー６ペー６ペー６ページ、１１、そのジ、１１、そのジ、１１、そのジ、１１、その他他他他でございます。国でございます。国でございます。国でございます。国庫庫庫庫返還返還返還返還金でございますが、医療政策部にかか金でございますが、医療政策部にかか金でございますが、医療政策部にかか金でございますが、医療政策部にかか

わる部わる部わる部わる部分分分分はははは自自自自殺殺殺殺対対対対策策策策緊急強化基緊急強化基緊急強化基緊急強化基金４３金４３金４３金４３万万万万５５５５，，，，００００００００００００円円円円でございます。平成２３年度、国３でございます。平成２３年度、国３でございます。平成２３年度、国３でございます。平成２３年度、国３

次補正により次補正により次補正により次補正により積み積み積み積み増増増増しされた地域しされた地域しされた地域しされた地域自自自自殺殺殺殺対対対対策策策策緊急強化交緊急強化交緊急強化交緊急強化交付金は付金は付金は付金は復復復復興関興関興関興関連連連連予算によるものであ予算によるものであ予算によるものであ予算によるものであ

り、国のり、国のり、国のり、国の復復復復興推進会議における興推進会議における興推進会議における興推進会議における内内内内閣閣閣閣総理大総理大総理大総理大臣臣臣臣指指指指示示示示にににに基基基基づき、づき、づき、づき、執執執執行行行行済み済み済み済み及び及び及び及び執執執執行行行行済み済み済み済みとととと認認認認めめめめ

られるものをられるものをられるものをられるものを除除除除いたいたいたいた残額残額残額残額のののの返還返還返還返還が要が要が要が要請請請請されましたことから当されましたことから当されましたことから当されましたことから当該該該該残額残額残額残額を国を国を国を国庫へ庫へ庫へ庫へ返還返還返還返還しようとしようとしようとしようと

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。

８８８８ペーペーペーページ、議第ジ、議第ジ、議第ジ、議第６６６６５５５５号号号号、平成２５年度、平成２５年度、平成２５年度、平成２５年度公立公立公立公立大大大大学法人学法人学法人学法人奈良県奈良県奈良県奈良県立立立立医医医医科科科科大大大大学学学学関係関係関係関係経費経費経費経費特別会計特別会計特別会計特別会計

補正予算案（第１補正予算案（第１補正予算案（第１補正予算案（第１号号号号））））、補正、補正、補正、補正額額額額１１１１，，，，７９０７９０７９０７９０万円万円万円万円でございますが、でございますが、でございますが、でございますが、先先先先ほほほほどどどど申し上げましたと申し上げましたと申し上げましたと申し上げましたと

おり、奈良県おり、奈良県おり、奈良県おり、奈良県立立立立医医医医科科科科大大大大学学学学の第２の第２の第２の第２期期期期中中中中期期期期目目目目標標標標のののの達達達達成に成に成に成に向向向向け、当大け、当大け、当大け、当大学学学学のののの老朽老朽老朽老朽化施設化施設化施設化施設のののの整備整備整備整備検討検討検討検討

を推進するため、機を推進するため、機を推進するため、機を推進するため、機能能能能、、、、施設施設施設施設のののの集集集集約約約約化化化化、、、、再配置再配置再配置再配置に関するに関するに関するに関する検討検討検討検討業務を業務を業務を業務を支援支援支援支援するものでございするものでございするものでございするものでござい

ます。ます。ます。ます。

補正予算案については、補正予算案については、補正予算案については、補正予算案については、以以以以上となります。上となります。上となります。上となります。

次に、提出条例についてのご説明に次に、提出条例についてのご説明に次に、提出条例についてのご説明に次に、提出条例についてのご説明に移移移移ららららせせせせていただきますていただきますていただきますていただきます。。。。「平成２５年９月定例県議「平成２５年９月定例県議「平成２５年９月定例県議「平成２５年９月定例県議

会提出条例」の２２会提出条例」の２２会提出条例」の２２会提出条例」の２２ペーペーペーページ、議第７１ジ、議第７１ジ、議第７１ジ、議第７１号号号号、奈良県地、奈良県地、奈良県地、奈良県地方方方方独独独独立行立行立行立行政政政政法人評価法人評価法人評価法人評価委員会条例の一部委員会条例の一部委員会条例の一部委員会条例の一部

を改正する条例でございます。こちらは、県を改正する条例でございます。こちらは、県を改正する条例でございます。こちらは、県を改正する条例でございます。こちらは、県立立立立病院病院病院病院の地の地の地の地方方方方独独独独立行立行立行立行政政政政法人化法人化法人化法人化にににに伴伴伴伴い、地い、地い、地い、地方方方方独独独独

立行立行立行立行政政政政法人法人法人法人のののの規規規規定に定に定に定に基基基基づき、奈良県づき、奈良県づき、奈良県づき、奈良県立立立立病院病院病院病院地地地地方方方方独独独独立行立行立行立行政政政政法人評価法人評価法人評価法人評価委員会を委員会を委員会を委員会を設置設置設置設置するためするためするためするため所所所所

要の改正を要の改正を要の改正を要の改正を行行行行うものでございまして、改正のうものでございまして、改正のうものでございまして、改正のうものでございまして、改正の施行施行施行施行はははは公公公公布布布布の日からとしてございます。の日からとしてございます。の日からとしてございます。の日からとしてございます。

続続続続きまして、２５きまして、２５きまして、２５きまして、２５ペーペーペーページ、議第７２ジ、議第７２ジ、議第７２ジ、議第７２号号号号、奈良県、奈良県、奈良県、奈良県自自自自殺殺殺殺対対対対策策策策緊急強化基緊急強化基緊急強化基緊急強化基金条例の一部を改正金条例の一部を改正金条例の一部を改正金条例の一部を改正

する条例でございます。する条例でございます。する条例でございます。する条例でございます。

こちらはこちらはこちらはこちらは先先先先ほほほほどどどど申し上げましたように、国の申し上げましたように、国の申し上げましたように、国の申し上げましたように、国の復復復復興関興関興関興関連連連連予算で造成した奈良県予算で造成した奈良県予算で造成した奈良県予算で造成した奈良県自自自自殺殺殺殺対対対対策策策策緊緊緊緊

急強化基急強化基急強化基急強化基金につきまして、事業の金につきまして、事業の金につきまして、事業の金につきまして、事業の完了完了完了完了後後後後においてにおいてにおいてにおいて基基基基金として金として金として金として積み積み積み積み立立立立てたてたてたてた額額額額のののの残余残余残余残余をををを処処処処分分分分すすすす

ることができるとしている奈良県ることができるとしている奈良県ることができるとしている奈良県ることができるとしている奈良県自自自自殺殺殺殺対対対対策策策策緊急強化基緊急強化基緊急強化基緊急強化基金条例の一部を改正いたしまして、金条例の一部を改正いたしまして、金条例の一部を改正いたしまして、金条例の一部を改正いたしまして、

基基基基金として金として金として金として積み積み積み積み立立立立てたてたてたてた額額額額の一部を国の一部を国の一部を国の一部を国庫庫庫庫にににに納納納納付するための付するための付するための付するための財源財源財源財源にににに充充充充てるときにてるときにてるときにてるときに処処処処分分分分することすることすることすること

ができるようにができるようにができるようにができるように所所所所要の改正を要の改正を要の改正を要の改正を行行行行ったものでございます。この改正のったものでございます。この改正のったものでございます。この改正のったものでございます。この改正の施行施行施行施行は、は、は、は、公公公公布布布布の日からの日からの日からの日から

とさとさとさとさせせせせていただいております。ていただいております。ていただいております。ていただいております。

提出条例については提出条例については提出条例については提出条例については以以以以上となります。上となります。上となります。上となります。

次に次に次に次に、、、、「平成２５年度一「平成２５年度一「平成２５年度一「平成２５年度一般般般般会計特別会計補正予算案その会計特別会計補正予算案その会計特別会計補正予算案その会計特別会計補正予算案その他他他他」の」の」の」の６６６６００００ペーペーペーページ、契約案件でジ、契約案件でジ、契約案件でジ、契約案件で、、、、

議第８２議第８２議第８２議第８２号号号号、県、県、県、県立立立立奈良奈良奈良奈良病院病院病院病院建建建建替替替替整備整備整備整備事業にかかる事業にかかる事業にかかる事業にかかる請負請負請負請負契約の契約の契約の契約の締結締結締結締結についてでございます。についてでございます。についてでございます。についてでございます。

このこのこのこの工工工工事につきましては、県事につきましては、県事につきましては、県事につきましては、県立立立立奈良奈良奈良奈良病院病院病院病院をををを北北北北和和和和地域の高度医療地域の高度医療地域の高度医療地域の高度医療拠点拠点拠点拠点病院病院病院病院としてとしてとしてとして移転移転移転移転整備整備整備整備をををを

するに当たり、するに当たり、するに当たり、するに当たり、新新新新病院病院病院病院のののの敷敷敷敷地の地の地の地の現況現況現況現況が山林であることから、が山林であることから、が山林であることから、が山林であることから、現況現況現況現況地地地地盤盤盤盤をををを切切切切り土及びり土及びり土及びり土及び盛盛盛盛り土り土り土り土
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することによりすることによりすることによりすることにより建建建建築築築築工工工工事ができるように造成事ができるように造成事ができるように造成事ができるように造成基基基基盤盤盤盤をつくるをつくるをつくるをつくる工工工工事、これを事、これを事、これを事、これを行行行行うものでございうものでございうものでございうものでござい

ます。ます。ます。ます。工工工工事名につきましては、県事名につきましては、県事名につきましては、県事名につきましては、県立立立立奈良奈良奈良奈良病院病院病院病院建建建建替替替替整備整備整備整備事業事業事業事業他他他他造成造成造成造成工工工工事となっております。事となっております。事となっております。事となっております。

工工工工事場事場事場事場所所所所でございますが、奈良でございますが、奈良でございますが、奈良でございますが、奈良市市市市石石石石木木木木町町町町、、、、七七七七条条条条西西西西町町町町２２２２丁丁丁丁目ほか地目ほか地目ほか地目ほか地内内内内でございます。でございます。でございます。でございます。工工工工事事事事期期期期

間は契約の間は契約の間は契約の間は契約の締結締結締結締結の日から平成２７年３月３１日まででございます。契約金の日から平成２７年３月３１日まででございます。契約金の日から平成２７年３月３１日まででございます。契約金の日から平成２７年３月３１日まででございます。契約金額額額額１３１３１３１３億億億億７７７７，６，６，６，６

６６６６７７７７万万万万３３３３，，，，９００９００９００９００円円円円となってございます。契約のとなってございます。契約のとなってございます。契約のとなってございます。契約の相相相相手手手手方方方方でありますけれでありますけれでありますけれでありますけれどどどども、も、も、も、奥奥奥奥村・山村・山村・山村・山

上・上・上・上・森森森森髙髙髙髙特定特定特定特定建設工建設工建設工建設工事事事事共同企共同企共同企共同企業業業業体体体体としてございます。としてございます。としてございます。としてございます。

契約案件についてのご説明は契約案件についてのご説明は契約案件についてのご説明は契約案件についてのご説明は以以以以上となります。上となります。上となります。上となります。

続続続続いて、報告案件につきましては、いて、報告案件につきましては、いて、報告案件につきましては、いて、報告案件につきましては、公立公立公立公立大大大大学法人学法人学法人学法人奈良県奈良県奈良県奈良県立立立立医医医医科科科科大大大大学学学学「平成２４年度業務「平成２４年度業務「平成２４年度業務「平成２４年度業務

報告報告報告報告書書書書」の７」の７」の７」の７ペーペーペーページをお開きください。事業のジをお開きください。事業のジをお開きください。事業のジをお開きください。事業の実施実施実施実施状況状況状況状況でございます。でございます。でございます。でございます。ⅠⅠⅠⅠの教育・の教育・の教育・の教育・研究研究研究研究・・・・

診診診診療等の質の療等の質の療等の質の療等の質の向向向向上に関する上に関する上に関する上に関する取取取取りりりり組み組み組み組みのののの状況状況状況状況でございます。この１に、教育に関するでございます。この１に、教育に関するでございます。この１に、教育に関するでございます。この１に、教育に関する取取取取りりりり組組組組

みみみみのののの状況状況状況状況がございます。こちらで、がございます。こちらで、がございます。こちらで、がございます。こちらで、学学学学士士士士課課課課程程程程ではではではでは全般的全般的全般的全般的ななななカリカリカリカリキュラキュラキュラキュラムムムム編編編編成の成の成の成の見見見見直直直直しをしをしをしを実実実実

施施施施したほか、医したほか、医したほか、医したほか、医学科学科学科学科においてにおいてにおいてにおいて６６６６年一年一年一年一貫貫貫貫教育を教育を教育を教育を着着着着実実実実に進めていくため、９に進めていくため、９に進めていくため、９に進めていくため、９ペーペーペーページの上ジの上ジの上ジの上段段段段までまでまでまで

記載記載記載記載のののの取取取取りりりり組み組み組み組みをををを行行行行わわわわせせせせていただきました。ていただきました。ていただきました。ていただきました。

また、大また、大また、大また、大学学学学院院院院課課課課程程程程ございますが、９ございますが、９ございますが、９ございますが、９ペーペーペーページジジジ下段下段下段下段以以以以降降降降にににに記載記載記載記載のののの取取取取りりりり組み組み組み組みをををを書書書書かかかかせせせせていただていただていただていただ

いております。いております。いております。いております。

続続続続きまして、１１きまして、１１きまして、１１きまして、１１ペーペーペーページ、２ジ、２ジ、２ジ、２研究研究研究研究に関するに関するに関するに関する取取取取りりりり組み組み組み組みのののの状況状況状況状況であります。これにつきましであります。これにつきましであります。これにつきましであります。これにつきまし

ては産ては産ては産ては産学学学学官官官官連携連携連携連携推進に推進に推進に推進に向向向向けたけたけたけた基基基基盤盤盤盤づくりのほか、づくりのほか、づくりのほか、づくりのほか、記載記載記載記載のののの取取取取りりりり組み組み組み組みをををを実施実施実施実施してございます。してございます。してございます。してございます。

次の１２次の１２次の１２次の１２ペーペーペーページ、３ジ、３ジ、３ジ、３診診診診療に関する療に関する療に関する療に関する取取取取りりりり組み組み組み組みのののの状況状況状況状況とあります。とあります。とあります。とあります。患患患患者の者の者の者の視視視視点点点点にににに立立立立ったったったった取取取取りりりり

組み組み組み組みななななどどどどをををを記載記載記載記載のとおりのとおりのとおりのとおり実施実施実施実施するとともに、１４するとともに、１４するとともに、１４するとともに、１４ペーペーペーページ、地域医療総合ジ、地域医療総合ジ、地域医療総合ジ、地域医療総合支援セ支援セ支援セ支援センンンンターターターターにおにおにおにお

いて医いて医いて医いて医師師師師２名を奈良県２名を奈良県２名を奈良県２名を奈良県立立立立病院病院病院病院にににに配置配置配置配置ささささせせせせていただきました。このほか、ていただきました。このほか、ていただきました。このほか、ていただきました。このほか、文文文文部部部部科学省科学省科学省科学省補補補補助助助助金金金金

をををを獲得獲得獲得獲得いたしましていたしましていたしましていたしましてへへへへき地き地き地き地診診診診療療療療所へ所へ所へ所へ医医医医師師師師４名を４名を４名を４名を派遣派遣派遣派遣したとこしたとこしたとこしたところろろろであります。であります。であります。であります。

そのほか、１５そのほか、１５そのほか、１５そのほか、１５ペーペーペーページから１９ジから１９ジから１９ジから１９ペーペーペーページにかけまして、ジにかけまして、ジにかけまして、ジにかけまして、ⅡⅡⅡⅡ業務業務業務業務運営運営運営運営の改の改の改の改善善善善及び及び及び及び効率化効率化効率化効率化、、、、ⅢⅢⅢⅢ

財財財財務務務務内容内容内容内容の改の改の改の改善善善善、、、、ⅣⅣⅣⅣ自自自自己己己己点点点点検検検検・・・・評価評価評価評価及び及び及び及び情情情情報の提報の提報の提報の提供供供供、、、、ⅤⅤⅤⅤ施設設備施設設備施設設備施設設備のののの整備整備整備整備・・・・活活活活用等、用等、用等、用等、ⅥⅥⅥⅥ安安安安全全全全

管理等、これらの管理等、これらの管理等、これらの管理等、これらの各取各取各取各取りりりり組み組み組み組みのののの状況状況状況状況につきましても、それにつきましても、それにつきましても、それにつきましても、それぞぞぞぞれれれれ記載記載記載記載のとおりのとおりのとおりのとおり取取取取りりりり組み組み組み組みをををを行行行行

っているとこっているとこっているとこっているところろろろでございます。平成２４年度のでございます。平成２４年度のでございます。平成２４年度のでございます。平成２４年度の主主主主なななな取取取取りりりり組み組み組み組みはははは以以以以上となります。上となります。上となります。上となります。

次に、次に、次に、次に、財財財財務務務務諸諸諸諸表表表表についてご説明をさについてご説明をさについてご説明をさについてご説明をさせせせせていただきます。ていただきます。ていただきます。ていただきます。同じ同じ同じ同じ冊子冊子冊子冊子の２０の２０の２０の２０ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、貸借貸借貸借貸借対対対対

照表照表照表照表でございます。でございます。でございます。でございます。

資資資資産の部、合計は２４４産の部、合計は２４４産の部、合計は２４４産の部、合計は２４４億億億億８８８８，，，，２９７２９７２９７２９７万万万万５５５５，，，，８７２８７２８７２８７２円円円円となっております。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、２１次に、２１次に、２１次に、２１ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、負債負債負債負債の部であります。合計は、１の部であります。合計は、１の部であります。合計は、１の部であります。合計は、１６６６６００００億６，億６，億６，億６，８３３８３３８３３８３３万万万万７７７７，，，，１３８１３８１３８１３８円円円円

となっております。また、となっております。また、となっております。また、となっております。また、純純純純資資資資産の部、合計は、８４産の部、合計は、８４産の部、合計は、８４産の部、合計は、８４億億億億１１１１，，，，４４４４６６６６３３３３万万万万８８８８，，，，７３４７３４７３４７３４円円円円となっとなっとなっとなっ
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ております。ております。ております。ております。

次に、２２次に、２２次に、２２次に、２２ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、損益損益損益損益計算計算計算計算書書書書でございます。でございます。でございます。でございます。

経経経経常常常常費費費費用といたしまして、教育用といたしまして、教育用といたしまして、教育用といたしまして、教育経費経費経費経費、、、、研究経費研究経費研究経費研究経費、、、、病院病院病院病院のののの診診診診療療療療経費経費経費経費、、、、人人人人件件件件費費費費をををを含む含む含む含む業務業務業務業務費費費費、、、、

一一一一般般般般管理管理管理管理費費費費ななななどどどどを合わを合わを合わを合わせせせせまして、合計は、３３５まして、合計は、３３５まして、合計は、３３５まして、合計は、３３５億６，億６，億６，億６，２５７２５７２５７２５７万万万万９０８９０８９０８９０８円円円円でございます。でございます。でございます。でございます。

経経経経常収益常収益常収益常収益といたしましては、県からのといたしましては、県からのといたしましては、県からのといたしましては、県からの運営交運営交運営交運営交付金付金付金付金収益収益収益収益やややや授授授授業業業業料料料料収益収益収益収益ななななどどどどのののの学生学生学生学生納納納納付金、付金、付金、付金、附附附附

属属属属病院収益病院収益病院収益病院収益といったといったといったといった法人法人法人法人のののの自自自自己収己収己収己収入入入入ななななどどどどを合わを合わを合わを合わせせせせまして、合計は、３３まして、合計は、３３まして、合計は、３３まして、合計は、３３６億６億６億６億８８８８，，，，８２２８２２８２２８２２万万万万

５５５５，６，６，６，６４８４８４８４８円円円円となってございます。となってございます。となってございます。となってございます。経経経経常収益常収益常収益常収益からからからから経経経経常常常常費費費費用を用を用を用を差差差差しししし引引引引きましたきましたきましたきました経経経経常常常常利利利利益益益益につにつにつにつ

きましては、きましては、きましては、きましては、最最最最終行終行終行終行にににに記載記載記載記載をさをさをさをさせせせせていただきましたように、１ていただきましたように、１ていただきましたように、１ていただきましたように、１億億億億２２２２，，，，５５５５６６６６５５５５万万万万４４４４，，，，７４０７４０７４０７４０

円円円円となっており、さらにとなっており、さらにとなっており、さらにとなっており、さらに臨時臨時臨時臨時損失損失損失損失及び及び及び及び臨時利臨時利臨時利臨時利益益益益を加を加を加を加ええええますと、２３ますと、２３ますと、２３ますと、２３ペーペーペーページにジにジにジに記載記載記載記載のとおりのとおりのとおりのとおり

１１１１億億億億１１１１，，，，９８９８９８９８６万６万６万６万５５５５，，，，７１３７１３７１３７１３円円円円が当が当が当が当期期期期純純純純利利利利益益益益となっております。こちらは、となっております。こちらは、となっております。こちらは、となっております。こちらは、診診診診療報療報療報療報酬酬酬酬改定改定改定改定

