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決 算 審 査 特 別 委 員 会 記 録決 算 審 査 特 別 委 員 会 記 録決 算 審 査 特 別 委 員 会 記 録決 算 審 査 特 別 委 員 会 記 録

＜産業・雇用振興部、農林部＞＜産業・雇用振興部、農林部＞＜産業・雇用振興部、農林部＞＜産業・雇用振興部、農林部＞

開催日時開催日時開催日時開催日時 平成２３年１０月１８日（火） １３：３４～１６：４２平成２３年１０月１８日（火） １３：３４～１６：４２平成２３年１０月１８日（火） １３：３４～１６：４２平成２３年１０月１８日（火） １３：３４～１６：４２

開催場所開催場所開催場所開催場所 第１委員会室第１委員会室第１委員会室第１委員会室

出席委員出席委員出席委員出席委員 １１名１１名１１名１１名

新谷 綋一 委員長新谷 綋一 委員長新谷 綋一 委員長新谷 綋一 委員長

尾﨑 充典 副委員長尾﨑 充典 副委員長尾﨑 充典 副委員長尾﨑 充典 副委員長

井岡 正徳 委員井岡 正徳 委員井岡 正徳 委員井岡 正徳 委員

大国 正博 委員大国 正博 委員大国 正博 委員大国 正博 委員

田中 惟允 委員田中 惟允 委員田中 惟允 委員田中 惟允 委員

山村 幸穂 委員山村 幸穂 委員山村 幸穂 委員山村 幸穂 委員

岩田 国夫 委員岩田 国夫 委員岩田 国夫 委員岩田 国夫 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

小泉 米造 委員小泉 米造 委員小泉 米造 委員小泉 米造 委員

藤本 昭広 委員藤本 昭広 委員藤本 昭広 委員藤本 昭広 委員

川口 正志 委員川口 正志 委員川口 正志 委員川口 正志 委員

欠席委員欠席委員欠席委員欠席委員 なしなしなしなし

出席理事者出席理事者出席理事者出席理事者 奥田 副知事奥田 副知事奥田 副知事奥田 副知事

杉田 総務部長杉田 総務部長杉田 総務部長杉田 総務部長

平井 会計管理者・会計局長平井 会計管理者・会計局長平井 会計管理者・会計局長平井 会計管理者・会計局長

冨岡 農林部長冨岡 農林部長冨岡 農林部長冨岡 農林部長

浪越 産業・雇用振興部長浪越 産業・雇用振興部長浪越 産業・雇用振興部長浪越 産業・雇用振興部長

竹内 監査委員事務局長 ほか、関係職員竹内 監査委員事務局長 ほか、関係職員竹内 監査委員事務局長 ほか、関係職員竹内 監査委員事務局長 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 議第５８号 平成２２年度奈良県歳入歳出決算の認定について議第５８号 平成２２年度奈良県歳入歳出決算の認定について議第５８号 平成２２年度奈良県歳入歳出決算の認定について議第５８号 平成２２年度奈良県歳入歳出決算の認定について

＜会議の経過＞＜会議の経過＞＜会議の経過＞＜会議の経過＞

○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長 休憩前に引き続きまして、会議を開きます。休憩前に引き続きまして、会議を開きます。休憩前に引き続きまして、会議を開きます。休憩前に引き続きまして、会議を開きます。

日程に従いまして、産業・雇用振興部、農林部の決算について、審査を行います。日程に従いまして、産業・雇用振興部、農林部の決算について、審査を行います。日程に従いまして、産業・雇用振興部、農林部の決算について、審査を行います。日程に従いまして、産業・雇用振興部、農林部の決算について、審査を行います。

それでは、波越産業・雇用振興部長、農林部長の順に簡潔に説明を願います。それでは、波越産業・雇用振興部長、農林部長の順に簡潔に説明を願います。それでは、波越産業・雇用振興部長、農林部長の順に簡潔に説明を願います。それでは、波越産業・雇用振興部長、農林部長の順に簡潔に説明を願います。

○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 産業・雇用振興部に係る決算について、ご説明をいたします。産業・雇用振興部に係る決算について、ご説明をいたします。産業・雇用振興部に係る決算について、ご説明をいたします。産業・雇用振興部に係る決算について、ご説明をいたします。
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「奈良県歳入歳出決算報告書」の６ページ、第７款雇用政策費、第１項労政費、第２項「奈良県歳入歳出決算報告書」の６ページ、第７款雇用政策費、第１項労政費、第２項「奈良県歳入歳出決算報告書」の６ページ、第７款雇用政策費、第１項労政費、第２項「奈良県歳入歳出決算報告書」の６ページ、第７款雇用政策費、第１項労政費、第２項

職業訓練費、第３項労働委員会費でございます。なお、翌年度への繰越額はございません。職業訓練費、第３項労働委員会費でございます。なお、翌年度への繰越額はございません。職業訓練費、第３項労働委員会費でございます。なお、翌年度への繰越額はございません。職業訓練費、第３項労働委員会費でございます。なお、翌年度への繰越額はございません。

不用額の主な内容といたしましては、第１項労政費では９億４８３万３，０００円が不用不用額の主な内容といたしましては、第１項労政費では９億４８３万３，０００円が不用不用額の主な内容といたしましては、第１項労政費では９億４８３万３，０００円が不用不用額の主な内容といたしましては、第１項労政費では９億４８３万３，０００円が不用

になっております。これは主に緊急雇用創出及びふるさと雇用の市町村補助事業において、になっております。これは主に緊急雇用創出及びふるさと雇用の市町村補助事業において、になっております。これは主に緊急雇用創出及びふるさと雇用の市町村補助事業において、になっております。これは主に緊急雇用創出及びふるさと雇用の市町村補助事業において、

補助対象事業費が減少したこと等によります執行残となったものでございます。第２項職補助対象事業費が減少したこと等によります執行残となったものでございます。第２項職補助対象事業費が減少したこと等によります執行残となったものでございます。第２項職補助対象事業費が減少したこと等によります執行残となったものでございます。第２項職

業訓練費では１億４，００９万９，０００円が不用となっております。これは職業訓練手業訓練費では１億４，００９万９，０００円が不用となっております。これは職業訓練手業訓練費では１億４，００９万９，０００円が不用となっております。これは職業訓練手業訓練費では１億４，００９万９，０００円が不用となっております。これは職業訓練手

当において、対象訓練者数が減少したこと及び離職者等、職業訓練委託事業における訓練当において、対象訓練者数が減少したこと及び離職者等、職業訓練委託事業における訓練当において、対象訓練者数が減少したこと及び離職者等、職業訓練委託事業における訓練当において、対象訓練者数が減少したこと及び離職者等、職業訓練委託事業における訓練

生が減少したこと等によるものでございます。生が減少したこと等によるものでございます。生が減少したこと等によるものでございます。生が減少したこと等によるものでございます。

７ページ、第９款産業振興費、第１項商工費、第２項産業支援費、第３項金融対策費で７ページ、第９款産業振興費、第１項商工費、第２項産業支援費、第３項金融対策費で７ページ、第９款産業振興費、第１項商工費、第２項産業支援費、第３項金融対策費で７ページ、第９款産業振興費、第１項商工費、第２項産業支援費、第３項金融対策費で

ございます。まず、翌年度繰越額でございますが、第１項商工費で３億８，７５０万円のございます。まず、翌年度繰越額でございますが、第１項商工費で３億８，７５０万円のございます。まず、翌年度繰越額でございますが、第１項商工費で３億８，７５０万円のございます。まず、翌年度繰越額でございますが、第１項商工費で３億８，７５０万円の

繰越しがございます。これは奈良県プレミアム商品券発行事業ほか１事業で、国の補正予繰越しがございます。これは奈良県プレミアム商品券発行事業ほか１事業で、国の補正予繰越しがございます。これは奈良県プレミアム商品券発行事業ほか１事業で、国の補正予繰越しがございます。これは奈良県プレミアム商品券発行事業ほか１事業で、国の補正予

算の対応によりまして２月補正を行ったことに伴い繰り越したものでございます。また、算の対応によりまして２月補正を行ったことに伴い繰り越したものでございます。また、算の対応によりまして２月補正を行ったことに伴い繰り越したものでございます。また、算の対応によりまして２月補正を行ったことに伴い繰り越したものでございます。また、

第２項産業支援費で１億２，４００万円の繰越しがございます。これもものづくり企業技第２項産業支援費で１億２，４００万円の繰越しがございます。これもものづくり企業技第２項産業支援費で１億２，４００万円の繰越しがございます。これもものづくり企業技第２項産業支援費で１億２，４００万円の繰越しがございます。これもものづくり企業技

術支援事業で、国の補正予算の対応によりまして２月補正を行ったことによる繰越しでご術支援事業で、国の補正予算の対応によりまして２月補正を行ったことによる繰越しでご術支援事業で、国の補正予算の対応によりまして２月補正を行ったことによる繰越しでご術支援事業で、国の補正予算の対応によりまして２月補正を行ったことによる繰越しでご

ざいます。次に、不用額とその主な内容でございますが、第１項商工費で９，９０７万円ざいます。次に、不用額とその主な内容でございますが、第１項商工費で９，９０７万円ざいます。次に、不用額とその主な内容でございますが、第１項商工費で９，９０７万円ざいます。次に、不用額とその主な内容でございますが、第１項商工費で９，９０７万円

が不用となっております。これは商工会等補助金の執行残等によるものでございます。第が不用となっております。これは商工会等補助金の執行残等によるものでございます。第が不用となっております。これは商工会等補助金の執行残等によるものでございます。第が不用となっております。これは商工会等補助金の執行残等によるものでございます。第

２項産業支援費で４億７，８４０万５，０００円が不用となっております。企業立地促進２項産業支援費で４億７，８４０万５，０００円が不用となっております。企業立地促進２項産業支援費で４億７，８４０万５，０００円が不用となっております。企業立地促進２項産業支援費で４億７，８４０万５，０００円が不用となっております。企業立地促進

に係る企業活力集積促進補助金及び企業定着促進補助金等の執行残でございます。第３項に係る企業活力集積促進補助金及び企業定着促進補助金等の執行残でございます。第３項に係る企業活力集積促進補助金及び企業定着促進補助金等の執行残でございます。第３項に係る企業活力集積促進補助金及び企業定着促進補助金等の執行残でございます。第３項

金融対策費の１億５，５９８万６，０００円の不用は、制度融資の利子補給等の減少によ金融対策費の１億５，５９８万６，０００円の不用は、制度融資の利子補給等の減少によ金融対策費の１億５，５９８万６，０００円の不用は、制度融資の利子補給等の減少によ金融対策費の１億５，５９８万６，０００円の不用は、制度融資の利子補給等の減少によ

り執行残となったものでございます。り執行残となったものでございます。り執行残となったものでございます。り執行残となったものでございます。

１２ページ、奈良県１２ページ、奈良県１２ページ、奈良県１２ページ、奈良県営競輪営競輪営競輪営競輪事業費事業費事業費事業費特別特別特別特別会計の歳入歳出決算についてのご説明でございま会計の歳入歳出決算についてのご説明でございま会計の歳入歳出決算についてのご説明でございま会計の歳入歳出決算についてのご説明でございま

す。歳入といたしましては、第１款の事業す。歳入といたしましては、第１款の事業す。歳入といたしましては、第１款の事業す。歳入といたしましては、第１款の事業収収収収入か入か入か入からららら第４款の第４款の第４款の第４款の諸収諸収諸収諸収入まで入まで入まで入まで記載記載記載記載のとおりとなのとおりとなのとおりとなのとおりとな

ってございます。ってございます。ってございます。ってございます。

１３ページ、歳出でございます。第１款産業振興費、第１項１３ページ、歳出でございます。第１款産業振興費、第１項１３ページ、歳出でございます。第１款産業振興費、第１項１３ページ、歳出でございます。第１款産業振興費、第１項競輪競輪競輪競輪事業費でございますが、事業費でございますが、事業費でございますが、事業費でございますが、

不用額１５億１，３５９万円となっております。主なものは、不用額１５億１，３５９万円となっております。主なものは、不用額１５億１，３５９万円となっております。主なものは、不用額１５億１，３５９万円となっております。主なものは、車車車車券券券券売売売売りりりり上げ上げ上げ上げがががが見込み見込み見込み見込みよりよりよりより

も減少したことに伴いまして、も減少したことに伴いまして、も減少したことに伴いまして、も減少したことに伴いまして、車車車車券券券券払戻払戻払戻払戻金の減等によるものでございます。なお、金の減等によるものでございます。なお、金の減等によるものでございます。なお、金の減等によるものでございます。なお、下段下段下段下段、、、、

欄外欄外欄外欄外にににに記載記載記載記載しておりますが、歳入しておりますが、歳入しておりますが、歳入しておりますが、歳入合合合合計で１４６億９，５９１万４，０００円に対しまして、計で１４６億９，５９１万４，０００円に対しまして、計で１４６億９，５９１万４，０００円に対しまして、計で１４６億９，５９１万４，０００円に対しまして、

歳出歳出歳出歳出合合合合計１４８億３，０４０万８，０００円となりまして、計１４８億３，０４０万８，０００円となりまして、計１４８億３，０４０万８，０００円となりまして、計１４８億３，０４０万８，０００円となりまして、差差差差し引き１億３，４４９万３，し引き１億３，４４９万３，し引き１億３，４４９万３，し引き１億３，４４９万３，

０００円の歳入不０００円の歳入不０００円の歳入不０００円の歳入不足足足足にににに至至至至りました。６月議会でご報告をさせていたりました。６月議会でご報告をさせていたりました。６月議会でご報告をさせていたりました。６月議会でご報告をさせていただだだだきましたとおり、平きましたとおり、平きましたとおり、平きましたとおり、平

成２３年度の歳入か成２３年度の歳入か成２３年度の歳入か成２３年度の歳入から同ら同ら同ら同額を繰り額を繰り額を繰り額を繰り上げ上げ上げ上げ充用をすることにより決算充用をすることにより決算充用をすることにより決算充用をすることにより決算処処処処理を行ったとこ理を行ったとこ理を行ったとこ理を行ったところろろろでごでごでごでご
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ざいます。ざいます。ざいます。ざいます。

２０ページ、奈良県中小企業振興資金２０ページ、奈良県中小企業振興資金２０ページ、奈良県中小企業振興資金２０ページ、奈良県中小企業振興資金貸付貸付貸付貸付金金金金特別特別特別特別会計の歳入歳出決算についてでござい会計の歳入歳出決算についてでござい会計の歳入歳出決算についてでござい会計の歳入歳出決算についてでござい

ます。歳入につきましては、第１款繰越金と第２款ます。歳入につきましては、第１款繰越金と第２款ます。歳入につきましては、第１款繰越金と第２款ます。歳入につきましては、第１款繰越金と第２款諸収諸収諸収諸収入の２款でございまして、入の２款でございまして、入の２款でございまして、入の２款でございまして、記載記載記載記載のののの

とおりのとおりのとおりのとおりの収収収収入となっております。第２款の第２項入となっております。第２款の第２項入となっております。第２款の第２項入となっております。第２款の第２項貸付貸付貸付貸付金金金金元元元元利利利利収収収収入の入の入の入の収収収収入入入入未済未済未済未済額３５億２，額３５億２，額３５億２，額３５億２，

１２７万３，０００円は、１２７万３，０００円は、１２７万３，０００円は、１２７万３，０００円は、経営経営経営経営不振、不振、不振、不振、倒倒倒倒産等による産等による産等による産等による延滞延滞延滞延滞金額となっております。金額となっております。金額となっております。金額となっております。

２１ページ、歳出でございますが、第１款産業振興費、第１項中小企業振興資金２１ページ、歳出でございますが、第１款産業振興費、第１項中小企業振興資金２１ページ、歳出でございますが、第１款産業振興費、第１項中小企業振興資金２１ページ、歳出でございますが、第１款産業振興費、第１項中小企業振興資金貸付貸付貸付貸付事事事事

業でございます。不用額４億８，６８６万２，０００円の主な内容でございますが、業でございます。不用額４億８，６８６万２，０００円の主な内容でございますが、業でございます。不用額４億８，６８６万２，０００円の主な内容でございますが、業でございます。不用額４億８，６８６万２，０００円の主な内容でございますが、貸付貸付貸付貸付

金の金の金の金の借借借借り入れり入れり入れり入れ申申申申しししし込み込み込み込みの減少等によるものでございます。の減少等によるものでございます。の減少等によるものでございます。の減少等によるものでございます。

次に次に次に次に、、、、「平成２２年度主「平成２２年度主「平成２２年度主「平成２２年度主要施要施要施要施策の成策の成策の成策の成果果果果に関する報告書」の１１０ページをお願いいたしに関する報告書」の１１０ページをお願いいたしに関する報告書」の１１０ページをお願いいたしに関する報告書」の１１０ページをお願いいたし

ます。ます。ます。ます。最初最初最初最初に、雇用政策費についてご説明をさせていたに、雇用政策費についてご説明をさせていたに、雇用政策費についてご説明をさせていたに、雇用政策費についてご説明をさせていただだだだきます。１、ふるさと雇用きます。１、ふるさと雇用きます。１、ふるさと雇用きます。１、ふるさと雇用再再再再生生生生

特別特別特別特別対策では、対策では、対策では、対策では、継継継継続続続続的的的的な雇用な雇用な雇用な雇用機機機機会を創出するた会を創出するた会を創出するた会を創出するためめめめ、ふるさと雇用、ふるさと雇用、ふるさと雇用、ふるさと雇用再再再再生生生生特別基特別基特別基特別基金を活用いた金を活用いた金を活用いた金を活用いた

しまして県しまして県しまして県しまして県実施実施実施実施事業として８１事業を事業として８１事業を事業として８１事業を事業として８１事業を実施実施実施実施するとともに、４８の市町村事業に対して助成するとともに、４８の市町村事業に対して助成するとともに、４８の市町村事業に対して助成するとともに、４８の市町村事業に対して助成

をいたしました。新をいたしました。新をいたしました。新をいたしました。新規規規規雇用創出雇用創出雇用創出雇用創出人人人人数を数を数を数を合わ合わ合わ合わせて５０４名となっております。せて５０４名となっております。せて５０４名となっております。せて５０４名となっております。

２の緊急雇用創出２の緊急雇用創出２の緊急雇用創出２の緊急雇用創出特別特別特別特別対策といたしましては、一対策といたしましては、一対策といたしましては、一対策といたしましては、一時的時的時的時的な雇用、な雇用、な雇用、な雇用、就就就就業業業業機機機機会を創出するた会を創出するた会を創出するた会を創出するためめめめ、、、、

緊急雇用創出事業緊急雇用創出事業緊急雇用創出事業緊急雇用創出事業臨時特例基臨時特例基臨時特例基臨時特例基金を活用いたしまして県事業としては９９事業を金を活用いたしまして県事業としては９９事業を金を活用いたしまして県事業としては９９事業を金を活用いたしまして県事業としては９９事業を実施実施実施実施するとするとするとすると

ともに、３５１の市町村事業に助成を行いました。新ともに、３５１の市町村事業に助成を行いました。新ともに、３５１の市町村事業に助成を行いました。新ともに、３５１の市町村事業に助成を行いました。新規規規規雇用創出雇用創出雇用創出雇用創出人人人人数を数を数を数を合わ合わ合わ合わせて２，３８せて２，３８せて２，３８せて２，３８

３名となっております。３名となっております。３名となっております。３名となっております。

１１１ページ、５の認定職業訓練に対する助成では、中小企業１１１ページ、５の認定職業訓練に対する助成では、中小企業１１１ページ、５の認定職業訓練に対する助成では、中小企業１１１ページ、５の認定職業訓練に対する助成では、中小企業団体団体団体団体がががが実施実施実施実施する職業訓練する職業訓練する職業訓練する職業訓練

に対しましてに対しましてに対しましてに対しまして記載記載記載記載のとおりの助成を行い、労働者の労働のとおりの助成を行い、労働者の労働のとおりの助成を行い、労働者の労働のとおりの助成を行い、労働者の労働機能水準機能水準機能水準機能水準のののの向上向上向上向上をををを図図図図ったとこったとこったとこったところろろろでででで

ございます。ございます。ございます。ございます。

また、６の奈良県職業また、６の奈良県職業また、６の奈良県職業また、６の奈良県職業能能能能力開発力開発力開発力開発協協協協会への助成では、技会への助成では、技会への助成では、技会への助成では、技能検能検能検能検定定定定並並並並びに職業びに職業びに職業びに職業能能能能力開発事業等力開発事業等力開発事業等力開発事業等

をををを実施実施実施実施する当する当する当する当該協該協該協該協会に対しまして補助を会に対しまして補助を会に対しまして補助を会に対しまして補助を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。

１１２ページ、１１２ページ、１１２ページ、１１２ページ、障害障害障害障害者の職業訓練では、知者の職業訓練では、知者の職業訓練では、知者の職業訓練では、知的障害的障害的障害的障害者を対象とした職業訓練を者を対象とした職業訓練を者を対象とした職業訓練を者を対象とした職業訓練を記載記載記載記載のとおのとおのとおのとお

りりりり実施実施実施実施するとともに、するとともに、するとともに、するとともに、障害障害障害障害者の者の者の者の能能能能力力力力適性適性適性適性及び地及び地及び地及び地域域域域のののの障害障害障害障害者雇用者雇用者雇用者雇用ニニニニーーーーズズズズに応に応に応に応じじじじた委託訓練をた委託訓練をた委託訓練をた委託訓練を

実施実施実施実施し、し、し、し、障害障害障害障害者の者の者の者の就就就就労促進を支援いたしました。労促進を支援いたしました。労促進を支援いたしました。労促進を支援いたしました。高高高高等技術等技術等技術等技術専門校専門校専門校専門校における職業訓練のにおける職業訓練のにおける職業訓練のにおける職業訓練の実施実施実施実施

では、新では、新では、新では、新規学卒規学卒規学卒規学卒者、離者、離者、離者、離転転転転職者等を対象に職者等を対象に職者等を対象に職者等を対象に普通課普通課普通課普通課程２程２程２程２科科科科、、、、短期課短期課短期課短期課程６程６程６程６科科科科で職業訓練をで職業訓練をで職業訓練をで職業訓練を実施実施実施実施し、し、し、し、

技技技技能能能能労働者の労働者の労働者の労働者の育育育育成に成に成に成に努め努め努め努めたとこたとこたとこたところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。

１１３ページ、離職者等１１３ページ、離職者等１１３ページ、離職者等１１３ページ、離職者等再就再就再就再就職支援対策では、離職者、職支援対策では、離職者、職支援対策では、離職者、職支援対策では、離職者、若若若若年者等を対象に年者等を対象に年者等を対象に年者等を対象に民間民間民間民間職業訓練職業訓練職業訓練職業訓練

施設施設施設施設を活用した職業訓練をを活用した職業訓練をを活用した職業訓練をを活用した職業訓練を実施実施実施実施し、し、し、し、再就再就再就再就職を支援いたしました。職を支援いたしました。職を支援いたしました。職を支援いたしました。

３の３の３の３の若若若若年者に対する年者に対する年者に対する年者に対する就就就就職支援では、職支援では、職支援では、職支援では、若若若若年者の雇用を促進するた年者の雇用を促進するた年者の雇用を促進するた年者の雇用を促進するためめめめ、な、な、な、なららららジジジジョブカフェョブカフェョブカフェョブカフェのののの
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運営や就運営や就運営や就運営や就職職職職フォフォフォフォーーーーララララムをムをムをムを実施実施実施実施するとともに、するとともに、するとともに、するとともに、若若若若年年年年無無無無業者等の職業業者等の職業業者等の職業業者等の職業的自的自的自的自立を支援する地立を支援する地立を支援する地立を支援する地域若域若域若域若

者者者者サポサポサポサポーーーートステトステトステトステーーーーションションションションのののの設置設置設置設置、、、、運営運営運営運営を行を行を行を行う団体う団体う団体う団体の支援を行いました。また、の支援を行いました。また、の支援を行いました。また、の支援を行いました。また、就就就就職の職の職の職のマッマッマッマッ

チングチングチングチング支援と企業の支援と企業の支援と企業の支援と企業の求人求人求人求人活活活活動動動動の活の活の活の活性化性化性化性化をををを図図図図るたるたるたるためめめめ、、、、求人求人求人求人、、、、求求求求職等の職等の職等の職等の情情情情報を総報を総報を総報を総合的合的合的合的に集に集に集に集約約約約しししし

たたたたポポポポーーーータルサイトタルサイトタルサイトタルサイト、ジ、ジ、ジ、ジョブョブョブョブなななならｎｅｔらｎｅｔらｎｅｔらｎｅｔをををを整備整備整備整備いたしまして、平成２２年９月よりいたしまして、平成２２年９月よりいたしまして、平成２２年９月よりいたしまして、平成２２年９月より稼稼稼稼働して働して働して働して

おります。さおります。さおります。さおります。さららららに、県内企業に対しに、県内企業に対しに、県内企業に対しに、県内企業に対し求人求人求人求人開開開開拓拓拓拓を行い、新を行い、新を行い、新を行い、新卒学卒学卒学卒学生等に生等に生等に生等に情情情情報報報報提供提供提供提供をするとともをするとともをするとともをするととも

に、に、に、に、就就就就職職職職相談相談相談相談及び及び及び及び就就就就職職職職セセセセミミミミナナナナー等をー等をー等をー等を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。

１１４ページ、４の１１４ページ、４の１１４ページ、４の１１４ページ、４の在宅就在宅就在宅就在宅就労の促進では、労の促進では、労の促進では、労の促進では、ひひひひとりとりとりとり親家庭親家庭親家庭親家庭、、、、障害障害障害障害者等の者等の者等の者等の就就就就職職職職困難困難困難困難者に対し者に対し者に対し者に対し

ててててＩＴＩＴＩＴＩＴを活用したを活用したを活用したを活用した在宅就在宅就在宅就在宅就業を支援いたしました。業を支援いたしました。業を支援いたしました。業を支援いたしました。

５の５の５の５のシルバシルバシルバシルバーーーー人材センタ人材センタ人材センタ人材センターのーのーのーの育育育育成では、成では、成では、成では、高高高高年年年年齢齢齢齢者の者の者の者の就就就就業業業業機機機機会の会の会の会の拡拡拡拡大のた大のた大のた大のためめめめに奈良県に奈良県に奈良県に奈良県シルシルシルシル

ババババーーーー人材センタ人材センタ人材センタ人材センターーーー協協協協議会に対しまして議会に対しまして議会に対しまして議会に対しまして記載記載記載記載のとおりの補助を行ったとこのとおりの補助を行ったとこのとおりの補助を行ったとこのとおりの補助を行ったところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。

６の６の６の６の人材確保人材確保人材確保人材確保の支援といたしましては、正の支援といたしましては、正の支援といたしましては、正の支援といたしましては、正規規規規雇用を雇用を雇用を雇用を目指目指目指目指す４０歳す４０歳す４０歳す４０歳未満未満未満未満のののの非非非非正正正正規規規規労働者に労働者に労働者に労働者に

対しまして技術対しまして技術対しまして技術対しまして技術習得習得習得習得を支援するたを支援するたを支援するたを支援するため訪問介護講習め訪問介護講習め訪問介護講習め訪問介護講習、、、、通信通信通信通信・・・・通学講座通学講座通学講座通学講座をををを受講受講受講受講したしたしたした方方方方へへへへ受講料受講料受講料受講料

の一部を助成をいたしました。の一部を助成をいたしました。の一部を助成をいたしました。の一部を助成をいたしました。

７の職業７の職業７の職業７の職業相談相談相談相談、、、、情情情情報報報報提供提供提供提供等等等等就就就就職に関する総職に関する総職に関する総職に関する総合センタ合センタ合センタ合センターのーのーのーの運営運営運営運営では、雇用では、雇用では、雇用では、雇用就就就就業業業業機機機機会の創出会の創出会の創出会の創出

支援として、しごと支援として、しごと支援として、しごと支援として、しごとｉセンタｉセンタｉセンタｉセンターでーでーでーで就就就就職職職職相談相談相談相談、、、、情情情情報報報報提供提供提供提供及び及び及び及び就就就就職支援技術職支援技術職支援技術職支援技術講習講習講習講習をををを実施実施実施実施いたしいたしいたしいたし

ました。ました。ました。ました。

続きまして、産業振興費についてのご説明を続きまして、産業振興費についてのご説明を続きまして、産業振興費についてのご説明を続きまして、産業振興費についてのご説明を申申申申しししし上げ上げ上げ上げます。１４２ページ、活力ます。１４２ページ、活力ます。１４２ページ、活力ます。１４２ページ、活力あああある産る産る産る産

業づくりの１、奈良県産業業づくりの１、奈良県産業業づくりの１、奈良県産業業づくりの１、奈良県産業実態調実態調実態調実態調査では、県内企業の活査では、県内企業の活査では、県内企業の活査では、県内企業の活動実態や動実態や動実態や動実態や業業業業種種種種ごとのごとのごとのごとのニニニニーーーーズズズズ及び県及び県及び県及び県

の地の地の地の地域特性域特性域特性域特性をををを踏踏踏踏ままままええええ、、、、将来将来将来将来の地の地の地の地域域域域産業となる産業産業となる産業産業となる産業産業となる産業分野分野分野分野についてのについてのについてのについての調調調調査、査、査、査、検討検討検討検討を行っておりを行っておりを行っておりを行っており

ます。ます。ます。ます。

２の商工業の振興対策では、商工会等の補助事業といたしまして、商工会、商工会議２の商工業の振興対策では、商工会等の補助事業といたしまして、商工会、商工会議２の商工業の振興対策では、商工会等の補助事業といたしまして、商工会、商工会議２の商工業の振興対策では、商工会等の補助事業といたしまして、商工会、商工会議所所所所

及び商工会及び商工会及び商工会及び商工会連合連合連合連合会が行会が行会が行会が行う経営改善普う経営改善普う経営改善普う経営改善普及事業に対しまして助成をいたしました。また、中小及事業に対しまして助成をいたしました。また、中小及事業に対しまして助成をいたしました。また、中小及事業に対しまして助成をいたしました。また、中小

企業企業企業企業連携組織連携組織連携組織連携組織対策事業補助では、中小企業の対策事業補助では、中小企業の対策事業補助では、中小企業の対策事業補助では、中小企業の組織化組織化組織化組織化を促進し、事業を促進し、事業を促進し、事業を促進し、事業協同組合協同組合協同組合協同組合等を等を等を等を通じ通じ通じ通じた業た業た業た業

界界界界の振興をの振興をの振興をの振興を図図図図るたるたるたるためめめめの事業をの事業をの事業をの事業を実施実施実施実施している中小企業している中小企業している中小企業している中小企業団体団体団体団体中中中中央央央央会に対しまして助成をいたし会に対しまして助成をいたし会に対しまして助成をいたし会に対しまして助成をいたし

ました。また、県立ました。また、県立ました。また、県立ました。また、県立橿原公苑橿原公苑橿原公苑橿原公苑におきまして、１０月３０日かにおきまして、１０月３０日かにおきまして、１０月３０日かにおきまして、１０月３０日からららら３１日の２日３１日の２日３１日の２日３１日の２日間間間間ににににわわわわたり、たり、たり、たり、

商工まつり、技商工まつり、技商工まつり、技商工まつり、技能フェスティバル能フェスティバル能フェスティバル能フェスティバル及び及び及び及び食食食食と農（と農（と農（と農（みみみみのり）ののり）ののり）ののり）のフェスティバルフェスティバルフェスティバルフェスティバルを奈良まほを奈良まほを奈良まほを奈良まほろばろばろばろば

市として市として市として市として合同合同合同合同開開開開催催催催し、この開し、この開し、この開し、この開催経催経催経催経費に対しまして補助をいたしました。４万７，０００費に対しまして補助をいたしました。４万７，０００費に対しまして補助をいたしました。４万７，０００費に対しまして補助をいたしました。４万７，０００人人人人

のののの方々方々方々方々にごにごにごにご来場来場来場来場をいたをいたをいたをいただだだだいているとこいているとこいているとこいているところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。

１４３ページ、県内１４３ページ、県内１４３ページ、県内１４３ページ、県内消消消消費の費の費の費の拡拡拡拡大と雇用対策で、１の商業活大と雇用対策で、１の商業活大と雇用対策で、１の商業活大と雇用対策で、１の商業活動推動推動推動推進対策といたしましては、進対策といたしましては、進対策といたしましては、進対策といたしましては、

商商商商店街トライ店街トライ店街トライ店街トライアアアアルルルル事業、商事業、商事業、商事業、商店街店街店街店街農産農産農産農産物直売所モデル構築物直売所モデル構築物直売所モデル構築物直売所モデル構築事業といたしまして、県内商事業といたしまして、県内商事業といたしまして、県内商事業といたしまして、県内商店街店街店街店街
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に対し、次に対し、次に対し、次に対し、次世代世代世代世代をををを担う若担う若担う若担う若手手手手経営経営経営経営者が企者が企者が企者が企画画画画立立立立案案案案した活した活した活した活性化性化性化性化ププププラン実施やラン実施やラン実施やラン実施や商商商商店街店街店街店街のののの空空空空きききき店舗店舗店舗店舗等等等等

に農産に農産に農産に農産物物物物のののの直売所直売所直売所直売所をををを設置設置設置設置し、利し、利し、利し、利便性便性便性便性をををを図図図図るるるる取取取取りりりり組み組み組み組みに対しまして支援をいたしました。そに対しまして支援をいたしました。そに対しまして支援をいたしました。そに対しまして支援をいたしました。そ

のののの下下下下のののの高齢高齢高齢高齢者に者に者に者にややややさしいさしいさしいさしい宅配サ宅配サ宅配サ宅配サーーーービスビスビスビス事業は、事業は、事業は、事業は、外外外外出して出して出して出して買買買買いいいい物物物物をすることがをすることがをすることがをすることが困難困難困難困難なななな高齢高齢高齢高齢者者者者

に対しまして商品に対しまして商品に対しまして商品に対しまして商品購購購購入の入の入の入の代代代代行を行行を行行を行行を行う宅配システう宅配システう宅配システう宅配システムのムのムのムの構築構築構築構築を行いました。次に、平を行いました。次に、平を行いました。次に、平を行いました。次に、平城遷都城遷都城遷都城遷都１１１１

３００年３００年３００年３００年記念記念記念記念プレミアム商品券発行事業では、県プレミアム商品券発行事業では、県プレミアム商品券発行事業では、県プレミアム商品券発行事業では、県民民民民のののの消消消消費を費を費を費を喚起喚起喚起喚起し、県内し、県内し、県内し、県内消消消消費の費の費の費の拡拡拡拡大を大を大を大を図図図図

り、小り、小り、小り、小売サ売サ売サ売サーーーービスビスビスビスの活の活の活の活性化性化性化性化をををを図図図図ることといたしてることといたしてることといたしてることといたして取取取取りりりり組み組み組み組みました。ました。ました。ました。

次に、２の次に、２の次に、２の次に、２の運輸運輸運輸運輸業振興対策でございますが、業振興対策でございますが、業振興対策でございますが、業振興対策でございますが、営営営営業用業用業用業用バスバスバスバス及び及び及び及びトラックトラックトラックトラックのののの輸送輸送輸送輸送力の力の力の力の確保や確保や確保や確保や

輸送コスト輸送コスト輸送コスト輸送コストのののの上昇上昇上昇上昇をををを抑抑抑抑制するた制するた制するた制するためめめめに奈良県に奈良県に奈良県に奈良県バス協バス協バス協バス協会及び奈良県会及び奈良県会及び奈良県会及び奈良県トラック協トラック協トラック協トラック協会に対して助成会に対して助成会に対して助成会に対して助成

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。

１４４ページ、活力１４４ページ、活力１４４ページ、活力１４４ページ、活力あああある産業づくりでは、１の地る産業づくりでは、１の地る産業づくりでは、１の地る産業づくりでは、１の地場場場場産業の振興対策として産業の振興対策として産業の振興対策として産業の振興対策として御所御所御所御所市産業振市産業振市産業振市産業振

興興興興センタセンタセンタセンター事業費及びー事業費及びー事業費及びー事業費及び宇陀宇陀宇陀宇陀市市市市下水下水下水下水前前前前処処処処理理理理施設維持施設維持施設維持施設維持管理費として助成をいたしております。管理費として助成をいたしております。管理費として助成をいたしております。管理費として助成をいたしております。

ささささららららに、地に、地に、地に、地場場場場産業振興補助事業として、小産業振興補助事業として、小産業振興補助事業として、小産業振興補助事業として、小規模零細規模零細規模零細規模零細地地地地場場場場産業の振興を産業の振興を産業の振興を産業の振興を図図図図るたるたるたるためめめめに、それに、それに、それに、それぞぞぞぞ

れれれれ記載記載記載記載の事業に対して助成をいたしました。の事業に対して助成をいたしました。の事業に対して助成をいたしました。の事業に対して助成をいたしました。

２の奈良２の奈良２の奈良２の奈良経済経済経済経済発発発発展戦略展戦略展戦略展戦略のののの推推推推進では、進では、進では、進では、優秀優秀優秀優秀な技術をな技術をな技術をな技術を有有有有する企業に対しましてする企業に対しましてする企業に対しましてする企業に対しましてリリリリーーーーディングディングディングディング

カンカンカンカンパパパパニニニニー創ー創ー創ー創設設設設を支援するとともに、ものづくりを支援するとともに、ものづくりを支援するとともに、ものづくりを支援するとともに、ものづくり人材育人材育人材育人材育成・成・成・成・確保確保確保確保事業では、事業では、事業では、事業では、就就就就職活職活職活職活動動動動前の前の前の前の

学学学学生を対象に県内企業の生を対象に県内企業の生を対象に県内企業の生を対象に県内企業のＰＲＰＲＰＲＰＲやややや技術技術技術技術体体体体験験験験のののの機機機機会を会を会を会を設設設設け、企業のけ、企業のけ、企業のけ、企業の人材確保人材確保人材確保人材確保を支援いたしましを支援いたしましを支援いたしましを支援いたしまし

た。た。た。た。

１４５ページ、大１４５ページ、大１４５ページ、大１４５ページ、大都都都都市市市市圏販路圏販路圏販路圏販路支援事業では、県内支援事業では、県内支援事業では、県内支援事業では、県内製製製製造造造造販販販販売売売売業者の業者の業者の業者の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たるたるたるためめめめ、、、、

東京東京東京東京の奈良まほの奈良まほの奈良まほの奈良まほろばろばろばろば館館館館のののの展示展示展示展示会に出会に出会に出会に出展展展展し、し、し、し、首首首首都都都都圏圏圏圏バイバイバイバイヤヤヤヤーとのーとのーとのーとのマッチングマッチングマッチングマッチング会を開会を開会を開会を開催催催催いたしいたしいたしいたし

ました。また、ました。また、ました。また、ました。また、未就未就未就未就職者企業職者企業職者企業職者企業研修研修研修研修委託事業では、委託事業では、委託事業では、委託事業では、未就未就未就未就職者を職者を職者を職者を試験試験試験試験的的的的に雇用し、に雇用し、に雇用し、に雇用し、必必必必要要要要な技術な技術な技術な技術

やややや知知知知識識識識をををを習得習得習得習得するたするたするたするためめめめの職の職の職の職場場場場研修研修研修研修を県内企業に委託し、を県内企業に委託し、を県内企業に委託し、を県内企業に委託し、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。ＥＣＥＣＥＣＥＣココココーーーーディディディディ

ネネネネーーーータタタターーーー設置設置設置設置事業では、事業では、事業では、事業では、専門家専門家専門家専門家をををを配置配置配置配置しましてしましてしましてしまして電電電電子商子商子商子商取取取取引の引の引の引の導導導導入を支援いたしました。入を支援いたしました。入を支援いたしました。入を支援いたしました。

３の新しい産業の創出といたしましては、創業３の新しい産業の創出といたしましては、創業３の新しい産業の創出といたしましては、創業３の新しい産業の創出といたしましては、創業期期期期の事業者の立の事業者の立の事業者の立の事業者の立ちちちち上げ上げ上げ上げを支援するを支援するを支援するを支援するややややまとまとまとまと

創業創業創業創業インインインインキュベキュベキュベキュベーーーータ運営タ運営タ運営タ運営事業を事業を事業を事業を実施実施実施実施いたしております。いたしております。いたしております。いたしております。

４の４の４の４の科学科学科学科学技術の振興では、県技術の振興では、県技術の振興では、県技術の振興では、県庁庁庁庁力活用力活用力活用力活用リエゾリエゾリエゾリエゾンンンン事業といたしまして、中小企業支援事業といたしまして、中小企業支援事業といたしまして、中小企業支援事業といたしまして、中小企業支援センセンセンセン

タタタターとーとーとーと公設公設公設公設試験研究試験研究試験研究試験研究機機機機関が一関が一関が一関が一体体体体となって県内企業の技術となって県内企業の技術となって県内企業の技術となって県内企業の技術課課課課題題題題やややや新新新新製製製製品の開発、事業品の開発、事業品の開発、事業品の開発、事業化化化化、、、、販販販販

路路路路開開開開拓拓拓拓等に関する等に関する等に関する等に関するニニニニーーーーズズズズをををを収収収収集、集、集、集、分分分分析析析析いたしまして、新たな産業をいたしまして、新たな産業をいたしまして、新たな産業をいたしまして、新たな産業を育育育育てるたてるたてるたてるためめめめのののの仕仕仕仕組み組み組み組みをををを

構築構築構築構築、、、、運営運営運営運営するたするたするたするためコめコめコめコーーーーディディディディネネネネーーーータタタターのーのーのーの設置設置設置設置をををを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。

１４６ページ、２事業でございますが、１４６ページ、２事業でございますが、１４６ページ、２事業でございますが、１４６ページ、２事業でございますが、独独独独立行政立行政立行政立行政法法法法人科学人科学人科学人科学技術振興技術振興技術振興技術振興機構機構機構機構がががが各各各各都都都都道府道府道府道府県に県に県に県に

整備整備整備整備する産する産する産する産学学学学官共官共官共官共同同同同研究拠点研究拠点研究拠点研究拠点のののの受受受受け入れけ入れけ入れけ入れ準備準備準備準備を行い、またを行い、またを行い、またを行い、また同機構同機構同機構同機構が助成する地が助成する地が助成する地が助成する地域域域域結結結結集集集集研究研究研究研究
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開発プ開発プ開発プ開発プロロロログラグラグラグラムの成ムの成ムの成ムの成果果果果を利活用するを利活用するを利活用するを利活用する体体体体制の制の制の制の構築構築構築構築をいたしました。そのをいたしました。そのをいたしました。そのをいたしました。その下下下下の県の県の県の県有有有有特特特特許許許許等出等出等出等出

願・願・願・願・維持維持維持維持管理事業では、管理事業では、管理事業では、管理事業では、公設公設公設公設試験研究試験研究試験研究試験研究機機機機関の関の関の関の研究研究研究研究成成成成果果果果で活用がで活用がで活用がで活用が見込見込見込見込まれます発明等についまれます発明等についまれます発明等についまれます発明等につい

て出願、て出願、て出願、て出願、権権権権利利利利化化化化をををを図図図図りました。知りました。知りました。知りました。知的所的所的所的所有権有権有権有権活用促進事業では、発明活用促進事業では、発明活用促進事業では、発明活用促進事業では、発明協協協協会奈良県支部を知会奈良県支部を知会奈良県支部を知会奈良県支部を知的的的的

所所所所有権有権有権有権センタセンタセンタセンターといたしまして、知ーといたしまして、知ーといたしまして、知ーといたしまして、知的所的所的所的所有権有権有権有権に関するに関するに関するに関する施施施施策の一策の一策の一策の一元化元化元化元化をををを図図図図りました。りました。りました。りました。

１４７ページ、５の企業の１４７ページ、５の企業の１４７ページ、５の企業の１４７ページ、５の企業の経営経営経営経営力力力力強強強強化化化化対策では、中小企業支援対策では、中小企業支援対策では、中小企業支援対策では、中小企業支援センタセンタセンタセンターのーのーのーの実施実施実施実施するするするする窓窓窓窓口口口口

相談相談相談相談、、、、人材育人材育人材育人材育成等の成等の成等の成等の各各各各種種種種事業に助成を行い、産業支援の事業に助成を行い、産業支援の事業に助成を行い、産業支援の事業に助成を行い、産業支援のワワワワンストッンストッンストッンストッププププササササーーーービスビスビスビスのののの体体体体制の充制の充制の充制の充

実実実実にににに取取取取りりりり組み組み組み組みました。ました。ました。ました。

６の地６の地６の地６の地場場場場産業の振興対策といたしましては、産業の振興対策といたしましては、産業の振興対策といたしましては、産業の振興対策といたしましては、販販販販売売売売支援支援支援支援ココココーーーーディディディディネネネネーーーータタタターをーをーをーを設置設置設置設置し、し、し、し、販販販販売売売売

力の力の力の力の強強強強化化化化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。

１４８ページ、活力１４８ページ、活力１４８ページ、活力１４８ページ、活力あああある産業づくりでは、企業立地の促進といたしまして企業立地る産業づくりでは、企業立地の促進といたしまして企業立地る産業づくりでは、企業立地の促進といたしまして企業立地る産業づくりでは、企業立地の促進といたしまして企業立地コンコンコンコン

シェルシェルシェルシェルジジジジュュュュを中を中を中を中心心心心とした企業とした企業とした企業とした企業訪問や訪問や訪問や訪問や企業の立地企業の立地企業の立地企業の立地意意意意向向向向についてのアについてのアについてのアについてのアンンンンケケケケーーーート調ト調ト調ト調査を行い、立査を行い、立査を行い、立査を行い、立

地地地地意意意意向向向向ののののあああある企業に対し、る企業に対し、る企業に対し、る企業に対し、求め求め求め求めに応に応に応に応じじじじた用地た用地た用地た用地情情情情報の報の報の報の提供提供提供提供をををを初め初め初め初めとして立地手続のとして立地手続のとして立地手続のとして立地手続のワワワワンストンストンストンスト

ッッッッププププ相談相談相談相談窓窓窓窓口により積口により積口により積口により積極極極極的的的的に支援してきたとこに支援してきたとこに支援してきたとこに支援してきたところろろろでございます。そのでございます。そのでございます。そのでございます。その結結結結果果果果として、大として、大として、大として、大和郡和郡和郡和郡

山市に立地いたしました山市に立地いたしました山市に立地いたしました山市に立地いたしましたククククボボボボタタタタ松松松松下下下下電電電電工工工工外外外外装株式装株式装株式装株式会会会会社社社社、、、、昨昨昨昨年１０月には年１０月には年１０月には年１０月にはケケケケイイイイミミミミュュュューとーとーとーと社社社社名名名名

変更変更変更変更されましたが、これに対しまして中されましたが、これに対しまして中されましたが、これに対しまして中されましたが、これに対しまして中規模規模規模規模立地を対象とした企業活力集積促進補助金の立地を対象とした企業活力集積促進補助金の立地を対象とした企業活力集積促進補助金の立地を対象とした企業活力集積促進補助金の

雇用者雇用者雇用者雇用者加加加加算算算算分分分分の補助をの補助をの補助をの補助を実施実施実施実施いたしました。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、就就就就職職職職希望希望希望希望のののの高校高校高校高校生等を対象に県内企業の生等を対象に県内企業の生等を対象に県内企業の生等を対象に県内企業の

見学見学見学見学ななななどどどどを行を行を行を行うううう奈良の企業奈良の企業奈良の企業奈良の企業魅魅魅魅力力力力体体体体験ツ験ツ験ツ験ツアーアーアーアー実施実施実施実施事業も、今事業も、今事業も、今事業も、今回回回回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。

観観観観光振興といたしましては、光振興といたしましては、光振興といたしましては、光振興といたしましては、宿泊宿泊宿泊宿泊力の力の力の力の向上向上向上向上として県として県として県として県営営営営プープープープールルルル跡跡跡跡地を活用した良地を活用した良地を活用した良地を活用した良質質質質なななな宿泊宿泊宿泊宿泊

施設施設施設施設のののの誘致誘致誘致誘致活活活活動動動動をををを展展展展開するとともに、開するとともに、開するとともに、開するとともに、多様多様多様多様なななな宿泊宿泊宿泊宿泊施設施設施設施設を創出するたを創出するたを創出するたを創出するためめめめ制度融資を制度融資を制度融資を制度融資を初め初め初め初め、総、総、総、総

合的合的合的合的な支援事業にな支援事業にな支援事業にな支援事業に取取取取りりりり組み組み組み組みました。また、県内のました。また、県内のました。また、県内のました。また、県内の宿泊宿泊宿泊宿泊施設施設施設施設のおもてなしののおもてなしののおもてなしののおもてなしの向上向上向上向上をををを図図図図るたるたるたるためめめめ

に新に新に新に新規規規規雇用者を活用し、おもてなし雇用者を活用し、おもてなし雇用者を活用し、おもてなし雇用者を活用し、おもてなし向上モデル向上モデル向上モデル向上モデル事業を事業を事業を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。

１４９ページ、活力１４９ページ、活力１４９ページ、活力１４９ページ、活力あああある産業づくりの１の技術る産業づくりの１の技術る産業づくりの１の技術る産業づくりの１の技術指指指指導導導導のののの強強強強化化化化対策でございますが、県内中対策でございますが、県内中対策でございますが、県内中対策でございますが、県内中

小企業の技術力小企業の技術力小企業の技術力小企業の技術力強強強強化化化化のたのたのたのためめめめ、工業技術、工業技術、工業技術、工業技術センタセンタセンタセンターを中ーを中ーを中ーを中心心心心に中小企業の技術者に対する技術に中小企業の技術者に対する技術に中小企業の技術者に対する技術に中小企業の技術者に対する技術研研研研

修修修修、技術、技術、技術、技術指指指指導導導導をををを実施実施実施実施しております。また、ものづくりしております。また、ものづくりしております。また、ものづくりしております。また、ものづくり高高高高度度度度化化化化促進促進促進促進ＩＴ人材育ＩＴ人材育ＩＴ人材育ＩＴ人材育成事業におき成事業におき成事業におき成事業におき

ましては、ましては、ましては、ましては、情情情情報技術を利活用した中小企業の生産工程の報技術を利活用した中小企業の生産工程の報技術を利活用した中小企業の生産工程の報技術を利活用した中小企業の生産工程の改善改善改善改善を行を行を行を行ううううたたたためめめめの技術の技術の技術の技術指指指指導導導導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。

２の技術開発の２の技術開発の２の技術開発の２の技術開発の推推推推進対策では、進対策では、進対策では、進対策では、受受受受託託託託共共共共同同同同研究研究研究研究推推推推進事業におきまして県内企業と進事業におきまして県内企業と進事業におきまして県内企業と進事業におきまして県内企業と共共共共同同同同研究研究研究研究

契契契契約約約約をををを締結締結締結締結し、工業技術し、工業技術し、工業技術し、工業技術センタセンタセンタセンターにーにーにーに蓄蓄蓄蓄積している技術積している技術積している技術積している技術ニニニニーーーーズズズズを活用した事業を活用した事業を活用した事業を活用した事業化化化化研究研究研究研究等を等を等を等を実実実実

施施施施するとともに、そのするとともに、そのするとともに、そのするとともに、その下下下下の事業では、の事業では、の事業では、の事業では、同センタ同センタ同センタ同センターにーにーにーに研究研究研究研究開発に開発に開発に開発に取取取取りりりり組組組組むむむむ中小企業の技術者中小企業の技術者中小企業の技術者中小企業の技術者

をををを受受受受け入れて企業のけ入れて企業のけ入れて企業のけ入れて企業の研究研究研究研究開発を支援いたしました。開発を支援いたしました。開発を支援いたしました。開発を支援いたしました。
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１５０ページ、３の制度融資につきましては、県内の１５０ページ、３の制度融資につきましては、県内の１５０ページ、３の制度融資につきましては、県内の１５０ページ、３の制度融資につきましては、県内の厳厳厳厳しいしいしいしい経済経済経済経済状況状況状況状況に対応するたに対応するたに対応するたに対応するためめめめ、、、、

限限限限度額度額度額度額やややや融資利融資利融資利融資利率率率率、、、、保保保保証率証率証率証率がががが有有有有利な緊急利な緊急利な緊急利な緊急特別特別特別特別対策資金の利用促進に対策資金の利用促進に対策資金の利用促進に対策資金の利用促進に努め努め努め努めております。そのております。そのております。そのております。その

結結結結果果果果、緊急、緊急、緊急、緊急特別特別特別特別対策資金の融資対策資金の融資対策資金の融資対策資金の融資実実実実績績績績といたしましては、１，４４０といたしましては、１，４４０といたしましては、１，４４０といたしましては、１，４４０件件件件、１９０億６，８０、１９０億６，８０、１９０億６，８０、１９０億６，８０

０万円となったとこ０万円となったとこ０万円となったとこ０万円となったところろろろでございます。また、立地企業の促進でございます。また、立地企業の促進でございます。また、立地企業の促進でございます。また、立地企業の促進やややや奈良の奈良の奈良の奈良の宿泊宿泊宿泊宿泊施設施設施設施設事業に進出事業に進出事業に進出事業に進出

するものするものするものするものやややや、事業、事業、事業、事業規模拡規模拡規模拡規模拡大するた大するた大するた大するためめめめの資金制度の新の資金制度の新の資金制度の新の資金制度の新設設設設を行を行を行を行ううううななななどどどど、中小企業者の金融円、中小企業者の金融円、中小企業者の金融円、中小企業者の金融円滑滑滑滑

化化化化とともに企業とともに企業とともに企業とともに企業誘致誘致誘致誘致ややややおもてなし産業をおもてなし産業をおもてなし産業をおもてなし産業を強強強強化化化化する金融支援を行ったとこする金融支援を行ったとこする金融支援を行ったとこする金融支援を行ったところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。

