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

開催日時開催日時開催日時開催日時 平成２５年７月３日（水） １３：０４～１６：１７平成２５年７月３日（水） １３：０４～１６：１７平成２５年７月３日（水） １３：０４～１６：１７平成２５年７月３日（水） １３：０４～１６：１７

開催場所開催場所開催場所開催場所 第３委員会室第３委員会室第３委員会室第３委員会室

出席委員出席委員出席委員出席委員 ８名８名８名８名

岡 史朗 委員長岡 史朗 委員長岡 史朗 委員長岡 史朗 委員長

猪奥 美里 副委員長猪奥 美里 副委員長猪奥 美里 副委員長猪奥 美里 副委員長

阪口 保 委員阪口 保 委員阪口 保 委員阪口 保 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

森山 賀文 委員森山 賀文 委員森山 賀文 委員森山 賀文 委員

松尾 勇臣 委員松尾 勇臣 委員松尾 勇臣 委員松尾 勇臣 委員

神田加津代 委員神田加津代 委員神田加津代 委員神田加津代 委員

今井 光子 委員今井 光子 委員今井 光子 委員今井 光子 委員

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

福谷 農林部長 ほか、関係職員福谷 農林部長 ほか、関係職員福谷 農林部長 ほか、関係職員福谷 農林部長 ほか、関係職員

傍聴者傍聴者傍聴者傍聴者 なしなしなしなし

議 事議 事議 事議 事

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

議第３９号 平成２５年度奈良県一般会計補正予算（第２号）議第３９号 平成２５年度奈良県一般会計補正予算（第２号）議第３９号 平成２５年度奈良県一般会計補正予算（第２号）議第３９号 平成２５年度奈良県一般会計補正予算（第２号）

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

議第４０号 平成２５年度奈良県営競輪事業費特別会計補正予算（第２号）議第４０号 平成２５年度奈良県営競輪事業費特別会計補正予算（第２号）議第４０号 平成２５年度奈良県営競輪事業費特別会計補正予算（第２号）議第４０号 平成２５年度奈良県営競輪事業費特別会計補正予算（第２号）

議第４２号 平成２５年度奈良県中央卸売市場事業費特別会計補正予算（第議第４２号 平成２５年度奈良県中央卸売市場事業費特別会計補正予算（第議第４２号 平成２５年度奈良県中央卸売市場事業費特別会計補正予算（第議第４２号 平成２５年度奈良県中央卸売市場事業費特別会計補正予算（第

１号）１号）１号）１号）

議第５２号 奈良県緊急雇用創出事業臨時特例基金条例の一部を改正する条議第５２号 奈良県緊急雇用創出事業臨時特例基金条例の一部を改正する条議第５２号 奈良県緊急雇用創出事業臨時特例基金条例の一部を改正する条議第５２号 奈良県緊急雇用創出事業臨時特例基金条例の一部を改正する条

例例例例

議第５５号 市町村負担金の徴収について （経済労働委員会 所管分）議第５５号 市町村負担金の徴収について （経済労働委員会 所管分）議第５５号 市町村負担金の徴収について （経済労働委員会 所管分）議第５５号 市町村負担金の徴収について （経済労働委員会 所管分）

議第５８号 財産の減額貸付について議第５８号 財産の減額貸付について議第５８号 財産の減額貸付について議第５８号 財産の減額貸付について

報第 １号 平成２４年度奈良県一般会計予算繰越計算書の報告について報第 １号 平成２４年度奈良県一般会計予算繰越計算書の報告について報第 １号 平成２４年度奈良県一般会計予算繰越計算書の報告について報第 １号 平成２４年度奈良県一般会計予算繰越計算書の報告について

平成２４年度奈良県一般会計予算繰越明許費繰越計算書平成２４年度奈良県一般会計予算繰越明許費繰越計算書平成２４年度奈良県一般会計予算繰越明許費繰越計算書平成２４年度奈良県一般会計予算繰越明許費繰越計算書

（経済労働委員会 所管分）（経済労働委員会 所管分）（経済労働委員会 所管分）（経済労働委員会 所管分）
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平成２４年度奈良県一般会計予算事故繰越し繰越計算書平成２４年度奈良県一般会計予算事故繰越し繰越計算書平成２４年度奈良県一般会計予算事故繰越し繰越計算書平成２４年度奈良県一般会計予算事故繰越し繰越計算書

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

報第 ９号 財団法人奈良県農業振興公社の経営状況の報告について報第 ９号 財団法人奈良県農業振興公社の経営状況の報告について報第 ９号 財団法人奈良県農業振興公社の経営状況の報告について報第 ９号 財団法人奈良県農業振興公社の経営状況の報告について

報第１０号 奈良市場冷蔵株式会社の経営状況の報告について報第１０号 奈良市場冷蔵株式会社の経営状況の報告について報第１０号 奈良市場冷蔵株式会社の経営状況の報告について報第１０号 奈良市場冷蔵株式会社の経営状況の報告について

報第１１号 社団法人奈良県野菜価格安定基金の経営状況の報告について報第１１号 社団法人奈良県野菜価格安定基金の経営状況の報告について報第１１号 社団法人奈良県野菜価格安定基金の経営状況の報告について報第１１号 社団法人奈良県野菜価格安定基金の経営状況の報告について

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

報第１３号 一般社団法人奈良県畜産会の経営状況の報告について報第１３号 一般社団法人奈良県畜産会の経営状況の報告について報第１３号 一般社団法人奈良県畜産会の経営状況の報告について報第１３号 一般社団法人奈良県畜産会の経営状況の報告について

報第１４号 公益財団法人奈良県林業基金の経営状況の報告について報第１４号 公益財団法人奈良県林業基金の経営状況の報告について報第１４号 公益財団法人奈良県林業基金の経営状況の報告について報第１４号 公益財団法人奈良県林業基金の経営状況の報告について

報第１５号 公益財団法人奈良県地域産業振興センターの経営状況の報告に報第１５号 公益財団法人奈良県地域産業振興センターの経営状況の報告に報第１５号 公益財団法人奈良県地域産業振興センターの経営状況の報告に報第１５号 公益財団法人奈良県地域産業振興センターの経営状況の報告に

ついてついてついてついて

報第２１号 地方自治法第１７９条第１項の規定による専決処分の報告につ報第２１号 地方自治法第１７９条第１項の規定による専決処分の報告につ報第２１号 地方自治法第１７９条第１項の規定による専決処分の報告につ報第２１号 地方自治法第１７９条第１項の規定による専決処分の報告につ

いていていていて

平成２５年度奈良県営競輪事業費特別会計補正予算（第１号）平成２５年度奈良県営競輪事業費特別会計補正予算（第１号）平成２５年度奈良県営競輪事業費特別会計補正予算（第１号）平成２５年度奈良県営競輪事業費特別会計補正予算（第１号）

報第２２号 地方自治法第１８０条第１項の規定による専決処分の報告につ報第２２号 地方自治法第１８０条第１項の規定による専決処分の報告につ報第２２号 地方自治法第１８０条第１項の規定による専決処分の報告につ報第２２号 地方自治法第１８０条第１項の規定による専決処分の報告につ

いていていていて

奈良県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例奈良県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例奈良県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例奈良県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例

（２）その他（２）その他（２）その他（２）その他

＜会議の経過＞＜会議の経過＞＜会議の経過＞＜会議の経過＞

○岡委員長○岡委員長○岡委員長○岡委員長 それでは、ただいまより経済労働委員会を開会をいたします。それでは、ただいまより経済労働委員会を開会をいたします。それでは、ただいまより経済労働委員会を開会をいたします。それでは、ただいまより経済労働委員会を開会をいたします。

案件に入ります前に、４月１日付で議会事務局に異動がありましたので、新任担当書記案件に入ります前に、４月１日付で議会事務局に異動がありましたので、新任担当書記案件に入ります前に、４月１日付で議会事務局に異動がありましたので、新任担当書記案件に入ります前に、４月１日付で議会事務局に異動がありましたので、新任担当書記

の自己紹介を願います。の自己紹介を願います。の自己紹介を願います。の自己紹介を願います。

○藤田書記○藤田書記○藤田書記○藤田書記 藤田でございます。よろしくお願いします。藤田でございます。よろしくお願いします。藤田でございます。よろしくお願いします。藤田でございます。よろしくお願いします。

○岡委員長○岡委員長○岡委員長○岡委員長 はい、よろしく頼みます。はい、よろしく頼みます。はい、よろしく頼みます。はい、よろしく頼みます。

次に、常時出席を求める理事者の変更についてであります。次に、常時出席を求める理事者の変更についてであります。次に、常時出席を求める理事者の変更についてであります。次に、常時出席を求める理事者の変更についてであります。

今般、組織見直し等により、出席要求する理事者を変更する必要が生じましたので、お今般、組織見直し等により、出席要求する理事者を変更する必要が生じましたので、お今般、組織見直し等により、出席要求する理事者を変更する必要が生じましたので、お今般、組織見直し等により、出席要求する理事者を変更する必要が生じましたので、お

手元に配付しております資料のとおり変更し、出席要求していますので、ご了承願います。手元に配付しております資料のとおり変更し、出席要求していますので、ご了承願います。手元に配付しております資料のとおり変更し、出席要求していますので、ご了承願います。手元に配付しております資料のとおり変更し、出席要求していますので、ご了承願います。

それでは、４月１日付で理事者に異動がありました。中産業・雇用振興部長、福谷農林それでは、４月１日付で理事者に異動がありました。中産業・雇用振興部長、福谷農林それでは、４月１日付で理事者に異動がありました。中産業・雇用振興部長、福谷農林それでは、４月１日付で理事者に異動がありました。中産業・雇用振興部長、福谷農林

部長の順に自己紹介の後、関係次長、部長の順に自己紹介の後、関係次長、部長の順に自己紹介の後、関係次長、部長の順に自己紹介の後、関係次長、課課課課長の紹介を、長の紹介を、長の紹介を、長の紹介を、続続続続いて、中尾いて、中尾いて、中尾いて、中尾知知知知事公室審議事公室審議事公室審議事公室審議官官官官より自より自より自より自

己紹介をお願いします。己紹介をお願いします。己紹介をお願いします。己紹介をお願いします。

○中産業・雇用振興部長○中産業・雇用振興部長○中産業・雇用振興部長○中産業・雇用振興部長 産業・雇用振興部長の中でございます。産業・雇用振興部長の中でございます。産業・雇用振興部長の中でございます。産業・雇用振興部長の中でございます。どうぞどうぞどうぞどうぞよろしくお願いよろしくお願いよろしくお願いよろしくお願い
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いたします。いたします。いたします。いたします。

それでは、当部の４月１日付で異動のありました職員のご紹介をそれでは、当部の４月１日付で異動のありました職員のご紹介をそれでは、当部の４月１日付で異動のありました職員のご紹介をそれでは、当部の４月１日付で異動のありました職員のご紹介を申申申申しししし上げ上げ上げ上げたいとたいとたいとたいと思思思思いまいまいまいま

す。す。す。す。

橋本知橋本知橋本知橋本知事公室審議事公室審議事公室審議事公室審議官官官官（（（（漢漢漢漢方の方の方の方のメッカ推進プロジェクトメッカ推進プロジェクトメッカ推進プロジェクトメッカ推進プロジェクト担当）担当）担当）担当）兼兼兼兼産業・雇用振興部次長で産業・雇用振興部次長で産業・雇用振興部次長で産業・雇用振興部次長で

ございます。ございます。ございます。ございます。

○橋本知事公室審議官（漢方のメッカ推進プロジェクト担当）兼産業・雇用振興部次長○橋本知事公室審議官（漢方のメッカ推進プロジェクト担当）兼産業・雇用振興部次長○橋本知事公室審議官（漢方のメッカ推進プロジェクト担当）兼産業・雇用振興部次長○橋本知事公室審議官（漢方のメッカ推進プロジェクト担当）兼産業・雇用振興部次長

よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。

○中産業・雇用振興部長○中産業・雇用振興部長○中産業・雇用振興部長○中産業・雇用振興部長 森田森田森田森田知知知知事公室審議事公室審議事公室審議事公室審議官官官官（雇用振興（雇用振興（雇用振興（雇用振興プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト担当）担当）担当）担当）兼兼兼兼産業・雇産業・雇産業・雇産業・雇

用振興部次長でございます。用振興部次長でございます。用振興部次長でございます。用振興部次長でございます。

○森田知事公室審議官（雇用振興プロジェクト担当）兼産業・雇用振興部次長○森田知事公室審議官（雇用振興プロジェクト担当）兼産業・雇用振興部次長○森田知事公室審議官（雇用振興プロジェクト担当）兼産業・雇用振興部次長○森田知事公室審議官（雇用振興プロジェクト担当）兼産業・雇用振興部次長 よろしくよろしくよろしくよろしく

お願いします。お願いします。お願いします。お願いします。

○中産業・雇用振興部長○中産業・雇用振興部長○中産業・雇用振興部長○中産業・雇用振興部長 角角角角田産業・雇用振興部次長（田産業・雇用振興部次長（田産業・雇用振興部次長（田産業・雇用振興部次長（企画企画企画企画管理室長事務管理室長事務管理室長事務管理室長事務取扱取扱取扱取扱）でござい）でござい）でござい）でござい

ます。ます。ます。ます。

○角田産業・雇用振興部次長（企画管理室長事務取扱）○角田産業・雇用振興部次長（企画管理室長事務取扱）○角田産業・雇用振興部次長（企画管理室長事務取扱）○角田産業・雇用振興部次長（企画管理室長事務取扱） 角角角角田でございます。よろしくお田でございます。よろしくお田でございます。よろしくお田でございます。よろしくお

願いします。願いします。願いします。願いします。

○中産業・雇用振興部長○中産業・雇用振興部長○中産業・雇用振興部長○中産業・雇用振興部長 村村村村上上上上産業振興産業振興産業振興産業振興総合総合総合総合センター所長でございます。センター所長でございます。センター所長でございます。センター所長でございます。

○村上産業振興総合センター所長○村上産業振興総合センター所長○村上産業振興総合センター所長○村上産業振興総合センター所長 よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。

○中産業・雇用振興部長○中産業・雇用振興部長○中産業・雇用振興部長○中産業・雇用振興部長 前阪産業前阪産業前阪産業前阪産業政策課政策課政策課政策課長でございます。長でございます。長でございます。長でございます。

○前阪産業政策課長○前阪産業政策課長○前阪産業政策課長○前阪産業政策課長 前阪でございます。前阪でございます。前阪でございます。前阪でございます。どうぞどうぞどうぞどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。

○中産業・雇用振興部長○中産業・雇用振興部長○中産業・雇用振興部長○中産業・雇用振興部長 大西企大西企大西企大西企業業業業立立立立地地地地推進課推進課推進課推進課長でございます。長でございます。長でございます。長でございます。

○大西企業立地推進課長○大西企業立地推進課長○大西企業立地推進課長○大西企業立地推進課長 大西大西大西大西でございます。でございます。でございます。でございます。どうぞどうぞどうぞどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。

○中産業・雇用振興部長○中産業・雇用振興部長○中産業・雇用振興部長○中産業・雇用振興部長 村村村村上上上上雇用労雇用労雇用労雇用労政課政課政課政課長でございます。長でございます。長でございます。長でございます。

○村上雇用労政課長○村上雇用労政課長○村上雇用労政課長○村上雇用労政課長 よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。

○中産業・雇用振興部長○中産業・雇用振興部長○中産業・雇用振興部長○中産業・雇用振興部長 以上以上以上以上でございます。でございます。でございます。でございます。どうぞどうぞどうぞどうぞよろしくお願いをいたします。よろしくお願いをいたします。よろしくお願いをいたします。よろしくお願いをいたします。

○福谷農林部長○福谷農林部長○福谷農林部長○福谷農林部長 農林部長を農林部長を農林部長を農林部長を拝命拝命拝命拝命いたしました福谷でございます。いたしました福谷でございます。いたしました福谷でございます。いたしました福谷でございます。どうどうどうどうかよろしくお願いかよろしくお願いかよろしくお願いかよろしくお願い

をいたします。をいたします。をいたします。をいたします。

それでは、当部の異動のありました職員をご紹介をそれでは、当部の異動のありました職員をご紹介をそれでは、当部の異動のありました職員をご紹介をそれでは、当部の異動のありました職員をご紹介をさせさせさせさせていただていただていただていただききききます。ます。ます。ます。

植植植植田農林部次長（田農林部次長（田農林部次長（田農林部次長（企画企画企画企画管理室長事務管理室長事務管理室長事務管理室長事務取扱取扱取扱取扱）でございます。）でございます。）でございます。）でございます。

○植田農林部次長（企画管理室長事務取扱）○植田農林部次長（企画管理室長事務取扱）○植田農林部次長（企画管理室長事務取扱）○植田農林部次長（企画管理室長事務取扱） 植植植植田でございます。田でございます。田でございます。田でございます。どうぞどうぞどうぞどうぞよろしくお願いよろしくお願いよろしくお願いよろしくお願い

いたします。いたします。いたします。いたします。
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○福谷農林部長○福谷農林部長○福谷農林部長○福谷農林部長 野野野野添添添添農林部次長（農農林部次長（農農林部次長（農農林部次長（農政政政政担当、地域農担当、地域農担当、地域農担当、地域農政課政課政課政課長事務長事務長事務長事務取扱取扱取扱取扱）でございます。）でございます。）でございます。）でございます。

○野添農林部次長（農政担当、地域農政課長事務取扱）○野添農林部次長（農政担当、地域農政課長事務取扱）○野添農林部次長（農政担当、地域農政課長事務取扱）○野添農林部次長（農政担当、地域農政課長事務取扱） よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。

○福谷農林部長○福谷農林部長○福谷農林部長○福谷農林部長 久久久久森農業経済森農業経済森農業経済森農業経済課課課課長でございます。長でございます。長でございます。長でございます。

○久森農業経済課長○久森農業経済課長○久森農業経済課長○久森農業経済課長 久久久久森でございます。よろしくお願いいたします。森でございます。よろしくお願いいたします。森でございます。よろしくお願いいたします。森でございます。よろしくお願いいたします。

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

○佐野森林整備課長○佐野森林整備課長○佐野森林整備課長○佐野森林整備課長 よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。

○福谷農林部長○福谷農林部長○福谷農林部長○福谷農林部長 以上以上以上以上でございます。よろしくお願いいたします。でございます。よろしくお願いいたします。でございます。よろしくお願いいたします。でございます。よろしくお願いいたします。

○中尾知事公室審議官（県営プール跡地活用プロジェクト担当）兼まちづくり推進局次長○中尾知事公室審議官（県営プール跡地活用プロジェクト担当）兼まちづくり推進局次長○中尾知事公室審議官（県営プール跡地活用プロジェクト担当）兼まちづくり推進局次長○中尾知事公室審議官（県営プール跡地活用プロジェクト担当）兼まちづくり推進局次長

（地域デザイン推進課長事務取扱）（地域デザイン推進課長事務取扱）（地域デザイン推進課長事務取扱）（地域デザイン推進課長事務取扱） 知知知知事公室審議事公室審議事公室審議事公室審議官官官官（県営（県営（県営（県営ププププーーーール跡ル跡ル跡ル跡地地地地活活活活用用用用プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト

担当）担当）担当）担当）兼兼兼兼ままままちづちづちづちづくりくりくりくり推進推進推進推進局次長（地域局次長（地域局次長（地域局次長（地域デザイデザイデザイデザインンンン推進課推進課推進課推進課長事務長事務長事務長事務取扱取扱取扱取扱）の中尾と）の中尾と）の中尾と）の中尾と申申申申します。よします。よします。よします。よ

ろしくお願いします。ろしくお願いします。ろしくお願いします。ろしくお願いします。

○岡委員長○岡委員長○岡委員長○岡委員長 それでは、案件に入ります。それでは、案件に入ります。それでは、案件に入ります。それでは、案件に入ります。

ままままずずずず、付、付、付、付託託託託議案の審査を議案の審査を議案の審査を議案の審査を行行行行います。当委員会に付います。当委員会に付います。当委員会に付います。当委員会に付託さ託さ託さ託されました議案は、委員会次第に記れました議案は、委員会次第に記れました議案は、委員会次第に記れました議案は、委員会次第に記

載載載載のとおりであります。審査にのとおりであります。審査にのとおりであります。審査にのとおりであります。審査に先立ち申先立ち申先立ち申先立ち申しししし上げ上げ上げ上げておておておておききききますが、委員長報告は正副委員長会ますが、委員長報告は正副委員長会ますが、委員長報告は正副委員長会ますが、委員長報告は正副委員長会

議の議の議の議の申申申申しししし合わせ合わせ合わせ合わせにより、付により、付により、付により、付託託託託をををを受け受け受け受けました議案の審査ました議案の審査ました議案の審査ました議案の審査結果結果結果結果についてのみの報告となりますについてのみの報告となりますについてのみの報告となりますについてのみの報告となります

ので、あので、あので、あので、あららららかじめご了承願います。かじめご了承願います。かじめご了承願います。かじめご了承願います。

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

○中産業・雇用振興部長○中産業・雇用振興部長○中産業・雇用振興部長○中産業・雇用振興部長 それでは、平成２５年６月定例県議会に産業・雇用振興部としそれでは、平成２５年６月定例県議会に産業・雇用振興部としそれでは、平成２５年６月定例県議会に産業・雇用振興部としそれでは、平成２５年６月定例県議会に産業・雇用振興部とし

てててて提提提提出いたしております議案につ出いたしております議案につ出いたしております議案につ出いたしております議案につききききまして、ごまして、ごまして、ごまして、ご説説説説明を明を明を明を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２５年６月定例県議会平成２５年６月定例県議会平成２５年６月定例県議会平成２５年６月定例県議会提提提提出予算案の出予算案の出予算案の出予算案の概概概概要要要要」」」」をお開をお開をお開をお開ききききいただいただいただいただきききき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。

７７７７ペペペペーーーージジジジ、９その他、職員、９その他、職員、９その他、職員、９その他、職員給与給与給与給与費でございますが、費でございますが、費でございますが、費でございますが、給与給与給与給与減額減額減額減額支給措置支給措置支給措置支給措置等に係る職員等に係る職員等に係る職員等に係る職員給与給与給与給与

費４９費４９費４９費４９億円余億円余億円余億円余の減額のの減額のの減額のの減額のうちうちうちうち、産業・雇用振興部に係る、産業・雇用振興部に係る、産業・雇用振興部に係る、産業・雇用振興部に係るもももものにつのにつのにつのにつききききましては、ましては、ましては、ましては、款款款款、雇用、雇用、雇用、雇用政策政策政策政策

費において１費において１費において１費において１，，，，７５０７５０７５０７５０万万万万１１１１，，，，００００００００００００円円円円、、、、及び款及び款及び款及び款、産業振興費で３、産業振興費で３、産業振興費で３、産業振興費で３，，，，１１９１１９１１９１１９万万万万５５５５，，，，００００００００００００円円円円

を減額するを減額するを減額するを減額するもももものでございます。のでございます。のでございます。のでございます。

続続続続いて、８いて、８いて、８いて、８ペペペペーーーージジジジ、４、平成２５年度奈良県営競輪事業費特別会計補正予算案（第２、４、平成２５年度奈良県営競輪事業費特別会計補正予算案（第２、４、平成２５年度奈良県営競輪事業費特別会計補正予算案（第２、４、平成２５年度奈良県営競輪事業費特別会計補正予算案（第２

号）でございますが、号）でございますが、号）でございますが、号）でございますが、こちらも先こちらも先こちらも先こちらも先ほほほほどどどどとととと同様同様同様同様に、競輪場にに、競輪場にに、競輪場にに、競輪場に勤勤勤勤務する職員の務する職員の務する職員の務する職員の給与給与給与給与減額減額減額減額支給措支給措支給措支給措

置置置置等に係る職員等に係る職員等に係る職員等に係る職員給与給与給与給与費の減額で、費の減額で、費の減額で、費の減額で、款款款款、産業振興費、項、競輪事業費において３２６、産業振興費、項、競輪事業費において３２６、産業振興費、項、競輪事業費において３２６、産業振興費、項、競輪事業費において３２６万万万万７７７７，，，，

００００００００００００円円円円を減額するととを減額するととを減額するととを減額するととももももに、項、一般会計繰出金においてに、項、一般会計繰出金においてに、項、一般会計繰出金においてに、項、一般会計繰出金において増増増増額する額する額する額するもももものでございます。のでございます。のでございます。のでございます。

続続続続いて、３、地方自治法第１７９条第１項の規定による専決処分の報告のいて、３、地方自治法第１７９条第１項の規定による専決処分の報告のいて、３、地方自治法第１７９条第１項の規定による専決処分の報告のいて、３、地方自治法第１７９条第１項の規定による専決処分の報告のうちうちうちうち、平成２、平成２、平成２、平成２

５年度奈良県営競輪事業費特別会計補正予算（第１号）繰５年度奈良県営競輪事業費特別会計補正予算（第１号）繰５年度奈良県営競輪事業費特別会計補正予算（第１号）繰５年度奈良県営競輪事業費特別会計補正予算（第１号）繰上充上充上充上充用金でございます。平成２用金でございます。平成２用金でございます。平成２用金でございます。平成２
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４年度の県営競輪事業費特別会計において、前年度繰４年度の県営競輪事業費特別会計において、前年度繰４年度の県営競輪事業費特別会計において、前年度繰４年度の県営競輪事業費特別会計において、前年度繰上充上充上充上充用金と用金と用金と用金と合わせ合わせ合わせ合わせて９て９て９て９，，，，３８３３８３３８３３８３万万万万４４４４，，，，

００００００００００００円円円円のののの赤字赤字赤字赤字を計を計を計を計上上上上するするするするここここととなととなととなととなっっっったため、地方自治法たため、地方自治法たため、地方自治法たため、地方自治法施行令施行令施行令施行令第１６６条の２の規定に第１６６条の２の規定に第１６６条の２の規定に第１６６条の２の規定に

より、平成２５年度のより、平成２５年度のより、平成２５年度のより、平成２５年度の歳歳歳歳入入入入歳歳歳歳出予算を補正し、出予算を補正し、出予算を補正し、出予算を補正し、ここここのののの不足不足不足不足分を補分を補分を補分を補うううう繰繰繰繰上充上充上充上充用を用を用を用を行っ行っ行っ行ったたたたもももものでのでのでので

ございます。ございます。ございます。ございます。

平成２４年度の奈良県営競輪事業において、平成２４年度の奈良県営競輪事業において、平成２４年度の奈良県営競輪事業において、平成２４年度の奈良県営競輪事業において、全国的全国的全国的全国的な公営競な公営競な公営競な公営競技技技技のののの不不不不審の中、審の中、審の中、審の中、各種各種各種各種委委委委託託託託経経経経

費の見直し費の見直し費の見直し費の見直しや投票や投票や投票や投票所の所の所の所の集約及び従集約及び従集約及び従集約及び従事員の出事員の出事員の出事員の出勤調整勤調整勤調整勤調整等による人件費の等による人件費の等による人件費の等による人件費の削削削削減に減に減に減に努努努努めるととめるととめるととめるととももももに、に、に、に、

選選選選手手手手賞賞賞賞金の金の金の金の引き下げ引き下げ引き下げ引き下げ等と等と等と等とも合わせも合わせも合わせも合わせまして、まして、まして、まして、単単単単年度で２年度で２年度で２年度で２，，，，８４５８４５８４５８４５万円万円万円万円のののの黒字黒字黒字黒字となりました。となりました。となりました。となりました。

しかし、前年度、繰しかし、前年度、繰しかし、前年度、繰しかし、前年度、繰上充上充上充上充用額１用額１用額１用額１億億億億２２２２，，，，２２８２２８２２８２２８万円万円万円万円の補ての補ての補ての補てんんんんまではまではまではまでは至らず至らず至らず至らず、、、、昨昨昨昨年度に年度に年度に年度に引き続引き続引き続引き続

きききき繰繰繰繰上充上充上充上充用が必要とな用が必要とな用が必要とな用が必要となっっっったたたたもももものでございます。なお、繰のでございます。なお、繰のでございます。なお、繰のでございます。なお、繰上充上充上充上充用金に用金に用金に用金に充充充充てるてるてるてるべきべきべきべき平成２５年平成２５年平成２５年平成２５年

度度度度歳歳歳歳入については、平成２５年度入については、平成２５年度入については、平成２５年度入については、平成２５年度選選選選手手手手賞賞賞賞金の減額が金の減額が金の減額が金の減額が確確確確定定定定さささされたれたれたれたこここことによるとによるとによるとによる不不不不用分と、用分と、用分と、用分と、各種各種各種各種

委委委委託託託託料において経費料において経費料において経費料において経費節節節節減を減を減を減を図図図図るるるるこここことにより、とにより、とにより、とにより、余剰余剰余剰余剰財財財財源源源源をををを充充充充てるてるてるてるこここことにいたしました。とにいたしました。とにいたしました。とにいたしました。ここここのののの

繰繰繰繰上充上充上充上充用は、会計年度計用は、会計年度計用は、会計年度計用は、会計年度計画画画画にににに歳歳歳歳入入入入不足不足不足不足をををを確確確確定定定定させさせさせさせたたたた上上上上で、出で、出で、出で、出納閉鎖期納閉鎖期納閉鎖期納閉鎖期日前、すな日前、すな日前、すな日前、すなわちわちわちわち５月５月５月５月

３１日までに処理する必要があ３１日までに処理する必要があ３１日までに処理する必要があ３１日までに処理する必要があっっっったたたたこここことかとかとかとからららら、、、、やむやむやむやむをををを得ず得ず得ず得ず、地方自治法第１７９条第１項、地方自治法第１７９条第１項、地方自治法第１７９条第１項、地方自治法第１７９条第１項

の規定による専決処分としたの規定による専決処分としたの規定による専決処分としたの規定による専決処分としたももももので、ので、ので、ので、同同同同条第３項の規定により報告し、ご承条第３項の規定により報告し、ご承条第３項の規定により報告し、ご承条第３項の規定により報告し、ご承認認認認をお願いすをお願いすをお願いすをお願いす

るるるるもももものでございます。のでございます。のでございます。のでございます。

なお、競輪事業に関する補正予算のなお、競輪事業に関する補正予算のなお、競輪事業に関する補正予算のなお、競輪事業に関する補正予算の内容内容内容内容は、別は、別は、別は、別冊冊冊冊のののの「「「「平成２５年度一般会計、特別会計平成２５年度一般会計、特別会計平成２５年度一般会計、特別会計平成２５年度一般会計、特別会計

補正予算に関する補正予算に関する補正予算に関する補正予算に関する説説説説明書明書明書明書」」」」の５８の５８の５８の５８ペペペペーーーージジジジかかかからららら６６６６６６６６ペペペペーーーージジジジにににに掲載掲載掲載掲載をしておりますとおりでごをしておりますとおりでごをしておりますとおりでごをしておりますとおりでご

ざいます。ざいます。ざいます。ざいます。

続き続き続き続きましてましてましてまして、、、、「「「「平成２５年度一般会計特別会計補正予算案その他平成２５年度一般会計特別会計補正予算案その他平成２５年度一般会計特別会計補正予算案その他平成２５年度一般会計特別会計補正予算案その他」」」」の８３の８３の８３の８３ペペペペーーーージジジジをお願をお願をお願をお願

いします。報第１号の平成２４年度奈良県一般会計予算繰越計算書の報告についてでございします。報第１号の平成２４年度奈良県一般会計予算繰越計算書の報告についてでございします。報第１号の平成２４年度奈良県一般会計予算繰越計算書の報告についてでございします。報第１号の平成２４年度奈良県一般会計予算繰越計算書の報告についてでござ

います。第９います。第９います。第９います。第９款款款款産業振興費、第１項地域産業費で、産業振興費、第１項地域産業費で、産業振興費、第１項地域産業費で、産業振興費、第１項地域産業費で、エネルギエネルギエネルギエネルギーーーービジョビジョビジョビジョンンンン推進推進推進推進事業６００事業６００事業６００事業６００万万万万

円円円円、、、、再再再再生生生生可能エネルギ可能エネルギ可能エネルギ可能エネルギーーーー高高高高度度度度利活利活利活利活用用用用推進推進推進推進事業５事業５事業５事業５，，，，００００００００００００万円万円万円万円の繰り越しをお願いするの繰り越しをお願いするの繰り越しをお願いするの繰り越しをお願いするもももものののの

でございます。でございます。でございます。でございます。

ここここれれれれららららの事業はいの事業はいの事業はいの事業はいずずずずれれれれも国も国も国も国補正の補正の補正の補正の対応対応対応対応等により、２月議会で補正予算等により、２月議会で補正予算等により、２月議会で補正予算等により、２月議会で補正予算化化化化したしたしたしたもももものでござのでござのでござのでござ

います。なお、それいます。なお、それいます。なお、それいます。なお、それぞぞぞぞれの繰り越し事業につれの繰り越し事業につれの繰り越し事業につれの繰り越し事業につききききましては、平成２５年度に新たに地域振興ましては、平成２５年度に新たに地域振興ましては、平成２５年度に新たに地域振興ましては、平成２５年度に新たに地域振興

部に部に部に部に設置さ設置さ設置さ設置されましたれましたれましたれましたエネルギエネルギエネルギエネルギーーーー政策課政策課政策課政策課がががが引き続き引き続き引き続き引き続き事業を事業を事業を事業を実施実施実施実施するするするするここここととなととなととなととなっっっったため、繰りたため、繰りたため、繰りたため、繰り

越し越し越し越し先先先先は第３は第３は第３は第３款款款款地域振興費、第１項地域振興地域振興費、第１項地域振興地域振興費、第１項地域振興地域振興費、第１項地域振興調整調整調整調整費となる費となる費となる費となるもももものでございます。のでございます。のでございます。のでございます。

次に、６２次に、６２次に、６２次に、６２ペペペペーーーージジジジ、議第５２号、奈良県緊急雇用創出事業臨時特例基金条例の一部を改、議第５２号、奈良県緊急雇用創出事業臨時特例基金条例の一部を改、議第５２号、奈良県緊急雇用創出事業臨時特例基金条例の一部を改、議第５２号、奈良県緊急雇用創出事業臨時特例基金条例の一部を改

正する条例についてでございます。正する条例についてでございます。正する条例についてでございます。正する条例についてでございます。本本本本件は、件は、件は、件は、本本本本年２月、日年２月、日年２月、日年２月、日本再本再本再本再生に生に生に生に向け向け向け向けた緊急経済た緊急経済た緊急経済た緊急経済対策対策対策対策にににに

より緊急雇用創出事業がより緊急雇用創出事業がより緊急雇用創出事業がより緊急雇用創出事業が拡充さ拡充さ拡充さ拡充され、地域にれ、地域にれ、地域にれ、地域に根差根差根差根差した産業におした産業におした産業におした産業におけけけける安定る安定る安定る安定的的的的な雇用創出に資すな雇用創出に資すな雇用創出に資すな雇用創出に資す
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る事業を奈良県る事業を奈良県る事業を奈良県る事業を奈良県内内内内のののの民間企民間企民間企民間企業等に委業等に委業等に委業等に委託託託託し、し、し、し、失失失失業者の雇用を業者の雇用を業者の雇用を業者の雇用を確確確確保する保する保する保する企企企企業業業業支援型支援型支援型支援型地域雇用創地域雇用創地域雇用創地域雇用創

造造造造事業が創事業が創事業が創事業が創設さ設さ設さ設されたれたれたれたこここことにとにとにとに伴伴伴伴いまして、条例のいまして、条例のいまして、条例のいまして、条例の有効期限有効期限有効期限有効期限を平成２６年６月３０日かを平成２６年６月３０日かを平成２６年６月３０日かを平成２６年６月３０日からららら平成平成平成平成

２７年６月３０日２７年６月３０日２７年６月３０日２７年６月３０日へへへへと１年と１年と１年と１年延延延延長する長する長する長するもももものでございます。のでございます。のでございます。のでございます。

続き続き続き続きまして、７６まして、７６まして、７６まして、７６ペペペペーーーージジジジ、議第５８号、財産の減額貸付についてでございます。、議第５８号、財産の減額貸付についてでございます。、議第５８号、財産の減額貸付についてでございます。、議第５８号、財産の減額貸付についてでございます。本本本本件は、件は、件は、件は、

いいいいここここいの村いの村いの村いの村大和高原大和高原大和高原大和高原のののの土土土土地、地、地、地、建物建物建物建物を公を公を公を公募募募募により決定した事業者に貸付料を減額して貸し付により決定した事業者に貸付料を減額して貸し付により決定した事業者に貸付料を減額して貸し付により決定した事業者に貸付料を減額して貸し付

けけけけるため、議会の議決を求めるるため、議会の議決を求めるるため、議会の議決を求めるるため、議会の議決を求めるもももものでございます。のでございます。のでございます。のでございます。

いいいいここここいの村いの村いの村いの村大和高原大和高原大和高原大和高原につにつにつにつききききましては、平成２０年３月、ましては、平成２０年３月、ましては、平成２０年３月、ましては、平成２０年３月、施設施設施設施設のののの有効活有効活有効活有効活用を用を用を用を図図図図るるるる観点観点観点観点かかかからららら、、、、

借借借借りりりり受け受け受け受け人を公人を公人を公人を公募募募募し、貸付金額を年額１し、貸付金額を年額１し、貸付金額を年額１し、貸付金額を年額１，，，，００００００００００００万円万円万円万円、貸付、貸付、貸付、貸付期間期間期間期間を１０年を１０年を１０年を１０年間間間間とし、とし、とし、とし、有限有限有限有限会会会会

社社社社天天天天平平平平フフフフーーーーズズズズに貸し付に貸し付に貸し付に貸し付けけけけているとているとているとているとこここころでございます。今ろでございます。今ろでございます。今ろでございます。今回回回回、貸付、貸付、貸付、貸付期間期間期間期間ののののうちうちうちうち前前前前半半半半５年５年５年５年間間間間がががが

終終終終了いたしました。後了いたしました。後了いたしました。後了いたしました。後半半半半５年５年５年５年間間間間のののの契約契約契約契約をををを締結締結締結締結するに当たり、前するに当たり、前するに当たり、前するに当たり、前回回回回とととと同様同様同様同様に年額１に年額１に年額１に年額１，，，，００００００００００００

万円万円万円万円に減額して貸し付に減額して貸し付に減額して貸し付に減額して貸し付けけけけたいとたいとたいとたいと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。

減額する理減額する理減額する理減額する理由由由由といたしましては、当といたしましては、当といたしましては、当といたしましては、当該施設該施設該施設該施設をでをでをでをでききききるだるだるだるだけ廉け廉け廉け廉価に貸し付価に貸し付価に貸し付価に貸し付けけけけて、て、て、て、施設施設施設施設のののの大大大大規規規規

模修模修模修模修理を理を理を理を含含含含めた一めた一めた一めた一切切切切のののの維持維持維持維持管理経費を事業者に負担管理経費を事業者に負担管理経費を事業者に負担管理経費を事業者に負担させさせさせさせるためでございます。減額する貸るためでございます。減額する貸るためでございます。減額する貸るためでございます。減額する貸

付料の額といたしましては、県が定める貸付付料の額といたしましては、県が定める貸付付料の額といたしましては、県が定める貸付付料の額といたしましては、県が定める貸付期間期間期間期間算定基算定基算定基算定基準準準準に基に基に基に基づきづきづきづき算定した額、２算定した額、２算定した額、２算定した額、２，，，，２１２１２１２１

