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経 済 労 働 委 員 会 記 録経 済 労 働 委 員 会 記 録経 済 労 働 委 員 会 記 録経 済 労 働 委 員 会 記 録

開催日時開催日時開催日時開催日時 平成２３年７月１日（金） １３：０３～１５：０５平成２３年７月１日（金） １３：０３～１５：０５平成２３年７月１日（金） １３：０３～１５：０５平成２３年７月１日（金） １３：０３～１５：０５

開催場所開催場所開催場所開催場所 第２委員会室第２委員会室第２委員会室第２委員会室

出席委員出席委員出席委員出席委員 ８名８名８名８名

大国 正博 委員長大国 正博 委員長大国 正博 委員長大国 正博 委員長

藤野 良次 副委員長藤野 良次 副委員長藤野 良次 副委員長藤野 良次 副委員長

阪口 保 委員阪口 保 委員阪口 保 委員阪口 保 委員

猪奥 美里 委員猪奥 美里 委員猪奥 美里 委員猪奥 美里 委員

神田加津代 委員神田加津代 委員神田加津代 委員神田加津代 委員

今井 光子 委員今井 光子 委員今井 光子 委員今井 光子 委員

松尾 勇臣 委員松尾 勇臣 委員松尾 勇臣 委員松尾 勇臣 委員

粒谷 友示 委員粒谷 友示 委員粒谷 友示 委員粒谷 友示 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 浪越 産業・雇用振興部長浪越 産業・雇用振興部長浪越 産業・雇用振興部長浪越 産業・雇用振興部長

冨岡 農林部長 ほか、関係職員冨岡 農林部長 ほか、関係職員冨岡 農林部長 ほか、関係職員冨岡 農林部長 ほか、関係職員

傍 聴 者傍 聴 者傍 聴 者傍 聴 者 なしなしなしなし

議 事議 事議 事議 事

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

平成２３年度議案平成２３年度議案平成２３年度議案平成２３年度議案

議第３４号 平成２３年度奈良県一般会計補正予算（第３号）議第３４号 平成２３年度奈良県一般会計補正予算（第３号）議第３４号 平成２３年度奈良県一般会計補正予算（第３号）議第３４号 平成２３年度奈良県一般会計補正予算（第３号）

（経済労働委員会 所管分）（経済労働委員会 所管分）（経済労働委員会 所管分）（経済労働委員会 所管分）

議第３８号 市町村負担金の徴収について （経済労働委員会 所管分）議第３８号 市町村負担金の徴収について （経済労働委員会 所管分）議第３８号 市町村負担金の徴収について （経済労働委員会 所管分）議第３８号 市町村負担金の徴収について （経済労働委員会 所管分）

報第 １号 平成２２年度奈良県一般会計予算繰越計算書の報告について報第 １号 平成２２年度奈良県一般会計予算繰越計算書の報告について報第 １号 平成２２年度奈良県一般会計予算繰越計算書の報告について報第 １号 平成２２年度奈良県一般会計予算繰越計算書の報告について

（経済労働委員会 所管分）（経済労働委員会 所管分）（経済労働委員会 所管分）（経済労働委員会 所管分）

報第１１号 財団法人奈良県農業振興公社の経営状況の報告について報第１１号 財団法人奈良県農業振興公社の経営状況の報告について報第１１号 財団法人奈良県農業振興公社の経営状況の報告について報第１１号 財団法人奈良県農業振興公社の経営状況の報告について

報第１２号 財団法人奈良県食肉公社の経営状況の報告について報第１２号 財団法人奈良県食肉公社の経営状況の報告について報第１２号 財団法人奈良県食肉公社の経営状況の報告について報第１２号 財団法人奈良県食肉公社の経営状況の報告について

報第１３号 財団法人奈良県林業基金の経営状況の報告について報第１３号 財団法人奈良県林業基金の経営状況の報告について報第１３号 財団法人奈良県林業基金の経営状況の報告について報第１３号 財団法人奈良県林業基金の経営状況の報告について

報第１４号 財団法人奈良県中小企業支援センターの経営状況の報告につい報第１４号 財団法人奈良県中小企業支援センターの経営状況の報告につい報第１４号 財団法人奈良県中小企業支援センターの経営状況の報告につい報第１４号 財団法人奈良県中小企業支援センターの経営状況の報告につい

てててて

報第１９号 地方自治法第１７９条第１項の規定による専決処分の報告につ報第１９号 地方自治法第１７９条第１項の規定による専決処分の報告につ報第１９号 地方自治法第１７９条第１項の規定による専決処分の報告につ報第１９号 地方自治法第１７９条第１項の規定による専決処分の報告につ
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いて （経済労働委員会 所管分）いて （経済労働委員会 所管分）いて （経済労働委員会 所管分）いて （経済労働委員会 所管分）

平成２３年度奈良県一般会計補正予算（第１号）平成２３年度奈良県一般会計補正予算（第１号）平成２３年度奈良県一般会計補正予算（第１号）平成２３年度奈良県一般会計補正予算（第１号）

平成２３年度奈良県一般会計補正予算（第２号）平成２３年度奈良県一般会計補正予算（第２号）平成２３年度奈良県一般会計補正予算（第２号）平成２３年度奈良県一般会計補正予算（第２号）

平成２３年度奈良県営競輪事業費特別会計補正予算（第１号）平成２３年度奈良県営競輪事業費特別会計補正予算（第１号）平成２３年度奈良県営競輪事業費特別会計補正予算（第１号）平成２３年度奈良県営競輪事業費特別会計補正予算（第１号）

（３）その他（３）その他（３）その他（３）その他

＜会議の経過＞＜会議の経過＞＜会議の経過＞＜会議の経過＞

○大国委員長○大国委員長○大国委員長○大国委員長 ただいまから、経済労働委員会を開会いたします。ただいまから、経済労働委員会を開会いたします。ただいまから、経済労働委員会を開会いたします。ただいまから、経済労働委員会を開会いたします。

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

まず、議案の審査についてでございますが、付託議案の審査を行いたいと思います。まず、議案の審査についてでございますが、付託議案の審査を行いたいと思います。まず、議案の審査についてでございますが、付託議案の審査を行いたいと思います。まず、議案の審査についてでございますが、付託議案の審査を行いたいと思います。

当委員会に付託を受けました議案は、委員会次第に記載のとおりであります。当委員会に付託を受けました議案は、委員会次第に記載のとおりであります。当委員会に付託を受けました議案は、委員会次第に記載のとおりであります。当委員会に付託を受けました議案は、委員会次第に記載のとおりであります。

審査に先立ち申し上げておきますが、委員長報告は、正副委員長会議の申し合わせによ審査に先立ち申し上げておきますが、委員長報告は、正副委員長会議の申し合わせによ審査に先立ち申し上げておきますが、委員長報告は、正副委員長会議の申し合わせによ審査に先立ち申し上げておきますが、委員長報告は、正副委員長会議の申し合わせによ

り、付託を受けました議案の審査結果についてのみの報告となりますので、あらかじめごり、付託を受けました議案の審査結果についてのみの報告となりますので、あらかじめごり、付託を受けました議案の審査結果についてのみの報告となりますので、あらかじめごり、付託を受けました議案の審査結果についてのみの報告となりますので、あらかじめご

了承願います。了承願います。了承願います。了承願います。

それでは、付託議案について産業・雇用振興部長、農林部長の順に説明願います。それでは、付託議案について産業・雇用振興部長、農林部長の順に説明願います。それでは、付託議案について産業・雇用振興部長、農林部長の順に説明願います。それでは、付託議案について産業・雇用振興部長、農林部長の順に説明願います。

○浪越産業・雇用振興部長○浪越産業・雇用振興部長○浪越産業・雇用振興部長○浪越産業・雇用振興部長 平成２３年度６月定例県議会に産業・雇用振興部として提出平成２３年度６月定例県議会に産業・雇用振興部として提出平成２３年度６月定例県議会に産業・雇用振興部として提出平成２３年度６月定例県議会に産業・雇用振興部として提出

している議案についてご説明申し上げます。している議案についてご説明申し上げます。している議案についてご説明申し上げます。している議案についてご説明申し上げます。

「平成２３年６月補正予算案の概要」をお願いいたします。「平成２３年６月補正予算案の概要」をお願いいたします。「平成２３年６月補正予算案の概要」をお願いいたします。「平成２３年６月補正予算案の概要」をお願いいたします。

平成２３年度一般会計補正予算に係る事業についてご説明を申し上げます。平成２３年度一般会計補正予算に係る事業についてご説明を申し上げます。平成２３年度一般会計補正予算に係る事業についてご説明を申し上げます。平成２３年度一般会計補正予算に係る事業についてご説明を申し上げます。

６ページ、Ⅰの東日本大震災の対応といたしまして、２、被災企業への支援でございます。６ページ、Ⅰの東日本大震災の対応といたしまして、２、被災企業への支援でございます。６ページ、Ⅰの東日本大震災の対応といたしまして、２、被災企業への支援でございます。６ページ、Ⅰの東日本大震災の対応といたしまして、２、被災企業への支援でございます。

新規事業、被災企業事業継続支援事業でございます。震災で工場等に被害を受けました企新規事業、被災企業事業継続支援事業でございます。震災で工場等に被害を受けました企新規事業、被災企業事業継続支援事業でございます。震災で工場等に被害を受けました企新規事業、被災企業事業継続支援事業でございます。震災で工場等に被害を受けました企

業に対しまして、操業の継続、リスク分散のために県内の貸し工場を利用し、工場移転ま業に対しまして、操業の継続、リスク分散のために県内の貸し工場を利用し、工場移転ま業に対しまして、操業の継続、リスク分散のために県内の貸し工場を利用し、工場移転ま業に対しまして、操業の継続、リスク分散のために県内の貸し工場を利用し、工場移転ま

たは増設を行う場合に賃たは増設を行う場合に賃たは増設を行う場合に賃たは増設を行う場合に賃料料料料等を等を等を等を助助助助成しようとする成しようとする成しようとする成しようとするもももものでございます。貸し工場の賃のでございます。貸し工場の賃のでございます。貸し工場の賃のでございます。貸し工場の賃料や機料や機料や機料や機

器器器器のリースのリースのリースのリース料料料料に対しまして補に対しまして補に対しまして補に対しまして補助助助助対対対対象象象象上上上上限額限額限額限額を２を２を２を２，，，，００００００００００００万円万円万円万円といたしまして、１年といたしまして、１年といたしまして、１年といたしまして、１年目目目目を補を補を補を補

助率助率助率助率１００１００１００１００％％％％、２年、２年、２年、２年目目目目はその２分の１をはその２分の１をはその２分の１をはその２分の１を助助助助成する成する成する成するももももので、事業費３ので、事業費３ので、事業費３ので、事業費３，，，，００００００００００００万円万円万円万円、、、、翌翌翌翌年度年度年度年度

のののの債務債務債務債務負担行負担行負担行負担行為為為為として１として１として１として１，，，，５００５００５００５００万円万円万円万円の増の増の増の増額額額額補正をお願いする補正をお願いする補正をお願いする補正をお願いするもももものでございます。のでございます。のでございます。のでございます。

続きまして、７ページ、続きまして、７ページ、続きまして、７ページ、続きまして、７ページ、ⅡⅡⅡⅡの県の県の県の県政課題政課題政課題政課題への対応といたしまして、１、地への対応といたしまして、１、地への対応といたしまして、１、地への対応といたしまして、１、地域域域域産業の支援、産業の支援、産業の支援、産業の支援、

創創創創出、経済出、経済出、経済出、経済活性化活性化活性化活性化でございますが、その（１）でございますが、その（１）でございますが、その（１）でございますが、その（１）意欲意欲意欲意欲ある企業、ある企業、ある企業、ある企業、起起起起業業業業家家家家へのへのへのへの重点重点重点重点支援でござ支援でござ支援でござ支援でござ

います。新規事業で経営います。新規事業で経営います。新規事業で経営います。新規事業で経営品質向品質向品質向品質向上支援事業では、県内中小企業に対しまして経営上支援事業では、県内中小企業に対しまして経営上支援事業では、県内中小企業に対しまして経営上支援事業では、県内中小企業に対しまして経営力力力力ののののレベレベレベレベ

ルアップルアップルアップルアップにににに向向向向けたセけたセけたセけたセミナミナミナミナーーーー形式形式形式形式によるによるによるによるマネマネマネマネジジジジメメメメンンンント強化プログラムト強化プログラムト強化プログラムト強化プログラムをををを実施実施実施実施いたします。まいたします。まいたします。まいたします。ま

た、た、た、た、プログラム実践プログラム実践プログラム実践プログラム実践のためにのためにのためにのためにアドバイザアドバイザアドバイザアドバイザーとして専ーとして専ーとして専ーとして専門家門家門家門家をををを派遣派遣派遣派遣し、し、し、し、フォロフォロフォロフォローーーーアップアップアップアップを行いを行いを行いを行い
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ます。ます。ます。ます。

続きまして、新規事業であります続きまして、新規事業であります続きまして、新規事業であります続きまして、新規事業であります循環型循環型循環型循環型社会社会社会社会形形形形成に成に成に成に向向向向けたけたけたけた高機能プラ高機能プラ高機能プラ高機能プラススススチッチッチッチックの開クの開クの開クの開発発発発でででで

は、は、は、は、循環型循環型循環型循環型社会社会社会社会形形形形成に成に成に成に向向向向けましてけましてけましてけまして石油依頼石油依頼石油依頼石油依頼ののののプラプラプラプラススススチッチッチッチックククク製品製品製品製品をリをリをリをリサイサイサイサイククククル可能ル可能ル可能ル可能にし、にし、にし、にし、省省省省

資源化資源化資源化資源化をををを図図図図るととるととるととるととももももに、に、に、に、耐熱性や強耐熱性や強耐熱性や強耐熱性や強度の度の度の度の高高高高いいいいバイオプラバイオプラバイオプラバイオプラススススチッチッチッチックの開クの開クの開クの開発発発発を行います。を行います。を行います。を行います。

続きまして、続きまして、続きまして、続きまして、板材板材板材板材ののののイイイインクリンクリンクリンクリメメメメンタンタンタンタルフォルフォルフォルフォーーーーミミミミンンンンググググに関するに関するに関するに関する研究研究研究研究でございます。工費でございます。工費でございます。工費でございます。工費削削削削

減や減や減や減や加工加工加工加工時間時間時間時間のののの短縮短縮短縮短縮のため、金のため、金のため、金のため、金型型型型をををを作作作作成する成する成する成するこここことなとなとなとなくレくレくレくレーーーーザザザザーによるーによるーによるーによる局局局局所加所加所加所加熱熱熱熱のののの手手手手法を用法を用法を用法を用

いましていましていましていまして板板板板金を金を金を金を形形形形成する成する成する成する技術技術技術技術、、、、イイイインクリンクリンクリンクリメメメメンタンタンタンタルフォルフォルフォルフォーーーーミミミミンンンンググググを開を開を開を開発発発発し、し、し、し、高精高精高精高精度な度な度な度な多品種多品種多品種多品種

少量生少量生少量生少量生産を産を産を産を目指目指目指目指す県内す県内す県内す県内製造製造製造製造業の業の業の業の技術技術技術技術開開開開発発発発を支援いたします。を支援いたします。を支援いたします。を支援いたします。

次の新規事業、次の新規事業、次の新規事業、次の新規事業、販路販路販路販路開開開開拓拓拓拓支援事業では、県内中小企業の支援事業では、県内中小企業の支援事業では、県内中小企業の支援事業では、県内中小企業の商品商品商品商品のののの販路販路販路販路開開開開拓拓拓拓を支援するため、を支援するため、を支援するため、を支援するため、

国内の国内の国内の国内の主主主主要な要な要な要な展展展展示会への出示会への出示会への出示会への出展展展展を支援します。なお、出を支援します。なお、出を支援します。なお、出を支援します。なお、出展展展展に当たりましては、に当たりましては、に当たりましては、に当たりましては、ブブブブースのースのースのースの見見見見せせせせ

方、方、方、方、ＰＲＰＲＰＲＰＲのののの仕仕仕仕方等の方等の方等の方等の指導も指導も指導も指導も行います。あわせて行います。あわせて行います。あわせて行います。あわせて技術技術技術技術ののののマッチマッチマッチマッチンンンンググググをををを図図図図るために専るために専るために専るために専門性門性門性門性のののの高高高高

いいいい展展展展示会への出示会への出示会への出示会への出展も展も展も展も支援をいたします。支援をいたします。支援をいたします。支援をいたします。

続きまして続きまして続きまして続きまして、、、、（２）の企業（２）の企業（２）の企業（２）の企業誘致誘致誘致誘致のののの推進推進推進推進でございます。新規事業といたしまして、工業団でございます。新規事業といたしまして、工業団でございます。新規事業といたしまして、工業団でございます。新規事業といたしまして、工業団

地等定地等定地等定地等定着促進着促進着促進着促進事業では、工業団地事業では、工業団地事業では、工業団地事業では、工業団地間間間間のののの連携連携連携連携ををををささささらにらにらにらに深深深深めるめるめるめるこここことにより企業とにより企業とにより企業とにより企業間取引間取引間取引間取引をををを促進促進促進促進すすすす

るととるととるととるととももももに、県に、県に、県に、県外外外外への企業のへの企業のへの企業のへの企業の流流流流出出出出防止防止防止防止をををを図図図図ります。また、大ります。また、大ります。また、大ります。また、大学学学学等の等の等の等の連携連携連携連携によりまして、によりまして、によりまして、によりまして、技技技技

術術術術開開開開発発発発のののの向向向向上、上、上、上、イイイインターンンターンンターンンターンシップシップシップシップ等の等の等の等の効効効効果による県内果による県内果による県内果による県内就就就就業業業業率率率率のののの向向向向上を上を上を上を目指目指目指目指します。工業団します。工業団します。工業団します。工業団

地地地地間及び間及び間及び間及び大大大大学学学学のののの商商商商業団業団業団業団体体体体とのとのとのとのささささらなるらなるらなるらなる連携連携連携連携をををを深深深深めまして、めまして、めまして、めまして、意見交換意見交換意見交換意見交換等を等を等を等を実施実施実施実施するするするするもももものでごのでごのでごのでご

ざいます。ざいます。ざいます。ざいます。

以以以以上、６事業で合計で９上、６事業で合計で９上、６事業で合計で９上、６事業で合計で９，，，，９８１９８１９８１９８１万万万万４４４４，，，，００００００００００００円円円円の増の増の増の増額額額額補正をお願いする補正をお願いする補正をお願いする補正をお願いするもももものでございのでございのでございのでござい

ます。ます。ます。ます。

続きまして続きまして続きまして続きまして、、、、「平成２２、平成２３年度一般会計特別会計補正予算案その他」をお願い「平成２２、平成２３年度一般会計特別会計補正予算案その他」をお願い「平成２２、平成２３年度一般会計特別会計補正予算案その他」をお願い「平成２２、平成２３年度一般会計特別会計補正予算案その他」をお願い

いたします。いたします。いたします。いたします。

２３ページ、平成２２年度の奈良県一般予算繰越計算書の報告についてでございます。２３ページ、平成２２年度の奈良県一般予算繰越計算書の報告についてでございます。２３ページ、平成２２年度の奈良県一般予算繰越計算書の報告についてでございます。２３ページ、平成２２年度の奈良県一般予算繰越計算書の報告についてでございます。

第９第９第９第９款款款款産業振興費、第１項産業振興費、第１項産業振興費、第１項産業振興費、第１項商商商商工費でございまして、平成２３年度に行います（工費でございまして、平成２３年度に行います（工費でございまして、平成２３年度に行います（工費でございまして、平成２３年度に行います（仮称仮称仮称仮称）奈良）奈良）奈良）奈良

県県県県プレミアム商品券発プレミアム商品券発プレミアム商品券発プレミアム商品券発行事業につきまして３行事業につきまして３行事業につきまして３行事業につきまして３億億億億８８８８，，，，４００４００４００４００万円万円万円万円、、、、緊急緊急緊急緊急奈良県奈良県奈良県奈良県貿易実態調貿易実態調貿易実態調貿易実態調査査査査

につきまして３５０につきまして３５０につきまして３５０につきまして３５０万円万円万円万円、、、、ささささらに第２項産業支援費、らに第２項産業支援費、らに第２項産業支援費、らに第２項産業支援費、ももももののののづくづくづくづくり企業り企業り企業り企業技術技術技術技術支援事業で１支援事業で１支援事業で１支援事業で１億億億億

２２２２，，，，４００４００４００４００万円万円万円万円の繰り越しをお願いするの繰り越しをお願いするの繰り越しをお願いするの繰り越しをお願いするもももものでございます。のでございます。のでございます。のでございます。ここここれらの事業は、地れらの事業は、地れらの事業は、地れらの事業は、地域活性化域活性化域活性化域活性化

交交交交付金を付金を付金を付金を活活活活用して、いずれ用して、いずれ用して、いずれ用して、いずれもももも国補正の対応によりまして２月議会で補正予算国補正の対応によりまして２月議会で補正予算国補正の対応によりまして２月議会で補正予算国補正の対応によりまして２月議会で補正予算化化化化をしたをしたをしたをしたもももものののの

でございます。でございます。でございます。でございます。

なお、それなお、それなお、それなお、それぞぞぞぞれの事業につきましては、れの事業につきましては、れの事業につきましては、れの事業につきましては、早期早期早期早期に事業内に事業内に事業内に事業内容容容容をををを確確確確定し、定し、定し、定し、着実着実着実着実なななな実施実施実施実施をををを図っ図っ図っ図ってててて
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まいりたいとまいりたいとまいりたいとまいりたいと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。

続きまして、４６ページ、地方自治法第１７９条第１項の規定による専決処分の報告に続きまして、４６ページ、地方自治法第１７９条第１項の規定による専決処分の報告に続きまして、４６ページ、地方自治法第１７９条第１項の規定による専決処分の報告に続きまして、４６ページ、地方自治法第１７９条第１項の規定による専決処分の報告に

ついてでございます。ついてでございます。ついてでございます。ついてでございます。ここここのうち平成２３年度奈良県一般会計補正予算（第１号）のうち平成２３年度奈良県一般会計補正予算（第１号）のうち平成２３年度奈良県一般会計補正予算（第１号）のうち平成２３年度奈良県一般会計補正予算（第１号）及び及び及び及び平成平成平成平成

２３年度奈良県営競輪事業費特別会計補正予算（第１号）でございます。２３年度奈良県営競輪事業費特別会計補正予算（第１号）でございます。２３年度奈良県営競輪事業費特別会計補正予算（第１号）でございます。２３年度奈良県営競輪事業費特別会計補正予算（第１号）でございます。

まず、５０ページ、平成２３年度奈良県一般会計補正予算（第１号）でございますが、まず、５０ページ、平成２３年度奈良県一般会計補正予算（第１号）でございますが、まず、５０ページ、平成２３年度奈良県一般会計補正予算（第１号）でございますが、まず、５０ページ、平成２３年度奈良県一般会計補正予算（第１号）でございますが、

産業・雇用振興部関産業・雇用振興部関産業・雇用振興部関産業・雇用振興部関連連連連では第９では第９では第９では第９款款款款産業振興費、第１項地産業振興費、第１項地産業振興費、第１項地産業振興費、第１項地域域域域産業費におきまして、産業費におきまして、産業費におきまして、産業費におきまして、救救救救援援援援物資物資物資物資

搬送搬送搬送搬送事業として７００事業として７００事業として７００事業として７００万円万円万円万円を計上いたしております。を計上いたしております。を計上いたしております。を計上いたしております。ここここれは東日本大震災の被災県の要れは東日本大震災の被災県の要れは東日本大震災の被災県の要れは東日本大震災の被災県の要請請請請

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救救救救援援援援物資物資物資物資等の等の等の等の輸送輸送輸送輸送、保、保、保、保健師健師健師健師、、、、医療救護班医療救護班医療救護班医療救護班、、、、警察官警察官警察官警察官等の等の等の等の派遣派遣派遣派遣、それから被害、それから被害、それから被害、それから被害

者者者者への受け入れなへの受け入れなへの受け入れなへの受け入れなどどどど、、、、切切切切れれれれ目目目目ない支援を行うために平成２３年度に当ない支援を行うために平成２３年度に当ない支援を行うために平成２３年度に当ない支援を行うために平成２３年度に当面必面必面必面必要となる経費に要となる経費に要となる経費に要となる経費に

ついて補正予算をついて補正予算をついて補正予算をついて補正予算を編編編編成し、４月２０日付で専決を行成し、４月２０日付で専決を行成し、４月２０日付で専決を行成し、４月２０日付で専決を行っっっったたたたもももものでございます。のでございます。のでございます。のでございます。ここここのうち、被のうち、被のうち、被のうち、被

災自治災自治災自治災自治体体体体に対しまして公に対しまして公に対しまして公に対しまして公共備蓄物資や民間共備蓄物資や民間共備蓄物資や民間共備蓄物資や民間提提提提供物資供物資供物資供物資をををを搬送搬送搬送搬送するための費用でございます。するための費用でございます。するための費用でございます。するための費用でございます。

なお、補正の内なお、補正の内なお、補正の内なお、補正の内容容容容は別は別は別は別冊冊冊冊の「平成２２、平成２３年度一般会計特別会計補正予算に関すの「平成２２、平成２３年度一般会計特別会計補正予算に関すの「平成２２、平成２３年度一般会計特別会計補正予算に関すの「平成２２、平成２３年度一般会計特別会計補正予算に関す

る説明書」の８ページに記載をしておりますが、る説明書」の８ページに記載をしておりますが、る説明書」の８ページに記載をしておりますが、る説明書」の８ページに記載をしておりますが、ここここここここではではではでは重複重複重複重複しますので、ご説明をしますので、ご説明をしますので、ご説明をしますので、ご説明を省略省略省略省略

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

続きまして、５５ページ、平成２３年度奈良県営競輪事業費特別会計補正予算（第１続きまして、５５ページ、平成２３年度奈良県営競輪事業費特別会計補正予算（第１続きまして、５５ページ、平成２３年度奈良県営競輪事業費特別会計補正予算（第１続きまして、５５ページ、平成２３年度奈良県営競輪事業費特別会計補正予算（第１

号）でございます。号）でございます。号）でございます。号）でございます。詳細詳細詳細詳細は５６ページにございます。平成２２年度の奈良県営競輪事業費は５６ページにございます。平成２２年度の奈良県営競輪事業費は５６ページにございます。平成２２年度の奈良県営競輪事業費は５６ページにございます。平成２２年度の奈良県営競輪事業費

特別会計におきまして１特別会計におきまして１特別会計におきまして１特別会計におきまして１億億億億３３３３，，，，４４９４４９４４９４４９万万万万４４４４，，，，００００００００００００円円円円のののの赤字赤字赤字赤字を計上するを計上するを計上するを計上するこここことになりましたとになりましたとになりましたとになりました

ので、地方自治法第１６６条の２の規定によりまして、平成２３年度のので、地方自治法第１６６条の２の規定によりまして、平成２３年度のので、地方自治法第１６６条の２の規定によりまして、平成２３年度のので、地方自治法第１６６条の２の規定によりまして、平成２３年度の歳歳歳歳入入入入歳歳歳歳出予算を補出予算を補出予算を補出予算を補

正し、その正し、その正し、その正し、その不足不足不足不足分を補う繰り上げ分を補う繰り上げ分を補う繰り上げ分を補う繰り上げ充充充充用を行用を行用を行用を行っっっったたたたもももものでございます。平成２２年度の奈良県のでございます。平成２２年度の奈良県のでございます。平成２２年度の奈良県のでございます。平成２２年度の奈良県

営競輪事業におきましては、営競輪事業におきましては、営競輪事業におきましては、営競輪事業におきましては、赤字解消赤字解消赤字解消赤字解消のため経営のため経営のため経営のため経営努力努力努力努力を行を行を行を行っっっったとたとたとたところころころころではございますが、ではございますが、ではございますが、ではございますが、

全全全全国国国国的的的的な公営競な公営競な公営競な公営競技技技技のののの不不不不振の中で、振の中で、振の中で、振の中で、共同通信杯秋共同通信杯秋共同通信杯秋共同通信杯秋本本本本番番番番のののの車券売車券売車券売車券売り上げがり上げがり上げがり上げがももももうううう少少少少しししし伸び伸び伸び伸びるるるるもももものののの

と思と思と思と思っっっっておりましたが、ておりましたが、ておりましたが、ておりましたが、ここここれが振るわず、またれが振るわず、またれが振るわず、またれが振るわず、また元元元元利経費等の利経費等の利経費等の利経費等の削減削減削減削減にににに努努努努めためためためたもももものの、のの、のの、のの、歳歳歳歳入入入入歳歳歳歳

出に対しまして１出に対しまして１出に対しまして１出に対しまして１億億億億３３３３，，，，４４９４４９４４９４４９万万万万４４４４，，，，００００００００００００円不足円不足円不足円不足するするするするこここことになとになとになとになっっっったたたたもももものでございます。のでございます。のでございます。のでございます。

なお、繰り上げなお、繰り上げなお、繰り上げなお、繰り上げ充充充充用金に当てる用金に当てる用金に当てる用金に当てるべべべべき平成２３年度き平成２３年度き平成２３年度き平成２３年度歳歳歳歳入につきましては、入につきましては、入につきましては、入につきましては、選手賞選手賞選手賞選手賞金、金、金、金、ここここれはれはれはれは

予算予算予算予算編編編編成成成成後後後後にににに改改改改正が行われまして、それに正が行われまして、それに正が行われまして、それに正が行われまして、それに伴伴伴伴いいいい不不不不用が用が用が用が見込見込見込見込まれるまれるまれるまれる額額額額、また、また、また、また各各各各市委託市委託市委託市委託料料料料ななななどどどど

内部経費内部経費内部経費内部経費削減削減削減削減によりによりによりにより余剰余剰余剰余剰財財財財源源源源をををを生生生生み出しまして、み出しまして、み出しまして、み出しまして、ここここれにれにれにれに充充充充てるてるてるてるこここことといたしました。とといたしました。とといたしました。とといたしました。

ここここの繰り上げの繰り上げの繰り上げの繰り上げ充充充充用は、会計年度経用は、会計年度経用は、会計年度経用は、会計年度経過後過後過後過後にににに歳歳歳歳入入入入不足不足不足不足をををを確確確確定定定定ささささせた上で、出せた上で、出せた上で、出せた上で、出納閉鎖期間前納閉鎖期間前納閉鎖期間前納閉鎖期間前、、、、

すなわち５月３１日までに処すなわち５月３１日までに処すなわち５月３１日までに処すなわち５月３１日までに処理理理理するするするする必必必必要があ要があ要があ要があっっっったたたたこここことから、とから、とから、とから、やむやむやむやむをををを得得得得ず地方自治法第１７ず地方自治法第１７ず地方自治法第１７ず地方自治法第１７

９条第１項の規定による専決処分をした９条第１項の規定による専決処分をした９条第１項の規定による専決処分をした９条第１項の規定による専決処分をしたもももものでございます。のでございます。のでございます。のでございます。同同同同条第３項の規定によりまし条第３項の規定によりまし条第３項の規定によりまし条第３項の規定によりまし

て報告をし、ご承て報告をし、ご承て報告をし、ご承て報告をし、ご承認認認認をお願いするをお願いするをお願いするをお願いするもももものであります。のであります。のであります。のであります。
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ここここちらの内ちらの内ちらの内ちらの内容容容容につきましてにつきましてにつきましてにつきましてもももも、先ほ、先ほ、先ほ、先ほどどどど申し上げました「平成２２、平成２３年度一般会申し上げました「平成２２、平成２３年度一般会申し上げました「平成２２、平成２３年度一般会申し上げました「平成２２、平成２３年度一般会

計特別会計補正予算に関する説明書」の４５ページ、４７ページに記載しておりますが、計特別会計補正予算に関する説明書」の４５ページ、４７ページに記載しておりますが、計特別会計補正予算に関する説明書」の４５ページ、４７ページに記載しておりますが、計特別会計補正予算に関する説明書」の４５ページ、４７ページに記載しておりますが、

ここここここここではではではでは省略省略省略省略ををををささささせていただきます。せていただきます。せていただきます。せていただきます。

４１ページ、報第１４号、財団法人奈良県中小企業支援センターの経営状況の報告につ４１ページ、報第１４号、財団法人奈良県中小企業支援センターの経営状況の報告につ４１ページ、報第１４号、財団法人奈良県中小企業支援センターの経営状況の報告につ４１ページ、報第１４号、財団法人奈良県中小企業支援センターの経営状況の報告につ

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。ここここれについてご説明申し上げますが、財団法人奈良県中小企業センタれについてご説明申し上げますが、財団法人奈良県中小企業センタれについてご説明申し上げますが、財団法人奈良県中小企業センタれについてご説明申し上げますが、財団法人奈良県中小企業センタ

ーの「平成２２年度業ーの「平成２２年度業ーの「平成２２年度業ーの「平成２２年度業務務務務報告書」をお願い申し上げます。報告書」をお願い申し上げます。報告書」をお願い申し上げます。報告書」をお願い申し上げます。

１ページ、まず１ページ、まず１ページ、まず１ページ、まず最初最初最初最初に概要でございますが、県内中小企業にとに概要でございますが、県内中小企業にとに概要でございますが、県内中小企業にとに概要でございますが、県内中小企業にとっっっって経営て経営て経営て経営環境環境環境環境はははは依然厳依然厳依然厳依然厳しししし

い状況が続いております。い状況が続いております。い状況が続いております。い状況が続いております。ささささらに今らに今らに今らに今後後後後、東日本大震災の、東日本大震災の、東日本大震災の、東日本大震災の影響影響影響影響の増大の増大の増大の増大もももも懸念懸念懸念懸念さささされているとれているとれているとれているとここここ

ろ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。ここここうした中、県内産業のうした中、県内産業のうした中、県内産業のうした中、県内産業の活性化活性化活性化活性化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組組組みといたしまして、支援みといたしまして、支援みといたしまして、支援みといたしまして、支援

センターでは経営センターでは経営センターでは経営センターでは経営相談相談相談相談の対応をの対応をの対応をの対応を始始始始めまして、そめまして、そめまして、そめまして、そここここに記載をしております事業をに記載をしております事業をに記載をしております事業をに記載をしております事業を実施実施実施実施しておしておしておしてお

ります。ります。ります。ります。

詳細詳細詳細詳細について３ページからご説明を申し上げます。について３ページからご説明を申し上げます。について３ページからご説明を申し上げます。について３ページからご説明を申し上げます。実施実施実施実施いたしましたいたしましたいたしましたいたしました主主主主な事業の内な事業の内な事業の内な事業の内容容容容をををを

簡単簡単簡単簡単にご説明申し上げます。にご説明申し上げます。にご説明申し上げます。にご説明申し上げます。

まず、１の経営まず、１の経営まず、１の経営まず、１の経営相談相談相談相談の対応でございます。そのうちの対応でございます。そのうちの対応でございます。そのうちの対応でございます。そのうち、、、、（１）（１）（１）（１）窓窓窓窓口口口口相談相談相談相談事業では、中小企事業では、中小企事業では、中小企事業では、中小企

業支援センター内に業支援センター内に業支援センター内に業支援センター内に総総総総合合合合相談窓相談窓相談窓相談窓口を設けまして、口を設けまして、口を設けまして、口を設けまして、各種各種各種各種経営経営経営経営相談相談相談相談にににに答答答答ええええるるるる体体体体制制制制をとをとをとをとっっっっておりておりておりており

ます。平成２２年度は２１７企業からます。平成２２年度は２１７企業からます。平成２２年度は２１７企業からます。平成２２年度は２１７企業から延延延延べべべべ３９３件の３９３件の３９３件の３９３件の相談相談相談相談を受けました。を受けました。を受けました。を受けました。

（２）の専（２）の専（２）の専（２）の専門家派遣門家派遣門家派遣門家派遣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、相談相談相談相談の中での中での中での中で個個個個別別別別課題解課題解課題解課題解決のために決のために決のために決のために外外外外部の専部の専部の専部の専門門門門

家家家家の支援がの支援がの支援がの支援が有有有有効効効効な事案につきまして、中小企業な事案につきまして、中小企業な事案につきまして、中小企業な事案につきまして、中小企業診断士診断士診断士診断士等の専等の専等の専等の専門家門家門家門家を企業にを企業にを企業にを企業に派遣派遣派遣派遣いたしましいたしましいたしましいたしまし