詳詳詳詳細細細細につきましては、１５０ページかにつきましては、１５０ページかにつきましては、１５０ページかにつきましては、１５０ページからららら１５１ページに１５１ページに１５１ページに１５１ページに記載記載記載記載のとおりでございます。のとおりでございます。のとおりでございます。のとおりでございます。省略省略省略省略

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

続きまして、１５２ページ、４の続きまして、１５２ページ、４の続きまして、１５２ページ、４の続きまして、１５２ページ、４の保保保保証証証証料料料料補給につきましては、中小企業者等の補給につきましては、中小企業者等の補給につきましては、中小企業者等の補給につきましては、中小企業者等の負負負負担担担担軽軽軽軽減減減減

のたのたのたのためめめめ、さきの利子補給とともに奈良県、さきの利子補給とともに奈良県、さきの利子補給とともに奈良県、さきの利子補給とともに奈良県信信信信用用用用保保保保証証証証協協協協会に対し、支会に対し、支会に対し、支会に対し、支払う払う払う払うべべべべきききき保保保保証証証証料料料料の一部をの一部をの一部をの一部を

記載記載記載記載のとおり補助いたしました。のとおり補助いたしました。のとおり補助いたしました。のとおり補助いたしました。

５の５の５の５の信信信信用用用用保保保保証証証証のののの拡拡拡拡充といたしましては、充といたしましては、充といたしましては、充といたしましては、信信信信用用用用保保保保証証証証協協協協会の会の会の会の損失損失損失損失補補補補償償償償について、新について、新について、新について、新規規規規開業開業開業開業やややや

再再再再生支援な生支援な生支援な生支援などどどどののののリリリリスクスクスクスクのののの高高高高い制度融資につきまして、県がい制度融資につきまして、県がい制度融資につきまして、県がい制度融資につきまして、県が損失損失損失損失補補補補償契償契償契償契約約約約をすることによりをすることによりをすることによりをすることにより

信信信信用用用用保保保保証証証証をつけをつけをつけをつけややややすくしておりますが、このすくしておりますが、このすくしておりますが、このすくしておりますが、このううううちちちち代代代代理理理理弁弁弁弁済済済済にににに至至至至ったったったった案案案案件件件件につきまして、につきまして、につきまして、につきまして、信信信信

用用用用保保保保証証証証協協協協会に会に会に会に損失損失損失損失補補補補償償償償を行ったものでございます。を行ったものでございます。を行ったものでございます。を行ったものでございます。

６の６の６の６の特別特別特別特別広広広広域高域高域高域高度度度度化化化化事業では、事業では、事業では、事業では、経経経経年年年年ガガガガスススス管の入れか管の入れか管の入れか管の入れかええええ事業を行事業を行事業を行事業を行うううう近畿ガ近畿ガ近畿ガ近畿ガスススス事業事業事業事業協同組合協同組合協同組合協同組合

に対しましてに対しましてに対しましてに対しまして記載記載記載記載のとおりのとおりのとおりのとおり貸貸貸貸しししし付付付付けをけをけをけを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。

続きまして、奈良県中小企業振興資金続きまして、奈良県中小企業振興資金続きまして、奈良県中小企業振興資金続きまして、奈良県中小企業振興資金貸付貸付貸付貸付金金金金特別特別特別特別会計のご説明をいたします。２０９ペ会計のご説明をいたします。２０９ペ会計のご説明をいたします。２０９ペ会計のご説明をいたします。２０９ペ

ージをお願いいたします。奈良県中小企業振興資金ージをお願いいたします。奈良県中小企業振興資金ージをお願いいたします。奈良県中小企業振興資金ージをお願いいたします。奈良県中小企業振興資金貸付貸付貸付貸付金金金金特別特別特別特別会計でございます。小会計でございます。小会計でございます。小会計でございます。小規模規模規模規模

企業者等の企業者等の企業者等の企業者等の設備設備設備設備投投投投資資金といたしまして、資資金といたしまして、資資金といたしまして、資資金といたしまして、設備設備設備設備資金資金資金資金貸付貸付貸付貸付事業及び事業及び事業及び事業及び設備設備設備設備対応事業を行います対応事業を行います対応事業を行います対応事業を行います

奈良県中小企業支援奈良県中小企業支援奈良県中小企業支援奈良県中小企業支援センタセンタセンタセンターに対しましてーに対しましてーに対しましてーに対しまして記載記載記載記載のとおりのとおりのとおりのとおり必必必必要要要要となる資金のとなる資金のとなる資金のとなる資金の貸貸貸貸しししし付付付付けをけをけをけを実施実施実施実施

したものでございます。したものでございます。したものでございます。したものでございます。

以以以以上上上上で、産業・雇用振興部の平成２２年度決算及び主で、産業・雇用振興部の平成２２年度決算及び主で、産業・雇用振興部の平成２２年度決算及び主で、産業・雇用振興部の平成２２年度決算及び主要施要施要施要施策の策の策の策の概概概概要要要要の説明をの説明をの説明をの説明を終終終終わらわらわらわらせてせてせてせて

いたいたいたいただだだだきます。ご審議のほきます。ご審議のほきます。ご審議のほきます。ご審議のほどどどど、よ、よ、よ、よろろろろしくお願いしくお願いしくお願いしくお願い申申申申しししし上げ上げ上げ上げます。ます。ます。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、引き続きまして、農林部関係の歳入歳出決算につきまして、それでは、引き続きまして、農林部関係の歳入歳出決算につきまして、それでは、引き続きまして、農林部関係の歳入歳出決算につきまして、それでは、引き続きまして、農林部関係の歳入歳出決算につきまして、

ご説明ご説明ご説明ご説明申申申申しししし上げ上げ上げ上げます。ます。ます。ます。

「平成２２年度奈良県歳入歳出決算報告書」の６ページ、一「平成２２年度奈良県歳入歳出決算報告書」の６ページ、一「平成２２年度奈良県歳入歳出決算報告書」の６ページ、一「平成２２年度奈良県歳入歳出決算報告書」の６ページ、一般般般般会計についてご説明会計についてご説明会計についてご説明会計についてご説明申申申申しししし

上げ上げ上げ上げます。第８款農林ます。第８款農林ます。第８款農林ます。第８款農林水水水水産業費についてでございますが、翌年度繰越額１８億２，１５７産業費についてでございますが、翌年度繰越額１８億２，１５７産業費についてでございますが、翌年度繰越額１８億２，１５７産業費についてでございますが、翌年度繰越額１８億２，１５７

万８，０００円、不用額８億１，６５０万２，０００円となってございます。万８，０００円、不用額８億１，６５０万２，０００円となってございます。万８，０００円、不用額８億１，６５０万２，０００円となってございます。万８，０００円、不用額８億１，６５０万２，０００円となってございます。

項項項項別別別別にご説明いたします。まず、第１項農業費でございます。翌年度への繰越しはござにご説明いたします。まず、第１項農業費でございます。翌年度への繰越しはござにご説明いたします。まず、第１項農業費でございます。翌年度への繰越しはござにご説明いたします。まず、第１項農業費でございます。翌年度への繰越しはござ
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いません。不用額３億４，４１３万円の主なものは、職員の新いません。不用額３億４，４１３万円の主なものは、職員の新いません。不用額３億４，４１３万円の主なものは、職員の新いません。不用額３億４，４１３万円の主なものは、職員の新陳陳陳陳代代代代謝謝謝謝に伴に伴に伴に伴う人う人う人う人件件件件費の減、費の減、費の減、費の減、

中中中中央央央央卸卸卸卸売売売売市市市市場特別場特別場特別場特別会計及び農業会計及び農業会計及び農業会計及び農業改改改改良資金良資金良資金良資金貸付貸付貸付貸付金金金金特別特別特別特別会計への繰出金の減、及び農業総会計への繰出金の減、及び農業総会計への繰出金の減、及び農業総会計への繰出金の減、及び農業総合セ合セ合セ合セ

ンタンタンタンターにおける産ーにおける産ーにおける産ーにおける産学学学学官官官官連携連携連携連携研究研究研究研究事業事業事業事業採択採択採択採択の減なの減なの減なの減などどどどによるものでございます。によるものでございます。によるものでございます。によるものでございます。

次に、第２項次に、第２項次に、第２項次に、第２項畜畜畜畜産業費で産業費で産業費で産業費でああああります。翌年度繰越額の９，６６８万５，０００円につきまります。翌年度繰越額の９，６６８万５，０００円につきまります。翌年度繰越額の９，６６８万５，０００円につきまります。翌年度繰越額の９，６６８万５，０００円につきま

しては、緊急総しては、緊急総しては、緊急総しては、緊急総合経済合経済合経済合経済対策に係ります国の補正予算２月対策に係ります国の補正予算２月対策に係ります国の補正予算２月対策に係ります国の補正予算２月分分分分に伴に伴に伴に伴ううううものでございます。不用ものでございます。不用ものでございます。不用ものでございます。不用

額２，６４８万４，０００円の主なものは、額２，６４８万４，０００円の主なものは、額２，６４８万４，０００円の主なものは、額２，６４８万４，０００円の主なものは、肉畜肉畜肉畜肉畜出出出出荷荷荷荷対策事業等におきます出対策事業等におきます出対策事業等におきます出対策事業等におきます出荷頭荷頭荷頭荷頭数の減数の減数の減数の減

等によるものでございます。等によるものでございます。等によるものでございます。等によるものでございます。

次に、第３項農地費で次に、第３項農地費で次に、第３項農地費で次に、第３項農地費でああああります。翌年度繰越額９億２，２１１万９，０００円につきまります。翌年度繰越額９億２，２１１万９，０００円につきまります。翌年度繰越額９億２，２１１万９，０００円につきまります。翌年度繰越額９億２，２１１万９，０００円につきま

しては、奈良しては、奈良しては、奈良しては、奈良東東東東部広部広部広部広域域域域農農農農道道道道整備整備整備整備事業、それか事業、それか事業、それか事業、それからららら県県県県営営営営圃圃圃圃場整備場整備場整備場整備事業な事業な事業な事業などどどどにおきまして国の補におきまして国の補におきまして国の補におきまして国の補

正予算への対応、それか正予算への対応、それか正予算への対応、それか正予算への対応、それからららら関係関係関係関係機機機機関関関関やややや地地地地元元元元とのとのとのとの調整調整調整調整、、、、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等に不査等に不査等に不査等に不測測測測の日数をの日数をの日数をの日数を要要要要

したことなしたことなしたことなしたことなどどどどによるものでございます。また、不用額１億４，７０７万６，０００円の主によるものでございます。また、不用額１億４，７０７万６，０００円の主によるものでございます。また、不用額１億４，７０７万６，０００円の主によるものでございます。また、不用額１億４，７０７万６，０００円の主

なものは、なものは、なものは、なものは、土土土土地地地地改改改改良事業におきます入良事業におきます入良事業におきます入良事業におきます入札札札札差差差差金による市町村事業の減少な金による市町村事業の減少な金による市町村事業の減少な金による市町村事業の減少などどどどによるものでごによるものでごによるものでごによるものでご

ざいます。ざいます。ざいます。ざいます。

続いて、第４項林業費で続いて、第４項林業費で続いて、第４項林業費で続いて、第４項林業費でああああります。翌年度繰越額が８億２７７万４，０００円になってります。翌年度繰越額が８億２７７万４，０００円になってります。翌年度繰越額が８億２７７万４，０００円になってります。翌年度繰越額が８億２７７万４，０００円になって

ございますが、ございますが、ございますが、ございますが、緑緑緑緑の産業の産業の産業の産業再再再再生プ生プ生プ生プロロロロジジジジェクトェクトェクトェクト事業、それか事業、それか事業、それか事業、それからららら林林林林道道道道整備整備整備整備事業、事業、事業、事業、治治治治山事業な山事業な山事業な山事業などどどどでででで

国の補正予算への対応をしたこと、それか国の補正予算への対応をしたこと、それか国の補正予算への対応をしたこと、それか国の補正予算への対応をしたこと、それからららら事業事業事業事業実施実施実施実施主主主主体体体体のおくれ、関係のおくれ、関係のおくれ、関係のおくれ、関係機機機機関との関との関との関との調整調整調整調整、、、、

工工工工法法法法検討検討検討検討に不に不に不に不測測測測の日数をの日数をの日数をの日数を要要要要したことなしたことなしたことなしたことなどどどどによるものでございます。また、不用額２億９，によるものでございます。また、不用額２億９，によるものでございます。また、不用額２億９，によるものでございます。また、不用額２億９，

４４０万４，０００円の主なものは、４４０万４，０００円の主なものは、４４０万４，０００円の主なものは、４４０万４，０００円の主なものは、森森森森林林林林環境環境環境環境保保保保全全全全緊急緊急緊急緊急間間間間伐伐伐伐事業な事業な事業な事業などどどどにおきます入におきます入におきます入におきます入札札札札差差差差金金金金

による事業費の減、また林業金融対策におきますによる事業費の減、また林業金融対策におきますによる事業費の減、また林業金融対策におきますによる事業費の減、また林業金融対策におきます貸付貸付貸付貸付金の金の金の金の要要要要望望望望減によるものでございます。減によるものでございます。減によるものでございます。減によるものでございます。

８ページ、第１３款８ページ、第１３款８ページ、第１３款８ページ、第１３款災災災災害害害害復旧復旧復旧復旧費でございます。第１項農林費でございます。第１項農林費でございます。第１項農林費でございます。第１項農林水水水水産産産産施設施設施設施設災災災災害害害害復旧復旧復旧復旧費でござい費でござい費でござい費でござい

ます。翌年度繰越額３３５万８，０００円となってございますが、これは農地・農業用ます。翌年度繰越額３３５万８，０００円となってございますが、これは農地・農業用ます。翌年度繰越額３３５万８，０００円となってございますが、これは農地・農業用ます。翌年度繰越額３３５万８，０００円となってございますが、これは農地・農業用施施施施

設設設設災災災災害害害害復旧復旧復旧復旧事業におきます事業事業におきます事業事業におきます事業事業におきます事業実施実施実施実施主主主主体体体体のおくれによるものでございます。また、不用額のおくれによるものでございます。また、不用額のおくれによるものでございます。また、不用額のおくれによるものでございます。また、不用額

２億６６９万９，０００円の主なものは、農地、農業用２億６６９万９，０００円の主なものは、農地、農業用２億６６９万９，０００円の主なものは、農地、農業用２億６６９万９，０００円の主なものは、農地、農業用施設施設施設施設、林、林、林、林道道道道及び林地及び林地及び林地及び林地荒廃荒廃荒廃荒廃施設施設施設施設ともともともとも

災災災災害害害害の発生が少なかったことによるものでございます。の発生が少なかったことによるものでございます。の発生が少なかったことによるものでございます。の発生が少なかったことによるものでございます。

次に、次に、次に、次に、特別特別特別特別会計についてご説明会計についてご説明会計についてご説明会計についてご説明申申申申しししし上げ上げ上げ上げます。１８ページ、奈良県農業ます。１８ページ、奈良県農業ます。１８ページ、奈良県農業ます。１８ページ、奈良県農業改改改改良資金良資金良資金良資金貸付貸付貸付貸付金金金金

特別特別特別特別会計でございます。まず、歳入ですが、第２款繰越金について、予算会計でございます。まず、歳入ですが、第２款繰越金について、予算会計でございます。まず、歳入ですが、第２款繰越金について、予算会計でございます。まず、歳入ですが、第２款繰越金について、予算現現現現額より額より額より額より収収収収入入入入済済済済

みみみみ額が額が額が額が増加増加増加増加しておりますのは、前年度しておりますのは、前年度しておりますのは、前年度しておりますのは、前年度剰余剰余剰余剰余金の金の金の金の増増増増によるものでございます。第３款によるものでございます。第３款によるものでございます。第３款によるものでございます。第３款諸収諸収諸収諸収入、入、入、入、

第２項第２項第２項第２項貸付貸付貸付貸付金金金金元元元元利利利利収収収収入におきまして、入におきまして、入におきまして、入におきまして、収収収収入入入入未済未済未済未済額５，７７７万４，０００円は、額５，７７７万４，０００円は、額５，７７７万４，０００円は、額５，７７７万４，０００円は、借借借借りりりり受受受受けけけけ

者の者の者の者の経営経営経営経営悪悪悪悪化化化化によるものでによるものでによるものでによるものであああありますが、今りますが、今りますが、今りますが、今後後後後も引き続きも引き続きも引き続きも引き続き収収収収入の入の入の入の確保確保確保確保にににに努め努め努め努めてまいります。てまいります。てまいります。てまいります。

第４款県第４款県第４款県第４款県債債債債につきまして、繰越金につきまして、繰越金につきまして、繰越金につきまして、繰越金増増増増ななななどどどどによる県による県による県による県債債債債を発行しなかったことによるものでごを発行しなかったことによるものでごを発行しなかったことによるものでごを発行しなかったことによるものでご



---- 9999 ----

ざいます。ざいます。ざいます。ざいます。

２６ページ、奈良県林業２６ページ、奈良県林業２６ページ、奈良県林業２６ページ、奈良県林業改善改善改善改善資金資金資金資金貸付貸付貸付貸付金金金金特別特別特別特別会計でございます。まず、歳入ですが、第会計でございます。まず、歳入ですが、第会計でございます。まず、歳入ですが、第会計でございます。まず、歳入ですが、第

２款繰越金の２款繰越金の２款繰越金の２款繰越金のううううちちちち、予算、予算、予算、予算現現現現額より額より額より額より収収収収入入入入済み済み済み済み額が額が額が額が増加増加増加増加しております理しております理しております理しております理由由由由は、前年度は、前年度は、前年度は、前年度剰余剰余剰余剰余金の金の金の金の

増増増増によるものでによるものでによるものでによるものでああああります。また、第３款ります。また、第３款ります。また、第３款ります。また、第３款諸収諸収諸収諸収入、第２項入、第２項入、第２項入、第２項貸付貸付貸付貸付金金金金元元元元利利利利収収収収入の入の入の入の収収収収入入入入未済未済未済未済額１，額１，額１，額１，

６５４万３，０００円は、６５４万３，０００円は、６５４万３，０００円は、６５４万３，０００円は、借借借借りりりり受受受受け者のけ者のけ者のけ者の経営経営経営経営状況状況状況状況のののの悪悪悪悪化化化化によるものでございますが、今によるものでございますが、今によるものでございますが、今によるものでございますが、今後後後後

ともともともとも収収収収入の入の入の入の確保確保確保確保にににに努め努め努め努めてまいります。てまいります。てまいります。てまいります。

２７ページ、歳出ですが、第１款農林２７ページ、歳出ですが、第１款農林２７ページ、歳出ですが、第１款農林２７ページ、歳出ですが、第１款農林水水水水産業費、第１項林業産業費、第１項林業産業費、第１項林業産業費、第１項林業改善改善改善改善資金資金資金資金貸付貸付貸付貸付事業費の不用事業費の不用事業費の不用事業費の不用

額１億２，２８９万２，０００円は、資金額１億２，２８９万２，０００円は、資金額１億２，２８９万２，０００円は、資金額１億２，２８９万２，０００円は、資金需需需需要要要要の減によるものでございます。の減によるものでございます。の減によるものでございます。の減によるものでございます。

２８ページ、奈良県中２８ページ、奈良県中２８ページ、奈良県中２８ページ、奈良県中央央央央卸卸卸卸売売売売市市市市場場場場事業費事業費事業費事業費特別特別特別特別会計でございます。まず、歳入ですが、第会計でございます。まず、歳入ですが、第会計でございます。まず、歳入ですが、第会計でございます。まず、歳入ですが、第

１款１款１款１款使使使使用用用用料料料料及び手数及び手数及び手数及び手数料料料料におきまして、不におきまして、不におきまして、不におきまして、不納欠損納欠損納欠損納欠損額が６６８万１，０００円生額が６６８万１，０００円生額が６６８万１，０００円生額が６６８万１，０００円生じじじじてございまてございまてございまてございま

す。これはす。これはす。これはす。これは時時時時効効効効期間期間期間期間がががが経経経経過過過過したものによるものでございます。また、第１款したものによるものでございます。また、第１款したものによるものでございます。また、第１款したものによるものでございます。また、第１款使使使使用用用用料料料料及び手及び手及び手及び手

数数数数料料料料、及び第４款、及び第４款、及び第４款、及び第４款諸収諸収諸収諸収入につきまして、入につきまして、入につきまして、入につきまして、収収収収入入入入未済や未済や未済や未済や使使使使用用用用料料料料及び手数及び手数及び手数及び手数料料料料で２，９９４万１，で２，９９４万１，で２，９９４万１，で２，９９４万１，

０００円、０００円、０００円、０００円、諸収諸収諸収諸収入で１，１００万５，０００円生入で１，１００万５，０００円生入で１，１００万５，０００円生入で１，１００万５，０００円生じじじじてございます。これてございます。これてございます。これてございます。これららららは市は市は市は市場場場場のののの施設施設施設施設使使使使

用用用用料料料料及び及び及び及び電気使電気使電気使電気使用用用用料料料料ななななどどどどで、で、で、で、空空空空きききき店舗施設店舗施設店舗施設店舗施設のののの返還返還返還返還等による減等による減等による減等による減収収収収、市、市、市、市場場場場内業者の内業者の内業者の内業者の経営経営経営経営状況状況状況状況等等等等

のののの悪悪悪悪化化化化等により等により等により等により納納納納付付付付がががが遅遅遅遅延延延延しているものでございます。なお、そのしているものでございます。なお、そのしているものでございます。なお、そのしているものでございます。なお、そのううううちちちち９月９月９月９月末現末現末現末現在在在在で１８で１８で１８で１８

８万円８万円８万円８万円余余余余がががが納納納納付付付付されておりますが、引き続きされておりますが、引き続きされておりますが、引き続きされておりますが、引き続き債権回債権回債権回債権回収収収収にににに努め努め努め努めてまいります。てまいります。てまいります。てまいります。

２９ページ、歳出ですが、第１款農林２９ページ、歳出ですが、第１款農林２９ページ、歳出ですが、第１款農林２９ページ、歳出ですが、第１款農林水水水水産業費、第１項中産業費、第１項中産業費、第１項中産業費、第１項中央央央央卸卸卸卸売売売売市市市市場場場場事業費でございま事業費でございま事業費でございま事業費でございま

すが、不用額７，７００万円はすが、不用額７，７００万円はすが、不用額７，７００万円はすが、不用額７，７００万円は諸経諸経諸経諸経費の費の費の費の節節節節減によるものでございます。平成２２年度にお減によるものでございます。平成２２年度にお減によるものでございます。平成２２年度にお減によるものでございます。平成２２年度にお

きましては、歳出きましては、歳出きましては、歳出きましては、歳出抑抑抑抑制と歳入制と歳入制と歳入制と歳入確保確保確保確保にににに努め努め努め努めたたたた結結結結果果果果、歳入が１０億２，６７２万９，０００円、、歳入が１０億２，６７２万９，０００円、、歳入が１０億２，６７２万９，０００円、、歳入が１０億２，６７２万９，０００円、

歳出が９億７，１４９万９，０００円となってございます。歳出が９億７，１４９万９，０００円となってございます。歳出が９億７，１４９万９，０００円となってございます。歳出が９億７，１４９万９，０００円となってございます。

続きまして続きまして続きまして続きまして、、、、「主「主「主「主要施要施要施要施策の成策の成策の成策の成果果果果に関する報告書」の１１６ページ、農林に関する報告書」の１１６ページ、農林に関する報告書」の１１６ページ、農林に関する報告書」の１１６ページ、農林水水水水産業費の主な産業費の主な産業費の主な産業費の主な

ものをご説明ものをご説明ものをご説明ものをご説明申申申申しししし上げ上げ上げ上げます。１１６ページ、１、農村地ます。１１６ページ、１、農村地ます。１１６ページ、１、農村地ます。１１６ページ、１、農村地域域域域の活の活の活の活性化性化性化性化等でございますが、県等でございますが、県等でございますが、県等でございますが、県

産農林産農林産農林産農林水水水水産産産産物や物や物や物や加加加加工品な工品な工品な工品などどどどのののの消消消消費費費費拡拡拡拡大を大を大を大を図図図図るたるたるたるためめめめ、県立、県立、県立、県立橿原公苑橿原公苑橿原公苑橿原公苑内でな内でな内でな内でなら食ら食ら食ら食と農（と農（と農（と農（みみみみのののの

り）のり）のり）のり）のフェスティバルフェスティバルフェスティバルフェスティバルを商工まつり、技を商工まつり、技を商工まつり、技を商工まつり、技能フェスティバル能フェスティバル能フェスティバル能フェスティバルとととと同時同時同時同時開開開開催催催催し、４万７，０００し、４万７，０００し、４万７，０００し、４万７，０００

人人人人余余余余りのりのりのりの方々方々方々方々にごにごにごにご来場来場来場来場いたいたいたいただだだだきました。きました。きました。きました。

１１７ページ、３の１１７ページ、３の１１７ページ、３の１１７ページ、３のママママーーーーケケケケティングティングティングティング戦略戦略戦略戦略のののの実実実実行で行で行で行でああああります。農産ります。農産ります。農産ります。農産物直売所物直売所物直売所物直売所支援事業では、支援事業では、支援事業では、支援事業では、

県と県と県と県と協協協協定の定の定の定の締結締結締結締結をいたしました２９をいたしました２９をいたしました２９をいたしました２９カ所カ所カ所カ所の農産の農産の農産の農産物直売所物直売所物直売所物直売所、地の、地の、地の、地の味土味土味土味土のののの香香香香ののののブランブランブランブランドドドド化化化化をををを図図図図

るとともに、農産るとともに、農産るとともに、農産るとともに、農産物直売所物直売所物直売所物直売所全全全全体体体体のレのレのレのレベベベベルルルルアアアアッッッップのプのプのプの推推推推進をいたしました。奈良進をいたしました。奈良進をいたしました。奈良進をいたしました。奈良フフフフーーーードドドドフェスフェスフェスフェス

ティバルティバルティバルティバル開開開開催催催催事業では、奈良の事業では、奈良の事業では、奈良の事業では、奈良の食食食食のののの魅魅魅魅力を力を力を力を高め高め高め高め、広く発、広く発、広く発、広く発信信信信するたするたするたするためめめめ、平、平、平、平城遷都城遷都城遷都城遷都１３００年１３００年１３００年１３００年

祭祭祭祭ににににあわあわあわあわせましてせましてせましてせまして春春春春には平には平には平には平城城城城宮跡宮跡宮跡宮跡で、で、で、で、秋秋秋秋には奈良には奈良には奈良には奈良公公公公園園園園におきまして開におきまして開におきまして開におきまして開催催催催をいたしました。をいたしました。をいたしました。をいたしました。



---- 11110000 ----

１１８ページ、奈良１１８ページ、奈良１１８ページ、奈良１１８ページ、奈良カフェイカフェイカフェイカフェイベベベベントントントント展展展展開事業でございます。開事業でございます。開事業でございます。開事業でございます。食食食食を中を中を中を中心心心心とした奈良のとした奈良のとした奈良のとした奈良の魅魅魅魅力力力力

を発を発を発を発信信信信するたするたするたするためめめめ、県産農産、県産農産、県産農産、県産農産物物物物を活用したを活用したを活用したを活用した特別特別特別特別メメメメニニニニュュュューのーのーのーの提供提供提供提供ななななどどどど、、、、東京東京東京東京、博、博、博、博多多多多におきましにおきましにおきましにおきまし

ててててイイイイベベベベントントントントを開を開を開を開催催催催いたしました。続きまして、おいしい奈良産地産地いたしました。続きまして、おいしい奈良産地産地いたしました。続きまして、おいしい奈良産地産地いたしました。続きまして、おいしい奈良産地産地消推消推消推消推進事業では、な進事業では、な進事業では、な進事業では、な

らららら産産産産彩彩彩彩ののののネネネネーミーミーミーミングングングングででででシンシンシンシンボボボボルマルマルマルマーーーーククククをををを作作作作成し、成し、成し、成し、店店店店内内内内量販量販量販量販店店店店ななななどどどどの地産地の地産地の地産地の地産地消協消協消協消協力力力力店店店店５４５４５４５４店店店店

舗舗舗舗におきましてにおきましてにおきましてにおきましてキャキャキャキャンンンンペーペーペーペーンンンンをををを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。

４の農業金融資金の４の農業金融資金の４の農業金融資金の４の農業金融資金の貸貸貸貸しししし付付付付けでは、農業けでは、農業けでは、農業けでは、農業経営経営経営経営のののの近近近近代化代化代化代化及び及び及び及び改善改善改善改善をををを図図図図るたるたるたるためめめめ、農業、農業、農業、農業近近近近代化代化代化代化

資金な資金な資金な資金などどどどのののの貸付貸付貸付貸付利子に対しまして助成をいたしました。利子に対しまして助成をいたしました。利子に対しまして助成をいたしました。利子に対しまして助成をいたしました。

１１９ページ、６の１１９ページ、６の１１９ページ、６の１１９ページ、６の特特特特産品の生産振興でございます。産品の生産振興でございます。産品の生産振興でございます。産品の生産振興でございます。特特特特産産産産物物物物販販販販売売売売開開開開拓拓拓拓事業では、事業では、事業では、事業では、柿柿柿柿ののののタタタタ

イイイイへのへのへのへの輸輸輸輸出な出な出な出などどどどのののの販路販路販路販路開開開開拓拓拓拓のののの取取取取りりりり組み組み組み組みに対して助成をいたしました。一に対して助成をいたしました。一に対して助成をいたしました。一に対して助成をいたしました。一番番番番下段下段下段下段のののの全全全全国お国お国お国お茶茶茶茶

まつり支援事業では、まつり支援事業では、まつり支援事業では、まつり支援事業では、昨昨昨昨年１１月に本県におきまして開年１１月に本県におきまして開年１１月に本県におきまして開年１１月に本県におきまして開催催催催されましたされましたされましたされました全全全全国お国お国お国お茶茶茶茶まつりに対まつりに対まつりに対まつりに対

しまして助成をいたしております。しまして助成をいたしております。しまして助成をいたしております。しまして助成をいたしております。

１２０ページ、１２０ページ、１２０ページ、１２０ページ、リリリリーーーーディングディングディングディング品品品品目目目目支援事業では、県の主支援事業では、県の主支援事業では、県の主支援事業では、県の主要要要要品品品品目目目目でででであああありますりますりますりますカカカカキキキキ、お、お、お、お茶茶茶茶、、、、

イチイチイチイチゴゴゴゴををををリリリリーーーーディングディングディングディング品品品品目目目目としてとしてとしてとして位位位位置置置置づけ、づけ、づけ、づけ、カカカカキキキキ、お、お、お、お茶茶茶茶につきましては、産地のにつきましては、産地のにつきましては、産地のにつきましては、産地の若若若若返返返返りをりをりをりを

図図図図るたるたるたるためめめめに計に計に計に計画的画的画的画的なななな改改改改植植植植事業、それか事業、それか事業、それか事業、それからイチらイチらイチらイチゴゴゴゴにつきましては、につきましては、につきましては、につきましては、優優優優良良良良親親親親苗苗苗苗のののの安安安安定定定定供供供供給のた給のた給のた給のた

めめめめ、、、、増殖増殖増殖増殖施設施設施設施設のののの改改改改装装装装に対して支援をいたしました。次に、に対して支援をいたしました。次に、に対して支援をいたしました。次に、に対して支援をいたしました。次に、チチチチャャャャレレレレンンンンジ品ジ品ジ品ジ品目目目目支援事業では、支援事業では、支援事業では、支援事業では、

県の県の県の県の特特特特産品として産品として産品として産品として将来性将来性将来性将来性がががが期期期期待待待待できますできますできますできますサクランサクランサクランサクランボボボボ、大、大、大、大和和和和野野野野菜菜菜菜、、、、切切切切りりりり花ダリ花ダリ花ダリ花ダリアをアをアをアをチチチチャャャャレレレレンンンン

ジ品ジ品ジ品ジ品目目目目としてとしてとしてとして位位位位置置置置づけ、づけ、づけ、づけ、安安安安定生産技術の定生産技術の定生産技術の定生産技術の普普普普及定着及定着及定着及定着や供や供や供や供給給給給体体体体制の制の制の制の整備整備整備整備に助成をいたしました。に助成をいたしました。に助成をいたしました。に助成をいたしました。

次に、次に、次に、次に、イチイチイチイチゴゴゴゴススススペペペペシシシシャリャリャリャリスト育スト育スト育スト育成成成成確保確保確保確保事業では、事業では、事業では、事業では、イチイチイチイチゴゴゴゴ生産の生産の生産の生産の担担担担い手をい手をい手をい手を育育育育成するた成するた成するた成するためめめめ、、、、高高高高

設設設設栽培栽培栽培栽培施設施設施設施設のののの設置や設置や設置や設置や研修研修研修研修事業に対して助成をいたしました。事業に対して助成をいたしました。事業に対して助成をいたしました。事業に対して助成をいたしました。

１２１ページ、８の１２１ページ、８の１２１ページ、８の１２１ページ、８の水水水水田農業田農業田農業田農業構構構構造造造造改改改改革革革革対策でございます。米政策対策でございます。米政策対策でございます。米政策対策でございます。米政策改改改改革革革革推推推推進対策事業では、進対策事業では、進対策事業では、進対策事業では、

転転転転作作作作作作作作物物物物のののの推推推推進の進の進の進の取取取取りりりり組み組み組み組みを行を行を行を行うううう市町村な市町村な市町村な市町村などどどどに対して助成をいたしました。に対して助成をいたしました。に対して助成をいたしました。に対して助成をいたしました。

９の農業生産総９の農業生産総９の農業生産総９の農業生産総合推合推合推合推進対策でございますが、進対策でございますが、進対策でございますが、進対策でございますが、消消消消費者費者費者費者ニニニニーーーーズズズズにににに合合合合った産地のった産地のった産地のった産地の特特特特色色色色を生かしを生かしを生かしを生かし

た農た農た農た農作作作作物物物物のののの供供供供給給給給体体体体制の制の制の制の確確確確立に立に立に立に向向向向けて、けて、けて、けて、加加加加工に工に工に工に適適適適しました大しました大しました大しました大和和和和まなのまなのまなのまなの低低低低コストコストコストコスト生産生産生産生産栽培栽培栽培栽培技術技術技術技術

のののの実実実実証証証証ななななどどどどのののの取取取取りりりり組み組み組み組みを支援をいたしました。を支援をいたしました。を支援をいたしました。を支援をいたしました。

１２２ページ、１１の１２２ページ、１１の１２２ページ、１１の１２２ページ、１１の安心安心安心安心な農な農な農な農作作作作物物物物のののの提供提供提供提供ででででああああります。ります。ります。ります。有有有有機野機野機野機野菜菜菜菜ななななどどどど振興事業で３０の振興事業で３０の振興事業で３０の振興事業で３０の

組織組織組織組織とととと協協協協定を定を定を定を締結締結締結締結し、し、し、し、有有有有機野機野機野機野菜菜菜菜ななななどどどどののののブランブランブランブランドドドド化化化化にににに向向向向けて生産けて生産けて生産けて生産安安安安定を定を定を定を図図図図るるるる取取取取りりりり組み組み組み組みに対しに対しに対しに対し

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

１２の１２の１２の１２の野野野野生生生生鳥獣鳥獣鳥獣鳥獣対策の対策の対策の対策の推推推推進でございますが、進でございますが、進でございますが、進でございますが、鳥獣鳥獣鳥獣鳥獣害害害害対策対策対策対策推推推推進事業では、１４の市町村に進事業では、１４の市町村に進事業では、１４の市町村に進事業では、１４の市町村に

おきますおきますおきますおきます被被被被害害害害防止防止防止防止計計計計画画画画にににに基基基基づくづくづくづく被被被被害害害害防除研修防除研修防除研修防除研修、、、、鳥獣鳥獣鳥獣鳥獣の生の生の生の生息状況息状況息状況息状況調調調調査、査、査、査、箱箱箱箱わわわわななななやややや侵侵侵侵入入入入防止防止防止防止ささささ

くのくのくのくの設置設置設置設置ななななどどどどに対しまして支援をいたしました。に対しまして支援をいたしました。に対しまして支援をいたしました。に対しまして支援をいたしました。
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１３、１３、１３、１３、担担担担い手への支援でございます。い手への支援でございます。い手への支援でございます。い手への支援でございます。意欲意欲意欲意欲ああああるるるる担担担担い手い手い手い手確保育確保育確保育確保育成事業では、農業の成事業では、農業の成事業では、農業の成事業では、農業の担担担担い手い手い手い手

ワワワワンストッンストッンストッンストッププププ窓窓窓窓口の口の口の口の設置設置設置設置ななななどどどどをををを通じ通じ通じ通じましてましてましてまして経営基経営基経営基経営基盤盤盤盤のののの強強強強化や化や化や化や販販販販売売売売力の力の力の力の強強強強化化化化ななななどどどど、農業、農業、農業、農業経営経営経営経営

にににに意欲意欲意欲意欲ああああるるるる担担担担い手への支援をい手への支援をい手への支援をい手への支援を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。

１２３ページ、農業新１２３ページ、農業新１２３ページ、農業新１２３ページ、農業新規規規規参参参参入者支援事業でございます。農入者支援事業でございます。農入者支援事業でございます。農入者支援事業でございます。農外外外外かかかかららららの新の新の新の新規就規就規就規就農農農農希望希望希望希望者に対者に対者に対者に対

しましてしましてしましてしまして記載記載記載記載のとおり産地のとおり産地のとおり産地のとおり産地実実実実践研修践研修践研修践研修ななななどどどど、、、、就就就就農に農に農に農に向向向向けたけたけたけた研修研修研修研修をををを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。

１２４ページ、中山１２４ページ、中山１２４ページ、中山１２４ページ、中山間間間間地地地地域域域域等等等等直直直直接接接接支支支支払払払払い事業では、農業生産い事業では、農業生産い事業では、農業生産い事業では、農業生産条件条件条件条件が不利な中山が不利な中山が不利な中山が不利な中山間間間間地地地地域域域域等等等等

におきまして、におきまして、におきまして、におきまして、面面面面的的的的にまとまりのにまとまりのにまとまりのにまとまりのあああある農用地２，７３７る農用地２，７３７る農用地２，７３７る農用地２，７３７ヘヘヘヘクタクタクタクターーーールルルルを対象に農業生産活を対象に農業生産活を対象に農業生産活を対象に農業生産活動動動動

等を行等を行等を行等を行うううう農業者等に対して農業者等に対して農業者等に対して農業者等に対して直直直直接接接接支支支支払払払払いをいをいをいを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。

１５の技術開発の１５の技術開発の１５の技術開発の１５の技術開発の推推推推進及び新進及び新進及び新進及び新規就規就規就規就農者の農者の農者の農者の養養養養成で成で成で成であああありますが、産りますが、産りますが、産りますが、産学学学学官官官官連携連携連携連携研究研究研究研究事業では、事業では、事業では、事業では、

小小小小菊菊菊菊のののの機機機機械械械械による一による一による一による一斉斉斉斉収収収収穫穫穫穫調整システ調整システ調整システ調整システムの開発に関するムの開発に関するムの開発に関するムの開発に関する研究研究研究研究等を等を等を等を実施実施実施実施いたしました。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、

新新新新規就規就規就規就農者農者農者農者養養養養成事業では、農業大成事業では、農業大成事業では、農業大成事業では、農業大学校学校学校学校におきましてにおきましてにおきましてにおきまして基基基基礎礎礎礎、、、、専門課専門課専門課専門課程における程における程における程における担担担担い手い手い手い手養養養養成成成成研研研研

修修修修を行を行を行を行ううううとともに、定年とともに、定年とともに、定年とともに、定年退退退退職者等を対象とした職者等を対象とした職者等を対象とした職者等を対象としたシニシニシニシニアアアアフフフファァァァーーーーママママーーーー研修研修研修研修、それか、それか、それか、それからららら定年定年定年定年退退退退職職職職

予定者な予定者な予定者な予定者などどどどを対象としたアを対象としたアを対象としたアを対象としたアタックフタックフタックフタックファァァァーーーーママママーーーー研修研修研修研修ななななどどどどをををを実施実施実施実施をいたしました。をいたしました。をいたしました。をいたしました。

１２５ページ、１６の１２５ページ、１６の１２５ページ、１６の１２５ページ、１６の畜畜畜畜産産産産物物物物の生産振興での生産振興での生産振興での生産振興でああああります。大ります。大ります。大ります。大和牛和牛和牛和牛生産振興事業では、大生産振興事業では、大生産振興事業では、大生産振興事業では、大和牛和牛和牛和牛

の生産をの生産をの生産をの生産を拡拡拡拡大するた大するた大するた大するためめめめ、大、大、大、大和牛和牛和牛和牛のののの素牛導素牛導素牛導素牛導入資金に対し助成をいたしました。入資金に対し助成をいたしました。入資金に対し助成をいたしました。入資金に対し助成をいたしました。

１８の１８の１８の１８の食食食食肉流肉流肉流肉流通センタ通センタ通センタ通センター事業では、ー事業では、ー事業では、ー事業では、食食食食肉肉肉肉公公公公社社社社及び及び及び及び食食食食肉肉肉肉会会会会社社社社に対しましてに対しましてに対しましてに対しまして記載記載記載記載のとおり助のとおり助のとおり助のとおり助

成をいたしました。成をいたしました。成をいたしました。成をいたしました。センタセンタセンタセンターのーのーのーの仕仕仕仕組み組み組み組みでございますが、でございますが、でございますが、でございますが、食食食食肉肉肉肉会会会会社社社社が中が中が中が中核核核核業務で業務で業務で業務であああありますりますりますります牛牛牛牛、、、、

豚豚豚豚のののの屠畜解屠畜解屠畜解屠畜解体体体体及び及び及び及び冷蔵冷蔵冷蔵冷蔵保保保保管業務と管業務と管業務と管業務と競競競競りなりなりなりなどどどどの市の市の市の市場場場場業務を業務を業務を業務を担担担担っております。っております。っております。っております。食食食食肉肉肉肉公公公公社社社社ははははセンセンセンセン

タタタターーーー施設施設施設施設のののの維持維持維持維持、、、、運営運営運営運営業務を業務を業務を業務を担担担担っております。しかしながっております。しかしながっております。しかしながっております。しかしながらららら、、、、屠畜解屠畜解屠畜解屠畜解体体体体業務が業務が業務が業務が構構構構造造造造的的的的にににに全全全全

国の国の国の国の他他他他市市市市場場場場もももも含含含含めめめめまして不まして不まして不まして不採採採採算部算部算部算部門門門門となっており、となっており、となっており、となっており、公公公公益益益益性性性性のののの観点観点観点観点かかかから公的ら公的ら公的ら公的補助を行ってい補助を行ってい補助を行ってい補助を行ってい

るるるる状況状況状況状況にございます。県におきましては、にございます。県におきましては、にございます。県におきましては、にございます。県におきましては、合合合合理理理理化化化化等を等を等を等を図図図図るたるたるたるためめめめ、平成２０年１月に、平成２０年１月に、平成２０年１月に、平成２０年１月に経営改経営改経営改経営改

革革革革等等等等検討検討検討検討委員会か委員会か委員会か委員会かららららごごごご提提提提言言言言をいたをいたをいたをいただだだだき、き、き、き、改改改改革革革革工程工程工程工程表表表表を平成２０年度かを平成２０年度かを平成２０年度かを平成２０年度からららら平成２３年度まで平成２３年度まで平成２３年度まで平成２３年度まで

の４年の４年の４年の４年間間間間でございますが、でございますが、でございますが、でございますが、運営運営運営運営費補助の費補助の費補助の費補助の削削削削減に減に減に減に取取取取りりりり組組組組んできてございます。んできてございます。んできてございます。んできてございます。具具具具体体体体には、には、には、には、食食食食

肉肉肉肉会会会会社社社社に対する補助金に対する補助金に対する補助金に対する補助金削削削削減が減が減が減が約約約約６，０００万円となる６，０００万円となる６，０００万円となる６，０００万円となる見込み見込み見込み見込みとなってございます。しかし、となってございます。しかし、となってございます。しかし、となってございます。しかし、

依然依然依然依然としてとしてとしてとして公公公公社社社社、会、会、会、会社社社社に一定の補助をしておりますことかに一定の補助をしておりますことかに一定の補助をしておりますことかに一定の補助をしておりますことからららら、本年７月に新たに、本年７月に新たに、本年７月に新たに、本年７月に新たに改改改改革革革革検討検討検討検討

委員会を委員会を委員会を委員会を設置設置設置設置をし、をし、をし、をし、屠畜屠畜屠畜屠畜機能機能機能機能、市、市、市、市場機能場機能場機能場機能ののののあああありりりり方方方方ななななどどどどにつきまして、そのにつきまして、そのにつきまして、そのにつきまして、その存存存存在在在在意義意義意義意義もももも含含含含めめめめ、、、、

本本本本質質質質的的的的な議な議な議な議論論論論を進を進を進を進めめめめていたていたていたていただだだだいております。今年度いております。今年度いております。今年度いております。今年度末末末末をををを目目目目途途途途にににに改改改改革革革革案案案案をををを取取取取りまとりまとりまとりまとめめめめていくていくていくていく

こととしてございます。こととしてございます。こととしてございます。こととしてございます。

１２７ページ、１２７ページ、１２７ページ、１２７ページ、土土土土地地地地改改改改良事業費につきましては、２３の県良事業費につきましては、２３の県良事業費につきましては、２３の県良事業費につきましては、２３の県営営営営圃圃圃圃場整備場整備場整備場整備事業か事業か事業か事業からららら、１２９、１２９、１２９、１２９

ページの３１、国ページの３１、国ページの３１、国ページの３１、国営営営営農業農業農業農業水水水水利事業費等利事業費等利事業費等利事業費等負負負負担担担担金まで、金まで、金まで、金まで、圃圃圃圃場整備場整備場整備場整備、用、用、用、用排排排排水水水水路路路路のののの整備整備整備整備、集、集、集、集落排落排落排落排水水水水
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事業な事業な事業な事業などどどど、農業農村の、農業農村の、農業農村の、農業農村の基基基基盤盤盤盤整備や整備や整備や整備や環境環境環境環境整備整備整備整備をををを実施実施実施実施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。

１２９ページ、農１２９ページ、農１２９ページ、農１２９ページ、農道道道道整備整備整備整備事業費につきましては、３２の奈良事業費につきましては、３２の奈良事業費につきましては、３２の奈良事業費につきましては、３２の奈良東東東東部広部広部広部広域域域域農農農農道道道道整備整備整備整備事業か事業か事業か事業からららら、、、、

次のページの３４、一次のページの３４、一次のページの３４、一次のページの３４、一般般般般農農農農道道道道整備整備整備整備事業まで、地事業まで、地事業まで、地事業まで、地域域域域の農業生産のの農業生産のの農業生産のの農業生産の強強強強化化化化、、、、経営経営経営経営のののの合合合合理理理理化化化化を促進を促進を促進を促進

するたするたするたするためめめめ、、、、各各各各種種種種農農農農道道道道整備整備整備整備をををを記載記載記載記載のとおり引き続きのとおり引き続きのとおり引き続きのとおり引き続き実施実施実施実施をいたしました。をいたしました。をいたしました。をいたしました。

１３０ページ、農地１３０ページ、農地１３０ページ、農地１３０ページ、農地防災防災防災防災事業費では、３５、県事業費では、３５、県事業費では、３５、県事業費では、３５、県営営営営たたたためめめめ池池池池整備整備整備整備事業か事業か事業か事業からららら、次のページの３、次のページの３、次のページの３、次のページの３

７の国７の国７の国７の国営営営営総総総総合合合合農地農地農地農地防災防災防災防災事業事業事業事業負負負負担担担担金まで、農地金まで、農地金まで、農地金まで、農地防災防災防災防災のののの観点観点観点観点かかかかららららたたたためめめめ池池池池のののの整備整備整備整備、農業用、農業用、農業用、農業用河河河河川工川工川工川工

作作作作物物物物のののの改改改改修修修修ななななどどどどを引き続きを引き続きを引き続きを引き続き実施実施実施実施をいたしました。をいたしました。をいたしました。をいたしました。

１３１ページ、総１３１ページ、総１３１ページ、総１３１ページ、総合合合合農地開発事業農地開発事業農地開発事業農地開発事業推推推推進費では、国進費では、国進費では、国進費では、国営営営営総総総総合合合合農地開発事業費農地開発事業費農地開発事業費農地開発事業費負負負負担担担担金を金を金を金を記載記載記載記載のののの

とおりとおりとおりとおり負負負負担担担担をいたしました。をいたしました。をいたしました。をいたしました。

１３２ページ、続いて、林業振興費でございます。林業１３２ページ、続いて、林業振興費でございます。林業１３２ページ、続いて、林業振興費でございます。林業１３２ページ、続いて、林業振興費でございます。林業後後後後継継継継者の者の者の者の育育育育成につきまして、林成につきまして、林成につきまして、林成につきまして、林

業業業業後後後後継継継継者への技術者への技術者への技術者への技術指指指指導導導導ほか、ほか、ほか、ほか、記載記載記載記載のとおりのとおりのとおりのとおり育育育育成事業を成事業を成事業を成事業を実施実施実施実施をいたしました。をいたしました。をいたしました。をいたしました。

１３３ページ、６の１３３ページ、６の１３３ページ、６の１３３ページ、６の森森森森林林林林環境環境環境環境税税税税の活用でございます。平成２２年度の活用でございます。平成２２年度の活用でございます。平成２２年度の活用でございます。平成２２年度終終終終期期期期をををを迎迎迎迎ええええましたましたましたました森森森森

林林林林環境環境環境環境税税税税のののの見直見直見直見直しをしをしをしを検討検討検討検討し、し、し、し、先先先先般般般般の２月議会で議決をいたの２月議会で議決をいたの２月議会で議決をいたの２月議会で議決をいただだだだきまして、今年度かきまして、今年度かきまして、今年度かきまして、今年度からららら５５５５カカカカ年年年年

のののの延延延延長をいた長をいた長をいた長をいただだだだき、き、き、き、各各各各種種種種事業に事業に事業に事業に取取取取りりりり組組組組んでおります。んでおります。んでおります。んでおります。森森森森林林林林環境環境環境環境教教教教育推育推育推育推進事業では、進事業では、進事業では、進事業では、森森森森林林林林環環環環

境境境境教教教教育指育指育指育指導導導導者を者を者を者を養養養養成するとともに、成するとともに、成するとともに、成するとともに、養養養養成成成成セセセセミミミミナナナナーーーー修修修修了了了了者が行います者が行います者が行います者が行います体体体体験験験験学習学習学習学習をををを実施実施実施実施いたしいたしいたしいたし

ました。ました。ました。ました。

１３５ページ、１１、１３５ページ、１１、１３５ページ、１１、１３５ページ、１１、木木木木材材材材のののの需需需需要拡要拡要拡要拡大でございます。県産大でございます。県産大でございます。県産大でございます。県産材材材材利用促進事業では、利用促進事業では、利用促進事業では、利用促進事業では、吉吉吉吉野材野材野材野材

のよさをのよさをのよさをのよさを再再再再発発発発信信信信するたするたするたするためめめめ、、、、吉吉吉吉野材野材野材野材をををを使使使使用した「用した「用した「用した「暮暮暮暮ららららしのしのしのしの道具道具道具道具」」」」デデデデザザザザインコンインコンインコンインコンペのペのペのペの作作作作品品品品募募募募集集集集

を行いました。本年７月に入を行いました。本年７月に入を行いました。本年７月に入を行いました。本年７月に入賞賞賞賞作作作作品の発品の発品の発品の発表表表表会を会を会を会を実施実施実施実施してございます。また、奈良県地してございます。また、奈良県地してございます。また、奈良県地してございます。また、奈良県地域材域材域材域材

認認認認証証証証支援事業では、地支援事業では、地支援事業では、地支援事業では、地域域域域認認認認証証証証材材材材をををを使使使使用した新用した新用した新用した新築築築築住住住住宅宅宅宅３２３２３２３２戸戸戸戸への助成なへの助成なへの助成なへの助成などどどど、地、地、地、地域材域材域材域材認認認認証証証証制度制度制度制度

のののの普普普普及活及活及活及活動動動動を支援してまいりました。を支援してまいりました。を支援してまいりました。を支援してまいりました。

１３６ページ、１４、林業・１３６ページ、１４、林業・１３６ページ、１４、林業・１３６ページ、１４、林業・木木木木材材材材産業の産業の産業の産業の再再再再生でございます。生でございます。生でございます。生でございます。緑緑緑緑の産業の産業の産業の産業再再再再生プ生プ生プ生プロロロロジジジジェクトェクトェクトェクト

事業で、事業で、事業で、事業で、森森森森林林林林整備整備整備整備加加加加速速速速化化化化・林業・林業・林業・林業再再再再生生生生基基基基金を利用して金を利用して金を利用して金を利用して木木木木材材材材加加加加工工工工施設や施設や施設や施設や木木木木造造造造公公公公共共共共施設施設施設施設のののの整備整備整備整備なななな

どどどどに対しまして支援をいたしました。に対しまして支援をいたしました。に対しまして支援をいたしました。に対しまして支援をいたしました。

１３７ページ、１６、１３７ページ、１６、１３７ページ、１６、１３７ページ、１６、野野野野生生生生鳥獣鳥獣鳥獣鳥獣対策の対策の対策の対策の推推推推進で進で進で進であああありますが、りますが、りますが、りますが、記載記載記載記載のののの野野野野生生生生鳥獣鳥獣鳥獣鳥獣管理管理管理管理適適適適正正正正化化化化事事事事