１１１１万万万万１１１１，，，，００００００００００００円円円円かかかからららら１１１１，，，，００００００００００００万円万円万円万円をををを控除控除控除控除した額でございます。財産を減額して貸し付した額でございます。財産を減額して貸し付した額でございます。財産を減額して貸し付した額でございます。財産を減額して貸し付

けけけけるため、地方自治法第９６条第１項第６号の規定により、議会の議決をお願いする次第るため、地方自治法第９６条第１項第６号の規定により、議会の議決をお願いする次第るため、地方自治法第９６条第１項第６号の規定により、議会の議決をお願いする次第るため、地方自治法第９６条第１項第６号の規定により、議会の議決をお願いする次第

でございます。でございます。でございます。でございます。

続き続き続き続きまして、１０２まして、１０２まして、１０２まして、１０２ペペペペーーーージジジジ、報第１５号、公益財団法人奈良県地域産業振興センターの、報第１５号、公益財団法人奈良県地域産業振興センターの、報第１５号、公益財団法人奈良県地域産業振興センターの、報第１５号、公益財団法人奈良県地域産業振興センターの

経営状況の報告について、ご経営状況の報告について、ご経営状況の報告について、ご経営状況の報告について、ご説説説説明明明明させさせさせさせていただていただていただていただききききます。お手元のます。お手元のます。お手元のます。お手元の冊冊冊冊子の子の子の子の「「「「公益財団法人奈公益財団法人奈公益財団法人奈公益財団法人奈

良県地域産業振興センター平成２４年度業務報告書良県地域産業振興センター平成２４年度業務報告書良県地域産業振興センター平成２４年度業務報告書良県地域産業振興センター平成２４年度業務報告書」」」」をごをごをごをごらんらんらんらんいただいただいただいただきききき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。

地方自治法第２４３条の３、第２項の規定により地方自治法第２４３条の３、第２項の規定により地方自治法第２４３条の３、第２項の規定により地方自治法第２４３条の３、第２項の規定により提提提提出いたしました公益財団法人奈良県地出いたしました公益財団法人奈良県地出いたしました公益財団法人奈良県地出いたしました公益財団法人奈良県地

域産業振興センターの経営状況のご域産業振興センターの経営状況のご域産業振興センターの経営状況のご域産業振興センターの経営状況のご説説説説明を明を明を明を申申申申しししし上げ上げ上げ上げます。ます。ます。ます。

ままままずずずず、ま、ま、ま、まこここことにとにとにとに申申申申ししししわけわけわけわけありまありまありまありませんせんせんせんが、が、が、が、説説説説明に入明に入明に入明に入らせらせらせらせていただく前に、ていただく前に、ていただく前に、ていただく前に、内容内容内容内容についてのについてのについてのについての

訂訂訂訂正がございました。資料の４正がございました。資料の４正がございました。資料の４正がございました。資料の４ペペペペーーーージジジジ、、、、Ⅱ企Ⅱ企Ⅱ企Ⅱ企業価業価業価業価値値値値創出創出創出創出支援支援支援支援の、１、新事業・新の、１、新事業・新の、１、新事業・新の、１、新事業・新技術技術技術技術・新・新・新・新

製品製品製品製品等の開等の開等の開等の開発促進発促進発促進発促進いいいいうううう項項項項目目目目の中に、の中に、の中に、の中に、企企企企業業業業発掘フェ発掘フェ発掘フェ発掘フェーーーーズズズズと書いたとと書いたとと書いたとと書いたとこここころがあろろがあろろがあろろがあろううううかとかとかとかと思思思思いまいまいまいま

す。その中の（３す。その中の（３す。その中の（３す。その中の（３））））、奈良、奈良、奈良、奈良高高高高専専専専技術情技術情技術情技術情報報報報活活活活用用用用支援支援支援支援事業の項事業の項事業の項事業の項目目目目の中で、の中で、の中で、の中で、現在現在現在現在はははは「「「「奈良県と奈奈良県と奈奈良県と奈奈良県と奈

良県良県良県良県工工工工業業業業高高高高等専等専等専等専門学校門学校門学校門学校とのとのとのとの」」」」といといといというううう記記記記載載載載がございます。正しくはがございます。正しくはがございます。正しくはがございます。正しくは、、、、「「「「奈良県と奈良奈良県と奈良奈良県と奈良奈良県と奈良工工工工業業業業高高高高

等専等専等専等専門学校門学校門学校門学校」」」」、後ろの県が要、後ろの県が要、後ろの県が要、後ろの県が要ららららないといないといないといないというこうこうこうことで、そのとで、そのとで、そのとで、その削除削除削除削除お願いをしたいとお願いをしたいとお願いをしたいとお願いをしたいと思思思思います。います。います。います。

よろしいでしよろしいでしよろしいでしよろしいでしょうょうょうょうか。か。か。か。

では、では、では、では、訂訂訂訂正いただいたとい正いただいたとい正いただいたとい正いただいたというこうこうこうことで、まとで、まとで、まとで、まずずずず、経営状況の報告に、経営状況の報告に、経営状況の報告に、経営状況の報告に先立ち先立ち先立ち先立ちまして、財団法人まして、財団法人まして、財団法人まして、財団法人
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奈良県中奈良県中奈良県中奈良県中小企小企小企小企業業業業支援支援支援支援センターは平成２５年４月１日付で公益財団法人センターは平成２５年４月１日付で公益財団法人センターは平成２５年４月１日付で公益財団法人センターは平成２５年４月１日付で公益財団法人へ移行へ移行へ移行へ移行いたしまして、いたしまして、いたしまして、いたしまして、

新たに、公益財団法人奈良県地域産業振興センターとして新たに、公益財団法人奈良県地域産業振興センターとして新たに、公益財団法人奈良県地域産業振興センターとして新たに、公益財団法人奈良県地域産業振興センターとして発足発足発足発足するするするするここここととなりましたととなりましたととなりましたととなりましたこここことととと

をご報告ををご報告ををご報告ををご報告を申申申申しししし上げ上げ上げ上げ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。気持ちも気持ちも気持ちも気持ちも新たに、新しくで新たに、新しくで新たに、新しくで新たに、新しくでききききました県直ました県直ました県直ました県直轄轄轄轄の組織での組織での組織での組織で

ございます奈良県地域産業振興センターとございます奈良県地域産業振興センターとございます奈良県地域産業振興センターとございます奈良県地域産業振興センターと連携連携連携連携して、地域産業の振興、して、地域産業の振興、して、地域産業の振興、して、地域産業の振興、発展発展発展発展にににに寄与寄与寄与寄与してましてましてましてま

いりたいといりたいといりたいといりたいと思っ思っ思っ思っております。ております。ております。ております。

それでは、業務報告の中それでは、業務報告の中それでは、業務報告の中それでは、業務報告の中身身身身についてごについてごについてごについてご説説説説明明明明させさせさせさせていただていただていただていただききききます。まます。まます。まます。まずずずず、１、１、１、１ペペペペーーーージジジジ、、、、概概概概要要要要

についてでございますが、についてでございますが、についてでございますが、についてでございますが、我我我我がががが国並び国並び国並び国並びに県に県に県に県内内内内経済状況について、その経済状況について、その経済状況について、その経済状況について、その概略概略概略概略を記を記を記を記載載載載しておりしておりしておりしており

ます。長ます。長ます。長ます。長引引引引くくくく円高円高円高円高、、、、デフレ不デフレ不デフレ不デフレ不況か況か況か況から脱却ら脱却ら脱却ら脱却し、雇用者所し、雇用者所し、雇用者所し、雇用者所得得得得のののの拡大拡大拡大拡大をををを目指目指目指目指すすすすべべべべくくくく実施さ実施さ実施さ実施されたれたれたれた政政政政

府府府府の緊急経済の緊急経済の緊急経済の緊急経済対策対策対策対策により、により、により、により、景気回復へ景気回復へ景気回復へ景気回復へのののの期待感期待感期待感期待感がががが高高高高まる中、まる中、まる中、まる中、本本本本県の経済動県の経済動県の経済動県の経済動向向向向にににに目目目目をををを向け向け向け向けるるるる

と、と、と、と、個個個個人人人人消消消消費は費は費は費は低調低調低調低調にににに推移推移推移推移しているしているしているしているもももものの、雇用のの、雇用のの、雇用のの、雇用情勢情勢情勢情勢、生産、生産、生産、生産活活活活動は動は動は動は緩緩緩緩ややややかにかにかにかに持ち持ち持ち持ち直す動直す動直す動直す動きききき

が見が見が見が見らららられました。今後、緊急経済れました。今後、緊急経済れました。今後、緊急経済れました。今後、緊急経済対策対策対策対策等の等の等の等の政策効果や政策効果や政策効果や政策効果や輸輸輸輸出出出出環境環境環境環境の改の改の改の改善善善善にににに伴う受伴う受伴う受伴う受注注注注増増増増加等に加等に加等に加等に

より、県より、県より、県より、県内内内内経済経済経済経済も回復も回復も回復も回復基基基基調調調調にににに向向向向かかかかうこうこうこうことがとがとがとが期待さ期待さ期待さ期待された年でございました。れた年でございました。れた年でございました。れた年でございました。

こうこうこうこうした中、県した中、県した中、県した中、県内内内内の中の中の中の中小企小企小企小企業の自業の自業の自業の自立立立立、成長、、成長、、成長、、成長、継継継継続へ続へ続へ続へのののの支援支援支援支援により、県により、県により、県により、県内内内内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

るるるるこここことをとをとをとを使使使使命命命命とする当センターでは、経営とする当センターでは、経営とする当センターでは、経営とする当センターでは、経営力力力力向上向上向上向上、、、、企企企企業価業価業価業価値向上値向上値向上値向上、経営基、経営基、経営基、経営基盤盤盤盤のののの充実充実充実充実にににに重重重重点点点点

的的的的にににに取取取取り組り組り組り組むむむむため、次の事業をため、次の事業をため、次の事業をため、次の事業を実施実施実施実施いたしたといたしたといたしたといたしたとこここころでございます。ろでございます。ろでございます。ろでございます。

３３３３ペペペペーーーージジジジ、、、、ⅠⅠⅠⅠ経営経営経営経営力力力力向上支援向上支援向上支援向上支援でございます。中でございます。中でございます。中でございます。中小企小企小企小企業の経営業の経営業の経営業の経営力強力強力強力強化及び化及び化及び化及び経営経営経営経営課課課課題題題題のののの解解解解決決決決

のため、経営者ののため、経営者ののため、経営者ののため、経営者のママママネジメネジメネジメネジメンンンントトトト力強力強力強力強化や化や化や化や経営経営経営経営品品品品質質質質をををを向上させ向上させ向上させ向上させるためのるためのるためのるための支援支援支援支援、専、専、専、専門門門門家家家家によるによるによるによる

個個個個別別別別指指指指導導導導をををを行行行行いました。いました。いました。いました。

１経営１経営１経営１経営品品品品質質質質向上活向上活向上活向上活動事業でございます。経営動事業でございます。経営動事業でございます。経営動事業でございます。経営品品品品質協質協質協質協議会が定める議会が定める議会が定める議会が定めるママママネジメネジメネジメネジメンンンントトトト強強強強化プロ化プロ化プロ化プロ

グラムグラムグラムグラムをををを活活活活用して、経営用して、経営用して、経営用して、経営品品品品質質質質のののの向上向上向上向上にににに取取取取り組り組り組り組むむむむ県県県県内企内企内企内企業に業に業に業に対対対対して、セして、セして、セして、セミナミナミナミナーーーーや実や実や実や実践践践践的的的的研研研研修修修修

講座講座講座講座を開を開を開を開催催催催し、３社のし、３社のし、３社のし、３社の実効実効実効実効力力力力のある経営のある経営のある経営のある経営導導導導入入入入認認認認証証証証のののの取得取得取得取得につなにつなにつなにつなげげげげたとたとたとたとこここころでございます。ろでございます。ろでございます。ろでございます。

２専２専２専２専門門門門家家家家によるによるによるによる個個個個別別別別企企企企業経営業経営業経営業経営支援支援支援支援でございます。県でございます。県でございます。県でございます。県内企内企内企内企業が業が業が業が抱抱抱抱ええええるるるる高高高高度専度専度専度専門的門的門的門的な経営な経営な経営な経営課課課課

題題題題にににに対対対対して、して、して、して、相談相談相談相談員が員が員が員が課課課課題題題題内容内容内容内容を分を分を分を分析析析析し、し、し、し、適適適適切切切切な専な専な専な専門門門門家家家家をををを選選選選定、定、定、定、派遣派遣派遣派遣し、し、し、し、現現現現場にお場にお場にお場におけけけけるるるる助助助助

言言言言、、、、指指指指導導導導をををを実施実施実施実施し、し、し、し、課課課課題解題解題解題解決を決を決を決を図っ図っ図っ図ったとたとたとたとこここころでございます。その中の（１）専ろでございます。その中の（１）専ろでございます。その中の（１）専ろでございます。その中の（１）専門門門門家派遣家派遣家派遣家派遣事事事事

業でございます。業でございます。業でございます。業でございます。相談相談相談相談の中で中の中で中の中で中の中で中小企小企小企小企業か業か業か業からららら要要要要請請請請をををを受け受け受け受けましたましたましたましたらららら、当センター、当センター、当センター、当センター登録登録登録登録専専専専門門門門家家家家をををを

直直直直接接接接現現現現地に地に地に地に派遣派遣派遣派遣し、し、し、し、課課課課題解題解題解題解決に決に決に決に向け向け向け向けたたたたききききめめめめ細細細細ややややかなかなかなかな支援支援支援支援をををを展展展展開しております。専開しております。専開しております。専開しております。専門門門門家派遣家派遣家派遣家派遣

のののの具体具体具体具体的的的的な事例は記な事例は記な事例は記な事例は記載載載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。

次次次次、、、、（２）中（２）中（２）中（２）中小企小企小企小企業業業業支援ネット支援ネット支援ネット支援ネットワワワワーーーークククク事業でございます。事業でございます。事業でございます。事業でございます。近畿近畿近畿近畿経済産業局が経済産業局が経済産業局が経済産業局が選選選選定した専定した専定した専定した専

門知門知門知門知識識識識とととと豊富豊富豊富豊富なななな実実実実績績績績をををを有有有有するするするする上上上上級アドバ級アドバ級アドバ級アドバイザイザイザイザーが、当センターのーが、当センターのーが、当センターのーが、当センターの相談相談相談相談員と員と員と員と連携連携連携連携をとりながをとりながをとりながをとりなが

らららら、、、、支援企支援企支援企支援企業業業業へへへへ専専専専門門門門家家家家をををを派遣派遣派遣派遣し、またはみし、またはみし、またはみし、またはみずずずずかかかかららららがががが赴赴赴赴きききき、経営、経営、経営、経営課課課課題題題題のののの解解解解決を決を決を決を図っ図っ図っ図ったとたとたとたとこここころろろろ
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でございます。でございます。でございます。でございます。

次の３次の３次の３次の３窓窓窓窓口口口口相談相談相談相談事業でございます。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。県内企内企内企内企業が業が業が業が抱抱抱抱ええええるるるる高高高高度専度専度専度専門的門的門的門的な経営な経営な経営な経営課課課課題題題題のののの解解解解決決決決やややや、、、、

新たな事業新たな事業新たな事業新たな事業展展展展開等を開等を開等を開等を支援支援支援支援するため、職員等がするため、職員等がするため、職員等がするため、職員等が相談相談相談相談にににに対応対応対応対応し、特にし、特にし、特にし、特に重重重重要な案件につ要な案件につ要な案件につ要な案件につききききましてましてましてまして

は事業は事業は事業は事業化化化化検討検討検討検討をををを行行行行いました。平成２４年度はいました。平成２４年度はいました。平成２４年度はいました。平成２４年度は延べ延べ延べ延べ３１４件の３１４件の３１４件の３１４件の相談相談相談相談をををを受け受け受け受けました。新ました。新ました。新ました。新連携連携連携連携、、、、

なななならららら農農農農商商商商工連携フ工連携フ工連携フ工連携ファァァァンンンンドドドド等等等等具体具体具体具体的的的的なななな相談相談相談相談内容内容内容内容と、と、と、と、ここここれにれにれにれに対対対対するするするするアドバアドバアドバアドバイイイイススススやややや成成成成果果果果は記は記は記は記載載載載のののの

とおりでございます。また、とおりでございます。また、とおりでございます。また、とおりでございます。また、顧問弁護士顧問弁護士顧問弁護士顧問弁護士による法による法による法による法律相談律相談律相談律相談では、２３件のでは、２３件のでは、２３件のでは、２３件の相談相談相談相談をををを受け受け受け受けたとたとたとたとここここ

ろでございます。ろでございます。ろでございます。ろでございます。

４４４４ペペペペーーーージジジジ、、、、Ⅱ企Ⅱ企Ⅱ企Ⅱ企業価業価業価業価値値値値創出創出創出創出支援支援支援支援でございます。でございます。でございます。でございます。企企企企業価業価業価業価値値値値のののの向上向上向上向上をををを図図図図るため、るため、るため、るため、主主主主に新事業に新事業に新事業に新事業

へへへへのののの取取取取り組みり組みり組みり組みやややや、新、新、新、新技術技術技術技術、新、新、新、新製品製品製品製品の開の開の開の開発発発発のためののためののためののための企企企企業業業業発掘発掘発掘発掘かかかからららら育育育育成、事業成、事業成、事業成、事業化へ化へ化へ化へのののの取取取取り組みり組みり組みり組み

をををを支援支援支援支援をいたしました。をいたしました。をいたしました。をいたしました。

その中の１新事業・新その中の１新事業・新その中の１新事業・新その中の１新事業・新技術技術技術技術・新・新・新・新製品製品製品製品等の開等の開等の開等の開発促進発促進発促進発促進でございます。県でございます。県でございます。県でございます。県内企内企内企内企業の業の業の業の技術課技術課技術課技術課題題題題やややや

ニニニニーーーーズズズズのののの掘掘掘掘りりりり起起起起ここここし、し、し、し、研究研究研究研究開開開開発発発発かかかから技術ら技術ら技術ら技術ののののママママッッッッチチチチンンンンググググ、、、、さらさらさらさらにはにはにはには取引取引取引取引のための基のための基のための基のための基本的本的本的本的なななな品品品品

質質質質保保保保証証証証や契約や契約や契約や契約等の等の等の等のシステムシステムシステムシステムのののの構築構築構築構築まで、一まで、一まで、一まで、一貫貫貫貫したしたしたした支援支援支援支援をををを行行行行いました。いました。いました。いました。

企企企企業業業業発掘フェ発掘フェ発掘フェ発掘フェーーーーズズズズ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、、、、（１）（１）（１）（１）ココココーーーーデデデディィィィネネネネーーーート活ト活ト活ト活動でございます。県動でございます。県動でございます。県動でございます。県内企内企内企内企業業業業

２５４社を２５４社を２５４社を２５４社を訪問訪問訪問訪問し、し、し、し、延べ延べ延べ延べ６５３６５３６５３６５３回回回回ににににわわわわたり経営方たり経営方たり経営方たり経営方針針針針、、、、コアココアココアココアコンンンンピピピピタンタンタンタンスススス、経営、経営、経営、経営課課課課題題題題等につ等につ等につ等につ

いていていていてヒアリヒアリヒアリヒアリンンンンググググのののの上上上上、、、、支援プ支援プ支援プ支援プラララランをンをンをンを検討検討検討検討いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。（２）な（２）な（２）な（２）なら発ら発ら発ら発オオオオンンンンリリリリーーーーワワワワンンンン企企企企業の業の業の業の

認認認認定でございます。定でございます。定でございます。定でございます。全国トップレ全国トップレ全国トップレ全国トップレベベベベルルルルのののの優秀優秀優秀優秀なななな技術技術技術技術をををを持持持持つ県つ県つ県つ県内企内企内企内企業１９社をな業１９社をな業１９社をな業１９社をなら発ら発ら発ら発オオオオンンンンリリリリ

ーーーーワワワワンンンン企企企企業と業と業と業と認認認認定しており、定しており、定しており、定しており、販路販路販路販路等の等の等の等の積極積極積極積極的支援的支援的支援的支援をををを展展展展開いたしました開いたしました開いたしました開いたしました。。。。（３）奈良（３）奈良（３）奈良（３）奈良高高高高専専専専技技技技

術情術情術情術情報報報報活活活活用用用用支援支援支援支援事業でございます。奈良県と奈良事業でございます。奈良県と奈良事業でございます。奈良県と奈良事業でございます。奈良県と奈良工工工工業業業業高高高高等専等専等専等専門学校門学校門学校門学校とのとのとのとの協協協協働働働働連携連携連携連携に関するに関するに関するに関する

基基基基本本本本協協協協定書に基定書に基定書に基定書に基づきづきづきづき、奈良、奈良、奈良、奈良工工工工業業業業高高高高等専等専等専等専門学校門学校門学校門学校の保の保の保の保有有有有するするするする技術や情技術や情技術や情技術や情報を報を報を報を活活活活用した用した用した用したココココーーーーデデデディィィィネネネネ

ーーーート活ト活ト活ト活動に動に動に動に対対対対してしてしてして支援支援支援支援をををを行っ行っ行っ行ったとたとたとたとこここころでございます。ろでございます。ろでございます。ろでございます。

５５５５ペペペペーーーージジジジ、、、、育育育育成成成成フェフェフェフェーーーーズズズズでございますでございますでございますでございます。。。。（１）（１）（１）（１）大学大学大学大学とのとのとのとの共共共共同同同同研究研究研究研究について１件のについて１件のについて１件のについて１件の支援支援支援支援をををを

行行行行い、３件については事前い、３件については事前い、３件については事前い、３件については事前評評評評価を価を価を価を検討検討検討検討しているとしているとしているとしているとこここころでございますろでございますろでございますろでございます。。。。（２）（２）（２）（２）ママママッッッッチチチチンンンング候グ候グ候グ候

補案件として２件を補案件として２件を補案件として２件を補案件として２件を継継継継続支援続支援続支援続支援中でございます中でございます中でございます中でございます。。。。（３）事業計（３）事業計（３）事業計（３）事業計画画画画等等等等策策策策定定定定支援支援支援支援事業でございま事業でございま事業でございま事業でございま

す。新す。新す。新す。新連携連携連携連携、地域資、地域資、地域資、地域資源活源活源活源活用、農用、農用、農用、農商商商商工連携や工連携や工連携や工連携やＡ－ＳＴＥＰＡ－ＳＴＥＰＡ－ＳＴＥＰＡ－ＳＴＥＰ等の等の等の等の国国国国の補の補の補の補助助助助事業に事業に事業に事業に対対対対し、事業計し、事業計し、事業計し、事業計

画策画策画策画策定定定定や申や申や申や申請請請請書書書書類類類類ののののブラブラブラブラッッッッシュアシュアシュアシュアップップップップ等の等の等の等の支援支援支援支援をををを実施実施実施実施し、新事業し、新事業し、新事業し、新事業展展展展開の開の開の開のきっきっきっきっかかかかけづけづけづけづくりをくりをくりをくりを

行行行行いました。いました。いました。いました。具体具体具体具体的的的的なななな内容内容内容内容については、記については、記については、記については、記載載載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。。。。（４）（４）（４）（４）戦戦戦戦略的略的略的略的基基基基盤盤盤盤技技技技

術高術高術高術高度度度度化支援化支援化支援化支援事業でございます。事業でございます。事業でございます。事業でございます。ここここの事業は、中の事業は、中の事業は、中の事業は、中小企小企小企小企業の業の業の業のももももののののづづづづくり基くり基くり基くり基盤盤盤盤技術技術技術技術のののの高高高高度度度度化化化化にににに

関する法関する法関する法関する法律律律律に基に基に基に基づづづづくくくく研究研究研究研究開開開開発発発発等計等計等計等計画画画画のののの認認認認定を定を定を定を受け受け受け受けた中た中た中た中小企小企小企小企業業業業やややや研究機研究機研究機研究機関か関か関か関からららら成る成る成る成る共共共共同同同同研究研究研究研究

体体体体がががが研究研究研究研究開開開開発発発発をををを行うも行うも行うも行うもので、当センターが事業管理ので、当センターが事業管理ので、当センターが事業管理ので、当センターが事業管理機機機機関として関として関として関として参参参参画画画画、、、、支援支援支援支援した事業でござした事業でござした事業でござした事業でござ
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います。います。います。います。具体具体具体具体的的的的な３つのな３つのな３つのな３つの研究テ研究テ研究テ研究テーーーーママママは記は記は記は記載載載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。

６６６６ペペペペーーーージジジジ、事業、事業、事業、事業化フェ化フェ化フェ化フェーーーーズズズズでございますでございますでございますでございます。。。。（１）（１）（１）（１）個個個個別別別別ＢＢＢＢ２２２２ＢマＢマＢマＢマッッッッチチチチンンンンググググでございます。でございます。でございます。でございます。

企企企企業業業業や大学や大学や大学や大学等との等との等との等との連携連携連携連携による事業による事業による事業による事業化化化化をををを支援支援支援支援したしたしたした結果結果結果結果、３件の、３件の、３件の、３件の協協協協業が成業が成業が成業が成立立立立いたしました。いたしました。いたしました。いたしました。

（２）（２）（２）（２）広広広広域域域域的的的的ＢＢＢＢ２２２２ＢマＢマＢマＢマッッッッチチチチンンンンググググのののの推進推進推進推進でございます。でございます。でございます。でございます。近畿圏近畿圏近畿圏近畿圏各支援各支援各支援各支援機機機機関の関の関の関のココココーーーーデデデディィィィネネネネータータータータ

ーをーをーをーを集集集集めて、めて、めて、めて、ＢＢＢＢ２２２２ＢマＢマＢマＢマッッッッチチチチンンンンググググのののの検討検討検討検討会を２会を２会を２会を２回回回回開開開開催催催催し、１４件のし、１４件のし、１４件のし、１４件のママママッッッッチチチチンンンンググググをををを試試試試み、み、み、み、うちうちうちうち

９件が９件が９件が９件が検討継検討継検討継検討継続続続続中でございます中でございます中でございます中でございます。。。。（３）（３）（３）（３）展展展展示商談示商談示商談示商談会会会会へへへへのののの参参参参画画画画でございます。でございます。でございます。でございます。オオオオンンンンリリリリーーーーワワワワンンンン

認認認認定定定定企企企企業等の業等の業等の業等の積極積極積極積極的的的的ななななママママッッッッチチチチンンンンググググ支援支援支援支援をををを図図図図るため、中るため、中るため、中るため、中小企小企小企小企業業業業総合展や総合展や総合展や総合展や関関関関西西西西機械機械機械機械要要要要素素素素技術展技術展技術展技術展

ななななどどどど７つの７つの７つの７つの展展展展示示示示会会会会へへへへの出の出の出の出展展展展をををを支援支援支援支援し、し、し、し、商談機商談機商談機商談機会を会を会を会を提提提提供供供供いたしました。中いたしました。中いたしました。中いたしました。中小企小企小企小企業業業業総合展総合展総合展総合展では、では、では、では、

当センター当センター当センター当センター推推推推薦薦薦薦のののの企企企企業が業が業が業がベスベスベスベストプトプトプトプララララククククティスティスティスティス賞賞賞賞最優秀最優秀最優秀最優秀賞賞賞賞をををを受賞受賞受賞受賞し、４月にし、４月にし、４月にし、４月にドドドドイイイイツツツツで開かれで開かれで開かれで開かれ

ましたましたましたましたハノハノハノハノーーーーババババー・ー・ー・ー・メッメッメッメッセ２０１３に出セ２０１３に出セ２０１３に出セ２０１３に出展展展展いたしました。なお、いたしました。なお、いたしました。なお、いたしました。なお、具体具体具体具体的的的的なななな内容内容内容内容は記は記は記は記載載載載のとのとのとのと

おりでございます。７おりでございます。７おりでございます。７おりでございます。７ペペペペーーーージジジジ、、、、（４）（４）（４）（４）オオオオーーーーププププンンンンイイイイノベノベノベノベーーーーシシシショョョョンンンンへへへへのののの参参参参画画画画によるによるによるによる大大大大手手手手企企企企業と業と業と業と

ののののママママッッッッチチチチンンンンググググ推進推進推進推進でございます。でございます。でございます。でございます。大大大大手手手手企企企企業との業との業との業とのママママッッッッチチチチンンンンググググをををを推進推進推進推進したしたしたした結果結果結果結果、３社の、３社の、３社の、３社の商談商談商談商談がががが

継継継継続続続続しております。しております。しております。しております。具体具体具体具体的的的的なななな内容内容内容内容は記は記は記は記載載載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。。。。（５）その他（５）その他（５）その他（５）その他認認認認定計定計定計定計画策画策画策画策

定等定等定等定等支援支援支援支援でございます。でございます。でございます。でございます。近畿近畿近畿近畿経済産業局が経済産業局が経済産業局が経済産業局が主催主催主催主催する関する関する関する関西も西も西も西もののののづづづづくり新くり新くり新くり新選選選選のののの申申申申請請請請ををををココココーーーーデデデディィィィ

ネネネネーーーートトトトし、１社がし、１社がし、１社がし、１社が選選選選定定定定さささされました。れました。れました。れました。

８８８８ペペペペーーーージジジジ、２な、２な、２な、２ならららら農農農農商商商商工連携フ工連携フ工連携フ工連携ファァァァンンンンドドドド活活活活用事業でございます。用事業でございます。用事業でございます。用事業でございます。ここここの事業は、中の事業は、中の事業は、中の事業は、中小企小企小企小企業基業基業基業基

盤盤盤盤整備整備整備整備機構機構機構機構、地元金、地元金、地元金、地元金融機融機融機融機関、県か関、県か関、県か関、県かららららの出資により、２５の出資により、２５の出資により、２５の出資により、２５億億億億１１１１，，，，００００００００００００万円万円万円万円の基金をの基金をの基金をの基金を造造造造成し、成し、成し、成し、

そのそのそのその運運運運用益を用益を用益を用益を活活活活用して、中用して、中用して、中用して、中小企小企小企小企業者と農林業者と農林業者と農林業者と農林漁漁漁漁業者が業者が業者が業者が連携連携連携連携してしてしてして取取取取り組り組り組り組むむむむ新新新新商商商商品品品品開開開開発発発発、、、、販路販路販路販路開開開開

拓拓拓拓事業に事業に事業に事業に対対対対しししし助助助助成する成する成する成するももももので、９件の開ので、９件の開ので、９件の開ので、９件の開発発発発テテテテーーーーママママをををを採択採択採択採択し、し、し、し、試作試作試作試作品品品品開開開開発発発発がががが行わ行わ行わ行われたとれたとれたとれたとこここころろろろ

でございます。でございます。でございます。でございます。

３地域産業３地域産業３地域産業３地域産業支援支援支援支援事業でございます。奈良県事業でございます。奈良県事業でございます。奈良県事業でございます。奈良県皮革皮革皮革皮革関関関関連連連連団団団団体体体体の新の新の新の新商商商商品品品品開開開開発や発や発や発や販路販路販路販路拡大拡大拡大拡大等の等の等の等の取取取取

り組みにり組みにり組みにり組みに対対対対し、し、し、し、助助助助成を成を成を成を行行行行いました。いました。いました。いました。

１０１０１０１０ペペペペーーーージジジジ、、、、ⅢⅢⅢⅢ経営基経営基経営基経営基盤構築盤構築盤構築盤構築支援支援支援支援でございます。中でございます。中でございます。中でございます。中小企小企小企小企業の経営の業の経営の業の経営の業の経営の強強強強化化化化をををを図図図図るため、るため、るため、るため、設設設設

備投備投備投備投資の資金資の資金資の資金資の資金面面面面でのでのでのでの支援支援支援支援、、、、ベベベベンンンンチャチャチャチャーーーー企企企企業創出業創出業創出業創出支援支援支援支援をををを行う行う行う行うととととととととももももに、に、に、に、ＩＴＩＴＩＴＩＴのののの有効活有効活有効活有効活用のた用のた用のた用のた

めのセめのセめのセめのセミナミナミナミナーーーーや各種情や各種情や各種情や各種情報の報の報の報の提提提提供供供供をををを行行行行いました。いました。いました。いました。

その中の１その中の１その中の１その中の１設備投設備投設備投設備投資の資の資の資の支援支援支援支援でございますでございますでございますでございます。。。。（１）（１）（１）（１）設備設備設備設備貸貸貸貸与与与与事業でございます。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。県内内内内のののの小小小小

規規規規模企模企模企模企業者の創業業者の創業業者の創業業者の創業やややや経営基経営基経営基経営基盤盤盤盤のののの強強強強化化化化に資するため、必要なに資するため、必要なに資するため、必要なに資するため、必要な設備投設備投設備投設備投資の資の資の資の促進促進促進促進をををを図図図図るるるるこここことをとをとをとを目目目目

的的的的として、として、として、として、設備設備設備設備を貸を貸を貸を貸与与与与する事業でございます。平成２４年度のする事業でございます。平成２４年度のする事業でございます。平成２４年度のする事業でございます。平成２４年度の実実実実績績績績といたしましては、９といたしましては、９といたしましては、９といたしましては、９

企企企企業に業に業に業に対対対対して２して２して２して２億億億億３３３３，，，，８０４８０４８０４８０４万円万円万円万円のののの設備設備設備設備貸貸貸貸与与与与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。景気景気景気景気のののの低低低低迷迷迷迷をををを反映反映反映反映してしてしてして

か、前年度か、前年度か、前年度か、前年度実実実実績績績績とととと比較比較比較比較し７６し７６し７６し７６．．．．８８８８％％％％のののの執執執執行行行行となとなとなとなっっっっておりますておりますておりますております。。。。（２）（２）（２）（２）設備設備設備設備資金貸付事業で資金貸付事業で資金貸付事業で資金貸付事業で
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ございます。ございます。ございます。ございます。ここここの事業は、の事業は、の事業は、の事業は、小小小小規規規規模企模企模企模企業者に業者に業者に業者に対対対対し、し、し、し、設備投設備投設備投設備投資額の２分の１資額の２分の１資額の２分の１資額の２分の１以内以内以内以内をををを無無無無利利利利子で貸子で貸子で貸子で貸

し付し付し付し付けけけけるるるるこここことにより、とにより、とにより、とにより、設備投設備投設備投設備投資の資の資の資の促進促進促進促進をををを図図図図るるるるもももものでございます。平成２４年度ののでございます。平成２４年度ののでございます。平成２４年度ののでございます。平成２４年度の実実実実績績績績といといといとい

たしましては、５たしましては、５たしましては、５たしましては、５企企企企業に業に業に業に対対対対して１して１して１して１，，，，８９２８９２８９２８９２万万万万８８８８，，，，００００００００００００円円円円の貸付をの貸付をの貸付をの貸付を行行行行いました。前年度いました。前年度いました。前年度いました。前年度比比比比

５１５１５１５１．．．．１１１１％％％％のののの執執執執行行行行となとなとなとなっっっっており、財ており、財ており、財ており、財源源源源はははは全全全全額県か額県か額県か額県かららららのののの借借借借入金でございます。入金でございます。入金でございます。入金でございます。

それかそれかそれかそれからららら、２、２、２、２ベベベベンンンンチャチャチャチャーーーー企企企企業創出業創出業創出業創出支援支援支援支援事業でございます。事業でございます。事業でございます。事業でございます。ここここの事業は、の事業は、の事業は、の事業は、ベベベベンンンンチャチャチャチャーーーー企企企企業業業業

へへへへのののの投投投投資後の事後資後の事後資後の事後資後の事後フフフフォォォォロロロローといたしまして、ーといたしまして、ーといたしまして、ーといたしまして、ベベベベンンンンチャチャチャチャーーーーキャピキャピキャピキャピタタタタルルルルととととととととももももにににに投投投投資資資資先企先企先企先企業業業業へへへへ

の経営の経営の経営の経営指指指指導導導導等を等を等を等を行っ行っ行っ行っているとているとているとているとこここころでございます。ろでございます。ろでございます。ろでございます。

３３３３ＩＴＩＴＩＴＩＴセセセセミナミナミナミナー開ー開ー開ー開催催催催事業でございます。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。県内企内企内企内企業にお業にお業にお業におけけけけるるるるＩＴＩＴＩＴＩＴのののの導導導導入と入と入と入と利活利活利活利活用の用の用の用の円円円円滑滑滑滑化化化化

をををを図図図図るため、るため、るため、るため、ククククラウドコラウドコラウドコラウドコンンンンピュピュピュピューーーーティティティティンンンンググググややややソソソソーーーーシャシャシャシャルネットルネットルネットルネットワワワワーーーークククク等を等を等を等をビジネビジネビジネビジネススススにににに活活活活用用用用

するためのするためのするためのするための研研研研修修修修会、セ会、セ会、セ会、セミナミナミナミナーを開ーを開ーを開ーを開催催催催いたしたといたしたといたしたといたしたとこここころでございます。ろでございます。ろでございます。ろでございます。

１１１１１１１１ペペペペーーーージジジジ、４、４、４、４情情情情報報報報提提提提供供供供・・・・広広広広報事業でございます。当センターをはじめ、報事業でございます。当センターをはじめ、報事業でございます。当センターをはじめ、報事業でございます。当センターをはじめ、国国国国、県が、県が、県が、県が実施実施実施実施

するするするする支援策支援策支援策支援策ななななどどどどのののの情情情情報を報を報を報をささささまざまなまざまなまざまなまざまな媒体媒体媒体媒体をををを通通通通じて県じて県じて県じて県内企内企内企内企業に業に業に業に対対対対してしてしてして発発発発信信信信をいたしました。をいたしました。をいたしました。をいたしました。

次に、財務次に、財務次に、財務次に、財務諸表諸表諸表諸表についてごについてごについてごについてご説説説説明いたします。１３明いたします。１３明いたします。１３明いたします。１３ペペペペーーーージジジジはははは全全全全事業の貸事業の貸事業の貸事業の貸借対借対借対借対照表照表照表照表でございでございでございでござい

ます。資産ます。資産ます。資産ます。資産合合合合計につ計につ計につ計につききききましては、５８ましては、５８ましては、５８ましては、５８億億億億４４４４，，，，００５００５００５００５万万万万１１１１，，，，９２３９２３９２３９２３円円円円、負、負、負、負債債債債合合合合計５２計５２計５２計５２億億億億１１１１，，，，

７２９７２９７２９７２９万万万万２２２２，，，，１２４１２４１２４１２４円円円円、正、正、正、正味味味味財産は６財産は６財産は６財産は６億億億億２２２２，，，，２７５２７５２７５２７５万万万万９９９９，，，，７９９７９９７９９７９９円円円円でございます。でございます。でございます。でございます。

１６１６１６１６ペペペペーーーージジジジはははは全全全全事業の正事業の正事業の正事業の正味味味味財産財産財産財産増増増増減計算書でございます。一般正減計算書でございます。一般正減計算書でございます。一般正減計算書でございます。一般正味味味味財産財産財産財産増増増増減の部にお減の部にお減の部にお減の部におけけけけ