た。た。た。た。

４ページ４ページ４ページ４ページ、、、、（４）の中小企業応援センター事業でございます。（４）の中小企業応援センター事業でございます。（４）の中小企業応援センター事業でございます。（４）の中小企業応援センター事業でございます。近畿近畿近畿近畿経済産業経済産業経済産業経済産業局局局局の委託をの委託をの委託をの委託を

受けまして中小企業団受けまして中小企業団受けまして中小企業団受けまして中小企業団体体体体中中中中央央央央会、会、会、会、商商商商工会工会工会工会連連連連合会等との合会等との合会等との合会等との連携連携連携連携をしまして、ならをしまして、ならをしまして、ならをしまして、なら観観観観光光光光ビビビビジジジジネネネネスススス

カカカカレッレッレッレッジ、ジ、ジ、ジ、後後後後継継継継者者者者育育育育成成成成ゼゼゼゼミミミミななななどどどどを開を開を開を開催催催催いたしました。県内中小企業の新事業いたしました。県内中小企業の新事業いたしました。県内中小企業の新事業いたしました。県内中小企業の新事業展展展展開の支援、開の支援、開の支援、開の支援、

高高高高度専度専度専度専門的門的門的門的なななな課題課題課題課題のののの解解解解決に決に決に決に取取取取りりりり組組組組みました。みました。みました。みました。

（５）経営（５）経営（５）経営（５）経営品質向品質向品質向品質向上上上上活活活活動動動動事業でございます。県内中小企業の経営事業でございます。県内中小企業の経営事業でございます。県内中小企業の経営事業でございます。県内中小企業の経営力強化力強化力強化力強化を支援するため、を支援するため、を支援するため、を支援するため、

経営経営経営経営品質向品質向品質向品質向上について上について上について上について研究研究研究研究会、セ会、セ会、セ会、セミナミナミナミナーなーなーなーなどどどどを開を開を開を開催催催催いたしました。いたしました。いたしました。いたしました。

５ページ５ページ５ページ５ページ、、、、（７）地（７）地（７）地（７）地域域域域産業支援事業でございます。産業支援事業でございます。産業支援事業でございます。産業支援事業でございます。ここここの事業は県内の事業は県内の事業は県内の事業は県内皮革皮革皮革皮革関関関関連連連連団団団団体体体体に対しに対しに対しに対し

まして、団まして、団まして、団まして、団体体体体がががが取取取取りりりり組組組組みます新みます新みます新みます新商品商品商品商品の開の開の開の開発や販路発や販路発や販路発や販路開開開開拓拓拓拓事業等に対して記載の支援をいたし事業等に対して記載の支援をいたし事業等に対して記載の支援をいたし事業等に対して記載の支援をいたし

たたたたもももものでございます。のでございます。のでございます。のでございます。

（８）（８）（８）（８）異異異異業業業業種交流促進種交流促進種交流促進種交流促進事業でございます。県内にあります事業でございます。県内にあります事業でございます。県内にあります事業でございます。県内にあります異異異異業業業業種グル種グル種グル種グルーーーーププププがががが双双双双方の方の方の方の連携連携連携連携

をををを深深深深め、よりめ、よりめ、よりめ、より広範囲広範囲広範囲広範囲なななな活活活活動動動動ができますよう合ができますよう合ができますよう合ができますよう合同同同同会議を開会議を開会議を開会議を開催催催催いたしました。いたしました。いたしました。いたしました。
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６ページ、６ページ、６ページ、６ページ、ⅡⅡⅡⅡののののＢＢＢＢ２２２２ＣＣＣＣ企業支援事業でございます。企業支援事業でございます。企業支援事業でございます。企業支援事業でございます。ＢＢＢＢといいますのはといいますのはといいますのはといいますのはビビビビジジジジネネネネスでございスでございスでございスでござい

ます。ます。ます。ます。ＣＣＣＣといいますのはといいますのはといいますのはといいますのは消消消消費費費費者者者者をあらわしますをあらわしますをあらわしますをあらわしますココココンンンンシシシシュュュューーーーママママーというーというーというーというこここことをとをとをとを略略略略しています。しています。しています。しています。

それの事業でございます。それの事業でございます。それの事業でございます。それの事業でございます。

（１）で、（１）で、（１）で、（１）で、販売力強化販売力強化販売力強化販売力強化支援事業でございますが、支援事業でございますが、支援事業でございますが、支援事業でございますが、商商商商業、業、業、業、ササササーーーービビビビス業、ス業、ス業、ス業、製造製造製造製造小小小小売売売売業の事業業の事業業の事業業の事業

者者者者を対を対を対を対象象象象にににに魅魅魅魅力力力力あるあるあるある商品づく商品づく商品づく商品づくりりりりや販売力強化や販売力強化や販売力強化や販売力強化をををを図図図図るため、大阪国るため、大阪国るため、大阪国るため、大阪国際空港際空港際空港際空港やややや平平平平城遷都城遷都城遷都城遷都１３０１３０１３０１３０

０年０年０年０年祭祭祭祭ななななどどどどでででで展展展展示示示示即即即即売売売売会を開会を開会を開会を開催催催催いたしました。また、いたしました。また、いたしました。また、いたしました。また、海海海海外販路外販路外販路外販路開開開開拓拓拓拓を支援するためを支援するためを支援するためを支援するためＪＥＴＪＥＴＪＥＴＪＥＴ

ＲＲＲＲＯＯＯＯとととと共同共同共同共同でででで北米北米北米北米、、、、ヨヨヨヨーーーーロッロッロッロッパパパパからからからからバイバイバイバイヤヤヤヤーをーをーをーを招聘招聘招聘招聘いたしましていたしましていたしましていたしまして商商商商談談談談会を開会を開会を開会を開催催催催いたしましいたしましいたしましいたしまし

た。た。た。た。

７ページ７ページ７ページ７ページ、、、、（２）の大（２）の大（２）の大（２）の大都都都都市市市市圏圏圏圏販路販路販路販路支援事業でございます。新支援事業でございます。新支援事業でございます。新支援事業でございます。新商品商品商品商品等の等の等の等の販路販路販路販路拡拡拡拡大のため、大のため、大のため、大のため、

首都圏首都圏首都圏首都圏ののののバイバイバイバイヤヤヤヤー１２社と県内企業１１社とのー１２社と県内企業１１社とのー１２社と県内企業１１社とのー１２社と県内企業１１社とのマッチマッチマッチマッチンンンンググググ会を開会を開会を開会を開催催催催し、４件のし、４件のし、４件のし、４件の商商商商談談談談が成立が成立が成立が成立

しております。しております。しております。しております。

（４）（４）（４）（４）フフフフィィィィアットアットアットアット社との社との社との社とのココココララララボボボボ推進推進推進推進事業でございます。県と事業でございます。県と事業でございます。県と事業でございます。県とフフフフィィィィアットアットアットアット社との社との社との社との協協協協定に基定に基定に基定に基

づづづづきました事業でございまして、東きました事業でございまして、東きました事業でございまして、東きました事業でございまして、東京青山京青山京青山京青山ののののフフフフィィィィアットアットアットアットカカカカフフフフェェェェで奈良食で奈良食で奈良食で奈良食材材材材をををを使使使使っっっったたたたココココララララボボボボ

メメメメニュニュニュニューの提ーの提ーの提ーの提供や供や供や供や、、、、期間限期間限期間限期間限定の定の定の定のフフフフィィィィアットアットアットアットカカカカフフフフェェェェ奈良での奈良での奈良での奈良でのシシシシカ皮カ皮カ皮カ皮を内を内を内を内装装装装にににに取取取取り入れた特別り入れた特別り入れた特別り入れた特別

仕仕仕仕様様様様のののの展展展展示な示な示な示などどどど、、、、シシシシカ皮カ皮カ皮カ皮やややや県産県産県産県産品品品品のののの情情情情報報報報発信発信発信発信を支援いたしました。を支援いたしました。を支援いたしました。を支援いたしました。

８ページ、８ページ、８ページ、８ページ、ⅢⅢⅢⅢの新事業の新事業の新事業の新事業展展展展開の支援でございます。開の支援でございます。開の支援でございます。開の支援でございます。

（１）の（１）の（１）の（１）のＢＢＢＢ２２２２ＢＢＢＢマッチマッチマッチマッチンンンング促進グ促進グ促進グ促進事業でございます。事業でございます。事業でございます。事業でございます。ここここれはれはれはれはビビビビジジジジネネネネスとスとスとスとビビビビジジジジネネネネスというスというスというスというここここ

とのとのとのとの略略略略でございます。県内企業のでございます。県内企業のでございます。県内企業のでございます。県内企業の技術課題や技術課題や技術課題や技術課題やニニニニーーーーズズズズをををを掘掘掘掘りりりり起こ起こ起こ起こし、し、し、し、研究研究研究研究開開開開発発発発からからからから技術技術技術技術ののののママママ

ッチッチッチッチンンンンググググをををを促進促進促進促進するために大するために大するために大するために大学学学学とのとのとのとの共同研究共同研究共同研究共同研究、競、競、競、競争争争争的資的資的資的資金を金を金を金を活活活活用した用した用した用した技術技術技術技術開開開開発発発発、なら、なら、なら、なら発オ発オ発オ発オ

ンリーンリーンリーンリーワワワワン企業のン企業のン企業のン企業の認認認認定等、記載の定等、記載の定等、記載の定等、記載の取取取取りりりり組組組組みを行みを行みを行みを行っっっったたたたもももものでございます。のでございます。のでございます。のでございます。

９ページ９ページ９ページ９ページ、、、、（２）地（２）地（２）地（２）地域イ域イ域イ域イノノノノベベベベーーーーシシシショョョョンンンン創創創創出出出出研究研究研究研究開開開開発発発発事業事業事業事業及び及び及び及び（３）の（３）の（３）の（３）の戦戦戦戦略的略的略的略的基基基基盤盤盤盤技術高技術高技術高技術高

度度度度化化化化支援事業でございます。いずれ支援事業でございます。いずれ支援事業でございます。いずれ支援事業でございます。いずれもももも中小企業支援センターが管中小企業支援センターが管中小企業支援センターが管中小企業支援センターが管理理理理法人となりまして法人となりまして法人となりまして法人となりまして取取取取りりりり

組ん組ん組ん組んだ事業でございます。だ事業でございます。だ事業でございます。だ事業でございます。具具具具体的体的体的体的ななななプロプロプロプロジジジジェェェェククククト及び研究ト及び研究ト及び研究ト及び研究ののののテテテテーーーーママママについては記載のとおについては記載のとおについては記載のとおについては記載のとお

りでございます。りでございます。りでございます。りでございます。

１０ページ１０ページ１０ページ１０ページ、、、、（４）の地（４）の地（４）の地（４）の地域域域域結結結結集集集集型研究型研究型研究型研究開開開開発推進発推進発推進発推進事業でございます。事業でございます。事業でございます。事業でございます。ここここの事業はの事業はの事業はの事業は独独独独立行立行立行立行政政政政

法人法人法人法人科科科科学技術学技術学技術学技術振興振興振興振興機機機機構構構構の委託を受けまして平成１７年度から、記載しておりますの委託を受けまして平成１７年度から、記載しておりますの委託を受けまして平成１７年度から、記載しておりますの委託を受けまして平成１７年度から、記載しております吉吉吉吉野ク野ク野ク野クズズズズ、、、、

大大大大和和和和マナマナマナマナななななどどどど植植植植物機能物機能物機能物機能をををを活活活活用した用した用した用した技術技術技術技術開開開開発発発発にににに取取取取りりりり組ん組ん組ん組んできたとできたとできたとできたところころころころでございます。５年でございます。５年でございます。５年でございます。５年間間間間

ででででここここの事業がの事業がの事業がの事業が終終終終了をしております。了をしております。了をしております。了をしております。

１１ページ１１ページ１１ページ１１ページ、、、、（６）なら農（６）なら農（６）なら農（６）なら農商商商商工工工工連携フ連携フ連携フ連携ファァァァンンンンド活ド活ド活ド活用事業でございます。用事業でございます。用事業でございます。用事業でございます。ここここの事業は２５の事業は２５の事業は２５の事業は２５億億億億

１１１１，，，，００００００００００００万円万円万円万円の基金を設立いたしまして基金の基金を設立いたしまして基金の基金を設立いたしまして基金の基金を設立いたしまして基金運運運運用用用用益益益益による中小企業と農林による中小企業と農林による中小企業と農林による中小企業と農林水水水水産業産業産業産業者者者者がががが連連連連
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携携携携をををを組組組組み、新み、新み、新み、新商品商品商品商品開開開開発発発発とととと販売販売販売販売をををを実施実施実施実施するするするする取取取取りりりり組組組組みに対しましてみに対しましてみに対しましてみに対しまして助助助助成をする成をする成をする成をするもももものでございまのでございまのでございまのでございま

す。７件のす。７件のす。７件のす。７件の研究研究研究研究テテテテーーーーママママに対しに対しに対しに対し助助助助成をいたしまして、成をいたしまして、成をいたしまして、成をいたしまして、試試試試作品作品作品作品等の開等の開等の開等の開発発発発を支援いたしました。を支援いたしました。を支援いたしました。を支援いたしました。

１２ページ、１２ページ、１２ページ、１２ページ、ⅣⅣⅣⅣ、金、金、金、金融融融融支援事業でございます。支援事業でございます。支援事業でございます。支援事業でございます。

（１）の設（１）の設（１）の設（１）の設備備備備貸貸貸貸与与与与事業でございますが、県内の小規事業でございますが、県内の小規事業でございますが、県内の小規事業でございますが、県内の小規模模模模事業事業事業事業者者者者等の等の等の等の創創創創業業業業やややや経営基経営基経営基経営基盤盤盤盤のののの強化強化強化強化

にににに資資資資するため、するため、するため、するため、必必必必要な設要な設要な設要な設備資備資備資備資金の金の金の金の促進促進促進促進をををを図図図図るるるるこここことをとをとをとを目的目的目的目的として設として設として設として設備備備備を貸を貸を貸を貸与与与与する事業でござする事業でござする事業でござする事業でござ

います。平成２２年度のいます。平成２２年度のいます。平成２２年度のいます。平成２２年度の実実実実績績績績といたしましては２７企業、４といたしましては２７企業、４といたしましては２７企業、４といたしましては２７企業、４億億億億４４４４，，，，７５２７５２７５２７５２万円万円万円万円の設の設の設の設備備備備貸貸貸貸与与与与

をををを実施実施実施実施したとしたとしたとしたところころころころでございます。でございます。でございます。でございます。

（２）の設（２）の設（２）の設（２）の設備資備資備資備資金貸付事業でございます。金貸付事業でございます。金貸付事業でございます。金貸付事業でございます。ここここの事業は企業への設の事業は企業への設の事業は企業への設の事業は企業への設備備備備投投投投資額資額資額資額の２分の１の２分の１の２分の１の２分の１以以以以

内を内を内を内を無無無無利子で貸し付ける利子で貸し付ける利子で貸し付ける利子で貸し付けるこここことによりまして、小規とによりまして、小規とによりまして、小規とによりまして、小規模模模模企業企業企業企業者者者者等の設等の設等の設等の設備備備備投投投投資資資資のののの促進促進促進促進をををを図図図図るるるるもももものののの

でございます。財でございます。財でございます。財でございます。財源源源源はははは全額全額全額全額、県からの、県からの、県からの、県からの借借借借入金とな入金とな入金とな入金となっっっっております。ております。ております。ております。

（３）（３）（３）（３）ベベベベンンンンチチチチャャャャー企業ー企業ー企業ー企業創創創創出支援事業でございますが、出支援事業でございますが、出支援事業でございますが、出支援事業でございますが、ここここの事業はの事業はの事業はの事業はベベベベンンンンチチチチャャャャー企業に対しー企業に対しー企業に対しー企業に対し

まして、まして、まして、まして、投投投投資資資資を行を行を行を行っっっったたたた後後後後の事の事の事の事後フォロ後フォロ後フォロ後フォローといたしましてーといたしましてーといたしましてーといたしましてベベベベンンンンチチチチャャャャーーーーキャピキャピキャピキャピタタタタルルルルととととととととももももにににに投投投投

資資資資先企業への経営先企業への経営先企業への経営先企業への経営指導指導指導指導等を行等を行等を行等を行っっっっているているているているもももものでございます。のでございます。のでございます。のでございます。

１３ページ、１３ページ、１３ページ、１３ページ、ⅤⅤⅤⅤの人の人の人の人材材材材のののの確確確確保の支援でございます。保の支援でございます。保の支援でございます。保の支援でございます。

（１）で（１）で（１）で（１）で実践的も実践的も実践的も実践的もののののづくづくづくづくり担いり担いり担いり担い手手手手育育育育成事業では、成事業では、成事業では、成事業では、全全全全国の中小企業団国の中小企業団国の中小企業団国の中小企業団体体体体中中中中央央央央会からの補会からの補会からの補会からの補助助助助

を受けまして、奈良工業を受けまして、奈良工業を受けまして、奈良工業を受けまして、奈良工業高高高高等専等専等専等専門学門学門学門学校校校校とのとのとのとの連携連携連携連携により、中小企業のにより、中小企業のにより、中小企業のにより、中小企業の現現現現場場場場技術者技術者技術者技術者のののの育育育育成を成を成を成を図図図図

っっっったとたとたとたところころころころでございます。でございます。でございます。でございます。

（２）の労働（２）の労働（２）の労働（２）の労働力確力確力確力確保事業では、公保事業では、公保事業では、公保事業では、公共共共共職業職業職業職業安安安安定所、奈良しごと定所、奈良しごと定所、奈良しごと定所、奈良しごとｉｉｉｉセンターなセンターなセンターなセンターなどどどどとととと連携連携連携連携をし、をし、をし、をし、

求求求求職職職職者者者者には自には自には自には自己己己己ＰＲＰＲＰＲＰＲのためのセのためのセのためのセのためのセミナミナミナミナー等の開ー等の開ー等の開ー等の開催催催催やややや、、、、求求求求人事業の人事業の人事業の人事業の掘掘掘掘りりりり起こ起こ起こ起こしを行いました。しを行いました。しを行いました。しを行いました。

１５ページ、１５ページ、１５ページ、１５ページ、ⅥⅥⅥⅥのののの知知知知的的的的財産財産財産財産活活活活用支援事業でございます。中小企業が、企業用支援事業でございます。中小企業が、企業用支援事業でございます。中小企業が、企業用支援事業でございます。中小企業が、企業やややや大大大大学学学学、、、、研究研究研究研究

機機機機関が保関が保関が保関が保有有有有する開する開する開する開放放放放特特特特許許許許や技術や技術や技術や技術を新事業を新事業を新事業を新事業やややや新新新新製品製品製品製品開開開開発発発発のためにのためにのためにのために有有有有効効効効利用が利用が利用が利用が図図図図れますようにれますようにれますようにれますように

支援をいたしました。支援をいたしました。支援をいたしました。支援をいたしました。

次に、財次に、財次に、財次に、財務務務務諸表諸表諸表諸表についてご説明申し上げます。についてご説明申し上げます。についてご説明申し上げます。についてご説明申し上げます。

１７ページ、１７ページ、１７ページ、１７ページ、全全全全事業の貸事業の貸事業の貸事業の貸借借借借対対対対照表照表照表照表でございます。記載は１７ページから２３ページにわでございます。記載は１７ページから２３ページにわでございます。記載は１７ページから２３ページにわでございます。記載は１７ページから２３ページにわ

たたたたっっっっております。ております。ております。ております。

１８ページ、１８ページ、１８ページ、１８ページ、資資資資産合計産合計産合計産合計額額額額のののの表頭表頭表頭表頭、当年度の、当年度の、当年度の、当年度の欄欄欄欄をををを見見見見ていただきたいのですが、ていただきたいのですが、ていただきたいのですが、ていただきたいのですが、資資資資産合計で産合計で産合計で産合計で

は７０は７０は７０は７０億億億億９９９９，，，，８５９８５９８５９８５９万万万万９９９９，，，，６９４６９４６９４６９４円円円円となとなとなとなっっっっております。ております。ております。ております。

ささささらに１９ページ、負らに１９ページ、負らに１９ページ、負らに１９ページ、負債債債債合計合計合計合計額額額額でございますが、６２でございますが、６２でございますが、６２でございますが、６２億億億億８８８８，，，，９９３９９３９９３９９３万万万万１１１１，，，，７０５７０５７０５７０５円円円円となとなとなとな

っっっっております。正ております。正ております。正ております。正味味味味資資資資産でございますが、８産でございますが、８産でございますが、８産でございますが、８億億億億８６６８６６８６６８６６万万万万７７７７，，，，９８９９８９９８９９８９円円円円となとなとなとなっっっっております。ております。ております。ております。

２４ページ、２４ページ、２４ページ、２４ページ、全全全全事業の正事業の正事業の正事業の正味味味味資資資資産の増産の増産の増産の増減減減減計算書でございます。一般正計算書でございます。一般正計算書でございます。一般正計算書でございます。一般正味味味味財産増財産増財産増財産増減減減減の部におの部におの部におの部にお
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きます経きます経きます経きます経常常常常収収収収益益益益でございますが、でございますが、でございますが、でございますが、ここここれは当年度れは当年度れは当年度れは当年度欄欄欄欄で１６で１６で１６で１６億億億億５５５５，，，，１６５１６５１６５１６５万万万万９９９９，，，，８０８８０８８０８８０８円円円円、２、２、２、２

５ページ、経５ページ、経５ページ、経５ページ、経常常常常費用は１６費用は１６費用は１６費用は１６億億億億３３３３，，，，１３４１３４１３４１３４万万万万３３３３，，，，５２７５２７５２７５２７円円円円となりました。当となりました。当となりました。当となりました。当期期期期経経経経常常常常増増増増減額減額減額減額でででで

ございますが、２ございますが、２ございますが、２ございますが、２，，，，０３１０３１０３１０３１万万万万６６６６，，，，２８１２８１２８１２８１円円円円となりまして、平成２２年度の正となりまして、平成２２年度の正となりまして、平成２２年度の正となりまして、平成２２年度の正味味味味資資資資産は、８産は、８産は、８産は、８

億億億億８６６８６６８６６８６６万万万万７７７７，，，，９８９９８９９８９９８９円円円円となとなとなとなっっっっております。ております。ております。ております。

３３ページ、財産３３ページ、財産３３ページ、財産３３ページ、財産目目目目録録録録でございますが、先にご説明を申し上げました貸でございますが、先にご説明を申し上げました貸でございますが、先にご説明を申し上げました貸でございますが、先にご説明を申し上げました貸借借借借対対対対照表照表照表照表の内の内の内の内容容容容

をををを科科科科目目目目ごとにごとにごとにごとに詳細詳細詳細詳細に記載をしているに記載をしているに記載をしているに記載をしているもももものでございます。説明につきましては、のでございます。説明につきましては、のでございます。説明につきましては、のでございます。説明につきましては、省略省略省略省略ををををささささせせせせ

ていただきたいと思います。ていただきたいと思います。ていただきたいと思います。ていただきたいと思います。

３５ページからは３５ページからは３５ページからは３５ページからは全全全全事業の収支計算書でございます。事業の収支計算書でございます。事業の収支計算書でございます。事業の収支計算書でございます。

３５ページ、事業３５ページ、事業３５ページ、事業３５ページ、事業活活活活動動動動収入計というのがございます。その決算収入計というのがございます。その決算収入計というのがございます。その決算収入計というのがございます。その決算額額額額のののの欄欄欄欄をごらをごらをごらをごらんんんんいただきいただきいただきいただき

たいと思います。１３たいと思います。１３たいと思います。１３たいと思います。１３億億億億１１１１，，，，８２６８２６８２６８２６万万万万１１１１，，，，８３５８３５８３５８３５円円円円となとなとなとなっっっっております。ております。ております。ております。

３６ページ、事業３６ページ、事業３６ページ、事業３６ページ、事業活活活活動動動動支出支出支出支出額額額額計というのがございます。その決算計というのがございます。その決算計というのがございます。その決算計というのがございます。その決算額額額額は１４は１４は１４は１４億億億億１８７１８７１８７１８７万万万万２２２２

００００００００円円円円というというというというこここことになとになとになとになっっっっておりまして、事業収支ておりまして、事業収支ておりまして、事業収支ておりまして、事業収支差差差差額額額額はそのはそのはそのはその下下下下にございますが、にございますが、にございますが、にございますが、マイナマイナマイナマイナスススス

８８８８，，，，３６０３６０３６０３６０万万万万８８８８，，，，３６５３６５３６５３６５円円円円となりました。となりました。となりました。となりました。

続きまして、続きまして、続きまして、続きまして、投投投投資活資活資活資活動動動動収入収入収入収入額額額額の計のの計のの計のの計の欄欄欄欄でございますが、２でございますが、２でございますが、２でございますが、２億億億億４４４４，，，，４３６４３６４３６４３６万万万万６６６６，，，，１０６１０６１０６１０６円円円円

となとなとなとなっっっっておりまして、３７ページにておりまして、３７ページにておりまして、３７ページにておりまして、３７ページに同同同同じじじじくくくく投投投投資資資資のののの活活活活動動動動支出支出支出支出額額額額の計で３の計で３の計で３の計で３，，，，８２６８２６８２６８２６万万万万２２２２，，，，６１６１６１６１

６６６６円円円円とあり、とあり、とあり、とあり、投投投投資活資活資活資活動動動動収支収支収支収支差差差差額額額額でございますが、２でございますが、２でございますが、２でございますが、２億億億億６１０６１０６１０６１０万万万万３３３３，，，，４８５４８５４８５４８５円円円円となりました。となりました。となりました。となりました。

財財財財務活務活務活務活動動動動の収入計では８の収入計では８の収入計では８の収入計では８億億億億４４４４，，，，７６４７６４７６４７６４万円万円万円万円、財、財、財、財務活務活務活務活動動動動支出支出支出支出額額額額は１２は１２は１２は１２億億億億４４４４，，，，２１５２１５２１５２１５万万万万４４４４，，，，３３３３

５０５０５０５０円円円円、、、、差差差差しししし引引引引ききききマイナマイナマイナマイナス３ス３ス３ス３億億億億９９９９，，，，４５１４５１４５１４５１万万万万４４４４，，，，３５０３５０３５０３５０円円円円となりまして、となりまして、となりまして、となりまして、以以以以上の当上の当上の当上の当期期期期収支収支収支収支

差差差差額額額額でございますが、でございますが、でございますが、でございますが、マイナマイナマイナマイナス２ス２ス２ス２億億億億７７７７，，，，２０１２０１２０１２０１万万万万９９９９，，，，２３０２３０２３０２３０円円円円となり、となり、となり、となり、ここここれにれにれにれに伴伴伴伴いましていましていましていまして

次次次次期期期期繰越繰越繰越繰越額額額額はははは削減さ削減さ削減さ削減されまして７れまして７れまして７れまして７億億億億６６６６，，，，９４３９４３９４３９４３万万万万１１１１，，，，８７２８７２８７２８７２円円円円となりました。となりました。となりました。となりました。

以以以以上で、財団法人奈良県中小企業支援センターの「平成２２年度業上で、財団法人奈良県中小企業支援センターの「平成２２年度業上で、財団法人奈良県中小企業支援センターの「平成２２年度業上で、財団法人奈良県中小企業支援センターの「平成２２年度業務務務務報告書」の説明を報告書」の説明を報告書」の説明を報告書」の説明を

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

引引引引き続きまして、平成２３年度事業計き続きまして、平成２３年度事業計き続きまして、平成２３年度事業計き続きまして、平成２３年度事業計画画画画についてご説明を申し上げます。財団法人奈良についてご説明を申し上げます。財団法人奈良についてご説明を申し上げます。財団法人奈良についてご説明を申し上げます。財団法人奈良

県中小企業支援センターの「平成２３年度事業計県中小企業支援センターの「平成２３年度事業計県中小企業支援センターの「平成２３年度事業計県中小企業支援センターの「平成２３年度事業計画画画画書」をごら書」をごら書」をごら書」をごらんんんんいただきたいと思います。いただきたいと思います。いただきたいと思います。いただきたいと思います。

１ページ、１ページ、１ページ、１ページ、最初最初最初最初に概要でございます。本県におきましては、雇用状況なに概要でございます。本県におきましては、雇用状況なに概要でございます。本県におきましては、雇用状況なに概要でございます。本県におきましては、雇用状況など依然厳ど依然厳ど依然厳ど依然厳しい状しい状しい状しい状

況が続いておりまして、況が続いておりまして、況が続いておりまして、況が続いておりまして、ここここのとのとのとのところ生ころ生ころ生ころ生産産産産活活活活動動動動がががが減少減少減少減少し、し、し、し、足踏足踏足踏足踏み状み状み状み状態態態態にあります。にあります。にあります。にあります。ここここのようのようのようのよう

な状況に対しまして当支援センターでは、県のな状況に対しまして当支援センターでは、県のな状況に対しまして当支援センターでは、県のな状況に対しまして当支援センターでは、県の施施施施策策策策ののののももももと、他の産業支援と、他の産業支援と、他の産業支援と、他の産業支援機機機機関と関と関と関と連携連携連携連携をををを図図図図

りながら県内企業のりながら県内企業のりながら県内企業のりながら県内企業の持持持持つつつつ強強強強みをみをみをみを引引引引き出し、き出し、き出し、き出し、弱弱弱弱点点点点を補を補を補を補完完完完するするするするこここことにより、中小企業をとにより、中小企業をとにより、中小企業をとにより、中小企業を総総総総合合合合的的的的

に支援する事業にに支援する事業にに支援する事業にに支援する事業に取取取取りりりり組組組組むこむこむこむこととしております。ととしております。ととしております。ととしております。

各各各各それそれそれそれぞぞぞぞれの事業でございますが、決算の部分とれの事業でございますが、決算の部分とれの事業でございますが、決算の部分とれの事業でございますが、決算の部分と少少少少し説明がし説明がし説明がし説明がダダダダブっブっブっブったりしますので、たりしますので、たりしますので、たりしますので、簡簡簡簡
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単単単単にご説明申し上げます。にご説明申し上げます。にご説明申し上げます。にご説明申し上げます。

１の経営１の経営１の経営１の経営相談相談相談相談への対応でございます。平成２３年度は県内企業の県内への対応でございます。平成２３年度は県内企業の県内への対応でございます。平成２３年度は県内企業の県内への対応でございます。平成２３年度は県内企業の県内外外外外へのへのへのへの販路販路販路販路拡拡拡拡大を大を大を大を

積極積極積極積極的的的的にににに推進推進推進推進をしていをしていをしていをしていくくくくというというというというこここことで、記載の事業をとで、記載の事業をとで、記載の事業をとで、記載の事業を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。

２ページ、２の２ページ、２の２ページ、２の２ページ、２のＢＢＢＢ２２２２ＣＣＣＣの支援でございます。の支援でございます。の支援でございます。の支援でございます。①①①①のののの海海海海外販路外販路外販路外販路拡拡拡拡大支援事業では、ジ大支援事業では、ジ大支援事業では、ジ大支援事業では、ジェェェェトロトロトロトロ

とのとのとのとの共同共同共同共同海海海海外外外外市場に関するセ市場に関するセ市場に関するセ市場に関するセミナミナミナミナーーーーやややや海海海海外取引外取引外取引外取引に関するに関するに関するに関する相談相談相談相談会を会を会を会を実施実施実施実施するととするととするととするととももももに、に、に、に、②②②②でででで

のののの販売力強化販売力強化販売力強化販売力強化支援事業において、県内支援事業において、県内支援事業において、県内支援事業において、県内外外外外のののの商商商商業業業業施施施施設設設設やややや空港空港空港空港ななななどどどどで県内企業の新で県内企業の新で県内企業の新で県内企業の新商品商品商品商品をををを展展展展示示示示

販売販売販売販売し、し、し、し、販路販路販路販路拡拡拡拡大の支援を大の支援を大の支援を大の支援を実施実施実施実施いたします。また、いたします。また、いたします。また、いたします。また、登録モニ登録モニ登録モニ登録モニターによるターによるターによるターによる評価評価評価評価会を会を会を会を実施実施実施実施しましましましま

して、して、して、して、商品力商品力商品力商品力のののの強化強化強化強化をををを図っ図っ図っ図ってまいります。てまいります。てまいります。てまいります。

３ページ、３の３ページ、３の３ページ、３の３ページ、３のＢＢＢＢ２２２２ＢＢＢＢの支援でございます。の支援でございます。の支援でございます。の支援でございます。①Ｂ①Ｂ①Ｂ①Ｂ２２２２ＢＢＢＢマッチマッチマッチマッチンンンング促進グ促進グ促進グ促進事業では、県内企事業では、県内企事業では、県内企事業では、県内企

業の業の業の業の技術や技術や技術や技術やニニニニーーーーズズズズをををを掘掘掘掘りりりり起こ起こ起こ起こし、し、し、し、研究研究研究研究開開開開発発発発からからからから技術技術技術技術ののののマッチマッチマッチマッチンンンンググググ、、、、取引取引取引取引のための基本のための基本のための基本のための基本的的的的なななな

シシシシスススステテテテムムムムのののの構築構築構築構築まで一まで一まで一まで一貫貫貫貫した支援を行います。した支援を行います。した支援を行います。した支援を行います。

②②②②奈良奈良奈良奈良高高高高専専専専技術技術技術技術情情情情報報報報活活活活用支援事業では、奈良工業用支援事業では、奈良工業用支援事業では、奈良工業用支援事業では、奈良工業高高高高等専等専等専等専門学門学門学門学校校校校の保の保の保の保有有有有するするするする技術や技術や技術や技術や情情情情報を報を報を報を

活活活活用し、用し、用し、用し、研究研究研究研究開開開開発発発発のののの促進促進促進促進、県内企業の、県内企業の、県内企業の、県内企業の技術力向技術力向技術力向技術力向上等に対する支援を行います。上等に対する支援を行います。上等に対する支援を行います。上等に対する支援を行います。

４、新事業４、新事業４、新事業４、新事業展展展展開の支援でございます。国の補開の支援でございます。国の補開の支援でございます。国の補開の支援でございます。国の補助助助助事業等を事業等を事業等を事業等を活活活活用いたしまして、新市場の用いたしまして、新市場の用いたしまして、新市場の用いたしまして、新市場の創創創創

出出出出や製品や製品や製品や製品、、、、ササササーーーービビビビスのスのスのスの高高高高付加付加付加付加価値価値価値価値化化化化をををを目指目指目指目指す中小企業に対しまして支援を行います。す中小企業に対しまして支援を行います。す中小企業に対しまして支援を行います。す中小企業に対しまして支援を行います。

①①①①事業計事業計事業計事業計画画画画等等等等策策策策定支援事業では、国、県の補定支援事業では、国、県の補定支援事業では、国、県の補定支援事業では、国、県の補助助助助事業を事業を事業を事業を活活活活用いたしまして、新用いたしまして、新用いたしまして、新用いたしまして、新商品商品商品商品開開開開発や発や発や発や

新新新新ササササーーーービビビビスを開スを開スを開スを開発発発発しようとする企業のしようとする企業のしようとする企業のしようとする企業のビビビビジジジジネネネネススススプラプラプラプランのンのンのンのブラッシブラッシブラッシブラッシュュュュアップアップアップアップを行い、事業を行い、事業を行い、事業を行い、事業採採採採

択択択択にににに向向向向けた支援を行います。けた支援を行います。けた支援を行います。けた支援を行います。

４ページ、４ページ、４ページ、４ページ、④④④④なら農なら農なら農なら農商商商商工工工工連携フ連携フ連携フ連携ファァァァンンンンドドドド事業でございますが、農林事業でございますが、農林事業でございますが、農林事業でございますが、農林水水水水産事業産事業産事業産事業者者者者とととと商商商商工業工業工業工業者者者者

等が等が等が等が連携連携連携連携をいたしまして新をいたしまして新をいたしまして新をいたしまして新商品商品商品商品、新、新、新、新ササササーーーービビビビスの開スの開スの開スの開発発発発を行うを行うを行うを行う取取取取りりりり組組組組みに対しましてみに対しましてみに対しましてみに対しまして助助助助成をい成をい成をい成をい

たします。たします。たします。たします。

⑤⑤⑤⑤地地地地域域域域産業支援事業では、奈良県産業支援事業では、奈良県産業支援事業では、奈良県産業支援事業では、奈良県皮革皮革皮革皮革関関関関連連連連団団団団体体体体の新の新の新の新商品商品商品商品開開開開発や販路発や販路発や販路発や販路拡拡拡拡大等の大等の大等の大等の取取取取りりりり組組組組みにみにみにみに