業をは業をは業をは業をはじめじめじめじめ、、、、鳥獣被鳥獣被鳥獣被鳥獣被害害害害防除防除防除防除事業、それか事業、それか事業、それか事業、それからららら狩猟狩猟狩猟狩猟者者者者確保確保確保確保・・・・猟銃猟銃猟銃猟銃技術技術技術技術向上向上向上向上事業、それか事業、それか事業、それか事業、それからニらニらニらニホホホホ

ンンンンジジジジカ特カ特カ特カ特定定定定鳥獣鳥獣鳥獣鳥獣保護保護保護保護管理計管理計管理計管理計画推画推画推画推進事業に進事業に進事業に進事業に取取取取りりりり組み組み組み組みをいたしました。引き続きをいたしました。引き続きをいたしました。引き続きをいたしました。引き続き取取取取りりりり組み組み組み組みを充を充を充を充

実実実実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考考考ええええてございます。てございます。てございます。てございます。

１３８ページ、１８、１３８ページ、１８、１３８ページ、１８、１３８ページ、１８、緑緑緑緑化化化化のののの推推推推進で進で進で進でああああります。ります。ります。ります。里里里里山林山林山林山林機能機能機能機能回復回復回復回復整備整備整備整備事業では、事業では、事業では、事業では、放放放放置置置置されされされされ

荒廃荒廃荒廃荒廃したしたしたした里里里里山林９山林９山林９山林９．．．．１４１４１４１４ヘヘヘヘクタクタクタクターーーールルルルをををを整備整備整備整備いたしました。いたしました。いたしました。いたしました。
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１９、林１９、林１９、林１９、林道道道道整備整備整備整備事業でございます。県事業でございます。県事業でございます。県事業でございます。県営営営営林林林林道道道道の開の開の開の開設設設設では、では、では、では、那那那那知知知知合合合合永永永永井井井井線線線線ほか２ほか２ほか２ほか２路路路路線線線線でででで実実実実

施施施施をいたしました。また、市町村がをいたしました。また、市町村がをいたしました。また、市町村がをいたしました。また、市町村が実施実施実施実施する林する林する林する林道道道道の開の開の開の開設設設設では、では、では、では、北股弓北股弓北股弓北股弓手手手手原原原原線線線線ほか５ほか５ほか５ほか５路路路路線線線線にににに

対しまして補助をいたしました。対しまして補助をいたしました。対しまして補助をいたしました。対しまして補助をいたしました。

２０、２０、２０、２０、民民民民有有有有林造林補助事業で林造林補助事業で林造林補助事業で林造林補助事業であああありますが、りますが、りますが、りますが、公的公的公的公的森森森森林林林林整備推整備推整備推整備推進のほか進のほか進のほか進のほか記載記載記載記載の４事業により、の４事業により、の４事業により、の４事業により、

民民民民有有有有林の林の林の林の間間間間伐伐伐伐ななななどどどどのののの森森森森林林林林整備整備整備整備に対し補助し、２，８１４に対し補助し、２，８１４に対し補助し、２，８１４に対し補助し、２，８１４ヘヘヘヘクタクタクタクターーーールルルルをををを整備整備整備整備いたしました。いたしました。いたしました。いたしました。

１３９ページをお願いします。２１、１３９ページをお願いします。２１、１３９ページをお願いします。２１、１３９ページをお願いします。２１、森森森森林林林林環境環境環境環境税税税税の活用でございます。の活用でございます。の活用でございます。の活用でございます。森森森森林林林林環境環境環境環境保保保保全全全全緊緊緊緊

急急急急間間間間伐伐伐伐事業では、事業では、事業では、事業では、放放放放置人置人置人置人工林について工林について工林について工林について強強強強度の緊急度の緊急度の緊急度の緊急間間間間伐伐伐伐を９８４を９８４を９８４を９８４ヘヘヘヘクタクタクタクターーーールルルルでででで実施実施実施実施をいたしをいたしをいたしをいたし

ました。ました。ました。ました。

２２、２２、２２、２２、未整備未整備未整備未整備森森森森林・林・林・林・条件条件条件条件不利不利不利不利森森森森林の林の林の林の整備整備整備整備でございますが、地でございますが、地でございますが、地でございますが、地球温暖球温暖球温暖球温暖化化化化防止防止防止防止をををを図図図図るたるたるたるためめめめ、、、、

条件条件条件条件不利不利不利不利森森森森林４２７林４２７林４２７林４２７ヘヘヘヘクタクタクタクターーーールルルルをををを整備整備整備整備いたしました。いたしました。いたしました。いたしました。

２３、２３、２３、２３、治治治治山事業でございますが、山地山事業でございますが、山地山事業でございますが、山地山事業でございますが、山地治治治治山事業３２山事業３２山事業３２山事業３２カ所カ所カ所カ所ほかほかほかほか記載記載記載記載のとおりのとおりのとおりのとおり実施実施実施実施をいたしをいたしをいたしをいたし

ました。なお、今ました。なお、今ました。なお、今ました。なお、今般般般般のののの台風台風台風台風１２号１２号１２号１２号災災災災害害害害のののの教教教教訓も訓も訓も訓も踏踏踏踏ままままええええながながながながらららら、今、今、今、今後森後森後森後森林林林林整備整備整備整備ののののあああありりりり方方方方をををを研研研研

究究究究し、し、し、し、治治治治山事業の山事業の山事業の山事業の推推推推進に進に進に進に取取取取りりりり組組組組んでまいりたいとんでまいりたいとんでまいりたいとんでまいりたいと考考考考ええええてございます。てございます。てございます。てございます。

１４０ページ、内１４０ページ、内１４０ページ、内１４０ページ、内水水水水面面面面振興対策事業費でございます。振興対策事業費でございます。振興対策事業費でございます。振興対策事業費でございます。記載記載記載記載のよのよのよのよううううにににに河河河河川川川川漁漁漁漁業業業業奨励奨励奨励奨励事業事業事業事業やややや、、、、

次の次の次の次のカカカカワワワワウウウウ食害食害食害食害防止防止防止防止対策事業を対策事業を対策事業を対策事業を実施実施実施実施をいたしました。をいたしました。をいたしました。をいたしました。

続きまして、続きまして、続きまして、続きまして、災災災災害害害害復旧復旧復旧復旧費についてご説明をいたします。２０２ページ、農地及び農業用費についてご説明をいたします。２０２ページ、農地及び農業用費についてご説明をいたします。２０２ページ、農地及び農業用費についてご説明をいたします。２０２ページ、農地及び農業用

施設施設施設施設災災災災害害害害復旧復旧復旧復旧事業でございます。２１年事業でございます。２１年事業でございます。２１年事業でございます。２１年災災災災及び２２年及び２２年及び２２年及び２２年災災災災に係りますに係りますに係りますに係ります災災災災害害害害復旧復旧復旧復旧を行った市町を行った市町を行った市町を行った市町

村に対しまして村に対しまして村に対しまして村に対しまして所要所要所要所要の助成の助成の助成の助成措措措措置置置置をををを講じ講じ講じ講じております。ております。ております。ております。

次に、２０３ページをお願いします。林次に、２０３ページをお願いします。林次に、２０３ページをお願いします。林次に、２０３ページをお願いします。林道災道災道災道災害害害害復旧復旧復旧復旧事業で、２１年事業で、２１年事業で、２１年事業で、２１年災災災災害害害害によります林によります林によります林によります林道道道道

のののの災災災災害害害害復旧復旧復旧復旧に対しましてに対しましてに対しましてに対しまして所要所要所要所要の助成の助成の助成の助成措措措措置置置置をををを講じ講じ講じ講じております。また、林地ております。また、林地ております。また、林地ております。また、林地荒廃防止荒廃防止荒廃防止荒廃防止施設施設施設施設災災災災害害害害

復旧復旧復旧復旧事業では、２１年事業では、２１年事業では、２１年事業では、２１年災災災災によります林地によります林地によります林地によります林地荒廃防止荒廃防止荒廃防止荒廃防止施設施設施設施設のののの災災災災害害害害復旧復旧復旧復旧にににに取取取取りりりり組み組み組み組みました。ました。ました。ました。

続きまして、農林部続きまして、農林部続きまして、農林部続きまして、農林部所所所所管の管の管の管の特別特別特別特別会計についてご説明会計についてご説明会計についてご説明会計についてご説明申申申申しししし上げ上げ上げ上げます。２０８ページ、農業ます。２０８ページ、農業ます。２０８ページ、農業ます。２０８ページ、農業

改改改改良資金良資金良資金良資金貸付貸付貸付貸付金金金金特別特別特別特別会計でございます。１、農業会計でございます。１、農業会計でございます。１、農業会計でございます。１、農業改改改改良資金の良資金の良資金の良資金の貸貸貸貸しししし付付付付けでは、けでは、けでは、けでは、記載記載記載記載のとおりのとおりのとおりのとおり

新新新新規就規就規就規就農者の農者の農者の農者の経営経営経営経営開開開開始始始始ななななどどどどにににに必必必必要要要要な資金を農業者へな資金を農業者へな資金を農業者へな資金を農業者へ無無無無利子で７県の利子で７県の利子で７県の利子で７県の貸貸貸貸しししし付付付付けをけをけをけを実施実施実施実施いたしいたしいたしいたし

ました。ました。ました。ました。

２１４ページ、林業２１４ページ、林業２１４ページ、林業２１４ページ、林業改善改善改善改善資金資金資金資金貸付貸付貸付貸付金金金金特別特別特別特別会計でございます。林業会計でございます。林業会計でございます。林業会計でございます。林業改善改善改善改善資金の資金の資金の資金の貸貸貸貸しししし付付付付けでけでけでけで

は、は、は、は、記載記載記載記載のとおり林産のとおり林産のとおり林産のとおり林産物物物物の新たな生産の新たな生産の新たな生産の新たな生産方方方方式式式式のののの導導導導入に入に入に入に必必必必要要要要な資金をな資金をな資金をな資金を無無無無利子で１利子で１利子で１利子で１件件件件のののの貸貸貸貸しししし付付付付けけけけ

をををを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。

２１５ページ、中２１５ページ、中２１５ページ、中２１５ページ、中央央央央卸卸卸卸売売売売市市市市場場場場事業費事業費事業費事業費特別特別特別特別会計でございます。平成２２年度では、会計でございます。平成２２年度では、会計でございます。平成２２年度では、会計でございます。平成２２年度では、青青青青果果果果、、、、

水水水水産産産産物物物物関関関関連店舗連店舗連店舗連店舗の総の総の総の総取取取取扱扱扱扱高高高高は１５万９，０００は１５万９，０００は１５万９，０００は１５万９，０００トントントントン余余余余、総、総、総、総取取取取りりりり扱扱扱扱い金額は５０４億２，０い金額は５０４億２，０い金額は５０４億２，０い金額は５０４億２，０
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００万円００万円００万円００万円余余余余でございました。なお、中でございました。なお、中でございました。なお、中でございました。なお、中央央央央卸卸卸卸売売売売市市市市場場場場につきましては、昭につきましては、昭につきましては、昭につきましては、昭和和和和５２年の開５２年の開５２年の開５２年の開設設設設以以以以来来来来

３４年が３４年が３４年が３４年が経経経経過過過過し、大し、大し、大し、大型型型型量販量販量販量販店店店店の進出なの進出なの進出なの進出などどどどによりによりによりにより取取取取扱扱扱扱高高高高の減少との減少との減少との減少と場場場場内業者の内業者の内業者の内業者の経営経営経営経営悪悪悪悪化化化化が続いが続いが続いが続い

てございます。このたてございます。このたてございます。このたてございます。このためめめめ現現現現在在在在、中、中、中、中央央央央卸卸卸卸売売売売市市市市場場場場のののの将来将来将来将来ののののあああありりりり方方方方につきまして、市につきまして、市につきまして、市につきまして、市場場場場内の事業内の事業内の事業内の事業

者の者の者の者の方々方々方々方々、県会議員の、県会議員の、県会議員の、県会議員の皆皆皆皆様様様様方や学方や学方や学方や学識識識識経経経経験験験験者にご者にご者にご者にご参加参加参加参加をいたをいたをいたをいただだだだき、ご議き、ご議き、ご議き、ご議論論論論をいたをいたをいたをいただだだだいておりいておりいておりいており

ます。できれます。できれます。できれます。できればばばば今年度中に、市今年度中に、市今年度中に、市今年度中に、市場場場場の活の活の活の活性化性化性化性化にににに向向向向けて中けて中けて中けて中央央央央卸卸卸卸売売売売市市市市場基場基場基場基本計本計本計本計画画画画を策定したいとを策定したいとを策定したいとを策定したいと

考考考考ええええてございます。てございます。てございます。てございます。

以以以以上上上上で、決算報告書及び主で、決算報告書及び主で、決算報告書及び主で、決算報告書及び主要施要施要施要施策の成策の成策の成策の成果果果果に関する報告書による農林部関係のご説明をに関する報告書による農林部関係のご説明をに関する報告書による農林部関係のご説明をに関する報告書による農林部関係のご説明を終終終終

わらわらわらわらせていたせていたせていたせていただだだだきます。ご審議のきます。ご審議のきます。ご審議のきます。ご審議の方方方方、よ、よ、よ、よろろろろしくお願いいたします。しくお願いいたします。しくお願いいたします。しくお願いいたします。

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

それでは、たそれでは、たそれでは、たそれでは、ただだだだいまの説明、またはそのいまの説明、またはそのいまの説明、またはそのいまの説明、またはその他他他他の事項もの事項もの事項もの事項も含含含含めめめめましてましてましてまして質質質質疑疑疑疑に入りたいとに入りたいとに入りたいとに入りたいと思思思思いまいまいまいま

す。す。す。す。

なお、委員なお、委員なお、委員なお、委員各位各位各位各位、理事者におかれましても簡潔明、理事者におかれましても簡潔明、理事者におかれましても簡潔明、理事者におかれましても簡潔明瞭瞭瞭瞭に、明に、明に、明に、明快快快快にごにごにごにご答答答答弁弁弁弁願いますよ願いますよ願いますよ願いますようううう、よ、よ、よ、よ

ろろろろしくお願いをいたします。しくお願いをいたします。しくお願いをいたします。しくお願いをいたします。

○藤本委員○藤本委員○藤本委員○藤本委員 農林部では農林部では農林部では農林部では森森森森林林林林環境環境環境環境税税税税を県を県を県を県民民民民１１１１人人人人当たり５００円ずつ当たり５００円ずつ当たり５００円ずつ当たり５００円ずつ取取取取って、３億７，００って、３億７，００って、３億７，００って、３億７，００

０万円０万円０万円０万円使使使使っています。っています。っています。っています。森森森森林の林の林の林の保保保保全全全全やややや森森森森林を林を林を林を育育育育てるたてるたてるたてるためめめめにににに使使使使ううううのですが、のですが、のですが、のですが、森森森森林林林林環境環境環境環境税税税税のののの見直見直見直見直

しをしをしをしを図図図図っていきたいことが書いてっていきたいことが書いてっていきたいことが書いてっていきたいことが書いてああああります。よさとります。よさとります。よさとります。よさと問問問問題点題点題点題点ががががああああるのかないのか。こるのかないのか。こるのかないのか。こるのかないのか。こうううういいいいうううう

点点点点ではいいといではいいといではいいといではいいというううう話話話話ががががああああったったったったらららら教教教教ええええていたていたていたていただだだだきたい。きたい。きたい。きたい。何何何何をををを見直見直見直見直すのかといすのかといすのかといすのかといううううことでございことでございことでございことでござい

ます。ます。ます。ます。

次に、企業立地の次に、企業立地の次に、企業立地の次に、企業立地の問問問問題題題題で、２７企業がで、２７企業がで、２７企業がで、２７企業が昨昨昨昨年度年度年度年度来来来来ているているているているわわわわけですが、知事がけですが、知事がけですが、知事がけですが、知事がトットットットッププププセセセセーーーールルルル

ススススををををややややるとるとるとると言言言言って、って、って、って、実実実実際際際際に知事がに知事がに知事がに知事が何何何何社社社社かかかか連連連連れてれてれてれて来来来来たのかたのかたのかたのかどどどどううううか、それかか、それかか、それかか、それからららら企業の企業の企業の企業の規模的規模的規模的規模的なななな

ものはものはものはものはどどどどのよのよのよのよううううなものか、雇用がなものか、雇用がなものか、雇用がなものか、雇用がどどどどのくのくのくのくららららいいいいああああるのか。一るのか。一るのか。一るのか。一方方方方で、で、で、で、ナショナルナショナルナショナルナショナルがががが撤撤撤撤退退退退して、して、して、して、

雇用も大雇用も大雇用も大雇用も大分分分分逃逃逃逃げげげげていますけれていますけれていますけれていますけれどどどども、そも、そも、そも、そうううういいいいうううう点点点点ででででどどどどののののぐぐぐぐららららいの雇用ができてきたのかいの雇用ができてきたのかいの雇用ができてきたのかいの雇用ができてきたのか教教教教ええええ

ていたていたていたていただだだだきたい。きたい。きたい。きたい。

次に、次に、次に、次に、信信信信用用用用保保保保証証証証協協協協会に１億４，０００万円ほ会に１億４，０００万円ほ会に１億４，０００万円ほ会に１億４，０００万円ほどどどど補てんしていますけれ補てんしていますけれ補てんしていますけれ補てんしていますけれどどどど、これ、これ、これ、これだだだだけけけけ全全全全部部部部

丸丸丸丸ごとしているのか、ごとしているのか、ごとしているのか、ごとしているのか、ああああるいはるいはるいはるいは損失損失損失損失ののののううううちちちち１億４，０００万円しているのか、これはしな１億４，０００万円しているのか、これはしな１億４，０００万円しているのか、これはしな１億４，０００万円しているのか、これはしな

いといけないものなのかいといけないものなのかいといけないものなのかいといけないものなのかどどどどううううか、か、か、か、法法法法的的的的なななな根根根根拠拠拠拠もももも含含含含めめめめてててて教教教教ええええてほしいとてほしいとてほしいとてほしいと思思思思います。います。います。います。

それかそれかそれかそれからららら、監査委員か、監査委員か、監査委員か、監査委員からららら監査監査監査監査結結結結果果果果報告が報告が報告が報告が来来来来ているのですけれているのですけれているのですけれているのですけれどどどども、この内容をも、この内容をも、この内容をも、この内容を点点点点検検検検しましましましま

したしたしたしたらららら、地、地、地、地域域域域産業産業産業産業課課課課、、、、旧旧旧旧商工商工商工商工課課課課ですけれですけれですけれですけれどどどど、中小企業、中小企業、中小企業、中小企業高高高高度度度度化化化化資金資金資金資金貸付貸付貸付貸付金とか、中小企業金とか、中小企業金とか、中小企業金とか、中小企業店店店店

舗高舗高舗高舗高度度度度化貸付化貸付化貸付化貸付金、小金、小金、小金、小規模規模規模規模企業者等企業者等企業者等企業者等設備設備設備設備導導導導入資金入資金入資金入資金貸付貸付貸付貸付金の金の金の金の未収未収未収未収金について、金について、金について、金について、債権債権債権債権の補てんとの補てんとの補てんとの補てんと

かかかか差差差差押押押押ええええしながしながしながしながらやらやらやらやってほしいとってほしいとってほしいとってほしいと思思思思います。います。います。います。どどどどのくのくのくのくららららい残っているのかといい残っているのかといい残っているのかといい残っているのかといううううことで、中ことで、中ことで、中ことで、中
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小企業小企業小企業小企業高高高高度度度度化化化化資金資金資金資金貸付貸付貸付貸付金が３０億円ほ金が３０億円ほ金が３０億円ほ金が３０億円ほどどどど残っているとい残っているとい残っているとい残っているというううう話話話話もももも聞聞聞聞くのですけれくのですけれくのですけれくのですけれどどどども、も、も、も、回回回回収収収収

しないと、県のお金がもったいない。しないと、県のお金がもったいない。しないと、県のお金がもったいない。しないと、県のお金がもったいない。ヤヤヤヤマトマトマトマトハハハハイイイイミーミーミーミールルルルのののの問問問問題題題題もももも含含含含めめめめて、て、て、て、債権回債権回債権回債権回収収収収をきっをきっをきっをきっ

ちちちちりりりりややややってほしいとってほしいとってほしいとってほしいと思思思思っております。っております。っております。っております。

次に、奈良県次に、奈良県次に、奈良県次に、奈良県営競輪営競輪営競輪営競輪事業費事業費事業費事業費特別特別特別特別会計の会計の会計の会計の赤字赤字赤字赤字１億３，０００万円の１億３，０００万円の１億３，０００万円の１億３，０００万円の原原原原因因因因はははは何何何何だだだだと。と。と。と。検討検討検討検討委委委委

員会をつくっているとい員会をつくっているとい員会をつくっているとい員会をつくっているというううう話話話話をををを聞聞聞聞きますけれきますけれきますけれきますけれどどどども、本当に県も、本当に県も、本当に県も、本当に県営競輪営競輪営競輪営競輪をををを廃止廃止廃止廃止したしたしたしたらららら、従業員、従業員、従業員、従業員

はははは聞聞聞聞いたいたいたいたらららら３００３００３００３００人人人人ぐぐぐぐららららいいるとか。そいいるとか。そいいるとか。そいいるとか。そうううういいいいうううう点点点点では、では、では、では、メリメリメリメリットットットット、、、、デデデデメリメリメリメリットットットットももももああああるとるとるとると思思思思

ううううのです。こののです。こののです。こののです。この辺辺辺辺のとこのとこのとこのところろろろ、副知事に、副知事に、副知事に、副知事に答答答答ええええてもてもてもてもららららおおおおううううとととと思思思思っているので、産業・雇用振興っているので、産業・雇用振興っているので、産業・雇用振興っているので、産業・雇用振興

部長には県部長には県部長には県部長には県営競輪営競輪営競輪営競輪のののの赤字赤字赤字赤字体体体体制を制を制を制をどどどどのよのよのよのよううううにににに措措措措置置置置していくのかといしていくのかといしていくのかといしていくのかといううううことをことをことをことを聞聞聞聞きたいときたいときたいときたいと思思思思っっっっ

ております。ております。ております。ております。

それかそれかそれかそれからららら、林業には、今、計算した、林業には、今、計算した、林業には、今、計算した、林業には、今、計算しただだだだけでも５２億８，０００万円かけています。そしけでも５２億８，０００万円かけています。そしけでも５２億８，０００万円かけています。そしけでも５２億８，０００万円かけています。そし

て、て、て、て、南南南南部中部中部中部中心心心心にににに材材材材木木木木がががが売売売売れるのが５３億円。これは県が金を出しているれるのが５３億円。これは県が金を出しているれるのが５３億円。これは県が金を出しているれるのが５３億円。これは県が金を出している分だ分だ分だ分だけしかけしかけしかけしか材材材材木木木木がががが

売売売売れていないれていないれていないれていない話話話話になるになるになるになるわわわわけでしけでしけでしけでしょょょょうううう。。。。毎毎毎毎年、年、年、年、多多多多いときは７０億円かけたりするのですけれいときは７０億円かけたりするのですけれいときは７０億円かけたりするのですけれいときは７０億円かけたりするのですけれ

どどどど、いつも議会で、いつも議会で、いつも議会で、いつも議会で問問問問題題題題にするのは、大にするのは、大にするのは、大にするのは、大和和和和のののの木木木木ををををどどどどんんんんどどどどんんんん買買買買ってほしいってほしいってほしいってほしいわわわわけです。一けです。一けです。一けです。一方方方方で一で一で一で一

流メ流メ流メ流メーーーーカカカカー、ー、ー、ー、住友住友住友住友林業林業林業林業やセやセやセやセキキキキスイスイスイスイハハハハイイイイム、ム、ム、ム、ダダダダイイイイワワワワハウハウハウハウススススとかが、ほかかとかが、ほかかとかが、ほかかとかが、ほかから買ら買ら買ら買ってくるってくるってくるってくるわわわわけけけけ

です。この企業です。この企業です。この企業です。この企業ららららに奈良県のに奈良県のに奈良県のに奈良県の木木木木材材材材をををを使使使使ってもってもってもってもららららいたいいたいいたいいたいわわわわけです。とこけです。とこけです。とこけです。ところろろろがその企業の内容がその企業の内容がその企業の内容がその企業の内容

をををを調調調調べべべべてててて聞聞聞聞きましたきましたきましたきましたらららら、いいですよと、大、いいですよと、大、いいですよと、大、いいですよと、大和和和和のののの木木木木をををを全全全全部部部部買買買買いましいましいましいましょょょょうううう。。。。ダダダダイイイイワワワワハウハウハウハウススススなり、なり、なり、なり、

住友住友住友住友林業なり、林業なり、林業なり、林業なり、セセセセキキキキスイスイスイスイハハハハイイイイムが、そムが、そムが、そムが、そううううしたしたしたしたらうらうらうらうちちちちの会の会の会の会社社社社が大が大が大が大和和和和のののの木木木木材材材材をををを全全全全部部部部買買買買いましいましいましいましょょょょ

うううう。。。。ううううちちちちは３，０００は３，０００は３，０００は３，０００軒軒軒軒、、、、ううううちちちちは４，０００は４，０００は４，０００は４，０００軒軒軒軒、、、、ううううちちちち５，０００５，０００５，０００５，０００軒軒軒軒買う買う買う買う。。。。木木木木材材材材をををを全全全全部用部用部用部用意意意意

してくれとしてくれとしてくれとしてくれと言言言言ったったったったらららら、、、、森森森森林林林林組合組合組合組合はできませんといはできませんといはできませんといはできませんというううう回回回回答答答答です。です。です。です。森森森森林林林林組合組合組合組合、大きな、大きな、大きな、大きな問問問問題題題題ががががああああ

るとるとるとると思思思思ううううのです。企業ものです。企業ものです。企業ものです。企業も努努努努力しても力しても力しても力してもららららっているのっているのっているのっているのだだだだけれけれけれけれどどどど、一度、一度、一度、一度森森森森林林林林組合組合組合組合のののの古古古古いいいい頭頭頭頭をををを切切切切りりりり

かかかかええええて、て、て、て、殿殿殿殿様様様様企業ではなくて、企業ではなくて、企業ではなくて、企業ではなくて、空空空空気気気気を入れて、そしてを入れて、そしてを入れて、そしてを入れて、そしてダダダダイイイイワワワワハウハウハウハウスやスやスやスや住友住友住友住友林業といった大林業といった大林業といった大林業といった大

きな企業ときな企業ときな企業ときな企業と接点接点接点接点をををを持持持持って。いって。いって。いって。いやややや、企業が、企業が、企業が、企業が買う買う買う買うとととと言言言言っているのですよ。そっているのですよ。そっているのですよ。そっているのですよ。そろえろえろえろえてくれとてくれとてくれとてくれと言言言言っっっっ

たたたたらららら、そ、そ、そ、そろえらろえらろえらろえられないといれないといれないといれないといううううよよよよううううなことがなことがなことがなことがああああるかるかるかるからららら、もっと県が入り、もっと県が入り、もっと県が入り、もっと県が入り込込込込んで、大きな企業んで、大きな企業んで、大きな企業んで、大きな企業

がががが全全全全部大部大部大部大和和和和のののの木木木木材材材材で、で、で、で、木木木木造の造の造の造の建建建建物物物物をををを全全全全部部部部買買買買ってもってもってもってもらうらうらうらうよよよよううううな、これをな、これをな、これをな、これをややややりりりり切切切切ったったったったららららかなりかなりかなりかなり

大大大大和和和和のののの木木木木ががががどどどどんんんんどどどどんんんん売売売売れて、そしてまた活れて、そしてまた活れて、そしてまた活れて、そしてまた活性化性化性化性化するし、また山もするし、また山もするし、また山もするし、また山も荒荒荒荒れないとれないとれないとれないと思思思思ううううのですけのですけのですけのですけ

れれれれどどどど、その、その、その、その辺辺辺辺のののの方向性方向性方向性方向性もももも言言言言っていたっていたっていたっていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思います。います。います。います。

ささささららららにもにもにもにもうううう１１１１点点点点、、、、シイタシイタシイタシイタケケケケのののの問問問問題題題題。。。。先先先先ほほほほどどどど山村委員が山村委員が山村委員が山村委員が言言言言ったのかな。ったのかな。ったのかな。ったのかな。天天天天理の業者が理の業者が理の業者が理の業者が言言言言っっっっ

てたのですけれてたのですけれてたのですけれてたのですけれどどどど、、、、福島福島福島福島県か県か県か県からシイタらシイタらシイタらシイタケケケケのののの木木木木をををを買うわ買うわ買うわ買うわけです。けです。けです。けです。セシセシセシセシウウウウムが入っているかムが入っているかムが入っているかムが入っているからららら、、、、

風評風評風評風評被被被被害害害害でででで卸卸卸卸会会会会社社社社へへへへ持持持持っていったっていったっていったっていったらららら、これは、これは、これは、これは無害無害無害無害といといといというううう証証証証明も明も明も明もららららってこい。県のってこい。県のってこい。県のってこい。県の話話話話をををを聞聞聞聞いいいい

たたたたらららら、出せない、出せない、出せない、出せないわわわわけです。しかし、けです。しかし、けです。しかし、けです。しかし、セシセシセシセシウウウウムの関係で、２つのムの関係で、２つのムの関係で、２つのムの関係で、２つの調調調調査をした査をした査をした査をしたらららら、５００、５００、５００、５００以以以以上上上上



---- 11116666 ----

ああああったったったったらららら有有有有害だ害だ害だ害だけれけれけれけれどどどど、１１しかない、１１しかない、１１しかない、１１しかないわわわわけで、２つのけで、２つのけで、２つのけで、２つのセシセシセシセシウウウウム、５と６ム、５と６ム、５と６ム、５と６だだだだかかかからららら。。。。だだだだかかかからららら、、、、

安全安全安全安全といといといといううううことで、ことで、ことで、ことで、課課課課長か長か長か長から通ら通ら通ら通知を出してくれたはず。それを知を出してくれたはず。それを知を出してくれたはず。それを知を出してくれたはず。それを持持持持ってってってって卸卸卸卸会会会会社社社社へ行って、こへ行って、こへ行って、こへ行って、こ

れをれをれをれを見見見見せてせてせてせてややややれといれといれといれといううううことで進ことで進ことで進ことで進めめめめてもてもてもてもららららってってってってあああありがたいとはりがたいとはりがたいとはりがたいとは思思思思っているのです。とこっているのです。とこっているのです。とこっているのです。ところろろろが、が、が、が、

福島福島福島福島県の県の県の県のシイタシイタシイタシイタケケケケのののの木木木木をををを使使使使ってってってってシイタシイタシイタシイタケケケケをつくっていることで、をつくっていることで、をつくっていることで、をつくっていることで、天天天天理市の業者２理市の業者２理市の業者２理市の業者２カ所カ所カ所カ所がががが風風風風

評評評評被被被被害害害害でででで売売売売れないかれないかれないかれないかわわわわかかかかららららないとないとないとないと言言言言っているっているっているっているわわわわけです。そけです。そけです。そけです。そうううういいいいうううう意味意味意味意味で、で、で、で、消消消消費・生活費・生活費・生活費・生活安全安全安全安全

課課課課とととと連携連携連携連携して、して、して、して、消消消消費者の費者の費者の費者の皆皆皆皆さんさんさんさん方方方方に、に、に、に、安全安全安全安全ですよと、ですよと、ですよと、ですよと、買買買買ってってってってあげあげあげあげてくてくてくてくだだだださいとアさいとアさいとアさいとアピピピピーーーールルルルしししし

ててててあげあげあげあげてくれないと、業者はたまったものではない。対策としててくれないと、業者はたまったものではない。対策としててくれないと、業者はたまったものではない。対策としててくれないと、業者はたまったものではない。対策として考考考考ええええててててあげあげあげあげてほしいとてほしいとてほしいとてほしいと思思思思

います。います。います。います。以以以以上上上上です。です。です。です。

○冨岡農林部長○冨岡農林部長○冨岡農林部長○冨岡農林部長 森森森森林林林林環境環境環境環境税税税税に関してのに関してのに関してのに関しての質質質質問問問問がございましたけれがございましたけれがございましたけれがございましたけれどどどど、主、主、主、主要施要施要施要施策の成策の成策の成策の成果果果果に関に関に関に関

する報告書１３３ページの正する報告書１３３ページの正する報告書１３３ページの正する報告書１３３ページの正確確確確な説明をしてなかったかもしれませんが、な説明をしてなかったかもしれませんが、な説明をしてなかったかもしれませんが、な説明をしてなかったかもしれませんが、森森森森林林林林環境環境環境環境教教教教育推育推育推育推

進事業で、奈良県進事業で、奈良県進事業で、奈良県進事業で、奈良県森森森森林林林林環境環境環境環境税税税税のののの見直見直見直見直しのしのしのしの検討検討検討検討と決算と決算と決算と決算ベベベベーーーーススススで書いてございますので、平成で書いてございますので、平成で書いてございますので、平成で書いてございますので、平成

２２年度に２２年度に２２年度に２２年度に見直見直見直見直しししし作作作作業を行いまして、今年度の２月議会で４年業を行いまして、今年度の２月議会で４年業を行いまして、今年度の２月議会で４年業を行いまして、今年度の２月議会で４年間間間間のののの継継継継続続続続延延延延長をさせていた長をさせていた長をさせていた長をさせていた

だだだだいたといいたといいたといいたというううう意味意味意味意味ででででああああると。事業内容は、ると。事業内容は、ると。事業内容は、ると。事業内容は、基基基基本本本本的的的的にはにはにはには同じ同じ同じ同じ事業で事業で事業で事業で……………………。。。。

それかそれかそれかそれからららら、大手、大手、大手、大手ハウハウハウハウススススメメメメーーーーカカカカー、ー、ー、ー、材材材材が出ないと、が出ないと、が出ないと、が出ないと、森森森森林林林林組合組合組合組合しっかりししっかりししっかりししっかりしろろろろといといといというううう、従、従、従、従来来来来かかかか

ららららのごのごのごのご提案提案提案提案をいたをいたをいたをいただだだだいております。いております。いております。いております。十十十十分分分分進進進進歩歩歩歩したかしたかしたかしたかどどどどううううかかかかわわわわかかかかららららないのですけれないのですけれないのですけれないのですけれどどどども、今も、今も、今も、今

年度新たに県で川年度新たに県で川年度新たに県で川年度新たに県で川上上上上側側側側の対策として一定のの対策として一定のの対策として一定のの対策として一定の面面面面積の積の積の積の森森森森林林林林区区区区域域域域を対象にを対象にを対象にを対象に森森森森林林林林組合組合組合組合がががが森森森森林林林林所所所所有有有有者者者者

のののの仲仲仲仲立立立立ちちちちをして、いをして、いをして、いをして、いわわわわゆゆゆゆるるるる同同同同意意意意をををを取取取取りつけてきて、林業事業りつけてきて、林業事業りつけてきて、林業事業りつけてきて、林業事業体体体体がががが作作作作業業業業道道道道をつけて、繰りをつけて、繰りをつけて、繰りをつけて、繰り返返返返

し林業し林業し林業し林業機機機機械械械械でででで間間間間伐伐伐伐を行って、を行って、を行って、を行って、搬搬搬搬出を出を出を出を安安安安定定定定的的的的、計、計、計、計画的画的画的画的に行に行に行に行ううううと、そと、そと、そと、そうううういいいいうううう仕仕仕仕組み組み組み組みを行を行を行を行ええええるよるよるよるよ

ううううな支援制度をな支援制度をな支援制度をな支援制度を設設設設けさせていたけさせていたけさせていたけさせていただだだだいて、今４いて、今４いて、今４いて、今４団体団体団体団体ほほほほどどどど応応応応募募募募していたしていたしていたしていただだだだいて、それはいて、それはいて、それはいて、それは森森森森林林林林組組組組

合合合合も入ったも入ったも入ったも入った形形形形で、そで、そで、そで、そうううういいいいうううう意味意味意味意味ではではではでは意欲意欲意欲意欲ああああるるるる森森森森林林林林組合組合組合組合も入ってきたといも入ってきたといも入ってきたといも入ってきたといううううことで、ご理ことで、ご理ことで、ご理ことで、ご理解解解解

をいたをいたをいたをいただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思ううううのですが、この制度については、ことしの成のですが、この制度については、ことしの成のですが、この制度については、ことしの成のですが、この制度については、ことしの成果果果果をををを見見見見ながながながながら来ら来ら来ら来年度年度年度年度以以以以

降降降降もももも継継継継続したいと続したいと続したいと続したいと思思思思っていまして、そっていまして、そっていまして、そっていまして、そううううすることによってすることによってすることによってすることによってロロロロットットットットがまとまってがまとまってがまとまってがまとまってロロロロットットットットののののああああ

るるるる木木木木材材材材生産が出てくると、それを生産が出てくると、それを生産が出てくると、それを生産が出てくると、それをハウハウハウハウススススメメメメーーーーカカカカーに、ーに、ーに、ーに、例えば例えば例えば例えば床床床床材材材材ののののフフフフロロロローーーーリリリリングングングングとかいとかいとかいとかいうううう

具具具具体的体的体的体的なななな提案提案提案提案もももも差差差差しししし上げ上げ上げ上げてつなてつなてつなてつなげげげげていくと、そていくと、そていくと、そていくと、そうううういいいいうううう仕仕仕仕組み組み組み組みを新たに創を新たに創を新たに創を新たに創設設設設しましたので、しましたので、しましたので、しましたので、

従従従従来来来来よりは一よりは一よりは一よりは一歩歩歩歩進進進進歩歩歩歩させていたさせていたさせていたさせていただだだだいたかといたかといたかといたかと思思思思いますので、もいますので、もいますので、もいますので、もうううう少し事業の少し事業の少し事業の少し事業の効効効効果果果果をををを検検検検証証証証しなしなしなしな

ががががら取ら取ら取ら取りりりり組組組組んでいきたいとんでいきたいとんでいきたいとんでいきたいと思思思思ってございます。ってございます。ってございます。ってございます。

それかそれかそれかそれからららら、、、、福島福島福島福島県産の県産の県産の県産の原原原原木木木木ののののシイタシイタシイタシイタケケケケにつきましては、につきましては、につきましては、につきましては、担担担担当当当当課課課課長よりお長よりお長よりお長よりお答答答答ええええいたします。いたします。いたします。いたします。

○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 ２２２２点点点点ににににわわわわたってごたってごたってごたってご回回回回答答答答させていたさせていたさせていたさせていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思います。います。います。います。

まず１まず１まず１まず１点点点点、、、、信信信信用用用用保保保保証証証証協協協協会に対する補給の会に対する補給の会に対する補給の会に対する補給の件件件件でございますが、１億４，０００万円といでございますが、１億４，０００万円といでございますが、１億４，０００万円といでございますが、１億４，０００万円というううう

おおおお話話話話をされたのですが、これは１，４００万円のをされたのですが、これは１，４００万円のをされたのですが、これは１，４００万円のをされたのですが、これは１，４００万円の損失損失損失損失補補補補償償償償のののの方方方方でございましでございましでございましでございましょょょょううううか、それか、それか、それか、それ
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ともともともとも保保保保証証証証料料料料補給の補給の補給の補給の方方方方でございましでございましでございましでございましょょょょううううか。か。か。か。

○藤本委員○藤本委員○藤本委員○藤本委員 １５２ページの１５２ページの１５２ページの１５２ページの信信信信用用用用保保保保証証証証のののの拡拡拡拡充のとこ充のとこ充のとこ充のところろろろです。です。です。です。

○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 １，４００万円の１，４００万円の１，４００万円の１，４００万円の損失損失損失損失補補補補償償償償のののの方方方方でございます。これにつきましては、でございます。これにつきましては、でございます。これにつきましては、でございます。これにつきましては、

制度融資とい制度融資とい制度融資とい制度融資というううう制度が、中小企業者、制度が、中小企業者、制度が、中小企業者、制度が、中小企業者、信信信信用力が用力が用力が用力が低低低低いよいよいよいよううううなななな状況状況状況状況の中で、の中で、の中で、の中で、信信信信用用用用保保保保証証証証協協協協会の会の会の会の保保保保

証証証証をををを使使使使ってってってって信信信信用力の用力の用力の用力の低低低低い中小企業が金利を金融い中小企業が金利を金融い中小企業が金利を金融い中小企業が金利を金融機機機機関か関か関か関からららら資金を資金を資金を資金を借借借借りるよりるよりるよりるよううううにするにするにするにする仕仕仕仕組み組み組み組みでででで

ございますので、県はそのございますので、県はそのございますので、県はそのございますので、県はその保保保保証証証証をさせるたをさせるたをさせるたをさせるためめめめに、もともとに、もともとに、もともとに、もともとリリリリスクスクスクスクのののの高高高高い、い、い、い、例えば例えば例えば例えば新新新新規規規規開業開業開業開業

でででであああありますとか、りますとか、りますとか、りますとか、ああああるいはるいはるいはるいはベベベベンチンチンチンチャャャャー企業の関係とか、そー企業の関係とか、そー企業の関係とか、そー企業の関係とか、そうううういったよいったよいったよいったよううううな制度融資についな制度融資についな制度融資についな制度融資につい

て、て、て、て、信信信信用用用用保保保保証証証証協協協協会が会が会が会が保保保保証証証証をををを受受受受けてもけてもけてもけてもらうらうらうらうたたたためめめめにににに非非非非常常常常ににににリリリリスクスクスクスクがががが高高高高いといいといいといいといううううことで、もしことで、もしことで、もしことで、もし代代代代

位弁位弁位弁位弁済済済済がががが起起起起こったこったこったこった場合場合場合場合にはそのにはそのにはそのにはその半半半半分分分分を補てんするを補てんするを補てんするを補てんする仕仕仕仕組み組み組み組みがございます。がございます。がございます。がございます。

それかそれかそれかそれからららら、奈良県中小企業振興資金、奈良県中小企業振興資金、奈良県中小企業振興資金、奈良県中小企業振興資金貸付貸付貸付貸付金金金金特別特別特別特別会計の会計の会計の会計の延滞延滞延滞延滞金の金の金の金の問問問問題題題題でございます。平成でございます。平成でございます。平成でございます。平成

２３年８月２３年８月２３年８月２３年８月末末末末のののの未収未収未収未収金の金の金の金の状況状況状況状況でございますが、これは３でございますが、これは３でございますが、これは３でございますが、これは３種種種種類類類類の資金がございまして、１つの資金がございまして、１つの資金がございまして、１つの資金がございまして、１つ

は中小企業は中小企業は中小企業は中小企業高高高高度度度度化化化化資金でございます。これが６資金でございます。これが６資金でございます。これが６資金でございます。これが６貸付貸付貸付貸付先先先先、１０、１０、１０、１０件件件件でございまして、３３億４，でございまして、３３億４，でございまして、３３億４，でございまして、３３億４，

１００万円１００万円１００万円１００万円余余余余でございます。それかでございます。それかでございます。それかでございます。それからららら、中小企業、中小企業、中小企業、中小企業店舗高店舗高店舗高店舗高度度度度化化化化資金資金資金資金貸付貸付貸付貸付、これに関するもの、これに関するもの、これに関するもの、これに関するもの

が３０が３０が３０が３０貸付貸付貸付貸付先先先先、３２、３２、３２、３２件件件件でございまして、７，４２６万９，０００円でございまして、７，４２６万９，０００円でございまして、７，４２６万９，０００円でございまして、７，４２６万９，０００円余余余余でございます。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

かかかからららら、、、、旧旧旧旧のののの設備設備設備設備近近近近代化代化代化代化資金の資金の資金の資金の延滞延滞延滞延滞でございますが、これは４４でございますが、これは４４でございますが、これは４４でございますが、これは４４貸付貸付貸付貸付先先先先の５０の５０の５０の５０件件件件、１億４７、１億４７、１億４７、１億４７

０万９，０００円０万９，０００円０万９，０００円０万９，０００円余余余余でございます。でございます。でございます。でございます。以以以以上上上上、、、、合合合合算いたしまして８０算いたしまして８０算いたしまして８０算いたしまして８０貸付貸付貸付貸付先先先先の９２の９２の９２の９２件件件件、３５億、３５億、３５億、３５億

２，０３０万２，０００円２，０３０万２，０００円２，０３０万２，０００円２，０３０万２，０００円余余余余でございます。でございます。でございます。でございます。

これこれこれこれららららのののの延滞延滞延滞延滞先先先先につきましては、県職員によるにつきましては、県職員によるにつきましては、県職員によるにつきましては、県職員による電電電電話話話話ですとか、ですとか、ですとか、ですとか、ああああるいはるいはるいはるいは訪問訪問訪問訪問、それか、それか、それか、それからららら

文文文文書による書による書による書による督督督督促を行っております。促を行っております。促を行っております。促を行っております。ややややはりこはりこはりこはりこうううういったいったいったいった延滞延滞延滞延滞につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、速速速速ややややかにかにかにかに縮縮縮縮減、減、減、減、

解解解解消消消消していくのがしていくのがしていくのがしていくのが望望望望ましいといましいといましいといましいといううううことで、平成２２年度にはことで、平成２２年度にはことで、平成２２年度にはことで、平成２２年度には電電電電話話話話で４６で４６で４６で４６回回回回、、、、ああああるいはるいはるいはるいは訪問訪問訪問訪問

で５４で５４で５４で５４回回回回等等等等 々々々々のののの督督督督促を行っているとこ促を行っているとこ促を行っているとこ促を行っているところろろろでございますが、平成２３年度かでございますが、平成２３年度かでございますが、平成２３年度かでございますが、平成２３年度かららららささささららららにににに民間民間民間民間金金金金

融融融融機機機機関で関で関で関で債権債権債権債権管理、管理、管理、管理、ああああるいはるいはるいはるいは回回回回収収収収業務に従事業務に従事業務に従事業務に従事経経経経験験験験ののののあああある者１名をる者１名をる者１名をる者１名を嘱嘱嘱嘱託として雇用いたしま託として雇用いたしま託として雇用いたしま託として雇用いたしま

して、して、して、して、延滞延滞延滞延滞金の金の金の金の回回回回収収収収対策に対策に対策に対策に専専専専従させて従させて従させて従させて債権回債権回債権回債権回収収収収にににに努め努め努め努めておるとこておるとこておるとこておるところろろろででででああああります。ります。ります。ります。以以以以上上上上でごでごでごでご

ざいます。ざいます。ざいます。ざいます。

○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 企業立地に関してのご企業立地に関してのご企業立地に関してのご企業立地に関し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。

まず、平成２２年の２７まず、平成２２年の２７まず、平成２２年の２７まず、平成２２年の２７件件件件ののののううううちちちち、企業の立地は、企業の立地は、企業の立地は、企業の立地はどどどどうううういいいいう規模う規模う規模う規模かといかといかといかといううううおおおお尋ね尋ね尋ね尋ねでございでございでございでござい

ます。大ます。大ます。大ます。大半半半半は、は、は、は、約約約約９９９９割割割割は中小企業、は中小企業、は中小企業、は中小企業、売売売売りりりり上げ規模上げ規模上げ規模上げ規模で数億かで数億かで数億かで数億からららら数数数数十十十十億円の中小企業が中億円の中小企業が中億円の中小企業が中億円の中小企業が中心心心心でででで

ございます。立地のございます。立地のございます。立地のございます。立地の敷敷敷敷地地地地面面面面積で平積で平積で平積で平均均均均しますとしますとしますとしますと約約約約５，０００平５，０００平５，０００平５，０００平方方方方メメメメーーーートルトルトルトルですので、ですので、ですので、ですので、ややややはりはりはりはり

奈良県の奈良県の奈良県の奈良県の特性特性特性特性として大として大として大として大規模規模規模規模な事業な事業な事業な事業所所所所、工、工、工、工場場場場といといといといううううことではございません。ことではございません。ことではございません。ことではございません。

それかそれかそれかそれからららら、雇用に関しまして、、雇用に関しまして、、雇用に関しまして、、雇用に関しまして、昨昨昨昨年の２７年の２７年の２７年の２７件件件件だだだだけでといけでといけでといけでといううううことでのことでのことでのことでの調調調調査はま査はま査はま査はまだだだだできておできておできておできてお
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りません。といいますのが、りません。といいますのが、りません。といいますのが、りません。といいますのが、操操操操業をは業をは業をは業をはじめじめじめじめております企業と、ております企業と、ております企業と、ております企業と、操操操操業開業開業開業開始始始始前の企業がござい前の企業がござい前の企業がござい前の企業がござい

まして、そのまして、そのまして、そのまして、その点点点点でことしの５月に、平成１９年かでことしの５月に、平成１９年かでことしの５月に、平成１９年かでことしの５月に、平成１９年からららら平成２２年までの４年平成２２年までの４年平成２２年までの４年平成２２年までの４年間間間間に立地しましに立地しましに立地しましに立地しまし

た１０１た１０１た１０１た１０１件件件件の企業にアの企業にアの企業にアの企業にアンンンンケケケケーーーート調ト調ト調ト調査を行いまして、その査を行いまして、その査を行いまして、その査を行いまして、そのううううちちちち操操操操業開業開業開業開始始始始された会された会された会された会社社社社、４９、４９、４９、４９社社社社

かかかからららら回回回回答答答答ございました。そのございました。そのございました。そのございました。その分分分分で集計いたしまして、で集計いたしまして、で集計いたしまして、で集計いたしまして、操操操操業業業業済み済み済み済みの会の会の会の会社社社社で、総数７１２名ので、総数７１２名ので、総数７１２名ので、総数７１２名の

雇用を生雇用を生雇用を生雇用を生みみみみ出しており、その出しており、その出しており、その出しており、そのううううちちちち正正正正社社社社員が４７４名で、員が４７４名で、員が４７４名で、員が４７４名で、非非非非正正正正規規規規が２３８名といが２３８名といが２３８名といが２３８名というううう状況状況状況状況でごでごでごでご

ざいます。その４９ざいます。その４９ざいます。その４９ざいます。その４９社社社社がこの年度がこの年度がこの年度がこの年度末末末末までに雇用予定が総数３７８名、までに雇用予定が総数３７８名、までに雇用予定が総数３７８名、までに雇用予定が総数３７８名、ううううちちちち正正正正社社社社員２４６名、員２４６名、員２４６名、員２４６名、

非非非非正正正正規規規規が１３２名雇用予定といが１３２名雇用予定といが１３２名雇用予定といが１３２名雇用予定といううううことでございますので、４９ことでございますので、４９ことでございますので、４９ことでございますので、４９社社社社合合合合計で年度計で年度計で年度計で年度末末末末までのまでのまでのまでの採採採採用用用用

をををを含含含含めめめめますとますとますとますと合合合合計１，０９０名、正計１，０９０名、正計１，０９０名、正計１，０９０名、正社社社社員７２０名と員７２０名と員７２０名と員７２０名と非非非非正正正正規規規規３７０名と、そ３７０名と、そ３７０名と、そ３７０名と、そうううういいいいうううう立地に伴立地に伴立地に伴立地に伴

うううう雇用、新たな雇用の雇用、新たな雇用の雇用、新たな雇用の雇用、新たな雇用の場場場場の創出につながっております。の創出につながっております。の創出につながっております。の創出につながっております。

それとそれとそれとそれと最最最最後後後後に、知事のに、知事のに、知事のに、知事のトットットットッププププセセセセーーーールスルスルスルスによるといによるといによるといによるといううううおおおお尋ね尋ね尋ね尋ねでございますが、企業立地１でございますが、企業立地１でございますが、企業立地１でございますが、企業立地１

０１０１０１０１件件件件は、事務は、事務は、事務は、事務方方方方によるによるによるによる交渉交渉交渉交渉と、それかと、それかと、それかと、それからららら知事に知事に知事に知事にトットットットッププププ同同同同士士士士のののの意意意意見見見見交換交換交換交換もももも含含含含めめめめ、一、一、一、一連連連連のののの誘誘誘誘

致作致作致作致作業でございますので、業でございますので、業でございますので、業でございますので、どどどどの企業が知事のの企業が知事のの企業が知事のの企業が知事のトットットットッププププセセセセーーーールスルスルスルスによるといによるといによるといによるといううううのは、のは、のは、のは、特特特特定しに定しに定しに定しに

くい部くい部くい部くい部分分分分もございますので、またもございますので、またもございますので、またもございますので、またああああと手と手と手と手元元元元の資の資の資の資料料料料でも今でも今でも今でも今持持持持ちちちち合わ合わ合わ合わせございませんので、ませございませんので、ませございませんので、ませございませんので、ま

たたたた後後後後ほほほほどどどどご説明にご説明にご説明にご説明に伺伺伺伺わわわわせていたせていたせていたせていただだだだきます。きます。きます。きます。以以以以上上上上でございます。でございます。でございます。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 奈良県奈良県奈良県奈良県営競輪営競輪営競輪営競輪事業費事業費事業費事業費特別特別特別特別会計の会計の会計の会計の赤字赤字赤字赤字のののの原原原原因因因因と今と今と今と今後後後後のおのおのおのお話話話話でごでごでごでご

ざいます。ざいます。ざいます。ざいます。

端端端端的的的的にににに申申申申しししし上げ上げ上げ上げまして、まして、まして、まして、車車車車券の券の券の券の売売売売りりりり上げ上げ上げ上げの減少がの減少がの減少がの減少が顕著顕著顕著顕著ににににあらわあらわあらわあらわれてきているとれてきているとれてきているとれてきていると言言言言ええええるとるとるとると

思思思思います。平成２１年度で２，５００万円、平成２２年度で、２年います。平成２１年度で２，５００万円、平成２２年度で、２年います。平成２１年度で２，５００万円、平成２２年度で、２年います。平成２１年度で２，５００万円、平成２２年度で、２年連連連連続の続の続の続の赤字赤字赤字赤字になったのになったのになったのになったの