る経常収益計は、１１る経常収益計は、１１る経常収益計は、１１る経常収益計は、１１億億億億４４４４，，，，２８８２８８２８８２８８万万万万５８３５８３５８３５８３円円円円。経常費用計は１２。経常費用計は１２。経常費用計は１２。経常費用計は１２億億億億１１１１，，，，１８２１８２１８２１８２万万万万６８８６８８６８８６８８

円円円円。。。。評評評評価価価価損損損損益計は益計は益計は益計はママママイイイイナスナスナスナス２２２２，，，，８８６８８６８８６８８６万万万万４４４４，，，，９１０９１０９１０９１０円円円円となりました。当となりました。当となりました。当となりました。当期期期期経常経常経常経常増増増増減額につ減額につ減額につ減額につ

ききききましては、ましては、ましては、ましては、ママママイイイイナスナスナスナス９９９９，，，，７８０７８０７８０７８０万万万万５５５５，，，，０１５０１５０１５０１５円円円円となりました。となりました。となりました。となりました。

一方、経常一方、経常一方、経常一方、経常外外外外収益につ収益につ収益につ収益につききききましては、１７ましては、１７ましては、１７ましては、１７ペペペペーーーージジジジの２の２の２の２．．．．経常経常経常経常外外外外収益計９収益計９収益計９収益計９，，，，８６８８６８８６８８６８万万万万１９２１９２１９２１９２

円円円円、経常、経常、経常、経常外外外外費用計は１費用計は１費用計は１費用計は１，，，，００７００７００７００７万万万万８８８８，，，，６１９６１９６１９６１９円円円円、当、当、当、当期期期期経常経常経常経常外外外外増増増増減額は８減額は８減額は８減額は８，，，，８６０８６０８６０８６０万万万万１１１１，，，，５５５５

７３７３７３７３円円円円となりました。平成２４年度正となりました。平成２４年度正となりました。平成２４年度正となりました。平成２４年度正味味味味財産財産財産財産期期期期末残末残末残末残高高高高は、６は、６は、６は、６億億億億２２２２，，，，２７５２７５２７５２７５万万万万９９９９，，，，７９９７９９７９９７９９円円円円

となりました。となりました。となりました。となりました。

続き続き続き続きまして、２０まして、２０まして、２０まして、２０ペペペペーーーージジジジ、、、、全全全全事業の事業の事業の事業のキャキャキャキャッッッッシュシュシュシュフロフロフロフローの計算書についてでございます。ーの計算書についてでございます。ーの計算書についてでございます。ーの計算書についてでございます。

事業事業事業事業活活活活動収入計につ動収入計につ動収入計につ動収入計につききききましては、９ましては、９ましては、９ましては、９億億億億５５５５，，，，５４７５４７５４７５４７万万万万１１１１，，，，８０８８０８８０８８０８円円円円、２１、２１、２１、２１ペペペペーーーージジジジ事業事業事業事業活活活活動動動動支支支支

出計、６出計、６出計、６出計、６億億億億５５５５，，，，４６１４６１４６１４６１万万万万４４４４，，，，５８３５８３５８３５８３円円円円、、、、差差差差しししし引き引き引き引きにつにつにつにつききききましては３ましては３ましては３ましては３億億億億８５８５８５８５万万万万７７７７，，，，２２５２２５２２５２２５円円円円

となりました。となりました。となりました。となりました。

投投投投資資資資活活活活動収入計につ動収入計につ動収入計につ動収入計につききききましては、７ましては、７ましては、７ましては、７，，，，１８０１８０１８０１８０万万万万６６６６，，，，５６４５６４５６４５６４円円円円となとなとなとなっっっっています。ています。ています。ています。投投投投資資資資活活活活動動動動

のののの支支支支出計につ出計につ出計につ出計につききききましては、３９３ましては、３９３ましては、３９３ましては、３９３万万万万４００４００４００４００円円円円、、、、差差差差しししし引き引き引き引き６６６６，，，，７８７７８７７８７７８７万万万万６６６６，，，，１６４１６４１６４１６４円円円円となりとなりとなりとなり

ました。ました。ました。ました。
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財務財務財務財務活活活活動収入経費につ動収入経費につ動収入経費につ動収入経費につききききましては、１４ましては、１４ましては、１４ましては、１４億億億億６６６６，，，，５１１５１１５１１５１１万万万万７７７７，，，，８００８００８００８００円円円円、財務、財務、財務、財務活活活活動動動動支支支支出計出計出計出計

につにつにつにつききききましては、１７ましては、１７ましては、１７ましては、１７億億億億９９９９，，，，０８７０８７０８７０８７万万万万９９９９，，，，４２５４２５４２５４２５円円円円、、、、差差差差しししし引き引き引き引きママママイイイイナスナスナスナス３３３３億億億億２２２２，，，，５７６５７６５７６５７６万万万万

１１１１，，，，６２５６２５６２５６２５円円円円となりました。となりました。となりました。となりました。

以上以上以上以上の当の当の当の当期期期期収収収収支差支差支差支差額につ額につ額につ額につききききましては、４ましては、４ましては、４ましては、４，，，，２９７２９７２９７２９７万万万万１１１１，，，，７６４７６４７６４７６４円円円円となり、次となり、次となり、次となり、次期期期期繰越繰越繰越繰越差差差差額額額額

につにつにつにつききききましては、４ましては、４ましては、４ましては、４億億億億８８８８，，，，３８４３８４３８４３８４万万万万１１１１，，，，０９５０９５０９５０９５円円円円となりました。となりました。となりました。となりました。

２５２５２５２５ペペペペーーーージジジジ、財産、財産、財産、財産目目目目録録録録についてでございますが、についてでございますが、についてでございますが、についてでございますが、先先先先ほほほほどどどどごごごご説説説説明明明明申申申申しししし上げ上げ上げ上げました貸ました貸ました貸ました貸借対借対借対借対照照照照

表表表表とととと内容内容内容内容がががが同同同同じでございますので、じでございますので、じでございますので、じでございますので、説説説説明を明を明を明を省省省省略させ略させ略させ略させていただていただていただていただきききき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。

以上以上以上以上で平成２４年度業務報告のごで平成２４年度業務報告のごで平成２４年度業務報告のごで平成２４年度業務報告のご説説説説明を明を明を明を終わらせ終わらせ終わらせ終わらせていただていただていただていただききききます。ます。ます。ます。

続き続き続き続きまして、次は平成２５年度の事業計まして、次は平成２５年度の事業計まして、次は平成２５年度の事業計まして、次は平成２５年度の事業計画画画画についてごについてごについてごについてご説説説説明明明明させさせさせさせていただていただていただていただききききますますますます。。。。「「「「公益公益公益公益

財団法人奈良県地域産業振興センター平成２５年度事業計財団法人奈良県地域産業振興センター平成２５年度事業計財団法人奈良県地域産業振興センター平成２５年度事業計財団法人奈良県地域産業振興センター平成２５年度事業計画画画画書書書書」」」」１１１１ペペペペーーーージジジジ、ま、ま、ま、まずずずず、、、、概概概概要に要に要に要に

ついてでございます。ついてでございます。ついてでございます。ついてでございます。我我我我がががが国並び国並び国並び国並びに県に県に県に県内内内内の経済状況について、そのの経済状況について、そのの経済状況について、そのの経済状況について、その概略概略概略概略を記を記を記を記載載載載しておりましておりましておりましておりま

す。今年度のす。今年度のす。今年度のす。今年度の我我我我がががが国国国国経済は、日経済は、日経済は、日経済は、日本本本本経済経済経済経済再再再再生に生に生に生に向け向け向け向けた緊急経済た緊急経済た緊急経済た緊急経済対策対策対策対策のののの政策効果政策効果政策効果政策効果に加に加に加に加ええええ、、、、世界世界世界世界

経済の経済の経済の経済の緩緩緩緩ややややかなかなかなかな持ち持ち持ち持ち直し直し直し直しへへへへのののの期待期待期待期待かかかからららら、、、、緩緩緩緩ややややかにかにかにかに回復回復回復回復していくと見していくと見していくと見していくと見込込込込まれています。まれています。まれています。まれています。本本本本県県県県

においてにおいてにおいてにおいてもももも県県県県内内内内経済の経済の経済の経済の持ち持ち持ち持ち直しが直しが直しが直しが期待さ期待さ期待さ期待されるれるれるれるもももものの、雇用のの、雇用のの、雇用のの、雇用情勢情勢情勢情勢、、、、海外海外海外海外景気景気景気景気の動の動の動の動向向向向により、により、により、により、

県県県県内内内内産業が産業が産業が産業が下下下下押押押押ししししさささされるれるれるれるリスリスリスリスクもクもクもクもあり、あり、あり、あり、ここここれれれれららららをををを注視注視注視注視していく必要がございます。していく必要がございます。していく必要がございます。していく必要がございます。ここここのよのよのよのよ

ううううな状況にな状況にな状況にな状況に対対対対し、センターは県の産業し、センターは県の産業し、センターは県の産業し、センターは県の産業政策政策政策政策ののののももももと新たにと新たにと新たにと新たに設置設置設置設置いたしました県直いたしました県直いたしました県直いたしました県直轄轄轄轄の奈良県の奈良県の奈良県の奈良県

産業振興産業振興産業振興産業振興総合総合総合総合センターをはじめ、他の産業センターをはじめ、他の産業センターをはじめ、他の産業センターをはじめ、他の産業支援支援支援支援機機機機関との関との関との関との連携連携連携連携をををを図図図図りながりながりながりながらららら、中、中、中、中小企小企小企小企業の自業の自業の自業の自

立立立立、成長、成長、成長、成長継継継継続続続続をををを図図図図るるるるこここことをとをとをとを目目目目標標標標に、中に、中に、中に、中小企小企小企小企業を業を業を業を総合的総合的総合的総合的にににに支援支援支援支援する事業にする事業にする事業にする事業に取取取取り組みます。り組みます。り組みます。り組みます。

それでは、それでは、それでは、それでは、各各各各事業について、事業について、事業について、事業について、説説説説明いたします。１経営明いたします。１経営明いたします。１経営明いたします。１経営力力力力向上支援向上支援向上支援向上支援でございます。中でございます。中でございます。中でございます。中核核核核的的的的

支援支援支援支援機機機機関として、他の関として、他の関として、他の関として、他の支援支援支援支援機機機機関と関と関と関と効果的効果的効果的効果的にににに連携連携連携連携して、中して、中して、中して、中小企小企小企小企業の経営業の経営業の経営業の経営力力力力のののの強強強強化及び化及び化及び化及び経営経営経営経営課課課課

題題題題のののの解解解解決を決を決を決を図図図図ります。ります。ります。ります。

①①①①経営経営経営経営品品品品質質質質向上へ向上へ向上へ向上へのののの支援支援支援支援では、公益財団法人日では、公益財団法人日では、公益財団法人日では、公益財団法人日本本本本生産生産生産生産性性性性本本本本部が定める部が定める部が定める部が定めるママママネジメネジメネジメネジメンンンントトトト強強強強化化化化

プロプロプロプログラムグラムグラムグラムをををを活活活活用し、県用し、県用し、県用し、県内企内企内企内企業が業が業が業が取取取取り組り組り組り組むむむむ経営経営経営経営品品品品質質質質のののの向上向上向上向上をををを支援支援支援支援いたします。いたします。いたします。いたします。②②②②専専専専門門門門家派家派家派家派

遣遣遣遣によるによるによるによる個個個個別別別別企企企企業業業業支援支援支援支援では、では、では、では、相談相談相談相談内容内容内容内容のののの解解解解決のため、専決のため、専決のため、専決のため、専門門門門家家家家がががが現現現現地を地を地を地を訪問訪問訪問訪問し、し、し、し、適適適適切切切切なななな助言助言助言助言

をををを行行行行います。また、中います。また、中います。また、中います。また、中小企小企小企小企業・業・業・業・小小小小規規規規模企模企模企模企業者業者業者業者ビジネビジネビジネビジネスススス創創創創造造造造等等等等支援支援支援支援事業では、中事業では、中事業では、中事業では、中小企小企小企小企業業業業庁庁庁庁がががが

構築構築構築構築するするするするママママッッッッチチチチンンンングシステムグシステムグシステムグシステムをををを活活活活用し、経営用し、経営用し、経営用し、経営課課課課題題題題をををを有有有有する中する中する中する中小企小企小企小企業とその業とその業とその業とその課課課課題題題題にににに適適適適切切切切にににに対対対対

処で処で処で処でききききる専る専る専る専門門門門家家家家とのとのとのとのママママッッッッチチチチンンンンググググをををを図図図図り、り、り、り、派遣派遣派遣派遣いたします。２いたします。２いたします。２いたします。２ペペペペーーーージジジジ、、、、③窓③窓③窓③窓口口口口相談相談相談相談事業では、事業では、事業では、事業では、

県県県県内企内企内企内企業が業が業が業が抱抱抱抱ええええるるるる高高高高度専度専度専度専門的門的門的門的な経営な経営な経営な経営課課課課題題題題のののの解解解解決決決決やややや新たな事業新たな事業新たな事業新たな事業展展展展開等を開等を開等を開等を支援支援支援支援するため、するため、するため、するため、各種各種各種各種

相談相談相談相談に当たるととに当たるととに当たるととに当たるととももももに、に、に、に、顧問弁護士顧問弁護士顧問弁護士顧問弁護士による法による法による法による法律相談律相談律相談律相談も実施も実施も実施も実施いたします。いたします。いたします。いたします。

２２２２企企企企業価業価業価業価値向上支援値向上支援値向上支援値向上支援でございます。でございます。でございます。でございます。企企企企業価業価業価業価値値値値のののの向上向上向上向上をををを図図図図るため、新事業るため、新事業るため、新事業るため、新事業へへへへのののの取取取取り組みり組みり組みり組みやややや



---- 11112222 ----

新新新新技術技術技術技術、新、新、新、新商商商商品品品品、新、新、新、新ササササーーーービビビビススススの開の開の開の開発発発発のののの取取取取り組みをり組みをり組みをり組みを支援支援支援支援いたします。いたします。いたします。いたします。

①Ｂ①Ｂ①Ｂ①Ｂ２２２２ＢマＢマＢマＢマッッッッチチチチンンンンググググ促進促進促進促進事業では、事業では、事業では、事業では、ももももののののづづづづくりくりくりくり企企企企業の業の業の業の商商商商品品品品力力力力、、、、販販販販売売売売力力力力をををを高高高高めるため、県めるため、県めるため、県めるため、県

内企内企内企内企業の業の業の業の技術や技術や技術や技術やニニニニーーーーズズズズをををを掘掘掘掘りりりり起起起起ここここし、し、し、し、研究研究研究研究開開開開発発発発かかかから技術ら技術ら技術ら技術ママママッッッッチチチチンンンンググググ、、、、展展展展示商談示商談示商談示商談会会会会へへへへのののの参参参参画画画画、、、、

ななななら発ら発ら発ら発オオオオンンンンリリリリーーーーワワワワンンンン認認認認定定定定企企企企業の業の業の業の認認認認定等の定等の定等の定等の支援支援支援支援をををを行行行行います。３います。３います。３います。３ペペペペーーーージジジジ、、、、②②②②事業計事業計事業計事業計画画画画等等等等策策策策定定定定支支支支

援援援援事業では、事業では、事業では、事業では、国国国国の補の補の補の補助助助助事業等の事業等の事業等の事業等の採択採択採択採択をををを目指目指目指目指し、事業計し、事業計し、事業計し、事業計画策画策画策画策定、定、定、定、申申申申請請請請書書書書類類類類ののののブラブラブラブラッッッッシュアシュアシュアシュアッッッッ

ププププ等の等の等の等の支援支援支援支援をををを行行行行います。います。います。います。③商③商③商③商品企画支援品企画支援品企画支援品企画支援事業でございます。特に事業でございます。特に事業でございます。特に事業でございます。特に健康健康健康健康、、、、医療医療医療医療、生、生、生、生活活活活関関関関連連連連商商商商

品品品品にかかにかかにかかにかかわわわわるるるるももももののののづづづづくりくりくりくり企企企企業の業の業の業の商商商商品企画品企画品企画品企画力力力力をををを高高高高め、め、め、め、商商商商品品品品価価価価値値値値をををを高高高高める価める価める価める価値づ値づ値づ値づくりくりくりくりへへへへのののの取取取取りりりり

組みを組みを組みを組みを支援支援支援支援するため、今年度新たにするため、今年度新たにするため、今年度新たにするため、今年度新たに取取取取り組り組り組り組むむむむ事業でございます。事業でございます。事業でございます。事業でございます。実実実実践勉強践勉強践勉強践勉強会会会会やややや専専専専門門門門家家家家のののの指指指指

導導導導をををを通通通通じて、価じて、価じて、価じて、価値づ値づ値づ値づくりのくりのくりのくりの意義意義意義意義をををを踏踏踏踏ままままええええて、て、て、て、商商商商品企画品企画品企画品企画にににに取取取取り組り組り組り組むむむむ県県県県内企内企内企内企業の業の業の業の商商商商品づ品づ品づ品づくりをくりをくりをくりを

支援支援支援支援し、成し、成し、成し、成功功功功事例の創出につな事例の創出につな事例の創出につな事例の創出につなげげげげたいとたいとたいとたいと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。④④④④公公公公募型募型募型募型研究研究研究研究開開開開発発発発事業の事業の事業の事業の推進推進推進推進は、は、は、は、

国国国国が公が公が公が公募募募募するするするする戦戦戦戦略的略的略的略的基基基基盤盤盤盤技術高技術高技術高技術高度度度度化支援化支援化支援化支援事業の事業の事業の事業の研究研究研究研究開開開開発発発発につにつにつにつききききまして、事業まして、事業まして、事業まして、事業採択採択採択採択にににに向け向け向け向けたたたた

支援支援支援支援、、、、採択採択採択採択後の事業後の事業後の事業後の事業推進推進推進推進について一について一について一について一貫貫貫貫したしたしたした支援支援支援支援をををを行行行行います。います。います。います。⑤⑤⑤⑤なななならららら農農農農商商商商工連携フ工連携フ工連携フ工連携ファァァァンンンンドドドド事事事事

業では、農林業では、農林業では、農林業では、農林漁漁漁漁業者と中業者と中業者と中業者と中小企小企小企小企業者が業者が業者が業者が連携連携連携連携してしてしてして取取取取り組り組り組り組むむむむ県県県県内内内内の農産の農産の農産の農産物物物物をををを活活活活用した新用した新用した新用した新商商商商品品品品開開開開発発発発、、、、

販路販路販路販路開開開開拓拓拓拓にににに対対対対しまして、しまして、しまして、しまして、フフフファァァァンンンンド運ド運ド運ド運用益により用益により用益により用益により助助助助成を成を成を成を行行行行います。４います。４います。４います。４ペペペペーーーージジジジ、、、、⑥⑥⑥⑥地域産業地域産業地域産業地域産業支支支支

援援援援事業では、奈良県事業では、奈良県事業では、奈良県事業では、奈良県皮革皮革皮革皮革関関関関連連連連団団団団体体体体の新の新の新の新商商商商品品品品開開開開発や発や発や発や販路販路販路販路拡大拡大拡大拡大等の等の等の等の取取取取り組みにり組みにり組みにり組みに対対対対してしてしてして助助助助成を成を成を成を行行行行

います。います。います。います。

次、３経営基次、３経営基次、３経営基次、３経営基盤構築盤構築盤構築盤構築支援支援支援支援でございます。中でございます。中でございます。中でございます。中小企小企小企小企業の経営基業の経営基業の経営基業の経営基盤盤盤盤のののの強強強強化化化化をををを図図図図るため、るため、るため、るため、設備投設備投設備投設備投

資を資金資を資金資を資金資を資金面面面面でででで支援支援支援支援するととするととするととするととももももに、に、に、に、ベベベベンンンンチャチャチャチャーーーー企企企企業創出業創出業創出業創出支援支援支援支援をををを行う行う行う行うととととととととももももに、に、に、に、情情情情報報報報化化化化のののの支援支援支援支援

や情や情や情や情報報報報提提提提供供供供をををを行行行行います。また、います。また、います。また、います。また、債権債権債権債権管理の管理の管理の管理の強強強強化化化化をををを図図図図り、り、り、り、早早早早期回期回期回期回収に収に収に収に努努努努めてまいります。めてまいります。めてまいります。めてまいります。

①①①①設備設備設備設備貸貸貸貸与与与与事業では、事業では、事業では、事業では、本本本本年度年度年度年度もももも貸貸貸貸与総与総与総与総額９額９額９額９億円億円億円億円とし、とし、とし、とし、小小小小規規規規模企模企模企模企業者等に業者等に業者等に業者等に対対対対してしてしてして操操操操業業業業及び及び及び及び

経営基経営基経営基経営基盤盤盤盤のののの強強強強化化化化に必要なに必要なに必要なに必要な設備設備設備設備のののの導導導導入を入を入を入を支援支援支援支援します。５します。５します。５します。５ペペペペーーーージジジジ、、、、②②②②設備設備設備設備資金貸付事業では、資金貸付事業では、資金貸付事業では、資金貸付事業では、

本本本本年度年度年度年度もももも貸付貸付貸付貸付総総総総額を２額を２額を２額を２億円億円億円億円とし、とし、とし、とし、設備設備設備設備貸貸貸貸与与与与事業と事業と事業と事業と同様同様同様同様、、、、小小小小規規規規模企模企模企模企業者等に業者等に業者等に業者等に対対対対し創業し創業し創業し創業及び及び及び及び経経経経

営基営基営基営基盤盤盤盤のののの強強強強化化化化に必要な資金のに必要な資金のに必要な資金のに必要な資金の支援支援支援支援をををを行行行行います。います。います。います。③ベ③ベ③ベ③ベンンンンチャチャチャチャーーーー企企企企業創出業創出業創出業創出支援支援支援支援事業では、事業では、事業では、事業では、ベベベベンンンン

チャチャチャチャーーーーキャピキャピキャピキャピタタタタルルルルをををを通通通通じてじてじてじて投投投投資した資した資した資したベベベベンンンンチャチャチャチャーーーー企企企企業に業に業に業に対対対対し、事後し、事後し、事後し、事後フフフフォォォォロロロローをーをーをーを行行行行います。います。います。います。④④④④

ＩＴＩＴＩＴＩＴセセセセミナミナミナミナー開ー開ー開ー開催催催催事業では、県事業では、県事業では、県事業では、県内内内内事業にお事業にお事業にお事業におけけけけるるるるＩＴＩＴＩＴＩＴのののの導導導導入と入と入と入と利活利活利活利活用の用の用の用の円円円円滑滑滑滑化化化化をををを図図図図るため、るため、るため、るため、

ククククラウドコラウドコラウドコラウドコンンンンピュピュピュピューーーーティティティティンンンンググググややややソソソソーーーーシャシャシャシャルネットルネットルネットルネットワワワワーーーークククク等を等を等を等をビジネビジネビジネビジネススススにににに活活活活用するための用するための用するための用するための研研研研

修修修修会セ会セ会セ会セミナミナミナミナーを開ーを開ーを開ーを開催催催催いたします。いたします。いたします。いたします。⑤⑤⑤⑤情情情情報報報報提提提提供供供供・・・・広広広広報事業につ報事業につ報事業につ報事業につききききましては、セましては、セましては、セましては、セミナミナミナミナーーーーやややや県、県、県、県、

国国国国のののの支援支援支援支援制制制制度な度な度な度などどどど中中中中小企小企小企小企業に業に業に業に有有有有益な益な益な益な情情情情報を報を報を報をメメメメーーーールルルルマガマガマガマガジジジジンンンンやフやフやフやファァァァククククシミリ通信シミリ通信シミリ通信シミリ通信でででで提提提提供供供供いたいたいたいた

します。します。します。します。

次に、収次に、収次に、収次に、収支支支支予算書についてでございます。６予算書についてでございます。６予算書についてでございます。６予算書についてでございます。６ペペペペーーーージジジジ、一般正、一般正、一般正、一般正味味味味財産財産財産財産増増増増減分にお減分にお減分にお減分におききききます経ます経ます経ます経
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常収益計は、１０常収益計は、１０常収益計は、１０常収益計は、１０億億億億５５５５，，，，９２４９２４９２４９２４万万万万９９９９，，，，０１５０１５０１５０１５円円円円、経常費用計につ、経常費用計につ、経常費用計につ、経常費用計につききききましては、７ましては、７ましては、７ましては、７ペペペペーーーージジジジ、、、、

１０１０１０１０億億億億６６６６，，，，４１９４１９４１９４１９万万万万３３３３，，，，１２５１２５１２５１２５円円円円を見を見を見を見込込込込んんんんでおります。当でおります。当でおります。当でおります。当期期期期経常経常経常経常増増増増減額につ減額につ減額につ減額につききききましては、ましては、ましては、ましては、

ママママイイイイナスナスナスナス４９４４９４４９４４９４万万万万４４４４，，，，１１０１１０１１０１１０円円円円を見を見を見を見込込込込んんんんでおります。平成２５年度でおります。平成２５年度でおります。平成２５年度でおります。平成２５年度末末末末の正の正の正の正味味味味財産財産財産財産期期期期末残末残末残末残高高高高

につにつにつにつききききましては、５ましては、５ましては、５ましては、５億億億億２２２２，，，，２１４２１４２１４２１４万万万万４４４４，，，，４１９４１９４１９４１９円円円円を見を見を見を見込込込込んんんんでいます。でいます。でいます。でいます。

以上以上以上以上で、で、で、で、提提提提出いたしました公益財団法人奈良県地域産業振興センターの経営状況のご出いたしました公益財団法人奈良県地域産業振興センターの経営状況のご出いたしました公益財団法人奈良県地域産業振興センターの経営状況のご出いたしました公益財団法人奈良県地域産業振興センターの経営状況のご説説説説

明を明を明を明を終わらせ終わらせ終わらせ終わらせていただていただていただていただききききます。ます。ます。ます。

以上以上以上以上で、産業・雇用振興部の平成２５年６月定例県議会で、産業・雇用振興部の平成２５年６月定例県議会で、産業・雇用振興部の平成２５年６月定例県議会で、産業・雇用振興部の平成２５年６月定例県議会提提提提出議案に係る出議案に係る出議案に係る出議案に係る説説説説明を明を明を明を終わらせ終わらせ終わらせ終わらせ

ていただていただていただていただききききます。よろしくご審議のほます。よろしくご審議のほます。よろしくご審議のほます。よろしくご審議のほどどどどお願いいたします。お願いいたします。お願いいたします。お願いいたします。

○福谷農林部長○福谷農林部長○福谷農林部長○福谷農林部長 それでは、それでは、それでは、それでは、続き続き続き続きまして農林部に係る６月定例県議会まして農林部に係る６月定例県議会まして農林部に係る６月定例県議会まして農林部に係る６月定例県議会提提提提出議案について、出議案について、出議案について、出議案について、

ごごごご説説説説明を明を明を明を申申申申しししし上げ上げ上げ上げます。ます。ます。ます。

ままままずずずず、農林部所管の補正予算案についてご、農林部所管の補正予算案についてご、農林部所管の補正予算案についてご、農林部所管の補正予算案についてご説説説説明明明明申申申申しししし上げ上げ上げ上げます。お手元の資料ます。お手元の資料ます。お手元の資料ます。お手元の資料、、、、「「「「平成２平成２平成２平成２

５年６月定例県議会５年６月定例県議会５年６月定例県議会５年６月定例県議会提提提提出予算案の出予算案の出予算案の出予算案の概概概概要要要要」」」」をごをごをごをごらんらんらんらんいただいただいただいただきききき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。

４４４４ペペペペーーーージジジジ、２農林業の振興の農業、２農林業の振興の農業、２農林業の振興の農業、２農林業の振興の農業大学校大学校大学校大学校６次産業６次産業６次産業６次産業化化化化研研研研修修修修拠拠拠拠点整備点整備点整備点整備事業でございますが、事業でございますが、事業でございますが、事業でございますが、

奈良県農業奈良県農業奈良県農業奈良県農業大学校大学校大学校大学校に６次産業に６次産業に６次産業に６次産業化化化化の担い手となる農のの担い手となる農のの担い手となる農のの担い手となる農の知知知知識識識識をををを持っ持っ持っ持った食の担い手をた食の担い手をた食の担い手をた食の担い手を育育育育成する新成する新成する新成する新

たなたなたなたな学学学学科科科科を開を開を開を開設設設設するするするするここここととし、それに必要なととし、それに必要なととし、それに必要なととし、それに必要な研研研研修修修修拠拠拠拠点施設点施設点施設点施設をををを整備整備整備整備するための予算として、するための予算として、するための予算として、するための予算として、

２２２２億億億億８８８８，，，，４９０４９０４９０４９０万円万円万円万円の補正をお願いしております。また、の補正をお願いしております。また、の補正をお願いしております。また、の補正をお願いしております。また、整備整備整備整備には３には３には３には３カカカカ年を要する年を要する年を要する年を要するこここことかとかとかとか

らららら、平成２６年度に４、平成２６年度に４、平成２６年度に４、平成２６年度に４億億億億６６６６，，，，４８０４８０４８０４８０万円万円万円万円、平成２７年度に３、平成２７年度に３、平成２７年度に３、平成２７年度に３億億億億１１１１，，，，１７０１７０１７０１７０万円万円万円万円のののの債債債債務負担務負担務負担務負担

をお願いをしております。をお願いをしております。をお願いをしております。をお願いをしております。

整備内容整備内容整備内容整備内容といたしましては、といたしましては、といたしましては、といたしましては、教育教育教育教育施設施設施設施設棟棟棟棟及び実及び実及び実及び実践オ践オ践オ践オーーーーベベベベルジルジルジルジュ棟ュ棟ュ棟ュ棟をををを整備整備整備整備するととするととするととするととももももに、に、に、に、

それにそれにそれにそれに伴伴伴伴いますいますいますいます敷敷敷敷地地地地造造造造成、成、成、成、敷敷敷敷地地地地内内内内外構外構外構外構工工工工事、農事、農事、農事、農道道道道拡拡拡拡幅幅幅幅工工工工事、水事、水事、水事、水道道道道引き引き引き引き込込込込みみみみ工工工工事を事を事を事を行行行行います。います。います。います。

また、また、また、また、ここここれとれとれとれと並行並行並行並行いたしまして、いたしまして、いたしまして、いたしまして、実実実実践研践研践研践研修施設修施設修施設修施設のののの運運運運営方法営方法営方法営方法やややや新規新規新規新規カカカカリキュラムリキュラムリキュラムリキュラム等の等の等の等の検討検討検討検討をををを

行行行行います。平成２７年４月にいます。平成２７年４月にいます。平成２７年４月にいます。平成２７年４月に実実実実践オ践オ践オ践オーーーーベベベベルジルジルジルジュ棟ュ棟ュ棟ュ棟のののの先行先行先行先行開開開開講講講講、平成２８年４月の、平成２８年４月の、平成２８年４月の、平成２８年４月の全全全全面面面面開開開開講講講講

をををを目目目目途途途途にににに整備整備整備整備をををを進進進進めまして、めまして、めまして、めまして、ホスピホスピホスピホスピタタタタリティリティリティリティーがあり、ーがあり、ーがあり、ーがあり、即戦力即戦力即戦力即戦力がある農にがある農にがある農にがある農に強強強強い食の担い手い食の担い手い食の担い手い食の担い手

のののの育育育育成、成、成、成、確確確確保を保を保を保を図っ図っ図っ図っ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え考え考え考えております。ております。ております。ております。

なお、事業のなお、事業のなお、事業のなお、事業の詳細詳細詳細詳細につにつにつにつききききましては、農業ましては、農業ましては、農業ましては、農業大学校大学校大学校大学校６次産業６次産業６次産業６次産業化化化化研研研研修修修修拠拠拠拠点整備点整備点整備点整備基基基基本本本本計計計計画画画画のののの作作作作成成成成

をいたしておりますので、後ほをいたしておりますので、後ほをいたしておりますので、後ほをいたしておりますので、後ほどどどどご報告ご報告ご報告ご報告させさせさせさせていただていただていただていただききききたいとたいとたいとたいと思っ思っ思っ思っております。ております。ております。ております。

次に、次に、次に、次に、国国国国営農業用水営農業用水営農業用水営農業用水再再再再編編編編対策対策対策対策事業費負担金ですが、事業費負担金ですが、事業費負担金ですが、事業費負担金ですが、国国国国がががが実施実施実施実施するするするする老朽老朽老朽老朽化化化化したしたしたした吉吉吉吉野野野野川川川川分水分水分水分水

施設施設施設施設の改の改の改の改修修修修に係る負担金について、に係る負担金について、に係る負担金について、に係る負担金について、国内国内国内国内示示示示にににに対応対応対応対応するため、１するため、１するため、１するため、１億億億億２２２２，，，，５００５００５００５００万円万円万円万円の補正をの補正をの補正をの補正を

お願いするお願いするお願いするお願いするもももものでございます。のでございます。のでございます。のでございます。

７７７７ペペペペーーーージジジジ、９その他でございますが、、９その他でございますが、、９その他でございますが、、９その他でございますが、給与給与給与給与減額減額減額減額支給措置支給措置支給措置支給措置等に係る職員等に係る職員等に係る職員等に係る職員給与給与給与給与費４９費４９費４９費４９億円余億円余億円余億円余
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の減額のの減額のの減額のの減額のうちうちうちうち、農林部に関する、農林部に関する、農林部に関する、農林部に関するもももものは１のは１のは１のは１億億億億５５５５，，，，２７４２７４２７４２７４万円余万円余万円余万円余でございます。なお、でございます。なお、でございます。なお、でございます。なお、同様同様同様同様のののの

措置措置措置措置により、中央卸売市場事業費特別会計により、中央卸売市場事業費特別会計により、中央卸売市場事業費特別会計により、中央卸売市場事業費特別会計へへへへの繰出金を６３８の繰出金を６３８の繰出金を６３８の繰出金を６３８万万万万７７７７，，，，００００００００００００円円円円減額すると減額すると減額すると減額すると

ととととももももに、９に、９に、９に、９ペペペペーーーージジジジに記に記に記に記載載載載のとおり、当のとおり、当のとおり、当のとおり、当該該該該特別会計の職員特別会計の職員特別会計の職員特別会計の職員給与給与給与給与費を費を費を費を同同同同額減額をしております。額減額をしております。額減額をしております。額減額をしております。

８８８８ペペペペーーーージジジジ、、、、債債債債務負担務負担務負担務負担行行行行為為為為補正の変更でございます。補正の変更でございます。補正の変更でございます。補正の変更でございます。先先先先ほほほほどどどどごごごご説説説説明明明明させさせさせさせていただていただていただていただききききましたましたましたました

農業農業農業農業大学校大学校大学校大学校６次産業６次産業６次産業６次産業化化化化研研研研修修修修拠拠拠拠点施設点施設点施設点施設のののの整備整備整備整備にににに伴伴伴伴いまして、いまして、いまして、いまして、工期工期工期工期をををを確確確確保するため、保するため、保するため、保するため、現行現行現行現行の平の平の平の平

成２６年度４成２６年度４成２６年度４成２６年度４，，，，４００４００４００４００万円万円万円万円を補正し、平成２６年度かを補正し、平成２６年度かを補正し、平成２６年度かを補正し、平成２６年度からららら平成２７年度まで８平成２７年度まで８平成２７年度まで８平成２７年度まで８億億億億２２２２，，，，０５００５００５００５０

万円万円万円万円のののの債債債債務負担をお願いしております。務負担をお願いしております。務負担をお願いしております。務負担をお願いしております。

続き続き続き続きまして、市町村負担金の徴収について、ごまして、市町村負担金の徴収について、ごまして、市町村負担金の徴収について、ごまして、市町村負担金の徴収について、ご説説説説明明明明させさせさせさせていただていただていただていただききききます。お手元のます。お手元のます。お手元のます。お手元の「「「「平平平平

成２５年度一般会計、特別会計補正予算案その他成２５年度一般会計、特別会計補正予算案その他成２５年度一般会計、特別会計補正予算案その他成２５年度一般会計、特別会計補正予算案その他」」」」とある資料をごとある資料をごとある資料をごとある資料をごらんらんらんらんいただいただいただいただききききたいとたいとたいとたいと思思思思

います。７２います。７２います。７２います。７２ペペペペーーーージジジジ、議第５５号、市町村負担金の徴収についてでございます。農林部所、議第５５号、市町村負担金の徴収についてでございます。農林部所、議第５５号、市町村負担金の徴収についてでございます。農林部所、議第５５号、市町村負担金の徴収についてでございます。農林部所

管は県営管は県営管は県営管は県営土土土土地改良事業でございます。地方財地改良事業でございます。地方財地改良事業でございます。地方財地改良事業でございます。地方財政政政政法法法法及び及び及び及び奈良県営奈良県営奈良県営奈良県営土土土土地改良事業分担金等徴収地改良事業分担金等徴収地改良事業分担金等徴収地改良事業分担金等徴収

条例の規定に基条例の規定に基条例の規定に基条例の規定に基づきづきづきづき、、、、工工工工事により事により事により事により利利利利益を益を益を益を受け受け受け受ける市町村に、る市町村に、る市町村に、る市町村に、受受受受益の益の益の益の限限限限度において費用の一部度において費用の一部度において費用の一部度において費用の一部

を負担いただくを負担いただくを負担いただくを負担いただくもももものでございます。のでございます。のでございます。のでございます。対対対対象象象象事業は、県営事業は、県営事業は、県営事業は、県営畑畑畑畑地地地地帯帯帯帯総合整備総合整備総合整備総合整備事業、県営ほ場事業、県営ほ場事業、県営ほ場事業、県営ほ場整備整備整備整備

事業、農地事業、農地事業、農地事業、農地環境環境環境環境整備整備整備整備事業、農事業、農事業、農事業、農道道道道整備整備整備整備事業、県営ため事業、県営ため事業、県営ため事業、県営ため池池池池整備整備整備整備事業な事業な事業な事業などどどどを予定しており、関係を予定しており、関係を予定しており、関係を予定しており、関係

市町村は奈良市ほか９市町村で、記市町村は奈良市ほか９市町村で、記市町村は奈良市ほか９市町村で、記市町村は奈良市ほか９市町村で、記載載載載のとおりでございます。事業費は８のとおりでございます。事業費は８のとおりでございます。事業費は８のとおりでございます。事業費は８億億億億２２２２，，，，２１５２１５２１５２１５万万万万

円円円円、負担、負担、負担、負担率率率率は記は記は記は記載載載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っっっており、負担金額は９ており、負担金額は９ており、負担金額は９ており、負担金額は９，，，，２９５２９５２９５２９５万万万万６６６６，，，，００００００００００００円円円円でございでございでございでござい

ます。ます。ます。ます。

７９７９７９７９ペペペペーーーージジジジ、報第１号、平成２４年度奈良県一般会計予算繰越計算書の報告についてで、報第１号、平成２４年度奈良県一般会計予算繰越計算書の報告についてで、報第１号、平成２４年度奈良県一般会計予算繰越計算書の報告についてで、報第１号、平成２４年度奈良県一般会計予算繰越計算書の報告についてで

ございます。ございます。ございます。ございます。

ままままずずずず、農林部所管の繰越明許費繰越計算書についてご、農林部所管の繰越明許費繰越計算書についてご、農林部所管の繰越明許費繰越計算書についてご、農林部所管の繰越明許費繰越計算書についてご説説説説明を明を明を明を申申申申しししし上げ上げ上げ上げます。８１ます。８１ます。８１ます。８１ペペペペーーーージジジジ、、、、