対して対して対して対して助助助助成を行います。成を行います。成を行います。成を行います。

５、人５、人５、人５、人材確材確材確材確保の支援でございます。４ページから５ページにかけて記載をいたしており保の支援でございます。４ページから５ページにかけて記載をいたしており保の支援でございます。４ページから５ページにかけて記載をいたしており保の支援でございます。４ページから５ページにかけて記載をいたしており

ます３つの事業をます３つの事業をます３つの事業をます３つの事業を実施さ実施さ実施さ実施させていただせていただせていただせていただくくくく予定にしております。予定にしております。予定にしております。予定にしております。

５ページ、６、公５ページ、６、公５ページ、６、公５ページ、６、公募募募募型研究型研究型研究型研究開開開開発発発発事業の事業の事業の事業の推進推進推進推進でございます。国が公でございます。国が公でございます。国が公でございます。国が公募募募募いたします中小企業いたします中小企業いたします中小企業いたします中小企業

のののの研究研究研究研究開開開開発発発発につきまして、事業につきまして、事業につきまして、事業につきまして、事業採択採択採択採択の支援、の支援、の支援、の支援、採択採択採択採択の事業の事業の事業の事業推進推進推進推進につきまして一につきまして一につきまして一につきまして一貫貫貫貫した支援をした支援をした支援をした支援を

行う行う行う行うもももものでございます。のでございます。のでございます。のでございます。

①戦①戦①戦①戦略的略的略的略的基基基基盤盤盤盤技術高技術高技術高技術高度度度度化化化化支援事業では、支援事業では、支援事業では、支援事業では、共同研究体共同研究体共同研究体共同研究体によによによによっっっってててて研究研究研究研究開開開開発発発発をををを実施実施実施実施いたしましいたしましいたしましいたしまし

て、て、て、て、物づく物づく物づく物づくり基り基り基り基盤盤盤盤技術技術技術技術のののの高高高高度度度度化化化化をををを図図図図るるるるもももものでございます。のでございます。のでございます。のでございます。
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６ページ、７の金６ページ、７の金６ページ、７の金６ページ、７の金融融融融支援事業でございます。支援事業でございます。支援事業でございます。支援事業でございます。

①①①①設設設設備備備備貸貸貸貸与与与与事業では、今年度事業では、今年度事業では、今年度事業では、今年度もももも９９９９億円億円億円億円を貸付を貸付を貸付を貸付総総総総額額額額といたしまして、小規といたしまして、小規といたしまして、小規といたしまして、小規模模模模企業企業企業企業者者者者等に対等に対等に対等に対

し、し、し、し、創創創創業業業業及び及び及び及び経営の基経営の基経営の基経営の基盤盤盤盤強化強化強化強化にににに必必必必要な設要な設要な設要な設備備備備のののの導導導導入を支援してまいります。入を支援してまいります。入を支援してまいります。入を支援してまいります。

②②②②設設設設備資備資備資備資金貸付事業では、本年度金貸付事業では、本年度金貸付事業では、本年度金貸付事業では、本年度もももも貸付貸付貸付貸付総総総総額額額額を２を２を２を２億円億円億円億円といたしまして設といたしまして設といたしまして設といたしまして設備備備備貸貸貸貸与与与与事業と事業と事業と事業と同同同同

様様様様、小規、小規、小規、小規模模模模事業事業事業事業者者者者等に対し、等に対し、等に対し、等に対し、創創創創業業業業及び及び及び及び経営基経営基経営基経営基盤盤盤盤のののの強化強化強化強化にににに必必必必要な設要な設要な設要な設備備備備のののの導導導導入を支援してまい入を支援してまい入を支援してまい入を支援してまい

ります。ります。ります。ります。

③③③③ベベベベンンンンチチチチャャャャー企業ー企業ー企業ー企業創創創創出支援事業では、出支援事業では、出支援事業では、出支援事業では、ベベベベンンンンチチチチャャャャーーーーキャピキャピキャピキャピタタタタルルルルをををを通通通通じまして、じまして、じまして、じまして、間間間間接投接投接投接投資資資資をををを

行行行行っっっったたたたベベベベンンンンチチチチャャャャー企業に対し、事ー企業に対し、事ー企業に対し、事ー企業に対し、事後フォロ後フォロ後フォロ後フォローを行ーを行ーを行ーを行っっっってまいります。てまいります。てまいります。てまいります。

８ページから１３ページは収支予算書についてでございますが、８ページから１３ページは収支予算書についてでございますが、８ページから１３ページは収支予算書についてでございますが、８ページから１３ページは収支予算書についてでございますが、詳細詳細詳細詳細なご説明はなご説明はなご説明はなご説明は省略省略省略省略をををを

ささささせていただきたいと思います。せていただきたいと思います。せていただきたいと思います。せていただきたいと思います。

以以以以上で、６月議会に提案をしております議案の説明を上で、６月議会に提案をしております議案の説明を上で、６月議会に提案をしております議案の説明を上で、６月議会に提案をしております議案の説明を終終終終わらせていただきたいと思いまわらせていただきたいと思いまわらせていただきたいと思いまわらせていただきたいと思いま

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しししくくくくお願いします。お願いします。お願いします。お願いします。

○冨岡農林部長○冨岡農林部長○冨岡農林部長○冨岡農林部長 それでは、それでは、それでは、それでは、引引引引き続きまして、農林部所管の６月補正予算についてご説明き続きまして、農林部所管の６月補正予算についてご説明き続きまして、農林部所管の６月補正予算についてご説明き続きまして、農林部所管の６月補正予算についてご説明

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

「平成２３年度６月補正予算の概要」をお願いいたします。「平成２３年度６月補正予算の概要」をお願いいたします。「平成２３年度６月補正予算の概要」をお願いいたします。「平成２３年度６月補正予算の概要」をお願いいたします。

５ページ、Ⅰの東日本大震災への対応の１、被災地の支援のと５ページ、Ⅰの東日本大震災への対応の１、被災地の支援のと５ページ、Ⅰの東日本大震災への対応の１、被災地の支援のと５ページ、Ⅰの東日本大震災への対応の１、被災地の支援のところころころころで県職員ので県職員ので県職員ので県職員の派遣派遣派遣派遣と書と書と書と書

いてございます。そのうちの２ついてございます。そのうちの２ついてございます。そのうちの２ついてございます。そのうちの２つ目目目目で５９０で５９０で５９０で５９０万円万円万円万円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。ここここれは東れは東れは東れは東

日本大震災の被災地へ農業日本大震災の被災地へ農業日本大震災の被災地へ農業日本大震災の被災地へ農業土木土木土木土木技術技術技術技術職員を職員を職員を職員を派遣派遣派遣派遣をし、災害をし、災害をし、災害をし、災害復旧復旧復旧復旧申申申申請請請請にににに必必必必要となります被災要となります被災要となります被災要となります被災

地の農地、農業用地の農地、農業用地の農地、農業用地の農地、農業用施施施施設の設の設の設の調調調調査査査査並並並並びびびびに設計書のに設計書のに設計書のに設計書の作作作作成支援を行う成支援を行う成支援を行う成支援を行うこここことでとでとでとで復旧復旧復旧復旧作作作作業に対して支援業に対して支援業に対して支援業に対して支援

を行を行を行を行っっっってまいります。まずは、当てまいります。まずは、当てまいります。まずは、当てまいります。まずは、当面面面面７月４日、７月４日、７月４日、７月４日、来週来週来週来週ですが２ですが２ですが２ですが２週週週週間間間間、、、、岩岩岩岩手手手手県に２名を県に２名を県に２名を県に２名を派遣派遣派遣派遣をををを

する予定をしております。する予定をしております。する予定をしております。する予定をしております。

８ページ、８ページ、８ページ、８ページ、ⅡⅡⅡⅡの県の県の県の県政課題政課題政課題政課題への対応の４、農林業の振興の（１）への対応の４、農林業の振興の（１）への対応の４、農林業の振興の（１）への対応の４、農林業の振興の（１）ママママーーーーケティケティケティケティンンンンググググ・・・・ココココスススストトトト

戦戦戦戦略略略略に基に基に基に基づづづづいた農産いた農産いた農産いた農産物物物物の振興としまして、の振興としまして、の振興としまして、の振興としまして、チチチチャャャャレレレレンジンジンジンジ品目品目品目品目支援事業につきまして６０支援事業につきまして６０支援事業につきまして６０支援事業につきまして６０万円万円万円万円

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。ここここれは県内産のれは県内産のれは県内産のれは県内産のササササククククラララランンンンボボボボののののブラブラブラブランンンンド化ド化ド化ド化をををを目的目的目的目的としまして、としまして、としまして、としまして、

生生生生産の産の産の産の拡拡拡拡大を大を大を大を推進推進推進推進するために新規するために新規するために新規するために新規導導導導入に係ります経費に対して支援をする入に係ります経費に対して支援をする入に係ります経費に対して支援をする入に係ります経費に対して支援をするもももものでございまのでございまのでございまのでございま

す。す。す。す。

９ページ９ページ９ページ９ページ、、、、（２）（２）（２）（２）意欲意欲意欲意欲ある担いある担いある担いある担い手手手手への支援といたしまして、新規事業、担いへの支援といたしまして、新規事業、担いへの支援といたしまして、新規事業、担いへの支援といたしまして、新規事業、担い手手手手育育育育成成成成緊急緊急緊急緊急

支援事業につきまして３４０支援事業につきまして３４０支援事業につきまして３４０支援事業につきまして３４０万円万円万円万円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。ここここれはれはれはれは意欲意欲意欲意欲ある農ある農ある農ある農家家家家がががが将将将将

来来来来展展展展望望望望をををを持持持持っっっって農業経営を営めるように支援を行うて農業経営を営めるように支援を行うて農業経営を営めるように支援を行うて農業経営を営めるように支援を行うももももので、ので、ので、ので、具具具具体的体的体的体的には経営には経営には経営には経営能力能力能力能力のののの向向向向上を上を上を上を

図図図図るるるる講習講習講習講習会の開会の開会の開会の開催催催催やややや、、、、多多多多様様様様な経営な経営な経営な経営展展展展開を開を開を開を図図図図るために行いまするために行いまするために行いまするために行います高高高高付加付加付加付加価値価値価値価値作物作物作物作物、新規、新規、新規、新規作物作物作物作物のののの
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導導導導入な入な入な入などどどどに対しての補に対しての補に対しての補に対しての補助助助助、それから、それから、それから、それから不不不不採採採採算算算算性性性性がががが高高高高い小規い小規い小規い小規模模模模農農農農家家家家からからからから集落集落集落集落営農の営農の営農の営農の手手手手法を用い法を用い法を用い法を用い

て規て規て規て規模模模模をををを拡拡拡拡大します経営大します経営大します経営大します経営体体体体への支援なへの支援なへの支援なへの支援などどどどを行を行を行を行っっっってまいります。てまいります。てまいります。てまいります。

（３）県産（３）県産（３）県産（３）県産材材材材の利用の利用の利用の利用促進促進促進促進としまして、新規事業、県産としまして、新規事業、県産としまして、新規事業、県産としまして、新規事業、県産材流通材流通材流通材流通拡拡拡拡大大大大推進推進推進推進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

１００１００１００１００万円万円万円万円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。ここここの事業では、県産の事業では、県産の事業では、県産の事業では、県産材材材材のののの流通流通流通流通拡拡拡拡大を大を大を大を推進推進推進推進するたするたするたするた

め、県産め、県産め、県産め、県産材材材材をををを住宅住宅住宅住宅用用用用構構構構造材造材造材造材だけでなだけでなだけでなだけでなくくくく内内内内装装装装材材材材等への用等への用等への用等への用途途途途の開の開の開の開拓拓拓拓とととと海海海海外外外外市場への市場への市場への市場への展展展展開により開により開により開により

ますますますます販路販路販路販路拡拡拡拡大を大を大を大を図図図図るるるるもももものでございます。用のでございます。用のでございます。用のでございます。用途途途途開開開開拓拓拓拓のためのためのためのため研究研究研究研究会の開会の開会の開会の開催催催催、あるいは東、あるいは東、あるいは東、あるいは東京都京都京都京都、、、、

名名名名古屋古屋古屋古屋市とい市とい市とい市といっっっった大た大た大た大消消消消費地での費地での費地での費地での情情情情報収報収報収報収集集集集を行を行を行を行っっっってまいります。また、てまいります。また、てまいります。また、てまいります。また、海海海海外外外外市場への市場への市場への市場への展展展展開を開を開を開を

図図図図るためにるためにるためにるために輸輸輸輸出に当た出に当た出に当た出に当たっっっってのてのてのての情情情情報、報、報、報、知識知識知識知識収収収収得得得得のためののためののためののための研究研究研究研究会を開会を開会を開会を開催催催催をいたします。をいたします。をいたします。をいたします。

（４）農林関係公（４）農林関係公（４）農林関係公（４）農林関係公共共共共事業の事業の事業の事業の推進推進推進推進のののの土土土土地地地地改改改改良事業で３良事業で３良事業で３良事業で３，，，，０９３０９３０９３０９３万円万円万円万円の補正をお願いをしての補正をお願いをしての補正をお願いをしての補正をお願いをして

おります。おります。おります。おります。ここここれはれはれはれは倉橋倉橋倉橋倉橋ためためためため池池池池をををを水水水水源源源源といたしますといたしますといたしますといたします倉橋倉橋倉橋倉橋地地地地区区区区におきまして、におきまして、におきまして、におきまして、老朽老朽老朽老朽化化化化したしたしたした水水水水利利利利

施施施施設の補設の補設の補設の補修修修修、補、補、補、補強強強強ななななどどどどを行い、を行い、を行い、を行い、施施施施設の長設の長設の長設の長寿命寿命寿命寿命化化化化ととととライフサイライフサイライフサイライフサイククククルルルルココココスススストトトトのののの低低低低減減減減をををを図図図図るるるるもももものののの

でございます。あわせてでございます。あわせてでございます。あわせてでございます。あわせて環境環境環境環境にににに配慮配慮配慮配慮したしたしたした整整整整備備備備を行い、を行い、を行い、を行い、親水空親水空親水空親水空間間間間のののの整整整整備備備備ななななどもどもどもども行行行行っっっってまいりてまいりてまいりてまいり

ます。ます。ます。ます。

次に、農地次に、農地次に、農地次に、農地防防防防災事業で１災事業で１災事業で１災事業で１，，，，４４０４４０４４０４４０万円万円万円万円の補正をお願いしておりますが、の補正をお願いしておりますが、の補正をお願いしておりますが、の補正をお願いしておりますが、ここここれは大れは大れは大れは大和郡山和郡山和郡山和郡山

市の市の市の市の白土下池白土下池白土下池白土下池におきまして、におきまして、におきまして、におきまして、堤堤堤堤体取体取体取体取水水水水施施施施設等の設等の設等の設等の整整整整備備備備を行を行を行を行っっっってまいるてまいるてまいるてまいるもももものでございます。のでございます。のでございます。のでございます。

続きまして続きまして続きまして続きまして、、、、「平成２２、平成２３年度一般会計特別会計補正予算案その他」をご「平成２２、平成２３年度一般会計特別会計補正予算案その他」をご「平成２２、平成２３年度一般会計特別会計補正予算案その他」をご「平成２２、平成２３年度一般会計特別会計補正予算案その他」をご覧覧覧覧くくくく

だだだだささささい。い。い。い。

１６ページ、議第３８号、市町村負担金の徴収についてでございます。平成２３年度県１６ページ、議第３８号、市町村負担金の徴収についてでございます。平成２３年度県１６ページ、議第３８号、市町村負担金の徴収についてでございます。平成２３年度県１６ページ、議第３８号、市町村負担金の徴収についてでございます。平成２３年度県

営営営営土土土土地地地地改改改改良事業に係ります市町村負担金の徴収に関しての良事業に係ります市町村負担金の徴収に関しての良事業に係ります市町村負担金の徴収に関しての良事業に係ります市町村負担金の徴収に関してのもももものでございます。のでございます。のでございます。のでございます。ここここれは地方れは地方れは地方れは地方

財財財財政政政政法法法法及び及び及び及び奈良県営奈良県営奈良県営奈良県営土土土土地地地地改改改改良事業分担金等徴収条例の規定に基良事業分担金等徴収条例の規定に基良事業分担金等徴収条例の規定に基良事業分担金等徴収条例の規定に基づづづづきまして、工事により利きまして、工事により利きまして、工事により利きまして、工事により利

益益益益を受けます市町村に受を受けます市町村に受を受けます市町村に受を受けます市町村に受益益益益のののの限限限限度において費用の一部をご負担いただ度において費用の一部をご負担いただ度において費用の一部をご負担いただ度において費用の一部をご負担いただくもくもくもくものでございます。のでございます。のでございます。のでございます。

農林部所管の県営農林部所管の県営農林部所管の県営農林部所管の県営土土土土地地地地改改改改良事業につきましては、県営良事業につきましては、県営良事業につきましては、県営良事業につきましては、県営畑畑畑畑地地地地帯総帯総帯総帯総合合合合整整整整備備備備事業、県営補事業、県営補事業、県営補事業、県営補助助助助整整整整備備備備

事業、県営農地事業、県営農地事業、県営農地事業、県営農地環境環境環境環境整整整整備備備備事業、一般農事業、一般農事業、一般農事業、一般農道整道整道整道整備備備備事業、県営ため事業、県営ため事業、県営ため事業、県営ため池整池整池整池整備備備備事業の事業を予定して事業の事業を予定して事業の事業を予定して事業の事業を予定して

おりまして、おりまして、おりまして、おりまして、ここここれらの事業にかかわります市町村は奈良市、ほか９市町村で記載のとおりれらの事業にかかわります市町村は奈良市、ほか９市町村で記載のとおりれらの事業にかかわります市町村は奈良市、ほか９市町村で記載のとおりれらの事業にかかわります市町村は奈良市、ほか９市町村で記載のとおり

となとなとなとなっっっってございます。事業費は１１てございます。事業費は１１てございます。事業費は１１てございます。事業費は１１億億億億６６６６，，，，２５９２５９２５９２５９万円万円万円万円、負担、負担、負担、負担率率率率は記載のとおりで、金は記載のとおりで、金は記載のとおりで、金は記載のとおりで、金額額額額はははは

１１１１億億億億４４４４，，，，８８９８８９８８９８８９万万万万５５５５，，，，００００００００００００円円円円となとなとなとなっっっってございます。てございます。てございます。てございます。

１８ページ、報第１号、平成２２年度奈良県一般会計予算繰越計算書の報告についてで１８ページ、報第１号、平成２２年度奈良県一般会計予算繰越計算書の報告についてで１８ページ、報第１号、平成２２年度奈良県一般会計予算繰越計算書の報告についてで１８ページ、報第１号、平成２２年度奈良県一般会計予算繰越計算書の報告についてで

ございます。農林部所管の繰越明ございます。農林部所管の繰越明ございます。農林部所管の繰越明ございます。農林部所管の繰越明許許許許費繰越計算書についてご説明申し上げます。費繰越計算書についてご説明申し上げます。費繰越計算書についてご説明申し上げます。費繰越計算書についてご説明申し上げます。

２１ページ、第８２１ページ、第８２１ページ、第８２１ページ、第８款款款款農林農林農林農林水水水水産業費、第２項産業費、第２項産業費、第２項産業費、第２項畜畜畜畜産業費でございますが、産業費でございますが、産業費でございますが、産業費でございますが、家家家家畜畜畜畜保保保保健健健健衛衛衛衛生生生生所所所所病病病病

性性性性鑑鑑鑑鑑定定定定機器機器機器機器整整整整備備備備事業から、２２ページの、事業から、２２ページの、事業から、２２ページの、事業から、２２ページの、畜畜畜畜産産産産技術技術技術技術センターセンターセンターセンター研究機器研究機器研究機器研究機器整整整整備備備備事業までの４事事業までの４事事業までの４事事業までの４事
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業で、繰越業で、繰越業で、繰越業で、繰越額額額額は９は９は９は９，，，，６６８６６８６６８６６８万万万万５５５５，，，，００００００００００００円円円円となとなとなとなっっっってございます。てございます。てございます。てございます。

２２ページ、第３項農地費でございます。県営ほ場２２ページ、第３項農地費でございます。県営ほ場２２ページ、第３項農地費でございます。県営ほ場２２ページ、第３項農地費でございます。県営ほ場整整整整備備備備事業から県営ため事業から県営ため事業から県営ため事業から県営ため池整池整池整池整備備備備事業ま事業ま事業ま事業ま

での計９事業で、繰越での計９事業で、繰越での計９事業で、繰越での計９事業で、繰越額額額額は９は９は９は９億億億億２２２２，，，，２１１２１１２１１２１１万万万万９９９９，，，，００００００００００００円円円円となとなとなとなっっっってございます。また第４てございます。また第４てございます。また第４てございます。また第４

項林業費でございますが、奈良県項林業費でございますが、奈良県項林業費でございますが、奈良県項林業費でございますが、奈良県森森森森林林林林区区区区分設定事業から分設定事業から分設定事業から分設定事業から森森森森林林林林技術技術技術技術センターセンターセンターセンター研究機器研究機器研究機器研究機器等等等等整整整整備備備備

事業までの計６事業で、繰越事業までの計６事業で、繰越事業までの計６事業で、繰越事業までの計６事業で、繰越額額額額は８は８は８は８億億億億２７７２７７２７７２７７万万万万４４４４，，，，００００００００００００円円円円となとなとなとなっっっってございます。てございます。てございます。てございます。

２７ページ、第１３２７ページ、第１３２７ページ、第１３２７ページ、第１３款款款款災害災害災害災害復旧復旧復旧復旧費、第１項農林費、第１項農林費、第１項農林費、第１項農林水水水水産産産産施施施施設災害設災害設災害設災害復旧復旧復旧復旧費でございます。農地費でございます。農地費でございます。農地費でございます。農地

及び及び及び及び農業用農業用農業用農業用施施施施設災害設災害設災害設災害復旧復旧復旧復旧事業で繰越事業で繰越事業で繰越事業で繰越額額額額は３３５は３３５は３３５は３３５万万万万８８８８，，，，００００００００００００円円円円となとなとなとなっっっっております。一般会ております。一般会ております。一般会ております。一般会

計予算の計予算の計予算の計予算の主主主主な繰り越しな繰り越しな繰り越しな繰り越し理理理理由由由由は、地は、地は、地は、地元及び元及び元及び元及び関係関係関係関係機機機機関との関との関との関との調調調調整整整整やややや文文文文化化化化財財財財発発発発掘掘掘掘調調調調査な査な査な査などどどどにににに不不不不測測測測のののの

日日日日数数数数を要したを要したを要したを要したここここと、それから事業と、それから事業と、それから事業と、それから事業実施主体実施主体実施主体実施主体のおのおのおのおくくくくれ、れ、れ、れ、ささささらには国のらには国のらには国のらには国の緊急緊急緊急緊急総総総総合経済対合経済対合経済対合経済対策策策策の補の補の補の補

正に対応するための正に対応するための正に対応するための正に対応するためのもももものでございます。のでございます。のでございます。のでございます。

なお、繰り越し事業につきましては、今なお、繰り越し事業につきましては、今なお、繰り越し事業につきましては、今なお、繰り越し事業につきましては、今後後後後とととともももも地地地地元元元元とのとのとのとの調調調調整整整整ななななどどどどをををを図図図図りながら事業のりながら事業のりながら事業のりながら事業の早早早早

期期期期完完完完了に了に了に了に努努努努めてまいりたいとめてまいりたいとめてまいりたいとめてまいりたいと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。

３８ページから４０ページの報第１１号から報第１３号に係ります公社等の経営状況の３８ページから４０ページの報第１１号から報第１３号に係ります公社等の経営状況の３８ページから４０ページの報第１１号から報第１３号に係ります公社等の経営状況の３８ページから４０ページの報第１１号から報第１３号に係ります公社等の経営状況の

報告につきましては、別報告につきましては、別報告につきましては、別報告につきましては、別冊冊冊冊でお願いをいたします。でお願いをいたします。でお願いをいたします。でお願いをいたします。

まずまずまずまず最初最初最初最初に、財団法人奈良県農業振興公社の「平成２２年度業に、財団法人奈良県農業振興公社の「平成２２年度業に、財団法人奈良県農業振興公社の「平成２２年度業に、財団法人奈良県農業振興公社の「平成２２年度業務務務務報告書」の１ページ、報告書」の１ページ、報告書」の１ページ、報告書」の１ページ、

平成２２年度事業報告についてですが、農業振興公社は農業経営の規平成２２年度事業報告についてですが、農業振興公社は農業経営の規平成２２年度事業報告についてですが、農業振興公社は農業経営の規平成２２年度事業報告についてですが、農業振興公社は農業経営の規模拡模拡模拡模拡大、農地の大、農地の大、農地の大、農地の集積集積集積集積

ななななどどどど、担い、担い、担い、担い手手手手のののの育育育育成成成成確確確確保を保を保を保を図図図図るためにるためにるためにるために仲介役仲介役仲介役仲介役として農業地のとして農業地のとして農業地のとして農業地の売売売売買買買買やややや貸貸貸貸借借借借を行う、いわを行う、いわを行う、いわを行う、いわゆゆゆゆるるるる

農地保農地保農地保農地保有有有有合合合合理化理化理化理化事業を中事業を中事業を中事業を中心心心心に事業をに事業をに事業をに事業を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。

主主主主要事業についてご説明申し上げます。要事業についてご説明申し上げます。要事業についてご説明申し上げます。要事業についてご説明申し上げます。

まず、農地保まず、農地保まず、農地保まず、農地保有有有有合合合合理化促進理化促進理化促進理化促進事業につきましては、農用地の貸事業につきましては、農用地の貸事業につきましては、農用地の貸事業につきましては、農用地の貸借借借借ななななどどどど記載のとおり記載のとおり記載のとおり記載のとおり実施実施実施実施をををを

しております。農用地の貸しております。農用地の貸しております。農用地の貸しております。農用地の貸借借借借は、ほは、ほは、ほは、ほぼぼぼぼ前前前前年年年年並並並並みとなみとなみとなみとなっっっっています。ています。ています。ています。

それから、それから、それから、それから、青青青青年農業年農業年農業年農業者者者者等等等等就就就就農支援事業では、農支援事業では、農支援事業では、農支援事業では、就就就就農支援の農支援の農支援の農支援の資資資資金貸し付け金貸し付け金貸し付け金貸し付け及び及び及び及び新規新規新規新規就就就就農農農農相談相談相談相談

をををを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。。。。（１）新規（１）新規（１）新規（１）新規就就就就農農農農相談相談相談相談につきましては、１１３件のごにつきましては、１１３件のごにつきましては、１１３件のごにつきましては、１１３件のご相談相談相談相談がございまがございまがございまがございま

した。次にした。次にした。次にした。次に、、、、（２）農業（２）農業（２）農業（２）農業実践サ実践サ実践サ実践サポポポポーーーートトトト事業でございますが、２件の農地におきまして１名事業でございますが、２件の農地におきまして１名事業でございますが、２件の農地におきまして１名事業でございますが、２件の農地におきまして１名

のののの研研研研修修修修をををを実施実施実施実施をいたしました。また、平成２２年度からの新規事業の（３）担いをいたしました。また、平成２２年度からの新規事業の（３）担いをいたしました。また、平成２２年度からの新規事業の（３）担いをいたしました。また、平成２２年度からの新規事業の（３）担い手手手手育育育育成成成成確確確確

保支援事業、保支援事業、保支援事業、保支援事業、イチイチイチイチゴゴゴゴスペスペスペスペシシシシャャャャリスリスリスリストトトト育育育育成・成・成・成・確確確確保事業の保事業の保事業の保事業の実施実施実施実施をし、２名のをし、２名のをし、２名のをし、２名の研研研研修修修修生生生生をををを選考選考選考選考、決、決、決、決

定をしまして、平成２３年度から定をしまして、平成２３年度から定をしまして、平成２３年度から定をしまして、平成２３年度から研研研研修修修修をををを実施実施実施実施する予定となする予定となする予定となする予定となっっっってございます。てございます。てございます。てございます。

それから次、農地リそれから次、農地リそれから次、農地リそれから次、農地リフレッシフレッシフレッシフレッシュュュュ事業は、公社が一た事業は、公社が一た事業は、公社が一た事業は、公社が一たん借ん借ん借ん借り入れましたり入れましたり入れましたり入れました耕耕耕耕作作作作放棄放棄放棄放棄地で地で地で地で簡簡簡簡易易易易

な農地な農地な農地な農地整整整整備備備備を行い、を行い、を行い、を行い、整整整整備後備後備後備後に担いに担いに担いに担い手手手手等への農地等への農地等への農地等への農地集積集積集積集積を行う事業で、５件を行う事業で、５件を行う事業で、５件を行う事業で、５件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。

農業振興支援事業は、大農業振興支援事業は、大農業振興支援事業は、大農業振興支援事業は、大和和和和高高高高原北原北原北原北部地部地部地部地区区区区の地の地の地の地元元元元負担金の一負担金の一負担金の一負担金の一括償還括償還括償還括償還に要する経費であり、に要する経費であり、に要する経費であり、に要する経費であり、
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金金金金融融融融機機機機関への関への関への関への償還償還償還償還分として６分として６分として６分として６億億億億２２２２，，，，７２８７２８７２８７２８万円余万円余万円余万円余となとなとなとなっっっってございます。てございます。てございます。てございます。

フラフラフラフラワワワワーセンター管ーセンター管ーセンター管ーセンター管理理理理受託事業は、県から受託事業は、県から受託事業は、県から受託事業は、県からフラフラフラフラワワワワーセンターの管ーセンターの管ーセンターの管ーセンターの管理理理理を受託したを受託したを受託したを受託したもももものでごのでごのでごのでご

ざいます。ざいます。ざいます。ざいます。

詳細詳細詳細詳細につきましては、２ページから６ページに記載をしております。につきましては、２ページから６ページに記載をしております。につきましては、２ページから６ページに記載をしております。につきましては、２ページから６ページに記載をしております。後後後後ほほほほどどどどごらごらごらごらんんんんをいをいをいをい

ただけれただけれただけれただければばばばと思います。と思います。と思います。と思います。

７ページ、財７ページ、財７ページ、財７ページ、財務務務務の報告でございます。貸の報告でございます。貸の報告でございます。貸の報告でございます。貸借借借借対対対対照表照表照表照表と収支計算書でご説明をと収支計算書でご説明をと収支計算書でご説明をと収支計算書でご説明をささささせていただせていただせていただせていただ

きます。きます。きます。きます。

まず貸まず貸まず貸まず貸借借借借対対対対照表照表照表照表につきまして、につきまして、につきまして、につきまして、資資資資産合計は２１産合計は２１産合計は２１産合計は２１億億億億６６６６，，，，２２５２２５２２５２２５万円余万円余万円余万円余、負、負、負、負債債債債合計は１８合計は１８合計は１８合計は１８億億億億

８８８８，，，，７３６７３６７３６７３６万円余万円余万円余万円余、正、正、正、正味味味味財産は２財産は２財産は２財産は２億億億億７７７７，，，，４８９４８９４８９４８９万円余万円余万円余万円余となとなとなとなっっっってございます。てございます。てございます。てございます。

１９ページ、収支計算書でございます。事業１９ページ、収支計算書でございます。事業１９ページ、収支計算書でございます。事業１９ページ、収支計算書でございます。事業活活活活動動動動収入は、基本財産収入は、基本財産収入は、基本財産収入は、基本財産運運運運用収入な用収入な用収入な用収入などどどどで６で６で６で６億億億億

５５５５，，，，７７１７７１７７１７７１万円余万円余万円余万円余、それから事業、それから事業、それから事業、それから事業活活活活動動動動支出は、農地保支出は、農地保支出は、農地保支出は、農地保有有有有合合合合理化理化理化理化事業費支出等で６事業費支出等で６事業費支出等で６事業費支出等で６億億億億８８８８，，，，９９９９

０４０４０４０４万円余万円余万円余万円余で、事業で、事業で、事業で、事業活活活活動動動動収支収支収支収支差差差差額額額額は３は３は３は３，，，，１３２１３２１３２１３２万円余万円余万円余万円余のののの減減減減でございます。でございます。でございます。でございます。ここここの事業の事業の事業の事業活活活活動動動動収収収収

支支支支差差差差額額額額にににに投投投投資活資活資活資活動動動動収支、それから財収支、それから財収支、それから財収支、それから財務活務活務活務活動動動動収支な収支な収支な収支などどどどを合わせまして、当を合わせまして、当を合わせまして、当を合わせまして、当期期期期収支収支収支収支差差差差額額額額ががががマイマイマイマイ

ナナナナス３ス３ス３ス３，，，，２８８２８８２８８２８８万円余万円余万円余万円余となとなとなとなっっっってございます。てございます。てございます。てございます。

以以以以上が業上が業上が業上が業務務務務報告の説明で、次に事業計報告の説明で、次に事業計報告の説明で、次に事業計報告の説明で、次に事業計画画画画書の説明を書の説明を書の説明を書の説明をささささせていただきます。せていただきます。せていただきます。せていただきます。

財団法人奈良県農業振興公社「平成２３年度事業計財団法人奈良県農業振興公社「平成２３年度事業計財団法人奈良県農業振興公社「平成２３年度事業計財団法人奈良県農業振興公社「平成２３年度事業計画画画画書」の１ページ、平成２３年度に書」の１ページ、平成２３年度に書」の１ページ、平成２３年度に書」の１ページ、平成２３年度に

つきましてつきましてつきましてつきましてもももも、、、、引引引引き続き収入き続き収入き続き収入き続き収入確確確確保、経費保、経費保、経費保、経費節節節節減減減減にににに努努努努めながら、記載の１から４の事項につきめながら、記載の１から４の事項につきめながら、記載の１から４の事項につきめながら、記載の１から４の事項につき

まして、まして、まして、まして、重点的重点的重点的重点的に事業に事業に事業に事業展展展展開を開を開を開を図図図図るるるるここここととしております。ととしております。ととしております。ととしております。

９ページ、収支計９ページ、収支計９ページ、収支計９ページ、収支計画画画画につきましては、収支予算書でご説明につきましては、収支予算書でご説明につきましては、収支予算書でご説明につきましては、収支予算書でご説明ささささせていただきます。事業せていただきます。事業せていただきます。事業せていただきます。事業活活活活

動動動動収入は基本財産収入は基本財産収入は基本財産収入は基本財産運運運運用収入な用収入な用収入な用収入などどどどで７で７で７で７億億億億２２２２，，，，７９１７９１７９１７９１万万万万４４４４，，，，００００００００００００円円円円、事業、事業、事業、事業活活活活動動動動収支は農地保収支は農地保収支は農地保収支は農地保

有有有有合合合合理化理化理化理化事業費支出な事業費支出な事業費支出な事業費支出などどどどで７で７で７で７億億億億５５５５，，，，８１２８１２８１２８１２万万万万５５５５，，，，００００００００００００円円円円、事業、事業、事業、事業活活活活動動動動収支収支収支収支差差差差額額額額ははははマイナマイナマイナマイナスススス

３３３３，，，，０２１０２１０２１０２１万万万万１１１１，，，，００００００００００００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。ここここの事業の事業の事業の事業活活活活動動動動収支収支収支収支差差差差額額額額にににに投投投投資活資活資活資活動動動動収支、財収支、財収支、財収支、財務活務活務活務活

動動動動収支を合わせまして当収支を合わせまして当収支を合わせまして当収支を合わせまして当期期期期収支収支収支収支差差差差額額額額ははははゼゼゼゼロロロロとなとなとなとなっっっってございます。てございます。てございます。てございます。

以以以以上で、農業振興公社のご説明を上で、農業振興公社のご説明を上で、農業振興公社のご説明を上で、農業振興公社のご説明を終終終終わらせていただきまして、次に食肉公社のご説明をわらせていただきまして、次に食肉公社のご説明をわらせていただきまして、次に食肉公社のご説明をわらせていただきまして、次に食肉公社のご説明を

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

財団法人奈良県食肉公社の「平成２２年度業財団法人奈良県食肉公社の「平成２２年度業財団法人奈良県食肉公社の「平成２２年度業財団法人奈良県食肉公社の「平成２２年度業務務務務報告書」の１ページ報告書」の１ページ報告書」の１ページ報告書」の１ページ、、、、［［［［１１１１］］］］の事業のの事業のの事業のの事業の実実実実

施施施施状況でございますが、食肉公社は食肉状況でございますが、食肉公社は食肉状況でございますが、食肉公社は食肉状況でございますが、食肉公社は食肉流通流通流通流通センターの管センターの管センターの管センターの管理理理理運運運運営営営営主体主体主体主体として、食肉のとして、食肉のとして、食肉のとして、食肉の安安安安定定定定