のほか、のほか、のほか、のほか、経営経営経営経営努力努力努力努力によるによるによるによる附属附属附属附属病院病院病院病院のののの収益確収益確収益確収益確保、また保、また保、また保、また診診診診療療療療経費経費経費経費のののの削減削減削減削減ななななどどどどのののの費費費費用用用用抑抑抑抑制に制に制に制に取取取取りりりり

組組組組んだんだんだんだ結果結果結果結果によるものでございます。によるものでございます。によるものでございます。によるものでございます。

続続続続きまして、２５きまして、２５きまして、２５きまして、２５ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、損失損失損失損失のののの処処処処理に関する理に関する理に関する理に関する書類書類書類書類でございます。でございます。でございます。でございます。

当当当当期期期期純純純純利利利利益益益益といたしまして、といたしまして、といたしまして、といたしまして、先先先先ほほほほどどどどご説明をさご説明をさご説明をさご説明をさせせせせていただきましたとおり、１ていただきましたとおり、１ていただきましたとおり、１ていただきましたとおり、１億億億億１１１１，，，，９９９９

８８８８６万６万６万６万５５５５，，，，７１３７１３７１３７１３円円円円となっております。こちらにとなっております。こちらにとなっております。こちらにとなっております。こちらに前期繰前期繰前期繰前期繰越欠越欠越欠越欠損損損損金が９金が９金が９金が９億６，億６，億６，億６，００００６６６６８８８８万６，万６，万６，万６，

７５５７５５７５５７５５円円円円となっておりましたので、当となっておりましたので、当となっておりましたので、当となっておりましたので、当期期期期未処未処未処未処理理理理損失損失損失損失が８が８が８が８億億億億４４４４，，，，０８２０８２０８２０８２万万万万１１１１，，，，０４２０４２０４２０４２円円円円となとなとなとな

りまして、これが次りまして、これが次りまして、これが次りまして、これが次期繰期繰期繰期繰越欠越欠越欠越欠損損損損金となっております。このため金となっております。このため金となっております。このため金となっております。このため昨昨昨昨年度から年度から年度から年度から比較比較比較比較いたしますいたしますいたしますいたします

と、と、と、と、累積赤字累積赤字累積赤字累積赤字が１が１が１が１億円余億円余億円余億円余り改り改り改り改善善善善したものでございます。今したものでございます。今したものでございます。今したものでございます。今後後後後、、、、法人法人法人法人が一が一が一が一層層層層のののの経営経営経営経営改改改改善善善善にににに取取取取

りりりり組む組む組む組むとともに、県ととともに、県ととともに、県ととともに、県と法人法人法人法人がががが協協協協議しながら議しながら議しながら議しながら解消解消解消解消にににに向向向向けけけけ取取取取りりりり組み組み組み組みをををを強化強化強化強化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ておりておりており

ます。ます。ます。ます。

続続続続きまして、平成２５年度の事業計きまして、平成２５年度の事業計きまして、平成２５年度の事業計きまして、平成２５年度の事業計画画画画についてご説明をさについてご説明をさについてご説明をさについてご説明をさせせせせていただきます。ていただきます。ていただきます。ていただきます。公立公立公立公立大大大大学学学学

法人法人法人法人奈良県奈良県奈良県奈良県立立立立医医医医科科科科大大大大学学学学「平成２５年度事業計「平成２５年度事業計「平成２５年度事業計「平成２５年度事業計画画画画書書書書」の１」の１」の１」の１ペーペーペーページ、まジ、まジ、まジ、まずずずず、、、、ⅠⅠⅠⅠの地域の地域の地域の地域貢献貢献貢献貢献でごでごでごでご

ざいます。１医療ざいます。１医療ざいます。１医療ざいます。１医療人人人人の育成といたしまして、医の育成といたしまして、医の育成といたしまして、医の育成といたしまして、医師派遣師派遣師派遣師派遣システムシステムシステムシステムのののの適切適切適切適切なななな実行実行実行実行にににに向向向向けけけけ、、、、（（（（仮仮仮仮

称称称称）県）県）県）県立立立立医大医医大医医大医医大医師派遣師派遣師派遣師派遣セセセセンンンンターターターター及び（及び（及び（及び（仮称仮称仮称仮称）県）県）県）県費費費費奨奨奨奨学生配置セ学生配置セ学生配置セ学生配置センンンンターターターターの平成２５年度の平成２５年度の平成２５年度の平成２５年度内内内内のののの

設置設置設置設置を目を目を目を目指指指指すほか、２すほか、２すほか、２すほか、２ペーペーペーページから４ジから４ジから４ジから４ペーペーペーページにかけてでございますけれジにかけてでございますけれジにかけてでございますけれジにかけてでございますけれどどどども、２も、２も、２も、２看看看看護護護護師師師師の地の地の地の地

域域域域貢献貢献貢献貢献、３、３、３、３研究研究研究研究成成成成果果果果等の地域等の地域等の地域等の地域へへへへのののの還還還還元、４健康元、４健康元、４健康元、４健康増増増増進の県進の県進の県進の県民ア民ア民ア民アププププロロロローーーーチチチチのののの充実充実充実充実、５、５、５、５断断断断らないらないらないらない

救救救救急急急急医療医療医療医療体体体体制の制の制の制の整備整備整備整備、、、、６６６６周周周周産産産産期期期期医療医療医療医療体体体体制の制の制の制の強化強化強化強化、７、７、７、７他他他他の医療機関とのの医療機関とのの医療機関とのの医療機関との連携強化連携強化連携強化連携強化、８県、８県、８県、８県内内内内医医医医

療療療療法人へ法人へ法人へ法人へのののの助言助言助言助言・・・・指指指指導導導導、これらについて、これらについて、これらについて、これらについて記載記載記載記載のののの取取取取りりりり組み組み組み組みをををを行行行行っているとこっているとこっているとこっているところろろろでございます。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、４きまして、４きまして、４きまして、４ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、ⅡⅡⅡⅡ教育につきましては、１教育につきましては、１教育につきましては、１教育につきましては、１リリリリベラベラベラベラルルルルアアアアーーーーツツツツ教育の教育の教育の教育の実実実実践践践践、２教育、２教育、２教育、２教育

内容内容内容内容のののの評価評価評価評価、３、３、３、３老朽老朽老朽老朽・・・・狭隘狭隘狭隘狭隘施設へ施設へ施設へ施設へのののの対対対対策について策について策について策について記載記載記載記載のののの取取取取りりりり組み組み組み組みをををを行行行行います。います。います。います。
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また、５また、５また、５また、５ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、ⅢⅢⅢⅢ研究研究研究研究につきましては、１につきましては、１につきましては、１につきましては、１研究研究研究研究のののの適切適切適切適切な成な成な成な成果評価果評価果評価果評価、２、２、２、２有能有能有能有能なななな研究研究研究研究者の者の者の者の

獲得獲得獲得獲得、３健康・予、３健康・予、３健康・予、３健康・予防防防防医療等医療等医療等医療等研究研究研究研究範囲範囲範囲範囲のののの拡拡拡拡大、４大、４大、４大、４研究研究研究研究環境の改環境の改環境の改環境の改善善善善についてこちらにについてこちらにについてこちらにについてこちらに記載記載記載記載のとのとのとのと

おりおりおりおり行行行行っていくとこっていくとこっていくとこっていくところろろろでございます。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、ジ、ジ、ジ、Ⅳ診Ⅳ診Ⅳ診Ⅳ診療につきましては、１医療につきましては、１医療につきましては、１医療につきましては、１医師師師師・・・・看看看看護護護護師師師師等の等の等の等の離離離離職職職職防止防止防止防止とととと人材人材人材人材確確確確保、２がん保、２がん保、２がん保、２がん拠拠拠拠

点点点点病院病院病院病院としての機としての機としての機としての機能能能能のののの充実充実充実充実、３、３、３、３治治治治療成療成療成療成績績績績の一の一の一の一層層層層のののの向向向向上、４上、４上、４上、４患患患患者者者者満足満足満足満足の一の一の一の一層層層層のののの向向向向上、５上、５上、５上、５老老老老

朽朽朽朽・・・・狭隘狭隘狭隘狭隘施設へ施設へ施設へ施設へのののの対対対対策につきまして、こちらに策につきまして、こちらに策につきまして、こちらに策につきまして、こちらに記載記載記載記載のののの取取取取りりりり組み組み組み組みをををを行行行行ってまいります。ってまいります。ってまいります。ってまいります。

また、８また、８また、８また、８ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、ⅤⅤⅤⅤまちづくりにつきましては、１教育・まちづくりにつきましては、１教育・まちづくりにつきましては、１教育・まちづくりにつきましては、１教育・研究研究研究研究部部部部門門門門のののの円円円円滑滑滑滑なななな移転移転移転移転とととと新新新新キキキキ

ャャャャンンンンパス整備パス整備パス整備パス整備、２地域に開かれた、２地域に開かれた、２地域に開かれた、２地域に開かれたキャキャキャキャンンンンパスパスパスパスづくり、３教育・づくり、３教育・づくり、３教育・づくり、３教育・研究研究研究研究部部部部門門門門等等等等移転移転移転移転後後後後のののの跡跡跡跡地地地地活活活活

用な用な用な用などどどどについてこちらにについてこちらにについてこちらにについてこちらに記載記載記載記載のののの取取取取りりりり組み組み組み組みをををを行行行行ってまいります。ってまいります。ってまいります。ってまいります。

また、９また、９また、９また、９ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、ⅥⅥⅥⅥ法人運営法人運営法人運営法人運営につきましては、まにつきましては、まにつきましては、まにつきましては、まずずずず１１１１ガバナガバナガバナガバナンンンンス体ス体ス体ス体制の制の制の制の充実強化充実強化充実強化充実強化、２、２、２、２ワワワワ

ークークークークラララライフイフイフイフバラバラバラバランンンンススススのののの充実強化充実強化充実強化充実強化ななななどどどど、、、、記載記載記載記載のののの取取取取りりりり組み組み組み組みをををを行行行行ってまいります。ってまいります。ってまいります。ってまいります。

１２１２１２１２ペーペーペーページ、平成２５年度予算でございます。ジ、平成２５年度予算でございます。ジ、平成２５年度予算でございます。ジ、平成２５年度予算でございます。

収収収収入入入入の部といたしまして、の部といたしまして、の部といたしまして、の部といたしまして、運営費交運営費交運営費交運営費交付金付金付金付金収収収収入入入入、補、補、補、補助助助助金等金等金等金等収収収収入入入入、、、、自自自自己収己収己収己収入入入入ななななどどどどを合計いたを合計いたを合計いたを合計いた

しまして、４００しまして、４００しまして、４００しまして、４００億億億億３３３３，，，，９００９００９００９００万円万円万円万円。また、。また、。また、。また、支支支支出の部につきましては業務出の部につきましては業務出の部につきましては業務出の部につきましては業務費費費費、、、、施設整備費施設整備費施設整備費施設整備費

ななななどどどどを合わを合わを合わを合わせせせせましてましてましてまして同額同額同額同額の予算を計上しているとこの予算を計上しているとこの予算を計上しているとこの予算を計上しているところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。

報第２３報第２３報第２３報第２３号号号号、、、、公立公立公立公立大大大大学法人学法人学法人学法人奈良県奈良県奈良県奈良県立立立立医医医医科科科科大大大大学学学学のののの経営経営経営経営状況状況状況状況の報告についてはの報告についてはの報告についてはの報告については以以以以上となりま上となりま上となりま上となりま

す。す。す。す。

続続続続きまして、報第２４きまして、報第２４きまして、報第２４きまして、報第２４号号号号、、、、公立公立公立公立大大大大学法人学法人学法人学法人奈良県奈良県奈良県奈良県立立立立医医医医科科科科大大大大学学学学の中の中の中の中期期期期目目目目標標標標に係る事業の報告に係る事業の報告に係る事業の報告に係る事業の報告

についてご説明をさについてご説明をさについてご説明をさについてご説明をさせせせせていただきます。ていただきます。ていただきます。ていただきます。

こちらは、平成１９年４月１日より平成２５年３月３１日までのこちらは、平成１９年４月１日より平成２５年３月３１日までのこちらは、平成１９年４月１日より平成２５年３月３１日までのこちらは、平成１９年４月１日より平成２５年３月３１日までの６カ６カ６カ６カ年の、中年の、中年の、中年の、中期期期期目目目目標期標期標期標期

間間間間全体全体全体全体の事業報告となってございます。の事業報告となってございます。の事業報告となってございます。の事業報告となってございます。公立公立公立公立大大大大学法人学法人学法人学法人奈良県奈良県奈良県奈良県立立立立医医医医科科科科大大大大学学学学「中「中「中「中期期期期目目目目標期標期標期標期間事間事間事間事

業報告業報告業報告業報告書書書書」の１」の１」の１」の１ペーペーペーページ目、目ジ目、目ジ目、目ジ目、目標標標標でございますけれでございますけれでございますけれでございますけれどどどども、こちらにも、こちらにも、こちらにも、こちらに記載記載記載記載のとおり、奈良県のとおり、奈良県のとおり、奈良県のとおり、奈良県各各各各

地域それ地域それ地域それ地域それぞぞぞぞれのれのれのれの多多多多様様様様ななななニニニニーズーズーズーズにににに対応対応対応対応し、県し、県し、県し、県民民民民のののの生命生命生命生命・健康を・健康を・健康を・健康を守守守守るため、進るため、進るため、進るため、進捗著捗著捗著捗著しい医療にしい医療にしい医療にしい医療に

応じ応じ応じ応じたたたた最最最最新新新新の医の医の医の医学学学学教育、教育、教育、教育、看看看看護学護学護学護学教育を教育を教育を教育を積極積極積極積極的的的的にににに取取取取りりりり入入入入れ、れ、れ、れ、心心心心優優優優しい医しい医しい医しい医師師師師・・・・看看看看護護護護職者、職者、職者、職者、研究研究研究研究

者の育成に者の育成に者の育成に者の育成に努努努努め、また医め、また医め、また医め、また医学学学学・・・・看看看看護学護学護学護学のののの発発発発展展展展にににに貢献貢献貢献貢献するするするする情情情情報を大報を大報を大報を大和和和和の地からの地からの地からの地から広広広広くくくく世界世界世界世界にににに発発発発信信信信

するとともに、高度するとともに、高度するとともに、高度するとともに、高度先先先先進医療を提進医療を提進医療を提進医療を提供供供供し県し県し県し県民民民民のののの誇誇誇誇りとなる大りとなる大りとなる大りとなる大学学学学を目を目を目を目指指指指すことを目すことを目すことを目すことを目標標標標とし、ことし、ことし、ことし、こ

れらをれらをれらをれらを実実実実現現現現するためにこちらの（１）から（８）までの事項にするためにこちらの（１）から（８）までの事項にするためにこちらの（１）から（８）までの事項にするためにこちらの（１）から（８）までの事項に重点重点重点重点をおいてをおいてをおいてをおいて取取取取りりりり組み組み組み組みをををを行行行行

ったとこったとこったとこったところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。

事業の事業の事業の事業の実施実施実施実施状況状況状況状況にににに移移移移りたいと思います。２の業務にりたいと思います。２の業務にりたいと思います。２の業務にりたいと思います。２の業務に記載記載記載記載しております項目ごとに、１１しております項目ごとに、１１しております項目ごとに、１１しております項目ごとに、１１

ペーペーペーページから２１ジから２１ジから２１ジから２１ペーペーペーページにわたってジにわたってジにわたってジにわたって記載記載記載記載のとおり、のとおり、のとおり、のとおり、取取取取りりりり組組組組んだ項目ごとんだ項目ごとんだ項目ごとんだ項目ごと広範広範広範広範、、、、多多多多岐岐岐岐にわたっにわたっにわたっにわたっ
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ているほか、ているほか、ているほか、ているほか、先先先先ほほほほどどどどご説明をさご説明をさご説明をさご説明をさせせせせていただきました平成２４年度の業務報告ていただきました平成２４年度の業務報告ていただきました平成２４年度の業務報告ていただきました平成２４年度の業務報告書書書書の事業のの事業のの事業のの事業の実実実実

施施施施状況状況状況状況とととと重重重重複複複複する部する部する部する部分分分分もももも多多多多くございますので、この場でくございますので、この場でくございますので、この場でくございますので、この場で詳細詳細詳細詳細なななな内容内容内容内容の説明はの説明はの説明はの説明は省略省略省略省略をさをさをさをさせせせせてててて

いただきます。いただきます。いただきます。いただきます。

報第２４報第２４報第２４報第２４号号号号、、、、公立公立公立公立大大大大学法人学法人学法人学法人奈良県奈良県奈良県奈良県立立立立医医医医科科科科大大大大学学学学の中の中の中の中期期期期目目目目標標標標に係る事業の報告についての説に係る事業の報告についての説に係る事業の報告についての説に係る事業の報告についての説

明は明は明は明は以以以以上となります。上となります。上となります。上となります。

続続続続きまして、報第２５きまして、報第２５きまして、報第２５きまして、報第２５号号号号、、、、公立公立公立公立大大大大学法人学法人学法人学法人奈良県奈良県奈良県奈良県立立立立医医医医科科科科大大大大学学学学平成２４年度及び中平成２４年度及び中平成２４年度及び中平成２４年度及び中期期期期目目目目標期標期標期標期

間の業務の間の業務の間の業務の間の業務の実実実実績績績績に関するに関するに関するに関する評価結果評価結果評価結果評価結果の報告について説明をさの報告について説明をさの報告について説明をさの報告について説明をさせせせせていただきます。ていただきます。ていただきます。ていただきます。

こちらは、奈良県地こちらは、奈良県地こちらは、奈良県地こちらは、奈良県地方方方方独独独独立行立行立行立行政政政政法人評価法人評価法人評価法人評価委員会からの報告を委員会からの報告を委員会からの報告を委員会からの報告を受受受受けまして、地けまして、地けまして、地けまして、地方方方方独独独独立行立行立行立行政政政政

法人法法人法法人法法人法第２８条第５項及び第３０条第３項の第２８条第５項及び第３０条第３項の第２８条第５項及び第３０条第３項の第２８条第５項及び第３０条第３項の規規規規定により、議会に報告するものであります。定により、議会に報告するものであります。定により、議会に報告するものであります。定により、議会に報告するものであります。

「「「「公立公立公立公立大大大大学法人学法人学法人学法人奈良県奈良県奈良県奈良県立立立立医医医医科科科科大大大大学学学学平成２４年度及び中平成２４年度及び中平成２４年度及び中平成２４年度及び中期期期期目目目目標期標期標期標期間の業務の間の業務の間の業務の間の業務の実実実実績績績績に関するに関するに関するに関する

評価結果評価結果評価結果評価結果」の２」の２」の２」の２ペーペーペーページ、平成２４年度は、中ジ、平成２４年度は、中ジ、平成２４年度は、中ジ、平成２４年度は、中期期期期目目目目標期標期標期標期間の間の間の間の最最最最終終終終年度でありますことから、年度でありますことから、年度でありますことから、年度でありますことから、

平成２４年度の業務の中平成２４年度の業務の中平成２４年度の業務の中平成２４年度の業務の中期期期期目目目目標期標期標期標期間間間間全体全体全体全体における業務とにおける業務とにおける業務とにおける業務と実実実実績績績績についてについてについてについて評価評価評価評価をいただいたとをいただいたとをいただいたとをいただいたと

こここころろろろであります。であります。であります。であります。

ままままずずずず、平成２４年度の、平成２４年度の、平成２４年度の、平成２４年度の評価評価評価評価といたしましては中といたしましては中といたしましては中といたしましては中期期期期目目目目標標標標・中・中・中・中期期期期計計計計画画画画のののの達達達達成に成に成に成に向向向向けてけてけてけて全体全体全体全体とととと

して順して順して順して順調調調調に進んでいるというに進んでいるというに進んでいるというに進んでいるという評価評価評価評価をいただいたとこをいただいたとこをいただいたとこをいただいたところろろろであります。平成２４年度業務であります。平成２４年度業務であります。平成２４年度業務であります。平成２４年度業務実実実実績績績績

の中で、医の中で、医の中で、医の中で、医学科入学学科入学学科入学学科入学試験試験試験試験制度の大制度の大制度の大制度の大幅幅幅幅なななな変更変更変更変更、、、、研究研究研究研究医医医医養養養養成成成成コースコースコースコースの開の開の開の開設設設設、、、、漢漢漢漢方方方方医医医医学学学学の教育の教育の教育の教育研研研研

究究究究推進、推進、推進、推進、診診診診療療療療助助助助教制度の創教制度の創教制度の創教制度の創設設設設とととと診診診診療療療療助助助助教の教の教の教の各診各診各診各診療療療療科へ科へ科へ科へのののの配置配置配置配置、、、、労働労働労働労働環境改環境改環境改環境改善善善善のためののためののためののための学内学内学内学内

保育保育保育保育園園園園のののの充実充実充実充実ななななどどどどがががが注注注注目されるとこ目されるとこ目されるとこ目されるところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。