第８第８第８第８款款款款農林水産業費、第１項農業費でございますが、農林水産業費、第１項農業費でございますが、農林水産業費、第１項農業費でございますが、農林水産業費、第１項農業費でございますが、茶茶茶茶加加加加工設備整備工設備整備工設備整備工設備整備事業か事業か事業か事業からららら農産農産農産農産物物物物直売直売直売直売

所所所所集集集集荷荷荷荷施設整備施設整備施設整備施設整備事業までの計４事業で、繰越額は１事業までの計４事業で、繰越額は１事業までの計４事業で、繰越額は１事業までの計４事業で、繰越額は１億億億億９９９９，，，，７３７７３７７３７７３７万円余万円余万円余万円余となとなとなとなっっっっております。ております。ております。ております。

第２項畜産業費でございますが、第２項畜産業費でございますが、第２項畜産業費でございますが、第２項畜産業費でございますが、稲稲稲稲発発発発酵粗飼酵粗飼酵粗飼酵粗飼料収料収料収料収穫機器穫機器穫機器穫機器整備整備整備整備事業において、２事業において、２事業において、２事業において、２，，，，００００００００００００

万円万円万円万円の繰越額となの繰越額となの繰越額となの繰越額となっっっっております。ております。ております。ております。

また、第３項農地費におまた、第３項農地費におまた、第３項農地費におまた、第３項農地費におききききましては、県営ほ場ましては、県営ほ場ましては、県営ほ場ましては、県営ほ場整備整備整備整備事業か事業か事業か事業からららら、８２、８２、８２、８２ペペペペーーーージジジジの地の地の地の地籍籍籍籍調調調調査事査事査事査事

業までの計１４事業で、繰越額は１１業までの計１４事業で、繰越額は１１業までの計１４事業で、繰越額は１１業までの計１４事業で、繰越額は１１億億億億１１１１，，，，８１９８１９８１９８１９万円万円万円万円となとなとなとなっっっっております。ております。ております。ております。

８２８２８２８２ペペペペーーーージジジジ、第４項林業費でございますが、、第４項林業費でございますが、、第４項林業費でございますが、、第４項林業費でございますが、木材木材木材木材生産生産生産生産推進推進推進推進事業か事業か事業か事業から民有ら民有ら民有ら民有林直林直林直林直轄轄轄轄治山事業治山事業治山事業治山事業

負担金までの計６事業で、繰越額は２２負担金までの計６事業で、繰越額は２２負担金までの計６事業で、繰越額は２２負担金までの計６事業で、繰越額は２２億億億億４４４４，，，，９３２９３２９３２９３２万円余万円余万円余万円余となとなとなとなっっっっております。ております。ております。ております。

第５項水産業費でございますが、県産あ第５項水産業費でございますが、県産あ第５項水産業費でございますが、県産あ第５項水産業費でございますが、県産あゆ稚魚育ゆ稚魚育ゆ稚魚育ゆ稚魚育成成成成施設整備施設整備施設整備施設整備事業において３事業において３事業において３事業において３，，，，００００００００００００万万万万

円円円円の繰越額となの繰越額となの繰越額となの繰越額となっっっっております。ております。ております。ております。
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８６８６８６８６ペペペペーーーージジジジ、第１３、第１３、第１３、第１３款款款款災害災害災害災害復復復復旧旧旧旧費、第１項農林水産費、第１項農林水産費、第１項農林水産費、第１項農林水産施設施設施設施設災害災害災害災害復復復復旧旧旧旧費につ費につ費につ費につききききましては、農ましては、農ましては、農ましては、農

地地地地及び及び及び及び農業用農業用農業用農業用施設施設施設施設災害災害災害災害復復復復旧旧旧旧事業か事業か事業か事業からららら林林林林道災害道災害道災害道災害復復復復旧旧旧旧事業までの計３事業で、繰越額は９事業までの計３事業で、繰越額は９事業までの計３事業で、繰越額は９事業までの計３事業で、繰越額は９億億億億６６６６，，，，

３２８３２８３２８３２８万円万円万円万円となとなとなとなっっっっております。ております。ております。ております。

農林部農林部農林部農林部全全全全体体体体の繰越明許費は４５の繰越明許費は４５の繰越明許費は４５の繰越明許費は４５億円余億円余億円余億円余となとなとなとなっっっっておりますが、そのておりますが、そのておりますが、そのておりますが、そのうちうちうちうち、、、、国国国国の補正予算にの補正予算にの補正予算にの補正予算に

対応対応対応対応するため、するため、するため、するため、昨昨昨昨年度の２月補正予算に計年度の２月補正予算に計年度の２月補正予算に計年度の２月補正予算に計上上上上したしたしたしたもももものがのがのがのが約約約約２６２６２６２６億円億円億円億円であり、であり、であり、であり、差差差差しししし引き引き引き引き１９１９１９１９

億円余億円余億円余億円余とととと昨昨昨昨年度の３１年度の３１年度の３１年度の３１億円億円億円億円かかかからららら減減減減少少少少はしております。はしております。はしております。はしております。

続き続き続き続きまして、農林部所管の事故繰越計算書についてごまして、農林部所管の事故繰越計算書についてごまして、農林部所管の事故繰越計算書についてごまして、農林部所管の事故繰越計算書についてご説説説説明いたします。８８明いたします。８８明いたします。８８明いたします。８８ペペペペーーーージジジジ、第、第、第、第

８８８８款款款款農林水産業費、第４項林業費でございますが、農林水産業費、第４項林業費でございますが、農林水産業費、第４項林業費でございますが、農林水産業費、第４項林業費でございますが、湧湧湧湧水の水の水の水の影響影響影響影響によりによりによりにより崩崩崩崩土土土土がががが発発発発生し、その生し、その生し、その生し、その

対策対策対策対策にににに不不不不測測測測の日の日の日の日数数数数を要したを要したを要したを要したこここことで、治山事業において２とで、治山事業において２とで、治山事業において２とで、治山事業において２，，，，６３１６３１６３１６３１万円余万円余万円余万円余の繰越額となの繰越額となの繰越額となの繰越額となっっっってててて

おります。おります。おります。おります。

また、第１３また、第１３また、第１３また、第１３款款款款災害災害災害災害復復復復旧旧旧旧費、第１項農林水産費、第１項農林水産費、第１項農林水産費、第１項農林水産施設施設施設施設災害災害災害災害復復復復旧旧旧旧費でございますが、費でございますが、費でございますが、費でございますが、昨昨昨昨年度の年度の年度の年度の

台風台風台風台風１７号の１７号の１７号の１７号の影響影響影響影響により、事業により、事業により、事業により、事業主体主体主体主体である市町村におである市町村におである市町村におである市町村におききききましてましてましてまして工工工工事を一時中事を一時中事を一時中事を一時中断断断断せせせせざるをざるをざるをざるを得得得得

なかなかなかなかっっっったたたたこここことにより、林とにより、林とにより、林とにより、林道災害道災害道災害道災害復復復復旧旧旧旧事業にお事業にお事業にお事業におききききまして２まして２まして２まして２，，，，９９６９９６９９６９９６万円余万円余万円余万円余の繰越額となの繰越額となの繰越額となの繰越額となっっっってててて

おります。おります。おります。おります。

繰越事業につ繰越事業につ繰越事業につ繰越事業につききききましては、今後とましては、今後とましては、今後とましては、今後ともももも関係関係関係関係機機機機関関関関やややや地元と地元と地元と地元ともももも十十十十分分分分調整調整調整調整をををを図図図図りつつ、事業のりつつ、事業のりつつ、事業のりつつ、事業の早早早早

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

９６９６９６９６ペペペペーーーージジジジかかかからららら１０１１０１１０１１０１ペペペペーーーージジジジの報第９号かの報第９号かの報第９号かの報第９号からららら報第１４号に係る公社等の経営状況の報告報第１４号に係る公社等の経営状況の報告報第１４号に係る公社等の経営状況の報告報第１４号に係る公社等の経営状況の報告

については、別については、別については、別については、別冊冊冊冊の報告書での報告書での報告書での報告書で説説説説明明明明させさせさせさせていただくていただくていただくていただくこここことといたしまして、報第２２号、地方とといたしまして、報第２２号、地方とといたしまして、報第２２号、地方とといたしまして、報第２２号、地方

自治法第１８０条第１項の規定による専決処分の報告について、ご自治法第１８０条第１項の規定による専決処分の報告について、ご自治法第１８０条第１項の規定による専決処分の報告について、ご自治法第１８０条第１項の規定による専決処分の報告について、ご説説説説明明明明させさせさせさせていただていただていただていただききききまままま

す。す。す。す。

１１７１１７１１７１１７ペペペペーーーージジジジ、農林部所管は、２つ、農林部所管は、２つ、農林部所管は、２つ、農林部所管は、２つ目目目目の奈良県事務処理の特例に関する条例の一部を改の奈良県事務処理の特例に関する条例の一部を改の奈良県事務処理の特例に関する条例の一部を改の奈良県事務処理の特例に関する条例の一部を改

正する条例でございます。１１９正する条例でございます。１１９正する条例でございます。１１９正する条例でございます。１１９ペペペペーーーージジジジ、平成２５年２月に、森林法、平成２５年２月に、森林法、平成２５年２月に、森林法、平成２５年２月に、森林法施行施行施行施行規規規規則則則則が改正が改正が改正が改正さささされ、れ、れ、れ、

同同同同法第１８条が法第１８条が法第１８条が法第１８条が内容内容内容内容はそのままに第５０条となはそのままに第５０条となはそのままに第５０条となはそのままに第５０条となっっっったたたたこここことにとにとにとに伴伴伴伴い、い、い、い、ここここの条文をの条文をの条文をの条文を引引引引用している用している用している用している

奈良県事務処理の特例に関する条例を改正する必要が出てまいりました。奈良県事務処理の特例に関する条例を改正する必要が出てまいりました。奈良県事務処理の特例に関する条例を改正する必要が出てまいりました。奈良県事務処理の特例に関する条例を改正する必要が出てまいりました。ここここれにつれにつれにつれにつききききましましましまし

て、法て、法て、法て、法律律律律の改の改の改の改廃廃廃廃にににに伴伴伴伴い、当い、当い、当い、当該該該該法法法法令令令令の条項をの条項をの条項をの条項を引引引引用する条文の用する条文の用する条文の用する条文の整備整備整備整備をををを行うこ行うこ行うこ行うことはとはとはとは知知知知事の専決処事の専決処事の専決処事の専決処

分事項である分事項である分事項である分事項であるこここことかとかとかとからららら、平成２５年３月に、平成２５年３月に、平成２５年３月に、平成２５年３月に知知知知事の専決処分で条例の改正を事の専決処分で条例の改正を事の専決処分で条例の改正を事の専決処分で条例の改正を行行行行い、い、い、い、同同同同年４月年４月年４月年４月

かかかから施行さら施行さら施行さら施行されているとれているとれているとれているとこここころでございます。ろでございます。ろでございます。ろでございます。

続き続き続き続きまして、報第９号かまして、報第９号かまして、報第９号かまして、報第９号からららら報第１４号に係る公社等の経営状況の報告についてご報第１４号に係る公社等の経営状況の報告についてご報第１４号に係る公社等の経営状況の報告についてご報第１４号に係る公社等の経営状況の報告についてご説説説説明明明明ささささ

せせせせていただていただていただていただききききますますますます。。。。「「「「財団法人奈良県農業振興公社平成２４年度業務報告書財団法人奈良県農業振興公社平成２４年度業務報告書財団法人奈良県農業振興公社平成２４年度業務報告書財団法人奈良県農業振興公社平成２４年度業務報告書」」」」でございまでございまでございまでございま

す。報第９号、財団法人奈良県農業振興公社の経営状況の報告についてでございます。資す。報第９号、財団法人奈良県農業振興公社の経営状況の報告についてでございます。資す。報第９号、財団法人奈良県農業振興公社の経営状況の報告についてでございます。資す。報第９号、財団法人奈良県農業振興公社の経営状況の報告についてでございます。資
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料１料１料１料１ペペペペーーーージジジジ、農業振興公社は、ご承、農業振興公社は、ご承、農業振興公社は、ご承、農業振興公社は、ご承知知知知のよのよのよのよううううに、農業経営の規に、農業経営の規に、農業経営の規に、農業経営の規模拡大模拡大模拡大模拡大、農地の、農地の、農地の、農地の集集集集積積積積ななななどどどど担担担担

い手のい手のい手のい手の育育育育成成成成確確確確保を保を保を保を図図図図るため、るため、るため、るため、仲仲仲仲介介介介役役役役として農用地の売として農用地の売として農用地の売として農用地の売買買買買やややや貸貸貸貸借借借借をををを行う行う行う行う、い、い、い、いわわわわゆゆゆゆる農地保る農地保る農地保る農地保有有有有

合合合合理理理理化促進化促進化促進化促進事業を中事業を中事業を中事業を中心心心心に事業をに事業をに事業をに事業を実施実施実施実施しております。しております。しております。しております。

主主主主要事業についてご要事業についてご要事業についてご要事業についてご説説説説明を明を明を明を申申申申しししし上げ上げ上げ上げます。まます。まます。まます。まずずずず、農地保、農地保、農地保、農地保有合有合有合有合理理理理化促進化促進化促進化促進事業につ事業につ事業につ事業につききききましてましてましてまして

は、農用地の貸は、農用地の貸は、農用地の貸は、農用地の貸借借借借等、記等、記等、記等、記載載載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しております。農用地の貸しております。農用地の貸しております。農用地の貸しております。農用地の貸借借借借は、前年度よりは、前年度よりは、前年度よりは、前年度より微微微微増増増増

となとなとなとなっっっっております。ております。ております。ております。

続き続き続き続きまして、まして、まして、まして、青青青青年農業者年農業者年農業者年農業者就就就就職職職職支援支援支援支援事業では、事業では、事業では、事業では、就就就就農農農農支援支援支援支援の資金貸し付の資金貸し付の資金貸し付の資金貸し付けけけけ、、、、及び及び及び及び新規新規新規新規就就就就農農農農相相相相

談談談談をををを実施実施実施実施しております。新規しております。新規しております。新規しております。新規就就就就農農農農相談相談相談相談につにつにつにつききききましては、６８件ありました。ましては、６８件ありました。ましては、６８件ありました。ましては、６８件ありました。続続続続いて、担いいて、担いいて、担いいて、担い

手手手手育育育育成成成成確確確確保保保保支援支援支援支援事業事業事業事業イイイイチチチチゴゴゴゴススススペペペペシャリスシャリスシャリスシャリストトトト育育育育成成成成確確確確保事業でございますが、平成２４年度は保事業でございますが、平成２４年度は保事業でございますが、平成２４年度は保事業でございますが、平成２４年度は

２名に２名に２名に２名に実実実実践研践研践研践研修修修修をををを実施実施実施実施いたしました。平成２５年度いたしました。平成２５年度いたしました。平成２５年度いたしました。平成２５年度もももも新たに２名に新たに２名に新たに２名に新たに２名に研研研研修修修修をををを実施実施実施実施しているとしているとしているとしていると

こここころでございます。農業振興ろでございます。農業振興ろでございます。農業振興ろでございます。農業振興支援支援支援支援事業は、事業は、事業は、事業は、大和高原大和高原大和高原大和高原北北北北部地部地部地部地区区区区の地元負担金の一の地元負担金の一の地元負担金の一の地元負担金の一括償還括償還括償還括償還に要に要に要に要

する経費であり、金する経費であり、金する経費であり、金する経費であり、金融機融機融機融機関関関関へへへへのののの償還償還償還償還分として６分として６分として６分として６億億億億９５９９５９９５９９５９万円余万円余万円余万円余となとなとなとなっっっっております。ております。ております。ております。詳細詳細詳細詳細にににに

ついては２ついては２ついては２ついては２ペペペペーーーージジジジかかかからららら５５５５ペペペペーーーージジジジに記に記に記に記載載載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。

７７７７ペペペペーーーージジジジ、財務の報告ですが、貸、財務の報告ですが、貸、財務の報告ですが、貸、財務の報告ですが、貸借対借対借対借対照表照表照表照表と収と収と収と収支支支支計算書でご計算書でご計算書でご計算書でご説説説説明明明明させさせさせさせていただていただていただていただききききます。ます。ます。ます。

ままままずずずず、貸、貸、貸、貸借対借対借対借対照表照表照表照表につにつにつにつききききまして、資産まして、資産まして、資産まして、資産合合合合計は５計は５計は５計は５億億億億６６６６，，，，５１６５１６５１６５１６万円余万円余万円余万円余、負、負、負、負債債債債合合合合計は３計は３計は３計は３億億億億５５５５，，，，

２０１２０１２０１２０１万円余万円余万円余万円余、正、正、正、正味味味味財産は２財産は２財産は２財産は２億億億億１１１１，，，，３１４３１４３１４３１４万円余万円余万円余万円余でございます。でございます。でございます。でございます。

１９１９１９１９ペペペペーーーージジジジ、収、収、収、収支支支支計算書についてでございます。事業計算書についてでございます。事業計算書についてでございます。事業計算書についてでございます。事業活活活活動収入は、基動収入は、基動収入は、基動収入は、基本本本本財産財産財産財産運運運運用収入な用収入な用収入な用収入な

どどどどで５で５で５で５，，，，３８５３８５３８５３８５万円余万円余万円余万円余、事業、事業、事業、事業活活活活動動動動支支支支出は、農地保出は、農地保出は、農地保出は、農地保有合有合有合有合理理理理化化化化事業費事業費事業費事業費支支支支出な出な出な出などどどどで８で８で８で８，，，，６３４６３４６３４６３４万万万万

円余円余円余円余、事業、事業、事業、事業活活活活動収動収動収動収支差支差支差支差額は額は額は額はママママイイイイナスナスナスナス３３３３，，，，２４９２４９２４９２４９万円余万円余万円余万円余でございます。でございます。でございます。でございます。ここここの事業の事業の事業の事業活活活活動収動収動収動収支差支差支差支差

額に額に額に額に投投投投資資資資活活活活動収動収動収動収支支支支、財務、財務、財務、財務活活活活動収動収動収動収支支支支ななななどどどどをををを合わせ合わせ合わせ合わせまして、当まして、当まして、当まして、当期期期期収収収収支差支差支差支差額が、２額が、２額が、２額が、２億億億億７７７７，，，，４８８４８８４８８４８８

万円余万円余万円余万円余でございます。でございます。でございます。でございます。

以上以上以上以上で業務報告ので業務報告ので業務報告ので業務報告の説説説説明を明を明を明を終わ終わ終わ終わりまして、りまして、りまして、りまして、続き続き続き続きまして、平成２５年度事業計まして、平成２５年度事業計まして、平成２５年度事業計まして、平成２５年度事業計画画画画書の書の書の書の説説説説明明明明ささささ

せせせせていただていただていただていただききききますますますます。。。。「「「「財団法人奈良県農業振興公社平成２５年度事業計財団法人奈良県農業振興公社平成２５年度事業計財団法人奈良県農業振興公社平成２５年度事業計財団法人奈良県農業振興公社平成２５年度事業計画画画画書書書書」」」」の１の１の１の１ペペペペーーーージジジジ、、、、

平成２５年度につ平成２５年度につ平成２５年度につ平成２５年度につききききましてましてましてましても引き続きも引き続きも引き続きも引き続き収入の収入の収入の収入の確確確確保、経費保、経費保、経費保、経費節節節節減に減に減に減に努努努努めながめながめながめながらららら、記１か、記１か、記１か、記１からららら５に５に５に５に

記記記記載載載載の事項についての事項についての事項についての事項について重重重重点的点的点的点的に事業に事業に事業に事業展展展展開を開を開を開を図図図図るるるるここここととしております。ととしております。ととしております。ととしております。

８８８８ペペペペーーーージジジジ、平成２５年度の収、平成２５年度の収、平成２５年度の収、平成２５年度の収支支支支計計計計画画画画につにつにつにつききききまして、収まして、収まして、収まして、収支支支支予算書予算書予算書予算書総総総総括括括括表表表表でででで説説説説明明明明させさせさせさせていたていたていたていた

だだだだききききます。事業ます。事業ます。事業ます。事業活活活活動収入は、基動収入は、基動収入は、基動収入は、基本本本本財産財産財産財産運運運運用収入な用収入な用収入な用収入などどどどで１で１で１で１億億億億２２２２，，，，４７２４７２４７２４７２万円余万円余万円余万円余でございます。でございます。でございます。でございます。

事業事業事業事業活活活活動動動動支支支支出は、農地保出は、農地保出は、農地保出は、農地保有合有合有合有合理理理理化化化化事業費事業費事業費事業費支支支支出等で１出等で１出等で１出等で１億億億億５５５５，，，，２６８２６８２６８２６８万円余万円余万円余万円余でございます。事でございます。事でございます。事でございます。事

業業業業活活活活動収動収動収動収支差支差支差支差額は額は額は額はママママイイイイナスナスナスナス２２２２，，，，７９６７９６７９６７９６万円余万円余万円余万円余でございます。でございます。でございます。でございます。ここここの事業の事業の事業の事業活活活活動収動収動収動収支差支差支差支差額に額に額に額に投投投投資資資資

活活活活動収動収動収動収支支支支、財務、財務、財務、財務活活活活動収動収動収動収支支支支をををを合わせ合わせ合わせ合わせまして、当まして、当まして、当まして、当期期期期収収収収支差支差支差支差額は額は額は額はママママイイイイナスナスナスナス３３３３億億億億２２２２，，，，８４９８４９８４９８４９万円万円万円万円でででで
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ございます。ございます。ございます。ございます。ここここののののママママイイイイナスナスナスナスは、会計処理の計は、会計処理の計は、会計処理の計は、会計処理の計上上上上方法を変方法を変方法を変方法を変ええええたためたためたためたため発発発発生した生した生した生したもももものであります。のであります。のであります。のであります。

収収収収支全支全支全支全体体体体といたしましては、前といたしましては、前といたしましては、前といたしましては、前期期期期繰越収繰越収繰越収繰越収支差支差支差支差額が３額が３額が３額が３億億億億３３３３，，，，０６８０６８０６８０６８万円余万円余万円余万円余でございますので、でございますので、でございますので、でございますので、

次次次次期期期期繰越収繰越収繰越収繰越収支差支差支差支差額は２１９額は２１９額は２１９額は２１９万円余万円余万円余万円余のののの残残残残となります。となります。となります。となります。

以上以上以上以上で、農業振興公社ので、農業振興公社ので、農業振興公社ので、農業振興公社の説説説説明を明を明を明を終わ終わ終わ終わりまして、次に、奈良市場冷蔵株式会社の経営状況りまして、次に、奈良市場冷蔵株式会社の経営状況りまして、次に、奈良市場冷蔵株式会社の経営状況りまして、次に、奈良市場冷蔵株式会社の経営状況

についてについてについてについて説説説説明明明明させさせさせさせていただていただていただていただききききますますますます。。。。「「「「奈良市場冷蔵株式会社平成２４年度業務報告書奈良市場冷蔵株式会社平成２４年度業務報告書奈良市場冷蔵株式会社平成２４年度業務報告書奈良市場冷蔵株式会社平成２４年度業務報告書」」」」をををを

お願いをいたします。お願いをいたします。お願いをいたします。お願いをいたします。

報第１０号、奈良市場冷蔵株式会社の経営状況の報告についてでございます。平成２４報第１０号、奈良市場冷蔵株式会社の経営状況の報告についてでございます。平成２４報第１０号、奈良市場冷蔵株式会社の経営状況の報告についてでございます。平成２４報第１０号、奈良市場冷蔵株式会社の経営状況の報告についてでございます。平成２４

年度業務報告書の１年度業務報告書の１年度業務報告書の１年度業務報告書の１ペペペペーーーージジジジ、奈良市場冷蔵株式会社は、県中央卸売市場にお、奈良市場冷蔵株式会社は、県中央卸売市場にお、奈良市場冷蔵株式会社は、県中央卸売市場にお、奈良市場冷蔵株式会社は、県中央卸売市場におけけけける生る生る生る生鮮鮮鮮鮮食料食料食料食料

品品品品流流流流通通通通におにおにおにおけけけけるるるる不可不可不可不可欠欠欠欠な冷蔵な冷蔵な冷蔵な冷蔵施設施設施設施設をををを有有有有する冷蔵する冷蔵する冷蔵する冷蔵倉庫倉庫倉庫倉庫会社として、市場の会社として、市場の会社として、市場の会社として、市場の円円円円滑滑滑滑なななな運運運運営と県営と県営と県営と県民民民民

へへへへの食の安定の食の安定の食の安定の食の安定供供供供給給給給にににに対対対対してしてしてして大き大き大き大きなななな役役役役割割割割を担を担を担を担っっっっております。奈良市場冷蔵株式会社は、資ております。奈良市場冷蔵株式会社は、資ております。奈良市場冷蔵株式会社は、資ております。奈良市場冷蔵株式会社は、資本本本本

金１金１金１金１，，，，００００００００００００万円万円万円万円、、、、うちうちうちうち県は４９０県は４９０県は４９０県は４９０万円万円万円万円を出資しております。を出資しております。を出資しております。を出資しております。

事業の事業の事業の事業の実施実施実施実施状況でございますが、長状況でございますが、長状況でございますが、長状況でございますが、長引引引引くくくく不不不不況による況による況による況による消消消消費の費の費の費の落落落落ちちちち込込込込みみみみやややや流流流流通通通通形態形態形態形態のののの多多多多様化様化様化様化

ななななどどどどによりによりによりにより取扱高取扱高取扱高取扱高はははは厳厳厳厳しい状況となしい状況となしい状況となしい状況となっっっってはおりますが、市場てはおりますが、市場てはおりますが、市場てはおりますが、市場機機機機能能能能をををを最最最最大限大限大限大限にににに活活活活用しなが用しなが用しなが用しながらららら、、、、

経営改経営改経営改経営改善善善善にににに努努努努めているとめているとめているとめているとこここころでございます。ろでございます。ろでございます。ろでございます。

取取取取りりりり扱扱扱扱い状況でありますが、保管収入い状況でありますが、保管収入い状況でありますが、保管収入い状況でありますが、保管収入高高高高は１は１は１は１億億億億９９９９，，，，７５６７５６７５６７５６万万万万７７７７，，，，００００００００００００円円円円で、で、で、で、対対対対前年度前年度前年度前年度

００００．．．．８８８８％％％％の減となりましたが、の減となりましたが、の減となりましたが、の減となりましたが、附附附附帯帯帯帯収入な収入な収入な収入などどどどのののの増増増増により、営業収入は２により、営業収入は２により、営業収入は２により、営業収入は２億億億億９９９９，，，，７７９７７９７７９７７９万万万万９９９９，，，，

００００００００００００円円円円と、と、と、と、対対対対前年度５前年度５前年度５前年度５．．．．６６６６％％％％のののの増増増増となりました。となりました。となりました。となりました。

財務報告でございますが、貸財務報告でございますが、貸財務報告でございますが、貸財務報告でございますが、貸借対借対借対借対照表照表照表照表と収と収と収と収支支支支計算書でご計算書でご計算書でご計算書でご説説説説明明明明させさせさせさせていただていただていただていただききききます。まます。まます。まます。まずずずず、、、、

３３３３ペペペペーーーージジジジ、貸、貸、貸、貸借対借対借対借対照表照表照表照表ですが、資産ですが、資産ですが、資産ですが、資産合合合合計は７計は７計は７計は７，，，，４１８４１８４１８４１８万万万万７７７７，，，，００００００００００００円円円円でございます。負でございます。負でございます。負でございます。負債債債債

合合合合計は４計は４計は４計は４，，，，７６１７６１７６１７６１万万万万６６６６，，，，００００００００００００円円円円でございます。でございます。でございます。でございます。純純純純資産資産資産資産合合合合計は２計は２計は２計は２，，，，６５７６５７６５７６５７万円万円万円万円でございまでございまでございまでございま

す。す。す。す。

１２１２１２１２ペペペペーーーージジジジ、収、収、収、収支支支支計算書でございます。事業計算書でございます。事業計算書でございます。事業計算書でございます。事業活活活活動収入は、基動収入は、基動収入は、基動収入は、基本本本本財産財産財産財産運運運運用収入をはじめ、用収入をはじめ、用収入をはじめ、用収入をはじめ、

記記記記載載載載のとおりで、２のとおりで、２のとおりで、２のとおりで、２億億億億９９９９，，，，７７９７７９７７９７７９万万万万９９９９，，，，００００００００００００円円円円となとなとなとなっっっっております。事業ております。事業ております。事業ております。事業活活活活動動動動支支支支出は出は出は出は運運運運営営営営

事業事業事業事業支支支支出な出な出な出などどどどで２で２で２で２億億億億９９９９，，，，６７５６７５６７５６７５万万万万８８８８，，，，００００００００００００円円円円、事業、事業、事業、事業活活活活動収動収動収動収支差支差支差支差額は１０４額は１０４額は１０４額は１０４万万万万１１１１，，，，００００００００００００

円円円円でございます。でございます。でございます。でございます。ここここの事業の事業の事業の事業活活活活動収動収動収動収支差支差支差支差額に事業額に事業額に事業額に事業外外外外活活活活動収動収動収動収支差支差支差支差額、額、額、額、投投投投資資資資活活活活動収動収動収動収支差支差支差支差額、財務額、財務額、財務額、財務

活活活活動収動収動収動収支差支差支差支差額を額を額を額を合わせ合わせ合わせ合わせまして、当まして、当まして、当まして、当期期期期収収収収支差支差支差支差額は、２００額は、２００額は、２００額は、２００万万万万６６６６，，，，００００００００００００円円円円となとなとなとなっっっっております。ております。ております。ております。

以上以上以上以上で、業務報告書ので、業務報告書ので、業務報告書ので、業務報告書の説説説説明を明を明を明を終わ終わ終わ終わります。ります。ります。ります。続き続き続き続きまして、平成２５年度事業計まして、平成２５年度事業計まして、平成２５年度事業計まして、平成２５年度事業計画画画画書を書を書を書を説説説説明明明明

させさせさせさせていただていただていただていただききききます。ます。ます。ます。

「「「「奈良市場冷蔵株式会社平成２５年度事業計奈良市場冷蔵株式会社平成２５年度事業計奈良市場冷蔵株式会社平成２５年度事業計奈良市場冷蔵株式会社平成２５年度事業計画画画画書書書書」」」」をごをごをごをごらんらんらんらんいただいただいただいただきききき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。

ⅠⅠⅠⅠ平成２５年度事業計平成２５年度事業計平成２５年度事業計平成２５年度事業計画画画画書で、平成２５年度につ書で、平成２５年度につ書で、平成２５年度につ書で、平成２５年度につききききましては、ましては、ましては、ましては、さらさらさらさらなる経営改なる経営改なる経営改なる経営改善善善善にににに努努努努めなめなめなめな
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ががががらららら、生、生、生、生鮮鮮鮮鮮食料食料食料食料品品品品ななななどどどどのののの円円円円滑滑滑滑なななな供供供供給給給給とととと消消消消費生費生費生費生活活活活の安定をの安定をの安定をの安定を図っ図っ図っ図ってまいります。てまいります。てまいります。てまいります。

事業計事業計事業計事業計画画画画のののの概概概概要でありますが、新規要でありますが、新規要でありますが、新規要でありますが、新規顧顧顧顧客客客客のののの獲獲獲獲得得得得ななななどどどどのののの取取取取りりりり扱扱扱扱いのいのいのいの拡大拡大拡大拡大をををを図図図図りながりながりながりながらららら、、、、引引引引

き続きロき続きロき続きロき続きローーーーコスコスコスコストトトト運運運運営を営を営を営を継継継継続続続続し、収益し、収益し、収益し、収益力力力力のののの向上向上向上向上をををを図っ図っ図っ図っ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え考え考え考えております。ております。ております。ております。

次の次の次の次のペペペペーーーージジジジをお願いいたします。平成２５年度の収をお願いいたします。平成２５年度の収をお願いいたします。平成２５年度の収をお願いいたします。平成２５年度の収支支支支計計計計画画画画、収、収、収、収支支支支計算書で計算書で計算書で計算書で説説説説明明明明させさせさせさせていていていてい

ただただただただききききます。事業ます。事業ます。事業ます。事業活活活活動収入は、基動収入は、基動収入は、基動収入は、基本本本本財産財産財産財産運運運運用収入で２用収入で２用収入で２用収入で２億億億億９９９９，，，，０５７０５７０５７０５７万円万円万円万円でございます。事でございます。事でございます。事でございます。事

業業業業活活活活動動動動支支支支出は２出は２出は２出は２億億億億８８８８，，，，８８２８８２８８２８８２万円万円万円万円で、事業で、事業で、事業で、事業活活活活動収動収動収動収支差支差支差支差額は１７５額は１７５額は１７５額は１７５万円万円万円万円でございます。事業でございます。事業でございます。事業でございます。事業

活活活活動収動収動収動収支差支差支差支差額に事業額に事業額に事業額に事業外外外外活活活活動収動収動収動収支差支差支差支差額、額、額、額、投投投投資資資資活活活活動収動収動収動収支差支差支差支差額、財務額、財務額、財務額、財務活活活活動収動収動収動収支差支差支差支差額な額な額な額など合わせど合わせど合わせど合わせまままま

して、当して、当して、当して、当期期期期収収収収支差支差支差支差額は１５０額は１５０額は１５０額は１５０万円万円万円万円となります。となります。となります。となります。

以上以上以上以上で奈良市場冷蔵株式会社の経営状況の報告をで奈良市場冷蔵株式会社の経営状況の報告をで奈良市場冷蔵株式会社の経営状況の報告をで奈良市場冷蔵株式会社の経営状況の報告を終わ終わ終わ終わりまして、りまして、りまして、りまして、続続続続いて奈良県野菜価格いて奈良県野菜価格いて奈良県野菜価格いて奈良県野菜価格

安定基金の経営状況について安定基金の経営状況について安定基金の経営状況について安定基金の経営状況について説説説説明明明明させさせさせさせていただていただていただていただききききますますますます。。。。「「「「社団法人奈良県野菜価格安定基社団法人奈良県野菜価格安定基社団法人奈良県野菜価格安定基社団法人奈良県野菜価格安定基

金平成２４年度業務報告書金平成２４年度業務報告書金平成２４年度業務報告書金平成２４年度業務報告書」」」」のののの冊冊冊冊子をお願いをいたします。子をお願いをいたします。子をお願いをいたします。子をお願いをいたします。

報第１１号、社団法人奈良県野菜価格安定基金の経営状況の報告についてでございます。報第１１号、社団法人奈良県野菜価格安定基金の経営状況の報告についてでございます。報第１１号、社団法人奈良県野菜価格安定基金の経営状況の報告についてでございます。報第１１号、社団法人奈良県野菜価格安定基金の経営状況の報告についてでございます。

１１１１ペペペペーーーージジジジ、奈良県野菜価格安定基金は、、奈良県野菜価格安定基金は、、奈良県野菜価格安定基金は、、奈良県野菜価格安定基金は、主主主主要な野菜の価格が要な野菜の価格が要な野菜の価格が要な野菜の価格が著著著著しくしくしくしく低低低低落落落落した場した場した場した場合合合合に経営にに経営にに経営にに経営に

及及及及ぼぼぼぼすすすす影響影響影響影響をををを緩緩緩緩和和和和するため、生産者にするため、生産者にするため、生産者にするため、生産者に交交交交付金を付金を付金を付金を交交交交付する事業を付する事業を付する事業を付する事業を行っ行っ行っ行っております。ております。ております。ております。対対対対象象象象野菜野菜野菜野菜

は、地域農業は、地域農業は、地域農業は、地域農業上上上上のののの重重重重要であると要であると要であると要であると位位位位置づけら置づけら置づけら置づけられる特定野菜といたしまして、県れる特定野菜といたしまして、県れる特定野菜といたしまして、県れる特定野菜といたしまして、県内内内内で一定ので一定ので一定ので一定の面面面面

積積積積とととと共販率共販率共販率共販率があるがあるがあるがあるイイイイチチチチゴゴゴゴ、、、、ススススイカイカイカイカ、生、生、生、生シシシシイイイイタタタタケケケケ、、、、コマツナコマツナコマツナコマツナ、また、また、また、また指指指指定野菜といたしまして、定野菜といたしまして、定野菜といたしまして、定野菜といたしまして、

秋冬白秋冬白秋冬白秋冬白菜、菜、菜、菜、春春春春レレレレタタタタスススス、、、、夏秋夏秋夏秋夏秋トトトトママママトトトト、計７、計７、計７、計７品目品目品目品目をををを扱っ扱っ扱っ扱っております。ております。ております。ております。

それでは、平成２４年度事業報告についてごそれでは、平成２４年度事業報告についてごそれでは、平成２４年度事業報告についてごそれでは、平成２４年度事業報告についてご説説説説明明明明申申申申しししし上げ上げ上げ上げます。事業ます。事業ます。事業ます。事業概概概概要でございます要でございます要でございます要でございます

が、が、が、が、交交交交付予付予付予付予約約約約数数数数量量量量とは、生産者が出とは、生産者が出とは、生産者が出とは、生産者が出荷荷荷荷する野菜のする野菜のする野菜のする野菜のうちうちうちうち、事業の、事業の、事業の、事業の対対対対象象象象となる野菜のとなる野菜のとなる野菜のとなる野菜の数数数数量量量量をいをいをいをい

います。また、います。また、います。また、います。また、交交交交付付付付準備準備準備準備金の金の金の金の造造造造成とは、事業を成とは、事業を成とは、事業を成とは、事業を運運運運営するに当たり、事前に資金を営するに当たり、事前に資金を営するに当たり、事前に資金を営するに当たり、事前に資金を積積積積みみみみ立立立立てててて

るるるるこここことをいいます。特定野菜のとをいいます。特定野菜のとをいいます。特定野菜のとをいいます。特定野菜の交交交交付予付予付予付予約約約約量量量量は６１５は６１５は６１５は６１５．．．．４４４４トトトトンで、資金ンで、資金ンで、資金ンで、資金造造造造成必要額は５成必要額は５成必要額は５成必要額は５，，，，２２２２

６０６０６０６０万円余万円余万円余万円余となりました。となりました。となりました。となりました。指指指指定野菜の定野菜の定野菜の定野菜の交交交交付予付予付予付予約約約約数数数数量量量量は３３３は３３３は３３３は３３３トトトトンで、資金ンで、資金ンで、資金ンで、資金造造造造成必要額は７成必要額は７成必要額は７成必要額は７

８７８７８７８７万円余万円余万円余万円余となりました。となりました。となりました。となりました。

２２２２ペペペペーーーージジジジ、、、、オ．オ．オ．オ．補補補補給給給給交交交交付金額でございます。特定野菜が１付金額でございます。特定野菜が１付金額でございます。特定野菜が１付金額でございます。特定野菜が１，，，，４９５４９５４９５４９５万円余万円余万円余万円余、、、、指指指指定野菜が定野菜が定野菜が定野菜が