で１億３，４００万円になっておりますが、平成２２年度でで１億３，４００万円になっておりますが、平成２２年度でで１億３，４００万円になっておりますが、平成２２年度でで１億３，４００万円になっておりますが、平成２２年度で傾傾傾傾向向向向として、今までのとして、今までのとして、今までのとして、今までのＧⅡＧⅡＧⅡＧⅡレレレレ

ーーーースススス、かなりいい、かなりいい、かなりいい、かなりいい選選選選手が手が手が手が来来来来てててて人人人人気気気気ののののああああるレーるレーるレーるレーススススを開を開を開を開催催催催したしたしたした場合場合場合場合に、かなりのに、かなりのに、かなりのに、かなりの収収収収益益益益が出たとが出たとが出たとが出たと

いいいいううううのがのがのがのがああああったのですが、平成２２年度のレーったのですが、平成２２年度のレーったのですが、平成２２年度のレーったのですが、平成２２年度のレーススススのときは少し予のときは少し予のときは少し予のときは少し予想想想想よりよりよりより収収収収入が入が入が入が伸伸伸伸びなくて、びなくて、びなくて、びなくて、

選選選選手手手手賞賞賞賞金とか、そ金とか、そ金とか、そ金とか、そうううういったものがいったものがいったものがいったものが固固固固定定定定的的的的なななな経経経経費で費で費で費で要要要要りますので、そりますので、そりますので、そりますので、そうううういった部いった部いった部いった部分分分分でででで収収収収益益益益のののの

影響影響影響影響が出たことでが出たことでが出たことでが出たことで赤字赤字赤字赤字になったと、大きくになったと、大きくになったと、大きくになったと、大きく言言言言えば車えば車えば車えば車券の券の券の券の売売売売りりりり上げ上げ上げ上げが減少していることがが減少していることがが減少していることがが減少していることが言言言言

ええええるとるとるとると思思思思います。います。います。います。

今今今今後後後後でございますけれでございますけれでございますけれでございますけれどどどども、これまでも、これまでも、これまでも、これまで競輪場競輪場競輪場競輪場では、いでは、いでは、いでは、いろろろろいいいいろろろろなななな削削削削減とか対策をとってま減とか対策をとってま減とか対策をとってま減とか対策をとってま

いりました。たいりました。たいりました。たいりました。ただだだだ、、、、昨昨昨昨今の今の今の今の状況状況状況状況をををを見見見見ますと、かなりますと、かなりますと、かなりますと、かなり抜抜抜抜本本本本的的的的なことをしないとなかなかなことをしないとなかなかなことをしないとなかなかなことをしないとなかなか経営経営経営経営

改善改善改善改善がががが図図図図れないとれないとれないとれないと思思思思わわわわれます。れます。れます。れます。

国でも、国でも、国でも、国でも、経済経済経済経済産業産業産業産業省省省省の産業の産業の産業の産業構構構構造審議会で造審議会で造審議会で造審議会で競輪競輪競輪競輪事業の事業の事業の事業のあああありりりり方検討方検討方検討方検討小委員会がつく小委員会がつく小委員会がつく小委員会がつくらららられましれましれましれまし

て、そこでいて、そこでいて、そこでいて、そこでいろろろろいいいいろろろろな制度のな制度のな制度のな制度の改改改改正を正を正を正を含含含含めめめめてご議てご議てご議てご議論論論論をされてまいりました。その報告が出たをされてまいりました。その報告が出たをされてまいりました。その報告が出たをされてまいりました。その報告が出た

とことことこところろろ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どどども、その報告をも、その報告をも、その報告をも、その報告を踏踏踏踏ままままええええていていていていろろろろいいいいろろろろなななな団体団体団体団体がございますが、そがございますが、そがございますが、そがございますが、そちちちち
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ららららのののの方方方方ででででどどどどうううういいいいうううう対策とっていくかをこれか対策とっていくかをこれか対策とっていくかをこれか対策とっていくかをこれからららら進進進進めらめらめらめられているれているれているれている状況状況状況状況でございます。でございます。でございます。でございます。

県に入っているお県に入っているお県に入っているお県に入っているお話話話話でいいますと、でいいますと、でいいますと、でいいますと、選選選選手会では、今手会では、今手会では、今手会では、今後後後後５年５年５年５年間間間間でででで選選選選手数を３手数を３手数を３手数を３割割割割削削削削減するお減するお減するお減するお

話話話話がががが来来来来ております。また、今ております。また、今ております。また、今ております。また、今申申申申しししし上げ上げ上げ上げましたいましたいましたいましたいろろろろいいいいろろろろなななな団体団体団体団体、、、、((((社社社社))))全全全全国国国国競輪施競輪施競輪施競輪施行者行者行者行者協協協協議会議会議会議会

とか、とか、とか、とか、ＪＫＡＪＫＡＪＫＡＪＫＡとか、そとか、そとか、そとか、そうううういったとこいったとこいったとこいったところろろろがががが競輪最高競輪最高競輪最高競輪最高会議をつく会議をつく会議をつく会議をつくらららられまして、ご議れまして、ご議れまして、ご議れまして、ご議論論論論されていされていされていされてい

る中では、１日の開る中では、１日の開る中では、１日の開る中では、１日の開催催催催レーレーレーレーススススのののの削削削削減も減も減も減も考考考考ええええておておておておらららられるよれるよれるよれるよううううでございます。たでございます。たでございます。たでございます。ただだだだ、県の、県の、県の、県の競輪競輪競輪競輪

事業の中では、事業の中では、事業の中では、事業の中では、ＪＫＡＪＫＡＪＫＡＪＫＡのののの交交交交付付付付金の額、その金の額、その金の額、その金の額、その率率率率が大きくが大きくが大きくが大きく収収収収支に支に支に支に影響影響影響影響が出てまいりますが、こが出てまいりますが、こが出てまいりますが、こが出てまいりますが、こ

のののの削削削削減が今減が今減が今減が今後ど後ど後ど後どのよのよのよのよううううになっていくのかまになっていくのかまになっていくのかまになっていくのかまだだだだ不不不不透透透透明なとこ明なとこ明なとこ明なところろろろでございまして、これが今でございまして、これが今でございまして、これが今でございまして、これが今後後後後

のののの収収収収支に支に支に支に影響影響影響影響をををを与与与与ええええるとるとるとると思思思思っておりますので、このっておりますので、このっておりますので、このっておりますので、この動向動向動向動向についてについてについてについて注視注視注視注視をしていきたいとをしていきたいとをしていきたいとをしていきたいと思思思思

っております。っております。っております。っております。

それかそれかそれかそれからららら、奈良県県、奈良県県、奈良県県、奈良県県営競輪検討営競輪検討営競輪検討営競輪検討委員会がございまして、そこで今までご議委員会がございまして、そこで今までご議委員会がございまして、そこで今までご議委員会がございまして、そこで今までご議論論論論をいたをいたをいたをいただだだだいいいい

ております。ております。ております。ております。収収収収支支支支改善改善改善改善策とか、今策とか、今策とか、今策とか、今後ど後ど後ど後どんなことがとれるのかご議んなことがとれるのかご議んなことがとれるのかご議んなことがとれるのかご議論論論論をいたをいたをいたをいただだだだいております。いております。いております。いております。

この報告が１０月この報告が１０月この報告が１０月この報告が１０月末末末末に出てくる予定でございますので、そのこともしっかりに出てくる予定でございますので、そのこともしっかりに出てくる予定でございますので、そのこともしっかりに出てくる予定でございますので、そのこともしっかり踏踏踏踏ままままええええながながながながらららら、、、、

今今今今後後後後競輪場競輪場競輪場競輪場ののののあああありりりり方方方方につきまして、につきまして、につきまして、につきまして、慎重慎重慎重慎重にしっかり議にしっかり議にしっかり議にしっかり議論論論論をしていきたいとをしていきたいとをしていきたいとをしていきたいと思思思思っております。っております。っております。っております。

以以以以上上上上でございます。でございます。でございます。でございます。

○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 委員お委員お委員お委員お述述述述べべべべのよのよのよのよううううに、に、に、に、福島福島福島福島県産の県産の県産の県産のシイタシイタシイタシイタケケケケ原原原原木木木木が奈良県に入っていが奈良県に入っていが奈良県に入っていが奈良県に入ってい

たことが、たことが、たことが、たことが、福島福島福島福島県産と知県産と知県産と知県産と知ららららずにずにずにずに購購購購入した入した入した入した原原原原木木木木ででででああああることがることがることがることが判判判判明しまして、林明しまして、林明しまして、林明しまして、林野野野野庁庁庁庁、、、、福島福島福島福島県県県県

かかかかららららのののの依依依依頼頼頼頼、それと、それと、それと、それと所所所所有有有有者の者の者の者の方方方方の理の理の理の理解解解解をををを得得得得ましてましてましてまして検検検検査させていた査させていた査させていた査させていただだだだきました。きました。きました。きました。検検検検査査査査結結結結果果果果なななな

のですが、のですが、のですが、のですが、厚厚厚厚生労働生労働生労働生労働省省省省が定が定が定が定めめめめるるるる暫暫暫暫定定定定規規規規制制制制値値値値、１、１、１、１キロキロキロキログラグラグラグラム当たり５００ム当たり５００ム当たり５００ム当たり５００ベベベベククククレレレレルルルルに対しまに対しまに対しまに対しま

してしてしてして非非非非常常常常にににに低低低低いいいい値値値値で、一応で、一応で、一応で、一応セシセシセシセシウウウウム１３４が４、１３７が７といム１３４が４、１３７が７といム１３４が４、１３７が７といム１３４が４、１３７が７というううう結結結結果果果果が出ました。それが出ました。それが出ました。それが出ました。それ

で、で、で、で、暫暫暫暫定定定定規規規規制制制制値値値値の５０の５０の５０の５０分分分分の１といの１といの１といの１というううう低低低低いいいい結結結結果果果果でででであああありまして、りまして、りまして、りまして、普通普通普通普通にはにはにはには流流流流通通通通しておるものでしておるものでしておるものでしておるもので

ございます。ございます。ございます。ございます。安全安全安全安全性性性性をををを確確確確認するた認するた認するた認するためめめめにににに検検検検査した査した査した査した結結結結果果果果でございまして、でございまして、でございまして、でございまして、確確確確認できたと認できたと認できたと認できたと考考考考ええええてててて

おります。おります。おります。おります。

今今今今後後後後、、、、風評風評風評風評被被被被害害害害が出ないよが出ないよが出ないよが出ないよううううにににに気気気気をつけてまいりたいとをつけてまいりたいとをつけてまいりたいとをつけてまいりたいと思思思思っております。っております。っております。っております。以以以以上上上上でございでございでございでござい

ます。ます。ます。ます。

○藤本委員○藤本委員○藤本委員○藤本委員 林業振興林業振興林業振興林業振興課課課課長、長、長、長、努努努努力して力して力して力してあげあげあげあげてくてくてくてくだだだださい。たさい。たさい。たさい。ただだだだ、、、、消消消消費者費者費者費者団体団体団体団体かかかからららら言言言言わわわわれて、れて、れて、れて、

公公公公表表表表しないといけないけれしないといけないけれしないといけないけれしないといけないけれどどどども、この業者はそれでも、この業者はそれでも、この業者はそれでも、この業者はそれで飯飯飯飯食う食う食う食うているんているんているんているんやややや。助けて。助けて。助けて。助けてややややってほしってほしってほしってほし

いいいいわわわわけです。そけです。そけです。そけです。そうううういいいいうううう点点点点で、くで、くで、くで、くららららし創造部のし創造部のし創造部のし創造部の消消消消費・生活費・生活費・生活費・生活安全安全安全安全課課課課とととと連携連携連携連携して県して県して県して県民民民民に大に大に大に大丈丈丈丈夫と夫と夫と夫と

いいいいううううことをアことをアことをアことをアピピピピーーーールルルルして、業者を支して、業者を支して、業者を支して、業者を支ええええててててややややってほしいといってほしいといってほしいといってほしいといううううことをことをことをことを要要要要望望望望しておきます。しておきます。しておきます。しておきます。

それかそれかそれかそれからららら、、、、競輪競輪競輪競輪は、は、は、は、メリメリメリメリットットットット、、、、デデデデメリメリメリメリットットットットががががああああるし。るし。るし。るし。だだだだかかかかららららとととと言言言言ってってってって競輪競輪競輪競輪ををををややややれとれとれとれと言言言言うううう

のもしんのもしんのもしんのもしんどどどどいいいい話話話話だだだだし、もし、もし、もし、もうううう一つは、前、一つは、前、一つは、前、一つは、前、競輪場競輪場競輪場競輪場をををを使使使使って中って中って中って中古古古古車車車車販販販販売売売売ををををややややった。った。った。った。ああああいてるといてるといてるといてると
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きがきがきがきがああああるではないか。そんな工夫しながるではないか。そんな工夫しながるではないか。そんな工夫しながるではないか。そんな工夫しながらららら、、、、メリメリメリメリットットットットももももデデデデメリメリメリメリットットットットももももああああるし、３００るし、３００るし、３００るし、３００人人人人がががが

働いているとい働いているとい働いているとい働いているというううう話話話話もももも聞聞聞聞くし、しかし、くし、しかし、くし、しかし、くし、しかし、赤字赤字赤字赤字ではではではではだめだだめだだめだだめだし、し、し、し、持持持持ちちちち出しを１億３，０００万出しを１億３，０００万出しを１億３，０００万出しを１億３，０００万

円もしているの円もしているの円もしているの円もしているのだだだだかかかからららら、、、、十十十十分検討分検討分検討分検討して、そして、そして、そして、そうううういいいいう競輪う競輪う競輪う競輪ををををややややっていないときにっていないときにっていないときにっていないときにどどどどうううう使使使使ううううか、か、か、か、

市市市市場場場場でででで野野野野菜菜菜菜をををを売売売売ったりしたことがったりしたことがったりしたことがったりしたことがあああありました。そりました。そりました。そりました。そうううういいいいううううこともこともこともことも検討検討検討検討してくしてくしてくしてくだだだださい。さい。さい。さい。

それかそれかそれかそれからららら、、、、先先先先ほほほほどどどどの地の地の地の地域域域域産業産業産業産業課課課課の３５億円、これはきついですよ。の３５億円、これはきついですよ。の３５億円、これはきついですよ。の３５億円、これはきついですよ。民間民間民間民間にににに任任任任せてせてせてせて取取取取りにりにりにりに

行かすのではなくて、行かすのではなくて、行かすのではなくて、行かすのではなくて、差差差差しししし押押押押ささささええええしたり、したり、したり、したり、裁判裁判裁判裁判でもして、きっでもして、きっでもして、きっでもして、きっちちちちりりりり頑張頑張頑張頑張ってってってってややややるといるといるといるというううう決決決決

意意意意をををを言言言言ってくってくってくってくだだだださい。さい。さい。さい。ヤヤヤヤマトマトマトマトハハハハイイイイミーミーミーミールルルルもももも含含含含めめめめて、て、て、て、法法法法的的的的にもっとにもっとにもっとにもっと闘闘闘闘わわわわないといけない。ないといけない。ないといけない。ないといけない。回回回回

答答答答してくしてくしてくしてくだだだださい。さい。さい。さい。

それかそれかそれかそれからららら、、、、先先先先ほほほほどどどどの企業の企業の企業の企業誘致誘致誘致誘致、企業立地、企業立地、企業立地、企業立地推推推推進進進進課課課課長が長が長が長が言言言言ううううてくれたけれてくれたけれてくれたけれてくれたけれどどどども、知事も一生も、知事も一生も、知事も一生も、知事も一生

懸命懸命懸命懸命ややややってもってもってもってもららららっているのもっているのもっているのもっているのもわわわわかるけれかるけれかるけれかるけれどどどども、４年も、４年も、４年も、４年間間間間で１，０００名の雇用が大で１，０００名の雇用が大で１，０００名の雇用が大で１，０００名の雇用が大体体体体できるできるできるできる

とととと言言言言っているけれっているけれっているけれっているけれどどどど、一、一、一、一方方方方ででででパパパパナナナナソソソソニックニックニックニックの１，５００の１，５００の１，５００の１，５００人人人人の雇用がの雇用がの雇用がの雇用が逃逃逃逃げげげげてしまったといてしまったといてしまったといてしまったというううう

話話話話ももももああああるるるるわわわわけです。そけです。そけです。そけです。そうううういいいいうううう点点点点で、企業も大きいとこで、企業も大きいとこで、企業も大きいとこで、企業も大きいところろろろをををを逃逃逃逃がないよがないよがないよがないよううううにといにといにといにというううう話話話話もしなもしなもしなもしな

ががががらららら、、、、どどどどこか行くのこか行くのこか行くのこか行くのだだだだったったったったらららら、、、、ううううちちちちでででで土土土土地を用地を用地を用地を用意意意意しますといしますといしますといしますといううううぐぐぐぐららららいの、企業立地のいの、企業立地のいの、企業立地のいの、企業立地の専門専門専門専門

のののの課課課課をつくってをつくってをつくってをつくってああああるのるのるのるのだだだだかかかからららら。そ。そ。そ。そうううういいいいうううう点点点点も、も、も、も、網網網網のののの目目目目をををを張張張張ってってってって頑張頑張頑張頑張ってってってってややややってほしいとってほしいとってほしいとってほしいと思思思思

っております。っております。っております。っております。要要要要望望望望しておきます。しておきます。しておきます。しておきます。

それかそれかそれかそれから最ら最ら最ら最後後後後に、に、に、に、森森森森林林林林環境環境環境環境税税税税はもっとはもっとはもっとはもっと頑張頑張頑張頑張ってってってって有効有効有効有効にににに使使使使っていたっていたっていたっていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思います。います。います。います。

先先先先ほほほほどどどどのののの信信信信用用用用保保保保証証証証協協協協会の会の会の会の話話話話はよくはよくはよくはよくわわわわかりました。かりました。かりました。かりました。以以以以上上上上でででで終終終終わわわわります。ります。ります。ります。

○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 県県県県営競輪営競輪営競輪営競輪のおのおのおのお話話話話でございます。委員おでございます。委員おでございます。委員おでございます。委員お述述述述べべべべのよのよのよのよううううに、に、に、に、ややややはりはりはりはり

競輪場競輪場競輪場競輪場の今のの今のの今のの今の影響影響影響影響をををを考考考考ええええますと、県ますと、県ますと、県ますと、県民民民民のののの皆皆皆皆さんさんさんさん方方方方にににに競輪競輪競輪競輪を知ってもを知ってもを知ってもを知ってもらう取らう取らう取らう取りりりり組み組み組み組みが大事かが大事かが大事かが大事か

とととと思思思思っております。っております。っております。っております。言言言言わわわわれたよれたよれたよれたよううううににににモモモモーーーータタタターーーーフェフェフェフェアとか、アとか、アとか、アとか、ああああいているときはいているときはいているときはいているときはやらやらやらやらせていたせていたせていたせていた

だだだだいております。いております。いております。いております。自転車自転車自転車自転車の関係のの関係のの関係のの関係の団体団体団体団体にもにもにもにも貸貸貸貸しししし付付付付けたりしておりますが、今のとこけたりしておりますが、今のとこけたりしておりますが、今のとこけたりしておりますが、今のところろろろ日程日程日程日程

がががが詰詰詰詰まっておりますので、開まっておりますので、開まっておりますので、開まっておりますので、開催催催催していない日にしていない日にしていない日にしていない日にちちちちがなかなかないのですけれがなかなかないのですけれがなかなかないのですけれがなかなかないのですけれどどどども、も、も、も、取取取取りりりり組組組組

みみみみも進も進も進も進めめめめていきたいとていきたいとていきたいとていきたいと思思思思います。います。います。います。

それかそれかそれかそれからららら、奈良県中小企業、奈良県中小企業、奈良県中小企業、奈良県中小企業高高高高度度度度化化化化資金等でございます。この資金等でございます。この資金等でございます。この資金等でございます。この高高高高度度度度化化化化資金は、資金は、資金は、資金は、例えば例えば例えば例えば据据据据ええええ

置置置置きで３年、それかきで３年、それかきで３年、それかきで３年、それからららら償還償還償還償還で２０年といった長で２０年といった長で２０年といった長で２０年といった長期間期間期間期間のののの貸貸貸貸しししし付付付付けになってますので、なかなけになってますので、なかなけになってますので、なかなけになってますので、なかな

かかかか償還償還償還償還をしているをしているをしているをしている間間間間にににに経済情経済情経済情経済情勢勢勢勢がががが変変変変化化化化したりしたりしたりしたり苦苦苦苦しい部しい部しい部しい部分分分分も出てこよも出てこよも出てこよも出てこよううううかとかとかとかと思思思思います。また、います。また、います。また、います。また、

委員お委員お委員お委員お述述述述べべべべのよのよのよのよううううに、そに、そに、そに、そうううういったことにいったことにいったことにいったことに適時適時適時適時、、、、的確的確的確的確なななな債権債権債権債権管理は大管理は大管理は大管理は大切切切切かとかとかとかと思思思思っておりますっておりますっておりますっております

ので、今ので、今ので、今ので、今後後後後ともしっかりその手続等をともしっかりその手続等をともしっかりその手続等をともしっかりその手続等を踏踏踏踏ままままええええててててややややっていきたいとっていきたいとっていきたいとっていきたいと思思思思っております。っております。っております。っております。以以以以上上上上でででで

ございます。ございます。ございます。ございます。

○小泉委員○小泉委員○小泉委員○小泉委員 ２２２２点点点点でございます。でございます。でございます。でございます。
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１つは、藤本委員が１つは、藤本委員が１つは、藤本委員が１つは、藤本委員が述述述述べべべべらららられましたれましたれましたれました森森森森林林林林環境環境環境環境税税税税のののの話話話話についてについてについてについて質質質質問問問問いたします。いたします。いたします。いたします。過過過過日の新日の新日の新日の新

聞聞聞聞にににに森森森森林林林林環境環境環境環境税税税税がががが基基基基金残金残金残金残高高高高３億円になっており、大３億円になっており、大３億円になっており、大３億円になっており、大体体体体１年１年１年１年間間間間のののの税税税税収収収収とととと同じ同じ同じ同じよよよよううううな額が残っな額が残っな額が残っな額が残っ

ているといているといているといているといううううことがことがことがことが載載載載っておりました。２月議会でっておりました。２月議会でっておりました。２月議会でっておりました。２月議会でああああと５年と５年と５年と５年間延間延間延間延長してもいいとい長してもいいとい長してもいいとい長してもいいといううううゴゴゴゴーーーー

サインサインサインサインを出したを出したを出したを出したわわわわけでございますけれけでございますけれけでございますけれけでございますけれどどどども、いかにこのも、いかにこのも、いかにこのも、いかにこの森森森森林林林林環境環境環境環境税税税税にににに基基基基づく事業をづく事業をづく事業をづく事業をややややってってってって

いっていたいっていたいっていたいっていただだだだけたけたけたけたららららいいのかと、いいのかと、いいのかと、いいのかと、何何何何でそのよでそのよでそのよでそのよううううなことがなことがなことがなことが起起起起こったのかといこったのかといこったのかといこったのかといううううよよよよううううなことをなことをなことをなことを

ひひひひとつ明とつ明とつ明とつ明ららららかにしていたかにしていたかにしていたかにしていただだだだきながきながきながきながらららら今今今今後後後後のののの展望展望展望展望について、よりについて、よりについて、よりについて、より効効効効果的果的果的果的に、よりに、よりに、よりに、より有効有効有効有効にににに使使使使っっっっ

ていたていたていたていただだだだけるけるけるける方方方方法法法法をををを教教教教ええええていたていたていたていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思うわうわうわうわけでけでけでけでああああります。ります。ります。ります。

ももももうううう１１１１点点点点は、は、は、は、台風台風台風台風１２号によりまして、県ではきの１２号によりまして、県ではきの１２号によりまして、県ではきの１２号によりまして、県ではきのううううですか、ですか、ですか、ですか、復旧復旧復旧復旧、、、、復復復復興の興の興の興の取取取取りりりり組み組み組み組みにににに

ついてのついてのついてのついての方向方向方向方向が出てまいりました。一日もが出てまいりました。一日もが出てまいりました。一日もが出てまいりました。一日も早早早早くくくく復旧復旧復旧復旧、、、、復復復復興に興に興に興に取取取取りりりり組組組組んでいたんでいたんでいたんでいただだだだき、ごき、ごき、ごき、ご努努努努力力力力

を引き続きお願いしたいのですが、地を引き続きお願いしたいのですが、地を引き続きお願いしたいのですが、地を引き続きお願いしたいのですが、地域域域域のののの再再再再生、生、生、生、再再再再興とい興とい興とい興といううううとことことこところろろろに産業、雇用の創造とに産業、雇用の創造とに産業、雇用の創造とに産業、雇用の創造と

いいいいううううことで林業、ことで林業、ことで林業、ことで林業、観観観観光とい光とい光とい光というううう項項項項目目目目がございます。がございます。がございます。がございます。具具具具体的体的体的体的にににに現現現現地へ行ったときに、地へ行ったときに、地へ行ったときに、地へ行ったときに、十津十津十津十津川村川村川村川村

のののの方々方々方々方々かかかかららららいいいいろろろろんなんなんなんな要要要要望望望望をををを聞聞聞聞いたいたいたいたわわわわけでございますけれけでございますけれけでございますけれけでございますけれどどどども、とりも、とりも、とりも、とりわわわわけけけけ旅旅旅旅館館館館業を業を業を業をややややっておっておっておってお

らららられるれるれるれる方方方方かかかからららら具具具具体的体的体的体的にににに復復復復興していくた興していくた興していくた興していくためめめめの融資制度をきの融資制度をきの融資制度をきの融資制度をきちちちちっとっとっとっと我我我我 々々々々のののの実態実態実態実態に応に応に応に応じじじじたよたよたよたよううううなななな

形形形形ででででややややってほしいといってほしいといってほしいといってほしいというううう話話話話がございました。がございました。がございました。がございました。十津十津十津十津川村で川村で川村で川村でどどどどれれれれだだだだけのけのけのけの観観観観光光光光客客客客が１年が１年が１年が１年間間間間にににに来来来来るるるる

のかと資のかと資のかと資のかと資料料料料をををを取取取取りりりり寄寄寄寄せてせてせてせて見見見見ますと、１年ますと、１年ますと、１年ますと、１年間間間間でででで十津十津十津十津川村の川村の川村の川村の周辺周辺周辺周辺で年で年で年で年間約間約間約間約１０万７，７１５１０万７，７１５１０万７，７１５１０万７，７１５人人人人

といといといといううううことでございます。ことでございます。ことでございます。ことでございます。天天天天川村とか川村とか川村とか川村とか吉吉吉吉野野野野町では２６万９，６８０町では２６万９，６８０町では２６万９，６８０町では２６万９，６８０人人人人ぐぐぐぐららららいおいおいおいおらららられるれるれるれるわわわわけけけけ

でございます。今、でございます。今、でございます。今、でございます。今、十津十津十津十津川村では川村では川村では川村では源源源源泉が２泉が２泉が２泉が２カ所カ所カ所カ所使使使使ええええなくなっていて、それをなくなっていて、それをなくなっていて、それをなくなっていて、それを復旧復旧復旧復旧させながさせながさせながさせなが

ららららまたまたまたまた温温温温泉をもと泉をもと泉をもと泉をもとどどどどおりにしていくおりにしていくおりにしていくおりにしていくわわわわけです。そこにおけです。そこにおけです。そこにおけです。そこにおらららられるれるれるれる被被被被害害害害者の者の者の者の方々方々方々方々にににに見合見合見合見合った融った融った融った融

資制度にして資制度にして資制度にして資制度にしてあげあげあげあげることがることがることがることが必必必必要要要要ではないかといではないかといではないかといではないかというううう話話話話で、で、で、で、具具具具体的体的体的体的ににににどどどどうううういいいいううううことをことをことをことを言言言言わわわわれたれたれたれた

かといいますと、融資額に対して３年かといいますと、融資額に対して３年かといいますと、融資額に対して３年かといいますと、融資額に対して３年間間間間据据据据え置え置え置え置きで３０年きで３０年きで３０年きで３０年償還償還償還償還にしてもにしてもにしてもにしてもらえらえらえらえたたたたら非ら非ら非ら非常常常常ににににああああ

りがたいと、こりがたいと、こりがたいと、こりがたいと、こうううういいいいうううう具具具具体的体的体的体的なななな話話話話ががががああああったったったったわわわわけでございます。県のけでございます。県のけでございます。県のけでございます。県の考考考考え方え方え方え方なり、そなり、そなり、そなり、そうううういっいっいっいっ

たことについてたことについてたことについてたことについて聞聞聞聞いておきたいといておきたいといておきたいといておきたいと思思思思いますので、よいますので、よいますので、よいますので、よろろろろしくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。

○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 森森森森林林林林環境環境環境環境税税税税をををを有効有効有効有効にににに使使使使ううううよよよよううううなななな方方方方法法法法はないのかといはないのかといはないのかといはないのかといううううおおおお話話話話だだだだったとったとったとったと

思思思思いますが、それと残金がいますが、それと残金がいますが、それと残金がいますが、それと残金がああああるといるといるといるといううううことことことことだだだだったとったとったとったと思思思思います。います。います。います。

県におきましては、県におきましては、県におきましては、県におきましては、森森森森林の林の林の林の持持持持ちちちちますますますます公公公公益益益益的機能的機能的機能的機能を発を発を発を発揮揮揮揮させるたさせるたさせるたさせるためめめめに、平成１８年度かに、平成１８年度かに、平成１８年度かに、平成１８年度からららら

森森森森林林林林環境環境環境環境税税税税をををを導導導導入して５入して５入して５入して５カカカカ年が年が年が年が過過過過ぎぎぎぎまして、平成２３年度かまして、平成２３年度かまして、平成２３年度かまして、平成２３年度からららら第２第２第２第２期ク期ク期ク期クーーーールルルルに入っておる、に入っておる、に入っておる、に入っておる、

延延延延長させていた長させていた長させていた長させていただだだだいておるとこいておるとこいておるとこいておるところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。

森森森森林林林林環境環境環境環境税税税税のののの使途使途使途使途につきましては、主ににつきましては、主ににつきましては、主ににつきましては、主に施施施施業が業が業が業が放放放放置置置置され、広され、広され、広され、広域的機能域的機能域的機能域的機能のののの低低低低下下下下したしたしたした人人人人工林工林工林工林

において緊急ににおいて緊急ににおいて緊急ににおいて緊急に針針針針広広広広混交混交混交混交林林林林化化化化を促進することで、を促進することで、を促進することで、を促進することで、早早早早急な急な急な急な機能機能機能機能のののの回復回復回復回復をををを図図図図ることをることをることをることを目的目的目的目的に、に、に、に、

本数本数本数本数率率率率で４０で４０で４０で４０％％％％以以以以上上上上強強強強度の度の度の度の間間間間伐伐伐伐のののの実施実施実施実施をお願いしておるとこをお願いしておるとこをお願いしておるとこをお願いしておるところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。
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それで、これまではそれで、これまではそれで、これまではそれで、これまでは人目人目人目人目につきにつきにつきにつきややややすいよすいよすいよすいよううううなななな自自自自然然然然歩歩歩歩道道道道ののののバッフバッフバッフバッファァァァーーーーゾゾゾゾーーーーンンンンでででであああありますとりますとりますとりますと

か、国立か、国立か、国立か、国立公公公公園園園園ああああるいはるいはるいはるいは自自自自然然然然公公公公園園園園区区区区域域域域を主に対象としてを主に対象としてを主に対象としてを主に対象としてややややっておりましたが、平成２３年度っておりましたが、平成２３年度っておりましたが、平成２３年度っておりましたが、平成２３年度

かかかかららららは、は、は、は、昨昨昨昨今の今の今の今のゲゲゲゲリリリリララララ豪雨豪雨豪雨豪雨のののの話話話話ももももああああるのですが、そるのですが、そるのですが、そるのですが、そうううういいいいううううことをことをことをこと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安心安心安心安心、、、、安全安全安全安全

のののの観点観点観点観点かかかからららら山地山地山地山地災災災災害害害害のののの危険危険危険危険地地地地区区区区ななななどどどどをををを重重重重点点点点的的的的に新たにに新たにに新たにに新たに加加加加ええええて事業をて事業をて事業をて事業を実施実施実施実施してきているとこしてきているとこしてきているとこしてきているとこ

ろろろろでございます。でございます。でございます。でございます。

それそれそれそれ以以以以外外外外に、平成２３年度かに、平成２３年度かに、平成２３年度かに、平成２３年度かららららはははは突突突突発発発発的的的的ななななナラナラナラナラ枯枯枯枯れ対策でれ対策でれ対策でれ対策であああありますとか、りますとか、りますとか、りますとか、野野野野生生生生鳥獣被鳥獣被鳥獣被鳥獣被害害害害

とととと絡絡絡絡めめめめましてましてましてまして獣獣獣獣害害害害にににに強強強強いいいい里里里里山づくり、それか山づくり、それか山づくり、それか山づくり、それからららら森森森森の中に立の中に立の中に立の中に立ちちちち入って、入って、入って、入って、ああああるいはそれをるいはそれをるいはそれをるいはそれを眺眺眺眺望望望望

活用するとい活用するとい活用するとい活用するというううう、、、、森森森森林とのふれ林とのふれ林とのふれ林とのふれああああいいいい推推推推進事業と進事業と進事業と進事業と申申申申しておりますが、そのよしておりますが、そのよしておりますが、そのよしておりますが、そのよううううなものにもなものにもなものにもなものにも森森森森

林林林林環境環境環境環境税税税税をををを使使使使ってきております。ってきております。ってきております。ってきております。

それで、これそれで、これそれで、これそれで、これららららをををを有効有効有効有効にににに実施実施実施実施をして、平成２７年度をして、平成２７年度をして、平成２７年度をして、平成２７年度終終終終期期期期でででで森森森森林林林林環境環境環境環境税税税税の残の残の残の残高高高高をなくしてをなくしてをなくしてをなくして

いきたい、積いきたい、積いきたい、積いきたい、積極極極極的的的的に事業をに事業をに事業をに事業を推推推推進していきたいと進していきたいと進していきたいと進していきたいと考考考考ええええております。ております。ております。ております。

今今今今般般般般のののの台風台風台風台風１２号が１２号が１２号が１２号がああああったといったといったといったといううううことで、ことで、ことで、ことで、安心安心安心安心、、、、安全安全安全安全のののの観点観点観点観点で、で、で、で、先先先先ほほほほど言ど言ど言ど言いましたよいましたよいましたよいましたようううう

に、平成２３年度かに、平成２３年度かに、平成２３年度かに、平成２３年度からららら緊急緊急緊急緊急間間間間伐伐伐伐ををををややややっておりますが、そっておりますが、そっておりますが、そっておりますが、そうううういいいいううううとことことこところろろろもさもさもさもさららららにににに重重重重点点点点的的的的ににににやややや

って、って、って、って、適適適適正な正な正な正な基基基基金の執行に金の執行に金の執行に金の執行に努め努め努め努めてまいりたいとてまいりたいとてまいりたいとてまいりたいと思思思思っております。っております。っております。っております。

○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 台風台風台風台風１２号で１２号で１２号で１２号で被災被災被災被災されましたされましたされましたされました観観観観光業者への融資支援でございます。光業者への融資支援でございます。光業者への融資支援でございます。光業者への融資支援でございます。

台風台風台風台風１２号１２号１２号１２号災災災災害害害害によりますによりますによりますによります観観観観光事業者への光事業者への光事業者への光事業者への状況状況状況状況は、県もは、県もは、県もは、県も過過過過日日日日実施実施実施実施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現現現現地地地地相相相相

談談談談会な会な会な会などどどどをををを通じ通じ通じ通じておておておてお声声声声はははは伺伺伺伺っております。県といたしましては、っております。県といたしましては、っております。県といたしましては、っております。県といたしましては、被災被災被災被災事業者への金融支援事業者への金融支援事業者への金融支援事業者への金融支援

といといといといううううことで、ことで、ことで、ことで、災災災災害害害害発生発生発生発生後後後後、、、、直直直直ちちちちにににに台風台風台風台風１２号の１２号の１２号の１２号の災災災災害害害害復旧復旧復旧復旧対策資金を創対策資金を創対策資金を創対策資金を創設設設設いたしまして、いたしまして、いたしまして、いたしまして、

そのそのそのその被被被被害害害害がががが非非非非常常常常にににに甚甚甚甚大大大大だだだだといといといといううううことかことかことかことからららら９月議会の９月議会の９月議会の９月議会の追追追追加加加加提案提案提案提案といといといというううう形形形形で融資利で融資利で融資利で融資利率率率率の大の大の大の大幅幅幅幅なななな

引き引き引き引き下げ下げ下げ下げ、また資金の、また資金の、また資金の、また資金の枠枠枠枠のののの拡拡拡拡大、また大、また大、また大、また既既既既存存存存資金の資金の資金の資金の借借借借りかりかりかりかええええについてもについてもについてもについても柔軟柔軟柔軟柔軟な対応を行な対応を行な対応を行な対応を行ううううとととと

したとこしたとこしたとこしたところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。

また、また、また、また、先先先先般般般般、、、、先先先先月の２８日でございますが、関係金融月の２８日でございますが、関係金融月の２８日でございますが、関係金融月の２８日でございますが、関係金融機機機機関に対しまして、新資金の積関に対しまして、新資金の積関に対しまして、新資金の積関に対しまして、新資金の積極極極極

的的的的な活用とともにな活用とともにな活用とともにな活用とともに被災被災被災被災事業者の融資事業者の融資事業者の融資事業者の融資相談相談相談相談へへへへ丁寧丁寧丁寧丁寧かつきかつきかつきかつきめ細やめ細やめ細やめ細やかな対応と、また急のかな対応と、また急のかな対応と、また急のかな対応と、また急の借借借借入資入資入資入資

金の金の金の金の条件変更条件変更条件変更条件変更にににに柔軟柔軟柔軟柔軟に対応していたに対応していたに対応していたに対応していただだだだきたいといったきたいといったきたいといったきたいといった形形形形でででで文文文文書で書で書で書で要要要要請請請請いたしましたし、さいたしましたし、さいたしましたし、さいたしましたし、さ

ららららにににに去去去去る１０月１４日でございますが、る１０月１４日でございますが、る１０月１４日でございますが、る１０月１４日でございますが、台風台風台風台風１２号１２号１２号１２号災災災災害害害害に係る金融に係る金融に係る金融に係る金融機機機機関との関との関との関との連連連連絡絡絡絡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て、いたしまして、いたしまして、いたしまして、再再再再度度度度要要要要請請請請を行ったとこを行ったとこを行ったとこを行ったところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。

なお、なお、なお、なお、先先先先ほほほほどどどど委員がご委員がご委員がご委員がご指指指指摘摘摘摘になになになにならららられました３年れました３年れました３年れました３年据据据据え置え置え置え置き、３０年き、３０年き、３０年き、３０年償還償還償還償還といといといといううううおおおお話話話話も一部も一部も一部も一部

聞聞聞聞いてございまして、いてございまして、いてございまして、いてございまして、先先先先般般般般の金融の金融の金融の金融機機機機関との関との関との関との連連連連絡絡絡絡会議でも、県か会議でも、県か会議でも、県か会議でも、県から問ら問ら問ら問題題題題提起提起提起提起といいますか、といいますか、といいますか、といいますか、

打診打診打診打診をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだいたとこいたとこいたとこいたところろろろでございます。たでございます。たでございます。たでございます。ただだだだ、金融、金融、金融、金融機機機機関関関関側側側側かかかから申ら申ら申ら申しますと、しますと、しますと、しますと、ややややはりはりはりはり

当当当当初初初初かかかからららら一一一一律律律律３年３年３年３年据据据据え置え置え置え置きといきといきといきといううううことではなくて、ことではなくて、ことではなくて、ことではなくて、例えば例えば例えば例えば１年１年１年１年経経経経過後過後過後過後に、そのに、そのに、そのに、その個個個個別別別別のののの経営経営経営経営



---- 22223333 ----

状況状況状況状況ななななどどどどもももも勘勘勘勘案案案案し、し、し、し、経営経営経営経営状況状況状況状況をををを見見見見ながながながながらららら据据据据え置え置え置え置くくくく期間期間期間期間をををを延延延延長するといった長するといった長するといった長するといった個個個個別別別別の企業のの企業のの企業のの企業の状状状状

況況況況に応に応に応に応じじじじたたたた柔軟柔軟柔軟柔軟な対応を行いたいといな対応を行いたいといな対応を行いたいといな対応を行いたいといううううおおおお声声声声が大が大が大が大勢勢勢勢でございました。でございました。でございました。でございました。

制度融資とい制度融資とい制度融資とい制度融資といううううのは、利子補給ですとかのは、利子補給ですとかのは、利子補給ですとかのは、利子補給ですとか保保保保証証証証料料料料補給な補給な補給な補給などどどどを行いまして、中小企業者のを行いまして、中小企業者のを行いまして、中小企業者のを行いまして、中小企業者の負負負負

担担担担軽軽軽軽減を減を減を減を図図図図るよるよるよるよううううなななな仕仕仕仕組み組み組み組みでございますけれでございますけれでございますけれでございますけれどどどども、も、も、も、個個個個 々々々々の企業のの企業のの企業のの企業のリリリリスクスクスクスク管理とい管理とい管理とい管理といううううのは、のは、のは、のは、

保保保保証証証証協協協協会ですとか、会ですとか、会ですとか、会ですとか、ああああるいは金融るいは金融るいは金融るいは金融機機機機関の関の関の関の判断判断判断判断によってございます。したがいまして、資金によってございます。したがいまして、資金によってございます。したがいまして、資金によってございます。したがいまして、資金

のののの種別種別種別種別にもよるのですが、にもよるのですが、にもよるのですが、にもよるのですが、最初最初最初最初かかかからららら３年３年３年３年据据据据え置え置え置え置きで、きで、きで、きで、超超超超長長長長期期期期の融資の融資の融資の融資期間期間期間期間をををを設設設設定するとい定するとい定するとい定するというううう

のは、制度融資ののは、制度融資ののは、制度融資ののは、制度融資の仕仕仕仕組み組み組み組みの中ではなかなかの中ではなかなかの中ではなかなかの中ではなかなか困難困難困難困難なのかとなのかとなのかとなのかと感感感感ずる次第でございます。ずる次第でございます。ずる次第でございます。ずる次第でございます。

今今今今後後後後は県では県では県では県で設置設置設置設置されましたされましたされましたされました災災災災害害害害復旧復旧復旧復旧のののの復復復復興興興興推推推推進本部の生業・産業支援進本部の生業・産業支援進本部の生業・産業支援進本部の生業・産業支援チチチチームといームといームといームといううううものものものもの

がございます。その中でがございます。その中でがございます。その中でがございます。その中で観観観観光事業者等に対しまして光事業者等に対しまして光事業者等に対しまして光事業者等に対しましてどどどどのよのよのよのよううううな支援ができるのか、な支援ができるのか、な支援ができるのか、な支援ができるのか、検討検討検討検討しししし

てまいりたいとてまいりたいとてまいりたいとてまいりたいと思思思思います。います。います。います。以以以以上上上上でございます。でございます。でございます。でございます。

○小泉委員○小泉委員○小泉委員○小泉委員 ごごごご答答答答弁弁弁弁あああありがとりがとりがとりがとううううございました。ございました。ございました。ございました。

今のは、融資の今のは、融資の今のは、融資の今のは、融資の問問問問題題題題については、については、については、については、個個個個 々々々々のいのいのいのいろろろろいいいいろろろろなななな方々方々方々方々との関係がございますし、今のとの関係がございますし、今のとの関係がございますし、今のとの関係がございますし、今の

制度制度制度制度上上上上のののの話話話話ももももちちちちららららっとっとっとっと聞聞聞聞きましたので、よくきましたので、よくきましたので、よくきましたので、よく相談相談相談相談をををを聞聞聞聞いていたいていたいていたいていただだだだいて、できるいて、できるいて、できるいて、できるだだだだけけけけ希望希望希望希望をををを

かなかなかなかなえらえらえらえられるよれるよれるよれるよううううにごにごにごにご努努努努力していた力していた力していた力していただだだだきたいと、お願いしておきます。きたいと、お願いしておきます。きたいと、お願いしておきます。きたいと、お願いしておきます。

それかそれかそれかそれからららら、、、、森森森森林林林林環境環境環境環境税税税税ですけれですけれですけれですけれどどどども、も、も、も、基基基基金が残っていることについては、金が残っていることについては、金が残っていることについては、金が残っていることについては、十十十十分分分分ににににややややってってってって

いくといいくといいくといいくというううう話話話話でございました。それはそれでいいのですけれでございました。それはそれでいいのですけれでございました。それはそれでいいのですけれでございました。それはそれでいいのですけれどどどども、なも、なも、なも、なぜぜぜぜそれそれそれそれだだだだけのお金がけのお金がけのお金がけのお金が

残るよ残るよ残るよ残るよううううになってきたのかといになってきたのかといになってきたのかといになってきたのかといううううことが、ことが、ことが、ことが、先先先先ほほほほどどどどのごのごのごのご答答答答弁弁弁弁にはにはにはには余余余余りなかったりなかったりなかったりなかった感感感感じじじじがします。がします。がします。がします。

当当当当初初初初に計に計に計に計画画画画するするするするわわわわけで、それが執行できないといけで、それが執行できないといけで、それが執行できないといけで、それが執行できないといううううことになることになることになることになるわわわわけですかけですかけですかけですからららら、それには、それには、それには、それには何何何何

ららららかのかのかのかの原原原原因因因因ががががああああったったったったわわわわけでございますので、もけでございますので、もけでございますので、もけでございますので、もうううう１１１１回回回回明明明明確確確確にしていたにしていたにしていたにしていただだだだけませんでしけませんでしけませんでしけませんでしょょょょうううう

か。か。か。か。

○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 平成１８年度か平成１８年度か平成１８年度か平成１８年度からららら事業を事業を事業を事業を始始始始めめめめさせていたさせていたさせていたさせていただだだだいているのですが、いているのですが、いているのですが、いているのですが、最初最初最初最初

は緊急は緊急は緊急は緊急間間間間伐伐伐伐といといといといううううことで、４０ことで、４０ことで、４０ことで、４０％％％％以以以以上上上上のののの強強強強いいいい間間間間伐率伐率伐率伐率をををを求め求め求め求めるといるといるといるといううううことで、ことで、ことで、ことで、皆皆皆皆さんにさんにさんにさんに抵抗抵抗抵抗抵抗

感感感感が少しが少しが少しが少しああああったといったといったといったといううううことが１ことが１ことが１ことが１点点点点。それか。それか。それか。それからららら、平成２０年度か、平成２０年度か、平成２０年度か、平成２０年度からららら入入入入札札札札にににに切切切切りかりかりかりかええええさせていさせていさせていさせてい

たたたただだだだきましたので、それきましたので、それきましたので、それきましたので、それ以以以以降降降降、入、入、入、入札札札札差差差差金が発生するとい金が発生するとい金が発生するとい金が発生するといううううことで、ことで、ことで、ことで、基基基基金残金残金残金残高高高高がふがふがふがふええええてきたてきたてきたてきた

といといといという経う経う経う経緯緯緯緯が主なことが主なことが主なことが主なことだだだだとととと考考考考ええええております。ております。ております。ております。

○小泉委員○小泉委員○小泉委員○小泉委員 わわわわかったよかったよかったよかったよううううな、な、な、な、わわわわかかかかららららないよないよないよないよううううなななな話話話話ですけれですけれですけれですけれどどどど、それ、それ、それ、それぞぞぞぞれれれれ相相相相手の手の手の手のああああるるるる話話話話でででで

ございますので、今ございますので、今ございますので、今ございますので、今後後後後とも引き続きとも引き続きとも引き続きとも引き続き頑張頑張頑張頑張っていたっていたっていたっていただだだだくとしておきますので、よくとしておきますので、よくとしておきますので、よくとしておきますので、よろろろろしくお願しくお願しくお願しくお願

いします。いします。いします。いします。

○田中委員○田中委員○田中委員○田中委員 ごごごご質質質質問申問申問申問申しししし上げ上げ上げ上げます。少します。少します。少します。少し聞聞聞聞きききき漏漏漏漏ららららしたしたしたした点点点点を、まずおを、まずおを、まずおを、まずお尋ね尋ね尋ね尋ねします。します。します。します。

歳入歳出決算報告書の１３ページの歳入歳出決算報告書の１３ページの歳入歳出決算報告書の１３ページの歳入歳出決算報告書の１３ページの欄外欄外欄外欄外でございますが、不でございますが、不でございますが、不でございますが、不足足足足を充当したとおっしを充当したとおっしを充当したとおっしを充当したとおっしゃゃゃゃっっっっ
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たのですが、たのですが、たのですが、たのですが、どどどどこの部この部この部この部分分分分に、に、に、に、何何何何を充当したのか、を充当したのか、を充当したのか、を充当したのか、聞聞聞聞きききき漏漏漏漏ららららしましたので、もしましたので、もしましたので、もしましたので、もうううう少し少し少し少しわわわわかりかりかりかり

ややややすくご説明くすくご説明くすくご説明くすくご説明くだだだださい。さい。さい。さい。

それかそれかそれかそれからららら、１つは県の、１つは県の、１つは県の、１つは県の統統統統計計計計指指指指標標標標をををを拝拝拝拝見見見見していますと、工業生産していますと、工業生産していますと、工業生産していますと、工業生産指指指指数な数な数な数などどどどももももだだだだんんんんだだだだんとんとんとんと毎毎毎毎

年年年年右肩右肩右肩右肩下下下下がりのがりのがりのがりの統統統統計をお計をお計をお計をお示示示示しになっておしになっておしになっておしになっておらららられます。また、商工技れます。また、商工技れます。また、商工技れます。また、商工技能フェスティバル能フェスティバル能フェスティバル能フェスティバルも、も、も、も、参参参参

加加加加している商工会なり、それかしている商工会なり、それかしている商工会なり、それかしている商工会なり、それからららら関係業者の関係業者の関係業者の関係業者のブブブブーーーーススススがががが寂寂寂寂しくなってきているよしくなってきているよしくなってきているよしくなってきているよううううにににに見え見え見え見えるるるる

のですけれのですけれのですけれのですけれどどどども、これはも、これはも、これはも、これは何何何何かかかか毎毎毎毎年年年年同じ同じ同じ同じことことことことだだだだけではなくて新たなけではなくて新たなけではなくて新たなけではなくて新たな取取取取りりりり組み組み組み組みといいますか、といいますか、といいますか、といいますか、

そのそのそのそのフェスティバルフェスティバルフェスティバルフェスティバルもそのもそのもそのもその時代時代時代時代のののの要要要要請請請請に応に応に応に応じじじじたよたよたよたよううううなななな形形形形のことをおのことをおのことをおのことをお考考考考ええええいたいたいたいただだだだいたいたいたいた方方方方がいがいがいがい

いのではないかといのではないかといのではないかといのではないかと思思思思います。います。います。います。

そこで、県がお出しになっているそこで、県がお出しになっているそこで、県がお出しになっているそこで、県がお出しになっている統統統統計計計計指指指指数をずっと数をずっと数をずっと数をずっと見見見見てますと、てますと、てますと、てますと、右肩右肩右肩右肩下下下下がりですけれがりですけれがりですけれがりですけれどどどど

も、県内産業としても、県内産業としても、県内産業としても、県内産業として上昇上昇上昇上昇している業している業している業している業界界界界といといといといううううのはのはのはのはああああるのか、るのか、るのか、るのか、どどどどううううなのかといなのかといなのかといなのかといううううことをことをことをことをぜぜぜぜひひひひ

ともおともおともおともお教教教教ええええいたいたいたいただだだだけれけれけれければあばあばあばありがたいとりがたいとりがたいとりがたいと思思思思います。います。います。います。

それかそれかそれかそれからららら、林業についても、林業についても、林業についても、林業についても同じ同じ同じ同じよよよよううううなことがなことがなことがなことが言言言言ええええます。います。います。います。いわわわわゆゆゆゆるるるる木木木木材材材材の生産との生産との生産との生産と製製製製品の品の品の品の販販販販

売高売高売高売高もももも右肩右肩右肩右肩下下下下がりになっているのです。奈良県がりになっているのです。奈良県がりになっているのです。奈良県がりになっているのです。奈良県東東東東部の部の部の部の唯唯唯唯一の一の一の一の流流流流通通通通の市の市の市の市場場場場ででででああああったったったった菟菟菟菟田田田田野野野野のののの

市市市市場場場場も、ことしも、ことしも、ことしも、ことし閉鎖閉鎖閉鎖閉鎖をしてしまいました。いをしてしまいました。いをしてしまいました。いをしてしまいました。いろろろろんなことをんなことをんなことをんなことを考考考考ええええると、ると、ると、ると、将来将来将来将来に対してに対してに対してに対して非非非非常常常常にににに

希望希望希望希望をををを見見見見出しにくいとい出しにくいとい出しにくいとい出しにくいというううう感感感感じじじじがするのですけれがするのですけれがするのですけれがするのですけれどどどども、こも、こも、こも、こうううういいいいうううう幾幾幾幾つものつものつものつもの施施施施策をしていた策をしていた策をしていた策をしていた

だだだだいていますので、このいていますので、このいていますので、このいていますので、この施施施施策とそ策とそ策とそ策とそうううういいいいうううう奈良県の奈良県の奈良県の奈良県の置置置置かれてるかれてるかれてるかれてる状況状況状況状況といといといといううううのは、のは、のは、のは、全全全全くくくく別別別別のこのこのこのこ