次に、中次に、中次に、中次に、中期期期期目目目目標期標期標期標期間の間の間の間の評価評価評価評価といたしましては、といたしましては、といたしましては、といたしましては、過去過去過去過去６６６６年間の年間の年間の年間の各各各各年度の年度の年度の年度の評評評評定定定定結果結果結果結果をををを踏踏踏踏ままままええええ

まして、まして、まして、まして、公立公立公立公立大大大大学法人学法人学法人学法人奈良県奈良県奈良県奈良県立立立立医医医医科科科科大大大大学学学学の中の中の中の中期期期期計計計計画画画画で定めた事業はおおで定めた事業はおおで定めた事業はおおで定めた事業はおおむねむねむねむね実施実施実施実施しており、しており、しており、しており、

全体全体全体全体として良として良として良として良好好好好であるとのであるとのであるとのであるとの評価評価評価評価をいただいております。中をいただいております。中をいただいております。中をいただいております。中期期期期目目目目標期標期標期標期間に係る業務間に係る業務間に係る業務間に係る業務実実実実績績績績の中の中の中の中

で、医で、医で、医で、医学科入学学科入学学科入学学科入学定員定員定員定員へへへへの地域の地域の地域の地域枠枠枠枠、、、、緊急緊急緊急緊急医医医医師確師確師確師確保保保保枠枠枠枠のののの設設設設定、大定、大定、大定、大学学学学院院院院医医医医学研究科修学研究科修学研究科修学研究科修士士士士課課課課程程程程、大、大、大、大

学学学学院看院看院看院看護学研究科修護学研究科修護学研究科修護学研究科修士士士士課課課課程程程程のののの設置設置設置設置、産、産、産、産官官官官学連携学連携学連携学連携推進推進推進推進セセセセンンンンターターターター、、、、女女女女性研究性研究性研究性研究者者者者支援セ支援セ支援セ支援センンンンターターターターのののの

設置設置設置設置、総合、総合、総合、総合相談窓口相談窓口相談窓口相談窓口の開の開の開の開設や設や設や設やアアアアメメメメニニニニティー整備ティー整備ティー整備ティー整備に係るに係るに係るに係る患患患患者者者者満足満足満足満足度の度の度の度の向向向向上、上、上、上、臨臨臨臨床床床床研修セ研修セ研修セ研修センンンンタタタタ

ーーーーのののの整備整備整備整備、理事長の、理事長の、理事長の、理事長のリーリーリーリーダダダダーシーシーシーシッッッッププププによる機による機による機による機動的動的動的動的でででで責任責任責任責任あるあるあるある運営体運営体運営体運営体制の制の制の制の構構構構築築築築、、、、附属附属附属附属病院病院病院病院にににに

おける７おける７おける７おける７対対対対１１１１看看看看護体護体護体護体制の制の制の制の導導導導入や入や入や入や平平平平均在院均在院均在院均在院日日日日数数数数のののの短縮短縮短縮短縮等による等による等による等による病院収病院収病院収病院収入入入入のののの確確確確保保保保、、、、（（（（仮称仮称仮称仮称）中）中）中）中

央央央央手手手手術棟術棟術棟術棟の第１の第１の第１の第１期期期期竣竣竣竣工工工工にににに向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組み組み組み組みななななどどどどななななどどどどがががが注注注注目されるとこ目されるとこ目されるとこ目されるところろろろであります。であります。であります。であります。

中中中中期期期期計計計計画画画画のののの達達達達成成成成状況状況状況状況につきましては、３につきましては、３につきましては、３につきましては、３ペーペーペーページのジのジのジの図図図図にににに示示示示してございますように、計してございますように、計してございますように、計してございますように、計画以画以画以画以

上を上を上を上を実施実施実施実施している項目が１５項目、計している項目が１５項目、計している項目が１５項目、計している項目が１５項目、計画画画画をおおをおおをおおをおおむねむねむねむね実施実施実施実施している項目が１している項目が１している項目が１している項目が１６６６６９項目、計９項目、計９項目、計９項目、計画画画画

をををを十十十十分分分分にににに実施実施実施実施していない項目が９項目、計していない項目が９項目、計していない項目が９項目、計していない項目が９項目、計画画画画を大を大を大を大幅幅幅幅にににに下下下下回った項目または回った項目または回った項目または回った項目または実施実施実施実施していないしていないしていないしていない
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項目が３項目という項目が３項目という項目が３項目という項目が３項目という状況状況状況状況であります。であります。であります。であります。

今今今今後後後後にににに期期期期待待待待することでありますけれすることでありますけれすることでありますけれすることでありますけれどどどども、こちらには第１も、こちらには第１も、こちらには第１も、こちらには第１期期期期中中中中期期期期目目目目標期標期標期標期間が間が間が間が満了満了満了満了した中した中した中した中

でででで残残残残されたされたされたされた課題課題課題課題もあることから、もあることから、もあることから、もあることから、法人法人法人法人は中は中は中は中期期期期目目目目標標標標をををを達達達達成するため成するため成するため成するため作作作作成した中成した中成した中成した中期期期期計計計計画画画画についについについについ

て、て、て、て、時時時時代の代の代の代の変化変化変化変化による改による改による改による改廃廃廃廃もももも含含含含め、め、め、め、課題課題課題課題としてとしてとしてとして残残残残されたままとならないよう、されたままとならないよう、されたままとならないよう、されたままとならないよう、引引引引きききき続続続続き計き計き計き計

画的画的画的画的かつかつかつかつ積極積極積極積極的的的的にににに取取取取りりりり組む組む組む組むことをことをことをことを期期期期待待待待するといったごするといったごするといったごするといったご意意意意見見見見をををを頂戴頂戴頂戴頂戴しているとこしているとこしているとこしているところろろろでございでございでございでござい

ます。ます。ます。ます。

項目別の項目別の項目別の項目別の個個個個別の別の別の別の評価評価評価評価につきましては、４につきましては、４につきましては、４につきましては、４ペーペーペーページジジジ以以以以降降降降にににに記載記載記載記載のとおりであります。のとおりであります。のとおりであります。のとおりであります。

なお、このなお、このなお、このなお、この評価結果評価結果評価結果評価結果は奈良県地は奈良県地は奈良県地は奈良県地方方方方独独独独立行立行立行立行政政政政法人評価法人評価法人評価法人評価委員会から委員会から委員会から委員会から公立公立公立公立大大大大学法人学法人学法人学法人奈良県奈良県奈良県奈良県立立立立医医医医

科科科科大大大大学へ学へ学へ学へ通通通通知知知知しておりまして、今しておりまして、今しておりまして、今しておりまして、今後法人後法人後法人後法人において、今回のにおいて、今回のにおいて、今回のにおいて、今回の評価評価評価評価をををを踏踏踏踏ままままええええ、平成２５年度か、平成２５年度か、平成２５年度か、平成２５年度か

らの第２らの第２らの第２らの第２期期期期中中中中期期期期目目目目標標標標のののの達達達達成に成に成に成に向向向向けてけてけてけて取取取取りりりり組組組組んでいくことになっております。んでいくことになっております。んでいくことになっております。んでいくことになっております。

報第２５報第２５報第２５報第２５号号号号、、、、公立公立公立公立大大大大学法人学法人学法人学法人奈良県奈良県奈良県奈良県立立立立医医医医科科科科大大大大学学学学平成２４年度及び中平成２４年度及び中平成２４年度及び中平成２４年度及び中期期期期目目目目標期標期標期標期間の業務の間の業務の間の業務の間の業務の実実実実

績績績績に関するに関するに関するに関する評価結果評価結果評価結果評価結果の報告についての説明はの報告についての説明はの報告についての説明はの報告についての説明は以以以以上となります。上となります。上となります。上となります。

報告案件は報告案件は報告案件は報告案件は以以以以上です。医療政策部上です。医療政策部上です。医療政策部上です。医療政策部所所所所管の平成２５年９月定例県議会予算審査特別委員会管の平成２５年９月定例県議会予算審査特別委員会管の平成２５年９月定例県議会予算審査特別委員会管の平成２５年９月定例県議会予算審査特別委員会

付託議案は付託議案は付託議案は付託議案は以以以以上となります。よ上となります。よ上となります。よ上となります。よろろろろしくご審議のほしくご審議のほしくご審議のほしくご審議のほどどどどお願いいたします。お願いいたします。お願いいたします。お願いいたします。

○影山くらし創造部長兼景観・環境局長○影山くらし創造部長兼景観・環境局長○影山くらし創造部長兼景観・環境局長○影山くらし創造部長兼景観・環境局長 続続続続きまして、くらし創造部、景観・環境局に関きまして、くらし創造部、景観・環境局に関きまして、くらし創造部、景観・環境局に関きまして、くらし創造部、景観・環境局に関

係いたします議案についてご説明をさ係いたします議案についてご説明をさ係いたします議案についてご説明をさ係いたします議案についてご説明をさせせせせていただきます。ていただきます。ていただきます。ていただきます。

ままままずずずず、平成２５年度奈良県一、平成２５年度奈良県一、平成２５年度奈良県一、平成２５年度奈良県一般般般般会計補正予算案（第３会計補正予算案（第３会計補正予算案（第３会計補正予算案（第３号号号号）についてでございます）についてでございます）についてでございます）についてでございます。。。。「平「平「平「平

成２５年９月定例県議会提出予算案の概要」をごらんください。成２５年９月定例県議会提出予算案の概要」をごらんください。成２５年９月定例県議会提出予算案の概要」をごらんください。成２５年９月定例県議会提出予算案の概要」をごらんください。

５５５５ペーペーペーページ、７ジ、７ジ、７ジ、７スポースポースポースポーツツツツの振興をごらんいただきたいと思います。の振興をごらんいただきたいと思います。の振興をごらんいただきたいと思います。の振興をごらんいただきたいと思います。新規新規新規新規事業の県事業の県事業の県事業の県内プ内プ内プ内プロバロバロバロバ

ススススケッケッケッケットトトトボボボボールールールールチチチチームームームームをををを活活活活用した用した用した用したスポースポースポースポーツツツツ振興等事業でございます。振興等事業でございます。振興等事業でございます。振興等事業でございます。

本年１０月より、県本年１０月より、県本年１０月より、県本年１０月より、県内内内内から初めて日本から初めて日本から初めて日本から初めて日本ププププロバロバロバロバススススケッケッケッケットトトトボボボボールリーールリーールリーールリーググググにににに参参参参戦戦戦戦するするするするチチチチームームームーム、、、、

ババババンンンンビシビシビシビシャャャャスススス奈良と申しますが、この奈良と申しますが、この奈良と申しますが、この奈良と申しますが、このチチチチームームームームとととと連携連携連携連携をいたしまして地域をいたしまして地域をいたしまして地域をいたしまして地域密着密着密着密着型型型型ののののスポースポースポースポーツツツツ

の振興と地域の振興をの振興と地域の振興をの振興と地域の振興をの振興と地域の振興を図図図図るため、るため、るため、るため、ババババススススケッケッケッケットトトトボボボボールールールール教室教室教室教室ややややチアチアチアチアリーリーリーリーデデデディィィィンンンンググググ教室、ト教室、ト教室、ト教室、トレーレーレーレー

ナナナナーーーー教室の開催教室の開催教室の開催教室の開催ややややホホホホームームームームゲゲゲゲームームームームでの地域での地域での地域での地域文化活動文化活動文化活動文化活動ＰＲＰＲＰＲＰＲや交や交や交や交流流流流イイイイベベベベントの開催、奈良及びントの開催、奈良及びントの開催、奈良及びントの開催、奈良及びチチチチ

ームームームームＰＲ商ＰＲ商ＰＲ商ＰＲ商品品品品の開の開の開の開発発発発並並並並びにびにびにびにアウエアウエアウエアウエーーーーゲゲゲゲームームームーム会場での奈良県の会場での奈良県の会場での奈良県の会場での奈良県のＰＲＰＲＰＲＰＲななななどどどどをををを実施実施実施実施するものでごするものでごするものでごするものでご

ざいます。ちなざいます。ちなざいます。ちなざいます。ちなみみみみに、１に、１に、１に、１シーズシーズシーズシーズンはンはンはンはホホホホームームームームゲゲゲゲームームームーム２２２２６６６６試試試試合、合、合、合、アウエアウエアウエアウエーーーーゲゲゲゲームームームームが２が２が２が２６６６６試試試試合で合で合で合で

行行行行われます。平成２５年度で１われます。平成２５年度で１われます。平成２５年度で１われます。平成２５年度で１，，，，３２３２３２３２６万６万６万６万１１１１，，，，００００００００００００円円円円。。。。債債債債務務務務負担行為負担行為負担行為負担行為により平成２により平成２により平成２により平成２６６６６年年年年

度に１度に１度に１度に１，，，，３３４３３４３３４３３４万万万万９９９９，，，，００００００００００００円円円円の補正をお願いするものでございます。の補正をお願いするものでございます。の補正をお願いするものでございます。の補正をお願いするものでございます。財源財源財源財源といたしましといたしましといたしましといたしまし

ては、国のては、国のては、国のては、国の企企企企業業業業支援型支援型支援型支援型地域雇用創造事業による地域雇用創造事業による地域雇用創造事業による地域雇用創造事業による緊急緊急緊急緊急雇用の雇用の雇用の雇用の基基基基金を金を金を金を活活活活用さ用さ用さ用させせせせていただくことていただくことていただくことていただくこと

としております。としております。としております。としております。
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次の、次の、次の、次の、新規新規新規新規事業の明日事業の明日事業の明日事業の明日香香香香庭庭庭庭球球球球場場場場施設整備施設整備施設整備施設整備事業でございます。事業でございます。事業でございます。事業でございます。

平成２７年度に平成２７年度に平成２７年度に平成２７年度に近畿ブロッ近畿ブロッ近畿ブロッ近畿ブロッククククで開催されますで開催されますで開催されますで開催されます全全全全国高等国高等国高等国高等学校学校学校学校総合総合総合総合体体体体育大会、いわ育大会、いわ育大会、いわ育大会、いわゆゆゆゆるるるるイイイインンンン

ターターターターハハハハイイイイでございますが、これらの大会でございますが、これらの大会でございますが、これらの大会でございますが、これらの大会運営運営運営運営のののの効率化や効率化や効率化や効率化や一一一一般利般利般利般利用者の用者の用者の用者の利利利利便便便便性向性向性向性向上を上を上を上を図図図図るたるたるたるた

め、め、め、め、宿泊宿泊宿泊宿泊機機機機能能能能をををを有有有有するするするするククククラブハウラブハウラブハウラブハウススススのののの新新新新築築築築やややや、、、、テテテテニニニニスコースコースコースコート、ト、ト、ト、クレーコークレーコークレーコークレーコート８ト８ト８ト８面面面面のののの人工人工人工人工芝芝芝芝

化化化化、あ、あ、あ、あずずずずままままややややのののの設置設置設置設置等を等を等を等を考え考え考え考えておりますが、９月補正予算といたしまして、ておりますが、９月補正予算といたしまして、ておりますが、９月補正予算といたしまして、ておりますが、９月補正予算といたしまして、ククククラブハウラブハウラブハウラブハウスススス

新新新新築築築築のための地質のための地質のための地質のための地質調調調調査の査の査の査の費費費費用３８０用３８０用３８０用３８０万円万円万円万円、、、、設設設設計についても本年度から計についても本年度から計についても本年度から計についても本年度から着着着着手をさ手をさ手をさ手をさせせせせていただていただていただていただ

きたいときたいときたいときたいと考え考え考え考えておりますので、ておりますので、ておりますので、ておりますので、債債債債務務務務負担行為負担行為負担行為負担行為により平成２により平成２により平成２により平成２６６６６年度に３年度に３年度に３年度に３，，，，２５０２５０２５０２５０万円万円万円万円の補正の補正の補正の補正

をお願いするものでございます。をお願いするものでございます。をお願いするものでございます。をお願いするものでございます。財源財源財源財源といたしましては、地域・といたしましては、地域・といたしましては、地域・といたしましては、地域・経経経経済済済済活性化基活性化基活性化基活性化基金を金を金を金を活活活活用さ用さ用さ用さ

せせせせていただくこととしております。ていただくこととしております。ていただくこととしております。ていただくこととしております。

なお、ただいまのご説明をさなお、ただいまのご説明をさなお、ただいまのご説明をさなお、ただいまのご説明をさせせせせていただきました２つの事業に係るていただきました２つの事業に係るていただきました２つの事業に係るていただきました２つの事業に係る債債債債務務務務負担行為負担行為負担行為負担行為のののの追追追追加加加加

につきましては、７につきましては、７につきましては、７につきましては、７ペーペーペーページにもジにもジにもジにも記載記載記載記載をさをさをさをさせせせせていただいております。ていただいております。ていただいております。ていただいております。

次に次に次に次に同じペー同じペー同じペー同じページの８安ジの８安ジの８安ジの８安全全全全・安・安・安・安心心心心のののの確確確確保といたしまして、保といたしまして、保といたしまして、保といたしまして、新規新規新規新規事業、事業、事業、事業、カカカカネネネネミ油ミ油ミ油ミ油症症症症健康健康健康健康実実実実態態態態

調調調調査事業でございます。平成２４年９月に議員査事業でございます。平成２４年９月に議員査事業でございます。平成２４年９月に議員査事業でございます。平成２４年９月に議員立法立法立法立法により制定されましたにより制定されましたにより制定されましたにより制定されましたカカカカネネネネミ油ミ油ミ油ミ油症症症症患患患患者者者者

に関するに関するに関するに関する施施施施策の総合策の総合策の総合策の総合的的的的な推進に関するな推進に関するな推進に関するな推進に関する法法法法律律律律にににに基基基基づき、国がづき、国がづき、国がづき、国が実施実施実施実施するするするするカカカカネネネネミ油ミ油ミ油ミ油症症症症健康健康健康健康実実実実態態態態調調調調

査事業について、県が査事業について、県が査事業について、県が査事業について、県が受受受受託をいたしまして託をいたしまして託をいたしまして託をいたしましてカカカカネネネネミ油ミ油ミ油ミ油症症症症認認認認定定定定患患患患者の者の者の者の現在現在現在現在の健康の健康の健康の健康状状状状態態態態等を等を等を等を調調調調査査査査

するもので、３９するもので、３９するもので、３９するもので、３９６万円６万円６万円６万円の補正予算を計上しております。の補正予算を計上しております。の補正予算を計上しております。の補正予算を計上しております。

なお、奈良県なお、奈良県なお、奈良県なお、奈良県在在在在住住住住ののののカカカカネネネネミ油ミ油ミ油ミ油症症症症認認認認定定定定患患患患者は、平成２５年８月者は、平成２５年８月者は、平成２５年８月者は、平成２５年８月現在現在現在現在で２０名いらっしで２０名いらっしで２０名いらっしで２０名いらっしゃゃゃゃいいいい

ます。ます。ます。ます。

続続続続きまして、条例関係の説明で「平成２５年９月定例県議会提出条例」の２７きまして、条例関係の説明で「平成２５年９月定例県議会提出条例」の２７きまして、条例関係の説明で「平成２５年９月定例県議会提出条例」の２７きまして、条例関係の説明で「平成２５年９月定例県議会提出条例」の２７ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、

議第７３議第７３議第７３議第７３号号号号、奈良県環境影、奈良県環境影、奈良県環境影、奈良県環境影響響響響評価評価評価評価条例の一部を改正する条例についてでございます。条例の一部を改正する条例についてでございます。条例の一部を改正する条例についてでございます。条例の一部を改正する条例についてでございます。

今回の条例改正は、環境影今回の条例改正は、環境影今回の条例改正は、環境影今回の条例改正は、環境影響響響響評価法評価法評価法評価法の一部改正にの一部改正にの一部改正にの一部改正に準じ準じ準じ準じてててて行行行行うものでございます。うものでございます。うものでございます。うものでございます。現現現現行行行行のののの

環境影環境影環境影環境影響響響響評価評価評価評価制度では、事業計制度では、事業計制度では、事業計制度では、事業計画画画画がががが決決決決定した定した定した定した後後後後に環境影に環境影に環境影に環境影響響響響評価評価評価評価手手手手続続続続がががが実施実施実施実施されるため、よされるため、よされるため、よされるため、よ

りりりり適切適切適切適切な環境な環境な環境な環境配配配配慮慮慮慮をををを行行行行うための計うための計うための計うための計画画画画のののの見見見見直直直直しなしなしなしなどどどどといったといったといったといった柔軟柔軟柔軟柔軟なななな対応対応対応対応がががが困難困難困難困難でありましたでありましたでありましたでありました

ことから、事業の早ことから、事業の早ことから、事業の早ことから、事業の早期期期期段段段段階階階階から環境から環境から環境から環境配配配配慮慮慮慮をををを図図図図るため、環境影るため、環境影るため、環境影るため、環境影響響響響評価法評価法評価法評価法の一部改正にの一部改正にの一部改正にの一部改正に準じ準じ準じ準じてててて