４２４２４２４２万円余万円余万円余万円余となりました。となりました。となりました。となりました。

８８８８ペペペペーーーージジジジ、財務報告でございます。収、財務報告でございます。収、財務報告でございます。収、財務報告でございます。収支支支支計算書と貸計算書と貸計算書と貸計算書と貸借対借対借対借対照表照表照表照表でごでごでごでご説説説説明明明明させさせさせさせていただていただていただていただききききまままま

す。ます。ます。ます。まずずずず、収、収、収、収支支支支計算書でございますが、特定野菜計算書でございますが、特定野菜計算書でございますが、特定野菜計算書でございますが、特定野菜及び指及び指及び指及び指定野菜に関する事業収入をはじめ、定野菜に関する事業収入をはじめ、定野菜に関する事業収入をはじめ、定野菜に関する事業収入をはじめ、

記記記記載載載載のとおり当のとおり当のとおり当のとおり当期期期期収入額は３収入額は３収入額は３収入額は３，，，，６０３６０３６０３６０３万円余万円余万円余万円余でございます。でございます。でございます。でございます。

９９９９ペペペペーーーージジジジ、特定野菜、特定野菜、特定野菜、特定野菜及び指及び指及び指及び指定野菜に関する事業費をはじめ、記定野菜に関する事業費をはじめ、記定野菜に関する事業費をはじめ、記定野菜に関する事業費をはじめ、記載載載載のとおりで、当のとおりで、当のとおりで、当のとおりで、当期支期支期支期支出出出出

合合合合計は３計は３計は３計は３，，，，５８１５８１５８１５８１万円余万円余万円余万円余でございます。当でございます。当でございます。当でございます。当期期期期収収収収支差支差支差支差額が２２額が２２額が２２額が２２万円余万円余万円余万円余でございます。でございます。でございます。でございます。
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１２１２１２１２ペペペペーーーージジジジ、貸、貸、貸、貸借対借対借対借対照表照表照表照表についてでございます。資産についてでございます。資産についてでございます。資産についてでございます。資産合合合合計は１計は１計は１計は１億億億億１１１１，，，，２９１２９１２９１２９１万円余万円余万円余万円余でごでごでごでご

ざいます。負ざいます。負ざいます。負ざいます。負債債債債合合合合計は、９計は、９計は、９計は、９，，，，９７４９７４９７４９７４万円余万円余万円余万円余、正、正、正、正味味味味財産は１財産は１財産は１財産は１，，，，３１７３１７３１７３１７万円余万円余万円余万円余でございます。でございます。でございます。でございます。

以上以上以上以上で業務報告書ので業務報告書ので業務報告書ので業務報告書の説説説説明を明を明を明を終わ終わ終わ終わりまして、りまして、りまして、りまして、続続続続いて平成２５年度事業計いて平成２５年度事業計いて平成２５年度事業計いて平成２５年度事業計画画画画書を書を書を書を説説説説明明明明させさせさせさせてててて

いただいただいただいただききききます。ます。ます。ます。

「「「「奈良県野菜価格安定基金平成２５年度事業計奈良県野菜価格安定基金平成２５年度事業計奈良県野菜価格安定基金平成２５年度事業計奈良県野菜価格安定基金平成２５年度事業計画画画画書書書書」」」」の１の１の１の１ペペペペーーーージジジジ、平成２５年度の事業、平成２５年度の事業、平成２５年度の事業、平成２５年度の事業

方方方方針針針針につにつにつにつききききましては、ましては、ましては、ましては、昨昨昨昨年度に年度に年度に年度に引き続き引き続き引き続き引き続き適適適適正な正な正な正な運運運運営に営に営に営に努努努努めてまいります。めてまいります。めてまいります。めてまいります。交交交交付予付予付予付予約約約約数数数数量量量量とととと

いたしまして、特定野菜についたしまして、特定野菜についたしまして、特定野菜についたしまして、特定野菜につききききましては、ましては、ましては、ましては、イイイイチチチチゴゴゴゴ、生、生、生、生シシシシイイイイタタタタケケケケ、、、、コマツナコマツナコマツナコマツナでのでのでのでの合合合合計が６４計が６４計が６４計が６４

１１１１．．．．８８８８トトトトンを予定をしております。ンを予定をしております。ンを予定をしております。ンを予定をしております。指指指指定野菜は、定野菜は、定野菜は、定野菜は、春春春春レレレレタタタタスススス、、、、秋冬白秋冬白秋冬白秋冬白菜、菜、菜、菜、夏秋夏秋夏秋夏秋トトトトママママトトトトでのでのでのでの合合合合

計が３７１計が３７１計が３７１計が３７１トトトトンを予定をしております。ンを予定をしております。ンを予定をしております。ンを予定をしております。

２２２２ペペペペーーーージジジジ、、、、交交交交付付付付準備準備準備準備金金金金造造造造成計成計成計成計画画画画につにつにつにつききききましては、ましては、ましては、ましては、本本本本年度資金年度資金年度資金年度資金造造造造成額が、特定野菜では１成額が、特定野菜では１成額が、特定野菜では１成額が、特定野菜では１，，，，

６４６６４６６４６６４６万円余万円余万円余万円余、、、、指指指指定野菜では９７定野菜では９７定野菜では９７定野菜では９７万円余万円余万円余万円余となとなとなとなっっっっております。ております。ております。ております。

平成２５年度の収平成２５年度の収平成２５年度の収平成２５年度の収支支支支計計計計画画画画についてでございますが、４についてでございますが、４についてでございますが、４についてでございますが、４ペペペペーーーージジジジ、収、収、収、収支支支支予算書で予算書で予算書で予算書で簡簡簡簡単単単単にににに説説説説明明明明

させさせさせさせていただていただていただていただききききます。まます。まます。まます。まずずずず、収入の部でございますが、特定野菜、収入の部でございますが、特定野菜、収入の部でございますが、特定野菜、収入の部でございますが、特定野菜及び指及び指及び指及び指定野菜に関する事定野菜に関する事定野菜に関する事定野菜に関する事

業収入をはじめ記業収入をはじめ記業収入をはじめ記業収入をはじめ記載載載載のとおりで、当のとおりで、当のとおりで、当のとおりで、当期期期期収入収入収入収入合合合合計は１計は１計は１計は１億億億億１１１１，，，，６３８６３８６３８６３８万円余万円余万円余万円余でございます。でございます。でございます。でございます。

５５５５ペペペペーーーージジジジ、、、、支支支支出の部でございます。特定野菜出の部でございます。特定野菜出の部でございます。特定野菜出の部でございます。特定野菜及び指及び指及び指及び指定野菜に関する事業費をはじめ記定野菜に関する事業費をはじめ記定野菜に関する事業費をはじめ記定野菜に関する事業費をはじめ記載載載載

のとおりで、当のとおりで、当のとおりで、当のとおりで、当期支期支期支期支出出出出合合合合計は、１計は、１計は、１計は、１億億億億１１１１，，，，６３８６３８６３８６３８万円余万円余万円余万円余でございます。でございます。でございます。でございます。

以上以上以上以上で奈良県野菜価格安定基金ので奈良県野菜価格安定基金ので奈良県野菜価格安定基金ので奈良県野菜価格安定基金の説説説説明を明を明を明を終わ終わ終わ終わりまして、次に、奈良県食肉公社の経営状りまして、次に、奈良県食肉公社の経営状りまして、次に、奈良県食肉公社の経営状りまして、次に、奈良県食肉公社の経営状

況について報告況について報告況について報告況について報告させさせさせさせていただていただていただていただききききますますますます。。。。「「「「財団法人奈良県食肉公社平成２４年度業務報告財団法人奈良県食肉公社平成２４年度業務報告財団法人奈良県食肉公社平成２４年度業務報告財団法人奈良県食肉公社平成２４年度業務報告

書書書書」」」」のののの冊冊冊冊子をお願いをいたします。子をお願いをいたします。子をお願いをいたします。子をお願いをいたします。

報第１２号、財団法人奈良県食肉公社の経営状況の報告についてでございます。資料、報第１２号、財団法人奈良県食肉公社の経営状況の報告についてでございます。資料、報第１２号、財団法人奈良県食肉公社の経営状況の報告についてでございます。資料、報第１２号、財団法人奈良県食肉公社の経営状況の報告についてでございます。資料、

１１１１ペペペペーーーージジジジ、事業、事業、事業、事業実施実施実施実施状況等についてですが、平成２４年度は平成２５年４月か状況等についてですが、平成２４年度は平成２５年４月か状況等についてですが、平成２４年度は平成２５年４月か状況等についてですが、平成２４年度は平成２５年４月かららららの当公社の当公社の当公社の当公社

によると畜業務の直によると畜業務の直によると畜業務の直によると畜業務の直接運接運接運接運営に営に営に営に向け向け向け向け、業務、業務、業務、業務運運運運営営営営体制体制体制体制のののの整備整備整備整備等の等の等の等の準備準備準備準備にににに取取取取り組みました。また、り組みました。また、り組みました。また、り組みました。また、

センターの管理センターの管理センターの管理センターの管理運運運運営営営営主体主体主体主体として、関係として、関係として、関係として、関係機機機機関と関と関と関と連携連携連携連携、、、、協力協力協力協力しながしながしながしながらららら、、、、施設施設施設施設のののの適適適適切切切切な管理な管理な管理な管理運運運運営営営営

にににに努努努努めるととめるととめるととめるととももももに、安に、安に、安に、安心心心心安安安安全全全全な食肉の安定な食肉の安定な食肉の安定な食肉の安定供供供供給給給給にににに取取取取り組り組り組り組んんんんでまいりました。あでまいりました。あでまいりました。あでまいりました。あわせわせわせわせて、て、て、て、大大大大

和和和和牛牛牛牛、、、、ヤヤヤヤママママトトトトポポポポーーーーククククといといといといっっっったたたた大和大和大和大和畜産畜産畜産畜産ブラブラブラブランンンンドドドドをはじめとする県をはじめとする県をはじめとする県をはじめとする県内内内内産肉畜の産肉畜の産肉畜の産肉畜の集集集集出出出出荷荷荷荷のののの促進促進促進促進

にににに努努努努めてまいりました。めてまいりました。めてまいりました。めてまいりました。

奈良県食肉奈良県食肉奈良県食肉奈良県食肉流流流流通通通通センターの改センターの改センターの改センターの改革革革革については、については、については、については、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のののの提提提提言言言言に基に基に基に基づきづきづきづき定めたと畜定めたと畜定めたと畜定めたと畜

業務を食肉会社か業務を食肉会社か業務を食肉会社か業務を食肉会社からららら食肉公社に食肉公社に食肉公社に食肉公社に移移移移転転転転する方する方する方する方針針針針にににに沿沿沿沿っっっって、業務て、業務て、業務て、業務運運運運営営営営体制体制体制体制のののの整備整備整備整備等について県等について県等について県等について県

並び並び並び並びに食肉会社とに食肉会社とに食肉会社とに食肉会社と協協協協議を議を議を議を重重重重ねねねねるなるなるなるなどどどど、平成２５年２月定例会の経済労働委員会で報告をい、平成２５年２月定例会の経済労働委員会で報告をい、平成２５年２月定例会の経済労働委員会で報告をい、平成２５年２月定例会の経済労働委員会で報告をい

たしましたとおり、たしましたとおり、たしましたとおり、たしましたとおり、準備準備準備準備をををを進進進進めてまいりました。めてまいりました。めてまいりました。めてまいりました。ここここのののの結果結果結果結果、平成２５年４月１日か、平成２５年４月１日か、平成２５年４月１日か、平成２５年４月１日からららら、と、と、と、と
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畜業務と市場業務を分畜業務と市場業務を分畜業務と市場業務を分畜業務と市場業務を分離離離離し、と畜場の名し、と畜場の名し、と畜場の名し、と畜場の名称称称称を奈良県食肉を奈良県食肉を奈良県食肉を奈良県食肉流流流流通通通通センターかセンターかセンターかセンターからららら奈良県食肉セン奈良県食肉セン奈良県食肉セン奈良県食肉セン

ターに改ターに改ターに改ターに改称称称称をいたしました。そして、をいたしました。そして、をいたしました。そして、をいたしました。そして、施設施設施設施設管理業務を担管理業務を担管理業務を担管理業務を担う総う総う総う総務務務務課課課課とと畜業務を担とと畜業務を担とと畜業務を担とと畜業務を担うううう業務業務業務業務課課課課

の２の２の２の２課課課課体制体制体制体制としたとしたとしたとした上上上上で、食肉公社によると畜業務の直で、食肉公社によると畜業務の直で、食肉公社によると畜業務の直で、食肉公社によると畜業務の直接運接運接運接運営を開営を開営を開営を開始始始始したとしたとしたとしたとこここころでございまろでございまろでございまろでございま

す。す。す。す。

なお、業務なお、業務なお、業務なお、業務運運運運営営営営体制体制体制体制をををを整備整備整備整備するために、食肉公社のと畜業務にするために、食肉公社のと畜業務にするために、食肉公社のと畜業務にするために、食肉公社のと畜業務に従従従従事する事する事する事する従従従従業員を公社職業員を公社職業員を公社職業員を公社職

員として員として員として員として採採採採用するとと用するとと用するとと用するととももももに、県かに、県かに、県かに、県かららららのののの派遣派遣派遣派遣職員を職員を職員を職員を迎迎迎迎ええええ入れました。入れました。入れました。入れました。

２２２２ペペペペーーーージジジジ、センターの、センターの、センターの、センターの取取取取りりりり扱扱扱扱い状況でございます。と畜業務は、い状況でございます。と畜業務は、い状況でございます。と畜業務は、い状況でございます。と畜業務は、牛牛牛牛２２２２，，，，５２１５２１５２１５２１頭頭頭頭、、、、豚豚豚豚８８８８，，，，

５８０５８０５８０５８０頭頭頭頭がと畜がと畜がと畜がと畜解体解体解体解体処理処理処理処理さささされ、市場業務はれ、市場業務はれ、市場業務はれ、市場業務は牛牛牛牛１１１１，，，，９９９９９９９９９９９９頭頭頭頭、、、、豚豚豚豚４４４４，，，，１９９１９９１９９１９９頭頭頭頭がががが上上上上場場場場取引さ取引さ取引さ取引さ

れました。れました。れました。れました。うち大和うち大和うち大和うち大和畜産畜産畜産畜産ブラブラブラブランンンンドドドドとしてのとしてのとしてのとしての大和大和大和大和牛牛牛牛は８５１は８５１は８５１は８５１頭頭頭頭、、、、ヤヤヤヤママママトトトトポポポポーーーーククククは３は３は３は３，，，，３１７３１７３１７３１７

頭頭頭頭がががが上上上上場場場場さささされており、関係れており、関係れており、関係れており、関係機機機機関等との関等との関等との関等との連携連携連携連携をををを密密密密にし、県にし、県にし、県にし、県内内内内産肉畜の産肉畜の産肉畜の産肉畜の集集集集出出出出荷荷荷荷のののの促進促進促進促進にににに努努努努めためためためた

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

４４４４ペペペペーーーージジジジ、財務報告でございます。貸、財務報告でございます。貸、財務報告でございます。貸、財務報告でございます。貸借対借対借対借対照表照表照表照表と正と正と正と正味味味味財産財産財産財産増増増増減計算書、収減計算書、収減計算書、収減計算書、収支支支支計算書でご計算書でご計算書でご計算書でご

説説説説明明明明させさせさせさせていただていただていただていただききききます。ます。ます。ます。

ままままずずずず、貸、貸、貸、貸借対借対借対借対照表照表照表照表ですが、資産ですが、資産ですが、資産ですが、資産合合合合計は３５計は３５計は３５計は３５億億億億８８８８，，，，１１７１１７１１７１１７万円余万円余万円余万円余、負、負、負、負債債債債合合合合計は４計は４計は４計は４，，，，３６２３６２３６２３６２

万円余万円余万円余万円余、正、正、正、正味味味味財産は３５財産は３５財産は３５財産は３５億億億億３３３３，，，，７５５７５５７５５７５５万円余万円余万円余万円余でございます。でございます。でございます。でございます。

続き続き続き続きまして、５まして、５まして、５まして、５ペペペペーーーージジジジ、正、正、正、正味味味味財産財産財産財産増増増増減計算書でございます。経常減計算書でございます。経常減計算書でございます。経常減計算書でございます。経常外外外外収益として、公益財収益として、公益財収益として、公益財収益として、公益財

団法人団法人団法人団法人へへへへのののの移行移行移行移行にににに伴う伴う伴う伴う資産資産資産資産精精精精査に査に査に査に伴う伴う伴う伴う追追追追加加加加固固固固定資産３定資産３定資産３定資産３億億億億７７７７，，，，８４３８４３８４３８４３万円余万円余万円余万円余、経常、経常、経常、経常外外外外費用と費用と費用と費用と

してしてしてして追追追追加加加加固固固固定資産に係る定資産に係る定資産に係る定資産に係る過過過過年度分の減価年度分の減価年度分の減価年度分の減価償償償償却却却却費等、２費等、２費等、２費等、２億億億億６６６６，，，，５４６５４６５４６５４６万円余万円余万円余万円余を計を計を計を計上上上上しておりしておりしておりしており

ます。正ます。正ます。正ます。正味味味味財産財産財産財産期期期期末残末残末残末残高高高高につにつにつにつききききましては、貸ましては、貸ましては、貸ましては、貸借対借対借対借対照表照表照表照表記記記記載載載載とととと同同同同額です。額です。額です。額です。

８８８８ペペペペーーーージジジジ、、、、（５）収（５）収（５）収（５）収支支支支計算書でございます。事業計算書でございます。事業計算書でございます。事業計算書でございます。事業活活活活動収入は基動収入は基動収入は基動収入は基本本本本財産財産財産財産運運運運用収入等で１用収入等で１用収入等で１用収入等で１億億億億

７７７７，，，，９３７９３７９３７９３７万円余万円余万円余万円余、事業、事業、事業、事業活活活活動動動動支支支支出は出は出は出は運運運運営事業費営事業費営事業費営事業費支支支支出で１出で１出で１出で１億億億億７７７７，，，，９２８９２８９２８９２８万円余万円余万円余万円余、事業、事業、事業、事業活活活活動収動収動収動収

支差支差支差支差額で９額で９額で９額で９万円余万円余万円余万円余でございます。でございます。でございます。でございます。ここここの事業の事業の事業の事業活活活活動収動収動収動収支差支差支差支差額に額に額に額に投投投投資資資資活活活活動収動収動収動収支支支支、財務、財務、財務、財務活活活活動収動収動収動収支支支支なななな

どどどどをををを合わせ合わせ合わせ合わせまして、当まして、当まして、当まして、当期期期期収収収収支差支差支差支差額は額は額は額はママママイイイイナスナスナスナス２２２２万円余万円余万円余万円余となとなとなとなっっっっております。ております。ております。ております。

以上以上以上以上で業務報告書ので業務報告書ので業務報告書ので業務報告書の説説説説明を明を明を明を終わ終わ終わ終わりまして、りまして、りまして、りまして、続続続続いて、平成２５年度事業計いて、平成２５年度事業計いて、平成２５年度事業計いて、平成２５年度事業計画画画画書を書を書を書を説説説説明明明明させさせさせさせ

ていただていただていただていただききききます。ます。ます。ます。

「「「「奈良県食肉公社平成２５年度事業計奈良県食肉公社平成２５年度事業計奈良県食肉公社平成２５年度事業計奈良県食肉公社平成２５年度事業計画画画画書書書書」」」」の１の１の１の１ペペペペーーーージジジジ、、、、先先先先ほほほほどどどどごごごご説説説説明明明明させさせさせさせていただていただていただていただきききき

ましたよましたよましたよましたよううううに、平成２５年４月１日かに、平成２５年４月１日かに、平成２５年４月１日かに、平成２５年４月１日からららら、新たな業務、新たな業務、新たな業務、新たな業務運運運運営営営営体制体制体制体制により、県、関係団により、県、関係団により、県、関係団により、県、関係団体体体体とととと連連連連

携携携携、、、、協力協力協力協力をいたしまして、と畜業務をいたしまして、と畜業務をいたしまして、と畜業務をいたしまして、と畜業務及び施設及び施設及び施設及び施設管理業務の管理業務の管理業務の管理業務の効効効効率率率率的的的的でででで透透透透明明明明性性性性のののの高高高高いいいい運運運運営に営に営に営に努努努努めめめめ

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思っ思っ思っ思っております。また、県、関係団ております。また、県、関係団ております。また、県、関係団ております。また、県、関係団体体体体とととと協力協力協力協力をををを行行行行い、食肉センターのい、食肉センターのい、食肉センターのい、食肉センターの円円円円滑滑滑滑

な業務な業務な業務な業務運運運運営と営と営と営と牛牛牛牛肉の肉の肉の肉のトレトレトレトレーーーーササササビビビビリティリティリティリティーのーのーのーの推進推進推進推進等によりまして、安等によりまして、安等によりまして、安等によりまして、安全全全全安安安安心心心心な食肉の安定な食肉の安定な食肉の安定な食肉の安定供供供供
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給給給給をををを図っ図っ図っ図っ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っ思っ思っ思っております。ております。ております。ております。

２２２２ペペペペーーーージジジジ、、、、施設施設施設施設・・・・設備設備設備設備等の等の等の等の維持維持維持維持管理につ管理につ管理につ管理につききききましては、前年度にましては、前年度にましては、前年度にましては、前年度に引き続き引き続き引き続き引き続き、、、、施設施設施設施設・・・・機械機械機械機械のののの

必要必要必要必要最最最最小限小限小限小限のののの修修修修繕繕繕繕とととと維持維持維持維持管理を管理を管理を管理を適適適適切切切切にににに行う行う行う行うととととととととももももに、今後、安に、今後、安に、今後、安に、今後、安全全全全衛衛衛衛生生生生対策対策対策対策等に必要な等に必要な等に必要な等に必要な設備設備設備設備

更新計更新計更新計更新計画画画画につにつにつにつききききまして、まして、まして、まして、検討検討検討検討してまいります。地域のしてまいります。地域のしてまいります。地域のしてまいります。地域の環境環境環境環境保保保保全全全全につにつにつにつききききましては、食肉センましては、食肉センましては、食肉センましては、食肉セン

ターターターター環境環境環境環境保保保保全対策全対策全対策全対策協協協協議会がございまして、その議会がございまして、その議会がございまして、その議会がございまして、その協協協協議会を議会を議会を議会を通通通通じ、地元自治会等と必要なじ、地元自治会等と必要なじ、地元自治会等と必要なじ、地元自治会等と必要な協協協協議議議議

をををを行っ行っ行っ行ってまいります。また、てまいります。また、てまいります。また、てまいります。また、多多多多目的目的目的目的グラウグラウグラウグラウンンンンドドドドの一般開の一般開の一般開の一般開放放放放及び施設及び施設及び施設及び施設見見見見学学学学者の者の者の者の受け受け受け受け入れによ入れによ入れによ入れによ

り、地域に開かれた食肉センターり、地域に開かれた食肉センターり、地域に開かれた食肉センターり、地域に開かれた食肉センターへへへへののののイメイメイメイメーーーージジジジアアアアップップップップと食肉と食肉と食肉と食肉及び及び及び及び畜産畜産畜産畜産物物物物のののの知知知知識識識識のののの普普普普及及及及をををを図図図図

っっっっ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え考え考え考えております。また、新公益法人ております。また、新公益法人ております。また、新公益法人ております。また、新公益法人制制制制度にお度にお度にお度におけけけける公益財団法人る公益財団法人る公益財団法人る公益財団法人へへへへのののの移行移行移行移行

申申申申請請請請にににに向け向け向け向けて、て、て、て、役役役役員の員の員の員の選選選選任任任任やややや定定定定款款款款のののの制制制制定等必要な定等必要な定等必要な定等必要な諸諸諸諸準備準備準備準備をををを進進進進めてまいります。めてまいります。めてまいります。めてまいります。

次に、３次に、３次に、３次に、３ペペペペーーーージジジジ、平成２５年度収、平成２５年度収、平成２５年度収、平成２５年度収支支支支予算書でございます。収予算書でございます。収予算書でございます。収予算書でございます。収支支支支計計計計画画画画につにつにつにつききききましては、ましては、ましては、ましては、ここここ

のののの表表表表でででで説説説説明明明明させさせさせさせていただていただていただていただききききます。ます。ます。ます。

平成２５年度か平成２５年度か平成２５年度か平成２５年度かららららと畜業務を公社がと畜業務を公社がと畜業務を公社がと畜業務を公社が実施実施実施実施するに当たり、収入するに当たり、収入するに当たり、収入するに当たり、収入面面面面はと畜はと畜はと畜はと畜解体解体解体解体手手手手数数数数料な料な料な料などどどどがががが

新たに公社収入となりますが、新たに公社収入となりますが、新たに公社収入となりますが、新たに公社収入となりますが、支支支支出出出出面面面面はと畜業務にはと畜業務にはと畜業務にはと畜業務に従従従従事する職員の人件費と経費が新たに事する職員の人件費と経費が新たに事する職員の人件費と経費が新たに事する職員の人件費と経費が新たに

必要となり、必要となり、必要となり、必要となり、ここここれにあれにあれにあれにあわせわせわせわせて県かて県かて県かて県かららららのののの運運運運営補営補営補営補助助助助金金金金も増も増も増も増加する加する加する加するこここことかとかとかとからららら、収入、、収入、、収入、、収入、支支支支出と出と出と出とももももにににに

平成２４年度に平成２４年度に平成２４年度に平成２４年度に比比比比べ増べ増べ増べ増額とな額とな額とな額となっっっっております。ております。ております。ております。

事業事業事業事業活活活活動収入は、基動収入は、基動収入は、基動収入は、基本本本本財産財産財産財産運運運運用収入等で４用収入等で４用収入等で４用収入等で４億億億億５３９５３９５３９５３９万万万万２２２２，，，，００００００００００００円円円円、事業、事業、事業、事業活活活活動動動動支支支支出は出は出は出は運運運運

営事業費営事業費営事業費営事業費支支支支出で４出で４出で４出で４億億億億５３９５３９５３９５３９万万万万８８８８，，，，００００００００００００円円円円でございます。事業でございます。事業でございます。事業でございます。事業活活活活動収動収動収動収支差支差支差支差額は額は額は額はママママイイイイナスナスナスナス６６６６，，，，

００００００００００００円円円円でございます。でございます。でございます。でございます。ここここの事業収の事業収の事業収の事業収支差支差支差支差額に額に額に額に投投投投資資資資活活活活動収動収動収動収支支支支、財務、財務、財務、財務活活活活動収動収動収動収支支支支ななななど合わせど合わせど合わせど合わせましましましまし

て、当て、当て、当て、当期期期期収収収収支差支差支差支差額は額は額は額はママママイイイイナスナスナスナス６６６６，，，，００００００００００００円円円円でございます。でございます。でございます。でございます。

以上以上以上以上で事業計で事業計で事業計で事業計画画画画のののの説説説説明を明を明を明を終わ終わ終わ終わりまして、りまして、りまして、りまして、続き続き続き続きまして、奈良県畜産会の経営状況のまして、奈良県畜産会の経営状況のまして、奈良県畜産会の経営状況のまして、奈良県畜産会の経営状況の説説説説明明明明ささささ

せせせせていただていただていただていただききききます。ます。ます。ます。

報第１３号、一般社団法人奈良県畜産会の経営状況の報告でございます報第１３号、一般社団法人奈良県畜産会の経営状況の報告でございます報第１３号、一般社団法人奈良県畜産会の経営状況の報告でございます報第１３号、一般社団法人奈良県畜産会の経営状況の報告でございます。。。。「「「「一般社団法一般社団法一般社団法一般社団法

人奈良県畜産会平成２４年度業務報告書人奈良県畜産会平成２４年度業務報告書人奈良県畜産会平成２４年度業務報告書人奈良県畜産会平成２４年度業務報告書」」」」をごをごをごをごらんらんらんらんくだくだくだくだささささい。まい。まい。まい。まずずずず、今、今、今、今回回回回、一般社団法人、一般社団法人、一般社団法人、一般社団法人

奈良県畜産会の経営状況を当委員会でご報告する奈良県畜産会の経営状況を当委員会でご報告する奈良県畜産会の経営状況を当委員会でご報告する奈良県畜産会の経営状況を当委員会でご報告するここここととなととなととなととなっっっった経た経た経た経緯緯緯緯についてについてについてについて説説説説明明明明させさせさせさせていていていてい

ただただただただききききます。ます。ます。ます。

平成２４年４月１日平成２４年４月１日平成２４年４月１日平成２４年４月１日現在現在現在現在では、奈良県畜産会では、奈良県畜産会では、奈良県畜産会では、奈良県畜産会へへへへの県の出資の県の出資の県の出資の県の出資割割割割合合合合は２４は２４は２４は２４．．．．９９９９％％％％でございまでございまでございまでございま

した。した。した。した。家家家家畜畜畜畜防疫防疫防疫防疫対策対策対策対策に係るに係るに係るに係る運運運運営に必要な資金に営に必要な資金に営に必要な資金に営に必要な資金に充充充充てるために、てるために、てるために、てるために、独独独独立行政立行政立行政立行政法人農畜産業振興法人農畜産業振興法人農畜産業振興法人農畜産業振興

機構機構機構機構かかかからららら出資を出資を出資を出資を受け受け受け受けておりました１ておりました１ておりました１ておりました１，，，，６００６００６００６００万円万円万円万円を、を、を、を、同同同同機構機構機構機構かかかかららららのののの指指指指示示示示に基に基に基に基づきづきづきづき、平成２、平成２、平成２、平成２

４年９月１４日に４年９月１４日に４年９月１４日に４年９月１４日に返還返還返還返還をいたしました。をいたしました。をいたしました。をいたしました。ここここのののの結果結果結果結果、県の出資、県の出資、県の出資、県の出資割割割割合合合合が２７が２７が２７が２７．．．．９９９９％％％％となり、２となり、２となり、２となり、２

５５５５％％％％をををを超超超超ええええたたたたこここことかとかとかとからららら、奈良県畜産会の平成２４年度決算が、奈良県畜産会の平成２４年度決算が、奈良県畜産会の平成２４年度決算が、奈良県畜産会の平成２４年度決算が確確確確定しましたので、今議会か定しましたので、今議会か定しましたので、今議会か定しましたので、今議会か
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ららららご報告をご報告をご報告をご報告をさせさせさせさせていただくていただくていただくていただくこここことになとになとになとになっっっったといたといたといたというこうこうこうことでございます。とでございます。とでございます。とでございます。

それでは、経営状況についてご報告いたします。１それでは、経営状況についてご報告いたします。１それでは、経営状況についてご報告いたします。１それでは、経営状況についてご報告いたします。１ペペペペーーーージジジジ、一般社団法人奈良県畜産会、一般社団法人奈良県畜産会、一般社団法人奈良県畜産会、一般社団法人奈良県畜産会

は、畜産経営の安定は、畜産経営の安定は、畜産経営の安定は、畜産経営の安定化化化化ははははももももとより、安とより、安とより、安とより、安全全全全安安安安心心心心な畜産な畜産な畜産な畜産物物物物をををを供供供供給給給給するため、経営するため、経営するため、経営するため、経営技術技術技術技術の改の改の改の改善善善善指指指指

導導導導、、、、環境環境環境環境保保保保全全全全、、、、衛衛衛衛生生生生対策や対策や対策や対策や経営安定経営安定経営安定経営安定対策対策対策対策等の等の等の等の取取取取り組みをり組みをり組みをり組みを実施実施実施実施しております。新公益法人しております。新公益法人しております。新公益法人しております。新公益法人制制制制

度改度改度改度改革革革革にににに伴伴伴伴い、平成２５年３月２５日に県のい、平成２５年３月２５日に県のい、平成２５年３月２５日に県のい、平成２５年３月２５日に県の認可認可認可認可をををを受け受け受け受け、４月１日か、４月１日か、４月１日か、４月１日からららら一般社団法人一般社団法人一般社団法人一般社団法人へ移へ移へ移へ移

行行行行いたしました。出資額についたしました。出資額についたしました。出資額についたしました。出資額につききききましては、県が３ましては、県が３ましては、県が３ましては、県が３，，，，８００８００８００８００万円万円万円万円、市町村３５団、市町村３５団、市町村３５団、市町村３５団体体体体及び及び及び及び農業農業農業農業

関係団関係団関係団関係団体体体体１３団１３団１３団１３団体体体体が３が３が３が３，，，，８００８００８００８００万円余万円余万円余万円余、、、、独独独独立行政立行政立行政立行政法人の畜産業振興法人の畜産業振興法人の畜産業振興法人の畜産業振興機構機構機構機構が６が６が６が６，，，，００００００００００００万円万円万円万円

余余余余、、、、合合合合計１計１計１計１億億億億３３３３，，，，６００６００６００６００万円余万円余万円余万円余となとなとなとなっっっっております。ております。ております。ております。

主主主主なななな実施実施実施実施事業についてご事業についてご事業についてご事業についてご説説説説明明明明させさせさせさせていただていただていただていただききききます。１ます。１ます。１ます。１．．．．畜産経営畜産経営畜産経営畜産経営技術高技術高技術高技術高度度度度化促進化促進化促進化促進事業に事業に事業に事業に

つつつつききききましては、畜産経営者７０ましては、畜産経営者７０ましては、畜産経営者７０ましては、畜産経営者７０軒軒軒軒にににに対対対対して経営改して経営改して経営改して経営改善善善善のののの指指指指導導導導及び情及び情及び情及び情報報報報提提提提供供供供をををを実施実施実施実施いたしましいたしましいたしましいたしまし

た。３た。３た。３た。３．．．．肉用肉用肉用肉用牛肥牛肥牛肥牛肥育育育育経営安定特別経営安定特別経営安定特別経営安定特別対策対策対策対策事業は、肉用事業は、肉用事業は、肉用事業は、肉用牛肥牛肥牛肥牛肥育育育育経営の安定を経営の安定を経営の安定を経営の安定を図図図図るため、るため、るため、るため、粗粗粗粗収益収益収益収益

が生産費をが生産費をが生産費をが生産費を下回っ下回っ下回っ下回った場た場た場た場合合合合に補てに補てに補てに補てんんんん金を金を金を金を交交交交付する事業でございます。付する事業でございます。付する事業でございます。付する事業でございます。交交交交付付付付対対対対象象象象農農農農家家家家にににに対対対対し、し、し、し、

６６６６，，，，７５８７５８７５８７５８万万万万９９９９，，，，５００５００５００５００円円円円、、、、頭頭頭頭数数数数にして１にして１にして１にして１，，，，３３５３３５３３５３３５頭頭頭頭分を分を分を分を交交交交付をしております。付をしております。付をしております。付をしております。

２２２２ペペペペーーーージジジジ、８、８、８、８．．．．特定特定特定特定疾病疾病疾病疾病損損損損耗防止耗防止耗防止耗防止推進推進推進推進事業にお事業にお事業にお事業におききききまして、まして、まして、まして、鶏鶏鶏鶏のののの家家家家畜畜畜畜伝染病伝染病伝染病伝染病のののの発発発発生を予生を予生を予生を予防防防防

するため、するため、するため、するため、ワワワワククククチチチチンの配ンの配ンの配ンの配布布布布についてについてについてについて助助助助成を成を成を成を行行行行いました。いました。いました。いました。ここここの経費の負担の経費の負担の経費の負担の経費の負担区区区区分につ分につ分につ分につききききましてましてましてまして

は、県が３分の１、畜産会が３分の１、生産者が３分の１となは、県が３分の１、畜産会が３分の１、生産者が３分の１となは、県が３分の１、畜産会が３分の１、生産者が３分の１となは、県が３分の１、畜産会が３分の１、生産者が３分の１となっっっっております。ております。ております。ております。

３３３３ペペペペーーーージジジジ、１６、１６、１６、１６．．．．肉用子肉用子肉用子肉用子牛牛牛牛生産者補生産者補生産者補生産者補給給給給金金金金制制制制度は、肉用子度は、肉用子度は、肉用子度は、肉用子牛牛牛牛生産者の経営安定を生産者の経営安定を生産者の経営安定を生産者の経営安定を図図図図るため、るため、るため、るため、

肉用子肉用子肉用子肉用子牛牛牛牛価格が価格が価格が価格が低低低低落落落落した場した場した場した場合合合合に生産者に補に生産者に補に生産者に補に生産者に補給給給給金を金を金を金を交交交交付する付する付する付する制制制制度でございます。度でございます。度でございます。度でございます。交交交交付付付付対対対対象象象象農農農農

家家家家にににに対対対対し、７し、７し、７し、７万万万万８８８８，，，，３００３００３００３００円円円円、、、、頭頭頭頭数数数数にして３にして３にして３にして３頭頭頭頭分を分を分を分を交交交交付しております。その他、４付しております。その他、４付しております。その他、４付しております。その他、４ペペペペーーーージジジジ

までに記までに記までに記までに記載載載載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おります。事業のしております。事業のしております。事業のしております。事業の詳細詳細詳細詳細については、５については、５については、５については、５ペペペペーーーージジジジかかかからららら１１１１１１１１ペペペペーーーージジジジ

に記に記に記に記載載載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。

１２１２１２１２ペペペペーーーージジジジ、、、、ⅡⅡⅡⅡ財務報告でございます。貸財務報告でございます。貸財務報告でございます。貸財務報告でございます。貸借対借対借対借対照表照表照表照表総総総総括括括括表表表表と収と収と収と収支支支支計算書計算書計算書計算書総総総総括括括括表表表表でごでごでごでご説説説説明明明明

いたします。いたします。いたします。いたします。

ままままずずずず、貸、貸、貸、貸借対借対借対借対照表照表照表照表総総総総括括括括表表表表ですが、資産ですが、資産ですが、資産ですが、資産合合合合計は３計は３計は３計は３億億億億３３３３，，，，３１８３１８３１８３１８万円余万円余万円余万円余でございます。１３でございます。１３でございます。１３でございます。１３

ペペペペーーーージジジジ、負、負、負、負債債債債合合合合計３計３計３計３億億億億２２２２，，，，１７９１７９１７９１７９万円余万円余万円余万円余、正、正、正、正味味味味財産財産財産財産合合合合計は１計は１計は１計は１，，，，１３８１３８１３８１３８万円余万円余万円余万円余となとなとなとなっっっっておりておりておりており

ます。ます。ます。ます。

１６１６１６１６ペペペペーーーージジジジをお願いをいたしますをお願いをいたしますをお願いをいたしますをお願いをいたします。。。。［［［［３３３３］］］］収収収収支支支支計算書計算書計算書計算書総総総総括括括括表表表表でございます。事業でございます。事業でございます。事業でございます。事業活活活活動収動収動収動収

入は特定資産入は特定資産入は特定資産入は特定資産運運運運用収入をはじめ記用収入をはじめ記用収入をはじめ記用収入をはじめ記載載載載のとおりで、１のとおりで、１のとおりで、１のとおりで、１億億億億３３３３，，，，９４５９４５９４５９４５万円余万円余万円余万円余となとなとなとなっっっっております。ております。ております。ております。

１７１７１７１７ペペペペーーーージジジジ、事業、事業、事業、事業活活活活動動動動支支支支出は、出は、出は、出は、受託受託受託受託事業等で１事業等で１事業等で１事業等で１億億億億３３３３，，，，１０５１０５１０５１０５万円余万円余万円余万円余、事業、事業、事業、事業活活活活動収動収動収動収支差支差支差支差額は額は額は額は