供供供供給給給給とととと流通流通流通流通のののの円円円円滑滑滑滑化化化化をををを図図図図るため、るため、るため、るため、安安安安全全全全、、、、衛衛衛衛生生生生対対対対策策策策ななななどどどどにににに留留留留意意意意しながらセンターのしながらセンターのしながらセンターのしながらセンターの効率的効率的効率的効率的なななな

運運運運営に営に営に営に努努努努めております。また、関係めております。また、関係めております。また、関係めております。また、関係機機機機関等と関等と関等と関等と連携連携連携連携をををを密密密密にしまして、県内産肉にしまして、県内産肉にしまして、県内産肉にしまして、県内産肉畜畜畜畜のののの集集集集出出出出荷荷荷荷のののの

促進促進促進促進にににに努努努努めてきたとめてきたとめてきたとめてきたところころころころでございます。大でございます。大でございます。大でございます。大和畜和畜和畜和畜産産産産ブラブラブラブランンンンドドドドとしての大としての大としての大としての大和牛和牛和牛和牛、大、大、大、大和ポ和ポ和ポ和ポークにークにークにークに



---- 11114444 ----

つきましては、ほつきましては、ほつきましては、ほつきましては、ほぼぼぼぼ順順順順調調調調にににに推推推推移しております。平成２２年度は大移しております。平成２２年度は大移しております。平成２２年度は大移しております。平成２２年度は大和牛和牛和牛和牛は年は年は年は年間間間間９４２９４２９４２９４２頭頭頭頭、大、大、大、大

和ポ和ポ和ポ和ポークにつきましては年ークにつきましては年ークにつきましては年ークにつきましては年間間間間３３３３，，，，９８３９８３９８３９８３頭頭頭頭が上場が上場が上場が上場さささされております。れております。れております。れております。

（１）の食肉（１）の食肉（１）の食肉（１）の食肉流通流通流通流通センターの経営センターの経営センターの経営センターの経営改改改改革革革革等についてでございます。平成２０年に示等についてでございます。平成２０年に示等についてでございます。平成２０年に示等についてでございます。平成２０年に示さささされまれまれまれま

したしたしたした検討検討検討検討委員会の提委員会の提委員会の提委員会の提言言言言に基に基に基に基づづづづきまして、公社として経営きまして、公社として経営きまして、公社として経営きまして、公社として経営改改改改革革革革にににに努努努努めているとめているとめているとめているところころころころでございでございでございでござい

ます。今ます。今ます。今ます。今後後後後のののの進進進進め方等については、め方等については、め方等については、め方等については、後後後後ほほほほどどどど報告案件でご説明を報告案件でご説明を報告案件でご説明を報告案件でご説明をささささせていただきたいと思いせていただきたいと思いせていただきたいと思いせていただきたいと思い

ます。ます。ます。ます。

頭数頭数頭数頭数については、次の２ページにについては、次の２ページにについては、次の２ページにについては、次の２ページに推推推推移を記載移を記載移を記載移を記載ささささせていただいております。せていただいております。せていただいております。せていただいております。

４ページ、４ページ、４ページ、４ページ、ⅡⅡⅡⅡの財の財の財の財務務務務報告ですが、貸報告ですが、貸報告ですが、貸報告ですが、貸借借借借対対対対照表照表照表照表と収支計算書でご説明を申し上げます。と収支計算書でご説明を申し上げます。と収支計算書でご説明を申し上げます。と収支計算書でご説明を申し上げます。

まず、貸まず、貸まず、貸まず、貸借借借借対対対対照表照表照表照表ですが、ですが、ですが、ですが、資資資資産合計は３５産合計は３５産合計は３５産合計は３５億億億億３３３３，，，，０８３０８３０８３０８３万円余万円余万円余万円余、負、負、負、負債債債債合計は３合計は３合計は３合計は３，，，，８９６８９６８９６８９６

万円余万円余万円余万円余、正、正、正、正味味味味財産は３４財産は３４財産は３４財産は３４億億億億９９９９，，，，１８７１８７１８７１８７万円余万円余万円余万円余でございます。でございます。でございます。でございます。

８ページ、収支計算書につきまして、事業８ページ、収支計算書につきまして、事業８ページ、収支計算書につきまして、事業８ページ、収支計算書につきまして、事業活活活活動動動動収入は基本財産収入は基本財産収入は基本財産収入は基本財産運運運運用収入な用収入な用収入な用収入などどどどで１で１で１で１億億億億７７７７，，，，

７５５７５５７５５７５５万円余万円余万円余万円余、事業、事業、事業、事業活活活活動動動動支出は支出は支出は支出は運運運運営事業支出で１営事業支出で１営事業支出で１営事業支出で１億億億億７７７７，，，，７３４７３４７３４７３４万円余万円余万円余万円余、事業、事業、事業、事業活活活活動動動動収支収支収支収支差差差差額額額額

で２０で２０で２０で２０万円余万円余万円余万円余となとなとなとなっっっってございます。てございます。てございます。てございます。ここここの事業の事業の事業の事業活活活活動動動動収支収支収支収支差差差差額額額額にににに投投投投資活資活資活資活動動動動収支、財収支、財収支、財収支、財務活務活務活務活動動動動収支収支収支収支

ななななどどどどを合わせまして当を合わせまして当を合わせまして当を合わせまして当期期期期収支収支収支収支差差差差額額額額は７９６は７９６は７９６は７９６万円余万円余万円余万円余となとなとなとなっっっってございます。てございます。てございます。てございます。

続きまして、財団法人奈良県食肉公社の「平成２３年度事業計続きまして、財団法人奈良県食肉公社の「平成２３年度事業計続きまして、財団法人奈良県食肉公社の「平成２３年度事業計続きまして、財団法人奈良県食肉公社の「平成２３年度事業計画画画画書」をお願いいたしま書」をお願いいたしま書」をお願いいたしま書」をお願いいたしま

す。１ページ、１の事業のす。１ページ、１の事業のす。１ページ、１の事業のす。１ページ、１の事業の実施実施実施実施方方方方針針針針に記載をしておりますが、センターの合に記載をしておりますが、センターの合に記載をしておりますが、センターの合に記載をしておりますが、センターの合理化理化理化理化、、、、活性化活性化活性化活性化

にににに寄与寄与寄与寄与すすすすべくべくべくべく平成２３年度平成２３年度平成２３年度平成２３年度もももも経営経営経営経営改改改改革革革革にににに向向向向けてけてけてけて努力努力努力努力をしてまいる予定をしております。まをしてまいる予定をしております。まをしてまいる予定をしております。まをしてまいる予定をしております。ま

た、県、関係団た、県、関係団た、県、関係団た、県、関係団体体体体とととと協協協協力力力力を行い、センターのを行い、センターのを行い、センターのを行い、センターの円円円円滑滑滑滑な業な業な業な業務務務務運運運運営と営と営と営と牛牛牛牛肉の肉の肉の肉のトレトレトレトレーーーーササササビビビビリリリリティティティティのののの

推進推進推進推進ななななどどどどによりましてによりましてによりましてによりまして安安安安全全全全、、、、安心安心安心安心な食肉のな食肉のな食肉のな食肉の安安安安定定定定供供供供給給給給をををを図っ図っ図っ図ってまいります。てまいります。てまいります。てまいります。

２ページ、平成２３年度の収支計２ページ、平成２３年度の収支計２ページ、平成２３年度の収支計２ページ、平成２３年度の収支計画画画画につきまして、収支予算書でご説明につきまして、収支予算書でご説明につきまして、収支予算書でご説明につきまして、収支予算書でご説明ささささせていただきせていただきせていただきせていただき

ます。事業ます。事業ます。事業ます。事業活活活活動動動動収入は基本財産収入は基本財産収入は基本財産収入は基本財産運運運運用収入な用収入な用収入な用収入などどどどで１で１で１で１億億億億８８８８，，，，０７３０７３０７３０７３万万万万９９９９，，，，００００００００００００円円円円、事業、事業、事業、事業活活活活動動動動

支出は支出は支出は支出は運運運運営事業支出で１営事業支出で１営事業支出で１営事業支出で１億億億億８８８８，，，，０７５０７５０７５０７５万円万円万円万円、事業、事業、事業、事業活活活活動動動動収支収支収支収支差差差差額額額額ははははマイナマイナマイナマイナス１ス１ス１ス１万万万万１１１１，，，，００００００００００００

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。ここここの事業収支の事業収支の事業収支の事業収支差差差差額額額額にににに投投投投資活資活資活資活動動動動収支、財収支、財収支、財収支、財務活務活務活務活動動動動収支な収支な収支な収支などどどどを合わせまして当を合わせまして当を合わせまして当を合わせまして当

期期期期収支収支収支収支差差差差額額額額ははははマイナマイナマイナマイナス３０１ス３０１ス３０１ス３０１万万万万１１１１，，，，００００００００００００円円円円となとなとなとなっっっってございます。てございます。てございます。てございます。

以以以以上で事業計上で事業計上で事業計上で事業計画画画画のご説明をのご説明をのご説明をのご説明を終終終終わります。わります。わります。わります。

続いて、林業基金のご説明を続いて、林業基金のご説明を続いて、林業基金のご説明を続いて、林業基金のご説明をささささせていただきます。財団法人奈良県林業基金の「平成２せていただきます。財団法人奈良県林業基金の「平成２せていただきます。財団法人奈良県林業基金の「平成２せていただきます。財団法人奈良県林業基金の「平成２

２年度業２年度業２年度業２年度業務務務務報告書」の１ページ、Ⅰ、事業報告書」の１ページ、Ⅰ、事業報告書」の１ページ、Ⅰ、事業報告書」の１ページ、Ⅰ、事業実施実施実施実施状況でありますが、林業を状況でありますが、林業を状況でありますが、林業を状況でありますが、林業を取取取取りりりり巻巻巻巻く環境く環境く環境く環境はははは

引引引引き続きき続きき続きき続き厳厳厳厳しい状況でございます。当基金は、基金しい状況でございます。当基金は、基金しい状況でございます。当基金は、基金しい状況でございます。当基金は、基金造造造造林事業により林事業により林事業により林事業により森森森森林林林林整整整整備備備備、、、、木木木木材生材生材生材生産産産産機機機機

能能能能のののの拡拡拡拡充充充充ははははももももとより、とより、とより、とより、水水水水資源資源資源資源のかのかのかのかん養ん養ん養ん養、自、自、自、自然環境然環境然環境然環境の保の保の保の保全全全全ななななどどどど、、、、森森森森林の林の林の林の多面的多面的多面的多面的、公、公、公、公益益益益的機能的機能的機能的機能

のののの発発発発揮揮揮揮、、、、ささささらにはらにはらにはらには就就就就業業業業機機機機会の会の会の会の確確確確保、林業労働保、林業労働保、林業労働保、林業労働力力力力のののの育育育育成成成成確確確確保に保に保に保に努努努努めているとめているとめているとめているところころころころでございまでございまでございまでございま
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す。す。す。す。

２ページ、２ページ、２ページ、２ページ、ⅡⅡⅡⅡの事業概要の１、基金の事業概要の１、基金の事業概要の１、基金の事業概要の１、基金造造造造林事業でございます。事業林事業でございます。事業林事業でございます。事業林事業でございます。事業箇箇箇箇所は記載のとおり１所は記載のとおり１所は記載のとおり１所は記載のとおり１

８５経営８５経営８５経営８５経営区区区区におきまして、におきまして、におきまして、におきまして、枝打枝打枝打枝打ち、ち、ち、ち、間間間間伐伐伐伐ななななどどどどの保の保の保の保育育育育を３００を３００を３００を３００ヘヘヘヘクタークタークタークタール実施ル実施ル実施ル実施したしたしたしたもももものでごのでごのでごのでご

ざいます。ざいます。ざいます。ざいます。

３ページ、３の県３ページ、３の県３ページ、３の県３ページ、３の県有有有有林林林林造造造造成受託事業でありますが、県成受託事業でありますが、県成受託事業でありますが、県成受託事業でありますが、県有有有有林５６経営林５６経営林５６経営林５６経営区区区区の管の管の管の管理理理理を行うととを行うととを行うととを行うとと

ももももに、県に、県に、県に、県有有有有林２２経営林２２経営林２２経営林２２経営区区区区及び全及び全及び全及び全国国国国植樹祭植樹祭植樹祭植樹祭記記記記念念念念分収分収分収分収造造造造林３４林３４林３４林３４カカカカ所におきまして、所におきまして、所におきまして、所におきまして、枝打枝打枝打枝打ち、ち、ち、ち、間間間間

伐伐伐伐ななななどどどどの保の保の保の保育育育育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。

以以以以下下下下、５ページまで記載のとおり事業を、５ページまで記載のとおり事業を、５ページまで記載のとおり事業を、５ページまで記載のとおり事業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。

詳細詳細詳細詳細はははは省略さ省略さ省略さ省略させていただきます。せていただきます。せていただきます。せていただきます。

９ページ、財９ページ、財９ページ、財９ページ、財務務務務報告ですが、報告ですが、報告ですが、報告ですが、ここここれれれれもももも貸貸貸貸借借借借対対対対照表照表照表照表と収支計算書でご説明と収支計算書でご説明と収支計算書でご説明と収支計算書でご説明ささささせていただきませていただきませていただきませていただきま

す。す。す。す。

まず、貸まず、貸まず、貸まず、貸借借借借対対対対照表照表照表照表ですが、ですが、ですが、ですが、資資資資産合計は１０５産合計は１０５産合計は１０５産合計は１０５億億億億６６６６，，，，７９６７９６７９６７９６万円余万円余万円余万円余でございます。でございます。でございます。でございます。

１０ページ、負１０ページ、負１０ページ、負１０ページ、負債債債債合計は９９合計は９９合計は９９合計は９９億億億億６６６６，，，，１２２１２２１２２１２２万円余万円余万円余万円余、正、正、正、正味味味味財産は６財産は６財産は６財産は６億億億億６７４６７４６７４６７４万円余万円余万円余万円余となとなとなとなっっっっ

てございます。てございます。てございます。てございます。

２１ページ、収支計算書でございます。事業２１ページ、収支計算書でございます。事業２１ページ、収支計算書でございます。事業２１ページ、収支計算書でございます。事業活活活活動動動動収入は、基本財産収入は、基本財産収入は、基本財産収入は、基本財産運運運運用収入をはじめ、用収入をはじめ、用収入をはじめ、用収入をはじめ、

記載のとおりで１記載のとおりで１記載のとおりで１記載のとおりで１億億億億５５５５，，，，７９７７９７７９７７９７万円余万円余万円余万円余、それから事業、それから事業、それから事業、それから事業活活活活動動動動支出は事業費支出等で、３支出は事業費支出等で、３支出は事業費支出等で、３支出は事業費支出等で、３億億億億９９９９，，，，

７２７７２７７２７７２７万円余万円余万円余万円余、それから事業、それから事業、それから事業、それから事業活活活活動動動動収支収支収支収支差差差差額額額額ははははマイナマイナマイナマイナスの２スの２スの２スの２億億億億３３３３，，，，９２９９２９９２９９２９万円余万円余万円余万円余となとなとなとなっっっってごてごてごてご

ざいます。２３ページ、ざいます。２３ページ、ざいます。２３ページ、ざいます。２３ページ、ここここの事業の事業の事業の事業活活活活動動動動収支収支収支収支差差差差額額額額にににに投投投投資活資活資活資活動動動動収支、それから財収支、それから財収支、それから財収支、それから財務活務活務活務活動動動動収支を収支を収支を収支を

合わせまして当合わせまして当合わせまして当合わせまして当期期期期収支収支収支収支差差差差額額額額ははははマイナマイナマイナマイナスの４４６スの４４６スの４４６スの４４６万円余万円余万円余万円余となとなとなとなっっっってございます。てございます。てございます。てございます。

以以以以上が業上が業上が業上が業務務務務報告書のご説明で、続いて、財団法人奈良県林業基金の「平成２３年度事業報告書のご説明で、続いて、財団法人奈良県林業基金の「平成２３年度事業報告書のご説明で、続いて、財団法人奈良県林業基金の「平成２３年度事業報告書のご説明で、続いて、財団法人奈良県林業基金の「平成２３年度事業

計計計計画画画画書」の１ページ、平成２３年度につきましては、奈良県書」の１ページ、平成２３年度につきましては、奈良県書」の１ページ、平成２３年度につきましては、奈良県書」の１ページ、平成２３年度につきましては、奈良県森森森森林林林林づくづくづくづくりりりり並並並並びびびびに林業に林業に林業に林業及び及び及び及び木木木木

材材材材産業振興条例な産業振興条例な産業振興条例な産業振興条例などどどどに基に基に基に基づづづづいていていていて森森森森林林林林整整整整備備備備の長の長の長の長期的期的期的期的な方な方な方な方針針針針を定めていを定めていを定めていを定めていくこくこくこくこととしております。ととしております。ととしております。ととしております。

２ページ、事業計２ページ、事業計２ページ、事業計２ページ、事業計画画画画の概要でございます。１の基金の概要でございます。１の基金の概要でございます。１の基金の概要でございます。１の基金造造造造林事業につきましては、林事業につきましては、林事業につきましては、林事業につきましては、前前前前年度に年度に年度に年度に

引引引引き続き、事業費のき続き、事業費のき続き、事業費のき続き、事業費の抑制抑制抑制抑制をををを図図図図りながら保りながら保りながら保りながら保育育育育１６４１６４１６４１６４ヘヘヘヘクタークタークタークタールルルルを中を中を中を中心心心心としましたとしましたとしましたとしました森森森森林経営を林経営を林経営を林経営を

実施実施実施実施するするするするここここととしております。ととしております。ととしております。ととしております。

２の分収林２の分収林２の分収林２の分収林契契契契約約約約管管管管理理理理事業、事業、事業、事業、以以以以下下下下、３ページ、４ページにかけまして記載の事業について、、３ページ、４ページにかけまして記載の事業について、、３ページ、４ページにかけまして記載の事業について、、３ページ、４ページにかけまして記載の事業について、

引引引引き続きき続きき続きき続き効効効効果果果果的的的的、、、、効率的効率的効率的効率的に事業をに事業をに事業をに事業を実施実施実施実施するするするするここここととしております。ととしております。ととしております。ととしております。

説明を説明を説明を説明を省略さ省略さ省略さ省略させていただいて、５ページに移ります。平成２３年度の収支計せていただいて、５ページに移ります。平成２３年度の収支計せていただいて、５ページに移ります。平成２３年度の収支計せていただいて、５ページに移ります。平成２３年度の収支計画画画画は収支予は収支予は収支予は収支予

算書でご説明を算書でご説明を算書でご説明を算書でご説明をささささせていただきますが、事業せていただきますが、事業せていただきますが、事業せていただきますが、事業活活活活動動動動収入は基本財産収入は基本財産収入は基本財産収入は基本財産運運運運用収入ほかで９用収入ほかで９用収入ほかで９用収入ほかで９，，，，８３８３８３８３

６６６６万万万万２２２２，，，，００００００００００００円円円円、事業、事業、事業、事業活活活活動動動動支出は３支出は３支出は３支出は３億億億億４４４４，，，，１６０１６０１６０１６０万万万万６６６６，，，，００００００００００００円円円円で、事業で、事業で、事業で、事業活活活活動動動動収支収支収支収支差差差差額額額額
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ははははマイナマイナマイナマイナスの２スの２スの２スの２億億億億４４４４，，，，３２４３２４３２４３２４万万万万４４４４，，，，００００００００００００円円円円となとなとなとなっっっってございます。てございます。てございます。てございます。

６ページ、事業６ページ、事業６ページ、事業６ページ、事業活活活活動動動動収支収支収支収支差差差差額額額額にににに投投投投資活資活資活資活動動動動収支収支収支収支差差差差額額額額、それから財、それから財、それから財、それから財務活務活務活務活動動動動収支収支収支収支差差差差額額額額ななななどどどどを合を合を合を合

わせまして当わせまして当わせまして当わせまして当期期期期の収支の収支の収支の収支差差差差額額額額ははははゼゼゼゼロロロロとなとなとなとなっっっってございます。てございます。てございます。てございます。

公社等の経営状況の報告につきましては、公社等の経営状況の報告につきましては、公社等の経営状況の報告につきましては、公社等の経営状況の報告につきましては、以以以以上でご説明を上でご説明を上でご説明を上でご説明を終終終終わらせていただきます。わらせていただきます。わらせていただきます。わらせていただきます。

続きまして、専決処分についてのご報告をお願いいたします続きまして、専決処分についてのご報告をお願いいたします続きまして、専決処分についてのご報告をお願いいたします続きまして、専決処分についてのご報告をお願いいたします。。。。「平成２２、平成２３年「平成２２、平成２３年「平成２２、平成２３年「平成２２、平成２３年

度一般会計特別会計補正予算案その他」をお願いいたします。度一般会計特別会計補正予算案その他」をお願いいたします。度一般会計特別会計補正予算案その他」をお願いいたします。度一般会計特別会計補正予算案その他」をお願いいたします。

４６ページ、報第１９号、地方自治法第１７９号第１項の規定による専決処分のご報告４６ページ、報第１９号、地方自治法第１７９号第１項の規定による専決処分のご報告４６ページ、報第１９号、地方自治法第１７９号第１項の規定による専決処分のご報告４６ページ、報第１９号、地方自治法第１７９号第１項の規定による専決処分のご報告

でございます。農林部所管といたしまして、平成２３年度奈良県一般会計補正予算（第２でございます。農林部所管といたしまして、平成２３年度奈良県一般会計補正予算（第２でございます。農林部所管といたしまして、平成２３年度奈良県一般会計補正予算（第２でございます。農林部所管といたしまして、平成２３年度奈良県一般会計補正予算（第２

号）について、専決処分を号）について、専決処分を号）について、専決処分を号）について、専決処分をささささせていただきましたのでご説明申し上げます。せていただきましたのでご説明申し上げます。せていただきましたのでご説明申し上げます。せていただきましたのでご説明申し上げます。

５１ページ、一般会計補正予算におきまして、５１ページ、一般会計補正予算におきまして、５１ページ、一般会計補正予算におきまして、５１ページ、一般会計補正予算におきまして、款款款款、農林、農林、農林、農林水水水水産業費、項、産業費、項、産業費、項、産業費、項、畜畜畜畜産業費で１産業費で１産業費で１産業費で１，，，，

２５５２５５２５５２５５万万万万５５５５，，，，００００００００００００円円円円の補正との補正との補正との補正と債務債務債務債務負担行負担行負担行負担行為為為為の補正を行の補正を行の補正を行の補正を行っっっったたたたもももものでございます。補正予算のでございます。補正予算のでございます。補正予算のでございます。補正予算

の内の内の内の内容容容容は、は、は、は、こここことしの２月にとしの２月にとしの２月にとしの２月に発生発生発生発生をいたしましたをいたしましたをいたしましたをいたしました高高高高病原病原病原病原性性性性鳥鳥鳥鳥イイイインンンンフルフルフルフルエエエエンンンンザザザザにににに伴伴伴伴いまして、いまして、いまして、いまして、

発生発生発生発生農場農場農場農場周辺周辺周辺周辺のののの養養養養鶏鶏鶏鶏農場に対しまして移農場に対しまして移農場に対しまして移農場に対しまして移動制動制動制動制限限限限をかけましたをかけましたをかけましたをかけましたこここことによるとによるとによるとによる売売売売り上げのり上げのり上げのり上げの減少減少減少減少なななな

どどどどに係るに係るに係るに係る損失損失損失損失補補補補償償償償、、、、並並並並びびびびにににに疑似患疑似患疑似患疑似患畜畜畜畜をををを埋却埋却埋却埋却しましたしましたしましたしました埋却埋却埋却埋却地に係る地に係る地に係る地に係る損失損失損失損失補補補補償償償償に対応するに対応するに対応するに対応するもももものののの

でございます。でございます。でございます。でございます。債務債務債務債務負担行負担行負担行負担行為為為為につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、鳥鳥鳥鳥イイイインンンンフルフルフルフルエエエエンンンンザザザザのののの発生発生発生発生にににに伴っ伴っ伴っ伴って経営状況て経営状況て経営状況て経営状況

がががが悪悪悪悪化化化化したしたしたした養養養養鶏鶏鶏鶏農場に対しまして、経営の農場に対しまして、経営の農場に対しまして、経営の農場に対しまして、経営の再再再再開開開開やややや継続のための継続のための継続のための継続のための資資資資金につきまして、年利０金につきまして、年利０金につきまして、年利０金につきまして、年利０．．．．

５９２５５９２５５９２５５９２５％％％％のののの範囲範囲範囲範囲内で利子補内で利子補内で利子補内で利子補給給給給をするためのをするためのをするためのをするためのもももものでございます。のでございます。のでございます。のでございます。

ここここれらの補正につきましては、対れらの補正につきましては、対れらの補正につきましては、対れらの補正につきましては、対象象象象農農農農家家家家へのへのへのへの損失損失損失損失補補補補償償償償ななななどどどどをををを早急早急早急早急にににに実施実施実施実施するするするする必必必必要があり要があり要があり要があり

ましたので、地方自治法１７９条第１項の規定に基ましたので、地方自治法１７９条第１項の規定に基ましたので、地方自治法１７９条第１項の規定に基ましたので、地方自治法１７９条第１項の規定に基づづづづきまして４月２８日付で専決処分をきまして４月２８日付で専決処分をきまして４月２８日付で専決処分をきまして４月２８日付で専決処分を

行行行行っっっったたたたもももものであり、のであり、のであり、のであり、同同同同条第３項の規定に基条第３項の規定に基条第３項の規定に基条第３項の規定に基づづづづき、本議会にご報告し、承き、本議会にご報告し、承き、本議会にご報告し、承き、本議会にご報告し、承認認認認をををを求求求求めるめるめるめるもももものでのでのでので

ございます。ございます。ございます。ございます。

内内内内容容容容につきまして５２ページから５４ページに、また「平成２２、平成２３年度一般会につきまして５２ページから５４ページに、また「平成２２、平成２３年度一般会につきまして５２ページから５４ページに、また「平成２２、平成２３年度一般会につきまして５２ページから５４ページに、また「平成２２、平成２３年度一般会

計特別会計補正予算に関する説明書」の１２ページから１６ページに記載をしてございま計特別会計補正予算に関する説明書」の１２ページから１６ページに記載をしてございま計特別会計補正予算に関する説明書」の１２ページから１６ページに記載をしてございま計特別会計補正予算に関する説明書」の１２ページから１６ページに記載をしてございま

す。す。す。す。後後後後ほほほほどどどどごごごご参参参参考考考考にお願いしたいと思います。にお願いしたいと思います。にお願いしたいと思います。にお願いしたいと思います。

以以以以上が農林部所管の提出議案でございます。ご審議のほ上が農林部所管の提出議案でございます。ご審議のほ上が農林部所管の提出議案でございます。ご審議のほ上が農林部所管の提出議案でございます。ご審議のほどどどど、よ、よ、よ、よろろろろししししくくく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。

○大国委員長○大国委員長○大国委員長○大国委員長 ごごごご苦苦苦苦労労労労ささささまでした。までした。までした。までした。

ただいまの説明について、ただいまの説明について、ただいまの説明について、ただいまの説明について、質質質質疑疑疑疑があれがあれがあれがあればばばばごごごご発発発発言言言言願います。願います。願います。願います。

なお、その他の事項につきましては、なお、その他の事項につきましては、なお、その他の事項につきましては、なお、その他の事項につきましては、後後後後ほほほほど質ど質ど質ど質疑疑疑疑を行いますので、ご了承を行いますので、ご了承を行いますので、ご了承を行いますので、ご了承くくくくだだだだささささい。い。い。い。

○今井委員○今井委員○今井委員○今井委員 競輪の事業の競輪の事業の競輪の事業の競輪の事業のこここことでとでとでとで質質質質問問問問ををををささささせていただきたいと思います。せていただきたいと思います。せていただきたいと思います。せていただきたいと思います。

専決処分の内専決処分の内専決処分の内専決処分の内容容容容をををを見見見見ますと、今年度の予算を先にますと、今年度の予算を先にますと、今年度の予算を先にますと、今年度の予算を先に充充充充当して当して当して当して赤字赤字赤字赤字のののの穴埋穴埋穴埋穴埋めをするというめをするというめをするというめをするというここここ
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とで１とで１とで１とで１億億億億３３３３，，，，４４９４４９４４９４４９万万万万４４４４，，，，００００００００００００円円円円がががが充充充充当当当当さささされておりますけれれておりますけれれておりますけれれておりますけれどもどもどもども、、、、ここここのののの間間間間の競輪の内の競輪の内の競輪の内の競輪の内容容容容

をををを見見見見ていきますと、ていきますと、ていきますと、ていきますと、全全全全国国国国的的的的ににににも売も売も売も売り上げがり上げがり上げがり上げが減少減少減少減少しております。奈良県におきましてしております。奈良県におきましてしております。奈良県におきましてしております。奈良県におきましてもももも、、、、昨昨昨昨

年に続いて２年年に続いて２年年に続いて２年年に続いて２年連連連連続の続の続の続の赤字赤字赤字赤字という状況になという状況になという状況になという状況になっっっっておりますけれておりますけれておりますけれておりますけれどもどもどもども、今年度の分を、今年度の分を、今年度の分を、今年度の分を充充充充当して当して当して当して

採採採採算のとれる算のとれる算のとれる算のとれる見通見通見通見通しがあるのかしがあるのかしがあるのかしがあるのかどどどどうか、そのうか、そのうか、そのうか、その点点点点についておについておについておについてお尋ね尋ね尋ね尋ねをしたいと思います。をしたいと思います。をしたいと思います。をしたいと思います。

それから、農業振興公社ですけれそれから、農業振興公社ですけれそれから、農業振興公社ですけれそれから、農業振興公社ですけれどもどもどもども、、、、フラフラフラフラワワワワーセンター管ーセンター管ーセンター管ーセンター管理理理理費が予算に費が予算に費が予算に費が予算に組組組組まれておりまれておりまれておりまれており

ますが、ますが、ますが、ますが、フラフラフラフラワワワワーセンターにつきましては、今、奈良県のーセンターにつきましては、今、奈良県のーセンターにつきましては、今、奈良県のーセンターにつきましては、今、奈良県のププププーーーールルルルをあの場所にをあの場所にをあの場所にをあの場所に建建建建設をする設をする設をする設をする

というというというというこここことで、とで、とで、とで、昨昨昨昨年、年、年、年、聞聞聞聞きましたときには、きましたときには、きましたときには、きましたときには、馬馬馬馬見見見見丘陵丘陵丘陵丘陵公公公公園園園園に移すというに移すというに移すというに移すというこここことをとをとをとを言言言言われておわれておわれておわれてお

りました。そうしたりました。そうしたりました。そうしたりました。そうした点点点点で、で、で、で、どどどどうなうなうなうなっっっっているのか、利用している方ているのか、利用している方ているのか、利用している方ているのか、利用している方 々々々々ももももたたたたくさくさくさくさんんんんおられますおられますおられますおられます

し、し、し、し、ささささまざまな事業まざまな事業まざまな事業まざまな事業もここもここもここもここで行われているので、そうしたで行われているので、そうしたで行われているので、そうしたで行われているので、そうしたこここことがきとがきとがきとがきっっっっちりといちりといちりといちりといくくくくのかといのかといのかといのかとい

うううう心配心配心配心配のののの声声声声ななななどもどもどもども来来来来ております。また、地ております。また、地ております。また、地ております。また、地元元元元の自治会の方からは、第一の自治会の方からは、第一の自治会の方からは、第一の自治会の方からは、第一浄浄浄浄化化化化センターを設センターを設センターを設センターを設

置置置置をするときにをするときにをするときにをするときにフラフラフラフラワワワワーーーーパパパパークをつークをつークをつークをつくくくくるというるというるというるというこここことが地とが地とが地とが地元元元元とのとのとのとの間間間間でででで約束約束約束約束事項にな事項にな事項にな事項になっっっっているているているている

というというというというこここことで、とで、とで、とで、フラフラフラフラワワワワーーーーパパパパークをあそークをあそークをあそークをあそここここの場所から移の場所から移の場所から移の場所から移ささささないでないでないでないでくくくくれという要れという要れという要れという要望望望望もももも上が上が上が上がっっっってててて

いるといるといるといるともももも聞聞聞聞いております。いております。いております。いております。ここここののののフラフラフラフラワワワワーーーーパパパパークにつきまして、県が今ークにつきまして、県が今ークにつきまして、県が今ークにつきまして、県が今どどどどのようにのようにのようにのように考え考え考え考えておておておてお

られるのか、そのられるのか、そのられるのか、そのられるのか、その点点点点についておについておについておについてお尋ね尋ね尋ね尋ねをしたいと思います。をしたいと思います。をしたいと思います。をしたいと思います。

それから、食肉それから、食肉それから、食肉それから、食肉流通流通流通流通センターの業センターの業センターの業センターの業務務務務報告が出ておりましたけれ報告が出ておりましたけれ報告が出ておりましたけれ報告が出ておりましたけれどもどもどもども、食肉、食肉、食肉、食肉流通流通流通流通センターセンターセンターセンター

につきましては、今につきましては、今につきましては、今につきましては、今後後後後、、、、評価評価評価評価委員会を受けて、委員会を受けて、委員会を受けて、委員会を受けて、どどどどうあるうあるうあるうあるべべべべきかをきかをきかをきかを検討検討検討検討するとするとするとすると言言言言われておりわれておりわれておりわれており

ますが、ますが、ますが、ますが、評価評価評価評価委員会が行われましたので、そのとき委員会が行われましたので、そのとき委員会が行われましたので、そのとき委員会が行われましたので、そのとき傍聴傍聴傍聴傍聴に行かせていただきました。会場に行かせていただきました。会場に行かせていただきました。会場に行かせていただきました。会場

の中には入れていただいたのですけれの中には入れていただいたのですけれの中には入れていただいたのですけれの中には入れていただいたのですけれどもどもどもども、、、、私私私私ととととももももう１人う１人う１人う１人ママママススススココココミミミミの関係の関係の関係の関係者者者者と２人と２人と２人と２人傍聴傍聴傍聴傍聴のののの

申し申し申し申し込込込込みをみをみをみをささささせてせてせてせてももももららららっっっったのですが、委員の方たのですが、委員の方たのですが、委員の方たのですが、委員の方 々々々々のののの協協協協議によりまして、議によりまして、議によりまして、議によりまして、民間民間民間民間の経の経の経の経理理理理に立ちに立ちに立ちに立ち

入入入入っっっった中た中た中た中身身身身があるのでがあるのでがあるのでがあるので傍聴傍聴傍聴傍聴はははは認認認認められないという結められないという結められないという結められないという結論論論論でありましたので、でありましたので、でありましたので、でありましたので、傍聴傍聴傍聴傍聴しないまましないまましないまましないまま

帰帰帰帰っっっってきたといういきてきたといういきてきたといういきてきたといういきささささつがあります。食肉つがあります。食肉つがあります。食肉つがあります。食肉流通流通流通流通センターの中には、食肉公社とそれからセンターの中には、食肉公社とそれからセンターの中には、食肉公社とそれからセンターの中には、食肉公社とそれから

奈良食肉奈良食肉奈良食肉奈良食肉株株株株式式式式会社、それから奈良会社、それから奈良会社、それから奈良会社、それから奈良畜畜畜畜産副産副産副産副生物生物生物生物協協協協会という会という会という会という株株株株式式式式会社というような会社というような会社というような会社というような民間民間民間民間が入が入が入が入っっっっ

ているというているというているというているというこここことで、とで、とで、とで、ここここれまでれまでれまでれまでももももいいいいろろろろいいいいろろろろ食肉公社の食肉公社の食肉公社の食肉公社の問問問問題題題題に当たりますと、に当たりますと、に当たりますと、に当たりますと、民間民間民間民間の中の中の中の中身身身身はははは

一一一一切切切切情情情情報公開できないという県の対応が一報公開できないという県の対応が一報公開できないという県の対応が一報公開できないという県の対応が一貫貫貫貫して行われておりましたけれして行われておりましたけれして行われておりましたけれして行われておりましたけれどもどもどもども、本当に食、本当に食、本当に食、本当に食

肉肉肉肉流通流通流通流通センターのあり方をセンターのあり方をセンターのあり方をセンターのあり方を検討検討検討検討するには、するには、するには、するには、民間民間民間民間といいましてといいましてといいましてといいましてもももも一般一般一般一般的的的的な会社の経な会社の経な会社の経な会社の経理理理理のののの情情情情報報報報