事業者が計事業者が計事業者が計事業者が計画画画画のののの立立立立案の案の案の案の段段段段階階階階においてにおいてにおいてにおいて対対対対象象象象事業に係る環境の保事業に係る環境の保事業に係る環境の保事業に係る環境の保全全全全のためにのためにのためにのために配配配配慮慮慮慮すすすすべべべべき事項にき事項にき事項にき事項に

ついてついてついてついて検討検討検討検討し、し、し、し、住住住住民民民民や知や知や知や知事の事の事の事の意意意意見見見見をををを聞聞聞聞くようくようくようくよう義義義義務づける務づける務づける務づける配配配配慮慮慮慮書書書書手手手手続続続続をををを導導導導入入入入すること。環境すること。環境すること。環境すること。環境

影影影影響響響響評価評価評価評価のののの方法方法方法方法をををを検討検討検討検討するするするする方法方法方法方法書書書書手手手手続続続続における説明会の開催及び要約における説明会の開催及び要約における説明会の開催及び要約における説明会の開催及び要約書書書書のののの作作作作成、成、成、成、イイイインンンンターターターター

ネネネネッッッットのトのトのトの利利利利用等による関係用等による関係用等による関係用等による関係図書図書図書図書のののの電電電電子子子子縦縦縦縦覧及び事業覧及び事業覧及び事業覧及び事業完了完了完了完了後後後後の環境保の環境保の環境保の環境保全全全全措措措措置置置置等の等の等の等の結果結果結果結果の報の報の報の報

告・告・告・告・公表公表公表公表をををを義義義義務づけることな務づけることな務づけることな務づけることなどどどどの改正をの改正をの改正をの改正を行行行行うものでございます。うものでございます。うものでございます。うものでございます。

施行期施行期施行期施行期日は、平成２日は、平成２日は、平成２日は、平成２６６６６年４月１日を予定しております。ただし、年４月１日を予定しております。ただし、年４月１日を予定しております。ただし、年４月１日を予定しております。ただし、配配配配慮慮慮慮書書書書手手手手続続続続につきましにつきましにつきましにつきまし
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ては、ては、ては、ては、作作作作成等の成等の成等の成等の期期期期間も間も間も間も考考考考慮慮慮慮いたしまして、１年いたしまして、１年いたしまして、１年いたしまして、１年後後後後の平成２７年４月１日を予定しておりまの平成２７年４月１日を予定しておりまの平成２７年４月１日を予定しておりまの平成２７年４月１日を予定しておりま

す。す。す。す。新旧対照表新旧対照表新旧対照表新旧対照表につきましては、３５につきましては、３５につきましては、３５につきましては、３５ペーペーペーページから５０ジから５０ジから５０ジから５０ペーペーペーページにジにジにジに添添添添付をさ付をさ付をさ付をさせせせせていただいておていただいておていただいておていただいてお

ります。ります。ります。ります。

続続続続きまして、報告案件の説明をさきまして、報告案件の説明をさきまして、報告案件の説明をさきまして、報告案件の説明をさせせせせていただきますていただきますていただきますていただきます。。。。「平成２５年度一「平成２５年度一「平成２５年度一「平成２５年度一般般般般会計特別会計会計特別会計会計特別会計会計特別会計

補正予算案その補正予算案その補正予算案その補正予算案その他他他他」をごらんいただきたいと」をごらんいただきたいと」をごらんいただきたいと」をごらんいただきたいと存存存存じじじじます。ます。ます。ます。

７４７４７４７４ペーペーペーページ、報第２７ジ、報第２７ジ、報第２７ジ、報第２７号号号号、地、地、地、地方自治法方自治法方自治法方自治法第１８０条第１項の第１８０条第１項の第１８０条第１項の第１８０条第１項の規規規規定による定による定による定による専専専専決決決決処処処処分分分分について、について、について、について、

奈良県奈良県奈良県奈良県動動動動物物物物のののの愛愛愛愛護護護護及び管理に関する条例の一部を改正する条例の及び管理に関する条例の一部を改正する条例の及び管理に関する条例の一部を改正する条例の及び管理に関する条例の一部を改正する条例の専専専専決決決決処処処処分分分分についてのご報についてのご報についてのご報についてのご報

告でございます。告でございます。告でございます。告でございます。

９月１日に９月１日に９月１日に９月１日に動動動動物物物物のののの愛愛愛愛護護護護及び管理に関する及び管理に関する及び管理に関する及び管理に関する法法法法律律律律について、について、について、について、動動動動物物物物のののの愛愛愛愛護護護護及び管理のより一及び管理のより一及び管理のより一及び管理のより一層層層層

の推進をの推進をの推進をの推進を図図図図るため、るため、るため、るため、動動動動物物物物取取取取扱扱扱扱業の業の業の業の規規規規制を制を制を制を強化強化強化強化するなするなするなするなどどどどの改正がの改正がの改正がの改正が行行行行われ、われ、われ、われ、施行施行施行施行されました。されました。されました。されました。

このこのこのこの法法法法律律律律をををを引引引引用する奈良県用する奈良県用する奈良県用する奈良県動動動動物物物物のののの愛愛愛愛護護護護及び管理に関する条例につきまして、その条項及び管理に関する条例につきまして、その条項及び管理に関する条例につきまして、その条項及び管理に関する条例につきまして、その条項整備整備整備整備

をををを行行行行うためうためうためうため所所所所要の改正を要の改正を要の改正を要の改正を行行行行ったものでございます。ったものでございます。ったものでございます。ったものでございます。

なお、なお、なお、なお、法法法法令令令令の改の改の改の改廃廃廃廃にににに伴伴伴伴うううう引引引引用条項の用条項の用条項の用条項の整備整備整備整備は議会の委は議会の委は議会の委は議会の委任任任任によるによるによるによる知知知知事の事の事の事の専専専専決決決決処処処処分分分分事項とされ事項とされ事項とされ事項とされ

ているとこているとこているとこているところろろろでございますので、そのでございますので、そのでございますので、そのでございますので、その結果結果結果結果を報告さを報告さを報告さを報告させせせせていただくものでございます。ていただくものでございます。ていただくものでございます。ていただくものでございます。

以以以以上がくらし創造部、景観・環境局に関係いたします９月定例県議会提出議案等につい上がくらし創造部、景観・環境局に関係いたします９月定例県議会提出議案等につい上がくらし創造部、景観・環境局に関係いたします９月定例県議会提出議案等につい上がくらし創造部、景観・環境局に関係いたします９月定例県議会提出議案等につい

てでございます。よてでございます。よてでございます。よてでございます。よろろろろしくご審議のほしくご審議のほしくご審議のほしくご審議のほどどどどお願い申し上げます。ありがとうございます。お願い申し上げます。ありがとうございます。お願い申し上げます。ありがとうございます。お願い申し上げます。ありがとうございます。

○中産業・雇用振興部長○中産業・雇用振興部長○中産業・雇用振興部長○中産業・雇用振興部長 それでは、産業・雇用振興部に関係する議案につきましてご説それでは、産業・雇用振興部に関係する議案につきましてご説それでは、産業・雇用振興部に関係する議案につきましてご説それでは、産業・雇用振興部に関係する議案につきましてご説

明を申し上げます。明を申し上げます。明を申し上げます。明を申し上げます。

ままままずずずず、、、、「平成２５年９月定例県議会提出予算案の概要」の２「平成２５年９月定例県議会提出予算案の概要」の２「平成２５年９月定例県議会提出予算案の概要」の２「平成２５年９月定例県議会提出予算案の概要」の２ペーペーペーページ、平成２５年度奈良ジ、平成２５年度奈良ジ、平成２５年度奈良ジ、平成２５年度奈良

県一県一県一県一般般般般会計補正予算案（第３会計補正予算案（第３会計補正予算案（第３会計補正予算案（第３号号号号）に関するものといたしまして、２の雇用）に関するものといたしまして、２の雇用）に関するものといたしまして、２の雇用）に関するものといたしまして、２の雇用対対対対策の推進がご策の推進がご策の推進がご策の推進がご

ざいます。ざいます。ざいます。ざいます。

ままままずずずず１１１１段段段段目の目の目の目の新規新規新規新規事業、事業、事業、事業、在在在在宅宅宅宅就就就就業（業（業（業（テレワークテレワークテレワークテレワーク））））普普普普及及及及促促促促進事業についてでございます。進事業についてでございます。進事業についてでございます。進事業についてでございます。

この事業ではこの事業ではこの事業ではこの事業では多多多多様様様様でででで柔軟柔軟柔軟柔軟なななな働働働働きききき方方方方をををを選選選選択択択択できるできるできるできる社社社社会を会を会を会を実実実実現現現現し、し、し、し、女女女女性性性性、高、高、高、高齢齢齢齢者、者、者、者、障害障害障害障害者等者等者等者等

のののの就就就就業機会の業機会の業機会の業機会の拡拡拡拡大と、大と、大と、大と、仕仕仕仕事と事と事と事と家家家家庭の庭の庭の庭の両両両両立立立立をををを促促促促進するため県進するため県進するため県進するため県内企内企内企内企業及び奈良県業及び奈良県業及び奈良県業及び奈良県在在在在住住住住のののの従従従従業員業員業員業員

を雇用する県を雇用する県を雇用する県を雇用する県外企外企外企外企業に業に業に業にテレワークシステムテレワークシステムテレワークシステムテレワークシステムのののの普普普普及を及を及を及を図図図図ります。平成２５年度で８０８ります。平成２５年度で８０８ります。平成２５年度で８０８ります。平成２５年度で８０８万万万万３３３３，，，，

００００００００００００円円円円、、、、債債債債務務務務負担行為負担行為負担行為負担行為によりまして平成２によりまして平成２によりまして平成２によりまして平成２６６６６年度に３年度に３年度に３年度に３，，，，２０３２０３２０３２０３万円万円万円万円の合計４の合計４の合計４の合計４，，，，０１１０１１０１１０１１万万万万

３３３３，，，，００００００００００００円円円円の補正をお願いするものでございます。の補正をお願いするものでございます。の補正をお願いするものでございます。の補正をお願いするものでございます。

就就就就労労労労困難困難困難困難者者者者在在在在宅宅宅宅就就就就業業業業支援支援支援支援事業についてでございますが、この事業では事業についてでございますが、この事業では事業についてでございますが、この事業では事業についてでございますが、この事業では厳厳厳厳しい雇用しい雇用しい雇用しい雇用情情情情勢勢勢勢のののの

中で、特に中で、特に中で、特に中で、特に外外外外でででで十十十十分分分分にににに就就就就労労労労することがすることがすることがすることが困難困難困難困難ななななひひひひとりとりとりとり親親親親、例、例、例、例ええええばばばば母母母母子子子子、、、、父父父父子子子子家家家家庭の庭の庭の庭の方方方方、、、、寡寡寡寡夫、夫、夫、夫、

障害障害障害障害者を者を者を者を対対対対象象象象にににに家家家家庭と庭と庭と庭と仕仕仕仕事を事を事を事を両両両両立立立立ささささせやせやせやせやすいすいすいすいテレワーカーテレワーカーテレワーカーテレワーカー、、、、在在在在宅宅宅宅就就就就業者と業者と業者と業者と言言言言いますが、そいますが、そいますが、そいますが、そ
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ののののテレワーカーテレワーカーテレワーカーテレワーカーを育成するため業務開を育成するため業務開を育成するため業務開を育成するため業務開拓拓拓拓、、、、仕仕仕仕事のマ事のマ事のマ事のマッチッチッチッチンンンンググググ、、、、就就就就業者としての業者としての業者としての業者としての能能能能力力力力開開開開発発発発をををを

行行行行うためのうためのうためのうための訓練訓練訓練訓練を一を一を一を一体的体的体的体的なななな取取取取りりりり組み組み組み組みとしてとしてとしてとして行行行行い、い、い、い、新新新新たな雇用を創出するものでございます。たな雇用を創出するものでございます。たな雇用を創出するものでございます。たな雇用を創出するものでございます。

この事業は平成２２年度よりこの事業は平成２２年度よりこの事業は平成２２年度よりこの事業は平成２２年度より実施実施実施実施しており、しており、しており、しており、多数多数多数多数のののの応募応募応募応募があるながあるながあるながあるなどどどど社社社社会会会会的的的的に高いに高いに高いに高いニニニニーズーズーズーズ

があることからがあることからがあることからがあることから引引引引きききき続続続続ききききテレワーカーテレワーカーテレワーカーテレワーカーの育成・の育成・の育成・の育成・支援支援支援支援をををを行行行行うため、うため、うため、うため、新新新新たに４５名の定員をたに４５名の定員をたに４５名の定員をたに４５名の定員を設設設設

定して平成２５年度で１定して平成２５年度で１定して平成２５年度で１定して平成２５年度で１，，，，１７７１７７１７７１７７万万万万８８８８，，，，００００００００００００円円円円、、、、債債債債務務務務負担行為負担行為負担行為負担行為によりまして平成２によりまして平成２によりまして平成２によりまして平成２６６６６年年年年

度に５度に５度に５度に５，，，，５８７５８７５８７５８７万円万円万円万円の合計の合計の合計の合計６，６，６，６，７７７７６６６６４４４４万万万万８８８８，，，，００００００００００００円円円円のののの増額増額増額増額補正をお願いするものでござ補正をお願いするものでござ補正をお願いするものでござ補正をお願いするものでござ

います。います。います。います。

なお、この２つの事業に係りますなお、この２つの事業に係りますなお、この２つの事業に係りますなお、この２つの事業に係ります債債債債務務務務負担行為負担行為負担行為負担行為のののの追追追追加につきましては、７加につきましては、７加につきましては、７加につきましては、７ペーペーペーページにもジにもジにもジにも記記記記

載載載載をいたしております。をいたしております。をいたしております。をいたしております。

６ペー６ペー６ペー６ページ、１１そのジ、１１そのジ、１１そのジ、１１その他他他他でございます。上でございます。上でございます。上でございます。上段段段段の国の国の国の国庫庫庫庫返還返還返還返還金でございますが、金でございますが、金でございますが、金でございますが、緊急緊急緊急緊急雇用創出雇用創出雇用創出雇用創出

事業事業事業事業臨時臨時臨時臨時特例特例特例特例基基基基金につきまして、国から金につきまして、国から金につきまして、国から金につきまして、国から復復復復興関興関興関興関連連連連予算を予算を予算を予算を財源財源財源財源とするとするとするとする基基基基金の金の金の金の返還返還返還返還要要要要請請請請にににに基基基基づづづづ

きまして、平成２３年度補正できまして、平成２３年度補正できまして、平成２３年度補正できまして、平成２３年度補正で積み積み積み積み増増増増しをいたしました２１しをいたしました２１しをいたしました２１しをいたしました２１億億億億２２２２，，，，００００００００００００万円万円万円万円から平成２から平成２から平成２から平成２

３年度、２４年度の３年度、２４年度の３年度、２４年度の３年度、２４年度の執執執執行行行行済み済み済み済み額額額額及び平成２５年度当初予算及び平成２５年度当初予算及び平成２５年度当初予算及び平成２５年度当初予算額額額額をををを除除除除いたいたいたいた額額額額等を等を等を等を返還返還返還返還するため、するため、するため、するため、

９９９９，，，，１２５１２５１２５１２５万万万万３３３３，，，，００００００００００００円円円円の補正をお願いするものでございます。の補正をお願いするものでございます。の補正をお願いするものでございます。の補正をお願いするものでございます。

それと、それと、それと、それと、緊急緊急緊急緊急雇用創出事業では、さきにご説明をいたしました国雇用創出事業では、さきにご説明をいたしました国雇用創出事業では、さきにご説明をいたしました国雇用創出事業では、さきにご説明をいたしました国庫庫庫庫返還返還返還返還金のうち、事業金のうち、事業金のうち、事業金のうち、事業

実施実施実施実施によるによるによるによる入札入札入札入札等において等において等において等において執執執執行額行額行額行額がががが確確確確定したことで定したことで定したことで定したことで生じ生じ生じ生じたたたた不不不不用用用用額額額額について、国について、国について、国について、国庫庫庫庫返還返還返還返還のたのたのたのた

めめめめ減減減減額額額額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。

８８８８ペーペーペーページ、平成２５年度奈良県ジ、平成２５年度奈良県ジ、平成２５年度奈良県ジ、平成２５年度奈良県営営営営競輪競輪競輪競輪事業事業事業事業費費費費特別会計補正予算案（第３特別会計補正予算案（第３特別会計補正予算案（第３特別会計補正予算案（第３号号号号）に関しまし）に関しまし）に関しまし）に関しまし

て、て、て、て、債債債債務務務務負担行為負担行為負担行為負担行為補正補正補正補正追追追追加でございます。加でございます。加でございます。加でございます。

奈良県奈良県奈良県奈良県営営営営競輪包競輪包競輪包競輪包括括括括外外外外部委託にかかる契約につきましては、部委託にかかる契約につきましては、部委託にかかる契約につきましては、部委託にかかる契約につきましては、競輪競輪競輪競輪場の開場の開場の開場の開設以設以設以設以来、平成３年来、平成３年来、平成３年来、平成３年

ををををピピピピークークークークにににに車車車車券券券券売売売売り上げがり上げがり上げがり上げが減減減減少少少少し、平成２１年度し、平成２１年度し、平成２１年度し、平成２１年度末末末末にににに発生発生発生発生いたしましたいたしましたいたしましたいたしました赤字赤字赤字赤字をををを解消解消解消解消できなできなできなできな

いままいままいままいまま現在現在現在現在にににに至至至至っているっているっているっている状況状況状況状況の中、本年の中、本年の中、本年の中、本年６６６６月１４日に奈良県月１４日に奈良県月１４日に奈良県月１４日に奈良県営営営営競輪競輪競輪競輪ありありありあり方方方方検討検討検討検討委員会より委員会より委員会より委員会より

県に中間報告が提出されまして、平成２県に中間報告が提出されまして、平成２県に中間報告が提出されまして、平成２県に中間報告が提出されまして、平成２６６６６年から２８年度まで年から２８年度まで年から２８年度まで年から２８年度まで包包包包括括括括外外外外部委託を部委託を部委託を部委託を導導導導入入入入するこするこするこするこ

とでとでとでとで累積赤字累積赤字累積赤字累積赤字をををを解消解消解消解消し、一し、一し、一し、一般般般般会計会計会計会計へへへへのののの繰繰繰繰り出しにより県り出しにより県り出しにより県り出しにより県財財財財政政政政へへへへのののの貢献貢献貢献貢献を目を目を目を目指指指指すこととするすこととするすこととするすこととする

とのとのとのとの方向性方向性方向性方向性がががが示示示示されたとこされたとこされたとこされたところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。

この中間報告をこの中間報告をこの中間報告をこの中間報告を受受受受けまして、県といたしましてけまして、県といたしましてけまして、県といたしましてけまして、県といたしまして包包包包括括括括外外外外部委託の部委託の部委託の部委託の導導導導入入入入をををを検討検討検討検討したしたしたした結果結果結果結果、、、、累累累累

積赤字積赤字積赤字積赤字解消解消解消解消の可の可の可の可能性能性能性能性がががが認認認認められるとともに、められるとともに、められるとともに、められるとともに、民民民民間間間間ノノノノウハウウハウウハウウハウによるによるによるによる新規新規新規新規顧顧顧顧客客客客獲得獲得獲得獲得もももも期期期期待待待待できできできでき

ることからることからることからることから包包包包括括括括外外外外部委託を部委託を部委託を部委託を導導導導入入入入することとし、本年度中に平成２することとし、本年度中に平成２することとし、本年度中に平成２することとし、本年度中に平成２６６６６年度から平成２８年度年度から平成２８年度年度から平成２８年度年度から平成２８年度

の３年間におけるの３年間におけるの３年間におけるの３年間における包包包包括括括括外外外外部委託契約を部委託契約を部委託契約を部委託契約を締結締結締結締結するため、限度するため、限度するため、限度するため、限度額額額額１１１１１１１１億億億億２２２２，，，，７２０７２０７２０７２０万円万円万円万円のののの債債債債務務務務

負担行為負担行為負担行為負担行為のののの設設設設定についてお願いするものでございます。定についてお願いするものでございます。定についてお願いするものでございます。定についてお願いするものでございます。



---- 11116666 ----

続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、「平成２５年度９月定例県議会提出条例」の産業・雇用振興部にかかわる「平成２５年度９月定例県議会提出条例」の産業・雇用振興部にかかわる「平成２５年度９月定例県議会提出条例」の産業・雇用振興部にかかわる「平成２５年度９月定例県議会提出条例」の産業・雇用振興部にかかわる

事項についてご説明を申し上げます。事項についてご説明を申し上げます。事項についてご説明を申し上げます。事項についてご説明を申し上げます。

５１５１５１５１ペーペーペーページ、議第７４ジ、議第７４ジ、議第７４ジ、議第７４号号号号、奈良県、奈良県、奈良県、奈良県緊急緊急緊急緊急雇用創出事業雇用創出事業雇用創出事業雇用創出事業臨時臨時臨時臨時特例特例特例特例基基基基金条例の一部を改正する金条例の一部を改正する金条例の一部を改正する金条例の一部を改正する