８３９８３９８３９８３９万円余万円余万円余万円余でございます。事業でございます。事業でございます。事業でございます。事業活活活活動収動収動収動収支差支差支差支差額に額に額に額に投投投投資資資資活活活活動収動収動収動収支差支差支差支差額を額を額を額を合わせ合わせ合わせ合わせまして、当まして、当まして、当まして、当期期期期
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収収収収支差支差支差支差額は額は額は額はママママイイイイナスナスナスナス１５１５１５１５万円余万円余万円余万円余となとなとなとなっっっっております。ております。ております。ております。

以上以上以上以上で業務報告書ので業務報告書ので業務報告書ので業務報告書の説説説説明を明を明を明を終わ終わ終わ終わりまして、りまして、りまして、りまして、続続続続いて平成２５年度事業計いて平成２５年度事業計いて平成２５年度事業計いて平成２５年度事業計画画画画書についてご書についてご書についてご書についてご説説説説

明いたします。明いたします。明いたします。明いたします。

「「「「一般社団法人奈良県畜産会平成２５年度事業計一般社団法人奈良県畜産会平成２５年度事業計一般社団法人奈良県畜産会平成２５年度事業計一般社団法人奈良県畜産会平成２５年度事業計画画画画書書書書」」」」、１、１、１、１ペペペペーーーージジジジ、平成２５年度につ、平成２５年度につ、平成２５年度につ、平成２５年度につ

ききききましては、ましては、ましては、ましては、先先先先ほほほほど説ど説ど説ど説明いたしました明いたしました明いたしました明いたしました昨昨昨昨年度に年度に年度に年度に引き続き引き続き引き続き引き続き、安、安、安、安全全全全安安安安心心心心な畜産な畜産な畜産な畜産物物物物の安定の安定の安定の安定供供供供給給給給をををを

図図図図るため、畜産経営るため、畜産経営るため、畜産経営るため、畜産経営技術高技術高技術高技術高度度度度化促進化促進化促進化促進事業を事業を事業を事業を初初初初めとする１６事業にめとする１６事業にめとする１６事業にめとする１６事業に取取取取り組り組り組り組んんんんでまいります。でまいります。でまいります。でまいります。

５５５５ペペペペーーーージジジジ、、、、ⅡⅡⅡⅡ．．．．収収収収支支支支予算書でございます。平成２５年度の収予算書でございます。平成２５年度の収予算書でございます。平成２５年度の収予算書でございます。平成２５年度の収支支支支計計計計画画画画を一般会計の収を一般会計の収を一般会計の収を一般会計の収支支支支予予予予

算書でご算書でご算書でご算書でご説説説説明いたします。明いたします。明いたします。明いたします。

事業事業事業事業活活活活動収入は、特定資産動収入は、特定資産動収入は、特定資産動収入は、特定資産運運運運用収入ほかで２用収入ほかで２用収入ほかで２用収入ほかで２，，，，８６５８６５８６５８６５万万万万３３３３，，，，００００００００００００円円円円でございます。でございます。でございます。でございます。続続続続

いて６いて６いて６いて６ペペペペーーーージジジジ、事業、事業、事業、事業活活活活動動動動支支支支出は３出は３出は３出は３，，，，０８９０８９０８９０８９万万万万９９９９，，，，００００００００００００円円円円でございます。事業でございます。事業でございます。事業でございます。事業活活活活動収動収動収動収支差支差支差支差

額は額は額は額はママママイイイイナスナスナスナス２２４２２４２２４２２４万万万万６６６６，，，，００００００００００００円円円円でございます。事業でございます。事業でございます。事業でございます。事業活活活活動収動収動収動収支差支差支差支差額に額に額に額に投投投投資資資資活活活活動収動収動収動収支差支差支差支差額額額額

をををを合わせ合わせ合わせ合わせまして、当まして、当まして、当まして、当期期期期収収収収支差支差支差支差額は額は額は額はママママイイイイナスナスナスナス２５９２５９２５９２５９万万万万６６６６，，，，００００００００００００円円円円となります。となります。となります。となります。

以上以上以上以上で一般社団法人奈良県畜産会の経営状況の報告をで一般社団法人奈良県畜産会の経営状況の報告をで一般社団法人奈良県畜産会の経営状況の報告をで一般社団法人奈良県畜産会の経営状況の報告を終わ終わ終わ終わります。ります。ります。ります。続き続き続き続きまして、公益財まして、公益財まして、公益財まして、公益財

団法人奈良県林業基金の経営状況についてご団法人奈良県林業基金の経営状況についてご団法人奈良県林業基金の経営状況についてご団法人奈良県林業基金の経営状況についてご説説説説明いたします。明いたします。明いたします。明いたします。

報第１４号、公益財団法人奈良県林業基金の経営状況の報告についてでございます。奈報第１４号、公益財団法人奈良県林業基金の経営状況の報告についてでございます。奈報第１４号、公益財団法人奈良県林業基金の経営状況の報告についてでございます。奈報第１４号、公益財団法人奈良県林業基金の経営状況の報告についてでございます。奈

良県林業基金は、平成２５年４月１日より財団法人か良県林業基金は、平成２５年４月１日より財団法人か良県林業基金は、平成２５年４月１日より財団法人か良県林業基金は、平成２５年４月１日より財団法人からららら公益財団法人公益財団法人公益財団法人公益財団法人へ移行へ移行へ移行へ移行をいたしましをいたしましをいたしましをいたしまし

た。た。た。た。

「「「「奈良県林業基金平成２４年度業務報告書奈良県林業基金平成２４年度業務報告書奈良県林業基金平成２４年度業務報告書奈良県林業基金平成２４年度業務報告書」」」」１１１１ペペペペーーーージジジジ、、、、ⅠⅠⅠⅠ事業事業事業事業実施実施実施実施状況でございます。状況でございます。状況でございます。状況でございます。

ここここれれれれももももご承ご承ご承ご承知知知知だとだとだとだと思思思思いますが、林業をいますが、林業をいますが、林業をいますが、林業を取取取取りりりり巻巻巻巻くくくく情勢情勢情勢情勢につにつにつにつききききましてはましてはましてはましては厳厳厳厳ししししささささをををを増増増増している中、している中、している中、している中、

当基金は基金当基金は基金当基金は基金当基金は基金造造造造林事業により森林林事業により森林林事業により森林林事業により森林整備整備整備整備、、、、木材木材木材木材生産生産生産生産機機機機能能能能のののの拡充拡充拡充拡充ははははももももとより、水資とより、水資とより、水資とより、水資源源源源のののの涵養涵養涵養涵養、、、、

自自自自然然然然環境環境環境環境の保の保の保の保全全全全ななななどどどど森林の森林の森林の森林の多多多多目的目的目的目的、公益、公益、公益、公益的的的的機機機機能能能能のののの発発発発揮揮揮揮、、、、就就就就業業業業機機機機会の会の会の会の確確確確保、林業労働保、林業労働保、林業労働保、林業労働力力力力のののの育育育育

成成成成確確確確保に保に保に保に努努努努めているとめているとめているとめているとこここころでございます。ろでございます。ろでございます。ろでございます。

２２２２ペペペペーーーージジジジ、、、、ⅡⅡⅡⅡ事業事業事業事業概概概概要でございます。１基金要でございます。１基金要でございます。１基金要でございます。１基金造造造造林事業でありますが、事業林事業でありますが、事業林事業でありますが、事業林事業でありますが、事業箇箇箇箇所１８５経所１８５経所１８５経所１８５経

営営営営区区区区において、において、において、において、枝打枝打枝打枝打ちちちち、、、、間間間間伐伐伐伐等の保等の保等の保等の保育育育育を１７７を１７７を１７７を１７７ヘヘヘヘククククタータータータール実施ル実施ル実施ル実施したしたしたしたもももものでございます。のでございます。のでございます。のでございます。

３３３３ペペペペーーーージジジジ、２県、２県、２県、２県有有有有林林林林造造造造成成成成受託受託受託受託事業でありますが、県事業でありますが、県事業でありますが、県事業でありますが、県有有有有林５６経営林５６経営林５６経営林５６経営区区区区の管理をの管理をの管理をの管理を行う行う行う行うとととととととともももも

に、県に、県に、県に、県有有有有林２２経営林２２経営林２２経営林２２経営区区区区及び全国植及び全国植及び全国植及び全国植樹祭樹祭樹祭樹祭記記記記念念念念分収分収分収分収造造造造林３４団地において、林３４団地において、林３４団地において、林３４団地において、枝打枝打枝打枝打ちちちち、、、、間間間間伐伐伐伐等の等の等の等の

保保保保育育育育をををを実施実施実施実施したしたしたしたもももものであります。のであります。のであります。のであります。以下以下以下以下、５、５、５、５ペペペペーーーージジジジまで記まで記まで記まで記載載載載のとおり事業をのとおり事業をのとおり事業をのとおり事業を実施実施実施実施しておりましておりましておりましておりま

す。す。す。す。

次次次次ぎぎぎぎに財務報告でございます。まに財務報告でございます。まに財務報告でございます。まに財務報告でございます。まずずずず、８、８、８、８ペペペペーーーージジジジ、貸、貸、貸、貸借対借対借対借対照表照表照表照表でございますが、資産でございますが、資産でございますが、資産でございますが、資産合合合合計計計計

は１０６は１０６は１０６は１０６億億億億９９９９，，，，５４４５４４５４４５４４万円余万円余万円余万円余でございます。でございます。でございます。でございます。続き続き続き続きまして、９まして、９まして、９まして、９ペペペペーーーージジジジ、負、負、負、負債債債債合合合合計は１０２計は１０２計は１０２計は１０２億億億億
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６６６６，，，，２５８２５８２５８２５８万円余万円余万円余万円余でございます。したがいまして、正でございます。したがいまして、正でございます。したがいまして、正でございます。したがいまして、正味味味味財産は４財産は４財産は４財産は４億億億億３３３３，，，，２８６２８６２８６２８６万円余万円余万円余万円余となとなとなとな

っっっっております。ております。ております。ております。

２４２４２４２４ペペペペーーーージジジジ、収、収、収、収支支支支計算書でございます。収入は、基計算書でございます。収入は、基計算書でございます。収入は、基計算書でございます。収入は、基本本本本財産財産財産財産運運運運用収入をはじめ記用収入をはじめ記用収入をはじめ記用収入をはじめ記載載載載のとおのとおのとおのとお

りで、当りで、当りで、当りで、当期期期期収入額は４収入額は４収入額は４収入額は４億億億億１１１１，，，，５７４５７４５７４５７４万円余万円余万円余万円余、前、前、前、前期期期期繰越収繰越収繰越収繰越収支差支差支差支差額と額と額と額と合わせ合わせ合わせ合わせまして、４まして、４まして、４まして、４億億億億１１１１，，，，

８７７８７７８７７８７７万円余万円余万円余万円余でございます。でございます。でございます。でございます。

２５２５２５２５ペペペペーーーージジジジ、、、、支支支支出についてでございますが、事業費出についてでございますが、事業費出についてでございますが、事業費出についてでございますが、事業費支支支支出をはじめ記出をはじめ記出をはじめ記出をはじめ記載載載載のとおりで、当のとおりで、当のとおりで、当のとおりで、当期期期期

支支支支出額出額出額出額合合合合計は４計は４計は４計は４億億億億１１１１，，，，４１７４１７４１７４１７万円余万円余万円余万円余で、当で、当で、当で、当期期期期収収収収支差支差支差支差額は１５６額は１５６額は１５６額は１５６万円余万円余万円余万円余、次、次、次、次期期期期繰越収繰越収繰越収繰越収支差支差支差支差額額額額

は４５９は４５９は４５９は４５９万円余万円余万円余万円余となとなとなとなっっっっております。ております。ております。ております。

以上以上以上以上で業務報告書ので業務報告書ので業務報告書ので業務報告書の説説説説明を明を明を明を終わ終わ終わ終わりまして、りまして、りまして、りまして、続き続き続き続きまして平成２５年度事業計まして平成２５年度事業計まして平成２５年度事業計まして平成２５年度事業計画画画画書を書を書を書を説説説説明明明明ささささ

せせせせていただていただていただていただききききますますますます。。。。「「「「公益財団法人奈良県林業基金平成２５年度事業計公益財団法人奈良県林業基金平成２５年度事業計公益財団法人奈良県林業基金平成２５年度事業計公益財団法人奈良県林業基金平成２５年度事業計画画画画書書書書」」」」をよろしくをよろしくをよろしくをよろしく

お願いをいたします。お願いをいたします。お願いをいたします。お願いをいたします。

１１１１ペペペペーーーージジジジ、平成２５年度につ、平成２５年度につ、平成２５年度につ、平成２５年度につききききましては、ましては、ましては、ましては、さらさらさらさらなる経営改なる経営改なる経営改なる経営改善善善善にににに努努努努めながめながめながめながらららら、基金、基金、基金、基金造造造造林事林事林事林事

業業業業やややや県県県県有有有有林林林林造造造造成成成成受託受託受託受託事業な事業な事業な事業などどどどをををを通通通通じまして、林業の振興、山村地域のじまして、林業の振興、山村地域のじまして、林業の振興、山村地域のじまして、林業の振興、山村地域の活活活活性性性性化化化化、自、自、自、自然然然然環境環境環境環境のののの

保保保保全全全全ななななどどどどにににに努努努努めてまいりたいとめてまいりたいとめてまいりたいとめてまいりたいと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。

２２２２ペペペペーーーージジジジ、、、、ⅡⅡⅡⅡ事業計事業計事業計事業計画画画画のののの概概概概要でございます要でございます要でございます要でございます。。。。（１）基（１）基（１）基（１）基幹幹幹幹的的的的林業労働後林業労働後林業労働後林業労働後継継継継者者者者育育育育成事業につ成事業につ成事業につ成事業につ

ききききましては、前年度にましては、前年度にましては、前年度にましては、前年度に引き続き引き続き引き続き引き続き、林業労働者の福、林業労働者の福、林業労働者の福、林業労働者の福利利利利厚厚厚厚生に要する経費生に要する経費生に要する経費生に要する経費や技能知や技能知や技能知や技能知識識識識をををを習習習習得さ得さ得さ得さ

せせせせるために必要な経費を林業事業るために必要な経費を林業事業るために必要な経費を林業事業るために必要な経費を林業事業体体体体にににに助助助助成してまいりたいと成してまいりたいと成してまいりたいと成してまいりたいと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。

３３３３ペペペペーーーージジジジ、、、、（１）基金（１）基金（１）基金（１）基金造造造造林事業につ林事業につ林事業につ林事業につききききましては、前年度にましては、前年度にましては、前年度にましては、前年度に引き続き引き続き引き続き引き続き、事業費の、事業費の、事業費の、事業費の抑抑抑抑制制制制をををを図図図図

りながりながりながりながらららら保保保保育育育育１６１１６１１６１１６１ヘヘヘヘククククタータータータールルルルを中を中を中を中心心心心とした森林経営をとした森林経営をとした森林経営をとした森林経営を実施実施実施実施をするをするをするをするこここことといたしておりまとといたしておりまとといたしておりまとといたしておりま

す。す。す。す。

６６６６ペペペペーーーージジジジ、収、収、収、収支支支支予算書、予算書、予算書、予算書、損損損損益益益益ベベベベーーーーススススを書いていますが、平成２６年度の収を書いていますが、平成２６年度の収を書いていますが、平成２６年度の収を書いていますが、平成２６年度の収支支支支計計計計画画画画は、は、は、は、ここここ

ののののペペペペーーーージジジジでででで説説説説明明明明させさせさせさせていただていただていただていただききききます。経常収益は１ます。経常収益は１ます。経常収益は１ます。経常収益は１億億億億１７５１７５１７５１７５万円余万円余万円余万円余、経常費用は３、経常費用は３、経常費用は３、経常費用は３億億億億２２２２，，，，

００３００３００３００３万円余万円余万円余万円余でございます。でございます。でございます。でございます。

７７７７ペペペペーーーージジジジ、正、正、正、正味味味味財産財産財産財産期期期期末残末残末残末残高高高高は４は４は４は４億億億億６６６６６６６６６６６６万円余万円余万円余万円余でございます。でございます。でございます。でございます。

公社等の経営状況の報告につ公社等の経営状況の報告につ公社等の経営状況の報告につ公社等の経営状況の報告につききききましてはましてはましてはましては以上以上以上以上でございます。でございます。でございます。でございます。

大大大大変長くなりましたが、変長くなりましたが、変長くなりましたが、変長くなりましたが、以上以上以上以上で農林部ので農林部ので農林部ので農林部の提提提提出議案の出議案の出議案の出議案の説説説説明を明を明を明を終わらせ終わらせ終わらせ終わらせていただていただていただていただききききます。ごます。ごます。ごます。ご

審議のほ審議のほ審議のほ審議のほどどどどよろしくお願いをいたします。よろしくお願いをいたします。よろしくお願いをいたします。よろしくお願いをいたします。

○岡委員長○岡委員長○岡委員長○岡委員長 それでは、ただいまのそれでは、ただいまのそれでは、ただいまのそれでは、ただいまの説説説説明について、明について、明について、明について、質質質質疑疑疑疑があれがあれがあれがあればばばばごごごご発発発発言言言言願います。なお、願います。なお、願います。なお、願います。なお、

その他の事項については後ほその他の事項については後ほその他の事項については後ほその他の事項については後ほどどどど質質質質疑疑疑疑をををを行行行行いますので、ご了承くだいますので、ご了承くだいますので、ご了承くだいますので、ご了承くだささささい。い。い。い。

それでは、それでは、それでは、それでは、質質質質疑疑疑疑があれがあれがあれがあればばばばよろしくお願いをいたします。よろしくお願いをいたします。よろしくお願いをいたします。よろしくお願いをいたします。
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○今井委員○今井委員○今井委員○今井委員 たくたくたくたくさんさんさんさん聞聞聞聞かかかかせせせせていただていただていただていただききききました。ました。ました。ました。

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う思う思う思うのは、農業の第６次産業のは、農業の第６次産業のは、農業の第６次産業のは、農業の第６次産業化支援化支援化支援化支援事業で事業で事業で事業でオオオオーーーーベベベベルジルジルジルジュュュュを県で今度新たを県で今度新たを県で今度新たを県で今度新た

ににににさささされるといれるといれるといれるというこうこうこうことですとですとですとですけけけけれれれれどもどもどもども、、、、ここここれはれはれはれはどうどうどうどういいいいうううう形形形形でででで実施実施実施実施主体主体主体主体とかはとかはとかはとかはどどどどのよのよのよのよううううににににややややろろろろうううう

としているのか、そのとしているのか、そのとしているのか、そのとしているのか、その点点点点についておについておについておについてお尋ね尋ね尋ね尋ねをしたいと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。

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説ど説ど説ど説明をいただいておりました中で、林業基金のと明をいただいておりました中で、林業基金のと明をいただいておりました中で、林業基金のと明をいただいておりました中で、林業基金のとこここころですろですろですろですけけけけれれれれどもどもどもども、、、、

平成２４年の業務報告の２４平成２４年の業務報告の２４平成２４年の業務報告の２４平成２４年の業務報告の２４ペペペペーーーージジジジに補に補に補に補助助助助金収入で金収入で金収入で金収入で緑緑緑緑の産業の産業の産業の産業再再再再生生生生プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト事業補事業補事業補事業補助助助助金金金金

収入、それか収入、それか収入、それか収入、それからららら、、、、緑緑緑緑の雇用担い手の雇用担い手の雇用担い手の雇用担い手対策対策対策対策事業事業事業事業受託受託受託受託金収入、い金収入、い金収入、い金収入、いずずずずれれれれももももゼゼゼゼロロロロになになになになっっっっているのですているのですているのですているのです

けけけけれれれれどもどもどもども、、、、ここここれにつれにつれにつれにつききききましてはましてはましてはましてはどうどうどうどういいいいうもうもうもうものにのにのにのに使使使使ええええて、なて、なて、なて、なぜぜぜぜここここここここががががゼゼゼゼロロロロだだだだっっっったのか、たのか、たのか、たのか、気気気気にににに

なりましたのでなりましたのでなりましたのでなりましたので教教教教ええええていただていただていただていただきききき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。

○角山マーケティング課長○角山マーケティング課長○角山マーケティング課長○角山マーケティング課長 今、ご今、ご今、ご今、ご質問質問質問質問いただいただいただいただききききました農業ました農業ました農業ました農業大学校大学校大学校大学校の中におの中におの中におの中におききききますますますます研研研研修施修施修施修施

設設設設ののののオオオオーーーーベベベベルジルジルジルジュュュュの件でございます。の件でございます。の件でございます。の件でございます。ここここれにつれにつれにつれにつききききましては、県農業ましては、県農業ましては、県農業ましては、県農業大学校大学校大学校大学校の中に農にの中に農にの中に農にの中に農に強強強強いいいい

食の担い手とい食の担い手とい食の担い手とい食の担い手というこうこうこうことで、県産農産とで、県産農産とで、県産農産とで、県産農産物物物物の生産、の生産、の生産、の生産、調調調調理、加理、加理、加理、加工工工工、、、、流流流流通通通通といといといというううう６次産業６次産業６次産業６次産業化化化化のののの実実実実践践践践

を担を担を担を担うううう人た人た人た人たちちちちをををを育育育育成する成する成する成するこここことでとでとでとで進進進進めてまいる計めてまいる計めてまいる計めてまいる計画画画画でございまして、今井委員のごでございまして、今井委員のごでございまして、今井委員のごでございまして、今井委員のご質問質問質問質問にあにあにあにあ

りますりますりますります実施実施実施実施主体主体主体主体等につ等につ等につ等につききききましては、専ましては、専ましては、専ましては、専門門門門家家家家、、、、プロプロプロプロの方の方の方の方 々々々々、、、、飲飲飲飲食等食等食等食等 々々々々にかかにかかにかかにかかわわわわる方る方る方る方 々々々々のおのおのおのお知知知知

恵恵恵恵ややややおおおお力力力力ももももかりながかりながかりながかりながらららら、今後、今後、今後、今後検討検討検討検討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こうこうこうことでとでとでとで考え考え考え考えているとているとているとているとこここころでございます。ろでございます。ろでございます。ろでございます。

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

○馬場林業振興課長○馬場林業振興課長○馬場林業振興課長○馬場林業振興課長 林業基金の２４林業基金の２４林業基金の２４林業基金の２４ペペペペーーーージジジジ、、、、緑緑緑緑の雇用担い手の雇用担い手の雇用担い手の雇用担い手対策対策対策対策事業の収入事業の収入事業の収入事業の収入ゼゼゼゼロロロロの関係の関係の関係の関係

ですが、まですが、まですが、まですが、まずずずず、、、、ここここの事業はの事業はの事業はの事業は国国国国かかかから全国ら全国ら全国ら全国森林組森林組森林組森林組合連合合連合合連合合連合会に会に会に会に行き行き行き行きまして、事業まして、事業まして、事業まして、事業内容内容内容内容は林業労働は林業労働は林業労働は林業労働

にににに携わ携わ携わ携わる人たる人たる人たる人たちちちちの労働の労働の労働の労働対策対策対策対策、、、、訓練訓練訓練訓練とかをとかをとかをとかを実施実施実施実施しているしているしているしているもももものですが、のですが、のですが、のですが、ここここれを林業基金が平成れを林業基金が平成れを林業基金が平成れを林業基金が平成

２４年当２４年当２４年当２４年当初初初初はははは全国全国全国全国森林組森林組森林組森林組合連合合連合合連合合連合会か会か会か会からららら委委委委託託託託をををを受け受け受け受けててててややややる予定でおりましたが、奈良県森林る予定でおりましたが、奈良県森林る予定でおりましたが、奈良県森林る予定でおりましたが、奈良県森林

組組組組合連合合連合合連合合連合会会会会へへへへ委委委委託託託託がががが行き行き行き行きましたので、事業はしなかましたので、事業はしなかましたので、事業はしなかましたので、事業はしなかっっっったといたといたといたというこうこうこうこと、収入と、収入と、収入と、収入ゼゼゼゼロロロロといといといというこうこうこうことととと

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 そそそそううううしたしたしたしたらららら、、、、オオオオーーーーベベベベルジルジルジルジュュュュははははどこどこどこどこがするかはがするかはがするかはがするかはここここれかれかれかれから考えら考えら考えら考えていくといていくといていくといていくというこうこうこうことととと

で、とりあで、とりあで、とりあで、とりあえず施設えず施設えず施設えず施設をつくをつくをつくをつくっっっったり、それにたり、それにたり、それにたり、それに対対対対してしてしてしてここここの予算をの予算をの予算をの予算を使使使使ううううと理と理と理と理解解解解をしたをしたをしたをしたららららいいのか、いいのか、いいのか、いいのか、

そそそそここここををををもうもうもうもう一度一度一度一度確認確認確認確認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。

緑緑緑緑の雇用担い手の雇用担い手の雇用担い手の雇用担い手対策対策対策対策事業の関係については事業の関係については事業の関係については事業の関係についてはわわわわかりました。かりました。かりました。かりました。

○植田農林部次長（企画管理室長事務取扱）○植田農林部次長（企画管理室長事務取扱）○植田農林部次長（企画管理室長事務取扱）○植田農林部次長（企画管理室長事務取扱） オオオオーーーーベベベベルジルジルジルジュュュュのののの再再再再質問質問質問質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けけけけれれれれどどどど

もももも、、、、ここここの後農林部長かの後農林部長かの後農林部長かの後農林部長からららら基基基基本本本本計計計計画画画画のののの説説説説明明明明ももももございますが、基ございますが、基ございますが、基ございますが、基本的本的本的本的には県農業には県農業には県農業には県農業大学校大学校大学校大学校ののののカカカカリリリリ

キュラムキュラムキュラムキュラムの一つといの一つといの一つといの一つというこうこうこうことで、県職員でとで、県職員でとで、県職員でとで、県職員で賄賄賄賄ええええないとないとないとないとこここころはろはろはろはプロプロプロプロの方のおの方のおの方のおの方のお力力力力をかりるといをかりるといをかりるといをかりるというううう

考え考え考え考え方で方で方で方で現在進現在進現在進現在進めております。めております。めております。めております。具体具体具体具体的的的的ににににどこどこどこどこのだれといのだれといのだれといのだれというこうこうこうことはまだ今後のとはまだ今後のとはまだ今後のとはまだ今後の話話話話といといといというこうこうこうことととと
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でご理でご理でご理でご理解解解解賜賜賜賜りたいとりたいとりたいとりたいと思思思思います。います。います。います。以上以上以上以上です。です。です。です。

○神田委員○神田委員○神田委員○神田委員 本本本本当に、いろいろと当に、いろいろと当に、いろいろと当に、いろいろとへえへえへえへえとととと思うこ思うこ思うこ思うことがたくとがたくとがたくとがたくさんさんさんさんあるのですあるのですあるのですあるのですけけけけれれれれどどどど、ま、ま、ま、まずずずず、野、野、野、野

菜価格安定菜価格安定菜価格安定菜価格安定化対策化対策化対策化対策のののの交交交交付付付付準備準備準備準備金の中で、金の中で、金の中で、金の中で、イイイイチチチチゴゴゴゴ、生、生、生、生シシシシイイイイタタタタケケケケ、、、、ススススイカイカイカイカとかとかとかとか品目品目品目品目がありますがありますがありますがあります

でしでしでしでしょうょうょうょう。奈良県は。奈良県は。奈良県は。奈良県は大和大和大和大和まなをまなをまなをまなを大大大大 々々々々的的的的に出しておりましたが、に出しておりましたが、に出しておりましたが、に出しておりましたが、ここここれはれはれはれはどうどうどうどうななななっっっっているのでているのでているのでているので

すか。すか。すか。すか。十十十十分担い手分担い手分担い手分担い手ももももででででききききて、て、て、て、需需需需要に要に要に要にここここたたたたええええるだるだるだるだけけけけあるのかあるのかあるのかあるのかどうどうどうどうかと、それかかと、それかかと、それかかと、それからららら、、、、もうもうもうもう一つ、一つ、一つ、一つ、

イイイイチチチチゴゴゴゴススススペペペペシャリスシャリスシャリスシャリストトトトで、で、で、で、橿橿橿橿原原原原市市市市内内内内と書いてあと書いてあと書いてあと書いてあっっっったのですたのですたのですたのですけけけけれれれれどどどど、、、、ここここれはれはれはれは橿橿橿橿原原原原市市市市内内内内の人での人での人での人で

すか。そして場所はすか。そして場所はすか。そして場所はすか。そして場所は橿橿橿橿原原原原市市市市内内内内でそでそでそでそうううういいいいうイうイうイうイチチチチゴゴゴゴ研究研究研究研究をしてをしてをしてをしてもらうもらうもらうもらうのか。まのか。まのか。まのか。まずずずずそのそのそのその辺辺辺辺をおをおをおをお答答答答

ええええくだくだくだくだささささい。い。い。い。

○和田農業水産振興課長○和田農業水産振興課長○和田農業水産振興課長○和田農業水産振興課長 神田委員お神田委員お神田委員お神田委員お尋ね尋ね尋ね尋ねのののの大和大和大和大和まなの件ですまなの件ですまなの件ですまなの件ですけけけけれれれれどもどもどもども、、、、大和大和大和大和まなにつまなにつまなにつまなにつきききき

ましては当ましては当ましては当ましては当然然然然大和大和大和大和野菜とい野菜とい野菜とい野菜というこうこうこうことで、今、売りとで、今、売りとで、今、売りとで、今、売り込込込込み中のみ中のみ中のみ中の品目品目品目品目でございますが、基でございますが、基でございますが、基でございますが、基本的本的本的本的にはにはにはには

指指指指定野菜、特定野菜とい定野菜、特定野菜とい定野菜、特定野菜とい定野菜、特定野菜といううううのがのがのがのが指指指指定野菜定野菜定野菜定野菜制制制制度でありますが、一定度でありますが、一定度でありますが、一定度でありますが、一定量量量量の分の分の分の分量量量量がががが指指指指定定定定消消消消費地費地費地費地へへへへ

出出出出荷荷荷荷さささされているれているれているれているこここことが基とが基とが基とが基本的本的本的本的に条件になに条件になに条件になに条件になっっっっておりまして、今後、ておりまして、今後、ておりまして、今後、ておりまして、今後、栽培栽培栽培栽培面積面積面積面積ををををふふふふややややしていくしていくしていくしていく

といといといというこうこうこうことでとでとでとで進進進進めていめていめていめていっっっっていますが、今のとていますが、今のとていますが、今のとていますが、今のとこここころまだ、ろまだ、ろまだ、ろまだ、指指指指定市場、例定市場、例定市場、例定市場、例ええええばばばば奈良県中央卸売奈良県中央卸売奈良県中央卸売奈良県中央卸売

市場であるとかそ市場であるとかそ市場であるとかそ市場であるとかそうううういいいいっっっったとたとたとたとこここころろろろへへへへ共共共共同同同同出出出出荷荷荷荷で出で出で出で出荷荷荷荷さささされているれているれているれている量量量量が一定が一定が一定が一定量量量量計計計計画的画的画的画的に出してに出してに出してに出して

いくいくいくいくこここことが決まりましたとが決まりましたとが決まりましたとが決まりましたらららら、それを、それを、それを、それを国国国国とととと協協協協議議議議させさせさせさせていただていただていただていただききききまして、まして、まして、まして、制制制制度に度に度に度に乗乗乗乗っっっっていくていくていくていくここここ

とになりますので、いましとになりますので、いましとになりますので、いましとになりますので、いましばばばばららららく産地をく産地をく産地をく産地を醸醸醸醸成してか成してか成してか成してからららら加入に加入に加入に加入に持っ持っ持っ持っていていていていききききたいとたいとたいとたいと考え考え考え考えておりておりておりており

ます。ます。ます。ます。

○植田農林部次長（企画管理室長事務取扱）○植田農林部次長（企画管理室長事務取扱）○植田農林部次長（企画管理室長事務取扱）○植田農林部次長（企画管理室長事務取扱） イイイイチチチチゴゴゴゴススススペペペペシャリスシャリスシャリスシャリストトトト事業についてのお事業についてのお事業についてのお事業についてのお尋尋尋尋

ねねねねでございます。でございます。でございます。でございます。研研研研修修修修場所については場所については場所については場所については橿橿橿橿原原原原市の市の市の市の十十十十市町の市町の市町の市町の東側東側東側東側、社会福、社会福、社会福、社会福祉祉祉祉施設施設施設施設のののの北側北側北側北側あたりあたりあたりあたり

で１８で１８で１８で１８アアアアーーーールルルルのののの面積面積面積面積をををを確確確確保いたしまして、保いたしまして、保いたしまして、保いたしまして、イイイイチチチチゴゴゴゴののののハウスハウスハウスハウスを農業振興公社がを農業振興公社がを農業振興公社がを農業振興公社が設け設け設け設けて、て、て、て、毎毎毎毎年年年年

２名２名２名２名ずずずずつつつつ研研研研修修修修生を生を生を生を受け受け受け受け入れている入れている入れている入れているもももものでございます。のでございます。のでございます。のでございます。以上以上以上以上です。です。です。です。

○神田委員○神田委員○神田委員○神田委員 はい、ありがとはい、ありがとはい、ありがとはい、ありがとううううございました。といございました。といございました。といございました。というこうこうこうことは、とは、とは、とは、私私私私のののの質問質問質問質問がががが悪悪悪悪かかかかっっっったのか、たのか、たのか、たのか、

大和大和大和大和まなはまだまなはまだまなはまだまなはまだここここれかれかれかれかららららといといといというこうこうこうことですとですとですとですねねねね。。。。共共共共同同同同出出出出荷荷荷荷で出で出で出で出荷荷荷荷量量量量がががが足足足足りていない。りていない。りていない。りていない。ここここの事業の事業の事業の事業

の中には入の中には入の中には入の中には入ららららないといないといないといないというこうこうこうことですとですとですとですねねねね。。。。

（（（（「「「「そそそそううううですですですですねねねね、はい、はい、はい、はい」」」」とととと呼ぶ呼ぶ呼ぶ呼ぶ者あり）者あり）者あり）者あり）

それで、それで、それで、それで、イイイイチチチチゴゴゴゴののののススススペペペペシャリスシャリスシャリスシャリストトトト、、、、ここここののののイイイイチチチチゴゴゴゴといといといといううううのはのはのはのはアスアスアスアスカルビカルビカルビカルビーにーにーにーに限限限限るのですか、るのですか、るのですか、るのですか、

それとそれとそれとそれともももも違違違違う品種う品種う品種う品種ですか。ですか。ですか。ですか。

○和田農業水産振興課長○和田農業水産振興課長○和田農業水産振興課長○和田農業水産振興課長 神田委員お神田委員お神田委員お神田委員おっっっっししししゃゃゃゃるとおり、るとおり、るとおり、るとおり、大和大和大和大和まなはまなはまなはまなはここここれかれかれかれから進ら進ら進ら進めていめていめていめていききききたたたた

いといいといいといいというこうこうこうことでございます。とでございます。とでございます。とでございます。

○植田農林部次長（企画管理室長事務取扱）○植田農林部次長（企画管理室長事務取扱）○植田農林部次長（企画管理室長事務取扱）○植田農林部次長（企画管理室長事務取扱） 研研研研修修修修に用いておりますに用いておりますに用いておりますに用いておりますイイイイチチチチゴゴゴゴのののの品種品種品種品種でござでござでござでござ
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いますが、いますが、いますが、いますが、メメメメーンはーンはーンはーンはアスアスアスアスカルビカルビカルビカルビー、それと新しくー、それと新しくー、それと新しくー、それと新しく育育育育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古都華古都華古都華古都華、あと市場でか、あと市場でか、あと市場でか、あと市場でか

なりなりなりなり多多多多くつくくつくくつくくつくらららられています他れています他れています他れています他府府府府県県県県品種も品種も品種も品種も研研研研修修修修用に一定用に一定用に一定用に一定面積面積面積面積をつくをつくをつくをつくっっっっていただいている状況ていただいている状況ていただいている状況ていただいている状況

でございます。でございます。でございます。でございます。

○神田委員○神田委員○神田委員○神田委員 はい、はい、はい、はい、わわわわかりました。いろいろありますが、かりました。いろいろありますが、かりました。いろいろありますが、かりました。いろいろありますが、ここここの１の１の１の１点点点点だだだだけけけけ、とりあ、とりあ、とりあ、とりあえずえずえずえず橿橿橿橿原原原原

市に関係があると市に関係があると市に関係があると市に関係があると思っ思っ思っ思っておておておてお聞聞聞聞ききききしたよしたよしたよしたよううううななななこここことです。一とです。一とです。一とです。一層層層層のののの応援応援応援応援をお願いしたいとをお願いしたいとをお願いしたいとをお願いしたいと思思思思いまいまいまいま

す。す。す。す。

○松尾委員○松尾委員○松尾委員○松尾委員 ２２２２点点点点だだだだけけけけ、、、、再再再再度度度度確認確認確認確認したいのですが、財産の減額貸し付したいのですが、財産の減額貸し付したいのですが、財産の減額貸し付したいのですが、財産の減額貸し付けけけけ、、、、天天天天平平平平フフフフーーーーズズズズの件の件の件の件

ですが、１０年ですが、１０年ですが、１０年ですが、１０年契約契約契約契約で５年がで５年がで５年がで５年が終わっ終わっ終わっ終わって、また新たに５年といて、また新たに５年といて、また新たに５年といて、また新たに５年というこうこうこうことですが、５年前に減額とですが、５年前に減額とですが、５年前に減額とですが、５年前に減額

で貸し付で貸し付で貸し付で貸し付けけけけた理た理た理た理由由由由ををををもうもうもうもう一度一度一度一度教教教教ええええていただていただていただていただきききき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、林業基金ですが、つ、林業基金ですが、つ、林業基金ですが、つ、林業基金ですが、つどどどどいの森のいの森のいの森のいの森の白白白白川川川川又又又又の入の入の入の入札札札札をををを多多多多分６月分６月分６月分６月末末末末でででで締締締締めめめめ切っ切っ切っ切っているているているている

とととと思思思思いますが、いますが、いますが、いますが、数数数数回回回回入入入入札札札札がががが不調不調不調不調になになになになっっっった状況た状況た状況た状況もももも聞聞聞聞いていますので、今の状況をいていますので、今の状況をいていますので、今の状況をいていますので、今の状況を教教教教ええええていたていたていたていた

だだだだけけけけたたたたららららとととと思思思思います。います。います。います。

○村上雇用労政課長○村上雇用労政課長○村上雇用労政課長○村上雇用労政課長 いいいいここここいの村いの村いの村いの村大和高原大和高原大和高原大和高原の減額の貸し付の減額の貸し付の減額の貸し付の減額の貸し付けけけけについてについてについてについて具体具体具体具体的的的的にににに説説説説明します。明します。明します。明します。

５年前に１５年前に１５年前に１５年前に１，，，，００００００００００００万円万円万円万円に減額したとに減額したとに減額したとに減額したとききききの理の理の理の理由由由由をといをといをといをというううう質問質問質問質問でした。理でした。理でした。理でした。理由由由由は２つございは２つございは２つございは２つござい

まして、一つは１まして、一つは１まして、一つは１まして、一つは１，，，，００００００００００００万円万円万円万円に減額しておりますのはに減額しておりますのはに減額しておりますのはに減額しておりますのは施設施設施設施設のののの老朽老朽老朽老朽化化化化がががが進ん進ん進ん進んでおりまして、でおりまして、でおりまして、でおりまして、