公開という公開という公開という公開というこここことではなとではなとではなとではなくくくくて、かなりて、かなりて、かなりて、かなり多額多額多額多額の県の補の県の補の県の補の県の補助助助助金を金を金を金をももももららららっっっっている企業ですので、そうている企業ですので、そうている企業ですので、そうている企業ですので、そう

したとしたとしたとしたところころころころののののこここことにつきましてとにつきましてとにつきましてとにつきましてもももも、、、、ややややはりきはりきはりきはりきっっっっちりとしたちりとしたちりとしたちりとした形形形形でででで徹底徹底徹底徹底したしたしたした情情情情報公開の報公開の報公開の報公開のももももとにとにとにとに

検討検討検討検討していしていしていしていくこくこくこくことがとがとがとが必必必必要ではないかと思要ではないかと思要ではないかと思要ではないかと思っっっっております。そのております。そのております。そのております。その点点点点につきましてにつきましてにつきましてにつきましてどどどどのようにおのようにおのようにおのようにお

考え考え考え考えかをおかをおかをおかをお尋ね尋ね尋ね尋ねしたいと思います。したいと思います。したいと思います。したいと思います。

○江畑地域産業課長○江畑地域産業課長○江畑地域産業課長○江畑地域産業課長 今井委員からは、競輪の今年度の収支今井委員からは、競輪の今年度の収支今井委員からは、競輪の今年度の収支今井委員からは、競輪の今年度の収支見込見込見込見込みについてのごみについてのごみについてのごみについてのご質質質質問問問問がごがごがごがご
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ざいました。ざいました。ざいました。ざいました。

２年２年２年２年引引引引き続きのき続きのき続きのき続きの赤字赤字赤字赤字の決算というの決算というの決算というの決算というこここことになとになとになとになっっっったわけでございますが、それの対応につきたわけでございますが、それの対応につきたわけでございますが、それの対応につきたわけでございますが、それの対応につき

ましては、先ほましては、先ほましては、先ほましては、先ほどどどど浪越産業・雇用振興部長からご説明がありましたように浪越産業・雇用振興部長からご説明がありましたように浪越産業・雇用振興部長からご説明がありましたように浪越産業・雇用振興部長からご説明がありましたように選手賞選手賞選手賞選手賞金の金の金の金の削減削減削減削減

ももももございました。また、ございました。また、ございました。また、ございました。また、各種各種各種各種経費の経費の経費の経費の節節節節減減減減において、そのにおいて、そのにおいて、そのにおいて、その赤字赤字赤字赤字を平成２３年度中の予算で補を平成２３年度中の予算で補を平成２３年度中の予算で補を平成２３年度中の予算で補

ててててんんんんができる状況でございます。今ができる状況でございます。今ができる状況でございます。今ができる状況でございます。今後後後後のののの車券売車券売車券売車券売り上げのり上げのり上げのり上げの動動動動向向向向によりましては、まだによりましては、まだによりましては、まだによりましては、まだ非非非非常常常常にににに

予予予予断断断断をををを許許許許ささささないという状況でございますが、経費のないという状況でございますが、経費のないという状況でございますが、経費のないという状況でございますが、経費の削減削減削減削減に一に一に一に一層層層層努努努努め、まため、まため、まため、また車券売車券売車券売車券売り上げのり上げのり上げのり上げの

増収に増収に増収に増収にも努も努も努も努めながら、めながら、めながら、めながら、何何何何とかとかとかとか黒黒黒黒字字字字にかかるようなにかかるようなにかかるようなにかかるような形形形形でででで推進推進推進推進していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと考え考え考え考えているとているとているとているとここここ

ろろろろでございます。でございます。でございます。でございます。

○植田農業水産振興課長○植田農業水産振興課長○植田農業水産振興課長○植田農業水産振興課長 フラフラフラフラワワワワーセンターについてでございます。ーセンターについてでございます。ーセンターについてでございます。ーセンターについてでございます。

まず、まず、まず、まず、現有現有現有現有ののののフラフラフラフラワワワワーセンターでは、ーセンターでは、ーセンターでは、ーセンターでは、馬馬馬馬見見見見丘陵丘陵丘陵丘陵公公公公園園園園へ移転するというへ移転するというへ移転するというへ移転するというこここことで、とで、とで、とで、既既既既設の公設の公設の公設の公

園館園館園館園館であであであであっっっったり、たり、たり、たり、花花花花見見見見茶茶茶茶屋屋屋屋をはじめといたしまして、をはじめといたしまして、をはじめといたしまして、をはじめといたしまして、昨昨昨昨年、年、年、年、都都都都市市市市緑緑緑緑化フ化フ化フ化フェェェェアアアア開開開開催催催催にあわせにあわせにあわせにあわせ

てててて整整整整備備備備いたしましたいたしましたいたしましたいたしました花壇花壇花壇花壇等、等、等、等、現有現有現有現有施施施施設を設を設を設を最最最最大大大大限限限限にににに活活活活用用用用ささささせていただきまして、県せていただきまして、県せていただきまして、県せていただきまして、県民民民民の方の方の方の方 々々々々

のののの花花花花についてについてについてについて学学学学ぶぶぶぶ機能機能機能機能であるとか、また県であるとか、また県であるとか、また県であるとか、また県民民民民の方がの方がの方がの方が花花花花をををを楽楽楽楽ししししむ機能む機能む機能む機能をををを円円円円滑滑滑滑に移転してまいに移転してまいに移転してまいに移転してまい

りたいと、まずりたいと、まずりたいと、まずりたいと、まず考え考え考え考えております。ております。ております。ております。

それと、それと、それと、それと、周周周周知知知知についてでございますけれについてでございますけれについてでございますけれについてでございますけれどもどもどもども、、、、現現現現在在在在、、、、フラフラフラフラワワワワーセンターでーセンターでーセンターでーセンターで教教教教室とか室とか室とか室とか展展展展示示示示

会等を会等を会等を会等を主主主主催催催催さささされる団れる団れる団れる団体体体体等につきましては、その等につきましては、その等につきましては、その等につきましては、その都都都都度、説明を度、説明を度、説明を度、説明をささささせていただいております。せていただいております。せていただいております。せていただいております。

今今今今後後後後、、、、馬馬馬馬見見見見丘陵丘陵丘陵丘陵公公公公園園園園でのでのでのでの施施施施設の利用方法については、設の利用方法については、設の利用方法については、設の利用方法については、現現現現在在在在、関係部、関係部、関係部、関係部局局局局とととと調調調調整整整整、、、、検討検討検討検討中でご中でご中でご中でご

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もどもどもども、、、、具具具具体化体化体化体化がががが進む進む進む進むにつれて順次につれて順次につれて順次につれて順次広広広広報であ報であ報であ報であっっっったり、たり、たり、たり、看看看看板板板板等で等で等で等で周周周周知知知知できるようできるようできるようできるよう

にににに努努努努めてまいりたいとめてまいりたいとめてまいりたいとめてまいりたいと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。

なお、一部なお、一部なお、一部なお、一部園芸園芸園芸園芸セセセセミナミナミナミナーについては、今年度、ーについては、今年度、ーについては、今年度、ーについては、今年度、既既既既にににに馬馬馬馬見見見見丘陵丘陵丘陵丘陵公公公公園園園園で開で開で開で開催催催催するというするというするというするというこここことととと

で、関係で、関係で、関係で、関係者者者者の方の方の方の方 々々々々にににに通通通通知知知知ささささせていただいております。利用せていただいております。利用せていただいております。利用せていただいております。利用者者者者の方の方の方の方 々々々々の利用に支の利用に支の利用に支の利用に支障障障障がががが生生生生じなじなじなじな

いようにいようにいようにいように努努努努めてまいりたいとめてまいりたいとめてまいりたいとめてまいりたいと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。

それとそれとそれとそれと最後最後最後最後に、に、に、に、フラフラフラフラワワワワーーーーパパパパークのークのークのークの建建建建設についてのお設についてのお設についてのお設についてのお問問問問い合わせでございますけれい合わせでございますけれい合わせでございますけれい合わせでございますけれどもどもどもども、、、、

関係部関係部関係部関係部局局局局にににに問問問問い合わせしましたとい合わせしましたとい合わせしましたとい合わせしましたところころころころ、、、、浄浄浄浄化化化化センターをつセンターをつセンターをつセンターをつくくくくるときに、るときに、るときに、るときに、周辺周辺周辺周辺自治会、自治会、自治会、自治会、六六六六カカカカ

大大大大字字字字あるそうですけれあるそうですけれあるそうですけれあるそうですけれどもどもどもども、い、い、い、いろろろろいいいいろろろろ覚覚覚覚書を書を書を書を取取取取りりりり交交交交わわわわさささされておりますが、れておりますが、れておりますが、れておりますが、フラフラフラフラワワワワーーーーパパパパークークークーク

についての記についての記についての記についての記述述述述はございませはございませはございませはございませんんんん。そのように。そのように。そのように。そのように伺伺伺伺っっっっております。ております。ております。ております。

移転移転移転移転跡跡跡跡地につきましては、担当部地につきましては、担当部地につきましては、担当部地につきましては、担当部局局局局が公が公が公が公園園園園機能機能機能機能の継続の継続の継続の継続もももも含含含含めてめてめてめて施施施施設等を設等を設等を設等を策策策策定定定定さささされるとれるとれるとれると聞聞聞聞

いておりますので、いておりますので、いておりますので、いておりますので、詳詳詳詳ししししくくくくはそちらでおはそちらでおはそちらでおはそちらでお尋ね尋ね尋ね尋ねをいただけれをいただけれをいただけれをいただければばばば幸幸幸幸いでございます。いでございます。いでございます。いでございます。以以以以上でご上でご上でご上でご

ざいます。ざいます。ざいます。ざいます。

○福住畜産流通振興室長○福住畜産流通振興室長○福住畜産流通振興室長○福住畜産流通振興室長 食肉食肉食肉食肉流通流通流通流通センターのセンターのセンターのセンターの改改改改革革革革につきまして、先ほにつきまして、先ほにつきまして、先ほにつきまして、先ほどどどどのののの評価評価評価評価委員会で委員会で委員会で委員会で
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は、今までは、今までは、今までは、今まで改改改改革革革革にににに取取取取りりりり組ん組ん組ん組んできた内できた内できた内できた内容容容容についてのについてのについてのについての評価評価評価評価ももももございましたので、ございましたので、ございましたので、ございましたので、全面全面全面全面公開とい公開とい公開とい公開とい

うわけにはまいりませうわけにはまいりませうわけにはまいりませうわけにはまいりませんんんんでした。でした。でした。でした。

今般、立ち上げる今般、立ち上げる今般、立ち上げる今般、立ち上げる改改改改革検討革検討革検討革検討委員会でございますけれ委員会でございますけれ委員会でございますけれ委員会でございますけれどもどもどもども、、、、ここここれにつきましては、れにつきましては、れにつきましては、れにつきましては、後後後後ほほほほどどどど

また農林部長から報告をいたすとまた農林部長から報告をいたすとまた農林部長から報告をいたすとまた農林部長から報告をいたすところころころころ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もどもどもども、今、今、今、今後後後後のののの取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて根根根根

本本本本的的的的にににに見見見見直直直直しをしていしをしていしをしていしをしていくくくくというというというというこここことでございます。そういうとでございます。そういうとでございます。そういうとでございます。そういうこここことでございますので、委員とでございますので、委員とでございますので、委員とでございますので、委員

のおのおのおのおっっっっししししゃゃゃゃるように、できるるように、できるるように、できるるように、できる限限限限り開かれたり開かれたり開かれたり開かれた形形形形でででで運運運運営がな営がな営がな営がなさささされるようにれるようにれるようにれるように努努努努めてまいりたいとめてまいりたいとめてまいりたいとめてまいりたいと

考え考え考え考えております。ております。ております。ております。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○今井委員○今井委員○今井委員○今井委員 競輪の事業についてですけれ競輪の事業についてですけれ競輪の事業についてですけれ競輪の事業についてですけれどもどもどもども、、、、選手選手選手選手の報の報の報の報奨奨奨奨金の金の金の金の削減削減削減削減とか、いとか、いとか、いとか、いろろろろいいいいろ努力ろ努力ろ努力ろ努力

ををををさささされるとれるとれるとれると言言言言われているわけですが、上部の団われているわけですが、上部の団われているわけですが、上部の団われているわけですが、上部の団体体体体、、、、ＪＪＪＪＫＡＫＡＫＡＫＡですか、ですか、ですか、ですか、こここここここことの関係でいとの関係でいとの関係でいとの関係でいろろろろいいいい

ろ調べろ調べろ調べろ調べましたとましたとましたとましたところころころころ、上部団、上部団、上部団、上部団体体体体にはかなりのお金がたまにはかなりのお金がたまにはかなりのお金がたまにはかなりのお金がたまっっっっているという状況がありまして、ているという状況がありまして、ているという状況がありまして、ているという状況がありまして、

それで上それで上それで上それで上納納納納するのに、するのに、するのに、するのに、ここここの奈良競輪がの奈良競輪がの奈良競輪がの奈良競輪が赤字赤字赤字赤字であれであれであれであればばばば上上上上納納納納しなしなしなしなくくくくててててももももいいのかと思いましたいいのかと思いましたいいのかと思いましたいいのかと思いました

ら、いら、いら、いら、いろろろろいいいいろろろろ聞聞聞聞きましたときましたときましたときましたところころころころ、、、、売売売売り上げに対してり上げに対してり上げに対してり上げに対して幾幾幾幾らららら払払払払わなわなわなわなくくくくてはいけないてはいけないてはいけないてはいけないシシシシスススステテテテムムムムにににに

ななななっっっっているために、ているために、ているために、ているために、赤字赤字赤字赤字であであであであっっっっててててもももも上部団上部団上部団上部団体体体体にはお金をにはお金をにはお金をにはお金を払払払払わなけれわなけれわなけれわなければばばばいけないと。一方でいけないと。一方でいけないと。一方でいけないと。一方で

は、今は、今は、今は、今回回回回の予算の中にの予算の中にの予算の中にの予算の中にもももも出ておりますけれ出ておりますけれ出ておりますけれ出ておりますけれどもどもどもども、奈良自転、奈良自転、奈良自転、奈良自転車車車車振興会から産業振興のと振興会から産業振興のと振興会から産業振興のと振興会から産業振興のところころころころ

に繰り入れが出ていますけれに繰り入れが出ていますけれに繰り入れが出ていますけれに繰り入れが出ていますけれどもどもどもども、お金のないと、お金のないと、お金のないと、お金のないところころころころからいからいからいからいっっっってみれてみれてみれてみればばばば取取取取り上げて、それり上げて、それり上げて、それり上げて、それ

でしてあげていますみたいなでしてあげていますみたいなでしてあげていますみたいなでしてあげていますみたいなややややり方は、ちり方は、ちり方は、ちり方は、ちょょょょっっっっととととどどどどうかなという思いがしております。そうかなという思いがしております。そうかなという思いがしております。そうかなという思いがしております。そ

れで、一方で基金ですれで、一方で基金ですれで、一方で基金ですれで、一方で基金ですねねねね、奈良県の基金、奈良県の基金、奈良県の基金、奈良県の基金もももも、８、８、８、８億円億円億円億円ほほほほどどどどの基金の基金の基金の基金もももも毎毎毎毎年年年年赤字赤字赤字赤字のときでのときでのときでのときでもももも基金基金基金基金

をずをずをずをずっっっっとためとためとためとため込込込込んんんんでいるというのがありますので、本でいるというのがありますので、本でいるというのがありますので、本でいるというのがありますので、本来来来来であれであれであれであればばばば、、、、見通見通見通見通しのないとしのないとしのないとしのないところころころころかかかか

ら繰り入れをするのではなら繰り入れをするのではなら繰り入れをするのではなら繰り入れをするのではなくくくく、そうした基金の、そうした基金の、そうした基金の、そうした基金の活活活活用をするなりしてき用をするなりしてき用をするなりしてき用をするなりしてきっっっっちりとしたちりとしたちりとしたちりとした見込見込見込見込みみみみ

をするをするをするをするべべべべきではないのかと思いますが、そのきではないのかと思いますが、そのきではないのかと思いますが、そのきではないのかと思いますが、その点点点点ででででどどどどうかといううかといううかといううかというこここことをとをとをとをももももう一度おう一度おう一度おう一度お尋ね尋ね尋ね尋ねしたしたしたした

いと思います。いと思います。いと思います。いと思います。

フラフラフラフラワワワワーセンターにつきましては、おーセンターにつきましては、おーセンターにつきましては、おーセンターにつきましては、お話話話話をををを聞聞聞聞かせていただいてわかりました。きのう、かせていただいてわかりました。きのう、かせていただいてわかりました。きのう、かせていただいてわかりました。きのう、

初初初初めてめてめてめてフラフラフラフラワワワワーーーーパパパパークに行かせていただきまして、いークに行かせていただきまして、いークに行かせていただきまして、いークに行かせていただきまして、いろろろろいいいいろろろろと説明なと説明なと説明なと説明などどどどをををを聞聞聞聞かせていただかせていただかせていただかせていただ

きました。きました。きました。きました。施施施施設その設その設その設そのもももものはのはのはのはややややはり一定はり一定はり一定はり一定老朽老朽老朽老朽化化化化をしておりますけれをしておりますけれをしておりますけれをしておりますけれどもどもどもども、お、お、お、お花花花花とかは、いとかは、いとかは、いとかは、いろろろろ

いいいいろ手ろ手ろ手ろ手が行きが行きが行きが行き届届届届いて、本当にいて、本当にいて、本当にいて、本当に憩憩憩憩いの場といういの場といういの場といういの場という雰雰雰雰囲囲囲囲気気気気ももももありました。ありました。ありました。ありました。

それから、１００年に１度、１それから、１００年に１度、１それから、１００年に１度、１それから、１００年に１度、１世紀世紀世紀世紀に１度しかに１度しかに１度しかに１度しか花花花花がががが咲咲咲咲かないというリかないというリかないというリかないというリュュュュウウウウゼゼゼゼツツツツラララランといンといンといンとい

うううう珍珍珍珍しいしいしいしい植植植植物も物も物も物もああああっっっって、１０年て、１０年て、１０年て、１０年前前前前には１には１には１には１回花回花回花回花がががが咲咲咲咲いたそうですけれいたそうですけれいたそうですけれいたそうですけれどもどもどもども、そうした、そうした、そうした、そうしたもももものなのなのなのな

どもどもどもども、今度の、今度の、今度の、今度の馬馬馬馬見見見見丘陵丘陵丘陵丘陵公公公公園園園園に移るときに、きに移るときに、きに移るときに、きに移るときに、きっっっっちりと移してちりと移してちりと移してちりと移してももももららららええええるのか、るのか、るのか、るのか、ももももうあそうあそうあそうあそここここにににに

置置置置いといたら、いといたら、いといたら、いといたら、恐恐恐恐ららららくくくく専専専専門的門的門的門的な管な管な管な管理理理理がががが必必必必要だと思います。そうした対応が今要だと思います。そうした対応が今要だと思います。そうした対応が今要だと思います。そうした対応が今後ど後ど後ど後どうなるのうなるのうなるのうなるの

か、そか、そか、そか、そんんんんななななこここことととともももも心配心配心配心配ななななどどどどがございましたので、がございましたので、がございましたので、がございましたので、実実実実際際際際ににににフラフラフラフラワワワワーーーーパパパパークを移すというークを移すというークを移すというークを移すというこここことととと
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であれであれであれであればばばば、いつご、いつご、いつご、いつごろろろろのののの時期時期時期時期ににににどどどどれれれれぐぐぐぐらいの予算でしていらいの予算でしていらいの予算でしていらいの予算でしていくくくくのかというのかというのかというのかというこここことをとをとをとをももももうううう少少少少し明し明し明し明確確確確

にしていただきたいと思います。そのにしていただきたいと思います。そのにしていただきたいと思います。そのにしていただきたいと思います。その点点点点で、で、で、で、ももももう一度おう一度おう一度おう一度お尋ね尋ね尋ね尋ねをしたいと思います。をしたいと思います。をしたいと思います。をしたいと思います。

それから、食肉センターにつきましては、開かれたそれから、食肉センターにつきましては、開かれたそれから、食肉センターにつきましては、開かれたそれから、食肉センターにつきましては、開かれた運運運運営をしていただけるという営をしていただけるという営をしていただけるという営をしていただけるというこここことでとでとでとで

おおおお話話話話をををを聞聞聞聞きましたので、きましたので、きましたので、きましたので、ぜひぜひぜひぜひそのようなそのようなそのようなそのような形形形形でででで進進進進めていめていめていめていっっっっていただきたいというていただきたいというていただきたいというていただきたいというこここことをお願とをお願とをお願とをお願

いをしておきたいと思います。いをしておきたいと思います。いをしておきたいと思います。いをしておきたいと思います。

○江畑地域産業課長○江畑地域産業課長○江畑地域産業課長○江畑地域産業課長 競輪事業に関しまして、今井委員から競輪事業に関しまして、今井委員から競輪事業に関しまして、今井委員から競輪事業に関しまして、今井委員からＪＪＪＪＫＡＫＡＫＡＫＡのののの交交交交付金、それから付金、それから付金、それから付金、それから施施施施

設設設設整整整整備備備備基金についてのお基金についてのお基金についてのお基金についてのお尋ね尋ね尋ね尋ねがございました。がございました。がございました。がございました。

まず、まず、まず、まず、ＪＪＪＪＫＡＫＡＫＡＫＡへのへのへのへの交交交交付金についてでございますが、競輪事業と申しますのは、自転付金についてでございますが、競輪事業と申しますのは、自転付金についてでございますが、競輪事業と申しますのは、自転付金についてでございますが、競輪事業と申しますのは、自転車車車車競競競競

技技技技法に基法に基法に基法に基づづづづきましてきましてきましてきまして実施さ実施さ実施さ実施されているとれているとれているとれているところころころころでございまして、本でございまして、本でございまして、本でございまして、本来来来来であれであれであれであればばばば賭賭賭賭博博博博罪罪罪罪がががが適適適適用用用用ささささ

れるとれるとれるとれるところころころころを、そのを、そのを、そのを、その違違違違法法法法性性性性をををを阻却阻却阻却阻却するために自転するために自転するために自転するために自転車車車車その他のその他のその他のその他の機機機機械械械械工業の振興ですとか、あ工業の振興ですとか、あ工業の振興ですとか、あ工業の振興ですとか、あ

るいはるいはるいはるいは体体体体育育育育その他の公その他の公その他の公その他の公益益益益の増の増の増の増進進進進、そして地方、そして地方、そして地方、そして地方税税税税収の収の収の収の健全化健全化健全化健全化というというというというこここことをとをとをとを目的目的目的目的にににに実施実施実施実施するとするとするとすると

さささされておりまして、法れておりまして、法れておりまして、法れておりまして、法律律律律の中での中での中での中でＪＪＪＪＫＡＫＡＫＡＫＡのののの交交交交付金を支付金を支付金を支付金を支払払払払わわわわねねねねばばばばならないという規定がございならないという規定がございならないという規定がございならないという規定がござい

ます。したがいまして、それます。したがいまして、それます。したがいまして、それます。したがいまして、それぞぞぞぞれ法れ法れ法れ法律律律律の１号、２号、３号に基の１号、２号、３号に基の１号、２号、３号に基の１号、２号、３号に基づづづづいていていていてトトトトータータータータルルルルで、で、で、で、ここここれはれはれはれは

平成２２年度でございますが、平成２２年度でございますが、平成２２年度でございますが、平成２２年度でございますが、総総総総額額額額４４４４億億億億４４４４，，，，２９１２９１２９１２９１万万万万３３３３，，，，００００００００００００円円円円をお支をお支をお支をお支払払払払いをしているいをしているいをしているいをしている

とととところころころころでございます。それでございます。それでございます。それでございます。それぞぞぞぞれ１号に関しましては、れ１号に関しましては、れ１号に関しましては、れ１号に関しましては、機機機機械械械械振興でありますとか、２号につ振興でありますとか、２号につ振興でありますとか、２号につ振興でありますとか、２号につ

きましては、きましては、きましては、きましては、体体体体育育育育の振興、３号につきましては、競輪のの振興、３号につきましては、競輪のの振興、３号につきましては、競輪のの振興、３号につきましては、競輪の運運運運営事業、営事業、営事業、営事業、ここここういういういういっっっったたたたもももものにのにのにのに使使使使わわわわ

れるというれるというれるというれるというこここことで、先ほとで、先ほとで、先ほとで、先ほどどどど委員がお委員がお委員がお委員がおっっっっししししゃゃゃゃられましたように上られましたように上られましたように上られましたように上納納納納をしています。１号、２をしています。１号、２をしています。１号、２をしています。１号、２

号の号の号の号の交交交交付金につきましては、今、付金につきましては、今、付金につきましては、今、付金につきましては、今、暫暫暫暫定定定定的的的的にににに交交交交付金の付金の付金の付金の還還還還付付付付制制制制度がございますので、度がございますので、度がございますので、度がございますので、ここここの合算の合算の合算の合算

額額額額の３分の１がの３分の１がの３分の１がの３分の１が翌翌翌翌年度に、３分の１を上年度に、３分の１を上年度に、３分の１を上年度に、３分の１を上限限限限としてとしてとしてとして還還還還付付付付さささされている状況でございます。れている状況でございます。れている状況でございます。れている状況でございます。

それから、県営競輪のそれから、県営競輪のそれから、県営競輪のそれから、県営競輪の施施施施設の設の設の設の整整整整備備備備基金についてでございます。ご基金についてでございます。ご基金についてでございます。ご基金についてでございます。ご指指指指摘摘摘摘のようにのようにのようにのように約約約約８８８８億円億円億円億円

ほほほほどどどどございますが、ございますが、ございますが、ございますが、ここここれは設れは設れは設れは設置置置置のののの目的目的目的目的といたしまして基金でといたしまして基金でといたしまして基金でといたしまして基金で施施施施設設設設整整整整備備備備等に要する経費の財等に要する経費の財等に要する経費の財等に要する経費の財

源源源源にににに充充充充てるてるてるてるこここことになとになとになとになっっっっております。競輪場では、ております。競輪場では、ております。競輪場では、ております。競輪場では、車券車券車券車券のののの発売シ発売シ発売シ発売シスススステテテテムムムムのののの機器機器機器機器リースリースリースリース料料料料といといといとい

ううううもももものがございまして、のがございまして、のがございまして、のがございまして、ここここれはれはれはれは通通通通常常常常であれであれであれであればばばば、一、一、一、一括括括括してしてしてして整整整整備備備備して、それに基金をして、それに基金をして、それに基金をして、それに基金を充充充充てるとてるとてるとてると

いういういういうこここことなのですが、リース方となのですが、リース方となのですが、リース方となのですが、リース方式式式式によによによによっっっってててて整整整整備備備備を行うというを行うというを行うというを行うというこここことで、とで、とで、とで、ここここれについては一応れについては一応れについては一応れについては一応

基金から基金から基金から基金から充充充充当当当当ささささせていただいている状況でございます。せていただいている状況でございます。せていただいている状況でございます。せていただいている状況でございます。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○植田農業水産振興課長○植田農業水産振興課長○植田農業水産振興課長○植田農業水産振興課長 フラフラフラフラワワワワーセンターにかかわーセンターにかかわーセンターにかかわーセンターにかかわっっっって３て３て３て３点点点点ほほほほどどどどああああっっっったかと思います。たかと思います。たかと思います。たかと思います。

まず、移設の日まず、移設の日まず、移設の日まず、移設の日時時時時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もどもどもども、あの場所に新、あの場所に新、あの場所に新、あの場所に新ププププーーーールルルルができるわけでございまができるわけでございまができるわけでございまができるわけでございま

すけれすけれすけれすけれどもどもどもども、それの工事の関係と、、それの工事の関係と、、それの工事の関係と、、それの工事の関係と、フラフラフラフラワワワワーセンターが移転いたしますーセンターが移転いたしますーセンターが移転いたしますーセンターが移転いたします馬馬馬馬見見見見丘陵丘陵丘陵丘陵公公公公園園園園の関の関の関の関

係がございまして、係がございまして、係がございまして、係がございまして、現現現現在在在在、関係部、関係部、関係部、関係部局局局局とととと調調調調整整整整中でございます。中でございます。中でございます。中でございます。

それと、センターにありますそれと、センターにありますそれと、センターにありますそれと、センターにあります植植植植物物物物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もどもどもども、基本、基本、基本、基本的的的的にににに持持持持っっっっていけるていけるていけるていけるもももものはのはのはのは
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持持持持っっっっていきたいとていきたいとていきたいとていきたいと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。

あと、新あと、新あと、新あと、新ププププーーーールルルルで公で公で公で公園園園園機能も機能も機能も機能もできるとおできるとおできるとおできるとお伺伺伺伺いしておりますので、そいしておりますので、そいしておりますので、そいしておりますので、そここここで利用いただけるで利用いただけるで利用いただけるで利用いただける

もももものは利用いただのは利用いただのは利用いただのは利用いただくくくくと、また、その他いと、また、その他いと、また、その他いと、また、その他いろろろろいいいいろろろろなななな機機機機関でご関でご関でご関でご希希希希望望望望があれがあれがあれがあればばばばとととと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。

移設予算については、移設予算については、移設予算については、移設予算については、現現現現在在在在、、、、調調調調整整整整中でございます。中でございます。中でございます。中でございます。以以以以上です。上です。上です。上です。

○大国委員長○大国委員長○大国委員長○大国委員長 よよよよろろろろしいですか。しいですか。しいですか。しいですか。

○今井委員○今井委員○今井委員○今井委員 すみませすみませすみませすみませんんんん、議案に対する、議案に対する、議案に対する、議案に対する意見意見意見意見は。は。は。は。

○大国委員長○大国委員長○大国委員長○大国委員長 後後後後ほほほほどどどど。。。。

○今井委員○今井委員○今井委員○今井委員 後後後後ですですですですねねねね、わかりました。、わかりました。、わかりました。、わかりました。

競輪につきましては、い競輪につきましては、い競輪につきましては、い競輪につきましては、いろろろろいいいいろろろろとととと問問問問題点も題点も題点も題点もたたたたくさくさくさくさんんんんあると思います。本あると思います。本あると思います。本あると思います。本来来来来、公営の、公営の、公営の、公営の形形形形でででで

賭賭賭賭博が法博が法博が法博が法的的的的にににに認認認認められるというめられるというめられるというめられるという制制制制度でございますけれ度でございますけれ度でございますけれ度でございますけれどもどもどもども、、、、ややややはり地方自治はり地方自治はり地方自治はり地方自治体体体体の財の財の財の財源源源源とかとかとかとか

は、そうしたは、そうしたは、そうしたは、そうした賭賭賭賭博というような博というような博というような博というようなもももものにのにのにのに頼頼頼頼るるるるこここことなとなとなとなくくくく地地地地元元元元の産業とか、雇用とか、そうしたの産業とか、雇用とか、そうしたの産業とか、雇用とか、そうしたの産業とか、雇用とか、そうした

中で行中で行中で行中で行っっっっていていていていくべくべくべくべききききもももものではないかと思のではないかと思のではないかと思のではないかと思っっっっております。ております。ております。ております。

また、競輪そのまた、競輪そのまた、競輪そのまた、競輪そのもももものはのはのはのはオオオオリンリンリンリンピピピピッッッックの競クの競クの競クの競技技技技ななななどどどどににににももももあるようなスあるようなスあるようなスあるようなスポポポポーーーーツツツツというというというという側側側側面面面面があがあがあがあ

りますので、それはそれで振興していかなりますので、それはそれで振興していかなりますので、それはそれで振興していかなりますので、それはそれで振興していかなくくくくてはならないと思いますけれてはならないと思いますけれてはならないと思いますけれてはならないと思いますけれどもどもどもども、今、今、今、今後後後後のののの見見見見

通通通通ししししもももも含含含含めまして、きちめまして、きちめまして、きちめまして、きちんんんんと奈良県でと奈良県でと奈良県でと奈良県でどどどどうあるうあるうあるうあるべべべべきかをきかをきかをきかを考え考え考え考えるるるるべべべべきききき時期時期時期時期にににに来来来来ているのではているのではているのではているのでは

ないかと思いますので、今とりあないかと思いますので、今とりあないかと思いますので、今とりあないかと思いますので、今とりあええええずずずず意見意見意見意見だけを申し上げておきたいと思います。だけを申し上げておきたいと思います。だけを申し上げておきたいと思います。だけを申し上げておきたいと思います。

○大国委員長○大国委員長○大国委員長○大国委員長 ほかにほかにほかにほかに質質質質疑疑疑疑はありますか。よはありますか。よはありますか。よはありますか。よろろろろしいですか。しいですか。しいですか。しいですか。

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

他になけれ他になけれ他になけれ他になければばばば、、、、ここここれをれをれをれをももももちまして付託議案についてのちまして付託議案についてのちまして付託議案についてのちまして付託議案についての質質質質疑疑疑疑をををを終終終終わります。わります。わります。わります。

続いて、付託議案について、委員の続いて、付託議案について、委員の続いて、付託議案について、委員の続いて、付託議案について、委員の意見意見意見意見をををを求求求求めます。めます。めます。めます。

ごごごご発発発発言言言言願います。願います。願います。願います。

○今井委員○今井委員○今井委員○今井委員 競輪事業の競輪事業の競輪事業の競輪事業の点点点点につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、反反反反対です。対です。対です。対です。

○大国委員長○大国委員長○大国委員長○大国委員長 他に他に他に他に意見意見意見意見はございませはございませはございませはございませんんんんか。か。か。か。

○神田委員○神田委員○神田委員○神田委員 ただいまただいまただいまただいま種種種種 々々々々の説明をしていただきました。大の説明をしていただきました。大の説明をしていただきました。大の説明をしていただきました。大変変変変厳厳厳厳しい経済の中、また特にしい経済の中、また特にしい経済の中、また特にしい経済の中、また特に

農林業というのは大農林業というのは大農林業というのは大農林業というのは大変変変変な中ではございますが、いな中ではございますが、いな中ではございますが、いな中ではございますが、いろろろろいいいいろろろろ工工工工夫夫夫夫してしてしてしてやっやっやっやっていただいているとていただいているとていただいているとていただいていると

いういういういうこここことで、とで、とで、とで、引引引引き続きき続きき続きき続き頑張頑張頑張頑張っっっって振興していただきたいというて振興していただきたいというて振興していただきたいというて振興していただきたいというこここことをお願いして、自とをお願いして、自とをお願いして、自とをお願いして、自民民民民党党党党とととと

してはしてはしてはしては賛賛賛賛成を成を成を成をささささせていただきます。せていただきます。せていただきます。せていただきます。

○大国委員長○大国委員長○大国委員長○大国委員長 ほかございますか。いいですか。ほかございますか。いいですか。ほかございますか。いいですか。ほかございますか。いいですか。

それでは、ないというそれでは、ないというそれでは、ないというそれでは、ないというこここことで、ただいまより付託を受けました議案についてとで、ただいまより付託を受けました議案についてとで、ただいまより付託を受けました議案についてとで、ただいまより付託を受けました議案について採採採採決を行い決を行い決を行い決を行い

ます。ます。ます。ます。
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まず、委員よりまず、委員よりまず、委員よりまず、委員より反反反反対対対対意見意見意見意見がありました議案について、がありました議案について、がありました議案について、がありました議案について、起起起起立により立により立により立により採採採採決を行いたいと思い決を行いたいと思い決を行いたいと思い決を行いたいと思い

ます。ます。ます。ます。

報第１９号中、当委員会所管分について、分報第１９号中、当委員会所管分について、分報第１９号中、当委員会所管分について、分報第１９号中、当委員会所管分について、分割割割割してしてしてして採採採採決いたします。決いたします。決いたします。決いたします。

まず、報第１９号中、平成２３年度奈良県営競輪場事業費特別会計補正予算（第１号）まず、報第１９号中、平成２３年度奈良県営競輪場事業費特別会計補正予算（第１号）まず、報第１９号中、平成２３年度奈良県営競輪場事業費特別会計補正予算（第１号）まず、報第１９号中、平成２３年度奈良県営競輪場事業費特別会計補正予算（第１号）

について、について、について、について、原原原原案案案案どどどどおり承おり承おり承おり承認認認認するするするするこここことにとにとにとに賛賛賛賛成の方のご成の方のご成の方のご成の方のご起起起起立をお願いいたします。立をお願いいたします。立をお願いいたします。立をお願いいたします。