条例についてでございます。条例についてでございます。条例についてでございます。条例についてでございます。

本件は、平成２５年７月２日付で本件は、平成２５年７月２日付で本件は、平成２５年７月２日付で本件は、平成２５年７月２日付で厚厚厚厚生生生生労働労働労働労働大大大大臣臣臣臣からからからから復復復復興関興関興関興関連連連連予算で造成された予算で造成された予算で造成された予算で造成された全全全全国国国国向向向向けけけけ

事業に係る事業に係る事業に係る事業に係る基基基基金金金金へへへへのののの対応対応対応対応についてがについてがについてがについてが発発発発出されまして、出されまして、出されまして、出されまして、震震震震災災災災等等等等緊急緊急緊急緊急雇用雇用雇用雇用対応対応対応対応事業のために、事業のために、事業のために、事業のために、

造成された造成された造成された造成された基基基基金の一部を国金の一部を国金の一部を国金の一部を国庫庫庫庫にににに返納返納返納返納するよう要するよう要するよう要するよう要請請請請されたことをされたことをされたことをされたことを受受受受けまして、それにけまして、それにけまして、それにけまして、それに応ず応ず応ず応ずるるるる

べべべべく条例第５条にく条例第５条にく条例第５条にく条例第５条に規規規規定する定する定する定する基基基基金の金の金の金の処処処処分分分分についてについてについてについて所所所所要の改正を要の改正を要の改正を要の改正を行行行行うものでございます。うものでございます。うものでございます。うものでございます。

次に次に次に次に、、、、「平成２５年度一「平成２５年度一「平成２５年度一「平成２５年度一般般般般会計特別会計補正予算案その会計特別会計補正予算案その会計特別会計補正予算案その会計特別会計補正予算案その他他他他」の」の」の」の６６６６７７７７ペーペーペーページ、諮第１ジ、諮第１ジ、諮第１ジ、諮第１号号号号、、、、

行行行行政政政政財財財財産を産を産を産を使使使使用する用する用する用する権権権権利利利利に関するに関するに関するに関する処処処処分分分分にににに対対対対する異議申する異議申する異議申する異議申立立立立てについてでございます。てについてでございます。てについてでございます。てについてでございます。

本件は、本件は、本件は、本件は、知知知知事が平成２５年３月２８日付奈良県事が平成２５年３月２８日付奈良県事が平成２５年３月２８日付奈良県事が平成２５年３月２８日付奈良県指指指指令令令令雇雇雇雇労労労労第第第第６６６６５２５２５２５２号号号号により、異議申しにより、異議申しにより、異議申しにより、異議申し立立立立

てててて人人人人奈良県奈良県奈良県奈良県労働組労働組労働組労働組合合合合連連連連合会議長 井合会議長 井合会議長 井合会議長 井ノ尾寛ノ尾寛ノ尾寛ノ尾寛利利利利にににに対対対対してしてしてして行行行行った、奈良った、奈良った、奈良った、奈良労働労働労働労働会会会会館館館館のののの使使使使用用用用不不不不許可許可許可許可

処処処処分分分分について、平成２５年５月１５日付で次のような理について、平成２５年５月１５日付で次のような理について、平成２５年５月１５日付で次のような理について、平成２５年５月１５日付で次のような理由由由由による異議申しによる異議申しによる異議申しによる異議申し立立立立てがなされたてがなされたてがなされたてがなされた

ものでございます。この理ものでございます。この理ものでございます。この理ものでございます。この理由由由由と、それにと、それにと、それにと、それに対対対対するそれするそれするそれするそれぞぞぞぞれのれのれのれの見解見解見解見解についてご説明をいたしまについてご説明をいたしまについてご説明をいたしまについてご説明をいたしま

す。す。す。す。

ままままずずずず、理、理、理、理由由由由（１）奈良（１）奈良（１）奈良（１）奈良労働労働労働労働会会会会館館館館はははは労働労働労働労働者の福祉と者の福祉と者の福祉と者の福祉と労働労働労働労働条件条件条件条件向向向向上、上、上、上、労働労働労働労働団団団団体体体体のののの活動活動活動活動のためのためのためのため

の県の県の県の県施設施設施設施設としてとしてとしてとして設置設置設置設置されたものであり、されたものであり、されたものであり、されたものであり、他他他他のののの団団団団体体体体とととと競競競競合するからという合するからという合するからという合するからという不不不不許可許可許可許可処処処処分分分分の理の理の理の理由由由由

は本来の奈良は本来の奈良は本来の奈良は本来の奈良労働労働労働労働会会会会館館館館のののの設立設立設立設立の目の目の目の目的的的的をををを逸脱逸脱逸脱逸脱するものとするものとするものとするものと言言言言わざるをわざるをわざるをわざるを得得得得ないとのないとのないとのないとの主主主主張張張張でございでございでございでござい

ますが、これにますが、これにますが、これにますが、これに対対対対しましては、しましては、しましては、しましては、労働労働労働労働会会会会館館館館の本来の用の本来の用の本来の用の本来の用途途途途または目または目または目または目的的的的は、奈良県は、奈良県は、奈良県は、奈良県労働労働労働労働者の者の者の者の文化文化文化文化

のののの向向向向上と福祉の上と福祉の上と福祉の上と福祉の増増増増進を進を進を進を図図図図り、あわり、あわり、あわり、あわせせせせてててて労労労労使使使使関係の健関係の健関係の健関係の健全全全全なななな発発発発展展展展にににに資資資資するために会議室をするために会議室をするために会議室をするために会議室を使使使使用用用用

ささささせせせせることであり、目ることであり、目ることであり、目ることであり、目的外使的外使的外使的外使用に用に用に用に供供供供する部する部する部する部分分分分は本来の用は本来の用は本来の用は本来の用途途途途または目または目または目または目的的的的をををを阻阻阻阻害害害害しないしないしないしない範囲範囲範囲範囲にににに

限定することが限定することが限定することが限定することが相相相相当である。そして、目当である。そして、目当である。そして、目当である。そして、目的外使的外使的外使的外使用が用が用が用が競競競競合した場合については、合した場合については、合した場合については、合した場合については、労働労働労働労働会会会会館館館館目目目目

的外使的外使的外使的外使用許可に係る審査要用許可に係る審査要用許可に係る審査要用許可に係る審査要綱綱綱綱にににに基基基基づき審査をづき審査をづき審査をづき審査を実施実施実施実施し、目し、目し、目し、目的外使的外使的外使的外使用を許可する用を許可する用を許可する用を許可する団団団団体体体体をををを決決決決定し定し定し定し

たものであり、このたものであり、このたものであり、このたものであり、この点点点点で事で事で事で事実実実実のののの評価評価評価評価にににに誤誤誤誤りがあるとりがあるとりがあるとりがあると解せ解せ解せ解せられます。られます。られます。られます。

理理理理由由由由（２）（２）（２）（２）他他他他のののの労働労働労働労働団団団団体体体体とととと競競競競合する部合する部合する部合する部分分分分とととと競競競競合しない部合しない部合しない部合しない部分分分分ははははどどどどのようなのようなのようなのような検討検討検討検討をををを経経経経ていつていつていつていつ

決決決決定されたのか定されたのか定されたのか定されたのか不不不不明であり、また明であり、また明であり、また明であり、また労働労働労働労働団団団団体体体体間と間と間と間と担担担担当当当当課課課課がががが協協協協議し、議し、議し、議し、調調調調整整整整をををを求求求求めるようにと申めるようにと申めるようにと申めるようにと申

しししし入入入入れたが一れたが一れたが一れたが一切調切調切調切調整整整整をされてこなかったとのをされてこなかったとのをされてこなかったとのをされてこなかったとの主主主主張張張張でございますが、これにでございますが、これにでございますが、これにでございますが、これに対対対対しましては、しましては、しましては、しましては、

行行行行政政政政財財財財産の管理者である産の管理者である産の管理者である産の管理者である知知知知事の事の事の事の権権権権限を限を限を限を適適適適正に正に正に正に執執執執行行行行するため、審査要するため、審査要するため、審査要するため、審査要綱綱綱綱にににに基基基基づき審査をづき審査をづき審査をづき審査を実施実施実施実施

し、し、し、し、客客客客観観観観的的的的にににに優優優優先先先先順順順順位位位位をををを判判判判断断断断し許可、し許可、し許可、し許可、不不不不許可を許可を許可を許可を行行行行っており、このっており、このっており、このっており、この点点点点で事で事で事で事実実実実のののの評価評価評価評価にににに誤誤誤誤りがりがりがりが

あるとあるとあるとあると解せ解せ解せ解せられます。られます。られます。られます。



---- 11117777 ----

理理理理由由由由（３）（３）（３）（３）連連連連合奈良が合奈良が合奈良が合奈良が使使使使用している２用している２用している２用している２階階階階スペーススペーススペーススペースが目が目が目が目的外的外的外的外貸貸貸貸与与与与のののの労働労働労働労働団団団団体体体体用の部用の部用の部用の部分分分分であであであであ

り、り、り、り、連連連連合奈良と奈合奈良と奈合奈良と奈合奈良と奈労労労労連連連連の申の申の申の申請請請請がががが競競競競合したと合したと合したと合したと断断断断定し、定し、定し、定し、競競競競合したため審査要合したため審査要合したため審査要合したため審査要綱綱綱綱にににに基基基基づきづきづきづき優優優優先先先先順順順順

位位位位をつけたとするが、当初から奈をつけたとするが、当初から奈をつけたとするが、当初から奈をつけたとするが、当初から奈労労労労連連連連をををを排排排排除除除除するためであり、またするためであり、またするためであり、またするためであり、また排排排排除除除除のためののためののためののための優優優優先先先先順順順順位位位位

をつける審査がをつける審査がをつける審査がをつける審査が公公公公平であり、県平であり、県平であり、県平であり、県知知知知事としての事としての事としての事としての裁量権裁量権裁量権裁量権限と限と限と限と言え言え言え言えないとのないとのないとのないとの主主主主張張張張でございますが、でございますが、でございますが、でございますが、

これにこれにこれにこれに対対対対しましては、目しましては、目しましては、目しましては、目的外使的外使的外使的外使用が用が用が用が競競競競合した場合については、審査要合した場合については、審査要合した場合については、審査要合した場合については、審査要綱綱綱綱にににに基基基基づき審査をづき審査をづき審査をづき審査を実実実実

施施施施し、し、し、し、客客客客観観観観的的的的にににに優優優優先先先先順順順順位位位位をををを判判判判断断断断して目して目して目して目的外使的外使的外使的外使用を許可する用を許可する用を許可する用を許可する団団団団体体体体をををを決決決決定したものである。し定したものである。し定したものである。し定したものである。し

たがって当初から奈たがって当初から奈たがって当初から奈たがって当初から奈労労労労連連連連をををを排排排排除除除除するため、するため、するため、するため、排排排排除除除除のためののためののためののための優優優優先先先先順順順順位位位位をつける審査とのをつける審査とのをつける審査とのをつける審査との主主主主張張張張は、は、は、は、

事事事事実実実実誤誤誤誤認認認認にににに基基基基づくものであるとづくものであるとづくものであるとづくものであると解せ解せ解せ解せられます。られます。られます。られます。

理理理理由由由由（４）についてでございますが、県の（４）についてでございますが、県の（４）についてでございますが、県の（４）についてでございますが、県の行行行行政上の委員会政上の委員会政上の委員会政上の委員会やややや審議会、審議会、審議会、審議会、懇懇懇懇談談談談会、会、会、会、労働労働労働労働団団団団体体体体

の代の代の代の代表表表表がががが参参参参加する加する加する加する各各各各種種種種委員会、審議会においても奈委員会、審議会においても奈委員会、審議会においても奈委員会、審議会においても奈労労労労連連連連からの委員はからの委員はからの委員はからの委員は排排排排除除除除されてきており、されてきており、されてきており、されてきており、

今回の奈良今回の奈良今回の奈良今回の奈良労働労働労働労働会会会会館館館館のののの貸貸貸貸与与与与可可可可能能能能ななななスペーススペーススペーススペースは限られたは限られたは限られたは限られたスペーススペーススペーススペース上の上の上の上の優優優優先先先先順順順順位位位位によるものとによるものとによるものとによるものと

いう県のいう県のいう県のいう県の不不不不許可許可許可許可処処処処分分分分理理理理由由由由に正当に正当に正当に正当性性性性はないとのはないとのはないとのはないとの主主主主張張張張でございますが、これにでございますが、これにでございますが、これにでございますが、これに対対対対しましては、しましては、しましては、しましては、

目目目目的外使的外使的外使的外使用許可の用許可の用許可の用許可の判判判判断断断断につきましては、審査要につきましては、審査要につきましては、審査要につきましては、審査要綱綱綱綱にににに基基基基づき審査をづき審査をづき審査をづき審査を実施実施実施実施し、し、し、し、客客客客観観観観的的的的にににに優優優優先先先先順順順順

位位位位をををを判判判判断断断断しているとこしているとこしているとこしているところろろろであり、そのであり、そのであり、そのであり、その結果結果結果結果として異議申として異議申として異議申として異議申立人立人立人立人にににに対対対対し目し目し目し目的外使的外使的外使的外使用を許可しな用を許可しな用を許可しな用を許可しな

いとしたもので、このいとしたもので、このいとしたもので、このいとしたもので、この点点点点で事で事で事で事実実実実のののの評価評価評価評価にににに誤誤誤誤りがあるとりがあるとりがあるとりがあると解せ解せ解せ解せられます。られます。られます。られます。

異議申し異議申し異議申し異議申し立立立立ての理ての理ての理ての理由由由由とこれらにとこれらにとこれらにとこれらに対対対対しますしますしますします見解見解見解見解はははは以以以以上のとおりでございます。よって、本上のとおりでございます。よって、本上のとおりでございます。よって、本上のとおりでございます。よって、本

件異議申し件異議申し件異議申し件異議申し立立立立てにつきましては、てにつきましては、てにつきましては、てにつきましては、棄却棄却棄却棄却すすすすべべべべきものときものときものときものと考え考え考え考えるとこるとこるとこるところろろろでございますが、地でございますが、地でございますが、地でございますが、地方自方自方自方自

治法治法治法治法第２３８条の７第４項の第２３８条の７第４項の第２３８条の７第４項の第２３８条の７第４項の規規規規定によりまして議会に諮問をした次第でございます。定によりまして議会に諮問をした次第でございます。定によりまして議会に諮問をした次第でございます。定によりまして議会に諮問をした次第でございます。

以以以以上で、産業・雇用振興部の説明を上で、産業・雇用振興部の説明を上で、産業・雇用振興部の説明を上で、産業・雇用振興部の説明を終終終終わらわらわらわらせせせせていただきます。よていただきます。よていただきます。よていただきます。よろろろろしくご審議のほしくご審議のほしくご審議のほしくご審議のほどどどどおおおお

願いいたします。願いいたします。願いいたします。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 それでは、それでは、それでは、それでは、続続続続きまして、農林部きまして、農林部きまして、農林部きまして、農林部所所所所管の議案について説明をいたします。管の議案について説明をいたします。管の議案について説明をいたします。管の議案について説明をいたします。

「平成２５年９月定例県議会提出予算案の概要」の２「平成２５年９月定例県議会提出予算案の概要」の２「平成２５年９月定例県議会提出予算案の概要」の２「平成２５年９月定例県議会提出予算案の概要」の２ペーペーペーページ、３農林業の振興の農業のジ、３農林業の振興の農業のジ、３農林業の振興の農業のジ、３農林業の振興の農業の

６６６６次産業次産業次産業次産業化支援化支援化支援化支援事業ですが、農林事業ですが、農林事業ですが、農林事業ですが、農林漁漁漁漁業者の業者の業者の業者の６６６６次産業次産業次産業次産業化化化化のののの取取取取りりりり組み組み組み組みにににに対対対対するするするする支援体支援体支援体支援体制を奈良制を奈良制を奈良制を奈良

県において県において県において県において整備整備整備整備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。実実実実践践践践研修研修研修研修、、、、人材人材人材人材育成育成育成育成研修研修研修研修会会会会や交や交や交や交流流流流会の開催、農林会の開催、農林会の開催、農林会の開催、農林

漁漁漁漁業者業者業者業者へへへへののののサポーサポーサポーサポートトトト活動活動活動活動等により、奈良県の等により、奈良県の等により、奈良県の等により、奈良県の実実実実情情情情にににに応じ応じ応じ応じたきめたきめたきめたきめ細細細細ややややかなかなかなかなサポーサポーサポーサポートトトト体体体体制を制を制を制を整整整整

ええええるため、るため、るため、るため、６６６６７０７０７０７０万円万円万円万円の補正をお願いをしております。の補正をお願いをしております。の補正をお願いをしております。の補正をお願いをしております。

続続続続きまして、３きまして、３きまして、３きまして、３ペーペーペーページ、まジ、まジ、まジ、まずずずず、農業大、農業大、農業大、農業大学校６学校６学校６学校６次産業次産業次産業次産業化研修拠点整備化研修拠点整備化研修拠点整備化研修拠点整備事業でございますが、事業でございますが、事業でございますが、事業でございますが、

本事業につきましては、本事業につきましては、本事業につきましては、本事業につきましては、設設設設計・計・計・計・施工施工施工施工一一一一体発体発体発体発注注注注方方方方式式式式によるによるによるによる公募型プ公募型プ公募型プ公募型プロロロロポーポーポーポーザザザザルルルルをををを実施実施実施実施すすすすべべべべくくくく

公公公公告をいたしましたが、告をいたしましたが、告をいたしましたが、告をいたしましたが、技技技技術術術術提案提案提案提案書書書書の提出がなかったため、の提出がなかったため、の提出がなかったため、の提出がなかったため、現在現在現在現在仕仕仕仕様書様書様書様書等の等の等の等の見見見見直直直直しをしをしをしを行行行行い、い、い、い、

再公再公再公再公告をしているとこ告をしているとこ告をしているとこ告をしているところろろろでございます。それにでございます。それにでございます。それにでございます。それに伴伴伴伴い、契約予定い、契約予定い、契約予定い、契約予定時期時期時期時期がががが変更変更変更変更となることから、となることから、となることから、となることから、



---- 11118888 ----

適適適適用用用用消費税率消費税率消費税率消費税率のののの引引引引き上げにき上げにき上げにき上げに対応対応対応対応するため、８１０するため、８１０するため、８１０するため、８１０万円万円万円万円の補正をお願いするものでございまの補正をお願いするものでございまの補正をお願いするものでございまの補正をお願いするものでございま

す。す。す。す。

次に、奈良県中次に、奈良県中次に、奈良県中次に、奈良県中央央央央卸売卸売卸売卸売市市市市場事業場事業場事業場事業費費費費特別会計特別会計特別会計特別会計へへへへのののの繰繰繰繰出金ですが、県中出金ですが、県中出金ですが、県中出金ですが、県中央央央央卸売卸売卸売卸売市市市市場の改場の改場の改場の改革革革革にににに

資資資資するするするする施設施設施設施設のののの整備整備整備整備にににに対対対対して、一して、一して、一して、一般般般般会計から特別会計会計から特別会計会計から特別会計会計から特別会計へへへへ２７３２７３２７３２７３万万万万８８８８，，，，００００００００００００円円円円のののの繰繰繰繰り出しをり出しをり出しをり出しを

お願いしております。お願いしております。お願いしております。お願いしております。

続続続続きまして、特きまして、特きまして、特きまして、特選選選選食材食材食材食材流流流流通通通通販路販路販路販路開開開開拓拓拓拓事業ですが、県中事業ですが、県中事業ですが、県中事業ですが、県中央央央央卸売卸売卸売卸売市市市市場の場の場の場の活性化活性化活性化活性化及び及び及び及び取取取取扱扱扱扱高の高の高の高の

拡拡拡拡大に大に大に大に向向向向け、け、け、け、従従従従来の来の来の来の枠組み枠組み枠組み枠組みにとらわれることのないにとらわれることのないにとらわれることのないにとらわれることのない新新新新たな手たな手たな手たな手法法法法といたしまして、といたしまして、といたしまして、といたしまして、イイイインンンンターターターター

ネネネネッッッットトトトシシシショョョョッッッップやプやプやプや駅駅駅駅ナナナナカシカシカシカショョョョッッッッププププにおきまして、大におきまして、大におきまして、大におきまして、大和和和和野野野野菜菜菜菜等の特等の特等の特等の特選選選選食材食材食材食材のののの販売販売販売販売、、、、ＰＲＰＲＰＲＰＲ事業事業事業事業

をををを緊急緊急緊急緊急雇用創出事業を雇用創出事業を雇用創出事業を雇用創出事業を活活活活用して用して用して用して実施実施実施実施するもので、９９５するもので、９９５するもので、９９５するもので、９９５万万万万３３３３，，，，００００００００００００円円円円の補正をお願いしの補正をお願いしの補正をお願いしの補正をお願いし

ております。ております。ております。ております。

続続続続きまして、きまして、きまして、きまして、建建建建築築築築物物物物木造木質木造木質木造木質木造木質化化化化推進事業では、推進事業では、推進事業では、推進事業では、公共施設公共施設公共施設公共施設等等等等へへへへの県産の県産の県産の県産材利材利材利材利用の用の用の用の拡拡拡拡大を推進大を推進大を推進大を推進