ととととだだだだとととと考考考考ええええざるをざるをざるをざるを得得得得ないのか、それとも、これがないのか、それとも、これがないのか、それとも、これがないのか、それとも、これが期期期期待待待待できるできるできるできる施施施施策ですとい策ですとい策ですとい策ですというううう形形形形でおでおでおでお示示示示しいしいしいしい

たたたただだだだけるものがけるものがけるものがけるものがああああったったったったららららおおおお示示示示しいたしいたしいたしいただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思います。います。います。います。

それかそれかそれかそれからららら、も、も、も、もうううう一つは、一つは、一つは、一つは、有有有有害害害害鳥獣鳥獣鳥獣鳥獣の対策についてでございます。いの対策についてでございます。いの対策についてでございます。いの対策についてでございます。いろろろろいいいいろろろろ対策を対策を対策を対策を講じ講じ講じ講じてててて

いたいたいたいただだだだいてて、いてて、いてて、いてて、熱熱熱熱心心心心にににに取取取取りりりり組組組組んでいたんでいたんでいたんでいただだだだいているといいているといいているといいているといううううことは理ことは理ことは理ことは理解解解解しております。しております。しております。しております。間間間間違違違違いいいい

なしにいなしにいなしにいなしにいろろろろいいいいろやろやろやろやっていたっていたっていたっていただだだだいているのですが、ことしいているのですが、ことしいているのですが、ことしいているのですが、ことし紀伊半島紀伊半島紀伊半島紀伊半島３県議員３県議員３県議員３県議員交交交交流流流流会がござい会がござい会がござい会がござい

ました。奈良県とました。奈良県とました。奈良県とました。奈良県と三重三重三重三重県、県、県、県、和和和和歌歌歌歌山県、知事の３県会議もございますので、議員もそれを山県、知事の３県会議もございますので、議員もそれを山県、知事の３県会議もございますので、議員もそれを山県、知事の３県会議もございますので、議員もそれをやややや

ららららせていたせていたせていたせていただだだだいて、いて、いて、いて、私私私私もももも伺伺伺伺いました。いました。いました。いました。和和和和歌歌歌歌山県で山県で山県で山県でああああったのですけれったのですけれったのですけれったのですけれどどどども、も、も、も、果果果果樹樹樹樹のののの試験試験試験試験所所所所とととと

いいますか、対策をいいますか、対策をいいますか、対策をいいますか、対策をややややっておっておっておっておらららられるとこれるとこれるとこれるところろろろです。です。です。です。ややややはりミはりミはりミはりミカンカンカンカンのののの木木木木ににににイイイイノノノノシシシシシシシシがががが来来来来るといるといるといるとい

ううううことで、その対策をしておことで、その対策をしておことで、その対策をしておことで、その対策をしておらららられます。奈良県とのれます。奈良県とのれます。奈良県とのれます。奈良県との比較比較比較比較が当が当が当が当然然然然見え見え見え見えてくるてくるてくるてくるわわわわけなのですけけなのですけけなのですけけなのですけ

れれれれどどどども、も、も、も、和和和和歌歌歌歌山県に山県に山県に山県に比比比比べべべべて、奈良県もよくて、奈良県もよくて、奈良県もよくて、奈良県もよくややややっているとっているとっているとっていると思思思思っていたのですけれっていたのですけれっていたのですけれっていたのですけれどどどども、も、も、も、和和和和歌歌歌歌

山県がも山県がも山県がも山県がもうううう一つよく一つよく一つよく一つよく頑張頑張頑張頑張っていると。奈良県もっていると。奈良県もっていると。奈良県もっていると。奈良県も具具具具体的体的体的体的にににに担担担担当者レ当者レ当者レ当者レベベベベルルルルで、で、で、で、ああああなたのとこなたのとこなたのとこなたのところろろろ

はここまではここまではここまではここまでややややっているのかといっているのかといっているのかといっているのかというううう話話話話をおをおをおをお聞聞聞聞きいたきいたきいたきいただだだだくくくく必必必必要要要要ががががああああるのとるのとるのとるのと違違違違ううううかなとかなとかなとかなと思思思思います。います。います。います。

また、いまた、いまた、いまた、いわわわわゆゆゆゆるるるる有有有有害害害害鳥獣鳥獣鳥獣鳥獣をををを具具具具体的体的体的体的にににに駆駆駆駆除除除除してもしてもしてもしてもららららったりするったりするったりするったりする猟師猟師猟師猟師のののの方々方々方々方々のののの銃銃銃銃のののの取取取取りりりり扱扱扱扱いいいい

の訓練ですとか、出の訓練ですとか、出の訓練ですとか、出の訓練ですとか、出動動動動してもしてもしてもしてもららららったときのったときのったときのったときの奨励奨励奨励奨励に関する費用なんかもかなりのに関する費用なんかもかなりのに関する費用なんかもかなりのに関する費用なんかもかなりの格格格格差差差差ががががああああるるるる
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よよよよううううにににに伺伺伺伺いました。そいました。そいました。そいました。そうううういいいいううううことに対して、奈良県はもことに対して、奈良県はもことに対して、奈良県はもことに対して、奈良県はもうううう少し少し少し少し取取取取りりりり組み組み組み組みを積を積を積を積極極極極的的的的にしていにしていにしていにしてい

たたたただだだだきたい、きたい、きたい、きたい、射撃射撃射撃射撃場場場場についてもおについてもおについてもおについてもお考考考考ええええいたいたいたいただだだだくくくく必必必必要要要要ががががああああるのではないかとるのではないかとるのではないかとるのではないかと思思思思っています。っています。っています。っています。

これに対してのおこれに対してのおこれに対してのおこれに対してのお考考考考ええええががががああああれれれればばばば、お、お、お、お聞聞聞聞かせいたかせいたかせいたかせいただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思います。います。います。います。

それかそれかそれかそれかららららももももうううう一つは、一つは、一つは、一つは、ＴＴＴＴＰＰＰＰＰＰＰＰに関してでございます。政に関してでございます。政に関してでございます。政に関してでございます。政府府府府でいでいでいでいろろろろいいいいろろろろおっしおっしおっしおっしゃゃゃゃっておっておっておっておらららら

れますけれれますけれれますけれれますけれどどどども、林業が今日これも、林業が今日これも、林業が今日これも、林業が今日これだだだだけけけけ廃廃廃廃った理った理った理った理由由由由は、は、は、は、ややややはりはりはりはり外材外材外材外材のののの輸輸輸輸入の入の入の入のああああのののの時期時期時期時期ににににああああるるるる

といといといといううううことがことがことがことが原原原原因因因因の大きなの大きなの大きなの大きな要要要要素素素素だだだだとととと思思思思っています。っています。っています。っています。

今日農業の今日農業の今日農業の今日農業の分野分野分野分野でもでもでもでも自自自自由由由由化化化化がががが迫迫迫迫らららられるれるれるれるわわわわけですけれけですけれけですけれけですけれどどどども、も、も、も、自自自自由由由由化化化化してしましてしましてしましてしまううううと、残と、残と、残と、残念念念念なななな

ががががらららら小小小小規模規模規模規模の農の農の農の農家家家家といといといといううううのはのはのはのは見向見向見向見向きもされなくなってしまきもされなくなってしまきもされなくなってしまきもされなくなってしまううううといといといというううう事事事事態態態態にににに陥陥陥陥るのではないるのではないるのではないるのではない

かとかとかとかと思思思思います。います。います。います。放棄放棄放棄放棄地対策のことも地対策のことも地対策のことも地対策のことも調調調調査していた査していた査していた査していただだだだいたりはしていますけれいたりはしていますけれいたりはしていますけれいたりはしていますけれどどどども、も、も、も、どどどどれれれれだだだだ

けの対策なり、成けの対策なり、成けの対策なり、成けの対策なり、成果果果果がががが上上上上がるよがるよがるよがるよううううなことがなことがなことがなことが施施施施策としてできるのかとい策としてできるのかとい策としてできるのかとい策としてできるのかといううううことについてもことについてもことについてもことについても心心心心

配配配配しているとこしているとこしているとこしているところろろろです。です。です。です。

また、また、また、また、我我我我 々々々々のよのよのよのよううううなこなこなこなこうううういいいいうううう地地地地域域域域でででであああありますと、りますと、りますと、りますと、法法法法人化人化人化人化を政を政を政を政府府府府はははは盛盛盛盛んに進んに進んに進んに進めめめめよよよよううううとしてとしてとしてとして

おりますけれおりますけれおりますけれおりますけれどどどども、も、も、も、果果果果たしてそれが奈良県の農業たしてそれが奈良県の農業たしてそれが奈良県の農業たしてそれが奈良県の農業界界界界の中でできるのか、これも大きなの中でできるのか、これも大きなの中でできるのか、これも大きなの中でできるのか、これも大きな疑疑疑疑問問問問

だだだだとととと思思思思ううううのです。この農業のです。この農業のです。この農業のです。この農業法法法法人化人化人化人化についてもについてもについてもについてもどどどどんなおんなおんなおんなお考考考考ええええをおをおをおをお持持持持ちちちちなのか、１つおなのか、１つおなのか、１つおなのか、１つお聞聞聞聞かせかせかせかせ

いたいたいたいただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思います。います。います。います。以以以以上上上上でございます。でございます。でございます。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 １３ページにございますよ１３ページにございますよ１３ページにございますよ１３ページにございますよううううに、歳出のとこに、歳出のとこに、歳出のとこに、歳出のところろろろで繰りで繰りで繰りで繰り上げ上げ上げ上げ充充充充

用と出ております。これは前年度の２，５００万円を平成２２年度で用と出ております。これは前年度の２，５００万円を平成２２年度で用と出ております。これは前年度の２，５００万円を平成２２年度で用と出ております。これは前年度の２，５００万円を平成２２年度で上げ上げ上げ上げているものです。ているものです。ているものです。ているものです。

同じ同じ同じ同じよよよよううううに、平成２３年度の１億３，０００万円のに、平成２３年度の１億３，０００万円のに、平成２３年度の１億３，０００万円のに、平成２３年度の１億３，０００万円の赤字赤字赤字赤字の部の部の部の部分分分分を平成２３年度の歳入歳出を平成２３年度の歳入歳出を平成２３年度の歳入歳出を平成２３年度の歳入歳出

予算を補正いたしまして当て予算を補正いたしまして当て予算を補正いたしまして当て予算を補正いたしまして当て込込込込むむむむといといといというううう形形形形の繰りの繰りの繰りの繰り上げ上げ上げ上げ充用となります。充用となります。充用となります。充用となります。

○澁久農林部次長企画管理室長事務取扱○澁久農林部次長企画管理室長事務取扱○澁久農林部次長企画管理室長事務取扱○澁久農林部次長企画管理室長事務取扱 ＴＴＴＴＰＰＰＰＰＰＰＰについてごについてごについてごについてご質質質質問問問問がございましたので、おがございましたので、おがございましたので、おがございましたので、お

答答答答ええええさせていたさせていたさせていたさせていただだだだきます。きます。きます。きます。

ＴＴＴＴＰＰＰＰＰＰＰＰにつきましては、国でにつきましては、国でにつきましては、国でにつきましては、国で昨昨昨昨年１１月、年１１月、年１１月、年１１月、包括包括包括包括的経済連携的経済連携的経済連携的経済連携に関するに関するに関するに関する基基基基本本本本方方方方針針針針がががが閣閣閣閣議決定議決定議決定議決定

されました。また、国内農業対策としてされました。また、国内農業対策としてされました。また、国内農業対策としてされました。また、国内農業対策として持持持持続続続続可可可可能能能能な力な力な力な力強強強強い農業をい農業をい農業をい農業を育育育育てるたてるたてるたてるためめめめ、、、、食食食食と農林と農林と農林と農林漁漁漁漁

業の業の業の業の再再再再生生生生実実実実現現現現会議において、ことしの８月ですけれ会議において、ことしの８月ですけれ会議において、ことしの８月ですけれ会議において、ことしの８月ですけれどどどども、も、も、も、我我我我が国のが国のが国のが国の食食食食と農林と農林と農林と農林漁漁漁漁業の業の業の業の再再再再生の生の生の生の

たたたためめめめの中の中の中の中間提間提間提間提言言言言がががが取取取取りまとりまとりまとりまとめらめらめらめられております。その中には、６次産業れております。その中には、６次産業れております。その中には、６次産業れております。その中には、６次産業化化化化のののの推推推推進で進で進で進であああありますりますりますります

とか、とか、とか、とか、担担担担い手のい手のい手のい手の経営規模拡経営規模拡経営規模拡経営規模拡大対策な大対策な大対策な大対策などどどど、、、、基基基基本本本本的的的的なななな考考考考え方え方え方え方がががが示示示示されているとこされているとこされているとこされているところろろろでございまでございまでございまでございま

す。また、９月、す。また、９月、す。また、９月、す。また、９月、野野野野田内田内田内田内閣閣閣閣総理大総理大総理大総理大臣臣臣臣のののの所信所信所信所信表表表表明明明明演演演演説において、説において、説において、説において、ＴＴＴＴＰＰＰＰＰＰＰＰへのへのへのへの交渉交渉交渉交渉参加参加参加参加についについについについ

てしっかりと議てしっかりと議てしっかりと議てしっかりと議論論論論し、できるし、できるし、できるし、できるだだだだけけけけ早早早早期期期期にににに結論結論結論結論を出すとされたとこを出すとされたとこを出すとされたとこを出すとされたところろろろでございます。１０月でございます。１０月でございます。１０月でございます。１０月

には、アジアには、アジアには、アジアには、アジア太太太太平平平平洋洋洋洋自自自自由由由由貿易貿易貿易貿易圏圏圏圏経済連携協経済連携協経済連携協経済連携協定のた定のた定のた定のためめめめのののの閣僚閣僚閣僚閣僚会会会会合合合合が開が開が開が開催催催催されて、されて、されて、されて、ＴＴＴＴＰＰＰＰＰＰＰＰ協協協協定定定定

のののの交渉交渉交渉交渉状況状況状況状況のののの現状現状現状現状とかとかとかとかＴＴＴＴＰＰＰＰＰＰＰＰ協協協協定に関する国定に関する国定に関する国定に関する国民民民民へのへのへのへの情情情情報報報報提供提供提供提供ののののあああありりりり方方方方等の今等の今等の今等の今後後後後の進の進の進の進め方め方め方め方にににに
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ついてついてついてついて意意意意見見見見交換交換交換交換が行が行が行が行わわわわれているとこれているとこれているとこれているところろろろでございますが、しかし一でございますが、しかし一でございますが、しかし一でございますが、しかし一方方方方で、新で、新で、新で、新聞聞聞聞等の等の等の等のマスコマスコマスコマスコミミミミ

情情情情報でございますけれ報でございますけれ報でございますけれ報でございますけれどどどども、も、も、も、交渉交渉交渉交渉参加参加参加参加についてについてについてについて賛否賛否賛否賛否分分分分かれているとこかれているとこかれているとこかれているところろろろといといといというううう状況状況状況状況でござでござでござでござ

います。います。います。います。

ＴＴＴＴＰＰＰＰＰＰＰＰにつきましては、日本の農業のにつきましては、日本の農業のにつきましては、日本の農業のにつきましては、日本の農業の将来方向将来方向将来方向将来方向、農業振興、農業振興、農業振興、農業振興方方方方策を策を策を策をどどどどのよのよのよのよううううにするのかとにするのかとにするのかとにするのかと

いいいいううううことについて、まず国でおことについて、まず国でおことについて、まず国でおことについて、まず国でお示示示示しをいたしをいたしをいたしをいただだだだくくくくべべべべきできできできでああああるとるとるとると考考考考ええええております。ております。ております。ております。

県といたしましては、国の県といたしましては、国の県といたしましては、国の県といたしましては、国の動向動向動向動向にもにもにもにも注視注視注視注視しつつ、本県農業のしつつ、本県農業のしつつ、本県農業のしつつ、本県農業の足足足足腰腰腰腰をををを強強強強くしていくことがくしていくことがくしていくことがくしていくことが

重重重重要要要要ででででああああるとるとるとると考考考考ええええております。ております。ております。ております。ママママーーーーケケケケティングコストティングコストティングコストティングコスト戦略戦略戦略戦略にににに基基基基づいてづいてづいてづいて重重重重点点点点的的的的にににに施施施施策を策を策を策を展展展展開開開開

し、し、し、し、意欲意欲意欲意欲ああああるるるる担担担担い手がい手がい手がい手が将来将来将来将来展望展望展望展望をををを持持持持って農業って農業って農業って農業経営経営経営経営をををを営め営め営め営めるよるよるよるようううう農業振興に農業振興に農業振興に農業振興に全全全全力を力を力を力を尽尽尽尽くしてくしてくしてくして

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考考考ええええております。ております。ております。ております。以以以以上上上上でございます。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 鳥獣鳥獣鳥獣鳥獣害害害害被被被被害害害害についてのおについてのおについてのおについてのお尋ね尋ね尋ね尋ねでございました。県では、でございました。県では、でございました。県では、でございました。県では、野野野野生生生生獣獣獣獣

によります農によります農によります農によります農作作作作物物物物被被被被害害害害のののの増加増加増加増加に対応するたに対応するたに対応するたに対応するためめめめ、平成２０年、平成２１年と市町村行、平成２０年、平成２１年と市町村行、平成２０年、平成２１年と市町村行、平成２０年、平成２１年と市町村行財財財財政政政政改改改改

善検討善検討善検討善検討会会会会作作作作業部会を開業部会を開業部会を開業部会を開催催催催いたしました。そのいたしました。そのいたしました。そのいたしました。その検討検討検討検討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人材人材人材人材のののの確保確保確保確保、、、、育育育育成、成、成、成、里里里里地、地、地、地、

里里里里山の山の山の山の環境環境環境環境整備整備整備整備、、、、被被被被害害害害のののの防除防除防除防除、、、、個個個個体体体体数の数の数の数の調整調整調整調整を対策のを対策のを対策のを対策の柱柱柱柱としてとしてとしてとして防止防止防止防止にににに取取取取りりりり組組組組んでいるとこんでいるとこんでいるとこんでいるとこ

ろろろろでございます。でございます。でございます。でございます。

現現現現在在在在、県内２５の市町村におきまして、市町村、県内２５の市町村におきまして、市町村、県内２５の市町村におきまして、市町村、県内２５の市町村におきまして、市町村森森森森林林林林組合組合組合組合、、、、猟友猟友猟友猟友会、会、会、会、住住住住民民民民等で等で等で等で構構構構成されま成されま成されま成されま

すすすす鳥獣被鳥獣被鳥獣被鳥獣被害害害害対策対策対策対策協協協協議会に県も議会に県も議会に県も議会に県も参参参参画画画画いたしまして、地いたしまして、地いたしまして、地いたしまして、地元元元元のののの合合合合意意意意形形形形成を成を成を成を図図図図りながりながりながりながらららら地地地地域域域域のののの実情実情実情実情

に応に応に応に応じじじじたたたた被被被被害害害害防止防止防止防止計計計計画画画画を立てているとこを立てているとこを立てているとこを立てているところろろろでございます。このでございます。このでございます。このでございます。この防止防止防止防止計計計計画画画画にににに基基基基づきまして、づきまして、づきまして、づきまして、

まずまずまずまず人材育人材育人材育人材育成、成、成、成、確保確保確保確保といたしまして、県主といたしまして、県主といたしまして、県主といたしまして、県主催催催催のののの研修研修研修研修会で県が会で県が会で県が会で県が作作作作成いたしました成いたしました成いたしました成いたしましたマニマニマニマニュュュュアアアアルルルル

等に等に等に等に基基基基づきまして、づきまして、づきまして、づきまして、野野野野生生生生獣獣獣獣の生の生の生の生体や体や体や体や防除法防除法防除法防除法等を等を等を等を学習学習学習学習した地した地した地した地域域域域リリリリーーーーダダダダーのーのーのーの方方方方のもとでのもとでのもとでのもとで被被被被害害害害状状状状

況況況況のののの共有共有共有共有ででででああああったり、対策手ったり、対策手ったり、対策手ったり、対策手法法法法に対する集に対する集に対する集に対する集落落落落講習講習講習講習会を会を会を会を実施実施実施実施していたしていたしていたしていただだだだいてるとこいてるとこいてるとこいてるところろろろでござでござでござでござ

います。います。います。います。

次に、次に、次に、次に、里里里里地、地、地、地、里里里里山の山の山の山の環境環境環境環境整備整備整備整備といたしまして、といたしまして、といたしまして、といたしまして、放放放放置置置置されたされたされたされた柿柿柿柿等を等を等を等を伐採伐採伐採伐採いたしまして、いたしまして、いたしまして、いたしまして、ええええ

ささささ場場場場をつくをつくをつくをつくららららないたないたないたないためめめめのののの環境環境環境環境整備整備整備整備にににに取取取取りりりり組組組組むむむむとともに、今年度かとともに、今年度かとともに、今年度かとともに、今年度からららら新たに手入れのおくれ新たに手入れのおくれ新たに手入れのおくれ新たに手入れのおくれ

たたたた里里里里山において不用な山において不用な山において不用な山において不用な雑木雑木雑木雑木等の等の等の等の伐採伐採伐採伐採によりまして、によりまして、によりまして、によりまして、野野野野生生生生獣獣獣獣がががが近近近近づきにくいづきにくいづきにくいづきにくい緩衝帯緩衝帯緩衝帯緩衝帯をををを整備整備整備整備しししし

ているとこているとこているとこているところろろろでございます。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、被被被被害害害害のののの防除防除防除防除といたしまして、といたしまして、といたしまして、といたしまして、電気電気電気電気さくさくさくさくやややや金金金金網網網網さくなさくなさくなさくなどどどどのののの侵侵侵侵入入入入防止防止防止防止さくのさくのさくのさくの設置設置設置設置をををを推推推推

進しております。進しております。進しております。進しております。

ささささららららに、に、に、に、個個個個体体体体数数数数調整調整調整調整といたしまして、といたしまして、といたしまして、といたしまして、イイイイノノノノシシシシシシシシ、ア、ア、ア、アライグマライグマライグマライグマ等を等を等を等を捕獲捕獲捕獲捕獲するたするたするたするためめめめのののの箱箱箱箱わわわわなななな

のののの導導導導入を入を入を入を推推推推進いたしますとともに、進いたしますとともに、進いたしますとともに、進いたしますとともに、有有有有害害害害鳥獣鳥獣鳥獣鳥獣捕獲捕獲捕獲捕獲従事者の従事者の従事者の従事者の狩猟狩猟狩猟狩猟経経経経験験験験要要要要件件件件をををを緩緩緩緩和和和和いたしましいたしましいたしましいたしまし

て、て、て、て、狩猟免狩猟免狩猟免狩猟免許許許許取得取得取得取得後後後後、す、す、す、すぐぐぐぐにににに可可可可能能能能としたとことしたとことしたとことしたところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。
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鳥獣鳥獣鳥獣鳥獣害害害害のののの被被被被害害害害の発生の発生の発生の発生状況状況状況状況でございますが、地でございますが、地でございますが、地でございますが、地域域域域ごとにごとにごとにごとに異異異異なりますたなりますたなりますたなりますためめめめ、地、地、地、地域域域域のののの実情実情実情実情にににに合合合合

った対策を地った対策を地った対策を地った対策を地域域域域ぐぐぐぐるるるるみみみみでででで取取取取りりりり組組組組むむむむことがことがことがことが重重重重要要要要とととと考考考考ええええております。しかしながております。しかしながております。しかしながております。しかしながらららら、これまで、これまで、これまで、これまで

のののの鳥獣鳥獣鳥獣鳥獣害害害害対策にかか対策にかか対策にかか対策にかかわらわらわらわらず、ず、ず、ず、被被被被害害害害はははは依然依然依然依然としてとしてとしてとして高高高高どどどどまりしております。県といたしましてまりしております。県といたしましてまりしております。県といたしましてまりしております。県といたしまして

は、平成２２年度決算は、平成２２年度決算は、平成２２年度決算は、平成２２年度決算ベベベベーーーーススススでででで約約約約６，０００万円の対策でございましたが、平成２３年度、６，０００万円の対策でございましたが、平成２３年度、６，０００万円の対策でございましたが、平成２３年度、６，０００万円の対策でございましたが、平成２３年度、

３３３３倍倍倍倍強強強強にににに増強増強増強増強いたしまして２億円いたしまして２億円いたしまして２億円いたしまして２億円ベベベベーーーーススススで対策をで対策をで対策をで対策を実施実施実施実施しているとこしているとこしているとこしているところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。

今今今今後後後後とも市町村、関係とも市町村、関係とも市町村、関係とも市町村、関係団体団体団体団体、地、地、地、地域域域域のののの方々方々方々方々とととと連携連携連携連携しながしながしながしながらららら、、、、宇陀宇陀宇陀宇陀市の成市の成市の成市の成功功功功事事事事例例例例をはをはをはをはじめじめじめじめ、、、、

他府他府他府他府県での県での県での県での優優優優良事良事良事良事例例例例もももも参参参参考考考考にしながにしながにしながにしながらららら、より、より、より、より効効効効果的果的果的果的なななな取取取取りりりり組み組み組み組みを着を着を着を着実実実実にににに推推推推進してまいりた進してまいりた進してまいりた進してまいりた

いといといといと考考考考ええええております。ております。ております。ております。以以以以上上上上でございます。でございます。でございます。でございます。

○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 林業の振興についてでございます。林業の振興についてでございます。林業の振興についてでございます。林業の振興についてでございます。

奈良県は、県奈良県は、県奈良県は、県奈良県は、県土土土土の８の８の８の８割割割割をををを森森森森林が林が林が林が占占占占めめめめるるるる森森森森林県ですが、手入れの行き林県ですが、手入れの行き林県ですが、手入れの行き林県ですが、手入れの行き届届届届かないかないかないかない森森森森林の林の林の林の増加増加増加増加

やややや林業、林業、林業、林業、木木木木材材材材産業の不振が続いたことにより、産業の不振が続いたことにより、産業の不振が続いたことにより、産業の不振が続いたことにより、森森森森林の林の林の林の有有有有するするするする多面多面多面多面的機能的機能的機能的機能の発の発の発の発揮揮揮揮に支に支に支に支障障障障をををを来来来来

たし、県たし、県たし、県たし、県民民民民のののの安全安全安全安全でででで豊豊豊豊かな生活にかな生活にかな生活にかな生活に深刻深刻深刻深刻なななな影響影響影響影響を及を及を及を及ぼぼぼぼすことがすことがすことがすことが懸懸懸懸念念念念されるされるされるされる状況状況状況状況となってきてとなってきてとなってきてとなってきて

おりました。このよおりました。このよおりました。このよおりました。このよううううなななな状況状況状況状況の中で、の中で、の中で、の中で、昨昨昨昨年４月に奈良県年４月に奈良県年４月に奈良県年４月に奈良県森森森森林づくり林づくり林づくり林づくり並並並並びに林業及びびに林業及びびに林業及びびに林業及び木木木木材材材材産産産産

業振興業振興業振興業振興条条条条例例例例を制定し、１２月にそのを制定し、１２月にそのを制定し、１２月にそのを制定し、１２月にその指指指指針針針針を定を定を定を定めめめめさせていたさせていたさせていたさせていただだだだきました。それにきました。それにきました。それにきました。それに基基基基づきましづきましづきましづきまし

て、今年度かて、今年度かて、今年度かて、今年度からららら計計計計画的画的画的画的にににに施施施施策を策を策を策を展展展展開していくこととしております。開していくこととしております。開していくこととしております。開していくこととしております。

森森森森林づくりでは、県内で林づくりでは、県内で林づくりでは、県内で林づくりでは、県内で森森森森林を林を林を林を木木木木材材材材生産林と生産林と生産林と生産林と環境環境環境環境保保保保全全全全林の２つに林の２つに林の２つに林の２つに区区区区分分分分しまして、それしまして、それしまして、それしまして、それぞぞぞぞ

れのれのれのれの目的目的目的目的に応に応に応に応じじじじたたたた施施施施策を策を策を策を展展展展開してまいることとしております。開してまいることとしております。開してまいることとしております。開してまいることとしております。

まず、まず、まず、まず、木木木木材材材材生産林では、生産林では、生産林では、生産林では、木木木木材材材材生産を生産を生産を生産を目的目的目的目的としたとしたとしたとした持持持持続続続続的的的的なななな森森森森林林林林整備整備整備整備を行を行を行を行ううううとことことこところろろろで、で、で、で、壊壊壊壊れれれれ

ない、奈良県にない、奈良県にない、奈良県にない、奈良県に合合合合ったったったった作作作作業業業業道道道道整備整備整備整備、それと、それと、それと、それと機機機機械械械械化化化化によるによるによるによる低低低低コストコストコストコストなななな木木木木材材材材生産を生産を生産を生産をややややってまいってまいってまいってまい

ることとなっております。それにることとなっております。それにることとなっております。それにることとなっております。それに基基基基づきまして、川づきまして、川づきまして、川づきまして、川下下下下側側側側ではではではでは木木木木材材材材生産生産生産生産施設施設施設施設のののの整備整備整備整備、それと、それと、それと、それと

需需需需要要要要のののの喚起喚起喚起喚起といといといといううううことで進ことで進ことで進ことで進めめめめてまいっております。てまいっております。てまいっております。てまいっております。

一一一一方方方方、、、、環境環境環境環境保保保保全全全全林につきましては、林につきましては、林につきましては、林につきましては、先先先先ほほほほどどどどおおおお話話話話に出ました緊急に出ました緊急に出ました緊急に出ました緊急間間間間伐伐伐伐等、等、等、等、森森森森林林林林環境環境環境環境税税税税をををを使使使使

いましたいましたいましたいました施施施施策を策を策を策を展展展展開してまいっております。開してまいっております。開してまいっております。開してまいっております。

ももももうううう一つは、一つは、一つは、一つは、木木木木材材材材産業の振興の産業の振興の産業の振興の産業の振興の方方方方では、県産では、県産では、県産では、県産材材材材を利用しました新を利用しました新を利用しました新を利用しました新築や築や築や築やリリリリフォフォフォフォームへのームへのームへのームへの住住住住

宅宅宅宅産業への支援等も産業への支援等も産業への支援等も産業への支援等もややややってございます。また、県産ってございます。また、県産ってございます。また、県産ってございます。また、県産材材材材を利用しました新たなを利用しました新たなを利用しました新たなを利用しました新たな販路販路販路販路開開開開拓拓拓拓とととと吉吉吉吉

野材野材野材野材をもをもをもをもうううう一度一度一度一度見直見直見直見直すといすといすといすといううううことでことでことでことでデデデデザザザザインコンインコンインコンインコンペ等、さまざまなペ等、さまざまなペ等、さまざまなペ等、さまざまな施施施施策を策を策を策を展展展展開しておりま開しておりま開しておりま開しておりま

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

○川合地域農政課長○川合地域農政課長○川合地域農政課長○川合地域農政課長 委員か委員か委員か委員からららら農業関係のご農業関係のご農業関係のご農業関係のご質質質質問問問問の中で、の中で、の中で、の中で、法法法法人化人化人化人化についてのおについてのおについてのおについてのお尋ね尋ね尋ね尋ねががががああああっっっっ

たかとたかとたかとたかと存存存存じじじじます。ます。ます。ます。

本県の農業振興を本県の農業振興を本県の農業振興を本県の農業振興を考考考考ええええていくに当たりまして、その農業をていくに当たりまして、その農業をていくに当たりまして、その農業をていくに当たりまして、その農業をだだだだれがれがれがれが担担担担っていくかといっていくかといっていくかといっていくかといううううここここ
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とでとでとでとで担担担担い手のい手のい手のい手の問問問問題題題題といといといといううううのはのはのはのは非非非非常常常常にににに重重重重要要要要なななな問問問問題題題題ででででああああると認ると認ると認ると認識識識識しております。このしております。このしております。このしております。この担担担担い手にい手にい手にい手に

つきましては、いつきましては、いつきましては、いつきましては、いわわわわゆゆゆゆるるるる個個個個人人人人のののの方方方方がががが経営経営経営経営されていくといされていくといされていくといされていくというううう農業の農業の農業の農業の形形形形態態態態、そ、そ、そ、そうううういいいいうううう中で、中で、中で、中で、例例例例

えばえばえばえば市町村によります認定農業者としての認定、それで農業市町村によります認定農業者としての認定、それで農業市町村によります認定農業者としての認定、それで農業市町村によります認定農業者としての認定、それで農業経営経営経営経営を進を進を進を進めめめめていたていたていたていただだだだくといくといくといくというううう

場合場合場合場合も、１つも、１つも、１つも、１つ代代代代表表表表的的的的なななな例例例例としてございます。としてございます。としてございます。としてございます。

また、また、また、また、昨昨昨昨今い今い今い今いろろろろいいいいろ担ろ担ろ担ろ担い手もい手もい手もい手も高齢化高齢化高齢化高齢化する中で、その地する中で、その地する中で、その地する中で、その地域域域域の農地、の農地、の農地、の農地、ああああるいは農業といるいは農業といるいは農業といるいは農業といううううもももも

のをのをのをのをどどどどのよのよのよのよううううに進に進に進に進めめめめていくか、こていくか、こていくか、こていくか、こうううういいいいうううう中で集中で集中で集中で集落落落落営営営営農といったよ農といったよ農といったよ農といったよううううなななな取取取取りりりり組み組み組み組みも進も進も進も進めめめめていていていてい

たたたただだだだいているとこいているとこいているとこいているところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。

ここここううううした中で、よりした中で、よりした中で、よりした中で、より高高高高度な度な度な度な経営経営経営経営を進を進を進を進めめめめよよよよううううとされるとことされるとことされるとことされるところろろろにつきましては、農業につきましては、農業につきましては、農業につきましては、農業経営経営経営経営のののの

今今今今後後後後へのへのへのへの継継継継続続続続性性性性、それか、それか、それか、それから経営ら経営ら経営ら経営管理の管理の管理の管理の徹底徹底徹底徹底、また雇用、また雇用、また雇用、また雇用条件条件条件条件のののの向上向上向上向上とか、それかとか、それかとか、それかとか、それかららららいいいいろろろろいいいいろろろろ

農業を農業を農業を農業を営営営営んでいかれるんでいかれるんでいかれるんでいかれる上上上上での資金をでの資金をでの資金をでの資金を調調調調達達達達されるされるされるされる場合場合場合場合のののの信信信信用力、また産用力、また産用力、また産用力、また産物物物物のののの販路販路販路販路拡拡拡拡大とい大とい大とい大というううう

面面面面でのでのでのでの信信信信用力の用力の用力の用力の向上向上向上向上でも、いでも、いでも、いでも、いわわわわゆゆゆゆるるるる法法法法人化人化人化人化についてはについてはについてはについてはメリメリメリメリットットットットが大きい部が大きい部が大きい部が大きい部分分分分ももももああああると認ると認ると認ると認識識識識

をしておるとこをしておるとこをしておるとこをしておるところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。折折折折 々々々々法法法法人化人化人化人化にににに向向向向けたけたけたけた相談相談相談相談ななななどどどどもももも寄寄寄寄せせせせらららられているとこれているとこれているとこれているところろろろでででで

ございまして、こございまして、こございまして、こございまして、こうううういった部いった部いった部いった部分分分分についてについてについてについて丁寧丁寧丁寧丁寧に対応しながに対応しながに対応しながに対応しながらららら、県としての、県としての、県としての、県としての担担担担い手のい手のい手のい手の施施施施策に策に策に策に

ついてついてついてついて考考考考ええええてまいりたいとてまいりたいとてまいりたいとてまいりたいと考考考考ええええております。ております。ております。ております。以以以以上上上上でございます。でございます。でございます。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 先先先先ほほほほどどどど２つ２つ２つ２つ目目目目のごのごのごのご質質質質問問問問の中で、の中で、の中で、の中で、右肩右肩右肩右肩上上上上がりの業がりの業がりの業がりの業績績績績のおのおのおのお話話話話と、と、と、と、

フェスティバルフェスティバルフェスティバルフェスティバルといといといといううううおおおお話話話話ががががああああったかとったかとったかとったかと思思思思ううううのですが、一応奈良県の産業のですが、一応奈良県の産業のですが、一応奈良県の産業のですが、一応奈良県の産業構構構構造といったこ造といったこ造といったこ造といったこ

とのおとのおとのおとのお話話話話でででで解解解解釈釈釈釈させていたさせていたさせていたさせていただだだだいてよいてよいてよいてよろろろろしいでししいでししいでししいでしょょょょううううか。か。か。か。

本県の産業本県の産業本県の産業本県の産業構構構構造でいいますと、今までか造でいいますと、今までか造でいいますと、今までか造でいいますと、今までかららららものづくり、ものづくり、ものづくり、ものづくり、機機機機械械械械といといといといううううのはのはのはのは注注注注目目目目をををを浴浴浴浴びたとびたとびたとびたと

こここころろろろなのですが、事業なのですが、事業なのですが、事業なのですが、事業所所所所等の数といった等の数といった等の数といった等の数といった点点点点でいいますと、でいいますと、でいいますと、でいいますと、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり建建建建築築築築業とい業とい業とい業といううううのはこれのはこれのはこれのはこれ

までまでまでまで多多多多かったのですが、そかったのですが、そかったのですが、そかったのですが、そうううういったとこいったとこいったとこいったところろろろかかかからららら今は少し今は少し今は少し今は少し医療医療医療医療、それか、それか、それか、それからららら福福福福祉祉祉祉といったといったといったといった分野分野分野分野

の事業の事業の事業の事業所所所所がががが多多多多くなってきております。くなってきております。くなってきております。くなってきております。ややややはり、はり、はり、はり、経済経済経済経済のののの貢献貢献貢献貢献度とい度とい度とい度というううう点点点点でいいますと、ものでいいますと、ものでいいますと、ものでいいますと、もの

づくりの部づくりの部づくりの部づくりの部分分分分が奈良県のが奈良県のが奈良県のが奈良県の経済経済経済経済といといといというううう形形形形ではではではでは貢献貢献貢献貢献をしているとをしているとをしているとをしていると思思思思っております。っております。っております。っております。

それかそれかそれかそれからららら、、、、フェスティバルフェスティバルフェスティバルフェスティバルといといといといううううおおおお話話話話がございましたが、技がございましたが、技がございましたが、技がございましたが、技能フェスティバル能フェスティバル能フェスティバル能フェスティバルのおのおのおのお話話話話でででで

ございます。一応技ございます。一応技ございます。一応技ございます。一応技能フェスティバル能フェスティバル能フェスティバル能フェスティバルといといといというううう形形形形で、で、で、で、先先先先ほほほほどどどど申申申申しししし上げ上げ上げ上げましたよましたよましたよましたよううううに、に、に、に、橿原公橿原公橿原公橿原公

苑苑苑苑で奈良まほで奈良まほで奈良まほで奈良まほろばろばろばろば市といたしまして、市といたしまして、市といたしまして、市といたしまして、食食食食と農（と農（と農（と農（みみみみのり）ののり）ののり）ののり）のフェスティバルフェスティバルフェスティバルフェスティバルととととあわあわあわあわせてせてせてせてややややっっっっ

ている部ている部ている部ている部分分分分でございますが、これは一応企業でございますが、これは一応企業でございますが、これは一応企業でございますが、これは一応企業体体体体が出ているのではございませんでして、いが出ているのではございませんでして、いが出ているのではございませんでして、いが出ているのではございませんでして、い

ろろろろんな技んな技んな技んな技能能能能士士士士でででであああありますとか、奈良県のりますとか、奈良県のりますとか、奈良県のりますとか、奈良県の調調調調理理理理師師師師ででででああああるとか、るとか、るとか、るとか、機機機機械械械械工で工で工で工でああああるとか、そるとか、そるとか、そるとか、そうううういっいっいっいっ

た部た部た部た部分分分分でのでのでのでのわわわわざにすざにすざにすざにすぐぐぐぐれた者を一れた者を一れた者を一れた者を一堂堂堂堂に集まってに集まってに集まってに集まってややややるといるといるといるというううう形形形形ののののフェスティバルフェスティバルフェスティバルフェスティバルでございまでございまでございまでございま

す。す。す。す。

○田中委員○田中委員○田中委員○田中委員 商工技商工技商工技商工技能フェスティバル能フェスティバル能フェスティバル能フェスティバルは、は、は、は、私私私私も行かせていたも行かせていたも行かせていたも行かせていただだだだいて、いて、いて、いて、何何何何ををををややややっているのかっているのかっているのかっているのか
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といといといといううううのはよくのはよくのはよくのはよくわわわわかってる。それで、その中でおととしよりもかってる。それで、その中でおととしよりもかってる。それで、その中でおととしよりもかってる。それで、その中でおととしよりも去去去去年、また年、また年、また年、また去去去去年よりもこと年よりもこと年よりもこと年よりもこと

しと、これもしと、これもしと、これもしと、これも右肩右肩右肩右肩下下下下がりのよがりのよがりのよがりのよううううなななな形形形形になっているのではないかとになっているのではないかとになっているのではないかとになっているのではないかと思思思思ええええるかるかるかるからららら、、、、何何何何か工夫をか工夫をか工夫をか工夫を

していたしていたしていたしていただだだだくくくく必必必必要要要要ががががああああるのではないですかとるのではないですかとるのではないですかとるのではないですかと申申申申しししし上げ上げ上げ上げたのです。たのです。たのです。たのです。

これはこれはこれはこれは各各各各商工会、それか商工会、それか商工会、それか商工会、それからららら地地地地域域域域ののののＮＮＮＮＰＰＰＰＯＯＯＯもももも含む含む含む含む団体団体団体団体が出が出が出が出展展展展しているしているしているしているブブブブーーーーススススががががあああありますが、りますが、りますが、りますが、

そのそのそのそのブブブブーーーーススススも少しずつも少しずつも少しずつも少しずつ寂寂寂寂しくなっていますでししくなっていますでししくなっていますでししくなっていますでしょょょょうううう。それを。それを。それを。それをああああそこに行ったそこに行ったそこに行ったそこに行ったらららら我我我我 々々々々のことのことのことのこと

がよくがよくがよくがよくわわわわかってもかってもかってもかってもらえらえらえらえると、ると、ると、ると、展示展示展示展示することに大きなすることに大きなすることに大きなすることに大きな意味意味意味意味ががががああああるのるのるのるのだだだだといといといというううう感感感感じじじじになってもになってもになってもになっても

らうらうらうらうたたたためめめめには、それはもには、それはもには、それはもには、それはもちちちちろろろろんんんん分担分担分担分担金の金の金の金の問問問問題題題題ががががああああるのかもるのかもるのかもるのかもわわわわかりませんし、いかりませんし、いかりませんし、いかりませんし、いろろろろいいいいろろろろなななな課課課課

題題題題ははははああああるでしるでしるでしるでしょょょょうううう。。。。だだだだけけけけどどどど、、、、建建建建物物物物の中に出ているのをの中に出ているのをの中に出ているのをの中に出ているのを見見見見ましたましたましたましたらららら、かつてよりも、５年前、かつてよりも、５年前、かつてよりも、５年前、かつてよりも、５年前

よりも、よりも、よりも、よりも、だだだだんんんんだだだだんとんとんとんと何何何何かかかか寂寂寂寂しいといしいといしいといしいというううう感感感感じじじじがががが否否否否めめめめないので、ないので、ないので、ないので、ぜぜぜぜひひひひともおともおともおともお考考考考ええええくくくくだだだださいといさいといさいといさいとい

ううううことでございます。ことでございます。ことでございます。ことでございます。

それかそれかそれかそれからららら、、、、先先先先ほほほほどどどどかかかからららら林業のことについても、ほかの産業についても、林業のことについても、ほかの産業についても、林業のことについても、ほかの産業についても、林業のことについても、ほかの産業についても、統統統統計計計計指指指指数を数を数を数を見見見見てててて

ますと、生産ますと、生産ますと、生産ますと、生産高高高高はははは下下下下がってきてる、がってきてる、がってきてる、がってきてる、木木木木材材材材の出の出の出の出荷荷荷荷もももも下下下下がってきているのです。これをいがってきているのです。これをいがってきているのです。これをいがってきているのです。これをいろろろろいいいい

ろろろろなことなことなことなことややややっていたっていたっていたっていただだだだいてるのは、ご説明いたいてるのは、ご説明いたいてるのは、ご説明いたいてるのは、ご説明いただだだだ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どどども、も、も、も、ああああれれれれややややってるよ、こってるよ、こってるよ、こってるよ、こ

れれれれややややってるよといってるよといってるよといってるよといううううのは、それはのは、それはのは、それはのは、それはわわわわかったかったかったかった上上上上でおでおでおでお尋ね尋ね尋ね尋ねしているのです。そのしているのです。そのしているのです。そのしているのです。そのややややっていたっていたっていたっていただだだだ

いている政策、いている政策、いている政策、いている政策、施施施施策が策が策が策が右肩右肩右肩右肩上上上上がりにつながっているのですかと、がりにつながっているのですかと、がりにつながっているのですかと、がりにつながっているのですかと、右肩右肩右肩右肩上上上上がりにつながってがりにつながってがりにつながってがりにつながって

いるいるいるいる施施施施策はこれですと策はこれですと策はこれですと策はこれですと言言言言っていたっていたっていたっていただだだだけるものはけるものはけるものはけるものはどどどどれなのですかといれなのですかといれなのですかといれなのですかといううううことをおことをおことをおことをお尋ね尋ね尋ね尋ねしていしていしていしてい

る。る。る。る。ううううちちちちの部では、の部では、の部では、の部では、ううううちちちちのののの課課課課ではこれではこれではこれではこれややややってます、これはもってます、これはもってます、これはもってます、これはもうわうわうわうわかったことなのです。こかったことなのです。こかったことなのです。こかったことなのです。こ

この中にこの中にこの中にこの中に十十十十分分分分お書きいたお書きいたお書きいたお書きいただだだだいているいているいているいているわわわわけですかけですかけですかけですからららら、それは、それは、それは、それはわわわわかったかったかったかった話話話話。その中で、これが。その中で、これが。その中で、これが。その中で、これが

右肩右肩右肩右肩上上上上がりに発がりに発がりに発がりに発展展展展するたするたするたするためめめめのののの施施施施策策策策だだだだったのですといったのですといったのですといったのですといううううことをことをことをことを言言言言っていたっていたっていたっていただだだだけるのはけるのはけるのはけるのは何何何何でしでしでしでし

ょょょょううううかといかといかといかといううううことをおことをおことをおことをお尋ね尋ね尋ね尋ねしているのです。それには、ましているのです。それには、ましているのです。それには、ましているのです。それには、まだだだだおおおお答答答答ええええいたいたいたいただだだだいてないので、いてないので、いてないので、いてないので、

どどどどなたでもなたでもなたでもなたでも結結結結構構構構です、です、です、です、どどどどうぞうぞうぞうぞおおおお答答答答ええええいたいたいたいただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思います。います。います。います。

○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長 右肩右肩右肩右肩上上上上がりか。成がりか。成がりか。成がりか。成果果果果のののの上上上上がっている。がっている。がっている。がっている。

○田中委員○田中委員○田中委員○田中委員 成成成成果果果果のののの上上上上がっているといがっているといがっているといがっているといううううのは、のは、のは、のは、個個個個 々々々々一つ一つのものは一つ一つのものは一つ一つのものは一つ一つのものは全全全全部成部成部成部成果果果果がががが上上上上がってがってがってがって

いるのです。成いるのです。成いるのです。成いるのです。成果果果果がががが上上上上がっていないといがっていないといがっていないといがっていないといううううのは、のは、のは、のは、絶絶絶絶対におっし対におっし対におっし対におっしゃゃゃゃららららないとないとないとないと思思思思います。います。います。います。

○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長 そそそそううううしたしたしたしたらららら、、、、何何何何だだだだ。。。。

○田中委員○田中委員○田中委員○田中委員 みみみみんなは、いんなは、いんなは、いんなは、いやややや、、、、だだだだかかかからららら、奈良県の、奈良県の、奈良県の、奈良県の経済経済経済経済にこれにこれにこれにこれだだだだけのけのけのけの貢献貢献貢献貢献をしてるのをしてるのをしてるのをしてるのだだだだといといといとい

う自信う自信う自信う自信をををを持持持持っておっしっておっしっておっしっておっしゃゃゃゃっていたっていたっていたっていただだだだけるけるけるける施施施施策は策は策は策は何何何何だだだだったのですか。ったのですか。ったのですか。ったのですか。

○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長 どどどどのののの課課課課に。に。に。に。

○田中委員○田中委員○田中委員○田中委員 いいいいやややや、、、、だだだだかかかからららら、今、今、今、今先先先先ほほほほどどどど商工にしても、農林にしても、これ商工にしても、農林にしても、これ商工にしても、農林にしても、これ商工にしても、農林にしても、これだだだだといといといといううううことをことをことをことを

おっしおっしおっしおっしゃゃゃゃっていたっていたっていたっていただだだだけるものはけるものはけるものはけるものは何何何何でしでしでしでしょょょょううううか。か。か。か。
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○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長 産業・雇用振興部長、産業・雇用振興部長、産業・雇用振興部長、産業・雇用振興部長、何何何何かかかかあああありませんか。りませんか。りませんか。りませんか。

○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 正正正正直申直申直申直申しししし上げ上げ上げ上げまして、まして、まして、まして、自信自信自信自信をををを持持持持ってこれってこれってこれってこれだだだだとととと言言言言いいいい切切切切れるものれるものれるものれるもの

といといといといううううのは今すのは今すのは今すのは今すぐぐぐぐにはにはにはには浮浮浮浮かんでまいりませんが、少し今かんでまいりませんが、少し今かんでまいりませんが、少し今かんでまいりませんが、少し今申申申申しししし上げ上げ上げ上げるとしたるとしたるとしたるとしたらららら、ことしか、ことしか、ことしか、ことしからららら

産業の活産業の活産業の活産業の活性化性化性化性化をををを図ろう図ろう図ろう図ろうといといといといううううことでことでことでことでリリリリビングサイビングサイビングサイビングサイエエエエンスンスンスンスといといといといううううよよよよううううなななな言言言言葉葉葉葉ををををキキキキーーーーワワワワーーーードドドドにににに

取取取取りりりり組み組み組み組みをををを始始始始めめめめかけました。これは、今まで行政のかけました。これは、今まで行政のかけました。これは、今まで行政のかけました。これは、今まで行政の側側側側かかかからららら産業産業産業産業分野分野分野分野のののの刺激刺激刺激刺激といといといといううううのをのをのをのを余余余余りりりり

したしたしたした例例例例がないものですので、新たに生活のがないものですので、新たに生活のがないものですので、新たに生活のがないものですので、新たに生活の科学科学科学科学といといといというううう部部部部分分分分かかかからららら展展展展開していけた開していけた開していけた開していけたららららといといといといううううここここ

とで、とで、とで、とで、取取取取りりりり組み組み組み組みをさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだいております。いております。いております。いております。

ももももうううう一つは、これか一つは、これか一つは、これか一つは、これかららららいいいいろろろろいいいいろろろろなななな意味意味意味意味で活で活で活で活性化性化性化性化をををを図図図図っていこっていこっていこっていこううううとととと思思思思えばえばえばえば、新たに、新たに、新たに、新たに起起起起業業業業家家家家

ががががどどどどんんんんどどどどん出てくるよん出てくるよん出てくるよん出てくるよううううな、そんな奈良県になれな、そんな奈良県になれな、そんな奈良県になれな、そんな奈良県になればばばばとととと個個個個人的人的人的人的にはにはにはには思思思思っておりまして、そっておりまして、そっておりまして、そっておりまして、そうううう

いいいいうううう意味意味意味意味では平成２３年度の予算ででは平成２３年度の予算ででは平成２３年度の予算ででは平成２３年度の予算でビビビビジジジジネネネネススススププププランコンテストランコンテストランコンテストランコンテストをををを実施実施実施実施しました。しました。しました。しました。全全全全国か国か国か国からららら

いいいいろろろろんなんなんなんな形形形形でプでプでプでプランランランランをををを募募募募集いたしまして、それを集いたしまして、それを集いたしまして、それを集いたしまして、それをあああある程度る程度る程度る程度ブラッシブラッシブラッシブラッシュュュュアアアアッッッップしてプしてプしてプして起起起起業業業業家家家家のののの

醸醸醸醸成、成、成、成、機運機運機運機運醸醸醸醸成といったものを成といったものを成といったものを成といったものを盛盛盛盛りりりり上げ上げ上げ上げて、て、て、て、起起起起業業業業化化化化につなにつなにつなにつなげげげげていけれていけれていけれていければばばばといといといというううう希望希望希望希望的的的的な部な部な部な部

分分分分で２つ、で２つ、で２つ、で２つ、私私私私の中での中での中での中で言言言言ええええるのかなとるのかなとるのかなとるのかなと思思思思っております。っております。っております。っております。以以以以上上上上でございます。でございます。でございます。でございます。

○冨岡農林部長○冨岡農林部長○冨岡農林部長○冨岡農林部長 なかなかなかなかなかなかなかなか難難難難しいおしいおしいおしいお問問問問いいいい合わ合わ合わ合わせでございまして、林業につきましては、せでございまして、林業につきましては、せでございまして、林業につきましては、せでございまして、林業につきましては、特特特特

に奈良県、に奈良県、に奈良県、に奈良県、全全全全国でもそ国でもそ国でもそ国でもそううううですけれですけれですけれですけれどどどど、昭、昭、昭、昭和和和和５５年を５５年を５５年を５５年をピピピピーーーーククククにににに右肩右肩右肩右肩下下下下がりになっている、そがりになっている、そがりになっている、そがりになっている、そ