（（（（賛賛賛賛成成成成者起者起者起者起立）立）立）立）

ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。

起起起起立立立立多多多多数数数数であります。であります。であります。であります。

よよよよっっっって、ただいまの議案については、て、ただいまの議案については、て、ただいまの議案については、て、ただいまの議案については、原原原原案案案案どどどどおり承おり承おり承おり承認認認認するするするするこここことに決しました。とに決しました。とに決しました。とに決しました。

次に、報第１９号中、当委員会所管分の次に、報第１９号中、当委員会所管分の次に、報第１９号中、当委員会所管分の次に、報第１９号中、当委員会所管分の残残残残余余余余の議案については、の議案については、の議案については、の議案については、簡簡簡簡易易易易採採採採決により行いた決により行いた決により行いた決により行いた

いと思いますが、ごいと思いますが、ごいと思いますが、ごいと思いますが、ご異異異異議ありませ議ありませ議ありませ議ありませんんんんか。か。か。か。

（（（（「「「「異異異異議なし」と議なし」と議なし」と議なし」と呼ぶ呼ぶ呼ぶ呼ぶ者者者者あり）あり）あり）あり）

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

報第１９号中、当委員会所管分の報第１９号中、当委員会所管分の報第１９号中、当委員会所管分の報第１９号中、当委員会所管分の残残残残余余余余の議案については、の議案については、の議案については、の議案については、原原原原案案案案どどどどおり承おり承おり承おり承認認認認するするするするこここことにごとにごとにごとにご

異異異異議ございませ議ございませ議ございませ議ございませんんんんか。か。か。か。

（（（（「「「「異異異異議なし」と議なし」と議なし」と議なし」と呼ぶ呼ぶ呼ぶ呼ぶ者者者者あり）あり）あり）あり）

ごごごご異異異異議ない議ない議ない議ないもももものとのとのとのと認認認認めます。めます。めます。めます。

よよよよっっっって、報第１９号中、当委員会所管分のて、報第１９号中、当委員会所管分のて、報第１９号中、当委員会所管分のて、報第１９号中、当委員会所管分の残残残残余余余余の議案については、いずれの議案については、いずれの議案については、いずれの議案については、いずれもももも原原原原案案案案どどどどおりおりおりおり

承承承承認認認認するするするするこここことに決しました。とに決しました。とに決しました。とに決しました。

次に、ただいま承次に、ただいま承次に、ただいま承次に、ただいま承認さ認さ認さ認されました議案をれました議案をれました議案をれました議案を除除除除くくくく残残残残余余余余の議案につきましては、一の議案につきましては、一の議案につきましては、一の議案につきましては、一括括括括してしてしてして簡簡簡簡易易易易採採採採

決により行いたいと思いますが、ご決により行いたいと思いますが、ご決により行いたいと思いますが、ご決により行いたいと思いますが、ご異異異異議ありませ議ありませ議ありませ議ありませんんんんか。か。か。か。

（（（（「「「「異異異異議なし」と議なし」と議なし」と議なし」と呼ぶ呼ぶ呼ぶ呼ぶ者者者者あり）あり）あり）あり）

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

議第３４号中、当委員会所管分、議第３８号中、当委員会所管分については、議第３４号中、当委員会所管分、議第３８号中、当委員会所管分については、議第３４号中、当委員会所管分、議第３８号中、当委員会所管分については、議第３４号中、当委員会所管分、議第３８号中、当委員会所管分については、原原原原案案案案どどどどおおおお

りりりり可可可可決する決する決する決するこここことにごとにごとにごとにご異異異異議ございませ議ございませ議ございませ議ございませんんんんか。か。か。か。

（（（（「「「「異異異異議なし」と議なし」と議なし」と議なし」と呼ぶ呼ぶ呼ぶ呼ぶ者者者者あり）あり）あり）あり）

ごごごご異異異異議ない議ない議ない議ないもももものとのとのとのと認認認認めます。めます。めます。めます。

よよよよっっっって、て、て、て、以以以以上議案２件については、いずれ上議案２件については、いずれ上議案２件については、いずれ上議案２件については、いずれもももも原原原原案案案案どどどどおりおりおりおり可可可可決する決する決する決するこここことに決しました。とに決しました。とに決しました。とに決しました。

次に、報告案件についてであります。次に、報告案件についてであります。次に、報告案件についてであります。次に、報告案件についてであります。

報第１号中、当委員会所管分、報第１１号から報第１４号については、先ほ報第１号中、当委員会所管分、報第１１号から報第１４号については、先ほ報第１号中、当委員会所管分、報第１１号から報第１４号については、先ほ報第１号中、当委員会所管分、報第１１号から報第１４号については、先ほどどどどの説明をの説明をの説明をの説明を
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もっもっもっもってててて理理理理事事事事者者者者よりよりよりより詳細詳細詳細詳細な報告を受けたな報告を受けたな報告を受けたな報告を受けたここここととととととととささささせていただきますので、ご了承願います。せていただきますので、ご了承願います。せていただきますので、ご了承願います。せていただきますので、ご了承願います。

ここここれをれをれをれをももももちまして、付託議案の審査をちまして、付託議案の審査をちまして、付託議案の審査をちまして、付託議案の審査を終終終終わります。わります。わります。わります。

それでは、本日の案件の２それでは、本日の案件の２それでは、本日の案件の２それでは、本日の案件の２番番番番、その他事項に移ります。、その他事項に移ります。、その他事項に移ります。、その他事項に移ります。

その他の事項についてでありますが、はじめに、要その他の事項についてでありますが、はじめに、要その他の事項についてでありますが、はじめに、要その他の事項についてでありますが、はじめに、要望望望望１件が提出１件が提出１件が提出１件が提出さささされておりますので、れておりますので、れておりますので、れておりますので、

ご了承願います。ご了承願います。ご了承願います。ご了承願います。

また、農林部長から奈良県食肉また、農林部長から奈良県食肉また、農林部長から奈良県食肉また、農林部長から奈良県食肉流通流通流通流通センターセンターセンターセンター改改改改革検討革検討革検討革検討委員会の設委員会の設委員会の設委員会の設置置置置について報告を行いについて報告を行いについて報告を行いについて報告を行い

たいとの申し出がありましたので、報告願います。たいとの申し出がありましたので、報告願います。たいとの申し出がありましたので、報告願います。たいとの申し出がありましたので、報告願います。

○冨岡農林部長○冨岡農林部長○冨岡農林部長○冨岡農林部長 「経済労働委員会「経済労働委員会「経済労働委員会「経済労働委員会資料資料資料資料、報告事項、奈良県食肉、報告事項、奈良県食肉、報告事項、奈良県食肉、報告事項、奈良県食肉流通流通流通流通センター（とセンター（とセンター（とセンター（と畜畜畜畜・市・市・市・市

場）場）場）場）改改改改革検討革検討革検討革検討委員会の設委員会の設委員会の設委員会の設置置置置について」をごについて」をごについて」をごについて」をご覧覧覧覧くくくくだだだだささささい。い。い。い。

食肉食肉食肉食肉流通流通流通流通センターのセンターのセンターのセンターの改改改改革革革革につきましては、先般のにつきましては、先般のにつきましては、先般のにつきましては、先般の初初初初度委員会、あるいは一般度委員会、あるいは一般度委員会、あるいは一般度委員会、あるいは一般質質質質問問問問等でご等でご等でご等でご

質質質質問問問問をいただいております。をいただいております。をいただいております。をいただいております。

５月にセンター経営５月にセンター経営５月にセンター経営５月にセンター経営改改改改革革革革等等等等評価評価評価評価委員会より公社委員会より公社委員会より公社委員会より公社及び及び及び及び会社が会社が会社が会社がここここれまでれまでれまでれまで取取取取りりりり組ん組ん組ん組んでいたでいたでいたでいた改改改改革革革革

についてのについてのについてのについての総括総括総括総括的的的的なななな評価評価評価評価とととと意見意見意見意見が出が出が出が出さささされております。そのれております。そのれております。そのれております。その評価評価評価評価委員会の委員会の委員会の委員会の意見意見意見意見を受けまして、を受けまして、を受けまして、を受けまして、

県といたしましては、と県といたしましては、と県といたしましては、と県といたしましては、と畜畜畜畜・市場の・市場の・市場の・市場の両両両両機能機能機能機能をあわせをあわせをあわせをあわせ持持持持つセンターのつセンターのつセンターのつセンターの存在存在存在存在意意意意義義義義をををを根根根根本に立ち本に立ち本に立ち本に立ち

返返返返っっっってててて見見見見直直直直すととすととすととすととももももに、とに、とに、とに、と畜畜畜畜機能機能機能機能、市場、市場、市場、市場機能機能機能機能を今を今を今を今後後後後、本県において、本県において、本県において、本県においてどどどどうするのかなうするのかなうするのかなうするのかなどどどどのののの諸諸諸諸

課題課題課題課題についてについてについてについて検討検討検討検討し、今し、今し、今し、今後後後後の方の方の方の方向性向性向性向性をををを取取取取りまとめていただりまとめていただりまとめていただりまとめていただくくくくためにためにためにために改改改改革検討革検討革検討革検討委員会を設委員会を設委員会を設委員会を設置置置置

するするするするこここことといたしました。とといたしました。とといたしました。とといたしました。

委員は、記載の２の委員委員は、記載の２の委員委員は、記載の２の委員委員は、記載の２の委員構構構構成のとおりで、成のとおりで、成のとおりで、成のとおりで、畜畜畜畜産産産産流通や流通や流通や流通や経営、法経営、法経営、法経営、法律律律律ななななど各ど各ど各ど各分野の専分野の専分野の専分野の専門家門家門家門家にににに

入入入入っっっっていただきまして、３のていただきまして、３のていただきまして、３のていただきまして、３の主主主主なななな検討検討検討検討項項項項目目目目といたしまして、といたしまして、といたしまして、といたしまして、①①①①とととと畜畜畜畜機能機能機能機能のののの存在存在存在存在意意意意義義義義ををををどどどどのののの

ようにようにようにように考え考え考え考えるのか、るのか、るのか、るのか、②構②構②構②構造的造的造的造的にににに不不不不採採採採算部算部算部算部門門門門であるとであるとであるとであると畜畜畜畜場の場の場の場の効率的効率的効率的効率的なななな運運運運営とその営とその営とその営とその運運運運営営営営形態形態形態形態、、、、

公公公公的的的的関関関関与与与与のあり方をのあり方をのあり方をのあり方をどどどどうするのか、うするのか、うするのか、うするのか、③③③③流通流通流通流通のあり方（市場のあり方（市場のあり方（市場のあり方（市場機能機能機能機能）を）を）を）をどどどどうするのか、うするのか、うするのか、うするのか、④④④④食肉食肉食肉食肉

公社、食肉会社を今公社、食肉会社を今公社、食肉会社を今公社、食肉会社を今後ど後ど後ど後どうしていうしていうしていうしていくくくくのかなのかなのかなのかなどどどどについてについてについてについて検討検討検討検討をいただをいただをいただをいただくこくこくこくこととしております。ととしております。ととしております。ととしております。

今今今今後後後後、、、、検討検討検討検討委員会において、本委員会において、本委員会において、本委員会において、本質的質的質的質的、本、本、本、本格格格格的的的的な議な議な議な議論論論論をいただをいただをいただをいただくくくくわけですが、あわせて関わけですが、あわせて関わけですが、あわせて関わけですが、あわせて関

係係係係者者者者とのとのとのとの協協協協議、議、議、議、調調調調整整整整を行い、県議会、当委員会にを行い、県議会、当委員会にを行い、県議会、当委員会にを行い、県議会、当委員会にももももおおおお諮諮諮諮りをしながら今りをしながら今りをしながら今りをしながら今後後後後の方の方の方の方向性向性向性向性を今年を今年を今年を今年

度中をめ度中をめ度中をめ度中をめどどどどにににに取取取取りまとめをしていきたいとりまとめをしていきたいとりまとめをしていきたいとりまとめをしていきたいと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。

報告事項のご説明は報告事項のご説明は報告事項のご説明は報告事項のご説明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。よろろろろししししくくく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。

○大国委員長○大国委員長○大国委員長○大国委員長 それでは、ただいまの報告、またはその他の事項それでは、ただいまの報告、またはその他の事項それでは、ただいまの報告、またはその他の事項それでは、ただいまの報告、またはその他の事項もももも含含含含めて、めて、めて、めて、質質質質疑疑疑疑があれがあれがあれがあればばばば

ごごごご発発発発言言言言願います。願います。願います。願います。

○阪口委員○阪口委員○阪口委員○阪口委員 ２つの２つの２つの２つのテテテテーーーーママママでででで質質質質問問問問をいたします。をいたします。をいたします。をいたします。

１１１１点目点目点目点目は、は、は、は、生生生生駒駒駒駒市にあります市にあります市にあります市にあります高高高高山山山山サイサイサイサイエエエエンスタンスタンスタンスタウウウウンの企業ンの企業ンの企業ンの企業誘致誘致誘致誘致についてであります。先についてであります。先についてであります。先についてであります。先
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日、日、日、日、高高高高山山山山サイサイサイサイエエエエンスタンスタンスタンスタウウウウンにンにンにンに視視視視察察察察に行に行に行に行っっっってまいりました。そうしましたら、企業てまいりました。そうしましたら、企業てまいりました。そうしましたら、企業てまいりました。そうしましたら、企業活力活力活力活力集積集積集積集積

促進促進促進促進補補補補助助助助金の金の金の金の認認認認定を受けました上定を受けました上定を受けました上定を受けました上六印刷株六印刷株六印刷株六印刷株式式式式会社の工場会社の工場会社の工場会社の工場建建建建設が設が設が設が進進進進んんんんでいまして、でいまして、でいまして、でいまして、ここここのののの点点点点にににに

つきましては、県の方つきましては、県の方つきましては、県の方つきましては、県の方 々々々々のののの努力努力努力努力の成果が出ているのではないかとの成果が出ているのではないかとの成果が出ているのではないかとの成果が出ているのではないかと評価評価評価評価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。

しかし、企業立地しかし、企業立地しかし、企業立地しかし、企業立地ガガガガイドイドイドイドでいきますと、上でいきますと、上でいきますと、上でいきますと、上六印刷株六印刷株六印刷株六印刷株式式式式会社から会社から会社から会社から見見見見ましてましてましてまして北北北北の方、つまりの方、つまりの方、つまりの方、つまり

①①①①になりますが、になりますが、になりますが、になりますが、②②②②ももももそうですが、そうですが、そうですが、そうですが、草草草草がががが生え生え生え生え放放放放題題題題であると。であると。であると。であると。ここここのののの北北北北の方のの方のの方のの方の①①①①の分の分の分の分譲譲譲譲地は奈地は奈地は奈地は奈

良県良県良県良県土土土土地開地開地開地開発発発発公社が公社が公社が公社が約約約約２０年ほ２０年ほ２０年ほ２０年ほど前ど前ど前ど前に開に開に開に開発発発発をして、をして、をして、をして、売売売売買買買買さささされなかれなかれなかれなかっっっったたたた土土土土地であると地であると地であると地であると把握把握把握把握をををを

いたしております。いたしております。いたしております。いたしております。②②②②は、平成５年５月２６日に奈良県は、平成５年５月２６日に奈良県は、平成５年５月２６日に奈良県は、平成５年５月２６日に奈良県土土土土地開地開地開地開発発発発公社から公社から公社から公社から株株株株式式式式会社会社会社会社カカカカネネネネカカカカ

がががが約約約約３１３１３１３１億円億円億円億円でででで購購購購入をして所入をして所入をして所入をして所有有有有権権権権移転を移転を移転を移転をさささされていると。れていると。れていると。れていると。①①①①とととと②②②②では、では、では、では、売売売売買買買買にににに至至至至る経る経る経る経緯緯緯緯がががが少少少少

しししし異異異異なりますし、なりますし、なりますし、なりますし、①①①①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、依然依然依然依然、奈良県、奈良県、奈良県、奈良県土土土土地開地開地開地開発発発発公社が所公社が所公社が所公社が所有有有有権権権権を移転を移転を移転を移転ももももせずにせずにせずにせずに

ずずずずっっっっとととと持持持持っっっっていると。ていると。ていると。ていると。ここここの地に企業の地に企業の地に企業の地に企業誘致誘致誘致誘致をするをするをするをする責任責任責任責任というのがというのがというのがというのが非非非非常常常常にあるのではないかとにあるのではないかとにあるのではないかとにあるのではないかと

思思思思っっっっております。本年度予算案の概要では、ております。本年度予算案の概要では、ております。本年度予算案の概要では、ております。本年度予算案の概要では、ここここのののの高高高高山山山山地地地地区区区区立地立地立地立地促進促進促進促進事業としまして、規事業としまして、規事業としまして、規事業としまして、規制制制制

緩緩緩緩和和和和内内内内容容容容ななななどどどどののののＰＲＰＲＰＲＰＲをしていをしていをしていをしていくくくくと記載と記載と記載と記載さささされていますので、奈良県企業立地れていますので、奈良県企業立地れていますので、奈良県企業立地れていますので、奈良県企業立地促進促進促進促進補補補補助助助助金金金金並並並並びびびび

に企業に企業に企業に企業活力活力活力活力集積集積集積集積促進促進促進促進補補補補助助助助金の金の金の金の優遇措置優遇措置優遇措置優遇措置ななななどどどどのののの適適適適用用用用もさもさもさもされて、企業にれて、企業にれて、企業にれて、企業にＰＲさＰＲさＰＲさＰＲされていかれるのれていかれるのれていかれるのれていかれるの

ではないかと思ではないかと思ではないかと思ではないかと思っっっっているわけですけれているわけですけれているわけですけれているわけですけれどもどもどもども、、、、ぜひぜひぜひぜひ実実実実現現現現にににに向向向向けて県でけて県でけて県でけて県で努力努力努力努力をしていただきたをしていただきたをしていただきたをしていただきた

いと思いと思いと思いと思っっっっています。ています。ています。ています。

あとあとあとあとももももう一つのう一つのう一つのう一つの心配心配心配心配は、は、は、は、ここここここここにはにはにはには土土土土地の地の地の地の販売販売販売販売のののの目目目目安安安安として１として１として１として１坪坪坪坪１０１０１０１０万円万円万円万円をををを目目目目安安安安と書いてと書いてと書いてと書いて

いるわけですけれいるわけですけれいるわけですけれいるわけですけれどもどもどもども、、、、現現現現在在在在のののの路路路路線線線線価価価価、それから、それから、それから、それから実実実実勢勢勢勢価価価価格格格格で経済の状況等をかで経済の状況等をかで経済の状況等をかで経済の状況等をかんんんんがみましがみましがみましがみまし

たら、１０たら、１０たら、１０たら、１０万円万円万円万円というのはちというのはちというのはちというのはちょょょょっっっっとととと厳厳厳厳しいのとしいのとしいのとしいのと違違違違うかと思うわけですけれうかと思うわけですけれうかと思うわけですけれうかと思うわけですけれどもどもどもども、その、その、その、その辺辺辺辺、、、、

私私私私のののの質質質質問問問問についてについてについてについて何何何何かかかか展展展展望望望望なり、なり、なり、なり、ここここういうういうういうういうふふふふうなうなうなうな手手手手がかりをがかりをがかりをがかりを持持持持っっっっているのだというているのだというているのだというているのだというこここことがとがとがとが

ありましたら、おありましたら、おありましたら、おありましたら、お答答答答ええええいただきたいと思います。いただきたいと思います。いただきたいと思います。いただきたいと思います。

２つ２つ２つ２つ目目目目ののののテテテテーーーーママママは、は、は、は、以前以前以前以前、今井委員から、、今井委員から、、今井委員から、、今井委員から、原原原原発発発発事事事事故故故故があり、があり、があり、があり、エエエエネルネルネルネルギギギギーーーー問問問問題題題題を経済労働を経済労働を経済労働を経済労働

委員会で委員会で委員会で委員会で論論論論議をしては議をしては議をしては議をしてはどどどどうかというごうかというごうかというごうかというご意見意見意見意見がありました。それに対しまして浪越産業・雇がありました。それに対しまして浪越産業・雇がありました。それに対しまして浪越産業・雇がありました。それに対しまして浪越産業・雇

用振興部長から、たしか内部用振興部長から、たしか内部用振興部長から、たしか内部用振興部長から、たしか内部協協協協議をしてい議をしてい議をしてい議をしていくくくくというというというという前向前向前向前向きなおきなおきなおきなお答答答答ええええをいただきましたので、をいただきましたので、をいただきましたので、をいただきましたので、

そのそのそのその点点点点について内部について内部について内部について内部協協協協議が議が議が議が進進進進んんんんでいるのかについておでいるのかについておでいるのかについておでいるのかについてお答答答答ええええをお願いいたします。をお願いいたします。をお願いいたします。をお願いいたします。以以以以上です。上です。上です。上です。

○森田企業立地推進課長○森田企業立地推進課長○森田企業立地推進課長○森田企業立地推進課長 生生生生駒駒駒駒市市市市高高高高山山山山地地地地区区区区の企業の企業の企業の企業誘致誘致誘致誘致ののののここここれからのれからのれからのれからの活活活活動動動動方方方方針針針針についてのごについてのごについてのごについてのご

質質質質問問問問でございます。でございます。でございます。でございます。

委員委員委員委員ももももごごごご指指指指摘摘摘摘のとおり、のとおり、のとおり、のとおり、高高高高山山山山地地地地区区区区の県の県の県の県有有有有公社用地は、公社用地は、公社用地は、公社用地は、ここここれまで立地がれまで立地がれまで立地がれまで立地が進進進進んんんんででででここここなかなかなかなかっっっったたたた

部分はございます。部分はございます。部分はございます。部分はございます。問問問問題点題点題点題点としてとしてとしてとして課題課題課題課題でありましたのは、当でありましたのは、当でありましたのは、当でありましたのは、当初初初初、、、、研究研究研究研究所用地に所用地に所用地に所用地に限限限限定して開定して開定して開定して開

発さ発さ発さ発されたというれたというれたというれたというこここことで、それが長らとで、それが長らとで、それが長らとで、それが長らくくくくそのままだそのままだそのままだそのままだっっっったのですが、たのですが、たのですが、たのですが、時時時時代の代の代の代の流流流流れととれととれととれととももももにににに研究研究研究研究

所だけでの立地というのが所だけでの立地というのが所だけでの立地というのが所だけでの立地というのが世世世世の中のの中のの中のの中の民間民間民間民間企業の中でそういう企業の中でそういう企業の中でそういう企業の中でそういうニニニニーーーーズズズズがながながながなくくくくななななっっっっていていていていっっっった、た、た、た、
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少少少少ななななくくくくななななっっっっていていていていっっっったというとたというとたというとたというところころころころに対応できていなかに対応できていなかに対応できていなかに対応できていなかっっっったというたというたというたという課題課題課題課題があがあがあがあっっっったと思います。たと思います。たと思います。たと思います。

そのそのそのその点点点点のののの反反反反省省省省をををを踏踏踏踏ままままええええまして平成２１年７月にまして平成２１年７月にまして平成２１年７月にまして平成２１年７月に研究研究研究研究開開開開発型発型発型発型の産業用地、いわの産業用地、いわの産業用地、いわの産業用地、いわゆゆゆゆるるるる研究研究研究研究所所所所

と工場とセと工場とセと工場とセと工場とセットットットットになになになになっっっったたたた施施施施設が立地設が立地設が立地設が立地可能可能可能可能になるように規になるように規になるように規になるように規制制制制緩緩緩緩和和和和をいたしました。をいたしました。をいたしました。をいたしました。こここことしのとしのとしのとしの

２月に２月に２月に２月にささささらに一部らに一部らに一部らに一部作作作作業内業内業内業内容容容容ですとか、ですとか、ですとか、ですとか、研究研究研究研究にににに必必必必要な要な要な要な薬薬薬薬品品品品、、、、化学物質化学物質化学物質化学物質の保管規の保管規の保管規の保管規制制制制もももも非非非非常常常常にににに厳厳厳厳

しかしかしかしかっっっったとたとたとたところころころころをををを若干若干若干若干現現現現実的実的実的実的なななな数数数数字字字字にににに緩緩緩緩和和和和をしたとをしたとをしたとをしたところころころころでございます。でございます。でございます。でございます。

委員お委員お委員お委員お述述述述べべべべの上の上の上の上六印刷株六印刷株六印刷株六印刷株式式式式会社が立地しましたの会社が立地しましたの会社が立地しましたの会社が立地しましたのもももも、そういう規、そういう規、そういう規、そういう規制制制制緩緩緩緩和和和和のののの動動動動きときときときとも連も連も連も連動動動動

したしたしたしたこここことで一つ成果が出ているのかととで一つ成果が出ているのかととで一つ成果が出ているのかととで一つ成果が出ているのかと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。

それと、今それと、今それと、今それと、今後後後後でございますが、平成２１年、それとでございますが、平成２１年、それとでございますが、平成２１年、それとでございますが、平成２１年、それとこここことしの２月に規としの２月に規としの２月に規としの２月に規制制制制緩緩緩緩和和和和をしたといをしたといをしたといをしたとい

ううううこここことがとがとがとが非非非非常常常常に大きなに大きなに大きなに大きな意意意意味味味味をををを持持持持っっっっておりますので、そちらをておりますので、そちらをておりますので、そちらをておりますので、そちらを積極積極積極積極的的的的ににににＰＲＰＲＰＲＰＲしていしていしていしていくこくこくこくことで、とで、とで、とで、

委員委員委員委員ももももおおおお手元手元手元手元におにおにおにお持持持持ちのちのちのちのここここの立地の立地の立地の立地ガガガガイドもイドもイドもイドもそうですが、そうですが、そうですが、そうですが、昨昨昨昨年、年、年、年、ここここのののの高高高高山山山山サイサイサイサイエエエエンスタンスタンスタンスタウウウウンンンン

という専用のという専用のという専用のという専用のパパパパンンンンフレットも作フレットも作フレットも作フレットも作成しておりますので、成しておりますので、成しておりますので、成しておりますので、ここここういういういういっっっったたたたパパパパンンンンフレットフレットフレットフレットをををを使使使使いながいながいながいなが

らららら積極積極積極積極的的的的にににに誘致活誘致活誘致活誘致活動動動動をををを進進進進めていきたいとめていきたいとめていきたいとめていきたいと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。

実実実実は、一は、一は、一は、一昨昨昨昨日からき日からき日からき日からきょょょょうまで３日うまで３日うまで３日うまで３日間間間間、東、東、東、東京京京京でででで医医医医薬薬薬薬品品品品のののの全全全全国国国国最最最最大の大の大の大の展展展展示会がございまして、示会がございまして、示会がございまして、示会がございまして、

そういそういそういそういっっっったとたとたとたところころころころででででもこもこもこもこのののの高高高高山山山山地地地地区区区区ののののＰＲ活ＰＲ活ＰＲ活ＰＲ活動動動動を、奈良県の小を、奈良県の小を、奈良県の小を、奈良県の小ささささななななブブブブースをースをースをースを構構構構ええええまして行まして行まして行まして行

っっっっております。それております。それております。それております。それ以外以外以外以外ににににもももも、、、、ここここれかられかられかられから秋秋秋秋にかけましてにかけましてにかけましてにかけまして全全全全国の国の国の国の主主主主要企業の奈良県への立地要企業の奈良県への立地要企業の奈良県への立地要企業の奈良県への立地

意向意向意向意向ののののアアアアンンンンケケケケーーーート調ト調ト調ト調査を予定しております。その中で査を予定しております。その中で査を予定しております。その中で査を予定しております。その中でも高も高も高も高山山山山地地地地区区区区というというというというこここことととともももも想想想想定して定して定して定してニニニニ

ーーーーズズズズをををを掘掘掘掘りりりり起こ起こ起こ起こしていきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと考え考え考え考えております。あわせてております。あわせてております。あわせてております。あわせてこここことしは東としは東としは東としは東京都京都京都京都でのでのでのでの知知知知事の立地事の立地事の立地事の立地

セセセセミナミナミナミナーというーというーというーというこここことととともももも予定しておりますので、予定しておりますので、予定しておりますので、予定しておりますので、首都圏首都圏首都圏首都圏でのそういう立地の開でのそういう立地の開でのそういう立地の開でのそういう立地の開拓拓拓拓ににににも力も力も力も力を入を入を入を入

れていきたいとれていきたいとれていきたいとれていきたいと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。

そういそういそういそういっっっった中で、た中で、た中で、た中で、現現現現時点時点時点時点で上で上で上で上六印刷株六印刷株六印刷株六印刷株式式式式会社が立地会社が立地会社が立地会社が立地さささされたというれたというれたというれたというこここことで、とで、とで、とで、少少少少しずつしずつしずつしずつ波波波波及及及及

効効効効果が出ておりまして、果が出ておりまして、果が出ておりまして、果が出ておりまして、高高高高山山山山地地地地区区区区をををを注注注注目さ目さ目さ目される企業がれる企業がれる企業がれる企業が少少少少しずつしずつしずつしずつふふふふええええてきているように思いてきているように思いてきているように思いてきているように思い

ます。ます。ます。ます。現現現現時点時点時点時点で、まだで、まだで、まだで、まだ具具具具体化体化体化体化はしておりませはしておりませはしておりませはしておりませんんんんが、が、が、が、高高高高山山山山地地地地区区区区についてについてについてについて少少少少し状況説明、立地し状況説明、立地し状況説明、立地し状況説明、立地

環境環境環境環境の説明をしていただきたいというの説明をしていただきたいというの説明をしていただきたいというの説明をしていただきたいという幾幾幾幾つかのつかのつかのつかの問問問問い合わせ、い合わせ、い合わせ、い合わせ、相談相談相談相談ををををさささされている企業れている企業れている企業れている企業もももも現現現現在在在在

複複複複数数数数ございますので、そういございますので、そういございますので、そういございますので、そういっっっった企業を大事にしながら、た企業を大事にしながら、た企業を大事にしながら、た企業を大事にしながら、積極積極積極積極的的的的にににに誘致活誘致活誘致活誘致活動動動動にににに努努努努めてまいめてまいめてまいめてまい

りたいとりたいとりたいとりたいと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。

あわせてあわせてあわせてあわせてここここちらはちらはちらはちらは研究研究研究研究開開開開発型発型発型発型というというというというこここことですので、あととですので、あととですので、あととですので、あと生生生生駒駒駒駒市の市の市の市の環境環境環境環境対対対対策策策策というというというというこここことととともももも

重重重重要な要な要な要な観観観観点点点点でございますので、企業の事業内でございますので、企業の事業内でございますので、企業の事業内でございますので、企業の事業内容容容容、それと地、それと地、それと地、それと地元元元元の方の方の方の方 々々々々のののの環境も環境も環境も環境も含含含含めた、地めた、地めた、地めた、地元元元元

の方の方の方の方 々々々々のののの意向意向意向意向というというというというこここことととともももも十十十十分に分に分に分に協協協協議をしながら立地を議をしながら立地を議をしながら立地を議をしながら立地を実実実実現現現現していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと考え考え考え考えておりまておりまておりまておりま

す。す。す。す。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○浪越産業・雇用振興部長○浪越産業・雇用振興部長○浪越産業・雇用振興部長○浪越産業・雇用振興部長 エエエエネルネルネルネルギギギギー対ー対ー対ー対策策策策の担当のおの担当のおの担当のおの担当のお話話話話でございますが、ご承でございますが、ご承でございますが、ご承でございますが、ご承知知知知かと思かと思かと思かと思
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いますけれいますけれいますけれいますけれどもどもどもども、県と関、県と関、県と関、県と関西電西電西電西電力力力力でででで節節節節電電電電対対対対策策策策というというというというこここことと、いわとと、いわとと、いわとと、いわゆゆゆゆるるるる協協協協議会を設けてしよう議会を設けてしよう議会を設けてしよう議会を設けてしよう

というというというというこここことで、今、とで、今、とで、今、とで、今、取取取取りりりり組ん組ん組ん組んでるとでるとでるとでるところころころころでございますが、その中で特にでございますが、その中で特にでございますが、その中で特にでございますが、その中で特に節節節節電電電電の部分が、まの部分が、まの部分が、まの部分が、ま

ずずずずここここの７月から９月というの７月から９月というの７月から９月というの７月から９月というこここことでございますので、とでございますので、とでございますので、とでございますので、節節節節電電電電についてについてについてについてどどどどうしていうしていうしていうしていくくくくのかというのかというのかというのかという

話話話話を中を中を中を中心心心心にににに進進進進めているとめているとめているとめているところころころころでございます。当でございます。当でございます。当でございます。当然然然然、その中で、その中で、その中で、その中で再再再再利用できる利用できる利用できる利用できるエエエエネルネルネルネルギギギギーのーのーのーの活活活活

用計用計用計用計画画画画といといといといっっっったたたたもももものをのをのをのを検討検討検討検討していしていしていしていここここうとしておりますので、今、まだうとしておりますので、今、まだうとしておりますので、今、まだうとしておりますので、今、まだ完完完完全全全全にはにはにはには絞絞絞絞りりりり切切切切れてれてれてれて

おりませおりませおりませおりませんんんんけれけれけれけれどもどもどもども、おお、おお、おお、おおむむむむね我々ね我々ね我々ね我々の産業・雇用振興部か、の産業・雇用振興部か、の産業・雇用振興部か、の産業・雇用振興部か、ももももししししくくくくははははくくくくらしらしらしらし創造創造創造創造部かとい部かとい部かとい部かとい

うとうとうとうところころころころになるのではないかと思いますが、明になるのではないかと思いますが、明になるのではないかと思いますが、明になるのではないかと思いますが、明確確確確なおなおなおなお答答答答ええええでというでというでというでという話話話話はははは少少少少しまだできないしまだできないしまだできないしまだできない

状況でございますが、今の状況でございますが、今の状況でございますが、今の状況でございますが、今の節節節節電電電電とあわせましてとあわせましてとあわせましてとあわせましてエエエエネルネルネルネルギギギギーの計ーの計ーの計ーの計画画画画、、、、再再再再利用の計利用の計利用の計利用の計画画画画をしていをしていをしていをしてい

ここここうといううといううといううというこここことでとでとでとで進進進進めております。めております。めております。めております。ももももうううう少少少少しおしおしおしお時間時間時間時間をいただきたいと思います。をいただきたいと思います。をいただきたいと思います。をいただきたいと思います。以以以以上でご上でご上でご上でご

ざいます。ざいます。ざいます。ざいます。

○阪口委員○阪口委員○阪口委員○阪口委員 先ほ先ほ先ほ先ほどどどど、、、、生生生生駒駒駒駒市と市と市と市と十十十十分分分分協協協協議をして議をして議をして議をして環境環境環境環境問問問問題題題題等に等に等に等にもももも配慮配慮配慮配慮してしてしてしてやっやっやっやっていていていていくくくくというというというという

おおおお答答答答ええええでしたので、でしたので、でしたので、でしたので、ぜひぜひぜひぜひ実実実実現現現現にににに向向向向けて、そしてけて、そしてけて、そしてけて、そして生生生生駒駒駒駒市の方市の方市の方市の方 々々々々やややや、、、、生生生生駒駒駒駒市と市と市と市と協協協協議を議を議を議をさささされてれてれてれて進進進進

めていめていめていめていっっっっていただきたいと思ていただきたいと思ていただきたいと思ていただきたいと思っっっっております。ております。ております。ております。

それから、浪越産業・雇用振興部長のそれから、浪越産業・雇用振興部長のそれから、浪越産業・雇用振興部長のそれから、浪越産業・雇用振興部長の発発発発言言言言で、大で、大で、大で、大体体体体はははは理解理解理解理解できたのですけれできたのですけれできたのですけれできたのですけれどもどもどもども、でき、でき、でき、でき

ましたら、ましたら、ましたら、ましたら、ここここの経済労働委員会の所管で審議できるようになの経済労働委員会の所管で審議できるようになの経済労働委員会の所管で審議できるようになの経済労働委員会の所管で審議できるようになっっっっていけていけていけていけばばばば、ありがたいと。、ありがたいと。、ありがたいと。、ありがたいと。

そうしますと、そうしますと、そうしますと、そうしますと、ここここちらちらちらちらも発も発も発も発言言言言をしていをしていをしていをしていここここうと思うのですけれうと思うのですけれうと思うのですけれうと思うのですけれどもどもどもども、、、、現現現現時点時点時点時点ではそれだけでではそれだけでではそれだけでではそれだけで

す。す。す。す。

○大国委員長○大国委員長○大国委員長○大国委員長 よよよよろろろろしいですか。しいですか。しいですか。しいですか。

他に。他に。他に。他に。

○今井委員○今井委員○今井委員○今井委員 その他になるのか、先ほその他になるのか、先ほその他になるのか、先ほその他になるのか、先ほどどどどの議案の関の議案の関の議案の関の議案の関連連連連になるのかわからないのですけれになるのかわからないのですけれになるのかわからないのですけれになるのかわからないのですけれどどどど