廉廉廉廉価に減額して貸し付価に減額して貸し付価に減額して貸し付価に減額して貸し付けけけけるるるるこここことによりまして、とによりまして、とによりまして、とによりまして、施設施設施設施設の改の改の改の改修修修修費用とか費用とか費用とか費用とか維持維持維持維持管理費用は一管理費用は一管理費用は一管理費用は一切切切切貸貸貸貸

付付付付先先先先で負担していただで負担していただで負担していただで負担していただこうこうこうこうといといといといううううのが一つのが一つのが一つのが一つ目目目目の理の理の理の理由由由由でございます。２つでございます。２つでございます。２つでございます。２つ目目目目の理の理の理の理由由由由は、公は、公は、公は、公募募募募

をするとをするとをするとをするとききききに貸付金額に貸付金額に貸付金額に貸付金額幾幾幾幾ららららななななら受託ら受託ら受託ら受託しますかといしますかといしますかといしますかというううう問問問問いかいかいかいかけけけけをしましたをしましたをしましたをしましたらららら、１、１、１、１，，，，００００００００００００万万万万

円円円円でといでといでといでという応募う応募う応募う応募状況であ状況であ状況であ状況であっっっったといたといたといたというこうこうこうことです。その２つのとです。その２つのとです。その２つのとです。その２つのこここことかとかとかとからららら１１１１，，，，００００００００００００万円万円万円万円に減額に減額に減額に減額

しよしよしよしよううううといといといというもうもうもうものでございます。のでございます。のでございます。のでございます。以上以上以上以上です。です。です。です。

○馬場林業振興課長○馬場林業振興課長○馬場林業振興課長○馬場林業振興課長 県県県県有有有有林で林で林で林で実施実施実施実施しております、つしております、つしております、つしております、つどどどどいの森の入いの森の入いの森の入いの森の入札札札札状況についてお状況についてお状況についてお状況についてお尋ね尋ね尋ね尋ね

でございます。入でございます。入でございます。入でございます。入札札札札につにつにつにつききききましては、ましては、ましては、ましては、昨昨昨昨年の８月か年の８月か年の８月か年の８月から実施ら実施ら実施ら実施しておりまして、しておりまして、しておりまして、しておりまして、現在現在現在現在３３３３回目回目回目回目をををを

終わ終わ終わ終わりました。３りました。３りました。３りました。３回目回目回目回目は６月２４日には６月２４日には６月２４日には６月２４日に実施させ実施させ実施させ実施させていただていただていただていただききききました。ました。ました。ました。結果結果結果結果として２社として２社として２社として２社参参参参加が加が加が加が

ございましたございましたございましたございましたけけけけれれれれどもどもどもども、、、、不不不不落落落落でございました。今後につでございました。今後につでございました。今後につでございました。今後につききききましてはまた部ましてはまた部ましてはまた部ましてはまた部内内内内等で等で等で等で相談相談相談相談のののの上上上上、、、、

進進進進めていめていめていめていききききたいとたいとたいとたいと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。

○松尾委員○松尾委員○松尾委員○松尾委員 つつつつどどどどいの森ですが、予定価格がいの森ですが、予定価格がいの森ですが、予定価格がいの森ですが、予定価格が高高高高かかかかっっっったのですか。たのですか。たのですか。たのですか。どうどうどうどういいいいうううう入入入入札札札札のののの制制制制度かま度かま度かま度かま

だはだはだはだはっきっきっきっきりりりりわわわわかかかかっっっっていないのですていないのですていないのですていないのですけけけけれれれれどどどど、、、、不不不不落落落落になになになになっっっった理た理た理た理由由由由といといといといううううのが県が予定していたのが県が予定していたのが県が予定していたのが県が予定していた

売売売売買買買買金額に金額に金額に金額に達達達達しなかしなかしなかしなかっっっったかたかたかたから不ら不ら不ら不落落落落になになになになっっっったのですか。たのですか。たのですか。たのですか。再再再再度度度度ずっずっずっずっとととと下げ下げ下げ下げていていていていっっっってててて調整調整調整調整していしていしていしてい

くのでしくのでしくのでしくのでしょうけょうけょうけょうけれれれれどどどど、とにかく、とにかく、とにかく、とにかく早早早早くくくく実施実施実施実施していただしていただしていただしていただけけけけるるるるこここことを要とを要とを要とを要望望望望しておしておしておしておききききたいとたいとたいとたいと思思思思いまいまいまいま

す。す。す。す。
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そして、村そして、村そして、村そして、村上上上上雇用労雇用労雇用労雇用労政課政課政課政課長、長、長、長、災害災害災害災害のののの折折折折にはにはにはには十十十十津津津津川川川川村で副村長として村で副村長として村で副村長として村で副村長として本本本本当に当に当に当に活活活活躍躍躍躍していたしていたしていたしていた

だだだだききききまして、まして、まして、まして、ここここの場で改めての場で改めての場で改めての場で改めて感感感感謝謝謝謝をををを申申申申しししし上げ上げ上げ上げたいとたいとたいとたいと思思思思います。県にいます。県にいます。県にいます。県に帰帰帰帰らららられたよれたよれたよれたよううううなので、なので、なので、なので、

ここここれかれかれかれからもらもらもらもよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。

○田中委員○田中委員○田中委員○田中委員 質問質問質問質問予定にはなか予定にはなか予定にはなか予定にはなかっっっったのですが、奈良県地域産業振興センターの平成２４年たのですが、奈良県地域産業振興センターの平成２４年たのですが、奈良県地域産業振興センターの平成２４年たのですが、奈良県地域産業振興センターの平成２４年

度業務報告書を度業務報告書を度業務報告書を度業務報告書を拝拝拝拝見していまして、１６見していまして、１６見していまして、１６見していまして、１６ペペペペーーーージジジジのののの損損損損益計算書、正益計算書、正益計算書、正益計算書、正味味味味財産財産財産財産増増増増減計算書の経常減計算書の経常減計算書の経常減計算書の経常

費用の事業費の費用の事業費の費用の事業費の費用の事業費の賃賃賃賃借借借借料、料、料、料、ここここのののの内容内容内容内容をををを教教教教ええええていただていただていただていただききききたいのと、１７たいのと、１７たいのと、１７たいのと、１７ペペペペーーーージジジジのののの割賦割賦割賦割賦販販販販売売売売原原原原価、価、価、価、

ここここのののの内容内容内容内容を２つを２つを２つを２つ教教教教ええええていただていただていただていただけけけけたたたたららららとととと思思思思います。います。います。います。

○大月地域産業課長○大月地域産業課長○大月地域産業課長○大月地域産業課長 割賦割賦割賦割賦販販販販売売売売原原原原価は地域産業価は地域産業価は地域産業価は地域産業課課課課で所管しておりますのでおで所管しておりますのでおで所管しておりますのでおで所管しておりますのでお答答答答えさせえさせえさせえさせていていていてい

ただただただただききききます。ます。ます。ます。

現在現在現在現在の地域産業振興センターでは、の地域産業振興センターでは、の地域産業振興センターでは、の地域産業振興センターでは、設備対応設備対応設備対応設備対応事業を事業を事業を事業をやっやっやっやっておりまして、ておりまして、ておりまして、ておりまして、ここここれは地域産業れは地域産業れは地域産業れは地域産業

振興センターで振興センターで振興センターで振興センターで設備設備設備設備をををを購購購購入して、中入して、中入して、中入して、中小企小企小企小企業の方に貸業の方に貸業の方に貸業の方に貸与与与与して、それをして、それをして、それをして、それを割賦割賦割賦割賦料とい料とい料とい料というううう形形形形で金で金で金で金利利利利

をををを上上上上乗乗乗乗せせせせしてしてしてして払払払払っっっっていただくといていただくといていただくといていただくというもうもうもうものでございまして、その地域産業振興センターがのでございまして、その地域産業振興センターがのでございまして、その地域産業振興センターがのでございまして、その地域産業振興センターが購購購購

入した入した入した入した機械機械機械機械のののの原原原原価が価が価が価がここここのののの割賦割賦割賦割賦販販販販売売売売原原原原価とい価とい価とい価というもうもうもうものでございます。のでございます。のでございます。のでございます。

○村上産業振興総合センター所長○村上産業振興総合センター所長○村上産業振興総合センター所長○村上産業振興総合センター所長 経常経費の事業費の中の経常経費の事業費の中の経常経費の事業費の中の経常経費の事業費の中の賃賃賃賃借借借借料でございますが、料でございますが、料でございますが、料でございますが、ここここれれれれ

につにつにつにつききききましては県の産業振興ましては県の産業振興ましては県の産業振興ましては県の産業振興総合総合総合総合センターの３センターの３センターの３センターの３階階階階に入に入に入に入居居居居いたしておりまして、その入いたしておりまして、その入いたしておりまして、その入いたしておりまして、その入居居居居料料料料

ほかほかほかほか駐車駐車駐車駐車場場場場使使使使用料等でございます。用料等でございます。用料等でございます。用料等でございます。

○田中委員○田中委員○田中委員○田中委員 あのあのあのあの建物全建物全建物全建物全体体体体のののの賃賃賃賃借借借借料とい料とい料とい料というこうこうこうことではないのですとではないのですとではないのですとではないのですねねねね。。。。全全全全体体体体だだだだっっっったたたたらちょっらちょっらちょっらちょっとととと

安いと安いと安いと安いと思っ思っ思っ思ったのですたのですたのですたのですけけけけれれれれどもどもどもども、３、３、３、３階階階階の部分だの部分だの部分だの部分だけけけけだといだといだといだというこうこうこうことであれとであれとであれとであればばばば、、、、結結結結構構構構なお金をなお金をなお金をなお金を払払払払っっっっ

ているなと、ているなと、ているなと、ているなと、逆逆逆逆に、に、に、に、感感感感じました。じました。じました。じました。

それかそれかそれかそれからららら、、、、易易易易しいしいしいしい質問質問質問質問ですですですですけけけけれれれれどもどもどもども、、、、ＢＢＢＢ２２２２ＢＢＢＢっっっってててて何何何何ですか。ですか。ですか。ですか。

○村上産業振興総合センター所長○村上産業振興総合センター所長○村上産業振興総合センター所長○村上産業振興総合センター所長 正式には正式には正式には正式にはビジネビジネビジネビジネスススス・・・・ツツツツー・ー・ー・ー・ビジネビジネビジネビジネススススで、で、で、で、本本本本当は当は当は当はｔｏｔｏｔｏｔｏのののの

ツツツツーですーですーですーですけけけけれれれれどもどもどもども、、、、通通通通称称称称ＢＢＢＢ２２２２ＢＢＢＢと書と書と書と書きやきやきやきやすいといすいといすいといすいというこうこうこうことでとでとでとで使使使使っっっっております。事業と事業をております。事業と事業をております。事業と事業をております。事業と事業を

結び結び結び結びつつつつけけけける、例る、例る、例る、例ええええばばばば、、、、具体具体具体具体例でい例でい例でい例でいききききますと、ますと、ますと、ますと、ププププラスチラスチラスチラスチックックックック等の成等の成等の成等の成形形形形の業者との業者との業者との業者と医療器具医療器具医療器具医療器具の業の業の業の業

者をつな者をつな者をつな者をつなぎぎぎぎ合わせ合わせ合わせ合わせまして、まして、まして、まして、ププププラスチラスチラスチラスチックックックックののののカカカカテテテテーーーーテテテテルルルルををををププププラスチラスチラスチラスチックックックック業者がつくる業者がつくる業者がつくる業者がつくるけけけけれれれれどどどど

もももも、出、出、出、出荷荷荷荷するとするとするとするとききききにはにはにはには医療医療医療医療のののの機器機器機器機器ですのでですのでですのでですので医療医療医療医療業者として業者として業者として業者としてさらさらさらさらにににに工工工工夫夫夫夫して出して出して出して出荷荷荷荷するとか、するとか、するとか、するとか、

そのよそのよそのよそのよううううな事業の組みな事業の組みな事業の組みな事業の組み合わせ合わせ合わせ合わせをして、新たなをして、新たなをして、新たなをして、新たなビジネビジネビジネビジネススススにににに参参参参入しよ入しよ入しよ入しよううううといといといというこうこうこうことをとをとをとを促進促進促進促進するするするする

といといといというこうこうこうことでございます。とでございます。とでございます。とでございます。

○神田委員○神田委員○神田委員○神田委員 ここここののののＢＢＢＢ２２２２ＢＢＢＢで、で、で、で、広広広広域域域域的的的的ＢＢＢＢ２２２２ＢＢＢＢ、、、、個個個個別別別別ＢＢＢＢ２２２２ＢマＢマＢマＢマッッッッチチチチンンンンググググとありますでしとありますでしとありますでしとありますでしょうょうょうょう。。。。

ここここここここに書いてある３件とか９件とかに書いてある３件とか９件とかに書いてある３件とか９件とかに書いてある３件とか９件とか協協協協議の議の議の議の検討検討検討検討の件の件の件の件数数数数が出ておりますが、が出ておりますが、が出ておりますが、が出ておりますが、ももももしししし具体具体具体具体的的的的ににににどどどど

うううういいいいうもうもうもうものとのとのとのとどうどうどうどういいいいうもうもうもうものか報告してのか報告してのか報告してのか報告してもらえもらえもらえもらえるのだるのだるのだるのだっっっったたたたららららしてしてしてしてもらえもらえもらえもらえたたたたらうらうらうらうれしいとれしいとれしいとれしいと思思思思いいいい
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ます。でます。でます。でます。でききききない状況でまだない状況でまだない状況でまだない状況でまだ無無無無理だとい理だとい理だとい理だというこうこうこうことであれとであれとであれとであればばばば結結結結構構構構です。です。です。です。

○村上産業振興総合センター所長○村上産業振興総合センター所長○村上産業振興総合センター所長○村上産業振興総合センター所長 県県県県内内内内ののののＢＢＢＢ２２２２ＢＢＢＢにつにつにつにつききききましては、ましては、ましては、ましては、企企企企業名を出して業名を出して業名を出して業名を出してもももも問題問題問題問題

がないとがないとがないとがない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申申申申しししし上げ上げ上げ上げますと、例ますと、例ますと、例ますと、例ええええばばばば、、、、広広広広陵陵陵陵化学工化学工化学工化学工業株式会社と業株式会社と業株式会社と業株式会社と浪華ゴ浪華ゴ浪華ゴ浪華ゴムムムム工工工工業株業株業株業株

式会社で、式会社で、式会社で、式会社で、ゴゴゴゴムムムム会社と会社と会社と会社と化学化学化学化学会社が会社が会社が会社が医療器具医療器具医療器具医療器具をつくるとをつくるとをつくるとをつくるとききききに、に、に、に、個個個個別につくりますと別につくりますと別につくりますと別につくりますと両両両両方と方と方と方ともももも

ククククリリリリーンーンーンーンルルルルーーーームムムムが要りますが要りますが要りますが要りますけけけけれれれれどもどもどもども、、、、共共共共同同同同ででででややややるとるとるとるとククククリリリリーンーンーンーンルルルルーーーームムムムもももも一つで済一つで済一つで済一つで済むむむむといといといというメうメうメうメ

リリリリットットットットがございます。がございます。がございます。がございます。

広広広広域域域域的的的的ななななＢＢＢＢ２２２２ＢマＢマＢマＢマッッッッチチチチンンンンググググとととと申申申申しますのは、しますのは、しますのは、しますのは、具体具体具体具体事例を今、記事例を今、記事例を今、記事例を今、記憶憶憶憶しておりましておりましておりましておりませんせんせんせんが、が、が、が、近近近近

畿畿畿畿のののの支援支援支援支援機機機機関、例関、例関、例関、例ええええばばばば中中中中小企小企小企小企業業業業支援支援支援支援センターでありますとか、奈良県地域産業振興センタセンターでありますとか、奈良県地域産業振興センタセンターでありますとか、奈良県地域産業振興センタセンターでありますとか、奈良県地域産業振興センタ

ー等、ー等、ー等、ー等、近畿近畿近畿近畿及び及び及び及び福井県、福井県、福井県、福井県、三三三三重重重重県が県が県が県が集集集集まりまして、それまりまして、それまりまして、それまりまして、それぞぞぞぞれのれのれのれの企企企企業を紹介し業を紹介し業を紹介し業を紹介し合合合合い、その中でい、その中でい、その中でい、その中で

さらさらさらさらにににに広広広広域域域域的的的的ににににママママッッッッチチチチンンンンググググででででききききるるるる企企企企業をお業をお業をお業をお互互互互いにいにいにいに提提提提案して、案して、案して、案して、ココココーーーーデデデディィィィネネネネーーーートトトトしていく事業していく事業していく事業していく事業

でございます。でございます。でございます。でございます。

○馬場林業振興課長○馬場林業振興課長○馬場林業振興課長○馬場林業振興課長 先先先先ほほほほどどどど、今井委員か、今井委員か、今井委員か、今井委員からららら質問質問質問質問がありましたがありましたがありましたがありました内容内容内容内容で、で、で、で、ちょっちょっちょっちょっとととと回回回回答漏答漏答漏答漏れれれれ

がございまして、がございまして、がございまして、がございまして、回回回回答答答答させさせさせさせててててもらっもらっもらっもらってよろしいでしてよろしいでしてよろしいでしてよろしいでしょうょうょうょうか。か。か。か。

○岡委員長○岡委員長○岡委員長○岡委員長 はい、はい、はい、はい、どうぞどうぞどうぞどうぞ。。。。

○馬場林業振興課長○馬場林業振興課長○馬場林業振興課長○馬場林業振興課長 先先先先ほほほほどどどど、、、、緑緑緑緑の雇用担い手の雇用担い手の雇用担い手の雇用担い手育育育育成成成成対策対策対策対策事業については事業については事業については事業については回回回回答答答答させさせさせさせていただていただていただていただ

ききききましたが、ましたが、ましたが、ましたが、緑緑緑緑の産業の産業の産業の産業再再再再生生生生プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト事業の事業の事業の事業の回回回回答答答答がががが漏漏漏漏れておりました。れておりました。れておりました。れておりました。ここここの事業は、の事業は、の事業は、の事業は、国国国国

の森林の森林の森林の森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基金を生基金を生基金を生基金を活活活活用しまして、用しまして、用しまして、用しまして、間間間間伐伐伐伐等を等を等を等を実施実施実施実施しているしているしているしているもももものですのですのですのですけけけけれれれれどもどもどもども、、、、

補補補補助助助助金収入が金収入が金収入が金収入がゼゼゼゼロロロロになになになになっっっっている理ている理ている理ている理由由由由は、は、は、は、ここここのののの国国国国の事業をの事業をの事業をの事業を充充充充てててててててて実施実施実施実施しよしよしよしよううううとしたとしたとしたとしたもももものをのをのをのを木木木木

材材材材生産林生産林生産林生産林育育育育成成成成整備整備整備整備事業、他の補事業、他の補事業、他の補事業、他の補助助助助事業で事業で事業で事業で活活活活用して用して用して用して実施実施実施実施したといしたといしたといしたというううう形形形形です。です。です。です。

○猪奥副委員長○猪奥副委員長○猪奥副委員長○猪奥副委員長 野菜価格安定野菜価格安定野菜価格安定野菜価格安定対策対策対策対策でででで質問質問質問質問ですですですですけけけけれれれれどもどもどもども、、、、ここここれは例れは例れは例れは例ええええばばばばつくつくつくつくっっっっているているているている量量量量とととと

売売売売っっっっているているているている量量量量があるがあるがあるがある程程程程度あ度あ度あ度あっっっったたたたらららら、自動、自動、自動、自動的的的的にそのにそのにそのにその対対対対象象象象になるのか、要件になるのか、要件になるのか、要件になるのか、要件さえさえさえさえ満満満満たたたたさささされれれればばばば対対対対

象象象象になるといになるといになるといになるというもうもうもうものですか。それとのですか。それとのですか。それとのですか。それともももも要件が決ま要件が決ま要件が決ま要件が決まっっっっていて、県かていて、県かていて、県かていて、県から国ら国ら国ら国にににに申申申申請請請請して許して許して許して許可さ可さ可さ可されれれれ

ると必要ると必要ると必要ると必要性性性性があるがあるがあるがあるもももものなのか、まのなのか、まのなのか、まのなのか、まずずずず教教教教ええええてくだてくだてくだてくだささささい。い。い。い。

○和田農業水産振興課長○和田農業水産振興課長○和田農業水産振興課長○和田農業水産振興課長 野菜価格安定野菜価格安定野菜価格安定野菜価格安定対策対策対策対策の件につの件につの件につの件につききききましては、２ましては、２ましては、２ましては、２種種種種類類類類ございまして、ございまして、ございまして、ございまして、

一つは一つは一つは一つは指指指指定野菜とい定野菜とい定野菜とい定野菜というううう項項項項目目目目と、と、と、と、もうもうもうもう一つは特定野菜とい一つは特定野菜とい一つは特定野菜とい一つは特定野菜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。指指指指定野菜に定野菜に定野菜に定野菜に

つつつつききききましては、ましては、ましては、ましては、大根大根大根大根、、、、白白白白菜、菜、菜、菜、ニニニニンンンンジジジジン、ン、ン、ン、キャベツキャベツキャベツキャベツななななどどどどのののの国民全国民全国民全国民全体体体体が一般が一般が一般が一般的的的的にににに消消消消費者として費者として費者として費者として

必要な必要な必要な必要なももももの、の、の、の、ここここれはれはれはれは国国国国かかかから品目指ら品目指ら品目指ら品目指定定定定さささされております。れております。れております。れております。ここここれが、１４れが、１４れが、１４れが、１４品目品目品目品目ございます。それございます。それございます。それございます。それ

かかかからららら、特定野菜とい、特定野菜とい、特定野菜とい、特定野菜というもうもうもうものがございますが、のがございますが、のがございますが、のがございますが、ここここれにつれにつれにつれにつききききましてはましてはましてはましては各各各各県それ県それ県それ県それぞぞぞぞれ、例れ、例れ、例れ、例ええええばばばば奈奈奈奈

良県でありました良県でありました良県でありました良県でありましたらイらイらイらイチチチチゴゴゴゴが特定野菜の中に入が特定野菜の中に入が特定野菜の中に入が特定野菜の中に入っっっっておりますておりますておりますておりますけけけけれれれれどもどもどもども、それ、それ、それ、それぞぞぞぞれ県特れ県特れ県特れ県特有有有有のののの

品目品目品目品目として生産者がとして生産者がとして生産者がとして生産者が多多多多くて、一定くて、一定くて、一定くて、一定量量量量、地域の、地域の、地域の、地域の消消消消費者に食費者に食費者に食費者に食べべべべていただいているていただいているていただいているていただいている品目品目品目品目がございがございがございがござい
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ましたましたましたましたらららら、それは、それは、それは、それは各各各各県で県で県で県で指指指指定する特定野菜とい定する特定野菜とい定する特定野菜とい定する特定野菜というううう項項項項目目目目でございます。でございます。でございます。でございます。指指指指定野菜は定野菜は定野菜は定野菜は国国国国が決めが決めが決めが決め

ておりますておりますておりますておりますけけけけれれれれどもどもどもども、特定野菜につ、特定野菜につ、特定野菜につ、特定野菜につききききましては県がましては県がましては県がましては県が国国国国とととと協協協協議いたしまして、それ議いたしまして、それ議いたしまして、それ議いたしまして、それぞぞぞぞれの生れの生れの生れの生

産者と産者と産者と産者と国国国国と県、と県、と県、と県、ここここのののの三三三三者が価格が者が価格が者が価格が者が価格が暴落暴落暴落暴落したといしたといしたといしたといううううととととききききに生産者の方に生産者の方に生産者の方に生産者の方 々々々々がががが再再再再生産で生産で生産で生産でききききるよるよるよるようううう

にといにといにといにというこうこうこうことで価格を補てとで価格を補てとで価格を補てとで価格を補てんんんんしていくしていくしていくしていくわけわけわけわけです。そです。そです。そです。そうううういいいいうううう制制制制度を生産者がま度を生産者がま度を生産者がま度を生産者がまずずずず主体主体主体主体的的的的ににににやややや

りたいといりたいといりたいといりたいというううう意意意意思思思思表示表示表示表示があがあがあがあっっっって、それをて、それをて、それをて、それを協協協協議議議議させさせさせさせててててもらっもらっもらっもらってててて制制制制度度度度的的的的にのにのにのにのせせせせていくといていくといていくといていくというううう仕仕仕仕

組みにな組みにな組みにな組みになっっっっていますので、自動ていますので、自動ていますので、自動ていますので、自動的的的的にににに対対対対象象象象になるになるになるになる品目品目品目品目ではございまではございまではございまではございませんせんせんせん。。。。

○猪奥副委員長○猪奥副委員長○猪奥副委員長○猪奥副委員長 ありがとありがとありがとありがとううううございます。その生産者といございます。その生産者といございます。その生産者といございます。その生産者といううううのは、のは、のは、のは、ここここの野菜価格安定基金の野菜価格安定基金の野菜価格安定基金の野菜価格安定基金

ののののメメメメンンンンババババーに入ーに入ーに入ーに入っっっっておておておておらららられる生産者の方ですか。それとれる生産者の方ですか。それとれる生産者の方ですか。それとれる生産者の方ですか。それともももも農農農農協協協協とかかとかかとかかとかからららら何何何何ららららかのかのかのかのルルルルーーーートトトトとととと

かは決まかは決まかは決まかは決まっっっっているのですか。ているのですか。ているのですか。ているのですか。

○和田農業水産振興課長○和田農業水産振興課長○和田農業水産振興課長○和田農業水産振興課長 メメメメンンンンババババーといーといーといーといううううのは、会員名のは、会員名のは、会員名のは、会員名簿簿簿簿が業務報告書の７が業務報告書の７が業務報告書の７が業務報告書の７ペペペペーーーージジジジにござにござにござにござ

います。県をいます。県をいます。県をいます。県を筆頭筆頭筆頭筆頭に産地のあるに産地のあるに産地のあるに産地のある各各各各市町村、市町村、市町村、市町村、ここここれがれがれがれがメメメメンンンンババババーになーになーになーになっっっって、２７会員ございます。て、２７会員ございます。て、２７会員ございます。て、２７会員ございます。

ここここの会員の中の地域に農業の生産者がございますの会員の中の地域に農業の生産者がございますの会員の中の地域に農業の生産者がございますの会員の中の地域に農業の生産者がございますけけけけれれれれどもどもどもども、生産者それ、生産者それ、生産者それ、生産者それぞぞぞぞれが組織れが組織れが組織れが組織的的的的に加に加に加に加

入していただいて、基金入していただいて、基金入していただいて、基金入していただいて、基金全全全全体体体体のののの運運運運営を営を営を営をさささされていくといれていくといれていくといれていくというううう仕仕仕仕組みにな組みにな組みにな組みになっっっっています。ています。ています。ています。答答答答ええええがががが趣趣趣趣

旨旨旨旨とととと合っ合っ合っ合っていたでしていたでしていたでしていたでしょうょうょうょうか。か。か。か。

○猪奥副委員長○猪奥副委員長○猪奥副委員長○猪奥副委員長 難難難難しいですしいですしいですしいですねねねね。。。。

○岡委員長○岡委員長○岡委員長○岡委員長 よろしいですか。よろしいですか。よろしいですか。よろしいですか。

○猪奥副委員長○猪奥副委員長○猪奥副委員長○猪奥副委員長 ありがとありがとありがとありがとううううございます。ございます。ございます。ございます。

○岡委員長○岡委員長○岡委員長○岡委員長 はい、ほかにはい、ほかにはい、ほかにはい、ほかに質質質質疑疑疑疑ございまございまございまございませんせんせんせんか。か。か。か。

ほかになほかになほかになほかになけけけけれれれればばばば、付、付、付、付託託託託議案の議案の議案の議案の質質質質疑疑疑疑をををを終わ終わ終わ終わります。ります。ります。ります。

続続続続いて、付いて、付いて、付いて、付託託託託議案について、委員の議案について、委員の議案について、委員の議案について、委員の意意意意見を求めます。ご見を求めます。ご見を求めます。ご見を求めます。ご発発発発言言言言願います。願います。願います。願います。

○今井委員○今井委員○今井委員○今井委員 付付付付託託託託議案の中で、議第３９号と議第４０号に職員議案の中で、議第３９号と議第４０号に職員議案の中で、議第３９号と議第４０号に職員議案の中で、議第３９号と議第４０号に職員給与給与給与給与にかかにかかにかかにかかわわわわるるるる削削削削減が入減が入減が入減が入っっっっ

ておりますので、それについてはておりますので、それについてはておりますので、それについてはておりますので、それについては反反反反対対対対をいたします。をいたします。をいたします。をいたします。

○岡委員長○岡委員長○岡委員長○岡委員長 ほかにほかにほかにほかに意意意意見見見見どうどうどうどうですか。ですか。ですか。ですか。

○田中委員○田中委員○田中委員○田中委員 自自自自由民由民由民由民主主主主党党党党といたしましてはすといたしましてはすといたしましてはすといたしましてはすべべべべての議案にての議案にての議案にての議案に賛賛賛賛成いたします。成いたします。成いたします。成いたします。以上以上以上以上です。です。です。です。

○岡委員長○岡委員長○岡委員長○岡委員長 はい。まだありますか。はい。まだありますか。はい。まだありますか。はい。まだありますか。

○今井委員○今井委員○今井委員○今井委員 追追追追加です。議第４２号加です。議第４２号加です。議第４２号加です。議第４２号も含も含も含も含めてです。めてです。めてです。めてです。

○岡委員長○岡委員長○岡委員長○岡委員長 はい。はい。はい。はい。

それでは、ただいまより、付それでは、ただいまより、付それでは、ただいまより、付それでは、ただいまより、付託託託託をををを受け受け受け受けましたましたましたました各各各各議案について、議案について、議案について、議案について、採採採採決を決を決を決を行行行行います。います。います。います。

ままままずずずず、議第３９号中当委員会所管分、議第４０号、議第４２号については、委員より、議第３９号中当委員会所管分、議第４０号、議第４２号については、委員より、議第３９号中当委員会所管分、議第４０号、議第４２号については、委員より、議第３９号中当委員会所管分、議第４０号、議第４２号については、委員より反反反反

対対対対のののの意意意意見がありましたので、見がありましたので、見がありましたので、見がありましたので、起起起起立立立立によりによりによりにより採採採採決をいたします。決をいたします。決をいたします。決をいたします。
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議第３９号中当委員会所管分、議第４０号、議第４２号について、議第３９号中当委員会所管分、議第４０号、議第４２号について、議第３９号中当委員会所管分、議第４０号、議第４２号について、議第３９号中当委員会所管分、議第４０号、議第４２号について、原原原原案案案案どどどどおりおりおりおり可可可可決する決する決する決する

こここことにとにとにとに賛賛賛賛成の方の成の方の成の方の成の方の起起起起立立立立を求めます。を求めます。を求めます。を求めます。

（（（（賛賛賛賛成者成者成者成者起起起起立立立立））））

ごごごご着着着着席願います。席願います。席願います。席願います。

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

よよよよっっっって、て、て、て、以上以上以上以上の議案３件については、の議案３件については、の議案３件については、の議案３件については、原原原原案案案案どどどどおりおりおりおり可可可可決する決する決する決するこここことに決しました。とに決しました。とに決しました。とに決しました。

次に、ただいま次に、ただいま次に、ただいま次に、ただいま可可可可決決決決さささされました議案をれました議案をれました議案をれました議案を除除除除くくくく残残残残余余余余の議案については、一の議案については、一の議案については、一の議案については、一括括括括してしてしてして簡易簡易簡易簡易採採採採決に決に決に決に

よりよりよりより行行行行いたいといたいといたいといたいと思思思思いますが、ご異議ありまいますが、ご異議ありまいますが、ご異議ありまいますが、ご異議ありませんせんせんせんか。か。か。か。

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

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

議第５２号、議第５５号中当委員会所管分、議第５８号議第５２号、議第５５号中当委員会所管分、議第５８号議第５２号、議第５５号中当委員会所管分、議第５８号議第５２号、議第５５号中当委員会所管分、議第５８号及び及び及び及び報第２１号中当委員会所管報第２１号中当委員会所管報第２１号中当委員会所管報第２１号中当委員会所管

分については、分については、分については、分については、原原原原案案案案どどどどおりおりおりおり可可可可決または承決または承決または承決または承認認認認するするするするこここことにご異議ありまとにご異議ありまとにご異議ありまとにご異議ありませんせんせんせんか。か。か。か。

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

ご異議がないご異議がないご異議がないご異議がないもももものとのとのとのと認認認認めます。めます。めます。めます。

よよよよっっっって、ただいまの議案４件については、て、ただいまの議案４件については、て、ただいまの議案４件については、て、ただいまの議案４件については、原原原原案案案案どどどどおりおりおりおり可可可可決または承決または承決または承決または承認認認認するするするするこここことに決しまとに決しまとに決しまとに決しま

した。した。した。した。

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

報第１号中当委員会所管分、報第９号か報第１号中当委員会所管分、報第９号か報第１号中当委員会所管分、報第９号か報第１号中当委員会所管分、報第９号からららら報第１５号報第１５号報第１５号報第１５号及び及び及び及び報第２２号中当委員会所管分報第２２号中当委員会所管分報第２２号中当委員会所管分報第２２号中当委員会所管分

については、については、については、については、先先先先ほほほほどどどどのののの説説説説明を明を明を明をもっもっもっもって理事者よりて理事者よりて理事者よりて理事者より詳細詳細詳細詳細なななな説説説説明を明を明を明を受け受け受け受けたたたたここここととととととととさせさせさせさせていただていただていただていただきききき

ますので、ご了承願います。ますので、ご了承願います。ますので、ご了承願います。ますので、ご了承願います。

ここここれをれをれをれをもちもちもちもちまして、付まして、付まして、付まして、付託託託託議案の審査を議案の審査を議案の審査を議案の審査を終わ終わ終わ終わります。ります。ります。ります。

時時時時間も大間も大間も大間も大分た分た分た分たっっっっておりますので、ておりますので、ておりますので、ておりますので、ここここここここで１０分で１０分で１０分で１０分間間間間のののの休憩休憩休憩休憩を入れたいとを入れたいとを入れたいとを入れたいと思思思思います。３時１います。３時１います。３時１います。３時１

０分より０分より０分より０分より再再再再開いたしますので、よろしくお願いします。開いたしますので、よろしくお願いします。開いたしますので、よろしくお願いします。開いたしますので、よろしくお願いします。

暫暫暫暫時時時時休憩休憩休憩休憩をいたします。をいたします。をいたします。をいたします。

１４：５８分１４：５８分１４：５８分１４：５８分 休憩休憩休憩休憩

１５：１１分１５：１１分１５：１１分１５：１１分 再再再再開開開開

○岡委員長○岡委員長○岡委員長○岡委員長 それでは、それでは、それでは、それでは、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。

次に、その他の事項に入ります。次に、その他の事項に入ります。次に、その他の事項に入ります。次に、その他の事項に入ります。

ままままずずずず、産業・雇用振興部長か、産業・雇用振興部長か、産業・雇用振興部長か、産業・雇用振興部長からららら、奈良県営競輪あり方、奈良県営競輪あり方、奈良県営競輪あり方、奈良県営競輪あり方検討検討検討検討委員会中委員会中委員会中委員会中間間間間報告のほか１件に報告のほか１件に報告のほか１件に報告のほか１件に

ついて、産業・雇用振興部長ついて、産業・雇用振興部長ついて、産業・雇用振興部長ついて、産業・雇用振興部長及び及び及び及び農林部長か農林部長か農林部長か農林部長からららら、、、、紀伊紀伊紀伊紀伊半半半半島島島島大大大大水水水水害害害害復復復復旧旧旧旧・・・・復復復復興の興の興の興の現現現現状と状と状と状と取取取取りりりり
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組みについて、農林部長か組みについて、農林部長か組みについて、農林部長か組みについて、農林部長からららら、第３４、第３４、第３４、第３４回全国回全国回全国回全国豊豊豊豊かなかなかなかな海海海海づづづづくりくりくりくり大大大大会ほか１件について報告を会ほか１件について報告を会ほか１件について報告を会ほか１件について報告を

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

○中産業・雇用振興部長○中産業・雇用振興部長○中産業・雇用振興部長○中産業・雇用振興部長 それでは、奈良県営競輪あり方それでは、奈良県営競輪あり方それでは、奈良県営競輪あり方それでは、奈良県営競輪あり方検討検討検討検討委員会の中委員会の中委員会の中委員会の中間間間間報告報告報告報告並び並び並び並びに中に中に中に中

南南南南和和和和地域振興のための地域振興のための地域振興のための地域振興のための御御御御所所所所イイイインターンターンターンターチチチチェェェェンンンンジジジジ周辺周辺周辺周辺産業産業産業産業集集集集積積積積地地地地形形形形成成成成プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトのののの現現現現況につ況につ況につ況につ

いて、あいて、あいて、あいて、あわせわせわせわせてててて紀伊紀伊紀伊紀伊半半半半島島島島大大大大水水水水害害害害復復復復旧旧旧旧・・・・復復復復興の興の興の興の現現現現状と状と状と状と取取取取り組みについて、り組みについて、り組みについて、り組みについて、説説説説明明明明させさせさせさせていただていただていただていただ

ききききます。ます。ます。ます。

お手元にお手元にお手元にお手元に「「「「奈良県営競輪あり方奈良県営競輪あり方奈良県営競輪あり方奈良県営競輪あり方検討検討検討検討委員会中委員会中委員会中委員会中間間間間報告報告報告報告」」」」といといといというううう資料がございますでし資料がございますでし資料がございますでし資料がございますでしょうょうょうょう

か。まか。まか。まか。まずずずず、平成２５年６月１４日に、県営競輪あり方、平成２５年６月１４日に、県営競輪あり方、平成２５年６月１４日に、県営競輪あり方、平成２５年６月１４日に、県営競輪あり方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県に県に県に県に対対対対しまして、しまして、しまして、しまして、ここここ

中中中中間間間間報告の報告の報告の報告の提提提提出がございました。その出がございました。その出がございました。その出がございました。その概概概概要について、要について、要について、要について、説説説説明明明明させさせさせさせていただていただていただていただききききます。ます。ます。ます。

１１１１ペペペペーーーージジジジ、競輪特別会計は、平成２１年、平成２２年度と、競輪特別会計は、平成２１年、平成２２年度と、競輪特別会計は、平成２１年、平成２２年度と、競輪特別会計は、平成２１年、平成２２年度と連続連続連続連続してしてしてして単単単単年度年度年度年度赤字赤字赤字赤字を計を計を計を計上上上上しししし

たため、たため、たため、たため、既存既存既存既存の奈良県営競輪経営の奈良県営競輪経営の奈良県営競輪経営の奈良県営競輪経営検討検討検討検討委員会で議委員会で議委員会で議委員会で議論論論論をををを行行行行い、平成２３年度に改めてい、平成２３年度に改めてい、平成２３年度に改めてい、平成２３年度に改めて存存存存廃廃廃廃にににに