のののの原原原原因因因因はははは何何何何かといかといかといかといううううのを、農林部長になってのを、農林部長になってのを、農林部長になってのを、農林部長になって分分分分析析析析をしておりまして、昭をしておりまして、昭をしておりまして、昭をしておりまして、昭和和和和５５年と今５５年と今５５年と今５５年と今現現現現在在在在

をををを比比比比べべべべてててて製製製製材材材材品品品品価価価価格格格格が４が４が４が４割割割割ほほほほどどどど下下下下がっているのです。それに伴って杉のがっているのです。それに伴って杉のがっているのです。それに伴って杉のがっているのです。それに伴って杉の丸太丸太丸太丸太価価価価格格格格は６は６は６は６割割割割ほほほほ

どダどダどダどダウウウウンンンンしている。している。している。している。片片片片方方方方ででででコストコストコストコスト、い、い、い、いわわわわゆゆゆゆるるるる素素素素材材材材生産費とい生産費とい生産費とい生産費といわわわわれる部れる部れる部れる部分分分分がががが圧圧圧圧縮縮縮縮されていなされていなされていなされていな

いといいといいといいといううううことで３ことで３ことで３ことで３割ぐ割ぐ割ぐ割ぐららららいしかいしかいしかいしか下下下下がってなくて、そのがってなくて、そのがってなくて、そのがってなくて、その差差差差がががが埋埋埋埋めめめめ切切切切れていない、れていない、れていない、れていない、収収収収益益益益部部部部分分分分がががが

上上上上がっていない。これはがっていない。これはがっていない。これはがっていない。これはややややはりはりはりはり人人人人件件件件費が大費が大費が大費が大半半半半をををを占占占占めめめめている、ている、ている、ている、コストコストコストコストのののの圧圧圧圧縮縮縮縮がされていないがされていないがされていないがされていない

といといといといううううことにかかっているのかなといことにかかっているのかなといことにかかっているのかなといことにかかっているのかなという分う分う分う分析析析析をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだいて、いて、いて、いて、結結結結局奈良県の局奈良県の局奈良県の局奈良県の場合場合場合場合は、は、は、は、

宇陀宇陀宇陀宇陀市はそ市はそ市はそ市はそううううでもないかもしれませんけでもないかもしれませんけでもないかもしれませんけでもないかもしれませんけどどどど、、、、吉吉吉吉野野野野郡郡郡郡ででででああああれれれればばばば急急急急峻峻峻峻な地な地な地な地形形形形になって、今までになって、今までになって、今までになって、今まで

ヘリヘリヘリヘリにににに頼頼頼頼っていたと。昭っていたと。昭っていたと。昭っていたと。昭和和和和５４年～５５年の５４年～５５年の５４年～５５年の５４年～５５年のピピピピーーーーククククで、で、で、で、ヘリヘリヘリヘリでででで投投投投資すれ資すれ資すれ資すればばばば、も、も、も、もううううかってすかってすかってすかってす

ぐぐぐぐポポポポケケケケットットットットに入ると、このいに入ると、このいに入ると、このいに入ると、このいわわわわゆゆゆゆる商る商る商る商慣慣慣慣習習習習にににに甘甘甘甘んんんんじじじじていたのではないかと。ていたのではないかと。ていたのではないかと。ていたのではないかと。片片片片方方方方でででで外材外材外材外材にににに

押押押押されてきたといされてきたといされてきたといされてきたという経う経う経う経緯緯緯緯もございましたので、そのもございましたので、そのもございましたので、そのもございましたので、その構構構構造を、造を、造を、造を、体体体体質質質質をををを変変変変ええええるといるといるといるといううううことが大ことが大ことが大ことが大

事とい事とい事とい事といううううことで、ことで、ことで、ことで、先先先先ほほほほどどどどかかかかららららもおもおもおもお話話話話しさせてますけれしさせてますけれしさせてますけれしさせてますけれどどどども、奈良県でも、奈良県でも、奈良県でも、奈良県で崩崩崩崩れにくいれにくいれにくいれにくい作作作作業業業業道道道道をををを

整備整備整備整備をして、をして、をして、をして、半半半半恒久恒久恒久恒久的的的的に利用に利用に利用に利用間間間間伐伐伐伐をををを機機機機械械械械化化化化林業で繰り林業で繰り林業で繰り林業で繰り返返返返していくといしていくといしていくといしていくといううううことで、ことで、ことで、ことで、投投投投資を残資を残資を残資を残

していくといしていくといしていくといしていくというううう、そ、そ、そ、そうううういいいいう施う施う施う施業業業業体体体体系系系系にににに変変変変ええええないとなかなかないとなかなかないとなかなかないとなかなか難難難難しいのではないかといしいのではないかといしいのではないかといしいのではないかという実う実う実う実感感感感

もございましたので、そもございましたので、そもございましたので、そもございましたので、そうううういいいいううううのを新たに制度としてのを新たに制度としてのを新たに制度としてのを新たに制度として設設設設けたといけたといけたといけたといううううのが、今すのが、今すのが、今すのが、今すぐぐぐぐにににに答答答答ええええはははは

出ないかもしれませんけ出ないかもしれませんけ出ないかもしれませんけ出ないかもしれませんけどどどど、、、、コストコストコストコスト縮縮縮縮減に県も応援していこ減に県も応援していこ減に県も応援していこ減に県も応援していこううううといといといといううううのが大きなのが大きなのが大きなのが大きな特特特特徴徴徴徴ででででああああ
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って、それはって、それはって、それはって、それは昨昨昨昨年、年、年、年、条条条条例例例例をををを改改改改正させていた正させていた正させていた正させていただだだだいた今年度の新たな一いた今年度の新たな一いた今年度の新たな一いた今年度の新たな一番番番番大きな大きな大きな大きな目目目目玉玉玉玉な事業とな事業とな事業とな事業と

してしてしてして考考考考ええええているとこているとこているとこているところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。

それかそれかそれかそれからららら、これは、これは、これは、これは去去去去年か年か年か年からやらやらやらやっていますけれっていますけれっていますけれっていますけれどどどど、、、、住住住住宅宅宅宅版版版版ののののエエエエコポイントコポイントコポイントコポイントププププラスラスラスラスななななららららといといといとい

うううう県産県産県産県産材材材材住住住住宅宅宅宅ををををどどどどんんんんどどどどん県内で県産ん県内で県産ん県内で県産ん県内で県産材材材材をををを使使使使ってもってもってもってもららららおおおおううううといといといというううう仕仕仕仕組み組み組み組みをををを導導導導入させていた入させていた入させていた入させていただだだだ

いて、これについては着いて、これについては着いて、これについては着いて、これについては着実実実実ですけれですけれですけれですけれどどどどもももも実実実実績績績績が出が出が出が出始始始始めめめめていますので、これをていますので、これをていますので、これをていますので、これを幅幅幅幅広く工務広く工務広く工務広く工務店店店店、、、、

ハウハウハウハウススススメメメメーーーーカカカカーにつなーにつなーにつなーにつなげげげげていきたいといていきたいといていきたいといていきたいといううううので、これはので、これはので、これはので、これは意意意意見見見見交換交換交換交換会を会を会を会を幅幅幅幅広く広く広く広くややややっているとっているとっているとっていると

いいいいううううのがのがのがのが実態実態実態実態でございます。そこのでございます。そこのでございます。そこのでございます。そこのああああたりに活たりに活たりに活たりに活路路路路をををを見見見見出していきたいと出していきたいと出していきたいと出していきたいと考考考考ええええてございます。てございます。てございます。てございます。

○田中委員○田中委員○田中委員○田中委員 先先先先ほほほほどどどど、、、、私私私私は農業は農業は農業は農業法法法法人人人人についてのについてのについてのについての取取取取りりりり組み組み組み組みががががどどどどううううなるのなるのなるのなるのだろうだろうだろうだろうかといかといかといかといううううことことことこと

で、で、で、で、極極極極めめめめてててて危危危危惧惧惧惧をしているといをしているといをしているといをしているといううううことをことをことをことを申申申申しししし上げ上げ上げ上げました。ました。ました。ました。

簡簡簡簡単単単単なことをおなことをおなことをおなことをお尋ね尋ね尋ね尋ねしますが、今、農業従事者は平しますが、今、農業従事者は平しますが、今、農業従事者は平しますが、今、農業従事者は平均均均均年年年年齢齢齢齢何何何何歳歳歳歳だだだだったですか。それと、ったですか。それと、ったですか。それと、ったですか。それと、

２０歳２０歳２０歳２０歳代代代代の農業従事者はの農業従事者はの農業従事者はの農業従事者は何何何何人人人人ぐぐぐぐららららいおいでですか。いおいでですか。いおいでですか。いおいでですか。

○川合地域農政課長○川合地域農政課長○川合地域農政課長○川合地域農政課長 おおおお尋ね尋ね尋ね尋ねの平の平の平の平均均均均年年年年齢齢齢齢そのものといそのものといそのものといそのものといううううのはのはのはのは持持持持ちちちち合わ合わ合わ合わせがございませんのせがございませんのせがございませんのせがございませんの

で、またご報告をさせていたで、またご報告をさせていたで、またご報告をさせていたで、またご報告をさせていただだだだきます。きます。きます。きます。

なお、３０歳なお、３０歳なお、３０歳なお、３０歳未満未満未満未満の農業者でございますけれの農業者でございますけれの農業者でございますけれの農業者でございますけれどどどども、本県内でも、本県内でも、本県内でも、本県内で割割割割合合合合にいたしますと１にいたしますと１にいたしますと１にいたしますと１％％％％とととと

いいいいううううことになっております。ことになっております。ことになっております。ことになっております。

○田中委員○田中委員○田中委員○田中委員 実実実実は平は平は平は平均均均均年年年年齢齢齢齢、農業はも、農業はも、農業はも、農業はもうううう６０歳６０歳６０歳６０歳後後後後半半半半になってます。になってます。になってます。になってます。若若若若いいいい人人人人たたたたちちちちの農業者との農業者との農業者との農業者と

いいいいううううのは５００のは５００のは５００のは５００人人人人いるかいないかと、そのいるかいないかと、そのいるかいないかと、そのいるかいないかと、そのぐぐぐぐららららいの数いの数いの数いの数字字字字だだだだったとったとったとったと思思思思います。その中でいます。その中でいます。その中でいます。その中で法法法法人人人人

をつくることををつくることををつくることををつくることを推推推推奨奨奨奨するとするとするとすると言言言言っても、っても、っても、っても、どどどどれれれれだだだだけのけのけのけの法法法法人人人人ができるのかなといができるのかなといができるのかなといができるのかなというううう具具具具体体体体論論論論になりになりになりになり

ますとますとますとますと達達達達成していけるのか成していけるのか成していけるのか成していけるのかどどどどううううか、またか、またか、またか、また法法法法人人人人にしてしまいますと、にしてしまいますと、にしてしまいますと、にしてしまいますと、倒倒倒倒産した産した産した産したららららそれでそれでそれでそれで終終終終わわわわ

りといりといりといりといううううことになって、一ことになって、一ことになって、一ことになって、一挙挙挙挙に地に地に地に地域域域域の農業の農業の農業の農業経済経済経済経済がががが沈没沈没沈没沈没してしましてしましてしましてしまううううことになります。そのことになります。そのことになります。そのことになります。その辺辺辺辺

のことをのことをのことをのことを考考考考ええええたたたたらららら、、、、果果果果たして農業たして農業たして農業たして農業法法法法人人人人のののの推推推推奨奨奨奨といといといといううううのはいいののはいいののはいいののはいいのだろうだろうだろうだろうかといかといかといかというううう部部部部分分分分もももも含含含含めめめめ

ておておておてお尋ね尋ね尋ね尋ねしたかったのですけれしたかったのですけれしたかったのですけれしたかったのですけれどどどども、も、も、も、余余余余りりりり時間時間時間時間をををを独独独独占占占占するなとおっしするなとおっしするなとおっしするなとおっしゃゃゃゃいますので、これいますので、これいますので、これいますので、これ

ぐぐぐぐららららいにといにといにといにとどどどどめめめめておきますが、しかし、これはておきますが、しかし、これはておきますが、しかし、これはておきますが、しかし、これは重重重重要要要要なななな課課課課題題題題だだだだとととと思思思思います。少なくともいます。少なくともいます。少なくともいます。少なくともＴＴＴＴＰＰＰＰ

ＰＰＰＰに対しては、奈良県はに対しては、奈良県はに対しては、奈良県はに対しては、奈良県は反反反反対の対の対の対の意意意意思思思思を明を明を明を明確確確確にすにすにすにすべべべべききききだだだだと、このことと、このことと、このことと、このことだだだだけけけけ申申申申しししし上げ上げ上げ上げて、て、て、て、私私私私のののの

質質質質問問問問をををを終終終終わわわわります。ります。ります。ります。

○今井委員○今井委員○今井委員○今井委員 それでは、おそれでは、おそれでは、おそれでは、お尋ね尋ね尋ね尋ねをしたいとをしたいとをしたいとをしたいと思思思思います。います。います。います。

中小企業の中小企業の中小企業の中小企業の高高高高度度度度化化化化資金、資金、資金、資金、ヤヤヤヤマトマトマトマトハハハハイイイイミーミーミーミールルルルにににに貸貸貸貸しししし付付付付けましたこのけましたこのけましたこのけましたこの問問問問題題題題ととととあわあわあわあわせて、せて、せて、せて、食食食食肉肉肉肉

センタセンタセンタセンターのーのーのーの問問問問題題題題についてについてについてについて質質質質問問問問をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思います。います。います。います。

ことしの６月２８日にことしの６月２８日にことしの６月２８日にことしの６月２８日に最高最高最高最高裁判裁判裁判裁判所所所所第第第第三三三三小小小小法法法法廷廷廷廷のののの判判判判決が出されております。これは決が出されております。これは決が出されております。これは決が出されております。これは住住住住民民民民のののの

方々方々方々方々が奈良県の中小企業が奈良県の中小企業が奈良県の中小企業が奈良県の中小企業高高高高度度度度化化化化資金資金資金資金貸付貸付貸付貸付金の金の金の金の問問問問題題題題に対してに対してに対してに対して訴訟訴訟訴訟訴訟をををを起起起起こしまして、奈良地こしまして、奈良地こしまして、奈良地こしまして、奈良地方方方方
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裁判裁判裁判裁判所所所所と大と大と大と大阪阪阪阪高高高高等等等等裁判裁判裁判裁判所所所所では、県がお金をでは、県がお金をでは、県がお金をでは、県がお金を貸貸貸貸しているのにしているのにしているのにしているのに請請請請求求求求してこなかったのはしてこなかったのはしてこなかったのはしてこなかったのは違違違違法法法法だだだだ

といといといというううう判判判判決が決が決が決が下下下下っているっているっているっているわわわわけでございますけれけでございますけれけでございますけれけでございますけれどどどども、そも、そも、そも、そううううしたしたしたしたらららら県の県の県の県の責責責責任任任任といといといといううううのは一のは一のは一のは一体体体体

だだだだれがとるのかといれがとるのかといれがとるのかといれがとるのかといううううとことことこところろろろがががが全全全全く不明く不明く不明く不明確確確確で、で、で、で、元元元元知事を知事を知事を知事を相相相相手に手に手に手に起起起起こしたこしたこしたこした裁判裁判裁判裁判でした。このでした。このでした。このでした。この

判判判判決の中決の中決の中決の中身身身身をををを見見見見ますと、ますと、ますと、ますと、棄棄棄棄却却却却といといといといううううことになっております。このことになっております。このことになっております。このことになっております。この棄棄棄棄却却却却の理の理の理の理由由由由といたしましといたしましといたしましといたしまし

ては、ては、ては、ては、最高最高最高最高裁判裁判裁判裁判所所所所で審議をするで審議をするで審議をするで審議をする場合場合場合場合に、に、に、に、民民民民事事事事訴訟訴訟訴訟訴訟法法法法の第３１２の第３１２の第３１２の第３１２条条条条第１項または第２項とい第１項または第２項とい第１項または第２項とい第１項または第２項とい

ううううことで、ことで、ことで、ことで、所所所所定の定の定の定の場合場合場合場合にににに限限限限らららられるといれるといれるといれるといううううことなのですが、その中ことなのですが、その中ことなのですが、その中ことなのですが、その中身身身身はははは憲憲憲憲法法法法判断判断判断判断もももも求めら求めら求めら求められれれれ

るかるかるかるかどどどどううううかといかといかといかといううううことですが、この本ことですが、この本ことですが、この本ことですが、この本件件件件上上上上告理告理告理告理由由由由はははは違違違違憲憲憲憲だだだだといといといといううううけれけれけれけれどどどども、その事も、その事も、その事も、その事実実実実は事は事は事は事

実実実実誤誤誤誤認、または認、または認、または認、または単単単単なるなるなるなる法法法法令令令令違違違違反反反反を主を主を主を主張張張張するものでするものでするものでするものでああああって、明って、明って、明って、明ららららかにかにかにかに上記上記上記上記各各各各項に項に項に項に規規規規定する事定する事定する事定する事

由由由由にににに該該該該当しないとい当しないとい当しないとい当しないといううううのがこののがこののがこののがこの判判判判決の理決の理決の理決の理由由由由になっております。になっております。になっております。になっております。

ここで、一ここで、一ここで、一ここで、一般般般般的的的的にににに最高最高最高最高裁判裁判裁判裁判所所所所がががが憲憲憲憲法法法法判断判断判断判断をををを下下下下せないせないせないせない場合場合場合場合のこのこのこのこううううしたしたしたした調調調調書の書き書の書き書の書き書の書き方方方方、、、、専門専門専門専門

的的的的にはにはにはには三三三三行行行行判判判判決とい決とい決とい決といううううよよよよううううなななな言言言言いいいい方方方方をするそをするそをするそをするそううううですけれですけれですけれですけれどどどども、そのも、そのも、そのも、その三三三三行行行行判判判判決とここの決とここの決とここの決とここの判判判判決決決決

とととと何何何何がががが違違違違ううううかといいますと、かといいますと、かといいますと、かといいますと、実実実実質質質質は事は事は事は事実実実実誤誤誤誤認またはとい認またはとい認またはとい認またはというううう、その、その、その、その文文文文章章章章がこの中にはつけがこの中にはつけがこの中にはつけがこの中にはつけ加加加加

えらえらえらえられております。この事れております。この事れております。この事れております。この事実実実実誤誤誤誤認とい認とい認とい認というううう点点点点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も、も、も、も、私私私私はこれは大はこれは大はこれは大はこれは大変変変変重重重重くくくく受受受受けとけとけとけと

めめめめるるるる必必必必要要要要ががががああああるのではないかとるのではないかとるのではないかとるのではないかと考考考考ええええるるるるわわわわけです。けです。けです。けです。

もともとのもともとのもともとのもともとの住住住住民民民民監査監査監査監査請請請請求求求求によりますと、２つのによりますと、２つのによりますと、２つのによりますと、２つの点点点点でででで住住住住民民民民の監査の監査の監査の監査請請請請求求求求が行が行が行が行わわわわれました。１れました。１れました。１れました。１

つは、つは、つは、つは、初め初め初め初めかかかかららららこの融資のこの融資のこの融資のこの融資の貸貸貸貸しししし付付付付けそのものがけそのものがけそのものがけそのものが間間間間違違違違っていたのではないかといっていたのではないかといっていたのではないかといっていたのではないかというううう点点点点と、そと、そと、そと、そ

れかれかれかれかららららももももうううう一つは、県はお金を一つは、県はお金を一つは、県はお金を一つは、県はお金を貸貸貸貸したのにしたのにしたのにしたのに回回回回収収収収しないのはおかしいのではないかといしないのはおかしいのではないかといしないのはおかしいのではないかといしないのはおかしいのではないかというううう２２２２

つのつのつのつの点点点点ででででややややったったったったわわわわけですけれけですけれけですけれけですけれどどどども、このも、このも、このも、この最初最初最初最初のののの貸貸貸貸しししし付付付付けがけがけがけが間間間間違違違違っているといっているといっているといっているといううううのは、ものは、ものは、ものは、もうううう

１０年がたっているか１０年がたっているか１０年がたっているか１０年がたっているから時ら時ら時ら時効効効効だだだだといといといといううううことでことでことでことで却却却却下下下下といといといというううう扱扱扱扱いになっております。いになっております。いになっております。いになっております。却却却却下下下下といといといとい

ううううのは、ものは、ものは、ものは、もうううう一一一一切切切切審議も審議も審議も審議も何何何何もせずに、もせずに、もせずに、もせずに、受受受受けけけけ付付付付けもしないといけもしないといけもしないといけもしないというううう中中中中身身身身ですけれですけれですけれですけれどどどども、今も、今も、今も、今回回回回もももも

このこのこのこの最高最高最高最高裁判裁判裁判裁判所所所所のののの判判判判決は決は決は決は棄棄棄棄却却却却といといといといううううことなので、ことなので、ことなので、ことなので、棄棄棄棄却却却却といといといといううううことは、とりことは、とりことは、とりことは、とりあえあえあえあえずはその中ずはその中ずはその中ずはその中

身身身身をををを最高最高最高最高裁判裁判裁判裁判所所所所がががが見見見見たと、たと、たと、たと、見見見見たたたた上上上上でででで判断判断判断判断をををを下下下下して、そこに書いてして、そこに書いてして、そこに書いてして、そこに書いてああああるものがるものがるものがるものが実実実実質質質質は事は事は事は事実実実実誤誤誤誤

認、またはとい認、またはとい認、またはとい認、またはというううう、こ、こ、こ、こうううういいいいううううよよよよううううなななな判判判判決になっている決になっている決になっている決になっているわわわわけですけれけですけれけですけれけですけれどどどども、このも、このも、このも、この判判判判決に対し決に対し決に対し決に対し

て県がて県がて県がて県がどどどどのよのよのよのよううううにににに受受受受けとけとけとけとめめめめておておておておらららられるのか、そのれるのか、そのれるのか、そのれるのか、その点点点点をおをおをおをお尋ね尋ね尋ね尋ねをしたいとをしたいとをしたいとをしたいと思思思思っております。っております。っております。っております。

そして、そして、そして、そして、昨昨昨昨年１２月１１日に年１２月１１日に年１２月１１日に年１２月１１日にＴＴＴＴＢＳＢＳＢＳＢＳの報の報の報の報道道道道特特特特集とい集とい集とい集というううう番番番番組組組組に、に、に、に、あああある日る日る日る日突突突突然然然然身身身身にににに覚覚覚覚ええええがながながながな

い２０億円のい２０億円のい２０億円のい２０億円の返返返返済済済済請請請請求求求求がががが届届届届いた、奈良県でいた、奈良県でいた、奈良県でいた、奈良県で実実実実際際際際にににに起起起起きたきたきたきた話話話話ですといですといですといですといううううことで、ことで、ことで、ことで、連連連連帯帯帯帯保保保保証証証証人人人人

になっているになっているになっているになっている人人人人のことがのことがのことがのことが取取取取りりりり上げら上げら上げら上げられたれたれたれたわわわわけでございますけれけでございますけれけでございますけれけでございますけれどどどども、これについてはごも、これについてはごも、これについてはごも、これについてはごらららら

んになったんになったんになったんになった方方方方もいもいもいもいららららっしっしっしっしゃゃゃゃるかとるかとるかとるかと思思思思いますが、これに対して県いますが、これに対して県いますが、これに対して県いますが、これに対して県民民民民のののの皆皆皆皆さんのさんのさんのさんの反反反反応、県に応、県に応、県に応、県に寄寄寄寄

せせせせらららられたごれたごれたごれたご意意意意見見見見ななななどどどどあああありましたりましたりましたりましたらららら、、、、どどどどんなんなんなんな状況状況状況状況のものがのものがのものがのものがああああったかを、まずおったかを、まずおったかを、まずおったかを、まずお尋ね尋ね尋ね尋ねしたいとしたいとしたいとしたいと

思思思思います。います。います。います。



---- 33333333 ----

○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 ヤヤヤヤマトマトマトマトハハハハイイイイミーミーミーミール食ル食ル食ル食品品品品協協協協業業業業組合組合組合組合へのおへのおへのおへのお尋ね尋ね尋ね尋ねでございました。２でございました。２でございました。２でございました。２点点点点ああああ

ったかとったかとったかとったかと思思思思います。います。います。います。

１つは、当１つは、当１つは、当１つは、当初初初初のののの貸貸貸貸しししし付付付付け決定がいかがでけ決定がいかがでけ決定がいかがでけ決定がいかがでああああったかといったかといったかといったかといううううよよよよううううなおなおなおなお尋ね尋ね尋ね尋ねでございますが、でございますが、でございますが、でございますが、

これはこれまでも本会議で知事がこれはこれまでも本会議で知事がこれはこれまでも本会議で知事がこれはこれまでも本会議で知事が答答答答弁弁弁弁されておされておされておされておらららられますよれますよれますよれますよううううに、この当に、この当に、この当に、この当初初初初のののの貸貸貸貸しししし付付付付け決定け決定け決定け決定

はははは抜抜抜抜本本本本的的的的なななな公害公害公害公害解解解解消消消消、業、業、業、業界界界界のののの構構構構造造造造改善改善改善改善をををを図図図図るたるたるたるためめめめにににに貸貸貸貸しししし付付付付けけけけらららられたものでございまして、れたものでございまして、れたものでございまして、れたものでございまして、

県と当県と当県と当県と当時時時時の中小企業事業の中小企業事業の中小企業事業の中小企業事業団団団団がががが共共共共同同同同して事業計して事業計して事業計して事業計画画画画ななななどどどどをををを十十十十分分分分審査して、その審査して、その審査して、その審査して、その上上上上で融資で融資で融資で融資実実実実行が行が行が行が

なされたとこなされたとこなされたとこなされたところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。貸貸貸貸しししし付付付付けの翌年度に監査委員による監査をけの翌年度に監査委員による監査をけの翌年度に監査委員による監査をけの翌年度に監査委員による監査を受受受受けまして、まけまして、まけまして、まけまして、ま

た国の会計た国の会計た国の会計た国の会計検検検検査査査査院院院院によるによるによるによる検検検検査も平成２年、それか査も平成２年、それか査も平成２年、それか査も平成２年、それからららら平成６年に平成６年に平成６年に平成６年に実施実施実施実施されております。いずされております。いずされております。いずされております。いず

れもれもれもれも問問問問題題題題なしといなしといなしといなしというううう形形形形でででで適適適適正に正に正に正に貸貸貸貸しししし付付付付けけけけらららられたものと認定されたと認れたものと認定されたと認れたものと認定されたと認れたものと認定されたと認識識識識しているとこしているとこしているとこしているところろろろでででで

ございます。ございます。ございます。ございます。

それかそれかそれかそれからららら、６月に、６月に、６月に、６月に下下下下されましたされましたされましたされました最高最高最高最高裁判裁判裁判裁判所所所所のののの棄棄棄棄却却却却のののの判判判判決でございます。これにつきまし決でございます。これにつきまし決でございます。これにつきまし決でございます。これにつきまし

ては、ては、ては、ては、柿柿柿柿本前知事の本前知事の本前知事の本前知事の債権債権債権債権管理の管理の管理の管理の適適適適正さ正さ正さ正さ云云云云 々々々々といといといといううううことについてのことについてのことについてのことについての訴訟訴訟訴訟訴訟でございまして、そでございまして、そでございまして、そでございまして、そ

の内容については、の内容については、の内容については、の内容については、最最最最終終終終的的的的にににに住住住住民民民民側側側側はははは違違違違法法法法なななな債権債権債権債権管理管理管理管理だだだだといといといといううううことでことでことでことで損損損損害害害害賠賠賠賠償償償償請請請請求求求求を行っを行っを行っを行っ

ておったとこておったとこておったとこておったところろろろでございますけでございますけでございますけでございますけどどどども、も、も、も、最最最最終終終終的的的的にににに損損損損害害害害はなかったといはなかったといはなかったといはなかったというううう形形形形で、で、で、で、実実実実は大は大は大は大阪阪阪阪高高高高等等等等

裁判裁判裁判裁判所所所所でででで既既既既にににに判断判断判断判断がががが下下下下されておりまして、それを中されておりまして、それを中されておりまして、それを中されておりまして、それを中身身身身に審査にに審査にに審査にに審査に至至至至ったかったかったかったかどどどどううううかはかはかはかはわわわわかりまかりまかりまかりま

せんけれせんけれせんけれせんけれどどどども、も、も、も、棄棄棄棄却却却却といといといというううう形形形形でででで判判判判決が決が決が決が下下下下ったとこったとこったとこったところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。

それかそれかそれかそれかららららももももうううう１１１１点点点点、、、、昨昨昨昨年１２月に報年１２月に報年１２月に報年１２月に報道道道道されましたされましたされましたされましたＴＴＴＴＢＳＢＳＢＳＢＳ報報報報道道道道特特特特集の集の集の集の連連連連帯帯帯帯保保保保証証証証人人人人かかかかららららのごのごのごのご

異異異異議と議と議と議と申申申申しますか、しますか、しますか、しますか、既既既既にににに判判判判決が決が決が決が下下下下ったものに関して、すなったものに関して、すなったものに関して、すなったものに関して、すなわわわわちちちちもともとはもともとはもともとはもともとは連連連連帯帯帯帯保保保保証証証証がなかがなかがなかがなか

ったのではないかといったのではないかといったのではないかといったのではないかという連う連う連う連帯帯帯帯保保保保証証証証人人人人かかかかららららのののの申申申申し出に対しまして、し出に対しまして、し出に対しまして、し出に対しまして、既既既既にににに訴訟訴訟訴訟訴訟が行が行が行が行わわわわれまして、れまして、れまして、れまして、

これについては県これについては県これについては県これについては県側側側側がががが勝訴勝訴勝訴勝訴していると、していると、していると、していると、連連連連帯帯帯帯保保保保証証証証はははは確確確確認されたとこ認されたとこ認されたとこ認されたところろろろの内容でございます。の内容でございます。の内容でございます。の内容でございます。

これに対してこれに対してこれに対してこれに対して異異異異議を議を議を議を唱唱唱唱ええええるるるる形形形形ででででＴＴＴＴＢＳＢＳＢＳＢＳで報で報で報で報道道道道がなされたとこがなされたとこがなされたとこがなされたところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。

そのそのそのその後後後後の、の、の、の、放放放放映映映映後後後後の県に対するいの県に対するいの県に対するいの県に対するいろろろろいいいいろろろろなななな問問問問いいいい合わ合わ合わ合わせですが、せですが、せですが、せですが、メメメメーーーールルルルで１３で１３で１３で１３件件件件ほほほほどどどど声声声声がががが

ございました。それにつきましては、県をございました。それにつきましては、県をございました。それにつきましては、県をございました。それにつきましては、県を非難非難非難非難するよするよするよするよううううなものが１１なものが１１なものが１１なものが１１件件件件、またその、またその、またその、またその連連連連帯帯帯帯保保保保

証証証証人人人人への対応をへの対応をへの対応をへの対応を変変変変ええええるよるよるよるよううううにににに求め求め求め求めるものが１るものが１るものが１るものが１件件件件、それか、それか、それか、それかららららその事その事その事その事情情情情をををを問問問問いいいい合わ合わ合わ合わせるものがせるものがせるものがせるものが

１１１１件件件件でございまして、県といたしましては、本でございまして、県といたしましては、本でございまして、県といたしましては、本でございまして、県といたしましては、本件件件件についてはについてはについてはについては既既既既にににに連連連連帯帯帯帯保保保保証債権証債権証債権証債権のののの存存存存在在在在はははは司司司司

法法法法でででで確確確確認されているとい認されているとい認されているとい認されているといううううことでことでことでことで連連連連帯帯帯帯保保保保証証証証人人人人に対してに対してに対してに対して返返返返済済済済をををを求め求め求め求めなけれなけれなけれなければばばばななななららららないと、ないと、ないと、ないと、電電電電

話話話話等で等で等で等で意意意意見見見見をををを寄寄寄寄せせせせらららられたれたれたれた方方方方に対しては、そのに対しては、そのに対しては、そのに対しては、その旨旨旨旨説明をしております。そして、その説明をしております。そして、その説明をしております。そして、その説明をしております。そして、その後後後後、、、、再再再再

度ご度ご度ご度ご意意意意見見見見をいたをいたをいたをいただだだだくことはなかったとこくことはなかったとこくことはなかったとこくことはなかったところろろろでございまして、でございまして、でございまして、でございまして、適適適適切切切切な手続がなされたとな手続がなされたとな手続がなされたとな手続がなされたと考考考考ええええ

ているとこているとこているとこているところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。以以以以上上上上でございます。でございます。でございます。でございます。

○今井委員○今井委員○今井委員○今井委員 審議がされたか審議がされたか審議がされたか審議がされたかどどどどううううかかかかわわわわかかかかららららないといないといないといないといううううことでことでことでことで言言言言わわわわれましたけれれましたけれれましたけれれましたけれどどどども、も、も、も、却却却却下下下下
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といといといといううううのでのでのでのでああああれれれればばばば、も、も、も、もう門う門う門う門前前前前払払払払いですが、いですが、いですが、いですが、棄棄棄棄却却却却といといといといううううことは一応審議をしたことは一応審議をしたことは一応審議をしたことは一応審議をした上上上上で出ているで出ているで出ているで出ている

判判判判決でございますので、決でございますので、決でございますので、決でございますので、私私私私はこの事はこの事はこの事はこの事実実実実誤誤誤誤認と出されている認と出されている認と出されている認と出されている点点点点ををををややややはりはりはりはり重重重重くくくく受受受受けとけとけとけとめめめめて、県て、県て、県て、県

としてこれはとしてこれはとしてこれはとしてこれはどどどどうだうだうだうだったのかといったのかといったのかといったのかといううううのをのをのをのを検検検検証証証証をするをするをするをするべべべべきではないかときではないかときではないかときではないかと思思思思うわうわうわうわけでございまけでございまけでございまけでございま

すけれすけれすけれすけれどどどども、これについて県はも、これについて県はも、これについて県はも、これについて県は何何何何かかかか独独独独自自自自のののの調調調調査をされたりとか、そ査をされたりとか、そ査をされたりとか、そ査をされたりとか、そうううういいいいううううよよよよううううなことはなことはなことはなことはああああ

りましたのでしりましたのでしりましたのでしりましたのでしょょょょううううか。そのか。そのか。そのか。その点点点点をおをおをおをお尋ね尋ね尋ね尋ねしたいとしたいとしたいとしたいと思思思思います。います。います。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 今今今今般般般般のののの訴訟訴訟訴訟訴訟につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、柿柿柿柿本前知事の本前知事の本前知事の本前知事の個個個個人人人人賠賠賠賠償償償償といといといといううううことで、ことで、ことで、ことで、

直直直直接接接接的的的的にはにはにはには柿柿柿柿本前知事の本前知事の本前知事の本前知事の個個個個人人人人とととと住住住住民民民民側側側側とのとのとのとの訴訟訴訟訴訟訴訟のののの結結結結果果果果でございますので、そのでございますので、そのでございますので、そのでございますので、その結結結結果果果果についについについについ

てててて特特特特にににに検検検検証証証証等はしてございません。等はしてございません。等はしてございません。等はしてございません。

○今井委員○今井委員○今井委員○今井委員 個個個個人人人人のといのといのといのといううううことですけれことですけれことですけれことですけれどどどども、９月議会では、前知事のも、９月議会では、前知事のも、９月議会では、前知事のも、９月議会では、前知事の裁判裁判裁判裁判費用が１７万費用が１７万費用が１７万費用が１７万

４，６００円の金額が出ておりまして、県として支出をしている４，６００円の金額が出ておりまして、県として支出をしている４，６００円の金額が出ておりまして、県として支出をしている４，６００円の金額が出ておりまして、県として支出をしているわわわわけですかけですかけですかけですからららら、、、、個個個個人人人人といといといとい

ううううふふふふううううにににに済済済済まされるまされるまされるまされるべべべべき内容ではないとき内容ではないとき内容ではないとき内容ではないと思思思思いますが、そのいますが、そのいますが、そのいますが、その点点点点はいかがでしはいかがでしはいかがでしはいかがでしょょょょううううか。か。か。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 訴訟訴訟訴訟訴訟の内容についてといの内容についてといの内容についてといの内容についてといううううことでことでことでことで申申申申しししし上げ上げ上げ上げたとこたとこたとこたところろろろでございまして、でございまして、でございまして、でございまして、

訴訟訴訟訴訟訴訟費用の費用の費用の費用の負負負負担担担担につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、通通通通常常常常の正当な業務執行に対しましての正当な業務執行に対しましての正当な業務執行に対しましての正当な業務執行に対しまして住住住住民民民民訴訟訴訟訴訟訴訟をををを提起提起提起提起されされされされ

たたたた場合場合場合場合に対して、これまでの事に対して、これまでの事に対して、これまでの事に対して、これまでの事例例例例にににに沿沿沿沿ってってってって訴訟訴訟訴訟訴訟費用、すな費用、すな費用、すな費用、すなわわわわち弁ち弁ち弁ち弁護護護護士士士士費用を費用を費用を費用を負負負負担担担担するといするといするといするとい

うううう形形形形でお支でお支でお支でお支払払払払いをさせていたいをさせていたいをさせていたいをさせていただだだだいたといいたといいたといいたといううううことでございます。ことでございます。ことでございます。ことでございます。以以以以上上上上でございます。でございます。でございます。でございます。

○今井委員○今井委員○今井委員○今井委員 言言言言ってるってるってるってる方方方方も、も、も、も、恐恐恐恐ららららくくくく矛盾矛盾矛盾矛盾してるとしてるとしてるとしてると思思思思いながいながいながいながらららら言言言言ってるのではないかとってるのではないかとってるのではないかとってるのではないかと思思思思いいいい

ますが、ますが、ますが、ますが、聞聞聞聞いてるいてるいてるいてる方方方方もおかしいともおかしいともおかしいともおかしいと思思思思いながいながいながいながらららら聞聞聞聞いてるよいてるよいてるよいてるよううううなななな状況状況状況状況でございます。でございます。でございます。でございます。ややややはりはりはりはり最最最最

高高高高裁判裁判裁判裁判所所所所でこのよでこのよでこのよでこのよううううなななな形形形形で出ているといで出ているといで出ているといで出ているといううううことですし、ことですし、ことですし、ことですし、ぜぜぜぜひひひひももももうううう一度この一度この一度この一度この貸貸貸貸しししし付付付付けそのもけそのもけそのもけそのも

のがのがのがのがどどどどうだうだうだうだったかといったかといったかといったかといううううのをのをのをのを検検検検証証証証するするするするべべべべききききだだだだとととと思思思思っております。これについては、っております。これについては、っております。これについては、っております。これについては、幾幾幾幾らららら言言言言

いましても平行いましても平行いましても平行いましても平行線線線線ですので、もですので、もですので、もですので、もうううう一度これについては、総一度これについては、総一度これについては、総一度これについては、総括括括括のときにもおのときにもおのときにもおのときにもお伺伺伺伺いしたいといいしたいといいしたいといいしたいとい

思思思思っております。っております。っております。っております。

それとそれとそれとそれとあわあわあわあわせまして、中小企業せまして、中小企業せまして、中小企業せまして、中小企業高高高高度度度度化化化化資金によります資金によります資金によります資金によりますヤヤヤヤマトマトマトマトハハハハイイイイミーミーミーミールルルルといといといといううううのがなのがなのがなのがなぜぜぜぜ

つくつくつくつくらららられることになったかといいますと、奈良県の県内にございました当れることになったかといいますと、奈良県の県内にございました当れることになったかといいますと、奈良県の県内にございました当れることになったかといいますと、奈良県の県内にございました当時時時時５５５５カ所カ所カ所カ所ほほほほどどどどのののの

屠畜屠畜屠畜屠畜場場場場を１を１を１を１カ所カ所カ所カ所にする。それにする。それにする。それにする。それぞぞぞぞれのれのれのれの屠畜屠畜屠畜屠畜場場場場のののの横横横横にににに化化化化製製製製業とい業とい業とい業というううう肉肉肉肉骨粉骨粉骨粉骨粉をををを精精精精製製製製するよするよするよするよううううな業な業な業な業

者が者が者が者がセットセットセットセットでででで存存存存在在在在をしていたといをしていたといをしていたといをしていたといううううことで、そこのとこことで、そこのとこことで、そこのとこことで、そこのところろろろを一本を一本を一本を一本化化化化にするといにするといにするといにするというううう、この、この、この、この食食食食

肉肉肉肉センタセンタセンタセンターとーとーとーとヤヤヤヤマトマトマトマトハハハハイイイイミーミーミーミールルルルのののの協協協協業業業業組合組合組合組合のののの話話話話は、１つのは、１つのは、１つのは、１つのセットセットセットセットのののの話話話話となっているととなっているととなっているととなっていると思思思思っっっっ

ております。このております。このております。このております。この食食食食肉肉肉肉センタセンタセンタセンターにつきましては、当ーにつきましては、当ーにつきましては、当ーにつきましては、当時時時時住住住住民民民民かかかかららららもももも随随随随分分分分反反反反対の対の対の対の声声声声が出されてが出されてが出されてが出されて

おりました。今、県はこのおりました。今、県はこのおりました。今、県はこのおりました。今、県はこのあああありりりり方方方方につきまして、につきまして、につきまして、につきまして、検討検討検討検討されているといされているといされているといされているといううううことでございますことでございますことでございますことでございます

けれけれけれけれどどどども、いも、いも、いも、いろろろろいいいいろろろろ資資資資料料料料ななななどどどどを県にを県にを県にを県に請請請請求求求求してしてしてして取取取取りりりり寄寄寄寄せたせたせたせたわわわわけですが、そもそもこれはけですが、そもそもこれはけですが、そもそもこれはけですが、そもそもこれはどどどどうううう

いいいいううううよよよよううううな計な計な計な計画画画画のもとにつくのもとにつくのもとにつくのもとにつくらららられたれたれたれた施設施設施設施設なのかといなのかといなのかといなのかというううう、その、その、その、その最初最初最初最初の計の計の計の計画画画画が出てこないといが出てこないといが出てこないといが出てこないとい
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うううう、、、、非非非非常常常常におかしなにおかしなにおかしなにおかしな状況状況状況状況になっております。県の資になっております。県の資になっております。県の資になっております。県の資料料料料としては、まとしては、まとしては、まとしては、まだだだだ存存存存在在在在しておりますしておりますしておりますしております施施施施

設設設設の当の当の当の当初初初初の計の計の計の計画画画画といといといといううううのは、資のは、資のは、資のは、資料料料料としては本としては本としては本としては本来来来来残っている残っている残っている残っているべべべべきではないかときではないかときではないかときではないかと思思思思いますけれいますけれいますけれいますけれ

どどどども、それはも、それはも、それはも、それはどどどどうううういいいいうううう扱扱扱扱いになりますのでしいになりますのでしいになりますのでしいになりますのでしょょょょううううか。か。か。か。

○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 食食食食肉流肉流肉流肉流通センタ通センタ通センタ通センターーーー改改改改革革革革のことでおのことでおのことでおのことでお問問問問いいいい合わ合わ合わ合わせでございますけれせでございますけれせでございますけれせでございますけれ

どどどども、も、も、も、食食食食肉流肉流肉流肉流通センタ通センタ通センタ通センターは当ーは当ーは当ーは当時時時時県内に５県内に５県内に５県内に５カ所カ所カ所カ所ほほほほどどどどございました市町村ございました市町村ございました市町村ございました市町村営営営営のののの屠畜屠畜屠畜屠畜場場場場をををを統統統統合合合合、、、、

整整整整理をするとい理をするとい理をするとい理をするというううう形形形形で大で大で大で大和郡和郡和郡和郡山市に山市に山市に山市に設設設設立されたものでございます。立されたものでございます。立されたものでございます。立されたものでございます。

その当その当その当その当時時時時、い、い、い、いろろろろいいいいろろろろな議な議な議な議論論論論ががががああああったといったといったといったといううううことはことはことはことは承承承承知しております。この知しております。この知しております。この知しております。この流流流流通センタ通センタ通センタ通センターーーー

のののの能能能能力といいますか、これ大力といいますか、これ大力といいますか、これ大力といいますか、これ大動物動物動物動物、、、、牛牛牛牛、、、、馬馬馬馬、それか、それか、それか、それからららら小小小小動物動物動物動物、これは、これは、これは、これは豚豚豚豚とかでございますとかでございますとかでございますとかでございます

けれけれけれけれどどどども、これについて、その当も、これについて、その当も、これについて、その当も、これについて、その当時時時時かかかからららら大大大大動物動物動物動物については５０については５０については５０については５０頭頭頭頭、小、小、小、小動物動物動物動物については１７については１７については１７については１７

００００頭頭頭頭と、これと、これと、これと、これだだだだけのものをけのものをけのものをけのものをややややはりはりはりはり処処処処理していくとい理していくとい理していくとい理していくというううう前前前前提提提提のもとで開のもとで開のもとで開のもとで開設設設設されてきたものでされてきたものでされてきたものでされてきたもので

ございます。そございます。そございます。そございます。そうううういいいいううううことで、今ことで、今ことで、今ことで、今現現現現在在在在、その当、その当、その当、その当時時時時かかかかららららそそそそうううういいいいうううう計計計計画画画画のもとで出資計のもとで出資計のもとで出資計のもとで出資計画画画画が立が立が立が立

ててててらららられて、今にれて、今にれて、今にれて、今に至至至至っているといっているといっているといっているといううううよよよよううううに理に理に理に理解解解解しております。しております。しております。しております。

○今井委員○今井委員○今井委員○今井委員 おおおお話話話話をををを伺伺伺伺っているのですが、その計っているのですが、その計っているのですが、その計っているのですが、その計画画画画書とい書とい書とい書といううううのをのをのをのを見見見見たことがないたことがないたことがないたことがないわわわわけですけですけですけです

けれけれけれけれどどどども、それはもともとも、それはもともとも、それはもともとも、それはもともとああああったものがなくなっているのか、ったものがなくなっているのか、ったものがなくなっているのか、ったものがなくなっているのか、どどどどううううなっているのか、そこなっているのか、そこなっているのか、そこなっているのか、そこ

はよくはよくはよくはよくわわわわかかかかららららないのですけれないのですけれないのですけれないのですけれどどどども。も。も。も。

○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 これにつきましては、開これにつきましては、開これにつきましては、開これにつきましては、開設設設設以以以以来来来来２０年たっております中で、書２０年たっております中で、書２０年たっております中で、書２０年たっております中で、書

類類類類のののの存存存存在在在在について、明について、明について、明について、明確確確確なものが今なものが今なものが今なものが今ちちちちょょょょっとっとっとっと探探探探しております。それでしております。それでしております。それでしております。それで保保保保存存存存期間期間期間期間との関係でとの関係でとの関係でとの関係で

ございまして、それがございまして、それがございまして、それがございまして、それが断断断断片片片片的的的的な資な資な資な資料料料料としてはございます、としてはございます、としてはございます、としてはございます、ああああるよるよるよるよううううでございますので、そでございますので、そでございますので、そでございますので、そ

れを今れを今れを今れを今調調調調査をしております。査をしております。査をしております。査をしております。

○今井委員○今井委員○今井委員○今井委員 当当当当時時時時、、、、住住住住民民民民のののの方々方々方々方々がががが反反反反対対対対期期期期成成成成同同同同盟盟盟盟といといといといううううのをつくのをつくのをつくのをつくらららられて、当れて、当れて、当れて、当時時時時のののの運動運動運動運動を「ふを「ふを「ふを「ふ

るさとのるさとのるさとのるさとの目目目目覚覚覚覚めめめめ」とい」とい」とい」というううう本にまと本にまと本にまと本にまとめめめめております。それをております。それをております。それをております。それを見見見見ますと、ますと、ますと、ますと、屠畜屠畜屠畜屠畜場場場場のののの必必必必要性要性要性要性としてとしてとしてとして

県が県が県が県が言言言言わわわわれております理れております理れております理れております理由由由由に、に、に、に、既既既既存存存存のののの屠畜屠畜屠畜屠畜場場場場がががが老朽老朽老朽老朽化化化化をしていてをしていてをしていてをしていて衛衛衛衛生生生生上問上問上問上問題題題題ががががああああるので、るので、るので、るので、

近近近近代的代的代的代的なななな施設施設施設施設をつくるをつくるをつくるをつくる必必必必要要要要ががががああああると。２つると。２つると。２つると。２つ目目目目が、が、が、が、安安安安いいいい外外外外国国国国肉肉肉肉を県を県を県を県民民民民にににに安安安安定定定定的的的的にににに供供供供給するた給するた給するた給するた

めめめめにににに流流流流通通通通部部部部門門門門をををを持持持持つつつつセンタセンタセンタセンターがーがーがーが必必必必要だ要だ要だ要だと。３つと。３つと。３つと。３つ目目目目は、県内のは、県内のは、県内のは、県内の食食食食肉肉肉肉業業業業界界界界の発の発の発の発展展展展及び及び及び及び畜畜畜畜産振興産振興産振興産振興

にににに有益有益有益有益だだだだといといといというううう３つの理３つの理３つの理３つの理由由由由がががが言言言言わわわわれているれているれているれているわわわわけですけれけですけれけですけれけですけれどどどども、これをも、これをも、これをも、これを見見見見ますと、ますと、ますと、ますと、最初最初最初最初のののの老老老老

朽朽朽朽化化化化をしておってをしておってをしておってをしておって近近近近代的代的代的代的なななな施設施設施設施設をつくるをつくるをつくるをつくる必必必必要要要要ががががああああるといるといるといるというううう部部部部分分分分なのですが、当なのですが、当なのですが、当なのですが、当時時時時、、、、反反反反対さ対さ対さ対さ

れているれているれているれている方々方々方々方々の主の主の主の主張張張張といたしましては、県内に３つのといたしましては、県内に３つのといたしましては、県内に３つのといたしましては、県内に３つの屠畜屠畜屠畜屠畜場場場場をををを整備整備整備整備、、、、改善改善改善改善すれすれすれすればばばば、その、その、その、その方方方方

が費用もが費用もが費用もが費用も安安安安くてくてくてくて済済済済むむむむと、１２億かと、１２億かと、１２億かと、１２億からららら１５億円１５億円１５億円１５億円ぐぐぐぐららららいでいでいでいで足足足足りるといりるといりるといりるといううううことで、そのことで、そのことで、そのことで、その方方方方が業者が業者が業者が業者

のたのたのたのためめめめにもなると当にもなると当にもなると当にもなると当時時時時言言言言わわわわれております。業者も、その当れております。業者も、その当れております。業者も、その当れております。業者も、その当時時時時は地は地は地は地元元元元でででで処処処処理をした理をした理をした理をした方方方方が、が、が、が、例例例例

えばえばえばえばホホホホルモンルモンルモンルモンなんかでも地なんかでも地なんかでも地なんかでも地元元元元の主の主の主の主婦婦婦婦がががが来来来来て、て、て、て、ああああとのとのとのとの処処処処理をして地理をして地理をして地理をして地場場場場の産業としてもの産業としてもの産業としてもの産業としても非非非非常常常常にににに
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有益有益有益有益だだだだと、と、と、と、遠遠遠遠いとこいとこいとこいところろろろまでまでまでまで運運運運ぶぶぶぶには、には、には、には、冷冷冷冷凍凍凍凍、、、、冷蔵冷蔵冷蔵冷蔵のののの車車車車ななななどどどどもももも必必必必要要要要ですし、そですし、そですし、そですし、そううううしたしたしたしたコストコストコストコスト

もかかるといもかかるといもかかるといもかかるというううう、その業者の、その業者の、その業者の、その業者の方方方方もこもこもこもこううううしたしたしたした意意意意見見見見にににに賛賛賛賛成成成成だだだだったったったったわわわわけですが、これがなくなりけですが、これがなくなりけですが、これがなくなりけですが、これがなくなり

一一一一カ所カ所カ所カ所になったといになったといになったといになったというううう状況状況状況状況ががががああああります。ります。ります。ります。

それかそれかそれかそれからららら、、、、安安安安いいいい外外外外国国国国肉肉肉肉を県を県を県を県民民民民にににに安安安安定定定定的的的的にににに供供供供給するとい給するとい給するとい給するといううううことですけれことですけれことですけれことですけれどどどども、今このも、今このも、今このも、今この外外外外国国国国

肉肉肉肉のののの扱扱扱扱い、県のい、県のい、県のい、県の屠畜屠畜屠畜屠畜場場場場ではではではではどどどどんなふんなふんなふんなふううううになっていますか、おになっていますか、おになっていますか、おになっていますか、お聞聞聞聞かせくかせくかせくかせくだだだださい。さい。さい。さい。

○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 外外外外国国国国肉肉肉肉についてはについてはについてはについては扱扱扱扱っておりません。国産のものっておりません。国産のものっておりません。国産のものっておりません。国産のものだだだだけでございけでございけでございけでござい

ます。ます。ます。ます。

○今井委員○今井委員○今井委員○今井委員 国産のものとい国産のものとい国産のものとい国産のものといううううことなのですが、当ことなのですが、当ことなのですが、当ことなのですが、当時時時時、奈良県で、奈良県で、奈良県で、奈良県でどどどどれれれれぐぐぐぐららららいのいのいのいの牛牛牛牛がががが屠畜屠畜屠畜屠畜ささささ

れていたかといれていたかといれていたかといれていたかといううううと、８，０００と、８，０００と、８，０００と、８，０００頭頭頭頭ぐぐぐぐららららいのいのいのいの牛牛牛牛がががが屠畜屠畜屠畜屠畜されていたといされていたといされていたといされていたといううううことなのですが、ことなのですが、ことなのですが、ことなのですが、