もももも、奈良県工業、奈良県工業、奈良県工業、奈良県工業技術技術技術技術センターのスタセンターのスタセンターのスタセンターのスタッフッフッフッフ数数数数のののの問問問問題題題題です。先日、おです。先日、おです。先日、おです。先日、お訪ね訪ね訪ね訪ねささささせていただきましせていただきましせていただきましせていただきまし

ていていていていろろろろいいいいろろろろおおおお話話話話をををを聞聞聞聞をきましたら、いをきましたら、いをきましたら、いをきましたら、いろろろろんんんんなななな技術技術技術技術開開開開発発発発をしておられまして、をしておられまして、をしておられまして、をしておられまして、ひひひひしおだとか、しおだとか、しおだとか、しおだとか、

ククククズズズズのののの葉葉葉葉のそうめのそうめのそうめのそうめんんんんだとか、それからだとか、それからだとか、それからだとか、それからシシシシリリリリココココンをンをンをンを薄薄薄薄くくくくススススライライライライスするスするスするスする機機機機械械械械の開の開の開の開発発発発だとか、だとか、だとか、だとか、ここここ

うしたうしたうしたうしたもももものはのはのはのは数数数数十十十十億円億円億円億円の年の年の年の年間売間売間売間売り上げとり上げとり上げとり上げと同同同同じじじじぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの注注注注文文文文がががが海海海海外外外外からからからからもももも来来来来ているというているというているというているというここここ

とで、よそからの企業をとで、よそからの企業をとで、よそからの企業をとで、よそからの企業を誘致誘致誘致誘致するというのするというのするというのするというのもももも一つの方法ですけれ一つの方法ですけれ一つの方法ですけれ一つの方法ですけれどもどもどもども、今ある奈良県の企、今ある奈良県の企、今ある奈良県の企、今ある奈良県の企

業をいかに業をいかに業をいかに業をいかに輝輝輝輝かしていかしていかしていかしていくくくくかというのかというのかというのかというのもももも、また、また、また、またここここれは大事な方法ではないかと思うのですが、れは大事な方法ではないかと思うのですが、れは大事な方法ではないかと思うのですが、れは大事な方法ではないかと思うのですが、

今、奈良県工業今、奈良県工業今、奈良県工業今、奈良県工業技術技術技術技術センターの職員センターの職員センターの職員センターの職員数数数数について、平成２０年のについて、平成２０年のについて、平成２０年のについて、平成２０年の資料資料資料資料がががが手元手元手元手元にありますが、にありますが、にありますが、にありますが、

奈良県の場合２６人とあり、奈良県の場合２６人とあり、奈良県の場合２６人とあり、奈良県の場合２６人とあり、全全全全国の公設国の公設国の公設国の公設技術技術技術技術系系系系の人の人の人の人数数数数の中で一の中で一の中で一の中で一番少番少番少番少ないようです。次にないようです。次にないようです。次にないようです。次に少少少少

ないのが３２人のないのが３２人のないのが３２人のないのが３２人の香川香川香川香川県、それから３５人の県、それから３５人の県、それから３５人の県、それから３５人の鳥鳥鳥鳥取取取取県、３７人の県、３７人の県、３７人の県、３７人の熊熊熊熊本県という本県という本県という本県というこここことで、とで、とで、とで、近畿近畿近畿近畿

でいいますとでいいますとでいいますとでいいますと滋賀滋賀滋賀滋賀県は、奈良県と人口規県は、奈良県と人口規県は、奈良県と人口規県は、奈良県と人口規模模模模はほはほはほはほぼぼぼぼ一一一一緒ぐ緒ぐ緒ぐ緒ぐらいですけれらいですけれらいですけれらいですけれどもどもどもども、、、、滋賀滋賀滋賀滋賀県で５２県で５２県で５２県で５２
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人、人、人、人、京都京都京都京都府府府府が５７人、大阪が５７人、大阪が５７人、大阪が５７人、大阪府府府府が１４２人、が１４２人、が１４２人、が１４２人、兵庫兵庫兵庫兵庫県が６６人、県が６６人、県が６６人、県が６６人、和和和和歌歌歌歌山山山山県で県で県で県でもももも６２人という人６２人という人６２人という人６２人という人

のののの配配配配置置置置がありますので、そうしたがありますので、そうしたがありますので、そうしたがありますので、そうした点点点点ででででももももききききっっっっちりとちりとちりとちりと必必必必要な人は要な人は要な人は要な人は配配配配置置置置をして、本当に奈良県をして、本当に奈良県をして、本当に奈良県をして、本当に奈良県

内の中小企業をし内の中小企業をし内の中小企業をし内の中小企業をしっっっっかり応援していただきたいと思いますが、そのかり応援していただきたいと思いますが、そのかり応援していただきたいと思いますが、そのかり応援していただきたいと思いますが、その点点点点で県でで県でで県でで県で何何何何かかかか考え考え考え考えていていていてい

るるるるこここことがありましたらおとがありましたらおとがありましたらおとがありましたらお尋ね尋ね尋ね尋ねしたいと思います。したいと思います。したいと思います。したいと思います。

○浪越産業・雇用振興部長○浪越産業・雇用振興部長○浪越産業・雇用振興部長○浪越産業・雇用振興部長 工業工業工業工業技術技術技術技術センターのスタセンターのスタセンターのスタセンターのスタッフッフッフッフ数数数数のののの話話話話でございますが、でございますが、でございますが、でございますが、確確確確かにかにかにかに

言言言言われるように奈良県はわれるように奈良県はわれるように奈良県はわれるように奈良県は全全全全国国国国的的的的にににに見見見見て人て人て人て人数数数数がががが少少少少ないです。ないです。ないです。ないです。我々我々我々我々のののの反反反反省点省点省点省点としては一つ、今としては一つ、今としては一つ、今としては一つ、今

までいまでいまでいまでいろろろろんんんんな中小企業への支援をな中小企業への支援をな中小企業への支援をな中小企業への支援を技術的技術的技術的技術的なななな面面面面で支で支で支で支ええええ、、、、協協協協働してきて、その部分についてな働してきて、その部分についてな働してきて、その部分についてな働してきて、その部分についてな

かなか県の人事当かなか県の人事当かなか県の人事当かなか県の人事当局局局局でありますとか、そういうとでありますとか、そういうとでありますとか、そういうとでありますとか、そういうところころころころにごにごにごにご理解理解理解理解をををを得得得得られていなかられていなかられていなかられていなかっっっった部分た部分た部分た部分

があるのかと思があるのかと思があるのかと思があるのかと思っっっっています。それは一つには、その成果でありますとか、ています。それは一つには、その成果でありますとか、ています。それは一つには、その成果でありますとか、ています。それは一つには、その成果でありますとか、研究研究研究研究をしてをしてをしてをしてやっやっやっやっ

てきた部分について、てきた部分について、てきた部分について、てきた部分について、何何何何かかかか少少少少ししししＰＲＰＲＰＲＰＲ、、、、宣伝宣伝宣伝宣伝というか、成果についてご報告をするとかいというか、成果についてご報告をするとかいというか、成果についてご報告をするとかいというか、成果についてご報告をするとかいっっっっ

たたたた機機機機会、会、会、会、ややややり方、そういり方、そういり方、そういり方、そういっっっったたたたもももものにのにのにのに若干問若干問若干問若干問題題題題があがあがあがあっっっったのではないかと、担当部たのではないかと、担当部たのではないかと、担当部たのではないかと、担当部局局局局としてはとしてはとしてはとしては

そのように思そのように思そのように思そのように思っっっっています。そういうています。そういうています。そういうています。そういう意意意意味味味味では、では、では、では、少少少少し今までし今までし今までし今までやっやっやっやってきた成果の部分、たてきた成果の部分、たてきた成果の部分、たてきた成果の部分、たくさくさくさくさ

んんんんございますけれございますけれございますけれございますけれどもどもどもども、その部分をうま、その部分をうま、その部分をうま、その部分をうまくくくく皆皆皆皆様様様様方、県方、県方、県方、県民民民民のののの皆皆皆皆様様様様方に方に方に方にももももわかわかわかわかっっっっていただきたていただきたていただきたていただきた

いといういといういといういという努力努力努力努力ををををここここれからしていきたいと思れからしていきたいと思れからしていきたいと思れからしていきたいと思っっっっておりまして、あわせてスタておりまして、あわせてスタておりまして、あわせてスタておりまして、あわせてスタッフッフッフッフのののの確確確確保につ保につ保につ保につ

いて人事当いて人事当いて人事当いて人事当局局局局とごとごとごとご相談相談相談相談ををををささささせてせてせてせてももももらおうと思らおうと思らおうと思らおうと思っっっっております。ております。ております。ております。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○今井委員○今井委員○今井委員○今井委員 ここここのののの間間間間、奈良県の、奈良県の、奈良県の、奈良県のビビビビジジジジネネネネス大ス大ス大ス大賞賞賞賞のののの授授授授賞式賞式賞式賞式が新公会が新公会が新公会が新公会堂堂堂堂でありまして、のでありまして、のでありまして、のでありまして、のぞぞぞぞきにきにきにきに

行かせて行かせて行かせて行かせてももももらいましたららいましたららいましたららいましたら、、、、「「「「ララララキュキュキュキュー」というのが大ー」というのが大ー」というのが大ー」というのが大賞賞賞賞をとをとをとをとっっっっておりましたけれておりましたけれておりましたけれておりましたけれどもどもどもども、子、子、子、子

どもどもどもどもののののブロッブロッブロッブロック、うちのク、うちのク、うちのク、うちの孫孫孫孫もももも持持持持っっっっていたていたていたていたブロッブロッブロッブロックで、クで、クで、クで、キュキュキュキューーーーもももも組組組組み立てができるというみ立てができるというみ立てができるというみ立てができるというもももも

のが奈良県の地のが奈良県の地のが奈良県の地のが奈良県の地元元元元でつでつでつでつくくくくられていたので、本当によかられていたので、本当によかられていたので、本当によかられていたので、本当によかっっっったと思たと思たと思たと思っっっったのですが、本当にいいたのですが、本当にいいたのですが、本当にいいたのですが、本当にいい

もももものがたのがたのがたのがたくさくさくさくさんんんんありながら県ありながら県ありながら県ありながら県民民民民の人の人の人の人もももも知知知知らないし、県当らないし、県当らないし、県当らないし、県当局も局も局も局もまだまだまだまだ知知知知っっっっていない部分ていない部分ていない部分ていない部分もももも恐恐恐恐らららら

くくくくあるのではないかと思いますので、今、産業・雇用振興部長があるのではないかと思いますので、今、産業・雇用振興部長があるのではないかと思いますので、今、産業・雇用振興部長があるのではないかと思いますので、今、産業・雇用振興部長が言言言言われたように奈良県にわれたように奈良県にわれたように奈良県にわれたように奈良県に

もこもこもこもこんんんんななななもももものがあるというのをのがあるというのをのがあるというのをのがあるというのをぜひぜひぜひぜひ光らせていただきまして、本当に光らせていただきまして、本当に光らせていただきまして、本当に光らせていただきまして、本当に必必必必要な要な要な要な体体体体制制制制をとをとをとをとっっっって、て、て、て、

もっもっもっもっとととともっもっもっもっと奈良県のよと奈良県のよと奈良県のよと奈良県のよささささをををを引引引引き出せるような対応をしていただきたいとき出せるような対応をしていただきたいとき出せるような対応をしていただきたいとき出せるような対応をしていただきたいと意見意見意見意見を申し上げを申し上げを申し上げを申し上げ

ておきたいと思います。ておきたいと思います。ておきたいと思います。ておきたいと思います。

○大国委員長○大国委員長○大国委員長○大国委員長 ほかに。ほかに。ほかに。ほかに。

○猪奥委員○猪奥委員○猪奥委員○猪奥委員 ２２２２点点点点、お、お、お、お伺伺伺伺いします。いします。いします。いします。

先ほ先ほ先ほ先ほどどどどのののの質質質質問問問問のののの節節節節電電電電協協協協議会の中で議会の中で議会の中で議会の中で節節節節電電電電の分との分との分との分と再再再再生可能生可能生可能生可能エエエエネルネルネルネルギギギギーのーのーのーの発発発発電電電電の２つをの２つをの２つをの２つを話話話話し合し合し合し合

う。そのう。そのう。そのう。その再再再再生可能生可能生可能生可能エエエエネルネルネルネルギギギギーの中、ーの中、ーの中、ーの中、ここここのののの節節節節電電電電にしてにしてにしてにしてもももも、、、、再再再再生可能生可能生可能生可能エエエエネルネルネルネルギギギギーのーのーのーの発発発発電電電電にしてにしてにしてにして

もももも、、、、ここここの２つをの２つをの２つをの２つを統統統統括括括括するするするする協協協協議会を担当するのが産業・雇用振興部になるのか、議会を担当するのが産業・雇用振興部になるのか、議会を担当するのが産業・雇用振興部になるのか、議会を担当するのが産業・雇用振興部になるのか、くくくくらしらしらしらし創造創造創造創造

部になるか、部になるか、部になるか、部になるか、どどどどちらかというちらかというちらかというちらかというこここことですか。とですか。とですか。とですか。協協協協議会の事議会の事議会の事議会の事務局務局務局務局ががががどどどどちらかというちらかというちらかというちらかというこここことですか。とですか。とですか。とですか。
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ちちちちょょょょっっっっと、わからなと、わからなと、わからなと、わからなくくくくて。て。て。て。教教教教ええええててててくくくくだだだだささささい。い。い。い。

○浪越産業・雇用振興部長○浪越産業・雇用振興部長○浪越産業・雇用振興部長○浪越産業・雇用振興部長 関関関関西電西電西電西電力力力力とととと知知知知事との事との事との事との話話話話し合いの中では、し合いの中では、し合いの中では、し合いの中では、節節節節電電電電の部分と、それの部分と、それの部分と、それの部分と、それ

から今から今から今から今後後後後の奈良県のの奈良県のの奈良県のの奈良県のエエエエネルネルネルネルギギギギー、ー、ー、ー、再再再再生生生生利用利用利用利用可能可能可能可能ななななエエエエネルネルネルネルギギギギーの部分の計ーの部分の計ーの部分の計ーの部分の計画画画画を、利を、利を、利を、利活活活活用を計用を計用を計用を計

画画画画していしていしていしていここここう、それにう、それにう、それにう、それに向向向向けてけてけてけてややややりましりましりましりましょょょょうといううといううといううというこここことのとのとのとの話話話話し合いがし合いがし合いがし合いがさささされ、合れ、合れ、合れ、合意さ意さ意さ意されたといれたといれたといれたとい

うううう形形形形になになになになっっっっておりますが、ておりますが、ておりますが、ておりますが、協協協協議会の議会の議会の議会の形形形形ですが、まずですが、まずですが、まずですが、まず節節節節電電電電については、７月から９月までのについては、７月から９月までのについては、７月から９月までのについては、７月から９月までの

間間間間で一応１０で一応１０で一応１０で一応１０％％％％超超超超をををを目指目指目指目指すというすというすというすというこここことでとでとでとでやっやっやっやっております。今のとております。今のとております。今のとております。今のところころころころ、、、、ここここれから立ち上げれから立ち上げれから立ち上げれから立ち上げ

をするというをするというをするというをするというこここことになとになとになとになろろろろうかと思いますので、まず、そうかと思いますので、まず、そうかと思いますので、まず、そうかと思いますので、まず、そここここのとのとのとのところころころころの事の事の事の事務局務局務局務局のののの構構構構成であり成であり成であり成であり

ますとか、そますとか、そますとか、そますとか、そここここの部分はの部分はの部分はの部分は恐恐恐恐ららららくくくく、、、、くくくくらしらしらしらし創造創造創造創造部と産業・雇用振興部で一部と産業・雇用振興部で一部と産業・雇用振興部で一部と産業・雇用振興部で一緒緒緒緒にににに手手手手をををを携え携え携え携えててててやややや

っっっっていていていていくくくくのかなと思います。のかなと思います。のかなと思います。のかなと思います。

ただ、ただ、ただ、ただ、ここここれからの議れからの議れからの議れからの議論論論論になるのですけれになるのですけれになるのですけれになるのですけれどもどもどもども、事、事、事、事務局務局務局務局としてとしてとしてとしてどどどどちらがちらがちらがちらが抜抜抜抜けてけてけてけてももももというというというという形形形形

態態態態になりますと、先ほになりますと、先ほになりますと、先ほになりますと、先ほどどどどの利の利の利の利活活活活用の部分用の部分用の部分用の部分もももも合わせまして合わせまして合わせまして合わせましてどどどどちらにちらにちらにちらに絞絞絞絞りりりり込む込む込む込むんんんんだというだというだというだという形形形形のののの

議議議議論論論論をするのかしないのかというとをするのかしないのかというとをするのかしないのかというとをするのかしないのかというところもころもころもころもあるのです。あるあるのです。あるあるのです。あるあるのです。ある意意意意味味味味、今の、今の、今の、今の協協協協議会の中で議会の中で議会の中で議会の中で進進進進めめめめ

ていていていていくくくくに当たに当たに当たに当たっっっっては、ては、ては、ては、くくくくらしらしらしらし創造創造創造創造部と産業・雇用振興部が中部と産業・雇用振興部が中部と産業・雇用振興部が中部と産業・雇用振興部が中心心心心になになになになっっっってててて進進進進めていかざるをめていかざるをめていかざるをめていかざるを

得得得得ないと。今ないと。今ないと。今ないと。今後後後後のののの協協協協議会の中で議会の中で議会の中で議会の中で同同同同じじじじ形態形態形態形態でいでいでいでいくくくくだだだだろろろろうと思うと思うと思うと思っっっっています。ただ、ではています。ただ、ではています。ただ、ではています。ただ、ではどこどこどこどこでででで

所管をするのかというのを明所管をするのかというのを明所管をするのかというのを明所管をするのかというのを明確確確確にできるかにできるかにできるかにできるかどどどどうかというとうかというとうかというとうかというところころころころは、そのは、そのは、そのは、その協協協協議会の中での議議会の中での議議会の中での議議会の中での議

論論論論ももももあるあるあるある程程程程度度度度踏踏踏踏ままままええええながらながらながらながら検討検討検討検討するするするするこここことになとになとになとになろろろろうかと思うかと思うかと思うかと思っっっっています。ています。ています。ています。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○猪奥委員○猪奥委員○猪奥委員○猪奥委員 ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。

再再再再生可能生可能生可能生可能エエエエネルネルネルネルギギギギーというのは、ーというのは、ーというのは、ーというのは、どどどどんんんんどどどどんんんんと大きと大きと大きと大きくくくく電電電電力力力力がとれるがとれるがとれるがとれるもももものではなのではなのではなのではなくくくく、小、小、小、小水水水水力力力力

であるとか、であるとか、であるとか、であるとか、ソソソソーーーーララララーであるとか、ーであるとか、ーであるとか、ーであるとか、バイオバイオバイオバイオであるとか、いであるとか、いであるとか、いであるとか、いろろろろいいいいろろろろな部な部な部な部局局局局にまたがるにまたがるにまたがるにまたがるもももものだのだのだのだ

と思うのです。１つ部と思うのです。１つ部と思うのです。１つ部と思うのです。１つ部局局局局を決めていただいて、そを決めていただいて、そを決めていただいて、そを決めていただいて、そここここが中が中が中が中心心心心になになになになっっっって奈良県て奈良県て奈良県て奈良県全体全体全体全体の計の計の計の計画画画画をををを取取取取

りまとめるというりまとめるというりまとめるというりまとめるという形形形形が一が一が一が一番番番番いいのではないかと思います。いいのではないかと思います。いいのではないかと思います。いいのではないかと思います。

ピピピピークークークークカカカカットットットットにしてにしてにしてにしてもももも、本、本、本、本来来来来ききききょょょょうからおうからおうからおうからお昼休昼休昼休昼休みが１みが１みが１みが１時間時間時間時間ずれるというのが、それがまずれるというのが、それがまずれるというのが、それがまずれるというのが、それがま

たずれて１１日からと新たずれて１１日からと新たずれて１１日からと新たずれて１１日からと新聞聞聞聞でででで見見見見ましたけれましたけれましたけれましたけれどもどもどもども、き、き、き、きょょょょうはうはうはうは幸幸幸幸いいいい余余余余りりりり暑暑暑暑くくくくはないので、はないので、はないので、はないので、電電電電力力力力

消消消消費費費費ももももそれほそれほそれほそれほど多くど多くど多くど多くないかと思いますが、ないかと思いますが、ないかと思いますが、ないかと思いますが、ももももうううう夏夏夏夏ですから、ですから、ですから、ですから、協協協協議会の設立議会の設立議会の設立議会の設立もももも含含含含めてめてめてめて早く早く早く早くしししし

ていただきたいと思います。ていただきたいと思います。ていただきたいと思います。ていただきたいと思います。

それと、競輪事業のそれと、競輪事業のそれと、競輪事業のそれと、競輪事業のこここことですけれとですけれとですけれとですけれどもどもどもども、お、お、お、お見え見え見え見えになられる方がになられる方がになられる方がになられる方がどどどどんんんんどどどどんんんん減っ減っ減っ減っているのに、ているのに、ているのに、ているのに、

借借借借りられているりられているりられているりられている駐駐駐駐車車車車場がず場がず場がず場がずっっっっとそのまま、とそのまま、とそのまま、とそのまま、ピピピピークのままークのままークのままークのまま借借借借りられているというのは、経営りられているというのは、経営りられているというのは、経営りられているというのは、経営

のののの努力努力努力努力をしているとはをしているとはをしているとはをしているとは言言言言いがたいのではないかと思います。県でおいがたいのではないかと思います。県でおいがたいのではないかと思います。県でおいがたいのではないかと思います。県でお持持持持ちのちのちのちの土土土土地をそのまま地をそのまま地をそのまま地をそのまま

持持持持っっっっているのているのているのているのもどもどもどもどうかと思いますし、うかと思いますし、うかと思いますし、うかと思いますし、民間民間民間民間からおからおからおからお借借借借りになられているりになられているりになられているりになられているももももの、の、の、の、ももももちちちちろろろろんんんんお貸お貸お貸お貸

しになられている方しになられている方しになられている方しになられている方 々々々々のおのおのおのお気気気気持持持持ちなちなちなちなどもどもどもどもありますから、ありますから、ありますから、ありますから、早急早急早急早急に対応はできないというとに対応はできないというとに対応はできないというとに対応はできないというとここここ
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ろろろろはあるのでしはあるのでしはあるのでしはあるのでしょょょょうけれうけれうけれうけれどもどもどもども、、、、どどどどうでしうでしうでしうでしょょょょうか。うか。うか。うか。

○江畑地域産業課長○江畑地域産業課長○江畑地域産業課長○江畑地域産業課長 競輪場の競輪場の競輪場の競輪場の駐駐駐駐車車車車場についてのご場についてのご場についてのご場についてのご質質質質問問問問でございます。でございます。でございます。でございます。

ごごごご指指指指摘摘摘摘のようにのようにのようにのように来来来来訪訪訪訪者者者者がだがだがだがだんんんんだだだだんんんん減っ減っ減っ減ってきているというとてきているというとてきているというとてきているというところころころころで、で、で、で、現現現現実的実的実的実的には場には場には場には場外発売外発売外発売外発売

の日の日の日の日やややや、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは来来来来場場場場者者者者のののの少少少少ない日については、ない日については、ない日については、ない日については、警備警備警備警備に係る費用に係る費用に係る費用に係る費用ももももございますので、そうございますので、そうございますので、そうございますので、そう

いいいいっっっった経費をた経費をた経費をた経費を節節節節減減減減するするするするここここととととももももございまして、一部ございまして、一部ございまして、一部ございまして、一部閉鎖閉鎖閉鎖閉鎖をするという状況ございます。ただ、をするという状況ございます。ただ、をするという状況ございます。ただ、をするという状況ございます。ただ、

記記記記念念念念競輪ですとか、あるいは先日ございました特別競輪開競輪ですとか、あるいは先日ございました特別競輪開競輪ですとか、あるいは先日ございました特別競輪開競輪ですとか、あるいは先日ございました特別競輪開催催催催時時時時に２に２に２に２，，，，００００００００００００台台台台をををを超超超超ええええるるるる駐駐駐駐

車車車車がございます。したがいまして、そのがございます。したがいまして、そのがございます。したがいまして、そのがございます。したがいまして、その周辺周辺周辺周辺道道道道路も路も路も路も混雑混雑混雑混雑するためにするためにするためにするために周辺周辺周辺周辺のののの住住住住民民民民のののの生活生活生活生活に支に支に支に支

障障障障がががが生生生生じないように、じないように、じないように、じないように、引引引引き続き継続してき続き継続してき続き継続してき続き継続して借借借借り上げを行り上げを行り上げを行り上げを行っっっっている状況でございます。ている状況でございます。ている状況でございます。ている状況でございます。

借借借借り上げにつきましては、り上げにつきましては、り上げにつきましては、り上げにつきましては、契契契契約約約約書を書を書を書を交交交交わしてわしてわしてわしてやっやっやっやっているわけですが、ているわけですが、ているわけですが、ているわけですが、契契契契約約約約解解解解除除除除のののの際際際際は、は、は、は、

当当当当然然然然その条件といたしましてその条件といたしましてその条件といたしましてその条件といたしまして現現現現状に状に状に状に復復復復するというするというするというするというこここことが入とが入とが入とが入っっっっております。一ております。一ております。一ております。一旦旦旦旦契契契契約約約約をををを解解解解除除除除

いたしますと、いたしますと、いたしますと、いたしますと、ここここれをれをれをれを臨臨臨臨時的時的時的時的にににに借借借借りるというのはなかなかりるというのはなかなかりるというのはなかなかりるというのはなかなか困難困難困難困難な状況でございまして、そな状況でございまして、そな状況でございまして、そな状況でございまして、そ

ういういういういっっっったようなたようなたようなたようなここここととととももももございましてございましてございましてございまして現現現現在在在在では継続してでは継続してでは継続してでは継続して駐駐駐駐車車車車場を場を場を場を借借借借りているという状況でごりているという状況でごりているという状況でごりているという状況でご

ざいます。ざいます。ざいます。ざいます。

ただ、ごただ、ごただ、ごただ、ご指指指指摘摘摘摘のように経費のように経費のように経費のように経費削減削減削減削減といいますか、経営といいますか、経営といいますか、経営といいますか、経営改改改改善善善善というのがというのがというのがというのが至至至至上上上上命命命命題題題題になになになになっっっっておておておてお

りますので、今りますので、今りますので、今りますので、今後後後後はははは駐駐駐駐車車車車場の場の場の場の効率的効率的効率的効率的なななな誘導誘導誘導誘導ですとか、あるいは公ですとか、あるいは公ですとか、あるいは公ですとか、あるいは公共交通機共交通機共交通機共交通機関の利関の利関の利関の利活活活活用を用を用を用を促促促促

進進進進する、する、する、する、ささささらには先ほらには先ほらには先ほらには先ほどどどど申しました申しました申しました申しました期間限期間限期間限期間限定の定の定の定の借借借借り上げというり上げというり上げというり上げというこここことを地とを地とを地とを地権権権権者者者者のごのごのごのご理解理解理解理解をををを得得得得

ながらながらながらながら何何何何とかとかとかとか努力も努力も努力も努力もしていきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと考え考え考え考える次第でございます。る次第でございます。る次第でございます。る次第でございます。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○猪奥委員○猪奥委員○猪奥委員○猪奥委員 ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。

駐駐駐駐車車車車場に関して、記場に関して、記場に関して、記場に関して、記念念念念競輪を競輪を競輪を競輪をやっやっやっやったときだけたときだけたときだけたときだけ満満満満杯杯杯杯になる。記になる。記になる。記になる。記念念念念競輪を競輪を競輪を競輪をややややるのは１年のうるのは１年のうるのは１年のうるのは１年のう

ちで３日しかない。３日しかちで３日しかない。３日しかちで３日しかない。３日しかちで３日しかない。３日しか満満満満杯杯杯杯にならないときのためにずにならないときのためにずにならないときのためにずにならないときのためにずっっっっとととと土土土土地を地を地を地を借借借借りたままにしてりたままにしてりたままにしてりたままにして

いいいいくくくく。。。。ここここれは、今れは、今れは、今れは、今後考え後考え後考え後考えていただきたいと思います。ていただきたいと思います。ていただきたいと思います。ていただきたいと思います。土土土土地を地を地を地をももももとにとにとにとに戻戻戻戻ささささないといけないとないといけないとないといけないとないといけないと

かいかいかいかいろろろろいいいいろろろろありますけれありますけれありますけれありますけれどもどもどもども、それ、それ、それ、それもももも含含含含めて競輪のあり方は今めて競輪のあり方は今めて競輪のあり方は今めて競輪のあり方は今後後後後あり方そのあり方そのあり方そのあり方そのもももものを対応しのを対応しのを対応しのを対応し

ていかなけれていかなけれていかなけれていかなければばばばならなならなならなならなくくくくななななっっっってきておりますので、おてきておりますので、おてきておりますので、おてきておりますので、お話話話話し合いし合いし合いし合いも進も進も進も進めていただけたらと思めていただけたらと思めていただけたらと思めていただけたらと思

います。います。います。います。以以以以上です。ありがとうございました。上です。ありがとうございました。上です。ありがとうございました。上です。ありがとうございました。

○神田委員○神田委員○神田委員○神田委員 すいませすいませすいませすいませんんんん、果、果、果、果物物物物とととと花花花花についてについてについてについて聞聞聞聞きます。きます。きます。きます。

「平成２３年度６月補正予算案の概要」の８ページ、「平成２３年度６月補正予算案の概要」の８ページ、「平成２３年度６月補正予算案の概要」の８ページ、「平成２３年度６月補正予算案の概要」の８ページ、ササササククククラララランンンンボボボボのののの生生生生産を産を産を産を拡拡拡拡大するため大するため大するため大するため

の新の新の新の新植植植植に対するに対するに対するに対する助助助助成という新規事業ですけれ成という新規事業ですけれ成という新規事業ですけれ成という新規事業ですけれどもどもどもども、、、、ここここの補の補の補の補助限助限助限助限度度度度額額額額１０１０１０１０万円万円万円万円ででででどどどどういう補ういう補ういう補ういう補

助助助助、、、、苗苗苗苗木木木木の補の補の補の補助助助助ななななどどどど、、、、ここここれだけでれだけでれだけでれだけでどどどどれれれれぐぐぐぐらいらいらいらい買買買買ええええるのかと思るのかと思るのかと思るのかと思っっっっているのと、ているのと、ているのと、ているのと、ササササククククラララランンンンボボボボ、、、、

どどどどの地の地の地の地域域域域ににににここここういうういうういうういう拡拡拡拡大をして、そして大をして、そして大をして、そして大をして、そしてここここれからのれからのれからのれからの展展展展望望望望について、について、について、について、どどどどういうようなういうようなういうようなういうようなこここことをとをとをとを

望ん望ん望ん望んでおられるのかをまずでおられるのかをまずでおられるのかをまずでおられるのかをまず聞聞聞聞きたいと思います。きたいと思います。きたいと思います。きたいと思います。
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それのそれのそれのそれの答答答答ええええでまた関でまた関でまた関でまた関連連連連してしてしてして質質質質問問問問したいと思います。したいと思います。したいと思います。したいと思います。

○植田農業水産振興課長○植田農業水産振興課長○植田農業水産振興課長○植田農業水産振興課長 本県の本県の本県の本県のササササククククラララランンンンボボボボ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もどもどもども、ご承、ご承、ご承、ご承知知知知のようにのようにのようにのように主主主主産産産産

地は地は地は地は山山山山形形形形県でございます。県でございます。県でございます。県でございます。西西西西日本にあるという日本にあるという日本にあるという日本にあるというこここことでとでとでとで温暖温暖温暖温暖なななな気候気候気候気候で、で、で、で、山山山山形形形形県より収県より収県より収県より収穫穫穫穫期間期間期間期間

が２が２が２が２週週週週間早間早間早間早い、また、い、また、い、また、い、また、糖糖糖糖度が５度ほ度が５度ほ度が５度ほ度が５度ほど高ど高ど高ど高いといういといういといういというこここことでとでとでとで非非非非常常常常においしいにおいしいにおいしいにおいしいササササククククラララランンンンボボボボができができができができ

まして、まして、まして、まして、将来有望将来有望将来有望将来有望なななな品目品目品目品目であるとであるとであるとであると考え考え考え考えております。そういう中で、農業ております。そういう中で、農業ております。そういう中で、農業ております。そういう中で、農業総総総総合センターで合センターで合センターで合センターで技技技技

術術術術開開開開発発発発を行いまして一定のめを行いまして一定のめを行いまして一定のめを行いまして一定のめどどどどが立ちましたので、が立ちましたので、が立ちましたので、が立ちましたので、ササササククククラララランンンンボボボボをつをつをつをつくくくくりたいという人と部りたいという人と部りたいという人と部りたいという人と部

会をつ会をつ会をつ会をつくくくくりりりり進進進進めているとめているとめているとめているところころころころでございます。でございます。でございます。でございます。

今今今今回回回回の補の補の補の補助助助助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もどもどもども、新、新、新、新植植植植に要する経費、５に要する経費、５に要する経費、５に要する経費、５アアアアーーーールルルル当たりで当たりで当たりで当たりで約約約約３４３４３４３４万円万円万円万円かかかか

ら３５ら３５ら３５ら３５万円万円万円万円の新の新の新の新植植植植費用がかかります。費用がかかります。費用がかかります。費用がかかります。普普普普通通通通、、、、ササササククククラララランンンンボボボボをそのままつをそのままつをそのままつをそのままつくくくくりますとりますとりますとりますと高さ高さ高さ高さ７７７７メメメメ

ーーーートルトルトルトル、８、８、８、８メメメメーーーートルトルトルトルのののの巨巨巨巨木木木木になるわけですけれになるわけですけれになるわけですけれになるわけですけれどもどもどもども、一定の、一定の、一定の、一定の矮矮矮矮性性性性台台台台木木木木、、、、木木木木が小が小が小が小さくさくさくさくなる特なる特なる特なる特

殊殊殊殊なななな台台台台木木木木をををを使使使使いますと、そいますと、そいますと、そいますと、そここここそそそそここここ４４４４メメメメーーーートルトルトルトルぐぐぐぐらいでおらいでおらいでおらいでおささささまりますが、一方まりますが、一方まりますが、一方まりますが、一方値値値値段段段段がががが張張張張るとるとるとると

いういういういうこここことで、その補とで、その補とで、その補とで、その補助助助助をしようというをしようというをしようというをしようというこここことでございます。とでございます。とでございます。とでございます。現現現現在在在在、２、２、２、２ヘヘヘヘクタークタークタークタールルルルで１７名ので１７名ので１７名ので１７名の

方がつ方がつ方がつ方がつくっくっくっくっててててくくくくだだだださっさっさっさっております。先般、ております。先般、ております。先般、ております。先般、図図図図書書書書情情情情報報報報館館館館でででで展展展展示会、示会、示会、示会、販売販売販売販売会、会、会、会、アアアアンンンンケケケケーーーートもトもトもトもとととと

りましたけれりましたけれりましたけれりましたけれどもどもどもども、、、、非非非非常常常常な人な人な人な人気気気気を博しております。を博しております。を博しております。を博しております。

主主主主な産地は、な産地は、な産地は、な産地は、旧旧旧旧のののの西西西西吉吉吉吉野村、野村、野村、野村、下下下下市町、それと市町、それと市町、それと市町、それと桜桜桜桜井市で井市で井市で井市でもももも観観観観光農光農光農光農園園園園等でつ等でつ等でつ等でつくっくっくっくっていただいていただいていただいていただい

ております。ております。ております。ております。将来将来将来将来、、、、面面面面積積積積５５５５ヘヘヘヘクタークタークタークタールルルル、、、、生生生生産産産産量量量量２５２５２５２５トトトトン、ン、ン、ン、売売売売り上げ１り上げ１り上げ１り上げ１億円億円億円億円をををを目指目指目指目指してしてしてして頑張頑張頑張頑張

っっっっているとているとているとているところころころころでございます。でございます。でございます。でございます。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○神田委員○神田委員○神田委員○神田委員 ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。