するために、奈良するために、奈良するために、奈良するために、奈良市内市内市内市内のののの社社社社会福祉会福祉会福祉会福祉法人法人法人法人による特別による特別による特別による特別養養養養護護護護老老老老人人人人ホホホホームームームームとととと児童発達支援セ児童発達支援セ児童発達支援セ児童発達支援センンンンターターターター

のののの新新新新築築築築におけるにおけるにおけるにおける内内内内装装装装木質木質木質木質化整備化整備化整備化整備にににに対対対対する補する補する補する補助助助助として、２として、２として、２として、２，，，，７５０７５０７５０７５０万円万円万円万円の補正をお願いしての補正をお願いしての補正をお願いしての補正をお願いして

おります。おります。おります。おります。

続続続続きまして、きまして、きまして、きまして、新規新規新規新規事業、地域事業、地域事業、地域事業、地域材利材利材利材利用開用開用開用開発発発発事業では、地域事業では、地域事業では、地域事業では、地域材材材材をををを利利利利用した用した用した用した新新新新製製製製品品品品等の等の等の等の普普普普及及及及及及及及

びびびび建建建建築築築築コスコスコスコストトトト削減削減削減削減をををを実実実実現現現現したしたしたしたモモモモデデデデルルルル住住住住宅宅宅宅のののの整備整備整備整備にににに対対対対し補し補し補し補助助助助をするため、２をするため、２をするため、２をするため、２，，，，９３０９３０９３０９３０万円万円万円万円のののの

補正をお願いしております。補正をお願いしております。補正をお願いしております。補正をお願いしております。

続続続続きまして、きまして、きまして、きまして、森森森森林林林林病病病病害害害害虫虫虫虫等等等等防除防除防除防除事業では、国の事業では、国の事業では、国の事業では、国の強強強強い林業、木い林業、木い林業、木い林業、木材材材材産業産業産業産業構構構構築築築築緊急対緊急対緊急対緊急対策により、策により、策により、策により、

松松松松くいくいくいくい虫被虫被虫被虫被害害害害に係るに係るに係るに係る防除防除防除防除事業が国事業が国事業が国事業が国庫庫庫庫補補補補助助助助のののの対対対対象象象象となったため、一となったため、一となったため、一となったため、一般財源般財源般財源般財源からのからのからのからの財源財源財源財源振振振振替替替替をををを

お願いしております。なお、国の補お願いしております。なお、国の補お願いしております。なお、国の補お願いしております。なお、国の補助率助率助率助率のほうが高のほうが高のほうが高のほうが高率率率率となるため、２３となるため、２３となるため、２３となるため、２３６万６万６万６万７７７７，，，，００００００００００００円円円円

のののの増額増額増額増額補正をお願いするものでございます。補正をお願いするものでございます。補正をお願いするものでございます。補正をお願いするものでございます。

次の、次の、次の、次の、森森森森林林林林生生生生態系態系態系態系保保保保全全全全事業においても事業においても事業においても事業においても同同同同様様様様に、に、に、に、ナラナラナラナラ枯枯枯枯れれれれ被被被被害害害害に係るに係るに係るに係る防除防除防除防除事業が国事業が国事業が国事業が国庫庫庫庫補補補補助助助助

のののの対対対対象象象象にににに組み組み組み組み込込込込まれたことにより、まれたことにより、まれたことにより、まれたことにより、突発的突発的突発的突発的なななな被被被被害防除害防除害防除害防除をををを実施実施実施実施するため、１００するため、１００するため、１００するため、１００万円万円万円万円の補正の補正の補正の補正

をお願いしております。をお願いしております。をお願いしております。をお願いしております。

続続続続きまして、きまして、きまして、きまして、６ペー６ペー６ペー６ページ、１１そのジ、１１そのジ、１１そのジ、１１その他他他他の国の国の国の国庫庫庫庫返還返還返還返還金ですが、金ですが、金ですが、金ですが、森森森森林林林林整備整備整備整備加速加速加速加速化化化化・林業・林業・林業・林業再生基再生基再生基再生基

金につきまして、いわ金につきまして、いわ金につきまして、いわ金につきまして、いわゆゆゆゆるるるる緑緑緑緑ププププロロロロとととと言言言言われておりますが、われておりますが、われておりますが、われておりますが、先先先先ほほほほどどどど来、医療政策部及び産来、医療政策部及び産来、医療政策部及び産来、医療政策部及び産

業・雇用振興部と業・雇用振興部と業・雇用振興部と業・雇用振興部と同同同同様様様様、国からの、国からの、国からの、国からの復復復復興関興関興関興関連連連連予算を予算を予算を予算を財源財源財源財源とするとするとするとする基基基基金の金の金の金の返還返還返還返還要要要要請請請請にににに基基基基づきましづきましづきましづきまし

て、平成２４年度て、平成２４年度て、平成２４年度て、平成２４年度執執執執行行行行済み済み済み済み額額額額及び平成２５年度当初予算及び平成２５年度当初予算及び平成２５年度当初予算及び平成２５年度当初予算額額額額をををを除除除除いたいたいたいた額額額額をををを返還返還返還返還するため、１するため、１するため、１するため、１

４４４４億億億億２２２２，，，，７００７００７００７００万円余万円余万円余万円余の補正をお願いしております。の補正をお願いしております。の補正をお願いしております。の補正をお願いしております。

７７７７ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、債債債債務務務務負担行為負担行為負担行為負担行為の補正でございます。の補正でございます。の補正でございます。の補正でございます。



---- 11119999 ----

追追追追加の特加の特加の特加の特選選選選食材食材食材食材流流流流通通通通販路販路販路販路開開開開拓拓拓拓事業の事業の事業の事業の実施実施実施実施にににに伴伴伴伴いまして、いまして、いまして、いまして、実施期実施期実施期実施期間が平成２間が平成２間が平成２間が平成２６６６６年１０月ま年１０月ま年１０月ま年１０月ま

でを予定しているため、平成２でを予定しているため、平成２でを予定しているため、平成２でを予定しているため、平成２６６６６年度、１年度、１年度、１年度、１，，，，４２４２４２４２６万６万６万６万８８８８，，，，００００００００００００円円円円のののの債債債債務務務務負担行為負担行為負担行為負担行為をお願をお願をお願をお願

いしております。いしております。いしております。いしております。

また、農業大また、農業大また、農業大また、農業大学校６学校６学校６学校６次産業次産業次産業次産業化研修拠点整備化研修拠点整備化研修拠点整備化研修拠点整備事業につきまして、事業につきまして、事業につきまして、事業につきまして、適適適適用用用用消費税率消費税率消費税率消費税率のののの引引引引き上げき上げき上げき上げ

にににに対応対応対応対応するため、平成２するため、平成２するため、平成２するため、平成２６６６６年度から平成２７年度までの年度から平成２７年度までの年度から平成２７年度までの年度から平成２７年度までの債債債債務務務務負担行為額負担行為額負担行為額負担行為額を８を８を８を８億億億億２２２２，，，，０５００５００５００５０

万円万円万円万円から８から８から８から８億億億億４４４４，，，，４００４００４００４００万円万円万円万円にににに変更変更変更変更をお願いしているものでございます。をお願いしているものでございます。をお願いしているものでございます。をお願いしているものでございます。

９９９９ペーペーペーページ、平成２５年度奈良県中ジ、平成２５年度奈良県中ジ、平成２５年度奈良県中ジ、平成２５年度奈良県中央央央央卸売卸売卸売卸売市市市市場事業場事業場事業場事業費費費費特別会計に係る補正でございます。特別会計に係る補正でございます。特別会計に係る補正でございます。特別会計に係る補正でございます。

市市市市場改場改場改場改革施設整備革施設整備革施設整備革施設整備事業では、県と事業では、県と事業では、県と事業では、県と意意意意欲欲欲欲がある事業者とががある事業者とががある事業者とががある事業者とが市市市市場改場改場改場改革革革革関関関関連連連連事業に事業に事業に事業に取取取取りりりり組む協組む協組む協組む協定定定定

のののの締結締結締結締結にににに至至至至ったことから、本ったことから、本ったことから、本ったことから、本協協協協定の県の定の県の定の県の定の県の取取取取りりりり組み組み組み組みを早を早を早を早期期期期にににに実実実実現現現現するするするする必必必必要が要が要が要が生じ生じ生じ生じましたため、ましたため、ましたため、ましたため、

関関関関連連連連商商商商品品品品売売売売場場場場棟棟棟棟の改の改の改の改装装装装整備整備整備整備等について、２等について、２等について、２等について、２，，，，３５３３５３３５３３５３万万万万８８８８，，，，００００００００００００円円円円の補正をお願いするもの補正をお願いするもの補正をお願いするもの補正をお願いするも

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。

続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、「平成２５年９月定例県議会提出条例」の５３「平成２５年９月定例県議会提出条例」の５３「平成２５年９月定例県議会提出条例」の５３「平成２５年９月定例県議会提出条例」の５３ペーペーペーページ、議第７５ジ、議第７５ジ、議第７５ジ、議第７５号号号号、奈良、奈良、奈良、奈良

県県県県森森森森林林林林整備整備整備整備加速加速加速加速化化化化・林業・林業・林業・林業再生基再生基再生基再生基金条例の一部を改正する条例についてでございます。金条例の一部を改正する条例についてでございます。金条例の一部を改正する条例についてでございます。金条例の一部を改正する条例についてでございます。先先先先ほほほほ

どどどどご説明申し上げましたように、ご説明申し上げましたように、ご説明申し上げましたように、ご説明申し上げましたように、森森森森林林林林整備整備整備整備加速加速加速加速化化化化・林業・林業・林業・林業再生基再生基再生基再生基金については、国の金については、国の金については、国の金については、国の復復復復興関興関興関興関

連連連連予算を予算を予算を予算を活活活活用して、平成２３年度２月補正予算で用して、平成２３年度２月補正予算で用して、平成２３年度２月補正予算で用して、平成２３年度２月補正予算で増額増額増額増額をしていただきました。とこをしていただきました。とこをしていただきました。とこをしていただきました。ところろろろが、が、が、が、

このたび７月２日付で農林このたび７月２日付で農林このたび７月２日付で農林このたび７月２日付で農林水水水水産大産大産大産大臣臣臣臣通通通通知知知知により、により、により、により、同基同基同基同基金の金の金の金の使使使使途途途途をををを被被被被災災災災地に地に地に地に対対対対する事業に限する事業に限する事業に限する事業に限

定するとともに、その定するとともに、その定するとともに、その定するとともに、その他他他他の事業については、の事業については、の事業については、の事業については、執執執執行行行行済み済み済み済み額額額額及び平成２５年度予算計上及び平成２５年度予算計上及び平成２５年度予算計上及び平成２５年度予算計上済み済み済み済み額額額額

をををを除除除除いたいたいたいた残額残額残額残額について、速について、速について、速について、速ややややかにかにかにかに返還返還返還返還するよう要するよう要するよう要するよう要請請請請があったとこがあったとこがあったとこがあったところろろろでございます。これにでございます。これにでございます。これにでございます。これに

対応対応対応対応するため、するため、するため、するため、同基同基同基同基金の一部を国に金の一部を国に金の一部を国に金の一部を国に返還返還返還返還する場合に、する場合に、する場合に、する場合に、基基基基金を金を金を金を処処処処分分分分して、そのして、そのして、そのして、その財源財源財源財源にににに充充充充てらてらてらてら

れるようにするためれるようにするためれるようにするためれるようにするため所所所所要の改正を要の改正を要の改正を要の改正を行行行行うものでございます。うものでございます。うものでございます。うものでございます。施行期施行期施行期施行期日につきましては、日につきましては、日につきましては、日につきましては、公公公公布布布布

の日からのの日からのの日からのの日からの施行施行施行施行を予定しております。を予定しております。を予定しております。を予定しております。

以以以以上が、農林部上が、農林部上が、農林部上が、農林部所所所所管の提出議案でございます。よ管の提出議案でございます。よ管の提出議案でございます。よ管の提出議案でございます。よろろろろしくご審議をお願いいたします。しくご審議をお願いいたします。しくご審議をお願いいたします。しくご審議をお願いいたします。

○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県土マネジメント部県土マネジメント部県土マネジメント部所所所所管の提出議案につきまして説明しま管の提出議案につきまして説明しま管の提出議案につきまして説明しま管の提出議案につきまして説明しま

す。す。す。す。

ままままずずずず、、、、「平成２５年９月定例県議会提出予算案の概要」の７「平成２５年９月定例県議会提出予算案の概要」の７「平成２５年９月定例県議会提出予算案の概要」の７「平成２５年９月定例県議会提出予算案の概要」の７ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、債債債債務務務務負担行為負担行為負担行為負担行為補正補正補正補正

です。です。です。です。追追追追加の加の加の加の五條五條五條五條土木事務土木事務土木事務土木事務所所所所十十十十津川津川津川津川復復復復旧旧旧旧復復復復興興興興課課課課庁舎庁舎庁舎庁舎等等等等移転移転移転移転事業にかかる契約です。これは、事業にかかる契約です。これは、事業にかかる契約です。これは、事業にかかる契約です。これは、

当当当当該該該該庁舎庁舎庁舎庁舎ににににエエエエレレレレベベベベーターーターーターーターをををを設置設置設置設置するために、するために、するために、するために、工期工期工期工期をををを確確確確保するために保するために保するために保するために期期期期間を平成２間を平成２間を平成２間を平成２６６６６年度ま年度ま年度ま年度ま

で、限度で、限度で、限度で、限度額額額額は１は１は１は１，，，，２１８２１８２１８２１８万万万万３３３３，，，，００００００００００００円円円円の補正をお願いするものでございます。の補正をお願いするものでございます。の補正をお願いするものでございます。の補正をお願いするものでございます。

以以以以上が予算案でございます。上が予算案でございます。上が予算案でございます。上が予算案でございます。

次に次に次に次に、、、、「平成２５年９月定例県議会提出条例」の５５「平成２５年９月定例県議会提出条例」の５５「平成２５年９月定例県議会提出条例」の５５「平成２５年９月定例県議会提出条例」の５５ペーペーペーページ、議第７ジ、議第７ジ、議第７ジ、議第７６号６号６号６号です。奈良県です。奈良県です。奈良県です。奈良県
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流流流流水占水占水占水占用用用用料料料料等に関する条例の一部を改正する条例です。これは、等に関する条例の一部を改正する条例です。これは、等に関する条例の一部を改正する条例です。これは、等に関する条例の一部を改正する条例です。これは、河河河河川川川川法法法法が改正されまして、が改正されまして、が改正されまして、が改正されまして、

それにそれにそれにそれに伴伴伴伴ったったったった所所所所要の改正を要の改正を要の改正を要の改正を行行行行うものです。改正のうものです。改正のうものです。改正のうものです。改正の内容内容内容内容は、は、は、は、河河河河川川川川法法法法のののの規規規規定で、定で、定で、定で、発発発発電電電電のためにのためにのためにのために

河河河河川川川川流流流流水水水水をををを使使使使うううう占占占占用に係るものの用に係るものの用に係るものの用に係るものの登録登録登録登録制度が制度が制度が制度が設設設設けられました。けられました。けられました。けられました。従前従前従前従前は許可だったのですが、は許可だったのですが、は許可だったのですが、は許可だったのですが、

登録登録登録登録がががが設設設設けられましたので、当けられましたので、当けられましたので、当けられましたので、当該該該該条例で、条例で、条例で、条例で、流流流流水占水占水占水占用用用用料料料料のののの納納納納付者の付者の付者の付者の範囲範囲範囲範囲をこれまでの許可ををこれまでの許可ををこれまでの許可ををこれまでの許可を

受受受受けた者のけた者のけた者のけた者のみみみみならならならならずずずず登録登録登録登録をををを受受受受けた者をけた者をけた者をけた者を追追追追加するものでございます。加するものでございます。加するものでございます。加するものでございます。詳細詳細詳細詳細は、次は、次は、次は、次ペーペーペーページにジにジにジに書書書書

いてございます。いてございます。いてございます。いてございます。

なお、条例改正のなお、条例改正のなお、条例改正のなお、条例改正の施行施行施行施行日は日は日は日は規規規規則則則則で定める日としておりますが、で定める日としておりますが、で定める日としておりますが、で定める日としておりますが、法施行法施行法施行法施行日が日が日が日が判判判判明次第、明次第、明次第、明次第、規規規規

則則則則で定めます。で定めます。で定めます。で定めます。

以以以以上が条例の説明でございます。上が条例の説明でございます。上が条例の説明でございます。上が条例の説明でございます。

次に次に次に次に、、、、「平成２５年度一「平成２５年度一「平成２５年度一「平成２５年度一般般般般会計特別会計補正予算案その会計特別会計補正予算案その会計特別会計補正予算案その会計特別会計補正予算案その他他他他」の」の」の」の６６６６１１１１ペーペーペーページ、契約関係でジ、契約関係でジ、契約関係でジ、契約関係で

ございます。ございます。ございます。ございます。

議第８３議第８３議第８３議第８３号号号号、地す、地す、地す、地すべべべべりりりり激甚激甚激甚激甚災害対災害対災害対災害対策特別策特別策特別策特別緊急緊急緊急緊急事業にかかる事業にかかる事業にかかる事業にかかる請負請負請負請負契約の契約の契約の契約の変更変更変更変更でございます。でございます。でございます。でございます。

これは、今回契約金これは、今回契約金これは、今回契約金これは、今回契約金額額額額をををを変更変更変更変更ささささせせせせていただきますので、議会の議ていただきますので、議会の議ていただきますので、議会の議ていただきますので、議会の議決決決決に付すに付すに付すに付すべべべべき契約及びき契約及びき契約及びき契約及び財財財財

産の産の産の産の取得取得取得取得またはまたはまたはまたは処処処処分分分分に関する条例第２条のに関する条例第２条のに関する条例第２条のに関する条例第２条の規規規規定により議定により議定により議定により議決決決決をををを求求求求めるものでございます。めるものでございます。めるものでございます。めるものでございます。

ままままずずずず、、、、請負請負請負請負契約名は契約名は契約名は契約名は十十十十津川村津川村津川村津川村折折折折立立立立地地地地区区区区地す地す地す地すべべべべりりりり激甚激甚激甚激甚災害対災害対災害対災害対策特別策特別策特別策特別緊急緊急緊急緊急事業事業事業事業工工工工事でござい事でござい事でござい事でござい

ます。ます。ます。ます。請負請負請負請負者は者は者は者は戸戸戸戸田・田・田・田・檜尾檜尾檜尾檜尾特定特定特定特定建設工建設工建設工建設工事事事事共同企共同企共同企共同企業業業業体体体体です。です。です。です。変更前変更前変更前変更前の金の金の金の金額額額額が、１が、１が、１が、１６億６億６億６億４４４４，，，，７７７７

８０８０８０８０万万万万７７７７，，，，００００００００００００円円円円のとこのとこのとこのところろろろを、を、を、を、変更後変更後変更後変更後の金の金の金の金額額額額１７１７１７１７億億億億９９９９，，，，３３３３６６６６１１１１万万万万５５５５，，，，２５０２５０２５０２５０円円円円、１、１、１、１億億億億４４４４，，，，

５８０５８０５８０５８０万万万万８８８８，，，，２５０２５０２５０２５０円円円円のののの増額増額増額増額でございます。このでございます。このでございます。このでございます。この工工工工事は土事は土事は土事は土どどどどめのめのめのめの擁壁擁壁擁壁擁壁工工工工において地において地において地において地盤盤盤盤をををを掘掘掘掘

削削削削したとこしたとこしたとこしたところろろろ、、、、ボボボボーリーリーリーリンンンング調グ調グ調グ調査で査で査で査で想想想想定していた土質条件と異なっていたために定していた土質条件と異なっていたために定していた土質条件と異なっていたために定していた土質条件と異なっていたために工法工法工法工法のののの変更変更変更変更

がががが生じ生じ生じ生じたもので、それにたもので、それにたもので、それにたもので、それに伴伴伴伴う契約う契約う契約う契約変更変更変更変更をををを行行行行うものでございます。うものでございます。うものでございます。うものでございます。

６６６６２２２２ペーペーペーページ、議第８４ジ、議第８４ジ、議第８４ジ、議第８４号号号号、、、、公共公共公共公共土木土木土木土木施設災害施設災害施設災害施設災害復復復復旧旧旧旧事業及び地す事業及び地す事業及び地す事業及び地すべべべべりりりり激甚激甚激甚激甚災害災害災害災害特別特別特別特別緊急緊急緊急緊急事事事事

業にかかる業にかかる業にかかる業にかかる請負請負請負請負契約の契約の契約の契約の変更変更変更変更についてでございます。これもについてでございます。これもについてでございます。これもについてでございます。これも先先先先ほほほほどどどどとととと同じ同じ同じ同じもので、契約金もので、契約金もので、契約金もので、契約金額額額額