今の今の今の今の実実実実績績績績見見見見ますと３，０００ますと３，０００ますと３，０００ますと３，０００頭ち頭ち頭ち頭ちょょょょっとといっとといっとといっとといううううことで、これで本当にことで、これで本当にことで、これで本当にことで、これで本当に畜畜畜畜産とか、そ産とか、そ産とか、そ産とか、そううううしたしたしたした

とことことこところろろろにににに役役役役に立ったとはに立ったとはに立ったとはに立ったとは言言言言ええええないのではないかとないのではないかとないのではないかとないのではないかと思思思思うわうわうわうわけです。けです。けです。けです。

このこのこのこの食食食食肉肉肉肉センタセンタセンタセンターに今年度は３億６，０００万円ほーに今年度は３億６，０００万円ほーに今年度は３億６，０００万円ほーに今年度は３億６，０００万円ほどどどどのお金が入れのお金が入れのお金が入れのお金が入れらららら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

どどどども、このも、このも、このも、この間間間間、、、、どどどどれれれれぐぐぐぐららららいのお金がいのお金がいのお金がいのお金が使使使使わわわわれてきたのか、おれてきたのか、おれてきたのか、おれてきたのか、お尋ね尋ね尋ね尋ねしたいとしたいとしたいとしたいと思思思思います。います。います。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 これにつきましては、ごこれにつきましては、ごこれにつきましては、ごこれにつきましては、ご存存存存じじじじのとおり、のとおり、のとおり、のとおり、食食食食肉肉肉肉公公公公社社社社そしてそしてそしてそして食食食食肉肉肉肉会会会会

社社社社といといといといううううことで、このことで、このことで、このことで、この屠畜屠畜屠畜屠畜場場場場及びその市及びその市及びその市及びその市場場場場のののの設置設置設置設置開開開開設設設設者としての者としての者としての者としての公公公公社社社社、そしてそこで業務、そしてそこで業務、そしてそこで業務、そしてそこで業務

を行っております会を行っております会を行っております会を行っております会社社社社、それ、それ、それ、それぞぞぞぞれ県かれ県かれ県かれ県からららら補助金を支出しております。補助金を支出しております。補助金を支出しております。補助金を支出しております。

そして、このそして、このそして、このそして、この施設施設施設施設をををを設置設置設置設置しましたときには、県かしましたときには、県かしましたときには、県かしましたときには、県からららら市町村も市町村も市町村も市町村も含含含含めめめめましてそれのましてそれのましてそれのましてそれの建建建建設経設経設経設経費費費費

を出しておりますが、県でそのを出しておりますが、県でそのを出しておりますが、県でそのを出しておりますが、県でその毎毎毎毎年の年の年の年の運営経運営経運営経運営経費については費については費については費についてはトトトトーーーータル約タル約タル約タル約１００億円、そして１００億円、そして１００億円、そして１００億円、そして

建建建建設経設経設経設経費は費は費は費は償還償還償還償還の利子とかその利子とかその利子とかその利子とかそうううういいいいううううものも当ものも当ものも当ものも当然含然含然含然含んでいるんでいるんでいるんでいるわわわわけですけれけですけれけですけれけですけれどどどども、そも、そも、そも、そうううういいいいううううもももも

のものものものも含含含含めめめめて４０数億円といて４０数億円といて４０数億円といて４０数億円というううう額でございます。額でございます。額でございます。額でございます。

○今井委員○今井委員○今井委員○今井委員 以以以以前、前、前、前、調調調調査でいた査でいた査でいた査でいただだだだいたときの資いたときの資いたときの資いたときの資料料料料ががががああああります。これをります。これをります。これをります。これを見見見見ますと、ますと、ますと、ますと、建建建建築築築築、、、、建建建建

設設設設関係で５３億９，６００万円、それか関係で５３億９，６００万円、それか関係で５３億９，６００万円、それか関係で５３億９，６００万円、それからららら補助といたしまして補助といたしまして補助といたしまして補助といたしまして食食食食肉肉肉肉公公公公社社社社運営運営運営運営補助、補助、補助、補助、センタセンタセンタセンタ

ーーーー建建建建設設設設費の費の費の費の元元元元利利利利償還償還償還償還補助、補助、補助、補助、食食食食肉肉肉肉会会会会社卸社卸社卸社卸売売売売会会会会社社社社の補助、の補助、の補助、の補助、合わ合わ合わ合わせますと１４５億８，０００万せますと１４５億８，０００万せますと１４５億８，０００万せますと１４５億８，０００万

円とい円とい円とい円といううううよよよよううううなお金になっているといなお金になっているといなお金になっているといなお金になっているといううううことで、かなりのお金がこれにことで、かなりのお金がこれにことで、かなりのお金がこれにことで、かなりのお金がこれに使使使使わわわわれているとれているとれているとれていると思思思思

います。います。います。います。

このこのこのこの食食食食肉肉肉肉公公公公社社社社ののののあああありりりり方方方方につきましては、県の監査でにつきましては、県の監査でにつきましては、県の監査でにつきましては、県の監査で問問問問題題題題にされておりまして、平成１５にされておりまして、平成１５にされておりまして、平成１５にされておりまして、平成１５

年に年に年に年に包括包括包括包括外外外外部監査のとこ部監査のとこ部監査のとこ部監査のところろろろでででで結結結結果果果果報告がなっておりますけれ報告がなっておりますけれ報告がなっておりますけれ報告がなっておりますけれどどどども、この中でも、この中でも、この中でも、この中で指指指指摘摘摘摘をされてをされてをされてをされて

おりますおりますおりますおります食食食食肉肉肉肉公公公公社社社社かかかかららららのののの申申申申請請請請書は書は書は書はああああるものの、るものの、るものの、るものの、卸卸卸卸会会会会社社社社かかかかららららのののの具具具具体的体的体的体的な資金繰りなな資金繰りなな資金繰りなな資金繰りなどどどどがががが添添添添付付付付

されていない。資金繰り計されていない。資金繰り計されていない。資金繰り計されていない。資金繰り計画画画画書の書の書の書の提提提提出を出を出を出を求め求め求め求めるといるといるといるといううううことがここに書いておりますが、ことがここに書いておりますが、ことがここに書いておりますが、ことがここに書いておりますが、現現現現

在在在在ここここううううした書した書した書した書類類類類についてはについてはについてはについては提提提提出されているか出されているか出されているか出されているかどどどどううううか、おか、おか、おか、お尋ね尋ね尋ね尋ねしたいとしたいとしたいとしたいと思思思思います。います。います。います。
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○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 平成１５年の平成１５年の平成１５年の平成１５年の外外外外部監査で、そ部監査で、そ部監査で、そ部監査で、そうううういいいいうううう本本本本来来来来出す出す出す出すべべべべき資き資き資き資料料料料が出ていが出ていが出ていが出てい

ないではないかといないではないかといないではないかといないではないかといううううごごごご指指指指摘摘摘摘もございまして、そのもございまして、そのもございまして、そのもございまして、その後後後後、、、、必必必必要要要要なそなそなそなそうううういいいいうううう財財財財務務務務諸諸諸諸表表表表とか、そとか、そとか、そとか、そ

うううういいいいううううものについてものについてものについてものについて提提提提出されているとい出されているとい出されているとい出されているといううううよよよよううううに理に理に理に理解解解解しております。しております。しております。しております。

○今井委員○今井委員○今井委員○今井委員 これをこれをこれをこれを受受受受けて県では、けて県では、けて県では、けて県では、食食食食肉肉肉肉センタセンタセンタセンターに係るーに係るーに係るーに係る検討検討検討検討委員会、委員会、委員会、委員会、経営改善経営改善経営改善経営改善委員会とい委員会とい委員会とい委員会とい

ううううものをものをものをものを設設設設けて、今その新たなけて、今その新たなけて、今その新たなけて、今その新たな検討検討検討検討会を立会を立会を立会を立ちちちち上げ上げ上げ上げるといるといるといるといううううよよよよううううなななな状況状況状況状況になっているになっているになっているになっているわわわわけでけでけでけで

すけれすけれすけれすけれどどどども、いつ、も、いつ、も、いつ、も、いつ、どどどどこで、こで、こで、こで、だだだだれがきれがきれがきれがきちちちちっとこれをっとこれをっとこれをっとこれを最最最最終終終終的的的的に決に決に決に決めめめめるのかといるのかといるのかといるのかというあうあうあうあたりが不たりが不たりが不たりが不

明明明明確確確確なよなよなよなよううううなななな状況状況状況状況にににに受受受受けます。けます。けます。けます。

奈良県の奈良県の奈良県の奈良県の食食食食肉肉肉肉公公公公社社社社、、、、どどどどううううしたしたしたしたららららいいのかといいいのかといいいのかといいいのかといううううことで、ことで、ことで、ことで、私私私私も今いも今いも今いも今いろろろろいいいいろ調ろ調ろ調ろ調査、査、査、査、研究研究研究研究してしてしてして

いるとこいるとこいるとこいるところろろろですけれですけれですけれですけれどどどども、も、も、も、畜畜畜畜産業者の産業者の産業者の産業者の方方方方とこのとこのとこのとこの間間間間おおおお話話話話をさせていたをさせていたをさせていたをさせていただだだだきましたときには、きましたときには、きましたときには、きましたときには、

そのそのそのその方々方々方々方々は大は大は大は大阪阪阪阪のののの屠屠屠屠場場場場にににに持持持持っていっているといっていっているといっていっているといっていっているというううう話話話話でした。なでした。なでした。なでした。なぜぜぜぜ大大大大阪阪阪阪府府府府に行くかといいまに行くかといいまに行くかといいまに行くかといいま

すと、大すと、大すと、大すと、大阪阪阪阪府府府府のののの方方方方がたくさんの品がたくさんの品がたくさんの品がたくさんの品物物物物が集まってが集まってが集まってが集まって競競競競りが行りが行りが行りが行わわわわれる。それる。それる。それる。そううううすると、すると、すると、すると、同じ同じ同じ同じ牛牛牛牛を出を出を出を出

すにしても、奈良県よりすにしても、奈良県よりすにしても、奈良県よりすにしても、奈良県より高高高高くくくく売売売売れるといれるといれるといれるといううううよよよよううううなことがなことがなことがなことが言言言言わわわわれておりまして、れておりまして、れておりまして、れておりまして、競競競競りもりもりもりも勉勉勉勉強強強強

しなくてはいけないとしなくてはいけないとしなくてはいけないとしなくてはいけないと思思思思いまして、奈良県のいまして、奈良県のいまして、奈良県のいまして、奈良県の屠畜屠畜屠畜屠畜場場場場のののの競競競競りもりもりもりも見見見見に行ってまいりました。そに行ってまいりました。そに行ってまいりました。そに行ってまいりました。そ

ううううしましたしましたしましたしましたらららら、一、一、一、一番番番番最初最初最初最初にににに肉肉肉肉のののの種種種種類類類類によりましてによりましてによりましてによりましてＡＡＡＡのののの幾幾幾幾つとか、つとか、つとか、つとか、ＢＢＢＢのののの幾幾幾幾つかとかといつかとかといつかとかといつかとかといううううとととと

こここころろろろでででで値値値値段段段段が出るが出るが出るが出るわわわわけですが、１，０００円が出ますと、１，００１円ですけですが、１，０００円が出ますと、１，００１円ですけですが、１，０００円が出ますと、１，００１円ですけですが、１，０００円が出ますと、１，００１円ですぐぐぐぐ落札落札落札落札されたされたされたされた

りとか、ほとんりとか、ほとんりとか、ほとんりとか、ほとんどどどど競競競競争争争争しているといしているといしているといしているといううううよよよよううううなななな状況状況状況状況がががが余余余余りりりり見受見受見受見受けけけけらららられなかったといれなかったといれなかったといれなかったといううううのがのがのがのが私私私私

のののの印印印印象です。たくさんの象です。たくさんの象です。たくさんの象です。たくさんの量量量量をををを扱扱扱扱っております名っております名っております名っております名古古古古屋屋屋屋市の市の市の市の屠畜屠畜屠畜屠畜場場場場にも行ってまいりまして、にも行ってまいりまして、にも行ってまいりまして、にも行ってまいりまして、

ここでもここでもここでもここでも競競競競りのりのりのりの様様様様子を子を子を子を見見見見てきたのですけれてきたのですけれてきたのですけれてきたのですけれどどどども、ここではも、ここではも、ここではも、ここではややややっっっっぱぱぱぱりりりり競競競競りりりり合う合う合う合うといといといというううう状況状況状況状況がががが

あああありまして、そしてりまして、そしてりまして、そしてりまして、そして値値値値段段段段ががががどどどどんんんんどどどどんんんんどどどどんんんんどどどどんんんん変変変変わわわわっていくといっていくといっていくといっていくといううううよよよよううううなものをなものをなものをなものを見見見見てまいりてまいりてまいりてまいり

ました。ました。ました。ました。

今、奈良県の今、奈良県の今、奈良県の今、奈良県の屠畜屠畜屠畜屠畜場場場場で県で県で県で県民民民民のののの皆皆皆皆さんが願っているのは、地さんが願っているのは、地さんが願っているのは、地さんが願っているのは、地元元元元でででで安安安安くてくてくてくて安全安全安全安全でおいしいおでおいしいおでおいしいおでおいしいお

肉肉肉肉がががが得ら得ら得ら得られたれたれたれたららららいいといいといいといいと思思思思っているっているっているっているわわわわけですが、けですが、けですが、けですが、実実実実際際際際には奈良県の県には奈良県の県には奈良県の県には奈良県の県民民民民の口に入るの口に入るの口に入るの口に入る量量量量といといといというううう

のは、こののは、こののは、こののは、この屠畜屠畜屠畜屠畜場場場場かかかからららら出るお出るお出るお出るお肉肉肉肉ででででどどどどれれれれぐぐぐぐららららいのものが県いのものが県いのものが県いのものが県民民民民のとこのとこのとこのところろろろにににに流流流流通通通通されているのか、されているのか、されているのか、されているのか、

おおおお尋ね尋ね尋ね尋ねしたいとしたいとしたいとしたいと思思思思います。います。います。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 県の県の県の県の屠畜屠畜屠畜屠畜場あ場あ場あ場あるいは市るいは市るいは市るいは市場場場場かかかからららら出たものがす出たものがす出たものがす出たものがすべべべべて県て県て県て県民民民民の口にはいの口にはいの口にはいの口にはい

るかるかるかるかどどどどううううか、これはか、これはか、これはか、これは牛肉牛肉牛肉牛肉についてはかなり広についてはかなり広についてはかなり広についてはかなり広範囲範囲範囲範囲にににに流流流流通通通通しておりまして、しておりまして、しておりまして、しておりまして、他府他府他府他府県でそ県でそ県でそ県でそうううういいいい

うううう枝枝枝枝肉肉肉肉としてなったのが部としてなったのが部としてなったのが部としてなったのが部分分分分肉肉肉肉、、、、ああああるいはるいはるいはるいは精精精精肉肉肉肉されたもので奈良県にも入っておりますのされたもので奈良県にも入っておりますのされたもので奈良県にも入っておりますのされたもので奈良県にも入っておりますの

で、一で、一で、一で、一概概概概にはにはにはには言言言言ええええないんですが、奈良県のないんですが、奈良県のないんですが、奈良県のないんですが、奈良県の食食食食肉流肉流肉流肉流通センタ通センタ通センタ通センターでーでーでーで扱扱扱扱っているものはっているものはっているものはっているものは牛肉牛肉牛肉牛肉で１で１で１で１

００００％ぐ％ぐ％ぐ％ぐららららいといいといいといいといううううことになっております。ことになっております。ことになっております。ことになっております。

○今井委員○今井委員○今井委員○今井委員 ももももうううう余余余余りりりり聞聞聞聞きませんけれきませんけれきませんけれきませんけれどどどども、も、も、も、検討検討検討検討会でも、当会でも、当会でも、当会でも、当初初初初どどどどうううういいいいうううう計計計計画画画画でこのでこのでこのでこの施設施設施設施設がががが
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できたかといできたかといできたかといできたかといううううとことことこところろろろをををを抜抜抜抜きで議きで議きで議きで議論論論論がされているよがされているよがされているよがされているよううううに、に、に、に、傍聴傍聴傍聴傍聴しながしながしながしながらららら思思思思っているっているっているっているわわわわけでけでけでけで

す。そもそもす。そもそもす。そもそもす。そもそも論論論論に立に立に立に立ち返ち返ち返ち返りながりながりながりながらららら、今、今、今、今後ど後ど後ど後どうあうあうあうあるるるるべべべべきかといきかといきかといきかといううううことをことをことをことを結論結論結論結論を出すを出すを出すを出すべべべべききききだだだだとととと

思思思思いますけれいますけれいますけれいますけれどどどども、そのも、そのも、そのも、その見通見通見通見通し、し、し、し、だだだだれが出すのか、れが出すのか、れが出すのか、れが出すのか、検討検討検討検討会の会の会の会の答答答答申申申申といといといといううううのもものもものもものももちちちちろろろろんそれんそれんそれんそれ

はははは十十十十分分分分にににに尊尊尊尊重重重重するするするするべべべべききききだだだだとととと思思思思いますけれいますけれいますけれいますけれどどどども、も、も、も、最最最最終終終終的的的的にはにはにはにはどどどどこがこがこがこが結論結論結論結論を出すのか、そこを出すのか、そこを出すのか、そこを出すのか、そこだだだだ

けおけおけおけお尋ね尋ね尋ね尋ねしたいとしたいとしたいとしたいと思思思思います。います。います。います。

○奥田副知事○奥田副知事○奥田副知事○奥田副知事 最最最最終結論終結論終結論終結論は、もは、もは、もは、もちちちちろろろろん知事でございます。ん知事でございます。ん知事でございます。ん知事でございます。

○今井委員○今井委員○今井委員○今井委員 非非非非常常常常に長いに長いに長いに長い経経経経過過過過ががががああああったとこったとこったとこったところろろろでございますけれでございますけれでございますけれでございますけれどどどども、も、も、も、ややややはりはりはりはり原原原原点点点点にににに返返返返ってってってって

どどどどうあうあうあうあるるるるべべべべきかといきかといきかといきかといううううことのきことのきことのきことのきちちちちっとした対応策を、っとした対応策を、っとした対応策を、っとした対応策を、私私私私は出していたは出していたは出していたは出していただだだだきたいといきたいといきたいといきたいといううううことことことこと

をををを求め求め求め求めたいとたいとたいとたいと思思思思います。います。います。います。

○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長 時間時間時間時間もももも遅遅遅遅くなっているのですが、くなっているのですが、くなっているのですが、くなっているのですが、ああああとととと二二二二、、、、三三三三のののの方方方方おおおおらららられるとれるとれるとれると思思思思いますので、いますので、いますので、いますので、

１０１０１０１０分分分分ほほほほどどどど休憩をいたします。休憩をいたします。休憩をいたします。休憩をいたします。

１５：５４１５：５４１５：５４１５：５４分分分分 休憩休憩休憩休憩

１６：０９１６：０９１６：０９１６：０９分 再分 再分 再分 再開開開開

○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長 休憩前に引き続き、会議を休憩前に引き続き、会議を休憩前に引き続き、会議を休憩前に引き続き、会議を再再再再開をいたします。開をいたします。開をいたします。開をいたします。

○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 それでは、それでは、それでは、それでは、幾幾幾幾つかおつかおつかおつかお伺伺伺伺いしたいといしたいといしたいといしたいと思思思思います。います。います。います。

まずまずまずまず最初最初最初最初は、農業のは、農業のは、農業のは、農業の担担担担い手対策についてでい手対策についてでい手対策についてでい手対策についてでああああります。新ります。新ります。新ります。新規就規就規就規就農とい農とい農とい農といううううことで新しく農業ことで新しく農業ことで新しく農業ことで新しく農業

ををををややややってってってってみみみみたいといたいといたいといたいといううううことでことでことでことで相談相談相談相談にににに来ら来ら来ら来られるれるれるれる方方方方がががが非非非非常常常常にたくさんいにたくさんいにたくさんいにたくさんいららららっしっしっしっしゃゃゃゃいますけれいますけれいますけれいますけれどどどど

も、も、も、も、実実実実際際際際に農に農に農に農家家家家になれるといになれるといになれるといになれるといううううのはそののはそののはそののはそのううううちちちちのごく少数のごく少数のごく少数のごく少数だだだだとおとおとおとお伺伺伺伺いしております。県の新いしております。県の新いしております。県の新いしております。県の新

規就規就規就規就農者に対する支援は農者に対する支援は農者に対する支援は農者に対する支援はどどどどうううういいいいう取う取う取う取りりりり組み組み組み組みをなさっているのか、またをなさっているのか、またをなさっているのか、またをなさっているのか、また実実実実際際際際ににににどどどどのくのくのくのくららららいのいのいのいの

方方方方が成が成が成が成功功功功されて農業者となされて農業者となされて農業者となされて農業者とならららられたのか、そのれたのか、そのれたのか、そのれたのか、その点点点点をおをおをおをお伺伺伺伺いしたいといしたいといしたいといしたいと思思思思います。います。います。います。

次に、次に、次に、次に、先先先先ほほほほどどどども議も議も議も議論論論論ががががあああありましたりましたりましたりましたＴＴＴＴＰＰＰＰＰＰＰＰのののの問問問問題題題題でででで質質質質問問問問したいとしたいとしたいとしたいと思思思思います。います。います。います。野野野野田政田政田政田政権権権権が１が１が１が１

１月の１月の１月の１月のＡＡＡＡＰＥＣＰＥＣＰＥＣＰＥＣででででＴＴＴＴＰＰ参加ＰＰ参加ＰＰ参加ＰＰ参加を決定しよを決定しよを決定しよを決定しよううううといといといという動う動う動う動きになっているといきになっているといきになっているといきになっているといううううことで、ことで、ことで、ことで、非非非非常常常常にににに

心心心心配配配配をしております。このをしております。このをしております。このをしております。このＴＴＴＴＰＰＰＰＰＰＰＰは関は関は関は関税税税税をををを原原原原則則則則撤撤撤撤廃廃廃廃をするといをするといをするといをするといううううことで、農産ことで、農産ことで、農産ことで、農産物物物物のののの輸輸輸輸入が入が入が入が

完完完完全全全全自自自自由由由由化化化化といといといといううううことになってしまいます。ことになってしまいます。ことになってしまいます。ことになってしまいます。既既既既にににに現現現現在在在在、日本の農産、日本の農産、日本の農産、日本の農産物物物物の関の関の関の関税税税税率率率率は１１は１１は１１は１１．．．．

７７７７％％％％で、で、で、で、世界世界世界世界で２で２で２で２番番番番目目目目にににに低低低低いと、いと、いと、いと、自自自自由由由由化化化化の進んの進んの進んの進んだだだだ国になっております。林業な国になっております。林業な国になっております。林業な国になっております。林業などどどどでも大でも大でも大でも大変変変変

なななな圧圧圧圧迫迫迫迫をををを受受受受けているといけているといけているといけているというううう状況状況状況状況ががががああああるるるるわわわわけですけれけですけれけですけれけですけれどどどども、それをも、それをも、それをも、それを完完完完全全全全ににににゼゼゼゼロロロロにするといにするといにするといにするというううう

ことになりましたことになりましたことになりましたことになりましたらららら、農林、農林、農林、農林漁漁漁漁業業業業ああああるいは国るいは国るいは国るいは国民民民民のののの食料食料食料食料にとっては大にとっては大にとっては大にとっては大打撃打撃打撃打撃だだだだとととと思思思思います。米のいます。米のいます。米のいます。米の

自自自自給給給給率率率率が１が１が１が１割割割割以以以以下下下下、、、、食料自食料自食料自食料自給給給給率全率全率全率全体体体体でも１３でも１３でも１３でも１３％％％％にににに落ち落ち落ち落ち込込込込むむむむといといといといううううことですかことですかことですかことですからららら、国、国、国、国民民民民のののの命命命命

のののの危危危危機だ機だ機だ機だとととと思思思思います。います。います。います。

ささささららららにこのにこのにこのにこの交渉交渉交渉交渉の中での中での中での中で非非非非関関関関税税税税障障障障壁壁壁壁をををを撤撤撤撤廃廃廃廃するといするといするといするといううううことで、ことで、ことで、ことで、食料だ食料だ食料だ食料だけではなくてけではなくてけではなくてけではなくて医療医療医療医療やややや
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金融金融金融金融や保や保や保や保険険険険、、、、官官官官公公公公需需需需、、、、公公公公共共共共事業です事業です事業です事業ですねねねね、その発、その発、その発、その発注注注注とか、とか、とか、とか、ああああるいは労働者の労働るいは労働者の労働るいは労働者の労働るいは労働者の労働条件条件条件条件ななななどどどど、、、、

国国国国民民民民生活の生活の生活の生活のあらあらあらあらゆゆゆゆるるるる分野分野分野分野でのでのでのでの規規規規制を制を制を制を緩緩緩緩和和和和しなさいといしなさいといしなさいといしなさいといううううことでことでことでことで迫迫迫迫らららられるといれるといれるといれるといううううことになることになることになることになる

と、国と、国と、国と、国民民民民生活に生活に生活に生活に与与与与ええええるるるる影響影響影響影響といといといといううううのはのはのはのは非非非非常常常常に大きいとに大きいとに大きいとに大きいと言言言言わわわわねねねねばばばばななななららららないとないとないとないと思思思思います。います。います。います。

そそそそうううういいいいうううう点点点点で、今農業関係者をで、今農業関係者をで、今農業関係者をで、今農業関係者を初め初め初め初め、、、、多多多多くのくのくのくの方方方方がががが反反反反対の対の対の対の声声声声をををを上げ上げ上げ上げておておておておらららられます。れます。れます。れます。既既既既にににに反反反反

対の対の対の対の署署署署名といいますのは、名といいますのは、名といいますのは、名といいますのは、全全全全国で１，１６６万国で１，１６６万国で１，１６６万国で１，１６６万人分人分人分人分集まったと集まったと集まったと集まったと聞聞聞聞いています。また、いています。また、いています。また、いています。また、全全全全国国国国

４２の４２の４２の４２の府府府府県で県で県で県で反反反反対、もしくは対、もしくは対、もしくは対、もしくは慎重慎重慎重慎重審議の審議の審議の審議の意意意意見見見見書が議決されているし、奈良県議会でも書が議決されているし、奈良県議会でも書が議決されているし、奈良県議会でも書が議決されているし、奈良県議会でも同同同同様様様様

のののの意意意意見見見見書が書が書が書が上上上上がっているといがっているといがっているといがっているというううう状況状況状況状況ががががああああります。ります。ります。ります。

県として明県として明県として明県として明確確確確に国に対して中に国に対して中に国に対して中に国に対して中止止止止をををを求め求め求め求めるるるるべべべべきですし、県でもきですし、県でもきですし、県でもきですし、県でもどどどどのよのよのよのよううううなななな影響影響影響影響になるのかになるのかになるのかになるのか

対応をしていくことが対応をしていくことが対応をしていくことが対応をしていくことが必必必必要だ要だ要だ要だとととと思思思思っております。っております。っております。っております。

先先先先ほほほほどどどど答答答答弁弁弁弁をををを聞聞聞聞いておりましたいておりましたいておりましたいておりましたらららら、、、、足足足足腰腰腰腰のののの強強強強い、そい、そい、そい、そうううういいいいうううう農業をつくるとい農業をつくるとい農業をつくるとい農業をつくるといううううことでことでことでことで言言言言

わわわわれておりましたけれれておりましたけれれておりましたけれれておりましたけれどどどども、今の日本の国のこも、今の日本の国のこも、今の日本の国のこも、今の日本の国のこうううういいいいうううう状況状況状況状況のもとで、のもとで、のもとで、のもとで、幾幾幾幾ら足ら足ら足ら足腰腰腰腰をををを強強強強くしたくしたくしたくした

としても、農地の１としても、農地の１としても、農地の１としても、農地の１戸戸戸戸当たりの当たりの当たりの当たりの耕耕耕耕地地地地面面面面積で積で積で積で見見見見ると、アると、アると、アると、アメリメリメリメリカカカカは日本の１００は日本の１００は日本の１００は日本の１００倍倍倍倍、、、、オオオオーーーーストストストスト

ララララリリリリアは１，５００アは１，５００アは１，５００アは１，５００倍倍倍倍といといといといううううことですかことですかことですかことですからららら、、、、同じ同じ同じ同じ土土土土俵俵俵俵でででで競競競競争争争争するといするといするといするといううううことはもともとことはもともとことはもともとことはもともと無無無無

理理理理だだだだとととと思思思思います。そいます。そいます。そいます。そうううういいいいうううう点点点点でででで言言言言っても、このことについてっても、このことについてっても、このことについてっても、このことについてややややはり奈良県としても、そのはり奈良県としても、そのはり奈良県としても、そのはり奈良県としても、その

国の国の国の国の動向動向動向動向をををを見見見見守守守守るといるといるといるというだうだうだうだけではなくて、けではなくて、けではなくて、けではなくて、独独独独自自自自にきにきにきにきちちちちんとしたんとしたんとしたんとした判断判断判断判断をすをすをすをすべべべべきときときときと思思思思いますが、いますが、いますが、いますが、

いかがかおいかがかおいかがかおいかがかお伺伺伺伺いしたいといしたいといしたいといしたいと思思思思います。います。います。います。

次に、林業についてお次に、林業についてお次に、林業についてお次に、林業についてお伺伺伺伺いします。いします。いします。いします。公公公公共共共共建建建建築物築物築物築物におけるにおけるにおけるにおける木木木木材材材材利用の促進に関する利用の促進に関する利用の促進に関する利用の促進に関する法法法法律律律律とととと

いいいいううううものができまして、これにものができまして、これにものができまして、これにものができまして、これに基基基基づいて県産づいて県産づいて県産づいて県産材材材材の利用促進といの利用促進といの利用促進といの利用促進といううううことでことでことでことで取取取取りりりり組組組組んでいたんでいたんでいたんでいただだだだ

いておりますが、これをいておりますが、これをいておりますが、これをいておりますが、これを具具具具体的体的体的体的にはにはにはにはどどどどのよのよのよのよううううに進に進に進に進めめめめているのか。そして、奈良県ではているのか。そして、奈良県ではているのか。そして、奈良県ではているのか。そして、奈良県ではどどどどんんんん

なななな課課課課題題題題ががががああああるのかといるのかといるのかといるのかといううううとことことこところろろろでおでおでおでお聞聞聞聞きしたいときしたいときしたいときしたいと思思思思います。います。います。います。

それかそれかそれかそれからららら次に、次に、次に、次に、ホホホホテルテルテルテル誘致誘致誘致誘致のののの問問問問題題題題です。これは知事が、です。これは知事が、です。これは知事が、です。これは知事が、あああある日る日る日る日突突突突然然然然、、、、高高高高級級級級ホホホホテルテルテルテルをををを誘致誘致誘致誘致

したいといしたいといしたいといしたいといううううことで県ことで県ことで県ことで県民民民民が利用しておりました県が利用しておりました県が利用しておりました県が利用しておりました県営営営営プープープープールルルルを一を一を一を一方的方的方的方的にににに撤去撤去撤去撤去をいたしました。をいたしました。をいたしました。をいたしました。

すすすすぐぐぐぐににににホホホホテルテルテルテルがががが来来来来るかのよるかのよるかのよるかのよううううにににに言言言言わわわわれておりましたけれれておりましたけれれておりましたけれれておりましたけれどどどども、いまも、いまも、いまも、いまだだだだ全全全全くくくく見通見通見通見通しといしといしといしというううう点点点点

でででで言言言言っても、ないよっても、ないよっても、ないよっても、ないよううううなななな状状状状態態態態ににににああああるとるとるとると思思思思ううううのですけれのですけれのですけれのですけれどどどども、知事はも、知事はも、知事はも、知事は高高高高級級級級ホホホホテルだテルだテルだテルだけにはこけにはこけにはこけにはこ

だわらだわらだわらだわらないといないといないといないといううううことで、ことで、ことで、ことで、考考考考ええええも少しはも少しはも少しはも少しは改めら改めら改めら改められたよれたよれたよれたよううううですけれですけれですけれですけれどどどども、も、も、も、結結結結局局局局思思思思いいいいどどどどおりにおりにおりにおりに

はいかないといはいかないといはいかないといはいかないといううううことことことことだだだだとととと思思思思ううううのですが、こののですが、こののですが、こののですが、このホホホホテルテルテルテル誘致誘致誘致誘致のののの現況現況現況現況、、、、見通見通見通見通しなしなしなしなどどどど、、、、どどどどのよのよのよのようううう

になっているのか、おになっているのか、おになっているのか、おになっているのか、お伺伺伺伺いしたいといしたいといしたいといしたいと思思思思います。います。います。います。

それかそれかそれかそれからららら次に、次に、次に、次に、エネエネエネエネルルルルギギギギーの対策について、ーの対策について、ーの対策について、ーの対策について、原原原原発事発事発事発事故故故故がががが深刻深刻深刻深刻な事な事な事な事態態態態ににににあああある中で、る中で、る中で、る中で、原原原原子力子力子力子力

発発発発電電電電にににに頼頼頼頼るるるるあああありりりり方方方方ををををややややはりはりはりはり見直見直見直見直してしてしてして自自自自然エネ然エネ然エネ然エネルルルルギギギギーーーー導導導導入を進入を進入を進入を進めめめめていくといていくといていくといていくといううううことが、今、ことが、今、ことが、今、ことが、今、

日本日本日本日本社社社社会の大きな会の大きな会の大きな会の大きな課課課課題題題題になっておりますし、国になっておりますし、国になっておりますし、国になっておりますし、国民民民民のののの世世世世論論論論もそのよもそのよもそのよもそのよううううにににに変変変変化化化化してきておりましてきておりましてきておりましてきておりま
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す。そす。そす。そす。そうううういいいいうううう中で中で中で中で自自自自然エネ然エネ然エネ然エネルルルルギギギギーをーをーをーを推推推推進をしていく進をしていく進をしていく進をしていく取取取取りりりり組み組み組み組みといといといといううううのがのがのがのが各各各各県でも県でも県でも県でも取取取取りりりり組組組組まままま

れておりますし、知事もれておりますし、知事もれておりますし、知事もれておりますし、知事も将来的将来的将来的将来的にはこのにはこのにはこのにはこの自自自自然エネ然エネ然エネ然エネルルルルギギギギーをふーをふーをふーをふややややしていくといしていくといしていくといしていくといううううことをことをことをことを述述述述べべべべ

らららられておりますが、れておりますが、れておりますが、れておりますが、どどどどうううういいいいう取う取う取う取りりりり組み組み組み組みにしよにしよにしよにしよううううとしているのか。県としてのとしているのか。県としてのとしているのか。県としてのとしているのか。県としてのビビビビジジジジョンョンョンョンがががが必必必必

要要要要ででででああああるとるとるとると思思思思っているのですが、そのっているのですが、そのっているのですが、そのっているのですが、その点点点点についてについてについてについて伺伺伺伺いたいといたいといたいといたいと思思思思います。います。います。います。

特特特特に、に、に、に、自自自自然エネ然エネ然エネ然エネルルルルギギギギーといーといーといーというううう点点点点でででで言言言言いましたいましたいましたいましたらららら、地、地、地、地域域域域おこしにつながるよおこしにつながるよおこしにつながるよおこしにつながるよううううなななな具具具具体化体化体化体化、、、、

地産地地産地地産地地産地消消消消型型型型ののののエネエネエネエネルルルルギギギギーーーー自自自自給を給を給を給を図図図図る、こる、こる、こる、こうううういいいいうやうやうやうやりりりり方方方方といといといといううううのが一のが一のが一のが一番番番番求めら求めら求めら求められているとれているとれているとれていると思思思思

ううううのですけれのですけれのですけれのですけれどどどども、こも、こも、こも、こうううういいいいうううう点点点点についてについてについてについてどどどどううううなのかなのかなのかなのか伺伺伺伺いたいといたいといたいといたいと思思思思います。います。います。います。

○川合地域農政課長○川合地域農政課長○川合地域農政課長○川合地域農政課長 山村委員か山村委員か山村委員か山村委員からららら農業の農業の農業の農業の担担担担い手、い手、い手、い手、特特特特に新たに農業にに新たに農業にに新たに農業にに新たに農業に就就就就農される農される農される農される方方方方についについについについ

てのごてのごてのごてのご質質質質問問問問がございましたので、ごがございましたので、ごがございましたので、ごがございましたので、ご答答答答弁弁弁弁させていたさせていたさせていたさせていただだだだきます。きます。きます。きます。

本県農業振興を本県農業振興を本県農業振興を本県農業振興を図図図図っていくっていくっていくっていく上上上上で、で、で、で、先先先先ほほほほどどどども少しも少しも少しも少し触触触触れさせていたれさせていたれさせていたれさせていただだだだ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どどども、農も、農も、農も、農

業の業の業の業の担担担担い手をしっかりとい手をしっかりとい手をしっかりとい手をしっかりと確保確保確保確保して、またして、またして、またして、また育育育育成を成を成を成を図図図図っていくことはっていくことはっていくことはっていくことは非非非非常常常常にににに重重重重要要要要なことなことなことなことだだだだと認と認と認と認

識識識識しております。こしております。こしております。こしております。こうううういいいいうううう中で農中で農中で農中で農家家家家の出の出の出の出身身身身者はもとより、者はもとより、者はもとより、者はもとより、非非非非農農農農家家家家かかかかららららの新の新の新の新規規規規参参参参入といった入といった入といった入といった

方方方方もももも含含含含めめめめてててて就就就就農者を積農者を積農者を積農者を積極極極極的的的的にににに確保確保確保確保していくことをしていくことをしていくことをしていくことを非非非非常常常常にににに重重重重要要要要ででででああああるとるとるとると考考考考ええええております。ております。ております。ております。

たたたただだだだ、、、、特特特特に農業に農業に農業に農業以以以以外外外外かかかかららららのののの就就就就農に関して農に関して農に関して農に関して見見見見ますと、農地のますと、農地のますと、農地のますと、農地の確保確保確保確保ですとか、ですとか、ですとか、ですとか、初期初期初期初期のののの経経経経費の費の費の費の

投投投投資、それか資、それか資、それか資、それから実ら実ら実ら実際際際際、、、、作作作作物物物物をををを作作作作付付付付しまして、そのしまして、そのしまして、そのしまして、その後後後後のののの販路販路販路販路のののの確保確保確保確保、また、また、また、また最初最初最初最初のこのこのこのころろろろ、、、、特特特特にににに

生活生活生活生活面面面面をしっかりをしっかりをしっかりをしっかりややややっていくと、こっていくと、こっていくと、こっていくと、こうううういいいいうううう部部部部分分分分でででで課課課課題題題題もももも多多多多くございます。県としましては、くございます。県としましては、くございます。県としましては、くございます。県としましては、

ここここうううういった部いった部いった部いった部分分分分についてについてについてについて幾幾幾幾つかの支援策、総つかの支援策、総つかの支援策、総つかの支援策、総合的合的合的合的にににに実施実施実施実施しながしながしながしながら就ら就ら就ら就農者の農者の農者の農者の確保確保確保確保にににに向向向向けたけたけたけた取取取取

りりりり組み組み組み組みを進を進を進を進めめめめているとこているとこているとこているところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。

実態実態実態実態の数の数の数の数字字字字といたしまして、といたしまして、といたしまして、といたしまして、直直直直近近近近の平成２２年度での平成２２年度での平成２２年度での平成２２年度で見見見見ててててみみみみますと、ますと、ますと、ますと、就就就就農者の数とい農者の数とい農者の数とい農者の数といううううのののの

は７３名となっております。内は７３名となっております。内は７３名となっております。内は７３名となっております。内訳訳訳訳としましては、農業としましては、農業としましては、農業としましては、農業以以以以外外外外かかかかららららの新の新の新の新規規規規参参参参入の入の入の入の方方方方１４名、ま１４名、ま１４名、ま１４名、ま

た農た農た農た農家家家家のご子のご子のご子のご子弟弟弟弟ななななどどどど自営就自営就自営就自営就農とい農とい農とい農というううう形形形形が１５名、また雇用が１５名、また雇用が１５名、また雇用が１５名、また雇用就就就就農の農の農の農の形形形形態態態態のののの方方方方が４４名となっが４４名となっが４４名となっが４４名となっ

ているとこているとこているとこているところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。

具具具具体的体的体的体的に支援策についてでございますけれに支援策についてでございますけれに支援策についてでございますけれに支援策についてでございますけれどどどども、まず農業新も、まず農業新も、まず農業新も、まず農業新規規規規参参参参入に対する支援制度と入に対する支援制度と入に対する支援制度と入に対する支援制度と

して、平成２１年度に創して、平成２１年度に創して、平成２１年度に創して、平成２１年度に創設設設設をいたしました農業の農業新をいたしました農業の農業新をいたしました農業の農業新をいたしました農業の農業新規規規規参参参参入者支援事業とい入者支援事業とい入者支援事業とい入者支援事業といううううのがござのがござのがござのがござ

います。います。います。います。具具具具体的体的体的体的には農業に新たにには農業に新たにには農業に新たにには農業に新たに参参参参入したいとい入したいとい入したいとい入したいというううう希望希望希望希望のののの方方方方に産地で１年に産地で１年に産地で１年に産地で１年間間間間、産地の農、産地の農、産地の農、産地の農家家家家

のののの方方方方のもとでのもとでのもとでのもとで実実実実践研修践研修践研修践研修を積んでいたを積んでいたを積んでいたを積んでいただだだだきまして、そのきまして、そのきまして、そのきまして、その間間間間にににに就就就就農地の農地の農地の農地の確保確保確保確保ですとか、ですとか、ですとか、ですとか、ああああるいるいるいるい

は出は出は出は出荷荷荷荷組織組織組織組織のののの紹紹紹紹介介介介を行を行を行を行ううううななななどどどど、支援を、支援を、支援を、支援を実施実施実施実施しているとこしているとこしているとこしているところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。

この制度によりまして、平成２１年度この制度によりまして、平成２１年度この制度によりまして、平成２１年度この制度によりまして、平成２１年度以以以以降降降降、、、、研修研修研修研修をををを終終終終了了了了しました１０名がしました１０名がしました１０名がしました１０名が就就就就農しており農しており農しており農しており

ます。ます。ます。ます。イチイチイチイチゴゴゴゴ、、、、ホウホウホウホウレレレレンンンンソウソウソウソウ、その、その、その、その他他他他のののの作作作作付付付付にににに取取取取りりりり組組組組んでおんでおんでおんでおらららられまして、このれまして、このれまして、このれまして、このううううちちちちももももうううう既既既既

に７名は、に７名は、に７名は、に７名は、最初最初最初最初のののの研修研修研修研修でででで受受受受け入れていたけ入れていたけ入れていたけ入れていただだだだいた農いた農いた農いた農家家家家のののの方方方方のごのごのごのご協協協協力のもとで中力のもとで中力のもとで中力のもとで中間間間間販販販販売組織売組織売組織売組織にににに
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もももも加加加加入をして、入をして、入をして、入をして、既既既既に出に出に出に出荷荷荷荷、、、、販販販販売売売売を行っているを行っているを行っているを行っている状況状況状況状況にございます。にございます。にございます。にございます。

また、支援策としては、このまた、支援策としては、このまた、支援策としては、このまた、支援策としては、この研修研修研修研修事業事業事業事業以以以以外外外外にもにもにもにも最初最初最初最初のののの投投投投資とい資とい資とい資というううう意味意味意味意味で、で、で、で、機機機機械械械械のののの導導導導入、入、入、入、

ああああるいはるいはるいはるいは施設施設施設施設のののの整備整備整備整備といったものについて国の補助事業等も活用しながといったものについて国の補助事業等も活用しながといったものについて国の補助事業等も活用しながといったものについて国の補助事業等も活用しながらららら、県、市町村と、県、市町村と、県、市町村と、県、市町村と

連携連携連携連携して支援を行っているとこして支援を行っているとこして支援を行っているとこして支援を行っているところろろろでございます。さでございます。さでございます。さでございます。さららららに、資金融に、資金融に、資金融に、資金融通通通通といといといというううう意味意味意味意味では、では、では、では、各各各各種種種種

制度資金を制度資金を制度資金を制度資金を準備準備準備準備しているとこしているとこしているとこしているところろろろでございますけれでございますけれでございますけれでございますけれどどどども、も、も、も、冒冒冒冒頭頭頭頭にににに触触触触れましたよれましたよれましたよれましたよううううに、に、に、に、特特特特に生に生に生に生

活活活活面面面面を支を支を支を支ええええていく、そていく、そていく、そていく、そうううういいいいうううう意味意味意味意味で、県としまして平成２２年度に新で、県としまして平成２２年度に新で、県としまして平成２２年度に新で、県としまして平成２２年度に新規就規就規就規就農者生活農者生活農者生活農者生活安安安安定支定支定支定支

援資金といった制度を創援資金といった制度を創援資金といった制度を創援資金といった制度を創設設設設し、さし、さし、さし、さららららに今年度かに今年度かに今年度かに今年度かららららは、は、は、は、特特特特にににに申申申申請請請請時時時時に４０歳に４０歳に４０歳に４０歳未満未満未満未満のののの方方方方についについについについ

ては、ては、ては、ては、償還償還償還償還時時時時に一部をに一部をに一部をに一部を免免免免除除除除する制度を創する制度を創する制度を創する制度を創設設設設して支援をしているとこして支援をしているとこして支援をしているとこして支援をしているところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。

先先先先ほほほほどどどど、田中委員か、田中委員か、田中委員か、田中委員かららららもごもごもごもご質質質質問問問問いたいたいたいただだだだきましたよきましたよきましたよきましたよううううに、奈良県の農業者、に、奈良県の農業者、に、奈良県の農業者、に、奈良県の農業者、高齢化高齢化高齢化高齢化のののの状況状況状況状況

がございます。がございます。がございます。がございます。先先先先ほほほほどどどどのおのおのおのお答答答答ええええの中で不の中で不の中で不の中で不十十十十分分分分なとこなとこなとこなところろろろもございましたけれもございましたけれもございましたけれもございましたけれどどどども、いも、いも、いも、いわわわわゆゆゆゆるるるる

基基基基幹幹幹幹的的的的農業者、農業を主たる農業者、農業を主たる農業者、農業を主たる農業者、農業を主たる仕仕仕仕事としてお事としてお事としてお事としておらららられるれるれるれる方方方方が６５歳が６５歳が６５歳が６５歳以以以以上上上上のののの方方方方が６が６が６が６割割割割後後後後半半半半、７、７、７、７割割割割近近近近

いいいい割割割割合合合合をををを占占占占めめめめております。したがいまして、ております。したがいまして、ております。したがいまして、ております。したがいまして、基基基基幹幹幹幹農業者とい農業者とい農業者とい農業者というううう意味意味意味意味では、では、では、では、ややややはり平はり平はり平はり平均均均均年年年年齢齢齢齢

は６０歳をは６０歳をは６０歳をは６０歳を超超超超ええええているといているといているといているというううう状況状況状況状況にございます。本県農業のにございます。本県農業のにございます。本県農業のにございます。本県農業の場合場合場合場合には、たには、たには、たには、ただ自だ自だ自だ自給給給給的的的的農農農農家家家家とととと

いいいいううううのが、これのが、これのが、これのが、これ以以以以外外外外にもございますので、こにもございますので、こにもございますので、こにもございますので、こうううういったいったいったいった方方方方、も、も、も、もうううう少し少し少し少し若若若若いかとはいかとはいかとはいかとは承承承承知してお知してお知してお知してお

りますけれりますけれりますけれりますけれどどどども、いずれにしましてもも、いずれにしましてもも、いずれにしましてもも、いずれにしましても高齢化高齢化高齢化高齢化しているといしているといしているといしているというううう事事事事実実実実はございます。そはございます。そはございます。そはございます。そうううういいいいうううう

中で県としましては、今中で県としましては、今中で県としましては、今中で県としましては、今後後後後とも、とも、とも、とも、先先先先ほほほほどどどど申申申申しししし上げ上げ上げ上げたよたよたよたよううううなななな各各各各種施種施種施種施策を総策を総策を総策を総合的合的合的合的にににに実施実施実施実施しながしながしながしなが

らららら、まずは、まずは、まずは、まずはややややはり新しく農業にはり新しく農業にはり新しく農業にはり新しく農業に参参参参入される入される入される入される方方方方をしっかりをしっかりをしっかりをしっかり確保確保確保確保して、そのして、そのして、そのして、その後後後後の農業振興につの農業振興につの農業振興につの農業振興につ

ななななげげげげてまいりたいとてまいりたいとてまいりたいとてまいりたいと考考考考ええええているとこているとこているとこているところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。以以以以上上上上でございます。でございます。でございます。でございます。

○澁久農林部次長企画管理室長事務取扱○澁久農林部次長企画管理室長事務取扱○澁久農林部次長企画管理室長事務取扱○澁久農林部次長企画管理室長事務取扱 ＴＴＴＴＰＰＰＰＰＰＰＰについて、について、について、について、独独独独自自自自にににに判断判断判断判断すすすすべべべべきときときときと思思思思ううううが、が、が、が、

どどどどううううかといかといかといかといううううごごご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。

先先先先ほほほほどどどど田中委員にもご田中委員にもご田中委員にもご田中委員にもご答答答答弁弁弁弁したとおり、したとおり、したとおり、したとおり、ＴＴＴＴＰＰＰＰＰＰＰＰにつきましては、日本の農業のにつきましては、日本の農業のにつきましては、日本の農業のにつきましては、日本の農業の将来方向将来方向将来方向将来方向、、、、

農業の振興策を農業の振興策を農業の振興策を農業の振興策をどどどどのよのよのよのよううううにするかといにするかといにするかといにするかといううううことについて、まず国においてことについて、まず国においてことについて、まず国においてことについて、まず国において判断判断判断判断していたしていたしていたしていただだだだく、く、く、く、

示示示示していたしていたしていたしていただだだだくくくくべべべべきできできできでああああるとるとるとると考考考考ええええております。ております。ております。ております。

県では、奈良県の農業振興が県では、奈良県の農業振興が県では、奈良県の農業振興が県では、奈良県の農業振興が重重重重要要要要ででででああああるとるとるとると考考考考ええええております。すなております。すなております。すなております。すなわわわわちちちち本県の本県の本県の本県の特性特性特性特性をををを踏踏踏踏まままま

ええええた奈良た奈良た奈良た奈良ららららしい農業の振興しい農業の振興しい農業の振興しい農業の振興方方方方策に策に策に策に鋭鋭鋭鋭意意意意取取取取りりりり組組組組んで、んで、んで、んで、意欲意欲意欲意欲ああああるるるる担担担担い手がい手がい手がい手が将来将来将来将来展望展望展望展望をををを持持持持って農って農って農って農

業業業業経営経営経営経営がががが営め営め営め営めるよるよるよるよううううにににに全全全全力で農業振興策、力で農業振興策、力で農業振興策、力で農業振興策、施施施施策の策の策の策の推推推推進をしてまいりたいと進をしてまいりたいと進をしてまいりたいと進をしてまいりたいと考考考考ええええております。ております。ております。ております。

以以以以上上上上でございます。でございます。でございます。でございます。

○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 県県県県営営営営プープープープールルルル跡跡跡跡地の地の地の地のホホホホテルテルテルテル誘致誘致誘致誘致についてのおについてのおについてのおについてのお尋ね尋ね尋ね尋ねでございます。でございます。でございます。でございます。

県県県県営営営営プープープープールルルル跡跡跡跡地の地の地の地のホホホホテルテルテルテル誘致誘致誘致誘致に関しましては、に関しましては、に関しましては、に関しましては、現現現現在在在在も引き続き事業者も引き続き事業者も引き続き事業者も引き続き事業者グルグルグルグループとープとープとープと意意意意見見見見交交交交

換換換換を続けております。を続けております。を続けております。を続けております。
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現現現現在在在在のののの状況状況状況状況でございますが、平でございますが、平でございますが、平でございますが、平城遷都城遷都城遷都城遷都１３００年１３００年１３００年１３００年祭祭祭祭でででで首首首首都都都都圏圏圏圏をををを含含含含めめめめまして奈良県の知名まして奈良県の知名まして奈良県の知名まして奈良県の知名

度とい度とい度とい度といううううのはのはのはのは確実確実確実確実にににに上上上上がってきているといがってきているといがってきているといがってきているといううううこと、それかこと、それかこと、それかこと、それからららら今の県今の県今の県今の県営営営営プープープープールルルル跡跡跡跡地の地の地の地の土土土土地が地が地が地が

拡拡拡拡張張張張されましたされましたされましたされました三三三三条条条条通通通通り、り、り、り、目目目目抜抜抜抜きききき通通通通りにりにりにりに面面面面するするするする非非非非常常常常にまとまった良にまとまった良にまとまった良にまとまった良好好好好なななな土土土土地で地で地で地でああああること、ること、ること、ること、

それかそれかそれかそれからららら広広広広場場場場、、、、タタタターミーミーミーミナルナルナルナルもももも含含含含めめめめた一た一た一た一体体体体型型型型のののの複複複複合的合的合的合的なまなまなまなまちちちちづくりとして今づくりとして今づくりとして今づくりとして今回回回回はははは誘致誘致誘致誘致活活活活動動動動をををを

行っておること、その３行っておること、その３行っておること、その３行っておること、その３点点点点をもをもをもをもちちちちまして一定の事業者のまして一定の事業者のまして一定の事業者のまして一定の事業者の方々方々方々方々にもにもにもにも評評評評価価価価をいたをいたをいたをいただだだだいているといているといているといていると

こここころろろろでございまして、引き続きでございまして、引き続きでございまして、引き続きでございまして、引き続き誘致誘致誘致誘致活活活活動動動動を進を進を進を進めめめめ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考考考ええええております。ております。ております。ております。