山山山山形形形形県の県の県の県のササササククククラララランンンンボボボボに負けないようにと思いますけれに負けないようにと思いますけれに負けないようにと思いますけれに負けないようにと思いますけれどもどもどもども、いつ、いつ、いつ、いつもももも思うのですけ思うのですけ思うのですけ思うのですけどどどど、大、大、大、大

和郡山和郡山和郡山和郡山市かな、治市かな、治市かな、治市かな、治道道道道トマトトマトトマトトマトというのがというのがというのがというのが非非非非常常常常にににに味味味味ももももよよよよくくくくて、て、て、て、歯歯歯歯ざわりざわりざわりざわりももももいいし、大いいし、大いいし、大いいし、大変変変変おいしおいしおいしおいし

いのです。といのです。といのです。といのです。ところころころころが、が、が、が、ニニニニーーーーズズズズというか、というか、というか、というか、需需需需要に要に要に要に足足足足りないというとりないというとりないというとりないというところもころもころもころもあるので、奈良県あるので、奈良県あるので、奈良県あるので、奈良県

のののの土土土土地の地の地の地の広広広広ささささななななどどどどがががが影響影響影響影響するのかと思いますけれするのかと思いますけれするのかと思いますけれするのかと思いますけれどどどど、せ、せ、せ、せっっっっかかかかくくくくいいいいいいいいもももものがのがのがのが生生生生産産産産さささされたら、れたら、れたら、れたら、

それだけ収それだけ収それだけ収それだけ収穫穫穫穫と、収入にと、収入にと、収入にと、収入にももももききききっっっっちりとあらわれてちりとあらわれてちりとあらわれてちりとあらわれてくくくくるように、そういうとるように、そういうとるように、そういうとるように、そういうところころころころのののの指導指導指導指導はしはしはしはし

っっっっかりと奈良県でかりと奈良県でかりと奈良県でかりと奈良県でややややるるるるべべべべきかと思うのです。せきかと思うのです。せきかと思うのです。せきかと思うのです。せっっっっかかかかくくくくいいいいいいいいもももものができててのができててのができててのができててもももも、ち、ち、ち、ちょょょょっっっっとととと足足足足

りませりませりませりませんんんんとか、とか、とか、とか、実実実実はあるはあるはあるはあるホホホホテテテテルルルルでででで朝朝朝朝食のジ食のジ食のジ食のジュュュュースに出したいというースに出したいというースに出したいというースに出したいという話話話話をいただいたときに、をいただいたときに、をいただいたときに、をいただいたときに、

毎朝毎朝毎朝毎朝毎朝毎朝毎朝毎朝というのはというのはというのはというのは需需需需要に要に要に要にここここたたたたええええられないというのがあられないというのがあられないというのがあられないというのがあっっっって、そのて、そのて、そのて、その話話話話はだめになはだめになはだめになはだめになっっっったのでたのでたのでたので

すけれすけれすけれすけれどもどもどもども、そ、そ、そ、そんんんんなとなとなとなところころころころのののの問問問問題点も題点も題点も題点も把握把握把握把握してしてしてしてももももららららっっっって、治て、治て、治て、治道道道道トマトトマトトマトトマトの件の件の件の件ももももありますので、ありますので、ありますので、ありますので、

ここここういうういうういうういうササササククククラララランンンンボボボボにしてにしてにしてにしてもどもどもどもどのような果のような果のような果のような果物物物物、野、野、野、野菜菜菜菜にしてにしてにしてにしてももももししししっっっっかりかりかりかり需需需需要に要に要に要にここここたたたたええええられるられるられるられる

ようなようなようなような生生生生産産産産高高高高をををを生生生生んんんんでいでいでいでいくくくくようにようにようにように指導指導指導指導してほしいと思うのです。してほしいと思うのです。してほしいと思うのです。してほしいと思うのです。販路販路販路販路拡拡拡拡大とか大とか大とか大とか言言言言いながら、いながら、いながら、いながら、

結結結結局生局生局生局生産産産産量量量量がががが少少少少なかなかなかなかっっっったら、そのたら、そのたら、そのたら、その努力も努力も努力も努力も無無無無になになになになっっっってしまうので、そういうとてしまうので、そういうとてしまうので、そういうとてしまうので、そういうところもこころもこころもこころもこれかれかれかれか
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らのらのらのらの課題課題課題課題かと思いますので、そのかと思いますので、そのかと思いますので、そのかと思いますので、その辺辺辺辺ででででここここうしている、ああしているというのがあれうしている、ああしているというのがあれうしている、ああしているというのがあれうしている、ああしているというのがあれば言ば言ば言ば言っっっっ

ててててくくくくだだだだささささい。しい。しい。しい。しっっっっかりとかりとかりとかりと広広広広げてますよというのがあれげてますよというのがあれげてますよというのがあれげてますよというのがあればばばば教教教教ええええてほしい。てほしい。てほしい。てほしい。

それと、それと、それと、それと、私私私私ははははももももうううう以前以前以前以前からからからからササササササササユユユユリのリのリのリの質質質質問問問問をしてきました。をしてきました。をしてきました。をしてきました。バイオバイオバイオバイオによによによによっっっってててて非非非非常常常常にすにすにすにすばばばば

らしいらしいらしいらしい花花花花をををを咲咲咲咲かせておられるというのかせておられるというのかせておられるというのかせておられるというのも見も見も見も見せていただきましたし、そのせていただきましたし、そのせていただきましたし、そのせていただきましたし、その努力努力努力努力ににににもももも敬敬敬敬意意意意をををを表表表表

するとするとするとするところころころころなのですけれなのですけれなのですけれなのですけれどどどど、ただ、ただ、ただ、ただここここののののササササササササユユユユリをリをリをリをどどどどういうようにういうようにういうようにういうように観観観観光光光光客客客客にににに見見見見せておられるせておられるせておられるせておられる

のか、のか、のか、のか、どこどこどこどこどこどこどこどこに行に行に行に行っっっったら本当にすたら本当にすたら本当にすたら本当にすばばばばらしいらしいらしいらしいササササササササユユユユリのリのリのリの群群群群生生生生があるのですよというような、があるのですよというような、があるのですよというような、があるのですよというような、

ＰＲＰＲＰＲＰＲのののの仕仕仕仕方方方方ももももできないというとできないというとできないというとできないというところころころころで、そので、そので、そので、その辺辺辺辺どどどどうなうなうなうなっっっっているのか、ているのか、ているのか、ているのか、ももももうううう観観観観光光光光客客客客にににに見見見見せるせるせるせる

気気気気がないのか、がないのか、がないのか、がないのか、ササササササササユユユユリを大事に自分らでリを大事に自分らでリを大事に自分らでリを大事に自分らで眺眺眺眺めておめておめておめておくくくくのか、そののか、そののか、そののか、その辺辺辺辺のとのとのとのところもころもころもころもあわせておあわせておあわせておあわせてお

答答答答ええええいただけますか。いただけますか。いただけますか。いただけますか。

○植田農業水産振興課長○植田農業水産振興課長○植田農業水産振興課長○植田農業水産振興課長 ご承ご承ご承ご承知知知知のように農業のように農業のように農業のように農業生生生生産につきましては、産につきましては、産につきましては、産につきましては、現現現現実実実実としてとしてとしてとして右肩右肩右肩右肩下下下下がががが

りになりになりになりになっっっっております。担いております。担いております。担いております。担い手手手手のののの問問問問題題題題とか、とか、とか、とか、生生生生産産産産ココココススススト高ト高ト高ト高とか、いとか、いとか、いとか、いろろろろいいいいろろろろございますが、ございますが、ございますが、ございますが、ここここ

れをれをれをれを打打打打破破破破するために県ではするために県ではするために県ではするために県では重点的重点的重点的重点的に支援するに支援するに支援するに支援する品目品目品目品目を定めまして、を定めまして、を定めまして、を定めまして、チチチチャャャャレレレレンジンジンジンジ品目品目品目品目、リー、リー、リー、リーデデデデ

ィィィィンンンング品目グ品目グ品目グ品目を定めまして、を定めまして、を定めまして、を定めまして、意欲意欲意欲意欲ある担いある担いある担いある担い手手手手の方の方の方の方 々々々々のののの取取取取りりりり組組組組みにみにみにみに集集集集中中中中的的的的に支援をしたいと思に支援をしたいと思に支援をしたいと思に支援をしたいと思

っっっっているとているとているとているところころころころでございます。でございます。でございます。でございます。

先ほ先ほ先ほ先ほどサどサどサどサククククラララランンンンボボボボがございましたが、それがございましたが、それがございましたが、それがございましたが、それももももその一つでございまして、その一つでございまして、その一つでございまして、その一つでございまして、生生生生産の産の産の産の初期初期初期初期投投投投資資資資

に支援をするというに支援をするというに支援をするというに支援をするという取取取取りりりり組組組組みを行みを行みを行みを行っっっっております。そのほか、大ております。そのほか、大ております。そのほか、大ております。そのほか、大和和和和野野野野菜菜菜菜等２２等２２等２２等２２品目品目品目品目につきまにつきまにつきまにつきま

してしてしてしてもももも、、、、雨雨雨雨よけのよけのよけのよけのパパパパイプイプイプイプハウハウハウハウスがスがスがスが必必必必要な要な要な要なこここことからその支援であとからその支援であとからその支援であとからその支援であっっっったり、またたり、またたり、またたり、またダダダダリリリリアアアアにつきにつきにつきにつき

ましては、ましては、ましては、ましては、ももももととととももももとととと夏夏夏夏、、、、秋秋秋秋ののののもももものでございますけれのでございますけれのでございますけれのでございますけれどもどもどもども、、、、ブライブライブライブライダダダダルルルル等で等で等で等で非非非非常常常常に人に人に人に人気気気気があがあがあがあ

るというるというるというるというこここことで、とで、とで、とで、ウウウウイルイルイルイルスにかかスにかかスにかかスにかかっっっっていないていないていないていない優優優優良良良良種種種種苗苗苗苗を県でつを県でつを県でつを県でつくくくくりまして、りまして、りまして、りまして、榛榛榛榛原原原原のののの生生生生産産産産組組組組

合の方合の方合の方合の方 々々々々に提に提に提に提供供供供したり、またしたり、またしたり、またしたり、また葛葛葛葛城城城城市の市の市の市の菊菊菊菊農農農農家家家家のののの冬冬冬冬の収入のないの収入のないの収入のないの収入のない時期時期時期時期につにつにつにつくっくっくっくっていただていただていただていただくくくくとととと

いういういういうこここことでとでとでとで取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを始始始始めているとめているとめているとめているところころころころでございます。でございます。でございます。でございます。

また、また、また、また、ここここれまで本県のれまで本県のれまで本県のれまで本県の主主主主要要要要品目品目品目品目でございますでございますでございますでございます柿柿柿柿、、、、茶茶茶茶、、、、イチイチイチイチゴゴゴゴ、、、、菊菊菊菊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もどもどもども、、、、

柿柿柿柿とおとおとおとお茶茶茶茶、それ、それ、それ、それぞぞぞぞれいわれいわれいわれいわゆゆゆゆる経済る経済る経済る経済樹樹樹樹齢齢齢齢といいますか、といいますか、といいますか、といいますか、非非非非常常常常によによによによくくくく収収収収量量量量の上がるの上がるの上がるの上がる期間期間期間期間、、、、約約約約４４４４

０年でございますけれ０年でございますけれ０年でございますけれ０年でございますけれどもどもどもども、、、、残残残残念念念念ながらながらながらながら現現現現在在在在４０年を４０年を４０年を４０年を過過過過ぎぎぎぎているているているている柿柿柿柿ややややおおおお茶茶茶茶がががが多く多く多く多くななななっっっってきてきてきてき

ております。財ております。財ております。財ております。財政政政政当当当当局局局局のごのごのごのご理解も理解も理解も理解もいただきまして、県いただきまして、県いただきまして、県いただきまして、県単独単独単独単独でででで老木老木老木老木園園園園のののの若返若返若返若返りをりをりをりを図図図図るるるる改改改改植植植植事事事事

業を業を業を業を現現現現在在在在進進進進めているとめているとめているとめているところころころころでございまして、でございまして、でございまして、でございまして、消消消消費費費費拡拡拡拡大に大に大に大に向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組組組組みとあわせてみとあわせてみとあわせてみとあわせて進進進進めてめてめてめて

まいりたいと思まいりたいと思まいりたいと思まいりたいと思っっっっています。ています。ています。ています。

イチイチイチイチゴゴゴゴについては、かつてについては、かつてについては、かつてについては、かつて全全全全国で５本の国で５本の国で５本の国で５本の指指指指に入る産地でございましたけれに入る産地でございましたけれに入る産地でございましたけれに入る産地でございましたけれどもどもどもども、、、、ここここれれれれもももも

労働労働労働労働強強強強度がきついとか、競合産地が度がきついとか、競合産地が度がきついとか、競合産地が度がきついとか、競合産地がふふふふええええてきたというてきたというてきたというてきたというこここことでとでとでとで現現現現在在在在全全全全国で２けたの産地にな国で２けたの産地にな国で２けたの産地にな国で２けたの産地にな

っっっっておりますけれておりますけれておりますけれておりますけれどもどもどもども、産地の、産地の、産地の、産地の再再再再興を興を興を興を図図図図りますために、りますために、りますために、りますために、アアアアススススカカカカルルルルビビビビーであるとか、新ーであるとか、新ーであるとか、新ーであるとか、新品種品種品種品種
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「「「「古都古都古都古都華華華華」について担い」について担い」について担い」について担い手手手手のののの育育育育成成成成確確確確保、先ほ保、先ほ保、先ほ保、先ほどどどど農業振興公社のと農業振興公社のと農業振興公社のと農業振興公社のところころころころででででイチイチイチイチゴゴゴゴのスペのスペのスペのスペシシシシャャャャ

リスリスリスリストトトト事業がございましたが、そういうのを事業がございましたが、そういうのを事業がございましたが、そういうのを事業がございましたが、そういうのを通通通通じましたじましたじましたじました育育育育成成成成確確確確保であ保であ保であ保であっっっったり、たり、たり、たり、生生生生産産産産力力力力のののの高高高高

いいいい優優優優良な良な良な良な苗苗苗苗のののの安安安安定定定定供供供供給給給給、県、県、県、県下下下下に１０に１０に１０に１０カカカカ所ほ所ほ所ほ所ほどどどど苗苗苗苗をつをつをつをつくくくくるるるる施施施施設がございますが、３年設がございますが、３年設がございますが、３年設がございますが、３年間間間間で１で１で１で１

００００カカカカ所す所す所す所すべべべべてリてリてリてリニュニュニュニューーーーアルアルアルアルするという予算をするという予算をするという予算をするという予算を組ん組ん組ん組んでおります。また、立でおります。また、立でおります。また、立でおります。また、立っっっったままたままたままたまま楽楽楽楽にににに作作作作業業業業

ができるができるができるができる高高高高設設設設栽培栽培栽培栽培のののの技術導技術導技術導技術導入な入な入な入などどどどをををを進進進進めているとめているとめているとめているところころころころでございます。でございます。でございます。でございます。

また、また、また、また、菊菊菊菊につきましては、平につきましては、平につきましては、平につきましては、平群群群群町の小町の小町の小町の小菊菊菊菊がががが夏夏夏夏場、関場、関場、関場、関西西西西市場で１市場で１市場で１市場で１位位位位をををを占占占占めております。めております。めております。めております。葛葛葛葛

城城城城市の市の市の市の二二二二輪輪輪輪菊菊菊菊が日本一の産地でございますけれが日本一の産地でございますけれが日本一の産地でございますけれが日本一の産地でございますけれどもどもどもども、、、、非非非非常常常常にににに防防防防除除除除がががが難難難難しい害しい害しい害しい害虫虫虫虫がいます。がいます。がいます。がいます。

オオオオオオオオタタタタババババココココガガガガという害という害という害という害虫虫虫虫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もどもどもども、、、、ここここれをれをれをれを簡簡簡簡易ネット易ネット易ネット易ネットを用いを用いを用いを用い薬剤薬剤薬剤薬剤防防防防除除除除にににに頼頼頼頼らららら

ないでないでないでないで生生生生産産産産ココココスススストトトトをををを下下下下げて規げて規げて規げて規模拡模拡模拡模拡大を大を大を大を図図図図るというめるというめるというめるというめどどどどが立が立が立が立っっっっておりますので、ておりますので、ておりますので、ておりますので、ネットネットネットネットハウハウハウハウ

スのスのスのスの普普普普及及及及等等等等 々々々々ににににも初期も初期も初期も初期投投投投資資資資の補の補の補の補助助助助金をつけていると金をつけていると金をつけていると金をつけているところころころころでございます。でございます。でございます。でございます。

また、新年度また、新年度また、新年度また、新年度もももも財財財財政政政政当当当当局局局局のごのごのごのご理解理解理解理解をををを得得得得て、所要の予算をて、所要の予算をて、所要の予算をて、所要の予算を確確確確保して保して保して保して生生生生産産産産拡拡拡拡大に大に大に大に努努努努めてまいめてまいめてまいめてまい

りたいという思いでおりますので、またご支援のほりたいという思いでおりますので、またご支援のほりたいという思いでおりますので、またご支援のほりたいという思いでおりますので、またご支援のほどどどどよよよよろろろろししししくくくくお願い申し上げます。お願い申し上げます。お願い申し上げます。お願い申し上げます。

○七尾林業振興課長○七尾林業振興課長○七尾林業振興課長○七尾林業振興課長 ササササササササユユユユリについてですが、日本リについてですが、日本リについてですが、日本リについてですが、日本固固固固有有有有種種種種ののののササササササササユユユユリはリはリはリは冷涼冷涼冷涼冷涼な日な日な日な日陰陰陰陰をををを好好好好

む性質む性質む性質む性質がありまして、がありまして、がありまして、がありまして、種種種種から開から開から開から開花花花花までまでまでまで五五五五、、、、六六六六年を要する年を要する年を要する年を要するこここことでとでとでとで栽培栽培栽培栽培技術技術技術技術のののの向向向向上と上と上と上と安安安安定定定定供供供供給給給給

がががが課題課題課題課題となとなとなとなっっっっております。ております。ております。ております。

黒滝黒滝黒滝黒滝村とか村とか村とか村とか天川天川天川天川村をはじめまして村をはじめまして村をはじめまして村をはじめまして吉吉吉吉野野野野郡郡郡郡を中を中を中を中心心心心に林に林に林に林務務務務の方での方での方での方で栽培栽培栽培栽培指導指導指導指導を行を行を行を行っっっっております。ております。ております。ております。

平成１６年平成１６年平成１６年平成１６年ぐぐぐぐらいかららいかららいかららいから黒滝黒滝黒滝黒滝村の村の村の村の道道道道のののの駅駅駅駅でででで販売販売販売販売をををを始始始始めまして、めまして、めまして、めまして、毎毎毎毎年年年年切切切切りりりり花花花花で７０本から１０で７０本から１０で７０本から１０で７０本から１０

０本０本０本０本ぐぐぐぐらい、らい、らい、らい、鉢鉢鉢鉢植植植植ええええで３０本から５０本で３０本から５０本で３０本から５０本で３０本から５０本ぐぐぐぐらいらいらいらい販売販売販売販売しております。しております。しております。しております。需需需需要が要が要が要が供供供供給給給給を上を上を上を上回回回回りまりまりまりま

して、すして、すして、すして、すぐぐぐぐにににに完完完完売売売売しているような状況でございました。しているような状況でございました。しているような状況でございました。しているような状況でございました。

天川天川天川天川村、村、村、村、黒滝黒滝黒滝黒滝村を中村を中村を中村を中心心心心にににに生生生生産産産産者者者者ががががササササササササユユユユリリリリ組組組組合をつ合をつ合をつ合をつくくくくりまして増産にりまして増産にりまして増産にりまして増産に向向向向けたけたけたけた活活活活動動動動をををを展展展展開開開開

しております。ただし、しております。ただし、しております。ただし、しております。ただし、昨昨昨昨年度は年度は年度は年度は主主主主たるたるたるたる生生生生産産産産者者者者の方がの方がの方がの方が病病病病気気気気になになになになっっっったりしまして、それとおたりしまして、それとおたりしまして、それとおたりしまして、それとお

ととしにととしにととしにととしにイイイイノノノノシシシシシシシシ被害に被害に被害に被害に遭遭遭遭っっっったたたたこここことによりまして、とによりまして、とによりまして、とによりまして、昨昨昨昨年度の年度の年度の年度の実実実実績績績績はちはちはちはちょょょょっっっっとしたとしたとしたとしたもももものでごのでごのでごのでご

ざいました。それで、ざいました。それで、ざいました。それで、ざいました。それで、組組組組合をはじめとしまして、合をはじめとしまして、合をはじめとしまして、合をはじめとしまして、生生生生産産産産者者者者の方の方の方の方 々々々々も熱も熱も熱も熱心心心心にににに取取取取りりりり組ん組ん組ん組んでおられでおられでおられでおられ

ますので、今年度ますので、今年度ますので、今年度ますので、今年度もももも林業林業林業林業後後後後継継継継者者者者育育育育成事業で成事業で成事業で成事業でササササササササユユユユリリリリ球根球根球根球根のののの鱗片鱗片鱗片鱗片から増から増から増から増殖殖殖殖方法を方法を方法を方法を取取取取り入れたり入れたり入れたり入れた

栽培栽培栽培栽培技術技術技術技術とか、とか、とか、とか、獣獣獣獣害対害対害対害対策策策策、そうい、そうい、そうい、そういっっっったたたたこここことにとにとにとに取取取取りりりり組ん組ん組ん組んでまいりたいと思でまいりたいと思でまいりたいと思でまいりたいと思っっっっております。ております。ております。ております。

先ほ先ほ先ほ先ほどどどど神田委員がお神田委員がお神田委員がお神田委員がおっっっっししししゃゃゃゃいましたいましたいましたいました観観観観光光光光的的的的ななななもももものですが、まとまのですが、まとまのですが、まとまのですが、まとまっっっったというとたというとたというとたというところころころころはははは余余余余

りないりないりないりないんんんんですが、室ですが、室ですが、室ですが、室生生生生滝滝滝滝谷の谷の谷の谷のシシシショョョョウウウウブブブブ園園園園ではちではちではちではちょょょょっっっっとしたとしたとしたとした群群群群生生生生がございます。がございます。がございます。がございます。以以以以上でござ上でござ上でござ上でござ

います。います。います。います。

○神田委員○神田委員○神田委員○神田委員 詳詳詳詳ししししくくくく果果果果物物物物とかはおとかはおとかはおとかはお答答答答ええええいただきました。いただきました。いただきました。いただきました。ささささきほきほきほきほどどどどののののササササササササユユユユリではないけれリではないけれリではないけれリではないけれ

どどどど、せ、せ、せ、せっっっっかかかかくくくく需需需需要が要が要が要が多多多多いのにそれにいのにそれにいのにそれにいのにそれにここここたたたたええええられないというのはられないというのはられないというのはられないというのは非非非非常常常常にににに残残残残念念念念だし、そのだし、そのだし、そのだし、その理理理理由由由由
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が、が、が、が、克服克服克服克服できるできるできるできる理理理理由由由由なのかなのかなのかなのかどどどどうかというとうかというとうかというとうかというところころころころは、しは、しは、しは、しっっっっかりとかりとかりとかりと調調調調査して査して査して査して研究研究研究研究してほしいとしてほしいとしてほしいとしてほしいと

思います。思います。思います。思います。

ももももう一つ、たう一つ、たう一つ、たう一つ、たくさくさくさくさん答ん答ん答ん答ええええててててももももららららっっっったので思たので思たので思たので思っっっったのですけれたのですけれたのですけれたのですけれどどどど、い、い、い、いろろろろんんんんな地な地な地な地域域域域でその地でその地でその地でその地域域域域

の特産の特産の特産の特産品品品品をををを使使使使っっっって新て新て新て新商品商品商品商品の開の開の開の開発も発も発も発もすごすごすごすごく進く進く進く進んんんんでいるというのをでいるというのをでいるというのをでいるというのを聞聞聞聞くくくくのです。のです。のです。のです。どどどどの地の地の地の地域域域域ででででどどどど

ういうういうういうういうもももものをのをのをのを使使使使っっっって、て、て、て、どどどどういうういうういうういう商品商品商品商品ができているか、という一ができているか、という一ができているか、という一ができているか、という一覧表覧表覧表覧表のようなのようなのようなのようなもももものがないののがないののがないののがないの

かなという思いはしていますので、かなという思いはしていますので、かなという思いはしていますので、かなという思いはしていますので、ももももしそういうのがわかるしそういうのがわかるしそういうのがわかるしそういうのがわかる何何何何かがあれかがあれかがあれかがあればばばば、き、き、き、きょょょょうはうはうはうは無無無無理理理理

かかかかももももしれないけれしれないけれしれないけれしれないけれどどどど、また一度、また一度、また一度、また一度見見見見せてほしいと思います。せてほしいと思います。せてほしいと思います。せてほしいと思います。どどどどれれれれぐぐぐぐらい、それがらい、それがらい、それがらい、それがどどどどういうとういうとういうとういうと

ころころころころにににに置置置置いているのかというといているのかというといているのかというといているのかというところもころもころもころも知知知知りたいと思います。りたいと思います。りたいと思います。りたいと思います。

果果果果物物物物については、先ほについては、先ほについては、先ほについては、先ほどどどどからからからから言言言言っっっっているようにいているようにいているようにいているようにいろろろろいいいいろ研究ろ研究ろ研究ろ研究していただいて、そしてましていただいて、そしてましていただいて、そしてましていただいて、そしてま

た、それにた、それにた、それにた、それに携携携携わわわわっっっっててててくくくくだだだだささささる担いる担いる担いる担い手手手手のののの育育育育成な成な成な成などどどどににににも取も取も取も取りりりり組ん組ん組ん組んでいただいてるでいただいてるでいただいてるでいただいてるここここととととも理解も理解も理解も理解でででで

きましたけれきましたけれきましたけれきましたけれどもどもどもども、、、、ももももう一う一う一う一歩歩歩歩というとというとというとというところころころころでしでしでしでしっっっっかりと、例かりと、例かりと、例かりと、例ええええばばばばレレレレタスをタスをタスをタスをここここの地の地の地の地域域域域でたでたでたでたくくくく

ささささんんんんつつつつくろくろくろくろうかとか、そういうようなうかとか、そういうようなうかとか、そういうようなうかとか、そういうような指導も指導も指導も指導も大事なのではないかと。大事なのではないかと。大事なのではないかと。大事なのではないかと。ここここここここででででややややりたい人、りたい人、りたい人、りたい人、

こっこっこっこっちでちでちでちでもやもやもやもやりたい人、それりたい人、それりたい人、それりたい人、それももももいいけいいけいいけいいけどどどど、、、、需需需需要に要に要に要にここここたたたたええええるためにはるためにはるためにはるためにはここここの地の地の地の地域域域域で、で、で、で、ここここのののの気候気候気候気候

ならならならならここここれがいいというので、まとまれがいいというので、まとまれがいいというので、まとまれがいいというので、まとまっっっったたたたもももものをつのをつのをつのをつくっくっくっくっていていていていくくくくようにするのようにするのようにするのようにするのもももも大事じ大事じ大事じ大事じゃゃゃゃないないないない

かと思いますので、それかと思いますので、それかと思いますので、それかと思いますので、それももももまたまたまたまた考え考え考え考えておいてておいてておいてておいてくくくくだだだだささささい。い。い。い。

そして、そして、そして、そして、ササササササササユユユユリ、リ、リ、リ、こここことしは奈良県をとしは奈良県をとしは奈良県をとしは奈良県を花花花花いいいいっっっっぱぱぱぱいにという事業が計上いにという事業が計上いにという事業が計上いにという事業が計上さささされておりますけれておりますけれておりますけれておりますけ

れれれれどもどもどもども、、、、花花花花と食がしと食がしと食がしと食がしっっっっかりかりかりかり充実充実充実充実したらしたらしたらしたら必必必必ずずずず観観観観光光光光客客客客ははははふふふふええええると、ると、ると、ると、ここここれはれはれはれは持持持持論論論論ですけれですけれですけれですけれどどどど、ず、ず、ず、ず

っっっっとととと言言言言っっっってきています。だから、てきています。だから、てきています。だから、てきています。だから、ここここののののササササササササユユユユリリリリもももも一度一度一度一度聞聞聞聞いたら、そういういたら、そういういたら、そういういたら、そういう群群群群生生生生、例、例、例、例ええええば山ば山ば山ば山

のののの辺辺辺辺のののの道道道道にたにたにたにたくさくさくさくさんんんん生え生え生え生えてたら、すごいいいてたら、すごいいいてたら、すごいいいてたら、すごいいい感感感感じではないかと思じではないかと思じではないかと思じではないかと思っっっってててて言言言言っっっったたたたこここことがあるのとがあるのとがあるのとがあるの

ですけれですけれですけれですけれどどどど、、、、残残残残念念念念ながらながらながらながら観観観観光光光光客客客客がががが採採採採っっっっていていていていくくくくからなからなからなからなどどどどというというというという理理理理由由由由で、それがで、それがで、それがで、それが実実実実現現現現できてなできてなできてなできてな

いのは、いのは、いのは、いのは、非非非非常常常常にににに残残残残念念念念と思うのですけれと思うのですけれと思うのですけれと思うのですけれどどどど、、、、切切切切りりりり花花花花で、またで、またで、またで、また鉢鉢鉢鉢植植植植ええええでででで買買買買っっっっていただていただていただていただくくくくののののももももいいいい

いのですけれいのですけれいのですけれいのですけれどもどもどもども、、、、やっやっやっやっぱぱぱぱり野にあり野にあり野にあり野にあっっっっててててここここそというそというそというそというここここととととももももありますので、そういうとありますので、そういうとありますので、そういうとありますので、そういうところころころころ

も考えも考えも考えも考えていていていていっっっってほしい。てほしい。てほしい。てほしい。春春春春はははは桜桜桜桜、、、、秋秋秋秋ははははももももみじ、みじ、みじ、みじ、夏夏夏夏とかはとかはとかはとかは何何何何なのだなのだなのだなのだろろろろうという、うという、うという、うという、やっやっやっやっぱぱぱぱりりりり春春春春

夏夏夏夏秋秋秋秋冬冬冬冬通通通通じてじてじてじて花花花花があるという地があるという地があるという地があるという地域域域域があるというがあるというがあるというがあるというこここことをとをとをとをここここれからまたれからまたれからまたれからまた観観観観光ではないけれ光ではないけれ光ではないけれ光ではないけれどもどもどもども、、、、

そそそそっっっっちにつながちにつながちにつながちにつながっっっっていていていていくこくこくこくこととととももももありますので、ありますので、ありますので、ありますので、ぜひぜひぜひぜひそれをよそれをよそれをよそれをよろろろろししししくくくくお願いしたいと思いまお願いしたいと思いまお願いしたいと思いまお願いしたいと思いま

すが、そういうすが、そういうすが、そういうすが、そういうこここことするとするとするとする気気気気ありませありませありませありませんんんんか、か、か、か、山山山山のののの辺辺辺辺のののの道道道道にににに植植植植ええええたりするたりするたりするたりする気気気気はありませはありませはありませはありませんんんんか、か、か、か、

それだけ。それだけ。それだけ。それだけ。

○田中森林整備課長○田中森林整備課長○田中森林整備課長○田中森林整備課長 委員がお委員がお委員がお委員がおっっっっししししゃゃゃゃっっっっていますようにていますようにていますようにていますように植植植植栽栽栽栽によるによるによるによる彩彩彩彩り事業というり事業というり事業というり事業というこここことをとをとをとを

新年度から新年度から新年度から新年度からややややりたいと思りたいと思りたいと思りたいと思っっっっております。それで、とりあております。それで、とりあております。それで、とりあております。それで、とりあええええずできるとずできるとずできるとずできるところころころころからいからいからいからいろろろろいいいいろ考ろ考ろ考ろ考

ええええようとようとようとようと考え考え考え考えてまして、てまして、てまして、てまして、山山山山のののの辺辺辺辺のののの道道道道あたりを第１あたりを第１あたりを第１あたりを第１候候候候補に今補に今補に今補に今考え考え考え考えて、新年度からて、新年度からて、新年度からて、新年度から動動動動きたいときたいときたいときたいと
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思思思思っっっっております。一市一まちております。一市一まちております。一市一まちております。一市一まちづくづくづくづくりりりり運動運動運動運動ななななどどどどととととも調も調も調も調整整整整してしてしてしてやっやっやっやっていけたらと思ていけたらと思ていけたらと思ていけたらと思っっっっておりまておりまておりまておりま

す。す。す。す。

ササササササササユユユユリのリのリのリの話話話話は、今はじめておは、今はじめておは、今はじめておは、今はじめてお伺伺伺伺いしたのですが、ちいしたのですが、ちいしたのですが、ちいしたのですが、ちょょょょっっっっととととササササササササユユユユリはわかりませリはわかりませリはわかりませリはわかりませんんんんが、が、が、が、

春春春春はははは桜桜桜桜、、、、秋秋秋秋ははははももももみじ、みじ、みじ、みじ、夏夏夏夏はははは何何何何かと今おかと今おかと今おかと今おっっっっししししゃゃゃゃっっっっていたのですが、いていたのですが、いていたのですが、いていたのですが、いろろろろいいいいろろろろそういうそういうそういうそういうこここことととともももも、、、、

ほかの場所でほかの場所でほかの場所でほかの場所でもどもどもどもどんんんんななななもももものがあるのかをのがあるのかをのがあるのかをのがあるのかを含含含含めて県としてめて県としてめて県としてめて県として進進進進めていきたいと、めていきたいと、めていきたいと、めていきたいと、ここここのように思のように思のように思のように思

っっっっています。ています。ています。ています。

○神田委員○神田委員○神田委員○神田委員 ももももううううここここれでれでれでれで最後最後最後最後にしますにしますにしますにしますねねねね。。。。

夏夏夏夏は、は、は、は、水水水水辺辺辺辺のののの彩彩彩彩りでスりでスりでスりでスイレイレイレイレン、ン、ン、ン、研究研究研究研究してしてしてしてくくくくだだだだささささい。い。い。い。以以以以上です。上です。上です。上です。

○大国委員長○大国委員長○大国委員長○大国委員長 他になけれ他になけれ他になけれ他になければばばば、、、、ここここれをれをれをれをももももちまして、ちまして、ちまして、ちまして、質質質質疑疑疑疑をををを終終終終わります。わります。わります。わります。

次に、委員長報告についてでありますが、本会議で次に、委員長報告についてでありますが、本会議で次に、委員長報告についてでありますが、本会議で次に、委員長報告についてでありますが、本会議で反反反反対対対対討討討討論論論論さささされる場合は、委員長報告れる場合は、委員長報告れる場合は、委員長報告れる場合は、委員長報告

にににに反反反反対対対対意見意見意見意見を記載しないを記載しないを記載しないを記載しないここここととなととなととなととなっっっっております。日本ております。日本ております。日本ております。日本共共共共産産産産党党党党は、は、は、は、反反反反対対対対討討討討論論論論さささされますでしれますでしれますでしれますでしょょょょ

うか。うか。うか。うか。

○今井委員○今井委員○今井委員○今井委員 はい、します。はい、します。はい、します。はい、します。

○大国委員長○大国委員長○大国委員長○大国委員長 では、報第１９号中、平成２３年度奈良県営競輪場事業費特別会計補正予では、報第１９号中、平成２３年度奈良県営競輪場事業費特別会計補正予では、報第１９号中、平成２３年度奈良県営競輪場事業費特別会計補正予では、報第１９号中、平成２３年度奈良県営競輪場事業費特別会計補正予

算（第１号）については、委員長報告に算（第１号）については、委員長報告に算（第１号）については、委員長報告に算（第１号）については、委員長報告に反反反反対対対対意見意見意見意見を記載しませを記載しませを記載しませを記載しませんんんんので、よので、よので、よので、よろろろろししししくくくくお願いいお願いいお願いいお願いい

たします。たします。たします。たします。

次に、委員長報告についてでありますが、正副委員長にご一次に、委員長報告についてでありますが、正副委員長にご一次に、委員長報告についてでありますが、正副委員長にご一次に、委員長報告についてでありますが、正副委員長にご一任任任任願願願願ええええますか。ますか。ますか。ますか。

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

それでは、そのようにそれでは、そのようにそれでは、そのようにそれでは、そのようにささささせていただきます。せていただきます。せていただきます。せていただきます。

ここここれをれをれをれをももももちまして、本日の委員会をちまして、本日の委員会をちまして、本日の委員会をちまして、本日の委員会を終終終終わります。わります。わります。わります。