のののの変更変更変更変更の議の議の議の議決決決決をををを求求求求めるものでございます。めるものでございます。めるものでございます。めるものでございます。

請負請負請負請負契約名は契約名は契約名は契約名は熊熊熊熊野川・野川・野川・野川・宇宇宇宇宮原地宮原地宮原地宮原地区区区区河河河河川川川川災害災害災害災害復復復復旧旧旧旧事業・地す事業・地す事業・地す事業・地すべべべべりりりり激甚激甚激甚激甚災害対災害対災害対災害対策特別策特別策特別策特別緊急緊急緊急緊急事事事事

業業業業工工工工事です。事です。事です。事です。請負請負請負請負者は大者は大者は大者は大豊豊豊豊・光・光・光・光和和和和特定特定特定特定建設工建設工建設工建設工事事事事共同企共同企共同企共同企業業業業体体体体でございます。金でございます。金でございます。金でございます。金額額額額で、で、で、で、変更前変更前変更前変更前

がががが６億６億６億６億７７７７，６，６，６，６３１３１３１３１万万万万２５０２５０２５０２５０円円円円を、を、を、を、変更後６億変更後６億変更後６億変更後６億９９９９，，，，５２４５２４５２４５２４万万万万３３３３，，，，８５０８５０８５０８５０円円円円で、１で、１で、１で、１，，，，８９３８９３８９３８９３万万万万

３３３３，６，６，６，６００００００００円円円円のののの増額増額増額増額でございます。こちらのでございます。こちらのでございます。こちらのでございます。こちらの変更変更変更変更は、は、は、は、労労労労務務務務単単単単価価価価上上上上昇昇昇昇へへへへのののの対応対応対応対応の特例の特例の特例の特例措措措措置置置置とととと

して、して、して、して、実実実実はこの契約は平成２５年度に契約をいたしましたが、はこの契約は平成２５年度に契約をいたしましたが、はこの契約は平成２５年度に契約をいたしましたが、はこの契約は平成２５年度に契約をいたしましたが、前前前前年度の年度の年度の年度の労労労労務務務務単単単単価価価価をををを適適適適用し用し用し用し

ており、今回それを平成２５年度のており、今回それを平成２５年度のており、今回それを平成２５年度のており、今回それを平成２５年度の労労労労務務務務単単単単価価価価にににに基基基基づくづくづくづく請負請負請負請負金金金金額額額額にににに変更変更変更変更するものでございまするものでございまするものでございまするものでございま

す。す。す。す。
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次に、次に、次に、次に、６６６６３３３３ペーペーペーページ、議第８５ジ、議第８５ジ、議第８５ジ、議第８５号号号号、、、、流流流流域域域域下下下下水道水道水道水道事業にかかる事業にかかる事業にかかる事業にかかる請負請負請負請負契約の契約の契約の契約の締結締結締結締結です。です。です。です。先先先先ほほほほどどどど

まではまではまではまでは変更変更変更変更でございますが、こちらはでございますが、こちらはでございますが、こちらはでございますが、こちらは締結締結締結締結です。これは議会の議です。これは議会の議です。これは議会の議です。これは議会の議決決決決に付すに付すに付すに付すべべべべき契約及びき契約及びき契約及びき契約及び財財財財

産の産の産の産の取得取得取得取得またはまたはまたはまたは処処処処分分分分に関する条例第２条のに関する条例第２条のに関する条例第２条のに関する条例第２条の規規規規定により議定により議定により議定により議決決決決をををを求求求求めるものでございます。めるものでございます。めるものでございます。めるものでございます。

工工工工事名、大事名、大事名、大事名、大和和和和川上川上川上川上流流流流流流流流域域域域下下下下水道水道水道水道事業第１事業第１事業第１事業第１処処処処理理理理区区区区浄浄浄浄化セ化セ化セ化センンンンターターターター電気電気電気電気棟棟棟棟建設建設建設建設（（（（電気電気電気電気設備設備設備設備））））工工工工

事でございます。事でございます。事でございます。事でございます。工工工工事場事場事場事場所所所所は、大は、大は、大は、大和和和和郡郡郡郡山山山山市額市額市額市額田部南田部南田部南田部南町町町町です。です。です。です。工工工工事事事事期期期期間は契約間は契約間は契約間は契約締結締結締結締結の日からの日からの日からの日から

平成２８年３月２５日まで、契約金平成２８年３月２５日まで、契約金平成２８年３月２５日まで、契約金平成２８年３月２５日まで、契約金額額額額は１０は１０は１０は１０億６６億６６億６６億６６５５５５万万万万２２２２，，，，８５０８５０８５０８５０円円円円です。契約のです。契約のです。契約のです。契約の相相相相手手手手方方方方、、、、

株式株式株式株式会会会会社社社社明明明明電舎電舎電舎電舎関関関関西西西西支支支支社社社社でございます。このでございます。このでございます。このでございます。この工工工工事は事は事は事は浄浄浄浄化セ化セ化セ化センンンンターターターターのののの汚水汚水汚水汚水処処処処理理理理施設へ施設へ施設へ施設へのののの電電電電力力力力

供供供供給給給給設備設備設備設備であります特高であります特高であります特高であります特高需需需需変変変変電電電電設備設備設備設備等が等が等が等が既既既既にににに耐耐耐耐用年用年用年用年数数数数をををを経経経経過過過過していることから、当していることから、当していることから、当していることから、当該該該該機機機機器器器器

のののの更新更新更新更新をををを行行行行うものでございます。うものでございます。うものでございます。うものでございます。

次に、次に、次に、次に、６６６６５５５５ペーペーペーページ、議第８７ジ、議第８７ジ、議第８７ジ、議第８７号号号号、、、、建建建建物物物物収去収去収去収去土地明土地明土地明土地明渡渡渡渡請請請請求求求求事件についてでございます。こ事件についてでございます。こ事件についてでございます。こ事件についてでございます。こ

れは、土地れは、土地れは、土地れは、土地売買売買売買売買に関する契約にに関する契約にに関する契約にに関する契約に基基基基づくづくづくづく建建建建物物物物のののの収去収去収去収去及び土地明け及び土地明け及び土地明け及び土地明け渡渡渡渡しに係るしに係るしに係るしに係る請請請請求訴訟求訴訟求訴訟求訴訟を提を提を提を提起起起起

するものでございます。これは、県するものでございます。これは、県するものでございます。これは、県するものでございます。これは、県道宇太道宇太道宇太道宇太三三三三茶屋茶屋茶屋茶屋線線線線のののの道路道路道路道路改良事業におきまして、平成２改良事業におきまして、平成２改良事業におきまして、平成２改良事業におきまして、平成２

４年３月に契約４年３月に契約４年３月に契約４年３月に契約締結締結締結締結をしたをしたをしたをした宇陀宇陀宇陀宇陀市内市内市内市内の保の保の保の保証物証物証物証物件つき用地が、土地の明け件つき用地が、土地の明け件つき用地が、土地の明け件つき用地が、土地の明け渡渡渡渡しししし期期期期限でありま限でありま限でありま限でありま

す平成２５年３月３１日までにす平成２５年３月３１日までにす平成２５年３月３１日までにす平成２５年３月３１日までに支障支障支障支障物物物物件件件件や動や動や動や動産の産の産の産の撤撤撤撤去去去去がががが履履履履行行行行されておりまされておりまされておりまされておりませせせせん。そして、ん。そして、ん。そして、ん。そして、

平成２５年４月平成２５年４月平成２５年４月平成２５年４月以以以以降降降降もももも継継継継続続続続してしてしてして相相相相手手手手方方方方に催告に催告に催告に催告書書書書によるによるによるによる任意任意任意任意撤撤撤撤去去去去をををを求求求求めてまいりましたが、めてまいりましたが、めてまいりましたが、めてまいりましたが、

いまだいまだいまだいまだ相相相相手手手手方方方方のののの債債債債務の務の務の務の不履不履不履不履行行行行、つまり、つまり、つまり、つまり支障支障支障支障物物物物件件件件動動動動産の産の産の産の撤撤撤撤去去去去、そして土地の明け、そして土地の明け、そして土地の明け、そして土地の明け渡渡渡渡しができしができしができしができ

ないというないというないというないという債債債債務務務務不履不履不履不履行行行行により、により、により、により、支障支障支障支障物物物物件件件件や動や動や動や動産の産の産の産の撤撤撤撤去去去去及び土地明け及び土地明け及び土地明け及び土地明け渡渡渡渡しのしのしのしの見見見見通しが通しが通しが通しが立立立立たなたなたなたな

いということでいということでいということでいということで訴訴訴訴ええええを提を提を提を提起起起起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。

以以以以上で県土マネジメント部上で県土マネジメント部上で県土マネジメント部上で県土マネジメント部所所所所管の提出議案の説明を管の提出議案の説明を管の提出議案の説明を管の提出議案の説明を終終終終わらわらわらわらせせせせていただきます。よていただきます。よていただきます。よていただきます。よろろろろしくしくしくしく

お願いいたします。お願いいたします。お願いいたします。お願いいたします。

○林まちづくり推進局長○林まちづくり推進局長○林まちづくり推進局長○林まちづくり推進局長 続続続続きまして、まちづくり推進局きまして、まちづくり推進局きまして、まちづくり推進局きまして、まちづくり推進局所所所所管の９月定例県議会議案につ管の９月定例県議会議案につ管の９月定例県議会議案につ管の９月定例県議会議案につ

いてご説明いたします。いてご説明いたします。いてご説明いたします。いてご説明いたします。

「平成２５年９月定例県議会提出予算案の概要」の２「平成２５年９月定例県議会提出予算案の概要」の２「平成２５年９月定例県議会提出予算案の概要」の２「平成２５年９月定例県議会提出予算案の概要」の２ペーペーペーページ、１観光の振興、ジ、１観光の振興、ジ、１観光の振興、ジ、１観光の振興、新規新規新規新規事業、事業、事業、事業、

奈良奈良奈良奈良公園公園公園公園観光観光観光観光キャキャキャキャンンンンペーペーペーペーン事業ですが、平成２７年からン事業ですが、平成２７年からン事業ですが、平成２７年からン事業ですが、平成２７年から実施実施実施実施されますされますされますされます春春春春日大日大日大日大社式社式社式社式年造年造年造年造替替替替をををを

契機といたしまして、契機といたしまして、契機といたしまして、契機といたしまして、広広広広報用報用報用報用映像映像映像映像の制の制の制の制作作作作、、、、ガガガガイドイドイドイドブッブッブッブッククククのののの作作作作成、奈良成、奈良成、奈良成、奈良公園公園公園公園誘誘誘誘客客客客促促促促進進進進キャキャキャキャンンンン

ペーペーペーペーンなンなンなンなどどどどをををを展展展展開するため、金開するため、金開するため、金開するため、金額額額額１１１１，，，，５００５００５００５００万円万円万円万円の補正をお願いするものです。の補正をお願いするものです。の補正をお願いするものです。の補正をお願いするものです。

次の、次の、次の、次の、同じ同じ同じ同じくくくく新規新規新規新規事業、奈良事業、奈良事業、奈良事業、奈良公園公園公園公園観光地域観光地域観光地域観光地域活性化基活性化基活性化基活性化基金金金金積積積積立立立立金ですが、金ですが、金ですが、金ですが、全全全全国からの国からの国からの国からの寄附寄附寄附寄附金金金金

をををを財源財源財源財源といたしまして、奈良といたしまして、奈良といたしまして、奈良といたしまして、奈良公園公園公園公園の観光の観光の観光の観光資源資源資源資源としてのとしてのとしてのとしての価価価価値値値値を高める事業をを高める事業をを高める事業をを高める事業を支援支援支援支援するため、するため、するため、するため、

奈良奈良奈良奈良公園公園公園公園観光地域観光地域観光地域観光地域活性化基活性化基活性化基活性化基金を創金を創金を創金を創設設設設するもので、するもので、するもので、するもので、積積積積立立立立金といたしまして金金といたしまして金金といたしまして金金といたしまして金額額額額１１１１，，，，００００００００００００万万万万

円円円円の補正をお願いするものです。の補正をお願いするものです。の補正をお願いするものです。の補正をお願いするものです。
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なお、このなお、このなお、このなお、この基基基基金でございますけれ金でございますけれ金でございますけれ金でございますけれどどどども、この度も、この度も、この度も、この度認認認認められました奈良められました奈良められました奈良められました奈良公園公園公園公園観光地域観光地域観光地域観光地域活性化活性化活性化活性化

総合特総合特総合特総合特区区区区の県の県の県の県独独独独自自自自メメメメニュニュニュニューーーーにも上げているものでございます。にも上げているものでございます。にも上げているものでございます。にも上げているものでございます。

新規新規新規新規事業の事業の事業の事業の外外外外国国国国人人人人観光観光観光観光客へ客へ客へ客へのおもてなし事業ですが、奈良のおもてなし事業ですが、奈良のおもてなし事業ですが、奈良のおもてなし事業ですが、奈良公園公園公園公園をををを訪訪訪訪れるれるれるれる外外外外国国国国人人人人観光観光観光観光客客客客のののの

安安安安全全全全・安・安・安・安心心心心及び及び及び及び満足満足満足満足度の度の度の度の向向向向上を目上を目上を目上を目的的的的といたしまして、２４といたしまして、２４といたしまして、２４といたしまして、２４時時時時間間間間体体体体制での観光案制での観光案制での観光案制での観光案内や内や内や内やトトトトラブラブラブラブ

ル発生時ル発生時ル発生時ル発生時におきますにおきますにおきますにおきます外外外外国国国国語語語語のののの対応対応対応対応ををををスムーズスムーズスムーズスムーズにににに行行行行うため、うため、うため、うため、電電電電話話話話による通による通による通による通訳訳訳訳サービスサービスサービスサービスをををを導導導導入入入入

するもので、金するもので、金するもので、金するもので、金額額額額１１９１１９１１９１１９万万万万７７７７，，，，００００００００００００円円円円の補正をお願いするものです。の補正をお願いするものです。の補正をお願いするものです。の補正をお願いするものです。

５５５５ペーペーペーページ、８安ジ、８安ジ、８安ジ、８安全全全全・安・安・安・安心心心心のののの確確確確保、保、保、保、住住住住宅宅宅宅・・・・建建建建築築築築物耐震物耐震物耐震物耐震化化化化促促促促進事業でございますが、２つあ進事業でございますが、２つあ進事業でございますが、２つあ進事業でございますが、２つあ

りまして、１つ目はりまして、１つ目はりまして、１つ目はりまして、１つ目は耐震耐震耐震耐震診断診断診断診断がががが義義義義務務務務化化化化されましたされましたされましたされました病院病院病院病院ななななどどどどの大の大の大の大規模建規模建規模建規模建築築築築物物物物のののの耐震耐震耐震耐震診断診断診断診断に要に要に要に要

しますしますしますします経費経費経費経費について、について、について、について、市町市町市町市町村と村と村と村と協調協調協調協調いたしまして補いたしまして補いたしまして補いたしまして補助助助助をををを行行行行うものです。うものです。うものです。うものです。

２つ目は、２つ目は、２つ目は、２つ目は、耐震耐震耐震耐震改改改改修修修修促促促促進計進計進計進計画画画画におけるにおけるにおけるにおける避難路避難路避難路避難路のののの指指指指定に定に定に定に向向向向け、け、け、け、耐震耐震耐震耐震診断診断診断診断がががが義義義義務務務務化化化化されるされるされるされる緊緊緊緊

急急急急輸輸輸輸送送送送道路沿道道路沿道道路沿道道路沿道のののの建建建建築築築築物物物物をををを調調調調査するもので、あわ査するもので、あわ査するもので、あわ査するもので、あわせせせせて金て金て金て金額額額額１１１１，，，，８７５８７５８７５８７５万円万円万円万円の補正をお願いの補正をお願いの補正をお願いの補正をお願い

するものです。するものです。するものです。するものです。

６ペー６ペー６ペー６ページ、９ジ、９ジ、９ジ、９紀伊半島紀伊半島紀伊半島紀伊半島大大大大水水水水害害害害からのからのからのからの復復復復旧旧旧旧・・・・復復復復興の興の興の興の応急応急応急応急仮仮仮仮設設設設住住住住宅宅宅宅延延延延長事業でございます。長事業でございます。長事業でございます。長事業でございます。

紀伊半島紀伊半島紀伊半島紀伊半島大大大大水水水水害害害害のののの避難避難避難避難者が者が者が者が帰帰帰帰宅宅宅宅可可可可能能能能となるまでとなるまでとなるまでとなるまで住住住住みみみみ続続続続けていただくため、けていただくため、けていただくため、けていただくため、応急応急応急応急仮仮仮仮設設設設住住住住宅宅宅宅のののの

契約契約契約契約期期期期間を間を間を間を延延延延長するもので、長するもので、長するもので、長するもので、期期期期間間間間延延延延長に要します長に要します長に要します長に要します住住住住宅宅宅宅賃賃賃賃借借借借料料料料、保、保、保、保守守守守点点点点検検検検費費費費用のほか、安用のほか、安用のほか、安用のほか、安全全全全

対対対対策に係ります策に係ります策に係ります策に係ります経費経費経費経費として、金として、金として、金として、金額６額６額６額６７９７９７９７９万万万万１１１１，，，，００００００００００００円円円円の補正と、平成２の補正と、平成２の補正と、平成２の補正と、平成２６６６６年度までに限年度までに限年度までに限年度までに限

度度度度額額額額７２８７２８７２８７２８万万万万５５５５，，，，００００００００００００円円円円のののの債債債債務務務務負担行為負担行為負担行為負担行為の補正をお願いするものです。の補正をお願いするものです。の補正をお願いするものです。の補正をお願いするものです。

なお、なお、なお、なお、災害災害災害災害救救救救助法助法助法助法に定められましたに定められましたに定められましたに定められました供供供供用用用用期期期期間ですけれ間ですけれ間ですけれ間ですけれどどどども、平成２も、平成２も、平成２も、平成２６６６６年１月から２月に年１月から２月に年１月から２月に年１月から２月に

到到到到来することから、特定来することから、特定来することから、特定来することから、特定非非非非常常常常災害災害災害災害のののの指指指指定による定による定による定による供供供供用用用用期期期期限の限の限の限の延延延延長な長な長な長などどどどにつきまして国ともにつきまして国ともにつきまして国ともにつきまして国とも相相相相

談談談談をしているとこをしているとこをしているとこをしているところろろろでございますが、県といたしましては、これらでございますが、県といたしましては、これらでございますが、県といたしましては、これらでございますが、県といたしましては、これら期期期期限にかかわら限にかかわら限にかかわら限にかかわらずずずず避難避難避難避難

者が早者が早者が早者が早期期期期帰帰帰帰宅宅宅宅できますよう、できますよう、できますよう、できますよう、引引引引きききき続続続続き国、き国、き国、き国、市市市市、村と、村と、村と、村と連携連携連携連携してしてしてして取取取取りりりり組組組組んでまいります。んでまいります。んでまいります。んでまいります。

７７７７ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、債債債債務務務務負担行為負担行為負担行為負担行為の補正でございます。の補正でございます。の補正でございます。の補正でございます。追追追追加の加の加の加の応急応急応急応急仮仮仮仮設設設設住住住住宅宅宅宅延延延延長事業にかかる契長事業にかかる契長事業にかかる契長事業にかかる契

約ですが、今説明しましたように、約ですが、今説明しましたように、約ですが、今説明しましたように、約ですが、今説明しましたように、期期期期間として平成２間として平成２間として平成２間として平成２６６６６年度まで、限度年度まで、限度年度まで、限度年度まで、限度額額額額７２８７２８７２８７２８万万万万５５５５，，，，００００

００００００００円円円円の補正をお願いするものです。の補正をお願いするものです。の補正をお願いするものです。の補正をお願いするものです。

次に、次に、次に、次に、変更変更変更変更のののの街路街路街路街路改良事業にかかる契約ですが、これは改良事業にかかる契約ですが、これは改良事業にかかる契約ですが、これは改良事業にかかる契約ですが、これは新新新新県県県県立立立立奈良奈良奈良奈良病院病院病院病院ののののアアアアクセスクセスクセスクセス道路道路道路道路

でございます。でございます。でございます。でございます。石石石石木城木城木城木城線線線線のののの整備整備整備整備につきましてにつきましてにつきましてにつきまして現現現現地地地地測量測量測量測量をををを踏踏踏踏ままままええええ当当当当病院病院病院病院のののの敷敷敷敷地造成、さらに地造成、さらに地造成、さらに地造成、さらに

はははは道路道路道路道路整備整備整備整備の合計の合計の合計の合計額額額額で、で、で、で、全体全体全体全体事業事業事業事業費費費費がががが最最最最少少少少になりますよう造成高さをになりますよう造成高さをになりますよう造成高さをになりますよう造成高さを変更変更変更変更してしてしてして残残残残土土土土発生発生発生発生をををを

抑抑抑抑ええええたたたた結果結果結果結果、トンネ、トンネ、トンネ、トンネルルルルでの土かぶりがでの土かぶりがでの土かぶりがでの土かぶりが厚厚厚厚くなります。そのためにトンネくなります。そのためにトンネくなります。そのためにトンネくなります。そのためにトンネル構ル構ル構ル構造の造の造の造の強化強化強化強化がががが必必必必