知事の知事の知事の知事の答答答答弁弁弁弁にもございましたが、その中で、にもございましたが、その中で、にもございましたが、その中で、にもございましたが、その中で、意意意意見見見見交換交換交換交換の中での中での中での中で多様多様多様多様なななな客客客客層層層層をををを受受受受け入れけ入れけ入れけ入れらららられれれれ

るるるるホホホホテルテルテルテルといといといといううううことをことをことをことを考考考考ええええていくとか、ていくとか、ていくとか、ていくとか、住住住住民民民民のののの方々方々方々方々にもにもにもにも楽楽楽楽しんでいたしんでいたしんでいたしんでいただだだだけるよけるよけるよけるよううううななななイイイイベベベベンンンン

トトトトの広の広の広の広場場場場にしていくよにしていくよにしていくよにしていくよううううな工夫をな工夫をな工夫をな工夫を加加加加ええええながながながながらららら、今、今、今、今後後後後ともともともとも誘致誘致誘致誘致活活活活動動動動にににに努め努め努め努めてまいりたいとてまいりたいとてまいりたいとてまいりたいと考考考考

ええええております。ております。ております。ております。以以以以上上上上でございます。でございます。でございます。でございます。

○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 公公公公共共共共建建建建築物築物築物築物に関するに関するに関するに関する木木木木材材材材利用の利用の利用の利用の取取取取りりりり組み組み組み組みとととと課課課課題題題題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ででで

ございます。ございます。ございます。ございます。

県県県県民民民民の利用の利用の利用の利用頻頻頻頻度の度の度の度の高高高高いいいい公公公公共共共共建建建建築物築物築物築物のののの木木木木造造造造化や化や化や化や内内内内装装装装のののの木木木木質質質質化化化化は、県は、県は、県は、県民民民民のののの方々方々方々方々にににに木木木木のよさをのよさをのよさをのよさを

知っていた知っていた知っていた知っていただだだだくくくく機機機機会がふ会がふ会がふ会がふええええ、、、、民間民間民間民間建建建建築物築物築物築物におけるにおけるにおけるにおける木木木木材材材材利用を促進する利用を促進する利用を促進する利用を促進する効効効効果果果果もももも期期期期待待待待できますできますできますできます

ので、ので、ので、ので、公公公公共共共共建建建建築物築物築物築物におけるにおけるにおけるにおける木木木木材材材材、県産、県産、県産、県産材材材材利用は県の林業、利用は県の林業、利用は県の林業、利用は県の林業、木木木木材材材材産業の振興にとって産業の振興にとって産業の振興にとって産業の振興にとって極極極極めめめめてててて

重重重重要要要要なななな取取取取りりりり組みだ組みだ組みだ組みだとととと考考考考ええええております。ております。ております。ております。

しかしながしかしながしかしながしかしながらららら、、、、先先先先ほほほほどどどど委員お委員お委員お委員お述述述述べべべべのよのよのよのよううううに、に、に、に、公公公公共共共共建建建建築物築物築物築物等の等の等の等の整備整備整備整備においてにおいてにおいてにおいて木木木木材材材材利用を進利用を進利用を進利用を進

めめめめるに当たりましては、るに当たりましては、るに当たりましては、るに当たりましては、解解解解決す決す決す決すべべべべきききき課課課課題題題題がございます。がございます。がございます。がございます。具具具具体体体体には、には、には、には、供供供供給者給者給者給者側側側側とととと需需需需要要要要者者者者側側側側の、の、の、の、

発発発発注注注注者者者者側側側側のののの課課課課題題題題でございます。でございます。でございます。でございます。供供供供給者給者給者給者側側側側のののの課課課課題題題題といたしましては、山といたしましては、山といたしましては、山といたしましては、山側側側側でのでのでのでの素素素素材材材材生産生産生産生産コスコスコスコス

トトトトのののの縮縮縮縮減、それと減、それと減、それと減、それと木木木木材材材材業業業業界界界界におけるにおけるにおけるにおける流流流流通通通通の簡の簡の簡の簡素素素素化化化化、、、、コストコストコストコスト縮縮縮縮減、減、減、減、製製製製品の品の品の品の安安安安定した品定した品定した品定した品質質質質のののの確確確確

保保保保、、、、価価価価格格格格の明の明の明の明確化確化確化確化等がございます。発等がございます。発等がございます。発等がございます。発注注注注者者者者側側側側のののの方方方方では、では、では、では、施設施設施設施設の利用の利用の利用の利用目的目的目的目的、利用者の、利用者の、利用者の、利用者の視視視視点点点点にににに

立った立った立った立った木木木木材材材材のののの特性特性特性特性、よさを引き出すた、よさを引き出すた、よさを引き出すた、よさを引き出すためめめめののののデデデデザザザザインインインイン、、、、ああああとととと耐久耐久耐久耐久性性性性をををを高め高め高め高めるたるたるたるためめめめ、奈良県の、奈良県の、奈良県の、奈良県の

条件条件条件条件にににに合合合合ったよったよったよったよううううなななな建建建建築築築築仕様仕様仕様仕様のののの検討検討検討検討等、さまざまな等、さまざまな等、さまざまな等、さまざまな課課課課題題題題がございます。がございます。がございます。がございます。

これこれこれこれららららのののの課課課課題解題解題解題解決におきまして決におきまして決におきまして決におきまして現現現現在在在在農林部の農林部の農林部の農林部の方方方方では、では、では、では、木木木木材材材材環境環境環境環境団体団体団体団体とととと協協協協議しまして、議しまして、議しまして、議しまして、木木木木

材材材材の品の品の品の品質質質質、、、、価価価価格格格格の明の明の明の明示示示示、それができるよ、それができるよ、それができるよ、それができるよううううなななな製製製製品品品品リリリリストストストスト、、、、カタカタカタカタロロロログ的グ的グ的グ的なものをつくるといなものをつくるといなものをつくるといなものをつくるとい

ううううことでことでことでことで取取取取りりりり組組組組んでございます。さんでございます。さんでございます。さんでございます。さららららに、県と市町村、に、県と市町村、に、県と市町村、に、県と市町村、木木木木材材材材関係関係関係関係団体団体団体団体、それと、それと、それと、それと建建建建築築築築関係関係関係関係団団団団

体体体体とでとでとでとで構構構構成します県成します県成します県成します県木木木木造・造・造・造・木木木木質質質質建建建建築物築物築物築物等等等等整備整備整備整備促進促進促進促進連連連連絡絡絡絡会議を立会議を立会議を立会議を立ちちちち上げ上げ上げ上げまして、まして、まして、まして、検討検討検討検討会、会、会、会、勉勉勉勉

強強強強会を開いております。会を開いております。会を開いております。会を開いております。

このよこのよこのよこのよううううにににに実実実実効効効効性性性性ののののああああるるるる基基基基本本本本方方方方針針針針をををを取取取取りまとりまとりまとりまとめめめめるるるるべべべべく、県産く、県産く、県産く、県産材材材材利用を進利用を進利用を進利用を進めめめめるるるるべべべべく、林業、く、林業、く、林業、く、林業、

木木木木材材材材産業の活産業の活産業の活産業の活性化性化性化性化にににに取取取取りりりり組組組組んでまいりたいとんでまいりたいとんでまいりたいとんでまいりたいと考考考考ええええております。ております。ております。ております。以以以以上上上上でございます。でございます。でございます。でございます。
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○岩口産業・雇用振興部次長企画管理室長事務取扱○岩口産業・雇用振興部次長企画管理室長事務取扱○岩口産業・雇用振興部次長企画管理室長事務取扱○岩口産業・雇用振興部次長企画管理室長事務取扱 私私私私へのへのへのへの質質質質問問問問は、は、は、は、自自自自然エネ然エネ然エネ然エネルルルルギギギギーの利ーの利ーの利ーの利

活用について、県の活用について、県の活用について、県の活用について、県の基基基基本本本本的的的的ななななビビビビジジジジョンョンョンョンといといといといううううか、か、か、か、考考考考え方え方え方え方をまとをまとをまとをまとめめめめるるるる必必必必要要要要ががががああああるのではないるのではないるのではないるのではない

かといかといかといかといううううことでございます。ことでございます。ことでございます。ことでございます。

委員おっし委員おっし委員おっし委員おっしゃゃゃゃいますよいますよいますよいますよううううに、に、に、に、我我我我が国のが国のが国のが国の電電電電力力力力供供供供給に給に給に給に占占占占めめめめるるるる原原原原子力発子力発子力発子力発電電電電のののの割割割割合合合合は４は４は４は４分分分分の１をの１をの１をの１を

超超超超ええええているているているている状況状況状況状況にございます。その中で、にございます。その中で、にございます。その中で、にございます。その中で、直直直直ちちちちにこれにこれにこれにこれららららにかにかにかにかわわわわるるるる電電電電力力力力源源源源がががが見見見見当た当た当た当たららららないないないない状状状状

況況況況の中で、の中で、の中で、の中で、民民民民生生生生ああああるいは産業に大きなるいは産業に大きなるいは産業に大きなるいは産業に大きな影響影響影響影響をををを与与与与ええええることもることもることもることも懸懸懸懸念念念念されるとこされるとこされるとこされるところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。

長長長長期的期的期的期的には、できるには、できるには、できるには、できるだだだだけけけけ原原原原子力発子力発子力発子力発電電電電のののの依存依存依存依存度は度は度は度は下げ下げ下げ下げるといるといるといるといううううことについて、さきの９月定ことについて、さきの９月定ことについて、さきの９月定ことについて、さきの９月定

例例例例議会で知事も議会で知事も議会で知事も議会で知事も答答答答弁弁弁弁をしているとこをしているとこをしているとこをしているところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。

そこで、そこで、そこで、そこで、自自自自然エネ然エネ然エネ然エネルルルルギギギギーの利活用につきまして、ーの利活用につきまして、ーの利活用につきまして、ーの利活用につきまして、太太太太陽陽陽陽光、光、光、光、バイバイバイバイオオオオマスマスマスマス、、、、ああああるいは小るいは小るいは小るいは小水水水水力力力力

発発発発電電電電ななななどどどどといったものでございますが、といったものでございますが、といったものでございますが、といったものでございますが、可可可可能性能性能性能性もももも考考考考えらえらえらえられるれるれるれるわわわわけでございますが、けでございますが、けでございますが、けでございますが、庁庁庁庁内の内の内の内の

関係関係関係関係課課課課と、と、と、と、ああああるいはるいはるいはるいは民間民間民間民間の企業もの企業もの企業もの企業も参加参加参加参加いたいたいたいただだだだいた５つのいた５つのいた５つのいた５つのワワワワーーーーキキキキンググルンググルンググルンググループをープをープをープを設設設設けてけてけてけて検討検討検討検討

を進を進を進を進めめめめてまいりたいとてまいりたいとてまいりたいとてまいりたいと考考考考ええええておるとこておるとこておるとこておるところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。

これこれこれこれららららののののワワワワーーーーキキキキンググルンググルンググルンググループでのープでのープでのープでの検討検討検討検討内容につきましては、委員か内容につきましては、委員か内容につきましては、委員か内容につきましては、委員かららららもごもごもごもご指指指指摘摘摘摘のございのございのございのござい

ました地産地ました地産地ました地産地ました地産地消消消消のののの検討検討検討検討もしていきたいと、もしていきたいと、もしていきたいと、もしていきたいと、ああああるいはるいはるいはるいはエネエネエネエネルルルルギギギギーのーのーのーの供供供供給給給給源源源源のののの多様多様多様多様化化化化といといといといううううここここ

とについてもとについてもとについてもとについても検討検討検討検討してまいりたいとしてまいりたいとしてまいりたいとしてまいりたいと思思思思っております。さっております。さっております。さっております。さららららには、このには、このには、このには、このワワワワーーーーキキキキングングングングでの議での議での議での議論論論論

をををを踏踏踏踏ままままええええて、て、て、て、エネエネエネエネルルルルギギギギー利活用ー利活用ー利活用ー利活用研究研究研究研究会を会を会を会を設置設置設置設置するといったこともするといったこともするといったこともするといったことも考考考考ええええているとこているとこているとこているところろろろでござでござでござでござ

います。います。います。います。

県では県では県では県では既既既既に関係９部局によるに関係９部局によるに関係９部局によるに関係９部局による準備準備準備準備会を開会を開会を開会を開催催催催をしておりまして、年度内にはをしておりまして、年度内にはをしておりまして、年度内にはをしておりまして、年度内には基基基基本本本本的的的的なななな考考考考ええええ

方方方方をまとをまとをまとをまとめめめめてまいりたいとてまいりたいとてまいりたいとてまいりたいと考考考考ええええております。ております。ております。ております。以以以以上上上上でございます。でございます。でございます。でございます。

○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 新新新新規就規就規就規就農の農の農の農の方方方方をををを迎迎迎迎ええええ入れるとい入れるとい入れるとい入れるというううう点点点点では、県としてもさまざまな対応策をでは、県としてもさまざまな対応策をでは、県としてもさまざまな対応策をでは、県としてもさまざまな対応策を考考考考

ええええていたていたていたていただだだだいてるといいてるといいてるといいてるといううううことでことでことでことでああああります。ります。ります。ります。

進んで進んで進んで進んでややややっておっておっておっておらららられます明日れます明日れます明日れます明日香香香香村でお村でお村でお村でお話話話話をおをおをおをお聞聞聞聞きいたしました。きいたしました。きいたしました。きいたしました。就就就就農された農された農された農された方方方方といといといといううううのののの

は、いは、いは、いは、いろろろろんなんなんなんな戸戸戸戸惑惑惑惑いがいがいがいがあああありますので、そのりますので、そのりますので、そのりますので、その時々時々時々時々にににに困困困困ったときにったときにったときにったときに何何何何でもでもでもでも相談相談相談相談できることが、できることが、できることが、できることが、

一一一一番番番番大事大事大事大事だだだだとおっしとおっしとおっしとおっしゃゃゃゃっておっておっておっておらららられました。それと明日れました。それと明日れました。それと明日れました。それと明日香香香香村で定着支援策として村で定着支援策として村で定着支援策として村で定着支援策として実施実施実施実施されてされてされてされて

いるのが、農地をいるのが、農地をいるのが、農地をいるのが、農地を借借借借りるりるりるりる場合場合場合場合のののの借料借料借料借料への助成、年への助成、年への助成、年への助成、年間間間間７万円、７万円、７万円、７万円、ああああるいは定るいは定るいは定るいは定住住住住支援のた支援のた支援のた支援のためめめめにににに家家家家

賃賃賃賃を補助する、年１２万円とか、を補助する、年１２万円とか、を補助する、年１２万円とか、を補助する、年１２万円とか、研修研修研修研修生に対する生活費の支援ですが、生に対する生活費の支援ですが、生に対する生活費の支援ですが、生に対する生活費の支援ですが、収収収収入がなかなか入がなかなか入がなかなか入がなかなか上上上上

がりませんので、月２万円の生活費を６がりませんので、月２万円の生活費を６がりませんので、月２万円の生活費を６がりませんので、月２万円の生活費を６カカカカ月支援するとか、月支援するとか、月支援するとか、月支援するとか、ああああるいはるいはるいはるいは研修研修研修研修生を生を生を生を受受受受け入れたけ入れたけ入れたけ入れた

農農農農家家家家にににに直直直直接接接接月３万円の支援を行月３万円の支援を行月３万円の支援を行月３万円の支援を行ううううとか、とか、とか、とか、直直直直接接接接生活生活生活生活安安安安定のた定のた定のた定のためめめめに支援を行に支援を行に支援を行に支援を行うううう対策がと対策がと対策がと対策がとらららられてれてれてれて

います。小さな村でいます。小さな村でいます。小さな村でいます。小さな村であああありますけれりますけれりますけれりますけれどどどども、それも、それも、それも、それだだだだけお金を出しても新たな農けお金を出しても新たな農けお金を出しても新たな農けお金を出しても新たな農家家家家をををを養養養養成してい成してい成してい成してい

くことで、成くことで、成くことで、成くことで、成功功功功もされていることをもされていることをもされていることをもされていることを感感感感じじじじました。おました。おました。おました。お話話話話をををを伺伺伺伺いますと、いますと、いますと、いますと、何十何十何十何十年も年も年も年も赤赤赤赤ちちちちゃゃゃゃんがんがんがんが
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いなかった村で、夫いなかった村で、夫いなかった村で、夫いなかった村で、夫婦婦婦婦でででで来ら来ら来ら来られて新しいれて新しいれて新しいれて新しい赤赤赤赤ちちちちゃゃゃゃんが生まれて、村が活んが生まれて、村が活んが生まれて、村が活んが生まれて、村が活気気気気づいたと、農業づいたと、農業づいたと、農業づいたと、農業だだだだ

けではなくて村けではなくて村けではなくて村けではなくて村全全全全体体体体が明るくなって、が明るくなって、が明るくなって、が明るくなって、学校学校学校学校なんかでもいなんかでもいなんかでもいなんかでもいろろろろいいいいろろろろなななな変変変変化化化化がががが起起起起こっているとこっているとこっているとこっていると聞聞聞聞

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、親親親親身身身身な援助、生活を支援して支な援助、生活を支援して支な援助、生活を支援して支な援助、生活を支援して支ええええて行くといて行くといて行くといて行くというううう点点点点での援助がもっとでの援助がもっとでの援助がもっとでの援助がもっと求求求求

めらめらめらめられるのではないかとれるのではないかとれるのではないかとれるのではないかと思思思思いました。村としては、いました。村としては、いました。村としては、いました。村としては、精精精精いっいっいっいっぱぱぱぱいのいのいのいの努努努努力をなさっているので、力をなさっているので、力をなさっているので、力をなさっているので、

県が県が県が県がタイタイタイタイアアアアッッッップをして、今度プをして、今度プをして、今度プをして、今度有効有効有効有効にいく対策を進にいく対策を進にいく対策を進にいく対策を進めめめめていたていたていたていただだだだきたいといきたいといきたいといきたいといううううことをことをことをことを強強強強くくくく求め求め求め求め

たいとたいとたいとたいと思思思思います。います。います。います。

それかそれかそれかそれからららら、、、、ＴＴＴＴＰＰＰＰＰＰＰＰにつきましては、日本の農業のにつきましては、日本の農業のにつきましては、日本の農業のにつきましては、日本の農業の将来将来将来将来ががががどどどどううううなるのかといなるのかといなるのかといなるのかといううううことをことをことをことを考考考考ええええ

てもてもてもてもらわらわらわらわないといけないと、しかし、ないといけないと、しかし、ないといけないと、しかし、ないといけないと、しかし、自分自分自分自分たたたたちちちちもももも考考考考ええええ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思思思思ううううのです。もしのです。もしのです。もしのです。もし

ＴＴＴＴＰＰＰＰＰＰＰＰをををを締結締結締結締結するよするよするよするよううううなことになったなことになったなことになったなことになったらららら、お、お、お、お先先先先真真真真っっっっ暗暗暗暗だだだだとととと思思思思ううううのですけれのですけれのですけれのですけれどどどども、そのも、そのも、そのも、その点点点点、、、、

ごごごご自自自自身身身身ははははどどどどのよのよのよのよううううにににに思思思思っていっていっていっていららららっしっしっしっしゃゃゃゃるのでしるのでしるのでしるのでしょょょょううううか。か。か。か。障害障害障害障害になるとはになるとはになるとはになるとは思思思思わわわわないのかなとないのかなとないのかなとないのかなと

思思思思ううううのですけれのですけれのですけれのですけれどどどども、そこをも、そこをも、そこをも、そこを伺伺伺伺いたい。奈良県の農いたい。奈良県の農いたい。奈良県の農いたい。奈良県の農家家家家のののの皆皆皆皆さん、もしそんなことになったさん、もしそんなことになったさん、もしそんなことになったさん、もしそんなことになった

らららら、一、一、一、一体体体体どどどどうやうやうやうやっていったっていったっていったっていったららららいいのかといいいのかといいいのかといいいのかといううううことで、ことで、ことで、ことで、悲痛悲痛悲痛悲痛なななな声声声声をたくさんをたくさんをたくさんをたくさん寄寄寄寄せせせせらららられておりれておりれておりれており

ます。そこのとこます。そこのとこます。そこのとこます。そこのところろろろを、を、を、を、どどどどうううう考考考考ええええていていていていららららっしっしっしっしゃゃゃゃるのか、もるのか、もるのか、もるのか、もうううう一度お一度お一度お一度お伺伺伺伺いしたいといしたいといしたいといしたいと思思思思います。います。います。います。

それかそれかそれかそれからららら次に、次に、次に、次に、ホホホホテルテルテルテルのののの誘致誘致誘致誘致です。このことにつきましては、です。このことにつきましては、です。このことにつきましては、です。このことにつきましては、現状現状現状現状としてはとしてはとしてはとしては話話話話しししし合合合合いをいをいをいを

続けているとい続けているとい続けているとい続けているといううううことでことでことでことであああありますけれりますけれりますけれりますけれどどどども、も、も、も、ややややはり業はり業はり業はり業界界界界のののの方方方方が本当に進出していたが本当に進出していたが本当に進出していたが本当に進出していただだだだくたくたくたくた

めめめめには、には、には、には、採採採採算の算の算の算の見込み見込み見込み見込みがなかったがなかったがなかったがなかったらららら進出できないと進出できないと進出できないと進出できないと思思思思ううううのです。今のです。今のです。今のです。今回回回回のこののこののこののこのホホホホテルテルテルテル誘致誘致誘致誘致で、で、で、で、

大きく大きく大きく大きく問問問問題点題点題点題点は２つは２つは２つは２つああああるとるとるとると思思思思ううううのですけのですけのですけのですけどどどども、１つはまも、１つはまも、１つはまも、１つはまちちちちづくりの主づくりの主づくりの主づくりの主体体体体ででででああああるるるる住住住住民民民民が不が不が不が不在在在在

になっている。になっている。になっている。になっている。結結結結局、知事の局、知事の局、知事の局、知事の押押押押しつけで、しつけで、しつけで、しつけで、上上上上かかかかららららの計の計の計の計画画画画のののの押押押押しつけで、しつけで、しつけで、しつけで、住住住住民民民民主主主主人公人公人公人公で進んで進んで進んで進ん

でいないといでいないといでいないといでいないというううう、ここが１、ここが１、ここが１、ここが１点点点点大きな大きな大きな大きな問問問問題題題題ででででああああるとるとるとると思思思思ううううのと、ものと、ものと、ものと、もうううう１１１１点点点点は、は、は、は、呼呼呼呼びびびび込み込み込み込み型型型型で県で県で県で県

がががが土土土土地を用地を用地を用地を用意意意意してしてしてしてインフラインフラインフラインフラをををを整備整備整備整備して行して行して行して行うううう開発とい開発とい開発とい開発といううううのは、今のは、今のは、今のは、今全全全全国でも国でも国でも国でも失失失失敗敗敗敗しています。しています。しています。しています。

奈良市も、奈良市も、奈良市も、奈良市も、ＪＪＪＪＲＲＲＲ奈良奈良奈良奈良駅駅駅駅前に前に前に前にホホホホテルテルテルテルをををを誘致誘致誘致誘致するといするといするといするといううううことでことでことでことで土土土土地をたくさん造成しましたけ地をたくさん造成しましたけ地をたくさん造成しましたけ地をたくさん造成しましたけ

れれれれどどどども、も、も、も、結結結結局局局局来来来来なかったし、なかったし、なかったし、なかったし、来来来来たたたたホホホホテルテルテルテルもももも撤撤撤撤退退退退をされて、またをされて、またをされて、またをされて、また交交交交代代代代されるといされるといされるといされるというううう状況状況状況状況で、で、で、で、

ああああののののホホホホテルテルテルテルの中にの中にの中にの中にあああある商る商る商る商店街店街店街店街といといといといううううのはがのはがのはがのはがららららががががららららになって、２になって、２になって、２になって、２階階階階ななななど全ど全ど全ど全部部部部ああああいているといいているといいているといいているとい

うううう状況状況状況状況になっております。そになっております。そになっております。そになっております。そうううういいいいううううことをことをことをことを見見見見ても、こても、こても、こても、こうううういいいいうやうやうやうやりりりり方方方方といといといといううううのがのがのがのが現状現状現状現状にはにはにはには合合合合

っていないといっていないといっていないといっていないといううううことことことことだだだだとととと思思思思ううううのです。のです。のです。のです。

ややややはりはりはりはり考考考考え方え方え方え方として、今のよとして、今のよとして、今のよとして、今のよううううななななググググロロロローーーーバル競バル競バル競バル競争争争争のののの激激激激しいこしいこしいこしいこうううういいいいうううう中で、中で、中で、中で、互互互互いにいにいにいに各各各各県が県が県が県が

競競競競いいいい合う合う合う合うよよよよううううななななややややりりりり方方方方でででで競競競競争争争争にににに打打打打ちちちち勝勝勝勝つといつといつといつといううううことでいけことでいけことでいけことでいけばばばば、、、、幾幾幾幾ららららお金出してもお金出してもお金出してもお金出しても足足足足りなくりなくりなくりなく

なるなるなるなるわわわわけで、そけで、そけで、そけで、そううううではなくて地ではなくて地ではなくて地ではなくて地元元元元中中中中心心心心ににににロロロローーーーカルカルカルカルのののの独独独独自性自性自性自性を大を大を大を大切切切切にするにするにするにするややややりりりり方方方方といといといといううううのがのがのがのが

地地地地域域域域のののの経済経済経済経済発発発発展展展展にとってにとってにとってにとって非非非非常常常常に大事に大事に大事に大事だだだだとととと思思思思ううううのですが、そのですが、そのですが、そのですが、そうううういいいいうううう点点点点でででで全全全全くくくく間間間間違違違違ってるのでってるのでってるのでってるので

はないかとはないかとはないかとはないかと思思思思ううううのですが、そののですが、そののですが、そののですが、その点ど点ど点ど点どのよのよのよのよううううにににに思思思思ってってってってららららっしっしっしっしゃゃゃゃるのか、おるのか、おるのか、おるのか、お伺伺伺伺いしておきたいいしておきたいいしておきたいいしておきたい
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とととと思思思思います。います。います。います。

それかそれかそれかそれかららららエネエネエネエネルルルルギギギギーのーのーのーの問問問問題題題題につきましては、今おにつきましては、今おにつきましては、今おにつきましては、今お答答答答ええええいたいたいたいただだだだきましたよきましたよきましたよきましたよううううに、これかに、これかに、これかに、これからららら

県としても積県としても積県としても積県としても積極極極極的的的的にににに取取取取りりりり組組組組んでいかれるといんでいかれるといんでいかれるといんでいかれるといううううことでことでことでことであああありますので、りますので、りますので、りますので、ぜぜぜぜひひひひ地地地地域域域域おこしにつおこしにつおこしにつおこしにつ

ながるながるながるながる具具具具体的体的体的体的な策を進な策を進な策を進な策を進めめめめていっていたていっていたていっていたていっていただだだだきたいときたいときたいときたいと思思思思います。います。います。います。

林業のとこ林業のとこ林業のとこ林業のところろろろで、で、で、で、他府他府他府他府県の県の県の県の例例例例ななななどどどどをををを見見見見てて、すごいとてて、すごいとてて、すごいとてて、すごいと思思思思いましたのは、いましたのは、いましたのは、いましたのは、高高高高知県の知県の知県の知県の梼梼梼梼原原原原町町町町

といといといといううううとことことこところろろろががががああああります。ここはります。ここはります。ここはります。ここは人人人人口４，６００口４，６００口４，６００口４，６００人人人人でででで非非非非常常常常に小さい村なのですが、に小さい村なのですが、に小さい村なのですが、に小さい村なのですが、森森森森林が林が林が林が

町町町町面面面面積の９１積の９１積の９１積の９１％％％％、、、、人人人人工林が７３工林が７３工林が７３工林が７３％％％％といといといといううううことなんですけれことなんですけれことなんですけれことなんですけれどどどども、ここはも、ここはも、ここはも、ここは間間間間伐伐伐伐交交交交付付付付金とい金とい金とい金というううう

のを１のを１のを１のを１ヘヘヘヘクタクタクタクターーーールルルル当たり１０万円とい当たり１０万円とい当たり１０万円とい当たり１０万円という高う高う高う高額支給を行っています。額支給を行っています。額支給を行っています。額支給を行っています。非非非非常常常常にににに多多多多額のお金を額のお金を額のお金を額のお金を交交交交

付付付付しているのですけれしているのですけれしているのですけれしているのですけれどどどども、そのも、そのも、そのも、その財財財財源源源源ははははどどどどこにこにこにこにああああるのかとるのかとるのかとるのかと言言言言ううううと、と、と、と、風風風風力発力発力発力発電電電電のののの売売売売電益電益電益電益、、、、電電電電

力を力を力を力を売売売売ったったったった売売売売りりりり上げ上げ上げ上げでででで交交交交付付付付金を充てているとい金を充てているとい金を充てているとい金を充てているといううううことです。ことです。ことです。ことです。森森森森林認林認林認林認証証証証制度、制度、制度、制度、ＦＳＦＳＦＳＦＳＣＣＣＣをををを獲獲獲獲得得得得

いたしまして、工務いたしまして、工務いたしまして、工務いたしまして、工務店や消店や消店や消店や消費者への費者への費者への費者への販販販販売売売売といといといといううううのを積のを積のを積のを積極極極極的的的的に行って、このに行って、このに行って、このに行って、この間間間間、、、、落ち落ち落ち落ち込込込込んでんでんでんで

いた林いた林いた林いた林材材材材のののの売売売売りりりり上げ上げ上げ上げががががどどどどんんんんどどどどんんんん増加増加増加増加してくるとしてくるとしてくるとしてくると変変変変化化化化をされているといをされているといをされているといをされているといううううことで、小さな村ことで、小さな村ことで、小さな村ことで、小さな村

だだだだけけけけどどどどすごいことをすごいことをすごいことをすごいことをややややっているとっているとっているとっていると思思思思いました。そこでは、いました。そこでは、いました。そこでは、いました。そこでは、太太太太陽陽陽陽光発光発光発光発電電電電やややや木木木木質質質質ペレペレペレペレットや水ットや水ットや水ットや水

力発力発力発力発電電電電、それか、それか、それか、それからららら地地地地熱熱熱熱発発発発電電電電も利用するといも利用するといも利用するといも利用するといううううことで、町内のことで、町内のことで、町内のことで、町内のエネエネエネエネルルルルギギギギーのーのーのーの自自自自給給給給率率率率が２８が２８が２８が２８％％％％

といといといといううううことですかことですかことですかことですからららら、、、、相相相相当当当当努努努努力をされていますが、町の中にも力をされていますが、町の中にも力をされていますが、町の中にも力をされていますが、町の中にもうううう森森森森林しかないとい林しかないとい林しかないとい林しかないといううううとことことことこ

ろろろろで、そので、そので、そので、その森森森森林資林資林資林資源源源源にそにそにそにそうやうやうやうやってってってって依拠依拠依拠依拠して町おこしをして町おこしをして町おこしをして町おこしをややややっていると、しかもっていると、しかもっていると、しかもっていると、しかも自自自自然エネ然エネ然エネ然エネルルルルギギギギ

ーをーをーをーを導導導導入するとい入するとい入するとい入するという取う取う取う取りりりり組み組み組み組みができているといができているといができているといができているといううううことで、本当にことで、本当にことで、本当にことで、本当にややややれれれればばばばできるといできるといできるといできるといううううことことことこと

をををを思思思思ったのですけれったのですけれったのですけれったのですけれどどどども、奈良県でも、も、奈良県でも、も、奈良県でも、も、奈良県でも、ぜぜぜぜひひひひとも今とも今とも今とも今研究研究研究研究をなさっていたをなさっていたをなさっていたをなさっていただだだだいてるといいてるといいてるといいてるといううううここここ

とでとでとでとであああありますけれりますけれりますけれりますけれどどどども、このも、このも、このも、この深刻深刻深刻深刻なななな状況状況状況状況になっている林業、本当にになっている林業、本当にになっている林業、本当にになっている林業、本当に基基基基幹幹幹幹産業として立て産業として立て産業として立て産業として立て直直直直

していくたしていくたしていくたしていくためめめめにににに頑張頑張頑張頑張ってほしいとってほしいとってほしいとってほしいと思思思思っております。それはっております。それはっております。それはっております。それは意意意意見見見見としてとしてとしてとして申申申申しししし上げ上げ上げ上げておきます。ておきます。ておきます。ておきます。

○澁久農林部次長企画管理室長事務取扱○澁久農林部次長企画管理室長事務取扱○澁久農林部次長企画管理室長事務取扱○澁久農林部次長企画管理室長事務取扱 ＴＴＴＴＰＰＰＰＰＰＰＰについて、今の農業のについて、今の農業のについて、今の農業のについて、今の農業の状況状況状況状況ははははどどどどのよのよのよのよううううにににに

思思思思っているのっているのっているのっているのだだだだといといといといううううことですけれことですけれことですけれことですけれどどどども、も、も、も、確確確確かに農業をかに農業をかに農業をかに農業をめめめめぐぐぐぐるるるる状況状況状況状況につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、担担担担いいいい

手の手の手の手の問問問問題題題題とか、とか、とか、とか、ああああるいは農産るいは農産るいは農産るいは農産物物物物がなかなかがなかなかがなかなかがなかなか低低低低価価価価格格格格でででで販販販販売売売売額がふ額がふ額がふ額がふええええないとかいないとかいないとかいないとかいうううう厳厳厳厳しいしいしいしい状況状況状況状況

ででででああああるといるといるといるといううううことは認ことは認ことは認ことは認識識識識をしております。たをしております。たをしております。たをしております。ただだだだ、奈良の農業の、奈良の農業の、奈良の農業の、奈良の農業の特性特性特性特性として、大として、大として、大として、大都都都都市市市市近近近近郊郊郊郊で、で、で、で、

県としても県としても県としても県としてもリリリリーーーーディングディングディングディング品品品品目目目目ででででああああるとか、るとか、るとか、るとか、チチチチャャャャレレレレンンンンジ品ジ品ジ品ジ品目目目目とか、とか、とか、とか、付付付付加加加加価価価価値値値値をつけることにをつけることにをつけることにをつけることに

よって農業よって農業よって農業よって農業所得所得所得所得をふをふをふをふややややしていたしていたしていたしていただだだだくといくといくといくという取う取う取う取りりりり組み組み組み組みをををを推推推推進しておりますので、進しておりますので、進しておりますので、進しておりますので、ああああるるるる意味意味意味意味、、、、

ややややるるるる気気気気ののののああああるるるる方方方方が農業もが農業もが農業もが農業も意欲意欲意欲意欲的的的的にににに取取取取りりりり組組組組んでいたんでいたんでいたんでいただだだだけれけれけれければばばば活活活活路路路路ははははああああるとるとるとると考考考考ええええております。ております。ております。ております。

そそそそうううういいいいうううう農業者を応援していきたいと農業者を応援していきたいと農業者を応援していきたいと農業者を応援していきたいと思思思思っておりますので、っておりますので、っておりますので、っておりますので、我我我我が国がが国がが国がが国がＴＴＴＴＰＰＰＰＰＰＰＰにににに参加参加参加参加するかするかするかするか

しないかにかかしないかにかかしないかにかかしないかにかかわらわらわらわらず、奈良のず、奈良のず、奈良のず、奈良の独独独独自自自自の農業振興策でもって農業者を応援して、奈良県農業の農業振興策でもって農業者を応援して、奈良県農業の農業振興策でもって農業者を応援して、奈良県農業の農業振興策でもって農業者を応援して、奈良県農業

の活の活の活の活性化性化性化性化をををを推推推推進してまいりたいと進してまいりたいと進してまいりたいと進してまいりたいと考考考考ええええております。ております。ております。ております。以以以以上上上上です。です。です。です。
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○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 まず、まず、まず、まず、ホホホホテルテルテルテル誘致誘致誘致誘致のののの話話話話でございますが、今、奈良ではでございますが、今、奈良ではでございますが、今、奈良ではでございますが、今、奈良では宿泊宿泊宿泊宿泊施施施施

設設設設、、、、特特特特ににににホホホホテルテルテルテルといったものは不といったものは不といったものは不といったものは不足足足足しているといしているといしているといしているというううう状況状況状況状況はははは何何何何らららら変変変変わらわらわらわらないとないとないとないと思思思思います。います。います。います。

今まで今まで今まで今まで待ち待ち待ち待ちのののの姿姿姿姿勢勢勢勢ではなくて、積ではなくて、積ではなくて、積ではなくて、積極極極極的的的的にににに取取取取りりりり組組組組んでんでんでんで誘致誘致誘致誘致をしよをしよをしよをしよううううといといといというううう姿姿姿姿勢勢勢勢といといといといううううのはのはのはのは

大事大事大事大事だだだだとととと思思思思っております。とりっております。とりっております。とりっております。とりわわわわけ、平け、平け、平け、平城遷都城遷都城遷都城遷都１３００年１３００年１３００年１３００年祭祭祭祭でにでにでにでにぎぎぎぎわわわわいました平いました平いました平いました平城城城城宮跡宮跡宮跡宮跡周周周周

辺辺辺辺はまはまはまはまちちちちづくりのづくりのづくりのづくりの観点観点観点観点で進で進で進で進めめめめていくといていくといていくといていくといううううことはことはことはことは必必必必要要要要ではないかとではないかとではないかとではないかと思思思思っております。そっております。そっております。そっております。そうううう

いったいったいったいった意味意味意味意味では、これかでは、これかでは、これかでは、これかららららままままだだだだままままだだだだホホホホテルテルテルテル誘致誘致誘致誘致のののの達達達達成までにはい成までにはい成までにはい成までにはいろろろろんなんなんなんな段段段段階階階階をををを踏踏踏踏ままままええええていていていてい

かなけれかなけれかなけれかなければばばばいけないいけないいけないいけないだろうだろうだろうだろうとととと思思思思いますけれいますけれいますけれいますけれどどどども、しっかりも、しっかりも、しっかりも、しっかり取取取取りりりり組組組組んでいきたいとんでいきたいとんでいきたいとんでいきたいと思思思思っておっておっておってお

ります。ります。ります。ります。

それかそれかそれかそれからららら、、、、エネエネエネエネルルルルギギギギーのおーのおーのおーのお話話話話でいでいでいでいろろろろいいいいろろろろなごなごなごなご紹紹紹紹介介介介をいたをいたをいたをいただだだだきました。きました。きました。きました。言言言言わわわわれているよれているよれているよれているようううう

にいにいにいにいろろろろんなんなんなんな取取取取りりりり組み組み組み組みがががが全全全全国国国国各各各各地で行地で行地で行地で行わわわわれております。しかしながれております。しかしながれております。しかしながれております。しかしながらららら、今、今、今、今我我我我 々々々々ワワワワーーーーキキキキングングングングをををを

立立立立ちちちち上げ上げ上げ上げて、て、て、て、例えば例えば例えば例えば新新新新エネエネエネエネルルルルギギギギーとーとーとーと言言言言っても、っても、っても、っても、風風風風力でもつくったとこ力でもつくったとこ力でもつくったとこ力でもつくったところろろろでも休でも休でも休でも休止止止止しているしているしているしている

よよよよううううなものがございます。それなものがございます。それなものがございます。それなものがございます。それぞぞぞぞれのれのれのれの条件条件条件条件ががががあろうあろうあろうあろうかとかとかとかと思思思思います。そいます。そいます。そいます。そうううういったいったいったいった条件条件条件条件もしっもしっもしっもしっ

かりかりかりかり踏踏踏踏ままままええええながながながながらららら効率効率効率効率のいいのいいのいいのいい形形形形でいでいでいでいろろろろんなんなんなんなエネエネエネエネルルルルギギギギーのーのーのーの導導導導入を入を入を入を考考考考ええええていきたい。それとていきたい。それとていきたい。それとていきたい。それとああああ

わわわわせて、せて、せて、せて、限限限限らららられたれたれたれたエネエネエネエネルルルルギギギギーをいかにーをいかにーをいかにーをいかに最適化最適化最適化最適化をするかといをするかといをするかといをするかといううううことも１つのことも１つのことも１つのことも１つの重重重重要要要要なななな視視視視点点点点ででででああああ

ろうろうろうろうとととと思思思思っておりますので、いっておりますので、いっておりますので、いっておりますので、いわわわわゆゆゆゆるるるるスマスマスマスマーーーートグトグトグトグリリリリッッッッドドドドといったといったといったといった世界世界世界世界も少しも少しも少しも少し検討検討検討検討の中にの中にの中にの中に加加加加

ええええてしていきたいとてしていきたいとてしていきたいとてしていきたいと思思思思っております。っております。っております。っております。以以以以上上上上でございます。でございます。でございます。でございます。

○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 おおおお答答答答ええええをいたをいたをいたをいただだだだきまして、きまして、きまして、きまして、ＴＴＴＴＰＰＰＰＰＰＰＰにつきまして、関につきまして、関につきまして、関につきまして、関連連連連して農業に対するして農業に対するして農業に対するして農業に対する取取取取りりりり

組み組み組み組みとかとかとかとか思思思思いといいといいといいといううううことでおことでおことでおことでお答答答答ええええくくくくだだだださいました。そのことはさいました。そのことはさいました。そのことはさいました。そのことは非非非非常常常常に大事なことに大事なことに大事なことに大事なことだだだだとととと思思思思いいいい

ますし、県のますし、県のますし、県のますし、県の担担担担当者として奈良県の農業のことをい当者として奈良県の農業のことをい当者として奈良県の農業のことをい当者として奈良県の農業のことをいろろろろいいいいろろろろ一生一生一生一生懸命考懸命考懸命考懸命考ええええていたていたていたていただだだだいて、いて、いて、いて、実実実実

際際際際農業を続けていきたいとい農業を続けていきたいとい農業を続けていきたいとい農業を続けていきたいという方う方う方う方とともにとともにとともにとともに頑張頑張頑張頑張っていたっていたっていたっていただだだだいてるといいてるといいてるといいてるといううううことについてことについてことについてことについて異異異異論論論論

ははははあああありませんし、それは本当によくりませんし、それは本当によくりませんし、それは本当によくりませんし、それは本当によくややややっていたっていたっていたっていただだだだいているといているといているといていると思思思思っておりますが、しかし、っておりますが、しかし、っておりますが、しかし、っておりますが、しかし、

そそそそうううういいいいうううう一生一生一生一生懸命懸命懸命懸命ややややったったったった努努努努力が力が力が力が果果果果たしてたしてたしてたしてＴＴＴＴＰＰＰＰＰＰＰＰといといといといううううよよよよううううなものがなものがなものがなものが結結結結ばばばばれたれたれたれた段段段段階階階階において、において、において、において、

本当に報本当に報本当に報本当に報わわわわれるのかといれるのかといれるのかといれるのかといううううことがことがことがことが問わ問わ問わ問われてくるとれてくるとれてくるとれてくると思思思思うわうわうわうわけです。けです。けです。けです。私私私私たたたたちちちちはははは経経経経験験験験しておりましておりましておりましておりま

せんけれせんけれせんけれせんけれどどどども、も、も、も、完完完完全全全全なななな自自自自由由由由化化化化といといといといううううことになることになることになることになるわわわわけですかけですかけですかけですからららら、、、、競競競競争争争争相相相相手とい手とい手とい手といううううのはとりのはとりのはとりのはとりわわわわ

けアけアけアけアメリメリメリメリカカカカ、、、、オオオオーーーーストラストラストラストラリリリリア、そア、そア、そア、そうううういいいいうううう巨巨巨巨大な農地大な農地大な農地大な農地やややや耕耕耕耕地を地を地を地を持持持持ってってってって安安安安い生産い生産い生産い生産コストコストコストコストで生産で生産で生産で生産

しているとこしているとこしているとこしているところろろろとととと戦戦戦戦わわわわないといけないといないといけないといないといけないといないといけないといううううことですかことですかことですかことですからららら、これはい、これはい、これはい、これはいろろろろいいいいろ付ろ付ろ付ろ付加加加加価価価価値値値値をつをつをつをつ

けるといけるといけるといけるというううう以以以以前の前の前の前の問問問問題題題題でででで淘汰淘汰淘汰淘汰されるされるされるされる危険危険危険危険ががががああああるとるとるとると思思思思います。います。います。います。

日本の農業とい日本の農業とい日本の農業とい日本の農業といううううのは、手のは、手のは、手のは、手間間間間暇暇暇暇をかけてをかけてをかけてをかけて安全安全安全安全でおいしい、でおいしい、でおいしい、でおいしい、特特特特にお米づくりなにお米づくりなにお米づくりなにお米づくりなどどどどは、もは、もは、もは、もうううう

産地によって米の産地によって米の産地によって米の産地によって米の種種種種類類類類がががが違違違違ううううといといといといううううぐぐぐぐららららいいいい非非非非常常常常にににに人間人間人間人間のののの体体体体ににににぴぴぴぴったりったりったりったり合合合合ったったったった作作作作物物物物がつくがつくがつくがつくらららら

れてきた長いれてきた長いれてきた長いれてきた長い歴史歴史歴史歴史ももももああああるし、するし、するし、するし、すぐぐぐぐれた農産れた農産れた農産れた農産物物物物をつくっているとをつくっているとをつくっているとをつくっていると思思思思ううううのです。そのです。そのです。そのです。そうううういいいいううううものものものもの
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が大が大が大が大量量量量生産されて、広大なとこ生産されて、広大なとこ生産されて、広大なとこ生産されて、広大なところろろろででででややややっているよっているよっているよっているよううううな米とな米とな米とな米と同じ同じ同じ同じ条件条件条件条件でででで戦戦戦戦ううううといといといといううううことはことはことはことは絶絶絶絶

対に認対に認対に認対に認めめめめてはいけないとてはいけないとてはいけないとてはいけないと思思思思うわうわうわうわけです。そけです。そけです。そけです。そうううういいいいううううことをことをことをことを考考考考ええええていたていたていたていただだだだきたいといきたいといきたいといきたいといううううことをことをことをことを

切切切切にににに思思思思います。います。います。います。特特特特に奈良県の農業について、一に奈良県の農業について、一に奈良県の農業について、一に奈良県の農業について、一番番番番見見見見識識識識もももも持持持持っておっておっておっておらららられるし、一れるし、一れるし、一れるし、一番番番番頑張頑張頑張頑張ってってってって

おおおおらららられるれるれるれる方方方方がそのことをがそのことをがそのことをがそのことを考考考考ええええていたていたていたていただだだだけないといけないといけないといけないといううううのはのはのはのは非非非非常常常常に残に残に残に残念だ念だ念だ念だとととと思思思思いますので、いますので、いますので、いますので、強強強強

くくくく求め求め求め求めたいとたいとたいとたいと思思思思っております。っております。っております。っております。

ホホホホテルテルテルテルのことにつきましておのことにつきましておのことにつきましておのことにつきましてお返返返返事が事が事が事があああありましたが、知事がりましたが、知事がりましたが、知事がりましたが、知事が推推推推進されてきたことでござい進されてきたことでござい進されてきたことでござい進されてきたことでござい

ますかますかますかますからららら、産業・雇用振興部長が、産業・雇用振興部長が、産業・雇用振興部長が、産業・雇用振興部長が代わ代わ代わ代わっておっておっておってお答答答答ええええいたいたいたいただだだだいているいているいているいているわわわわけですけれけですけれけですけれけですけれどどどども、も、も、も、ホホホホテテテテ

ルルルルが不が不が不が不足足足足としているといとしているといとしているといとしているというううう現現現現実実実実ががががああああるといるといるといるというううう、その、その、その、その現況現況現況現況かかかかららららして県して県して県して県民み民み民み民みずかずかずかずからららら考考考考ええええていかていかていかていか

ないといけないことでないといけないことでないといけないことでないといけないことでああああるのではないかとるのではないかとるのではないかとるのではないかと思思思思っております。今のよっております。今のよっております。今のよっております。今のよううううな手な手な手な手法法法法といといといといううううのが本のが本のが本のが本

当に正しいとはとても当に正しいとはとても当に正しいとはとても当に正しいとはとても思思思思ええええないので、このないので、このないので、このないので、この点点点点、知事にまた、知事にまた、知事にまた、知事にまた聞聞聞聞いていていていてみみみみたいとたいとたいとたいと思思思思います。います。います。います。

ああああととととエネエネエネエネルルルルギギギギーにつきましては、決ーにつきましては、決ーにつきましては、決ーにつきましては、決意意意意をををを述述述述べべべべていたていたていたていただだだだいておりますので、お願いしたいいておりますので、お願いしたいいておりますので、お願いしたいいておりますので、お願いしたい

とととと思思思思います。います。います。います。以以以以上上上上です。です。です。です。

○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長 農林部次長、農林部次長、農林部次長、農林部次長、去去去去年の１２月６日の本会議で年の１２月６日の本会議で年の１２月６日の本会議で年の１２月６日の本会議で代代代代表質表質表質表質問問問問しているのです。しているのです。しているのです。しているのです。ＴＴＴＴＰＰＰＰ

ＰＰＰＰのののの問問問問題題題題がががが惹惹惹惹起起起起しましたかしましたかしましたかしましたからららら、、、、質質質質問問問問しましたしましたしましたしましたらららら、知事は、知事は、知事は、知事は慎重慎重慎重慎重論論論論。も。も。も。もちちちちろろろろんおっしんおっしんおっしんおっしゃゃゃゃるよるよるよるようううう

に奈良県の農業をに奈良県の農業をに奈良県の農業をに奈良県の農業を守守守守るといるといるといるというううう、農林部次長がおっし、農林部次長がおっし、農林部次長がおっし、農林部次長がおっしゃゃゃゃってくってくってくってくだだだださった、大さった、大さった、大さった、大変変変変それはそれはそれはそれはあああありがりがりがりが

たいことですので、たいことですので、たいことですので、たいことですので、特特特特色色色色を生かしてを生かしてを生かしてを生かしてややややってもってもってもってもらわらわらわらわなけれなけれなけれなければばばばなりませんが、しかし、山村委なりませんが、しかし、山村委なりませんが、しかし、山村委なりませんが、しかし、山村委

員か員か員か員かららららのののの質質質質問問問問にににに言言言言うわうわうわうわけではないのですけれけではないのですけれけではないのですけれけではないのですけれどどどど、国、国、国、国土土土土保保保保全全全全のことまで、しかものことまで、しかものことまで、しかものことまで、しかも自自自自給給給給率率率率のののの問問問問

題題題題、５０、５０、５０、５０％％％％にににに上げ上げ上げ上げるといるといるといるというううう、前の、前の、前の、前の自民自民自民自民党党党党政政政政府府府府でも、でも、でも、でも、民民民民主主主主党党党党もそもそもそもそうううう言言言言ってますかってますかってますかってますからららら、そのこ、そのこ、そのこ、そのこ

とをもとをもとをもとをも含含含含めめめめると、とてもそのると、とてもそのると、とてもそのると、とてもその目目目目標標標標はははは達達達達成されない。成されない。成されない。成されない。だだだだかかかからららら、、、、条件条件条件条件をつけて奈良県はこをつけて奈良県はこをつけて奈良県はこをつけて奈良県はこうあうあうあうあ

るるるるべべべべききききだだだだと、奈良県のと、奈良県のと、奈良県のと、奈良県の考考考考ええええはこはこはこはこうだうだうだうだといといといといううううことを知事ことを知事ことを知事ことを知事ああああたりも主たりも主たりも主たりも主張張張張してもしてもしてもしてもららららって、って、って、って、皆皆皆皆さんさんさんさん

が主が主が主が主張張張張して、して、して、して、わわわわかりかりかりかりややややすくすくすくすく言言言言えばえばえばえば条件条件条件条件つきつきつきつき賛賛賛賛成、成、成、成、条件条件条件条件ををををぴぴぴぴっっっっちちちちりつけて、内政の中で農業りつけて、内政の中で農業りつけて、内政の中で農業りつけて、内政の中で農業

といといといといううううもの今もの今もの今もの今申申申申しししし上げ上げ上げ上げたたたた観点観点観点観点に立って対応していくのが大に立って対応していくのが大に立って対応していくのが大に立って対応していくのが大変変変変大事大事大事大事だだだだとととと思思思思うううう。。。。死死死死活活活活問問問問題題題題になになになにな

っているとっているとっているとっていると思思思思いますので、いますので、いますので、いますので、答答答答ええええはははは要要要要りませんが、りませんが、りませんが、りませんが、私私私私見見見見をををを申申申申しししし上げ上げ上げ上げておきたいとておきたいとておきたいとておきたいと思思思思います。います。います。います。

それで、ほかそれで、ほかそれで、ほかそれで、ほかあああありませんか。りませんか。りませんか。りませんか。

これで産業・雇用振興部、農林部の審査をこれで産業・雇用振興部、農林部の審査をこれで産業・雇用振興部、農林部の審査をこれで産業・雇用振興部、農林部の審査を終終終終わわわわりますが、りますが、りますが、りますが、ああああす総す総す総す総括括括括をををを午午午午後後後後１１１１時時時時かかかからららら開開開開催催催催

いたします。知事はもいたします。知事はもいたします。知事はもいたします。知事はもちちちちろろろろん出ん出ん出ん出席席席席されるのですが、ほかされるのですが、ほかされるのですが、ほかされるのですが、ほか特特特特に、に、に、に、課課課課長、室長で出長、室長で出長、室長で出長、室長で出席席席席してほししてほししてほししてほし

いといいといいといいという方う方う方う方ががががああああったったったったらららら、、、、申申申申し出てくし出てくし出てくし出てくだだだださい。さい。さい。さい。あああありませんか。りませんか。りませんか。りませんか。

では、ないよでは、ないよでは、ないよでは、ないよううううでございますので、これできでございますので、これできでございますので、これできでございますので、これできょょょょううううの審査をの審査をの審査をの審査を終終終終わわわわります。ります。ります。ります。