要となったことから、補正要となったことから、補正要となったことから、補正要となったことから、補正後後後後の限度の限度の限度の限度額額額額１１１１６億６億６億６億７７７７，，，，２００２００２００２００万円万円万円万円、、、、増増増増加加加加額額額額１２１２１２１２億円億円億円億円の補正をおの補正をおの補正をおの補正をお

願いするものでございます。願いするものでございます。願いするものでございます。願いするものでございます。
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以以以以上が９月補正予算でございます。上が９月補正予算でございます。上が９月補正予算でございます。上が９月補正予算でございます。

続続続続いていていていて、、、、「平成２５年９月定例県議会提出条例」の１「平成２５年９月定例県議会提出条例」の１「平成２５年９月定例県議会提出条例」の１「平成２５年９月定例県議会提出条例」の１ペーペーペーページ、議第ジ、議第ジ、議第ジ、議第６６６６８８８８号号号号、奈良県、奈良県、奈良県、奈良県附属附属附属附属

機関に関する条例の一部を改正する条例でございます。機関に関する条例の一部を改正する条例でございます。機関に関する条例の一部を改正する条例でございます。機関に関する条例の一部を改正する条例でございます。知知知知事の事の事の事の附属附属附属附属機関として奈良機関として奈良機関として奈良機関として奈良公園公園公園公園観観観観

光地域光地域光地域光地域活性化活性化活性化活性化審査会を審査会を審査会を審査会を設置設置設置設置するため、するため、するため、するため、所所所所要の改正を要の改正を要の改正を要の改正を行行行行うものです。改正のうものです。改正のうものです。改正のうものです。改正の内容内容内容内容でございまでございまでございまでございま

すが、すが、すが、すが、同同同同審査会を審査会を審査会を審査会を設置設置設置設置し、奈良し、奈良し、奈良し、奈良公園公園公園公園観光地域の観光地域の観光地域の観光地域の活性化活性化活性化活性化に係る事業についての審査に関するに係る事業についての審査に関するに係る事業についての審査に関するに係る事業についての審査に関する

事務を事務を事務を事務を担担担担任任任任ささささせせせせるものでございます。なお、るものでございます。なお、るものでございます。なお、るものでございます。なお、施行施行施行施行日でございますが、日でございますが、日でございますが、日でございますが、公公公公布布布布の日でございまの日でございまの日でございまの日でございま

す。す。す。す。

続続続続いて、いて、いて、いて、６６６６１１１１ペーペーペーページ、議第７８ジ、議第７８ジ、議第７８ジ、議第７８号号号号、奈良、奈良、奈良、奈良公園公園公園公園観光地域観光地域観光地域観光地域活性化基活性化基活性化基活性化基金条例でございます。金条例でございます。金条例でございます。金条例でございます。基基基基

金の目金の目金の目金の目的的的的は予算案でご説明いたしましたが、は予算案でご説明いたしましたが、は予算案でご説明いたしましたが、は予算案でご説明いたしましたが、個個個個人や人や人や人や民民民民間間間間企企企企業からの業からの業からの業からの寄附寄附寄附寄附金を金を金を金を財源財源財源財源とするもとするもとするもとするも

のでして、県といたしましては、こののでして、県といたしましては、こののでして、県といたしましては、こののでして、県といたしましては、この基基基基金により、金により、金により、金により、伝統伝統伝統伝統行行行行事または観光振興事業の事または観光振興事業の事または観光振興事業の事または観光振興事業の実施実施実施実施、、、、

文化財文化財文化財文化財のののの修修修修復復復復または保または保または保または保全全全全、、、、歴史歴史歴史歴史的建的建的建的建造造造造物物物物のののの再建再建再建再建、その、その、その、その他他他他の奈良の奈良の奈良の奈良公園公園公園公園の観光の観光の観光の観光資源資源資源資源のののの価価価価値値値値を高を高を高を高

める事業をめる事業をめる事業をめる事業を支援支援支援支援いたします。なお、いたします。なお、いたします。なお、いたします。なお、施行施行施行施行日につきましては日につきましては日につきましては日につきましては公公公公布布布布の日でございます。の日でございます。の日でございます。の日でございます。

ここまでが定例県議会の提出条例でございます。ここまでが定例県議会の提出条例でございます。ここまでが定例県議会の提出条例でございます。ここまでが定例県議会の提出条例でございます。

続続続続いていていていて、、、、「平成２５年度一「平成２５年度一「平成２５年度一「平成２５年度一般般般般会計特別会計補正予算案その会計特別会計補正予算案その会計特別会計補正予算案その会計特別会計補正予算案その他他他他」の」の」の」の６６６６４４４４ペーペーペーページ、議第８ジ、議第８ジ、議第８ジ、議第８６６６６

号号号号、、、、住住住住宅建設宅建設宅建設宅建設事業にかかる事業にかかる事業にかかる事業にかかる請負請負請負請負契約の契約の契約の契約の締結締結締結締結についてですが、これは議会の議についてですが、これは議会の議についてですが、これは議会の議についてですが、これは議会の議決決決決に付すに付すに付すに付すべべべべきききき

契約及び契約及び契約及び契約及び財財財財産の産の産の産の取得取得取得取得またはまたはまたはまたは処処処処分分分分に関する条例第２条のに関する条例第２条のに関する条例第２条のに関する条例第２条の規規規規定により議定により議定により議定により議決決決決をををを求求求求めるものでござめるものでござめるものでござめるものでござ

います。２件ございます。います。２件ございます。います。２件ございます。います。２件ございます。

ままままずずずず１１１１番番番番、、、、工工工工事名、県事名、県事名、県事名、県営営営営住住住住宅小宅小宅小宅小泉団泉団泉団泉団地第３地第３地第３地第３期建設工期建設工期建設工期建設工事第１事第１事第１事第１工区工区工区工区、、、、工工工工事場事場事場事場所所所所、大、大、大、大和和和和郡郡郡郡山山山山市市市市

小小小小泉泉泉泉町町町町、、、、工工工工事事事事期期期期間、契約間、契約間、契約間、契約締結締結締結締結の日から平成２の日から平成２の日から平成２の日から平成２６６６６年１１月２８日まで、契約金年１１月２８日まで、契約金年１１月２８日まで、契約金年１１月２８日まで、契約金額額額額、５、５、５、５億億億億１１１１，，，，

８４９８４９８４９８４９万円万円万円万円、契約の、契約の、契約の、契約の相相相相手手手手方方方方、中、中、中、中和和和和・中・中・中・中尾尾尾尾特定特定特定特定建設工建設工建設工建設工事事事事共同企共同企共同企共同企業業業業体体体体でございます。でございます。でございます。でございます。

それから２それから２それから２それから２番番番番でございます。でございます。でございます。でございます。工工工工事名、県事名、県事名、県事名、県営営営営住住住住宅小宅小宅小宅小泉団泉団泉団泉団地第３地第３地第３地第３期建設工期建設工期建設工期建設工事第２事第２事第２事第２工区工区工区工区でござでござでござでござ

います。います。います。います。工工工工事場事場事場事場所所所所とととと工工工工事事事事期期期期間は１間は１間は１間は１工区工区工区工区とととと同同同同様様様様でございます。契約金でございます。契約金でございます。契約金でございます。契約金額額額額、４、４、４、４億億億億５５５５，，，，２５５２５５２５５２５５万万万万

円円円円、契約の、契約の、契約の、契約の相相相相手手手手方方方方、中、中、中、中尾尾尾尾・中・中・中・中和和和和特定特定特定特定建設工建設工建設工建設工事事事事共同企共同企共同企共同企業業業業体体体体でございます。でございます。でございます。でございます。

県県県県営小営小営小営小泉団泉団泉団泉団地につきましては、平成１５年より地につきましては、平成１５年より地につきましては、平成１５年より地につきましては、平成１５年より建建建建てかてかてかてかええええ事業を順次事業を順次事業を順次事業を順次実施実施実施実施しております。しております。しております。しております。

現在現在現在現在第３第３第３第３期期期期のののの建建建建てかてかてかてかええええ事業の造成事業の造成事業の造成事業の造成工工工工事が事が事が事が完了完了完了完了しておりまして、しておりまして、しておりまして、しておりまして、続続続続きましてきましてきましてきまして建建建建築築築築工工工工事に事に事に事に着着着着手手手手

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。

６６ペー６６ペー６６ペー６６ページ、議第８８ジ、議第８８ジ、議第８８ジ、議第８８号号号号、奈良県、奈良県、奈良県、奈良県住住住住宅宅宅宅供供供供給給給給公公公公社社社社のののの解解解解散散散散についてですが、奈良県についてですが、奈良県についてですが、奈良県についてですが、奈良県住住住住宅宅宅宅供供供供給給給給

公公公公社社社社をををを解解解解散散散散することにつきまして、地することにつきまして、地することにつきまして、地することにつきまして、地方方方方住住住住宅宅宅宅供供供供給給給給公公公公社社社社法法法法のののの規規規規定により議定により議定により議定により議決決決決をををを求求求求めるものでめるものでめるものでめるもので

ございます。ございます。ございます。ございます。

次に７４次に７４次に７４次に７４ペーペーペーページ、報第２７ジ、報第２７ジ、報第２７ジ、報第２７号号号号、地、地、地、地方自治法方自治法方自治法方自治法第１８０条第１項の第１８０条第１項の第１８０条第１項の第１８０条第１項の規規規規定による定による定による定による専専専専決決決決処処処処分分分分の報の報の報の報
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告についてのうち、県告についてのうち、県告についてのうち、県告についてのうち、県営営営営住住住住宅宅宅宅家賃家賃家賃家賃のののの滞滞滞滞納納納納者等に者等に者等に者等に対対対対するするするする住住住住宅宅宅宅明明明明渡渡渡渡等等等等請請請請求求求求申申申申立立立立てに関するてに関するてに関するてに関する訴訟訴訟訴訟訴訟

事件についてでございます。明事件についてでございます。明事件についてでございます。明事件についてでございます。明細細細細につきましては、７につきましては、７につきましては、７につきましては、７６ペー６ペー６ペー６ページ、これは、ジ、これは、ジ、これは、ジ、これは、家賃滞家賃滞家賃滞家賃滞納納納納月月月月数数数数がががが

６カ６カ６カ６カ月月月月以以以以上または上または上または上または滞滞滞滞納納納納額額額額が２０が２０が２０が２０万円以万円以万円以万円以上の者のうち特に上の者のうち特に上の者のうち特に上の者のうち特に悪悪悪悪質と質と質と質と認認認認められます１件につきまめられます１件につきまめられます１件につきまめられます１件につきま

して、して、して、して、住住住住宅宅宅宅の明けの明けの明けの明け渡渡渡渡し等のし等のし等のし等の請請請請求求求求申し申し申し申し立立立立てをしましたので、報告するものでございます。てをしましたので、報告するものでございます。てをしましたので、報告するものでございます。てをしましたので、報告するものでございます。

以以以以上でまちづくり推進局上でまちづくり推進局上でまちづくり推進局上でまちづくり推進局所所所所管の９月定例県議会提出議案の説明を管の９月定例県議会提出議案の説明を管の９月定例県議会提出議案の説明を管の９月定例県議会提出議案の説明を終終終終わらわらわらわらせせせせていただきまていただきまていただきまていただきま

す。ご審議のほす。ご審議のほす。ご審議のほす。ご審議のほどどどどよよよよろろろろしくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。

○冨岡教育長○冨岡教育長○冨岡教育長○冨岡教育長 教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会所所所所管の提出議案についてご説明をいたします。管の提出議案についてご説明をいたします。管の提出議案についてご説明をいたします。管の提出議案についてご説明をいたします。

「平成２５年度一「平成２５年度一「平成２５年度一「平成２５年度一般般般般会計特別会計補正予算案その会計特別会計補正予算案その会計特別会計補正予算案その会計特別会計補正予算案その他他他他」の７２、７３」の７２、７３」の７２、７３」の７２、７３ペーペーペーページ、報第２ジ、報第２ジ、報第２ジ、報第２６号６号６号６号、、、、

地地地地方自治法方自治法方自治法方自治法第１７９条第１項の第１７９条第１項の第１７９条第１項の第１７９条第１項の規規規規定による定による定による定による専専専専決決決決処処処処分分分分の報告についてでございます。の報告についてでございます。の報告についてでございます。の報告についてでございます。退退退退職手職手職手職手

当当当当返還返還返還返還請請請請求求求求事件でございます。事件でございます。事件でございます。事件でございます。退退退退職手当の職手当の職手当の職手当の返納返納返納返納に係るに係るに係るに係る支支支支払払払払いいいい督促督促督促督促をををを債債債債務者に務者に務者に務者に対対対対しししし実施実施実施実施したしたしたした

とことことこところろろろ、、、、相相相相手手手手方方方方より異議申しより異議申しより異議申しより異議申し立立立立てがあったため、てがあったため、てがあったため、てがあったため、訴訟訴訟訴訟訴訟にににに移移移移行行行行したものでございます。奈良したものでございます。奈良したものでございます。奈良したものでございます。奈良

地地地地方方方方裁判裁判裁判裁判所所所所からからからから訴訟訴訟訴訟訴訟へへへへ移移移移行行行行するため、するため、するため、するため、所所所所定の定の定の定の期期期期間間間間内内内内に手に手に手に手続続続続をををを行行行行うよう通うよう通うよう通うよう通知知知知がありましたのがありましたのがありましたのがありましたの

で、地で、地で、地で、地方自治法方自治法方自治法方自治法第１７９条第１項の第１７９条第１項の第１７９条第１項の第１７９条第１項の規規規規定に定に定に定に基基基基づき、平成２５年８月３０日付でづき、平成２５年８月３０日付でづき、平成２５年８月３０日付でづき、平成２５年８月３０日付で専専専専決決決決処処処処分分分分をををを

行行行行ったものであり、ったものであり、ったものであり、ったものであり、同同同同条第３項の条第３項の条第３項の条第３項の規規規規定に定に定に定に基基基基づき本議会にご報告しづき本議会にご報告しづき本議会にご報告しづき本議会にご報告し承承承承認認認認をををを求求求求めるものでござめるものでござめるものでござめるものでござ

います。います。います。います。

以以以以上が教育委員会上が教育委員会上が教育委員会上が教育委員会所所所所管の提出議案でございます。ご審議のほ管の提出議案でございます。ご審議のほ管の提出議案でございます。ご審議のほ管の提出議案でございます。ご審議のほどどどどよよよよろろろろしくお願いいたしましくお願いいたしましくお願いいたしましくお願いいたしま

す。す。す。す。

○原山警察本部長○原山警察本部長○原山警察本部長○原山警察本部長 警察本部の警察本部の警察本部の警察本部の所所所所管につきまして２管につきまして２管につきまして２管につきまして２点点点点ございます。ございます。ございます。ございます。

ままままずずずず「平成２５年９月定例県議会提出予算案の概要」の５「平成２５年９月定例県議会提出予算案の概要」の５「平成２５年９月定例県議会提出予算案の概要」の５「平成２５年９月定例県議会提出予算案の概要」の５ペーペーペーページ、ジ、ジ、ジ、交交交交番番番番・・・・駐駐駐駐在在在在所所所所のののの整備整備整備整備

でございます。でございます。でございます。でございます。吉吉吉吉野警察野警察野警察野警察署署署署、、、、三三三三茶屋駐茶屋駐茶屋駐茶屋駐在在在在所所所所はははは老朽老朽老朽老朽によりによりによりにより至至至至るとこるとこるとこるところろろろににににふぐふぐふぐふぐあいがあいがあいがあいが発生発生発生発生し、し、し、し、

居居居居住住住住できないできないできないできない状状状状態態態態となっておりますので、特例となっておりますので、特例となっておりますので、特例となっておりますので、特例措措措措置置置置としてとしてとしてとして勤勤勤勤務員を通務員を通務員を通務員を通勤勤勤勤ささささせせせせてててて運運運運用してい用してい用してい用してい

るとこるとこるとこるところろろろでございます。しかし、これではでございます。しかし、これではでございます。しかし、これではでございます。しかし、これでは駐駐駐駐在在在在所所所所としての本来のとしての本来のとしての本来のとしての本来の役割役割役割役割をををを果果果果たたたたせせせせまままませせせせんので、んので、んので、んので、

地域の安地域の安地域の安地域の安全全全全・安・安・安・安心心心心をををを図図図図るため一るため一るため一るため一刻刻刻刻も早いも早いも早いも早い整備整備整備整備がががが必必必必要ということでお願いをいたしました。要ということでお願いをいたしました。要ということでお願いをいたしました。要ということでお願いをいたしました。

そのため、そのため、そのため、そのため、駐駐駐駐在在在在所所所所改改改改築築築築にににに向向向向けたけたけたけた設設設設計業務の委託計業務の委託計業務の委託計業務の委託料料料料３７４３７４３７４３７４万万万万８８８８，，，，００００００００００００円円円円を補正予算でお願を補正予算でお願を補正予算でお願を補正予算でお願

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

続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、「平成２５年９月定例県議会提出条例」の５７「平成２５年９月定例県議会提出条例」の５７「平成２５年９月定例県議会提出条例」の５７「平成２５年９月定例県議会提出条例」の５７ペーペーペーページ、議第７７ジ、議第７７ジ、議第７７ジ、議第７７号号号号、奈良、奈良、奈良、奈良

県県県県風俗風俗風俗風俗営営営営業等の業等の業等の業等の規規規規制及び業務の制及び業務の制及び業務の制及び業務の適適適適正正正正化化化化等に関する条例の一部を改正する条例でございます。等に関する条例の一部を改正する条例でございます。等に関する条例の一部を改正する条例でございます。等に関する条例の一部を改正する条例でございます。

これは、これは、これは、これは、性性性性風俗風俗風俗風俗関関関関連連連連特特特特殊殊殊殊営営営営業に係る業に係る業に係る業に係る営営営営業業業業禁禁禁禁止止止止地域及び地域及び地域及び地域及び広広広広告制限地域を告制限地域を告制限地域を告制限地域を見見見見直直直直し、県のし、県のし、県のし、県の全全全全域に域に域に域に

変更変更変更変更するためするためするためするため所所所所要の改正をしようとするものでございます。要の改正をしようとするものでございます。要の改正をしようとするものでございます。要の改正をしようとするものでございます。施行施行施行施行はははは公公公公布布布布の日からを予定しの日からを予定しの日からを予定しの日からを予定し

ております。ております。ております。ております。
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以以以以上が警察本部上が警察本部上が警察本部上が警察本部所所所所管の提出議案の概要でございます。ご審議のほ管の提出議案の概要でございます。ご審議のほ管の提出議案の概要でございます。ご審議のほ管の提出議案の概要でございます。ご審議のほどどどど、よ、よ、よ、よろろろろしくお願いいしくお願いいしくお願いいしくお願いい

たします。たします。たします。たします。

○神田委員長○神田委員長○神田委員長○神田委員長 はい、はい、はい、はい、どどどどうもありがとうございました。うもありがとうございました。うもありがとうございました。うもありがとうございました。以以以以上をもって議案の説明を上をもって議案の説明を上をもって議案の説明を上をもって議案の説明を終終終終わりわりわりわり

ます。今回のこの予算審査特別委員会、こういうます。今回のこの予算審査特別委員会、こういうます。今回のこの予算審査特別委員会、こういうます。今回のこの予算審査特別委員会、こういうケケケケースースースースは初めてなもので、は初めてなもので、は初めてなもので、は初めてなもので、どどどどれれれれぐぐぐぐらい早らい早らい早らい早

くくくく終終終終わるのかと思っていたら、わるのかと思っていたら、わるのかと思っていたら、わるのかと思っていたら、結構結構結構結構早く早く早く早く終終終終わりました。わりました。わりました。わりました。

それでは、きょうはこれで議案の説明はそれでは、きょうはこれで議案の説明はそれでは、きょうはこれで議案の説明はそれでは、きょうはこれで議案の説明は終終終終わります。わります。わります。わります。

次回、９月３０日月次回、９月３０日月次回、９月３０日月次回、９月３０日月曜曜曜曜日は、日は、日は、日は、午午午午前前前前１０１０１０１０時時時時より、より、より、より、歳入歳入歳入歳入、総務部、産業・雇用振興部、農林、総務部、産業・雇用振興部、農林、総務部、産業・雇用振興部、農林、総務部、産業・雇用振興部、農林

部の審査を部の審査を部の審査を部の審査を行行行行い、そのい、そのい、そのい、その終終終終了了了了後後後後、南部東部振興、、南部東部振興、、南部東部振興、、南部東部振興、紀伊半島紀伊半島紀伊半島紀伊半島大大大大水水水水害害害害復復復復旧旧旧旧・・・・復復復復興、県土マネジメ興、県土マネジメ興、県土マネジメ興、県土マネジメ

ント部、まちづくり推進局の審査をント部、まちづくり推進局の審査をント部、まちづくり推進局の審査をント部、まちづくり推進局の審査を行行行行いますので、よいますので、よいますので、よいますので、よろろろろしくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。

きょうはこれで会議をきょうはこれで会議をきょうはこれで会議をきょうはこれで会議を終終終終わらわらわらわらせせせせていただきます。ごていただきます。ごていただきます。ごていただきます。ご苦苦苦苦労労労労さまでした。さまでした。さまでした。さまでした。