ついてついてついてついて判判判判断断断断すすすすべきべきべきべきといといといというううう最最最最終終終終報告を報告を報告を報告を受け受け受け受けたたたたもももものでございます。のでございます。のでございます。のでございます。ここここのため、県ではのため、県ではのため、県ではのため、県では昨昨昨昨年９月年９月年９月年９月

に新たにに新たにに新たにに新たに本本本本委員会を委員会を委員会を委員会を設置設置設置設置いたしまして、委員いたしまして、委員いたしまして、委員いたしまして、委員メメメメンンンンババババーは記ーは記ーは記ーは記載載載載のとおりで、４のとおりで、４のとおりで、４のとおりで、４回回回回ににににわわわわたる議たる議たる議たる議

論論論論を経て、を経て、を経て、を経て、ここここの中の中の中の中間間間間報告の報告の報告の報告の提提提提出を出を出を出を受け受け受け受けたとたとたとたとこここころでございます。ろでございます。ろでございます。ろでございます。

２２２２ペペペペーーーージジジジかかかからららら９９９９ペペペペーーーージジジジまでは、までは、までは、までは、存存存存廃廃廃廃の方の方の方の方向向向向性性性性を決める８つの要を決める８つの要を決める８つの要を決める８つの要素素素素をををを取取取取りりりり上げ上げ上げ上げております。ております。ております。ております。

ままままずずずず、２、２、２、２ペペペペーーーージジジジ、、、、全国的全国的全国的全国的な売りな売りな売りな売り上げ上げ上げ上げ動動動動向向向向でございますが、競輪事業については平成３年度でございますが、競輪事業については平成３年度でございますが、競輪事業については平成３年度でございますが、競輪事業については平成３年度

ををををピピピピーーーーククククにおおにおおにおおにおおむむむむねねねね３分の１３分の１３分の１３分の１程程程程度まで度まで度まで度まで落落落落ちちちち込込込込んんんんでおります。また、公営競でおります。また、公営競でおります。また、公営競でおります。また、公営競技全技全技全技全般の売り般の売り般の売り般の売り上上上上

げげげげ動動動動向向向向で、で、で、で、同同同同じくじくじくじく落落落落ちちちち込込込込んんんんでおりますが、でおりますが、でおりますが、でおりますが、下げど下げど下げど下げどまりのまりのまりのまりの兆兆兆兆ししししもももも見見見見らららられ、平成２４年度にはれ、平成２４年度にはれ、平成２４年度にはれ、平成２４年度には

ププププラスラスラスラスにににに転転転転じているとじているとじているとじているとこここころでございます。ろでございます。ろでございます。ろでございます。

３３３３ペペペペーーーージジジジ、奈良県営競輪の状況でございますが、、奈良県営競輪の状況でございますが、、奈良県営競輪の状況でございますが、、奈良県営競輪の状況でございますが、グラグラグラグラフフフフのののの青青青青のののの折折折折れれれれ線線線線のとおり、減のとおり、減のとおり、減のとおり、減少少少少傾傾傾傾

向向向向にございます。なお、にございます。なお、にございます。なお、にございます。なお、ＧＧＧＧⅢⅢⅢⅢ春春春春日日日日賞賞賞賞は平成２４年度は平成２４年度は平成２４年度は平成２４年度全国全国全国全国第３第３第３第３位位位位とととと健健健健闘闘闘闘したとしたとしたとしたとこここころでございろでございろでございろでござい

ますが、ますが、ますが、ますが、ＦＦＦＦⅠⅠⅠⅠ、、、、ＦＦＦＦⅡⅡⅡⅡでの売りでの売りでの売りでの売り上げ上げ上げ上げはかなりはかなりはかなりはかなり落落落落ちちちち込込込込みが見みが見みが見みが見らららられる状況でございます。れる状況でございます。れる状況でございます。れる状況でございます。

４４４４ペペペペーーーージジジジ、決算の状況についてでございます。、決算の状況についてでございます。、決算の状況についてでございます。、決算の状況についてでございます。春春春春日日日日賞賞賞賞の売りの売りの売りの売り上げ増も上げ増も上げ増も上げ増もあり、平成２４年あり、平成２４年あり、平成２４年あり、平成２４年

度は度は度は度は約約約約２２２２，，，，８００８００８００８００万円万円万円万円のののの単単単単年度年度年度年度黒字黒字黒字黒字、、、、累累累累積積積積赤字赤字赤字赤字はははは約約約約９９９９，，，，４００４００４００４００万円万円万円万円となとなとなとなっっっっております。ております。ております。ております。

５５５５ペペペペーーーージジジジ、、、、依然依然依然依然として１として１として１として１億円億円億円億円弱弱弱弱のののの累累累累積積積積赤字赤字赤字赤字をををを抱抱抱抱ええええる中、新たな経営改る中、新たな経営改る中、新たな経営改る中、新たな経営改善善善善策策策策として、まとして、まとして、まとして、まずずずず

ガガガガーーーールズルズルズルズケケケケイイイイリリリリンをンをンをンを昨昨昨昨年１１月、年１１月、年１１月、年１１月、本本本本年６月に開年６月に開年６月に開年６月に開催催催催をいたしました。新規をいたしました。新規をいたしました。新規をいたしました。新規フフフファァァァンのンのンのンの獲獲獲獲得得得得にににに貢貢貢貢

献献献献したとしたとしたとしたとこここころだとろだとろだとろだと思っ思っ思っ思っております。また、ております。また、ております。また、ております。また、本本本本年４月には年４月には年４月には年４月には西西西西日日日日本カップ本カップ本カップ本カップを開を開を開を開催催催催し、１５し、１５し、１５し、１５億円億円億円億円

近近近近い売りい売りい売りい売り上げ上げ上げ上げを計を計を計を計上上上上いたしました。いたしました。いたしました。いたしました。ここここれれれれららららについては今後については今後については今後については今後もももも誘致誘致誘致誘致にににに努努努努めるめるめるめるべきべきべきべきととととさささされておれておれておれてお

ります。ります。ります。ります。

６６６６ペペペペーーーージジジジ、競輪場、競輪場、競輪場、競輪場施設施設施設施設につにつにつにつききききましては、ましては、ましては、ましては、愛好愛好愛好愛好家家家家向け向け向け向けののののイイイイベベベベンンンントやトやトやトや地元文地元文地元文地元文化化化化祭祭祭祭としてとしてとしてとしても活も活も活も活
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用用用用さささされています。また、れています。また、れています。また、れています。また、本本本本年４月か年４月か年４月か年４月からららら、、、、ススススタンタンタンタンドドドドややややババババンンンンククククをををを活活活活用した用した用した用した広広広広告告告告募集募集募集募集を開を開を開を開始始始始をいをいをいをい

たしました。たしました。たしました。たしました。

７７７７ペペペペーーーージジジジ、、、、ここここここここでは、では、では、では、全国全国全国全国でででで既既既既に１３に１３に１３に１３施行施行施行施行者が者が者が者が導導導導入しております入しております入しております入しております包括包括包括包括外外外外部委部委部委部委託託託託のののの導導導導入入入入効効効効

果果果果についてについてについてについて検討検討検討検討がながながながなさささされております。れております。れております。れております。包括包括包括包括外外外外部委部委部委部委託託託託のののの導導導導入により、入により、入により、入により、民間民間民間民間ノウハウノウハウノウハウノウハウをををを活活活活用し用し用し用し

た新規た新規た新規た新規顧顧顧顧客客客客のののの獲獲獲獲得得得得がががが期待期待期待期待ででででききききるととるととるととるととももももに、県職員のに、県職員のに、県職員のに、県職員の削削削削減と減と減と減と合わせ合わせ合わせ合わせておおておおておおておおむむむむねねねね９９９９，，，，００００００００００００万万万万

円円円円程程程程度の度の度の度の削削削削減が減が減が減が可能可能可能可能ととととさささされています。なお、れています。なお、れています。なお、れています。なお、包括包括包括包括外外外外部委部委部委部委託託託託のののの導導導導入に当た入に当た入に当た入に当たっっっっては、雇用ては、雇用ては、雇用ては、雇用確確確確保保保保

等の等の等の等の視視視視点点点点をををを十十十十分に分に分に分に踏踏踏踏ままままええええるるるるここここととととととととさささされております。れております。れております。れております。

８８８８ペペペペーーーージジジジ、、、、耐震耐震耐震耐震工工工工事にかかる経費についてでございます。事にかかる経費についてでございます。事にかかる経費についてでございます。事にかかる経費についてでございます。築築築築４０年４０年４０年４０年以上以上以上以上を経を経を経を経過過過過した中央した中央した中央した中央

及び及び及び及び東東東東西西西西ササササイイイイドスドスドスドスタンタンタンタンドドドドの改の改の改の改修工修工修工修工事費は９事費は９事費は９事費は９，，，，３００３００３００３００万円万円万円万円と、予と、予と、予と、予想想想想をををを下回下回下回下回る金額でございまる金額でございまる金額でございまる金額でございま

した。した。した。した。

９９９９ペペペペーーーージジジジ、次に、競輪会、次に、競輪会、次に、競輪会、次に、競輪会全全全全般の状況です。ま般の状況です。ま般の状況です。ま般の状況です。まずずずず、、、、選選選選手手手手数数数数やややや開開開開催催催催日日日日数数数数等につ等につ等につ等につききききましては、ましては、ましては、ましては、

売り売り売り売り上げ上げ上げ上げ減減減減少少少少をををを受け受け受け受けてててて削削削削減が減が減が減が進ん進ん進ん進んでおります。また、でおります。また、でおります。また、でおります。また、車券払車券払車券払車券払いいいい戻戻戻戻しししし率率率率の７５の７５の７５の７５％％％％かかかからららら７０７０７０７０％％％％

のののの引き下げ引き下げ引き下げ引き下げでございますが、でございますが、でございますが、でございますが、引き下げ引き下げ引き下げ引き下げによりによりによりによりフフフファァァァンの競輪ンの競輪ンの競輪ンの競輪離離離離れれれれもももも心心心心配配配配さささされるため、れるため、れるため、れるため、現在現在現在現在、、、、

全国全国全国全国の競輪の競輪の競輪の競輪施行施行施行施行者者者者協協協協議会で議会で議会で議会で検討検討検討検討しているしているしているしているこここことを記とを記とを記とを記載載載載をしております。をしております。をしております。をしております。消消消消費費費費税税税税につにつにつにつききききましてましてましてまして

は、は、は、は、来来来来年４月か年４月か年４月か年４月かららららは８は８は８は８％％％％、、、、再再再再来来来来年１０月か年１０月か年１０月か年１０月かららららは１０は１０は１０は１０％％％％となる予定でございまして、となる予定でございまして、となる予定でございまして、となる予定でございまして、ここここれはれはれはれは

確実確実確実確実に経費に経費に経費に経費増大増大増大増大につながるにつながるにつながるにつながるこここことかとかとかとからららら、、、、大き大き大き大きなななな課課課課題題題題とととと言言言言ええええます。ます。ます。ます。

１０１０１０１０ペペペペーーーージジジジ、、、、存存存存廃廃廃廃の方の方の方の方向向向向性性性性でございますが、までございますが、までございますが、までございますが、まずずずず、、、、ここここれまでれまでれまでれまで申申申申しししし上げ上げ上げ上げた８つの要た８つの要た８つの要た８つの要素素素素をまをまをまをま

とめております。次に、とめております。次に、とめております。次に、とめております。次に、ここここれれれれららららをををを踏踏踏踏ままままええええててててシミュシミュシミュシミュレレレレーーーーシシシショョョョンをンをンをンを実施実施実施実施しております。１１しております。１１しております。１１しております。１１ペペペペ

ーーーージジジジにににに結果結果結果結果をまとめておりますが、をまとめておりますが、をまとめておりますが、をまとめておりますが、ケケケケーーーースススス１として１として１として１として車券払車券払車券払車券払いいいい戻戻戻戻しししし率率率率がががが現行現行現行現行の７５の７５の７５の７５％％％％のままのままのままのまま

であであであであっっっったとしてたとしてたとしてたとしてもももも、、、、ＡＡＡＡのののの包括包括包括包括外外外外部委部委部委部委託託託託をををを導導導導入しない場入しない場入しない場入しない場合合合合はははは累累累累積積積積赤字赤字赤字赤字がががが解解解解消消消消しましましましませんせんせんせんが、が、が、が、ＢＢＢＢ

のののの導導導導入した場入した場入した場入した場合合合合には、には、には、には、累累累累積積積積赤字赤字赤字赤字が減が減が減が減少少少少、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは解解解解消消消消をし、一般会計をし、一般会計をし、一般会計をし、一般会計へへへへ繰り出す繰り出す繰り出す繰り出すこここことがでとがでとがでとがで

ききききるるるる可能可能可能可能性性性性があるがあるがあるがあるこここことをとをとをとを示示示示しております。しております。しております。しております。

１２１２１２１２ペペペペーーーージジジジ、、、、ここここれまでの議れまでの議れまでの議れまでの議論論論論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、存存存存廃廃廃廃の方の方の方の方向向向向性性性性について記について記について記について記載さ載さ載さ載されておりまれておりまれておりまれておりま

す。平成２６年度かす。平成２６年度かす。平成２６年度かす。平成２６年度からららら平成２８年度まで平成２８年度まで平成２８年度まで平成２８年度まで包括包括包括包括外外外外部委部委部委部委託託託託をををを導導導導入する入する入する入するこここことでとでとでとで累累累累積積積積赤字赤字赤字赤字をををを解解解解消消消消し、し、し、し、

県財県財県財県財政へ政へ政へ政へのののの貢献貢献貢献貢献をををを目指目指目指目指すととすととすととすととももももに、当に、当に、当に、当面面面面のののの存存存存続期間続期間続期間続期間はははは包括包括包括包括外外外外部委部委部委部委託期間託期間託期間託期間である平成２８年である平成２８年である平成２８年である平成２８年

度までとし、平成２９年度度までとし、平成２９年度度までとし、平成２９年度度までとし、平成２９年度以以以以降降降降もももも存存存存続させ続させ続させ続させるか、あるいは平成２８年度るか、あるいは平成２８年度るか、あるいは平成２８年度るか、あるいは平成２８年度末末末末でででで廃廃廃廃止止止止するかは、するかは、するかは、するかは、

改めて平成２７年度改めて平成２７年度改めて平成２７年度改めて平成２７年度末末末末までに委員会として報告をまでに委員会として報告をまでに委員会として報告をまでに委員会として報告を行うこ行うこ行うこ行うこととととととととさささされております。れております。れております。れております。

１３１３１３１３ペペペペーーーージジジジ、今後の、今後の、今後の、今後の課課課課題題題題でございます。までございます。までございます。までございます。まずずずず、県に、県に、県に、県に対対対対してはしてはしてはしてはさらさらさらさらなる経費なる経費なる経費なる経費節節節節減減減減へへへへのののの取取取取りりりり

組みのほか、組みのほか、組みのほか、組みのほか、老朽老朽老朽老朽化化化化したしたしたした施設施設施設施設の改の改の改の改修修修修、、、、設備設備設備設備の更新にの更新にの更新にの更新に対対対対するするするする考え考え考え考え方を方を方を方を整整整整理等が求め理等が求め理等が求め理等が求めらららられておれておれておれてお

ります。また、県営競輪あり方ります。また、県営競輪あり方ります。また、県営競輪あり方ります。また、県営競輪あり方検討検討検討検討委員会としては、委員会としては、委員会としては、委員会としては、包括包括包括包括外外外外部委部委部委部委託託託託導導導導入後の県の入後の県の入後の県の入後の県の取取取取り組みり組みり組みり組み
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をををを検証検証検証検証、また中長、また中長、また中長、また中長期的期的期的期的視視視視点点点点かかかからららら競輪場のあり方について、競輪場のあり方について、競輪場のあり方について、競輪場のあり方について、継継継継続的続的続的続的にににに検討検討検討検討するするするするこここことが記とが記とが記とが記載さ載さ載さ載さ

れております。れております。れております。れております。最最最最後に、今後の後に、今後の後に、今後の後に、今後のススススケケケケジジジジュュュューーーールルルルをををを表表表表にまとめております。にまとめております。にまとめております。にまとめております。以上以上以上以上、中、中、中、中間間間間報告の報告の報告の報告の

概概概概要の要の要の要の説説説説明明明明させさせさせさせていただていただていただていただききききました。ました。ました。ました。

それかそれかそれかそれからららら、、、、続き続き続き続きまして２まして２まして２まして２点目点目点目点目の中の中の中の中南南南南和和和和地域振興のための地域振興のための地域振興のための地域振興のための御御御御所所所所イイイインターンターンターンターチチチチェェェェンンンンジジジジ周辺周辺周辺周辺産業産業産業産業

集集集集積積積積地地地地形形形形成成成成プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトのののの現現現現況についてご況についてご況についてご況についてご説説説説明明明明させさせさせさせていただていただていただていただききききます。ます。ます。ます。

それでは、ごそれでは、ごそれでは、ごそれでは、ご説説説説明明明明させさせさせさせていただていただていただていただききききます。資料１ます。資料１ます。資料１ます。資料１ペペペペーーーージジジジ、、、、南南南南部地域の経済・社会状況をご部地域の経済・社会状況をご部地域の経済・社会状況をご部地域の経済・社会状況をご

理理理理解解解解いただくために、人口減いただくために、人口減いただくために、人口減いただくために、人口減少率少率少率少率、、、、民間民間民間民間事業所事業所事業所事業所数数数数、、、、従従従従業員者業員者業員者業員者数数数数、財、財、財、財政政政政力力力力指指指指数数数数ななななどどどどのののの指指指指標標標標にににに

つつつつききききまして、まして、まして、まして、南南南南部地域と県部地域と県部地域と県部地域と県全全全全体体体体とをとをとをとを比較比較比較比較したしたしたした数数数数値値値値をおをおをおをお示示示示しいたしております。１しいたしております。１しいたしております。１しいたしております。１ペペペペーーーージジジジは、は、は、は、

本プロジェクト本プロジェクト本プロジェクト本プロジェクトがががが位位位位置づけら置づけら置づけら置づけられております奈良県れております奈良県れております奈良県れております奈良県南南南南部振興計部振興計部振興計部振興計画画画画かかかかららららのののの抜粋抜粋抜粋抜粋でございますが、でございますが、でございますが、でございますが、

南南南南部地域が部地域が部地域が部地域が抱抱抱抱ええええるるるる課課課課題題題題をををを踏踏踏踏ままままええええて、産業振興のて、産業振興のて、産業振興のて、産業振興の強強強強化化化化と安定したと安定したと安定したと安定した就就就就業の場の業の場の業の場の業の場の確確確確保の保の保の保の実現実現実現実現にににに向向向向

けけけけた方た方た方た方策策策策の一つとして、の一つとして、の一つとして、の一つとして、昨昨昨昨年３月に年３月に年３月に年３月に供供供供用開用開用開用開始始始始さささされましたれましたれましたれました京京京京奈奈奈奈和和和和自動自動自動自動車車車車道道道道のののの御御御御所所所所イイイインターンターンターンターチチチチ

ェェェェンンンンジジジジ周辺周辺周辺周辺に産業に産業に産業に産業集集集集積積積積地を地を地を地を形形形形成する成する成する成するプロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトにににに取取取取り組り組り組り組んんんんでいるとでいるとでいるとでいるとこここころでございます。ろでございます。ろでございます。ろでございます。

資料２資料２資料２資料２ペペペペーーーージジジジ、、、、御御御御所所所所イイイインターンターンターンターチチチチェェェェンンンンジジジジ周辺周辺周辺周辺での産業での産業での産業での産業集集集集積積積積地の地の地の地の造造造造成計成計成計成計画画画画につにつにつにつききききましては、ましては、ましては、ましては、

現在も現在も現在も現在も地元地元地元地元協協協協議の議の議の議の実施実施実施実施中である中である中である中であるこここことかとかとかとからららら、、、、区区区区域等が変更となる域等が変更となる域等が変更となる域等が変更となる可能可能可能可能性性性性はありますが、はありますが、はありますが、はありますが、ここここれれれれ

まで地元まで地元まで地元まで地元協協協協議、議、議、議、企企企企業業業業立立立立地の地の地の地の可能可能可能可能性性性性、、、、及び及び及び及び事業費等の事業費等の事業費等の事業費等の検討検討検討検討をををを進進進進めてめてめてめてききききた中で、開た中で、開た中で、開た中で、開発発発発面積面積面積面積約約約約１１１１

００００．．．．３３３３ヘヘヘヘククククタータータータールルルル、事業費、事業費、事業費、事業費約約約約５０か５０か５０か５０からららら６０６０６０６０億円億円億円億円といといといという造う造う造う造成計成計成計成計画画画画をををを検討検討検討検討しているとしているとしているとしているとこここころでごろでごろでごろでご

ざいます。事業費のざいます。事業費のざいます。事業費のざいます。事業費の約半約半約半約半分は分は分は分は国国国国のののの交交交交付金付金付金付金及び企及び企及び企及び企業業業業へへへへの売の売の売の売却却却却益を見益を見益を見益を見込込込込んんんんでおります。でおります。でおります。でおります。引き続引き続引き続引き続

きききき検討検討検討検討をををを進進進進め、事業め、事業め、事業め、事業化化化化のののの判判判判断断断断にににに向け向け向け向けて今後て今後て今後て今後もももも地元地元地元地元協協協協議を議を議を議を鋭鋭鋭鋭意意意意実施実施実施実施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っ思っ思っ思ってててて

おります。事業おります。事業おります。事業おります。事業化化化化後は順次後は順次後は順次後は順次調調調調査査査査設設設設計、用地計、用地計、用地計、用地買買買買収、収、収、収、工工工工事等を経て、事等を経て、事等を経て、事等を経て、企企企企業に分業に分業に分業に分譲譲譲譲ででででききききるまでるまでるまでるまで早早早早

いいいい区区区区画画画画で４年で４年で４年で４年程程程程度かかる見度かかる見度かかる見度かかる見込込込込みでございます。みでございます。みでございます。みでございます。

次に、次に、次に、次に、企企企企業が業が業が業が立立立立地の地の地の地の判判判判断断断断をするをするをするをする際際際際にににに重視重視重視重視する項する項する項する項目目目目といたしましては、といたしましては、といたしましては、といたしましては、最最最最寄寄寄寄りりりりイイイインターンターンターンターチチチチ

ェェェェンンンンジへジへジへジへののののアアアアククククセセセセススススといといといといっっっったたたた交交交交通通通通のののの利利利利便便便便性性性性、、、、現工現工現工現工場場場場や本や本や本や本社、社、社、社、取引先取引先取引先取引先ななななど大ど大ど大ど大阪阪阪阪府や府や府や府や京都京都京都京都府府府府とととと

のののの近接性近接性近接性近接性、、、、土土土土地の地の地の地の確確確確保、労働保、労働保、労働保、労働力力力力のののの確確確確保な保な保な保などどどどがございますが、がございますが、がございますが、がございますが、御御御御所所所所イイイインターンターンターンターチチチチェェェェンンンンジジジジ周辺周辺周辺周辺はははは

県の県の県の県の南南南南部振興計部振興計部振興計部振興計画対画対画対画対象象象象区区区区域の中で域の中で域の中で域の中で企企企企業業業業立立立立地の地の地の地の優優優優位位位位性性性性がががが高高高高い地域であるとい地域であるとい地域であるとい地域であると考え考え考え考えております。ております。ております。ております。

引き続き引き続き引き続き引き続き、、、、企企企企業の業の業の業の進進進進出出出出意意意意欲欲欲欲につにつにつにつききききましてましてましてまして個個個個別別別別調調調調査を査を査を査を実施実施実施実施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っ思っ思っ思っております。ております。ております。ております。

次に、事業次に、事業次に、事業次に、事業効果効果効果効果といたしまして、といたしまして、といたしまして、といたしまして、立立立立地地地地企企企企業による県業による県業による県業による県全全全全体体体体の経済の経済の経済の経済波波波波及効果及効果及効果及効果をををを推推推推計した計した計した計した結果結果結果結果

を、記を、記を、記を、記載載載載のとおりおのとおりおのとおりおのとおりお示示示示しをいたしております。しをいたしております。しをいたしております。しをいたしております。御御御御所所所所イイイインターンターンターンターチチチチェェェェンンンンジジジジ周辺周辺周辺周辺産業産業産業産業集集集集積積積積地地地地形形形形成成成成

プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトにつにつにつにつききききましては、ましては、ましては、ましては、引き続き引き続き引き続き引き続き地元地元地元地元協協協協議な議な議な議などどどどをををを鋭鋭鋭鋭意意意意進進進進め、事業め、事業め、事業め、事業実現実現実現実現にににに向け向け向け向けてててて取取取取りりりり

組組組組んんんんでまいる所でまいる所でまいる所でまいる所存存存存でございます。でございます。でございます。でございます。

以上以上以上以上、中、中、中、中南南南南和和和和地域の振興のための地域の振興のための地域の振興のための地域の振興のための御御御御所所所所イイイインターンターンターンターチチチチェェェェンンンンジジジジ周辺周辺周辺周辺産業産業産業産業集集集集積積積積地地地地形形形形成成成成プロジェクプロジェクプロジェクプロジェク
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トトトトのののの現現現現況についてご況についてご況についてご況についてご説説説説明を明を明を明を終わ終わ終わ終わります。ります。ります。ります。

引き続き引き続き引き続き引き続きましてましてましてまして紀伊紀伊紀伊紀伊半半半半島島島島大大大大水水水水害害害害復復復復旧旧旧旧・・・・復復復復興の興の興の興の現現現現状と状と状と状と取取取取り組みについてごり組みについてごり組みについてごり組みについてご説説説説明明明明させさせさせさせていたていたていたていた

だだだだききききます。お配りしております資料の中でます。お配りしております資料の中でます。お配りしております資料の中でます。お配りしております資料の中で、、、、「「「「紀伊紀伊紀伊紀伊半半半半島島島島大大大大水水水水害害害害復復復復旧旧旧旧・・・・復復復復興の興の興の興の現現現現状と状と状と状と取取取取り組り組り組り組

み、平成２５年６月更新み、平成２５年６月更新み、平成２５年６月更新み、平成２５年６月更新版版版版」」」」をごをごをごをごらんらんらんらんいただいただいただいただきききき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。紀伊紀伊紀伊紀伊半半半半島島島島大大大大水水水水害害害害より１年より１年より１年より１年

９９９９カカカカ月が経月が経月が経月が経過過過過いたしましたが、いたしましたが、いたしましたが、いたしましたが、現在現在現在現在のののの復復復復旧旧旧旧・・・・復復復復興状況について興状況について興状況について興状況について取取取取りまとめをしたりまとめをしたりまとめをしたりまとめをしたもももものでごのでごのでごのでご

ざいます。ざいます。ざいます。ざいます。

ままままずずずず、５、５、５、５ペペペペーーーージジジジ、、、、避難避難避難避難者の状況についてでございますが、者の状況についてでございますが、者の状況についてでございますが、者の状況についてでございますが、避難避難避難避難者者者者数数数数は平成２５年５月３は平成２５年５月３は平成２５年５月３は平成２５年５月３

１日１日１日１日現在現在現在現在で９９で９９で９９で９９世帯世帯世帯世帯、２０７人とな、２０７人とな、２０７人とな、２０７人となっっっっております。前ております。前ております。前ております。前回回回回報告の２月１日報告の２月１日報告の２月１日報告の２月１日現在現在現在現在よりよりよりよりもももも２０２０２０２０世世世世

帯帯帯帯、４６名減、４６名減、４６名減、４６名減少少少少いたしました。市町村別は、６いたしました。市町村別は、６いたしました。市町村別は、６いたしました。市町村別は、６ペペペペーーーージジジジのののの表表表表のとおりでございます。なお、のとおりでございます。なお、のとおりでございます。なお、のとおりでございます。なお、

６６６６ペペペペーーーージジジジの今後のの今後のの今後のの今後の帰宅帰宅帰宅帰宅等予定時等予定時等予定時等予定時期期期期のののの表表表表でででで未未未未定とな定とな定とな定となっっっっているのは、すているのは、すているのは、すているのは、すべべべべてててて五條五條五條五條市市市市大大大大塔塔塔塔町町町町飛養飛養飛養飛養

曽曽曽曽、、、、引土引土引土引土地地地地区区区区の方の方の方の方 々々々々でございます。でございます。でございます。でございます。ここここの地の地の地の地区区区区にににに通通通通じますじますじますじます道路道路道路道路のののの避難勧避難勧避難勧避難勧告の告の告の告の解解解解除除除除時時時時期期期期がががが未未未未定定定定

のため、のため、のため、のため、未未未未定としておりますが、６月１日に定としておりますが、６月１日に定としておりますが、６月１日に定としておりますが、６月１日に避難避難避難避難指指指指示示示示がががが避難勧避難勧避難勧避難勧告に告に告に告に引き下げら引き下げら引き下げら引き下げられたれたれたれたこここことにとにとにとに

より、一時より、一時より、一時より、一時帰宅帰宅帰宅帰宅はははは可能可能可能可能な状況となな状況となな状況となな状況となっっっっております。ております。ております。ております。

８８８８ペペペペーーーージジジジかかかかららららは、は、は、は、五條五條五條五條市市市市辻堂辻堂辻堂辻堂地地地地区区区区ななななどどどどのののの避難避難避難避難生生生生活活活活のののの早早早早期期期期解解解解消消消消にににに向け向け向け向けたたたた現在現在現在現在のののの取取取取り組み状り組み状り組み状り組み状

況を記況を記況を記況を記載載載載しております。しております。しております。しております。

１２１２１２１２ペペペペーーーージジジジは、は、は、は、十十十十津津津津川川川川村で村で村で村で進進進進めめめめらららられております新しいれております新しいれております新しいれております新しい集集集集落落落落づづづづくりの状況を記くりの状況を記くりの状況を記くりの状況を記載載載載をしておをしておをしておをしてお

ります。ります。ります。ります。避難避難避難避難者の者の者の者の早早早早期期期期帰宅帰宅帰宅帰宅はははは最優最優最優最優先課先課先課先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。引き続き引き続き引き続き引き続き、市、村と、市、村と、市、村と、市、村とも連携も連携も連携も連携し、一し、一し、一し、一

日日日日もももも早早早早くくくく避難避難避難避難生生生生活活活活をををを解解解解消消消消していただしていただしていただしていただけけけけるよるよるよるよう取う取う取う取り組みをり組みをり組みをり組みを進進進進めてまいります。めてまいります。めてまいります。めてまいります。

１３１３１３１３ペペペペーーーージジジジかかかかららららははははイイイインンンンフフフフララララ等の等の等の等の復復復復旧旧旧旧状況でございます。状況でございます。状況でございます。状況でございます。道路道路道路道路やややや河河河河川川川川・・・・砂防砂防砂防砂防のののの災害災害災害災害復復復復旧旧旧旧工工工工

事は、９９事は、９９事は、９９事は、９９％％％％のののの箇箇箇箇所で所で所で所で着着着着手済みでございます。手済みでございます。手済みでございます。手済みでございます。完完完完了了了了箇箇箇箇所所所所もももも８０８０８０８０％近％近％近％近くなるなくなるなくなるなくなるなどどどど、、、、イイイインンンンフフフフララララ

関係の関係の関係の関係の復復復復旧旧旧旧はおおはおおはおおはおおむむむむねねねね順順順順調調調調にににに進進進進捗捗捗捗しております。しております。しております。しております。

２２２２２２２２ペペペペーーーージジジジ、、、、国国国国道道道道１６８号の１６８号の１６８号の１６８号の未未未未整備整備整備整備区区区区間間間間ののののうちうちうちうち、、、、十十十十津津津津川川川川村村村村風風風風屋屋屋屋川川川川津・津・津・津・宇宮宇宮宇宮宇宮原工原工原工原工区区区区がががが国国国国直直直直

轄轄轄轄代代代代行行行行により新規事業により新規事業により新規事業により新規事業化さ化さ化さ化されるれるれるれるこここことになりました。とになりました。とになりました。とになりました。

２８２８２８２８ペペペペーーーージジジジは、産業のは、産業のは、産業のは、産業の復復復復興状況を記興状況を記興状況を記興状況を記載載載載をしております。をしております。をしております。をしております。被被被被災災災災中中中中小企小企小企小企業者等の業者等の業者等の業者等の再建再建再建再建率率率率につにつにつにつ

ききききましては一部ましては一部ましては一部ましては一部再建再建再建再建をををを含含含含め、５月３１日め、５月３１日め、５月３１日め、５月３１日現在現在現在現在で９１で９１で９１で９１．．．．７７７７％％％％となとなとなとなっっっっております。ております。ております。ております。

２９２９２９２９ペペペペーーーージジジジは、は、は、は、災害災害災害災害復復復復旧旧旧旧対策対策対策対策資金貸し付資金貸し付資金貸し付資金貸し付けけけけの状況との状況との状況との状況と被被被被災災災災地域の地域の地域の地域の物物物物産産産産販販販販売売売売促進支援促進支援促進支援促進支援の状況の状況の状況の状況

を記を記を記を記載載載載しております。しております。しております。しております。引き続き引き続き引き続き引き続き被被被被災災災災者中者中者中者中小企小企小企小企業に業に業に業に対対対対するするするする再建再建再建再建状況の状況の状況の状況の的確的確的確的確なななな把握把握把握把握とととと個個個個別別別別相談相談相談相談

支援支援支援支援、市町村の、市町村の、市町村の、市町村の物物物物産産産産販販販販売売売売促進支援促進支援促進支援促進支援等に等に等に等に取取取取り組み、り組み、り組み、り組み、ききききめめめめ細細細細ややややかなかなかなかな対応対応対応対応をしてまいりたいとをしてまいりたいとをしてまいりたいとをしてまいりたいと思思思思

っっっっております。ております。ております。ております。

３５３５３５３５ペペペペーーーージジジジかかかかららららは、は、は、は、過疎過疎過疎過疎化化化化、、、、高高高高齢齢齢齢化化化化がががが進む進む進む進む被被被被災災災災地域で、今後地域で、今後地域で、今後地域で、今後もももも希望希望希望希望をををを持っ持っ持っ持ってててて暮暮暮暮ららららしししし続け続け続け続け
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るため、地域産業のるため、地域産業のるため、地域産業のるため、地域産業の復復復復興、興、興、興、観観観観光の光の光の光の復復復復興、福興、福興、福興、福祉祉祉祉のののの充実充実充実充実ななななどどどど重重重重点点点点テテテテーーーーママママのののの取取取取り組み状況り組み状況り組み状況り組み状況やややや住住住住民民民民

アアアアンンンンケケケケーーーート調ト調ト調ト調査の査の査の査の結果結果結果結果を記を記を記を記載載載載しております。しております。しております。しております。

以上以上以上以上、、、、復復復復旧旧旧旧・・・・復復復復興の興の興の興の現現現現状と状と状と状と取取取取り組みにつり組みにつり組みにつり組みにつききききまして、そのまして、そのまして、そのまして、その概略概略概略概略と産業・雇用振興部のと産業・雇用振興部のと産業・雇用振興部のと産業・雇用振興部の取取取取りりりり

組みについて組みについて組みについて組みについて説説説説明明明明させさせさせさせていただていただていただていただききききました。ました。ました。ました。引き続き引き続き引き続き引き続き紀伊紀伊紀伊紀伊半半半半島島島島大大大大水水水水害害害害かかかかららららのののの復復復復旧旧旧旧、、、、復復復復興に興に興に興に全全全全

力力力力でででで取取取取り組り組り組り組んんんんでまいります。でまいります。でまいります。でまいります。説説説説明は明は明は明は以上以上以上以上でございます。でございます。でございます。でございます。

○福谷農林部長○福谷農林部長○福谷農林部長○福谷農林部長 それでは、それでは、それでは、それでは、引き続き引き続き引き続き引き続きましてましてましてまして紀伊紀伊紀伊紀伊半半半半島島島島大大大大水水水水害害害害かかかかららららのののの復復復復旧旧旧旧・・・・復復復復興に係る農林興に係る農林興に係る農林興に係る農林

部の部の部の部の進進進進捗捗捗捗についてごについてごについてごについてご説説説説明明明明させさせさせさせていただていただていただていただききききます。ます。ます。ます。

資料資料資料資料、、、、「「「「紀伊紀伊紀伊紀伊半半半半島島島島大大大大水水水水害害害害復復復復旧旧旧旧・・・・復復復復興の興の興の興の現現現現状と状と状と状と取取取取り組みり組みり組みり組み」」」」の２４の２４の２４の２４ペペペペーーーージジジジ、農林業関係の、農林業関係の、農林業関係の、農林業関係の復復復復

旧旧旧旧状況につ状況につ状況につ状況につききききましては、記ましては、記ましては、記ましては、記載載載載のとおり、のとおり、のとおり、のとおり、主主主主なななな被被被被災災災災箇箇箇箇所の所の所の所のうちうちうちうち農地については農地については農地については農地については工工工工事事事事着着着着手済み手済み手済み手済み

ののののもももものが９７のが９７のが９７のが９７％％％％、、、、完完完完了した了した了した了したもももものはのはのはのは同同同同じく９７じく９７じく９７じく９７％％％％となとなとなとなっっっっております。７２ております。７２ております。７２ております。７２カカカカ所とい所とい所とい所というこうこうこうことで、とで、とで、とで、

残残残残る２る２る２る２カカカカ所につ所につ所につ所につききききましては、野ましては、野ましては、野ましては、野迫迫迫迫川川川川村の村の村の村のワサワサワサワサビビビビ田で、田で、田で、田で、ここここれにつれにつれにつれにつききききましてはましてはましてはましてはワサワサワサワサビビビビ田田田田へへへへのののの進進進進

入入入入路路路路となる林となる林となる林となる林道道道道のののの工工工工事がまだ事がまだ事がまだ事がまだ進進進進捗捗捗捗しておりましておりましておりましておりませんせんせんせんでしたので、２件でしたので、２件でしたので、２件でしたので、２件残残残残っっっっている状況でござている状況でござている状況でござている状況でござ

いましたが、いましたが、いましたが、いましたが、本本本本日、野日、野日、野日、野迫迫迫迫川川川川村に村に村に村に確認確認確認確認しますと、しますと、しますと、しますと、ワサワサワサワサビビビビ田の２田の２田の２田の２カカカカ所につ所につ所につ所につききききましてましてましてましてもももも既既既既にににに発発発発注注注注

したといしたといしたといしたというううう報告を報告を報告を報告を受け受け受け受けておりますので、ておりますので、ておりますので、ておりますので、ここここれが６月時れが６月時れが６月時れが６月時点点点点でございますので、次の報告のとでございますので、次の報告のとでございますので、次の報告のとでございますので、次の報告のと

ききききにはにはにはには工工工工事事事事着着着着手手手手率率率率が１００が１００が１００が１００％％％％になろになろになろになろううううかとかとかとかと思っ思っ思っ思っています。ています。ています。ています。

２５２５２５２５ペペペペーーーージジジジ、農業用、農業用、農業用、農業用施設施設施設施設でございます。でございます。でございます。でございます。ここここれれれれも先も先も先も先ほほほほどどどど見ていただ見ていただ見ていただ見ていただききききましたましたましたました主主主主なななな被被被被災災災災箇箇箇箇所所所所

のすのすのすのすべべべべてのてのてのての箇箇箇箇所で所で所で所で工工工工事事事事もももも完完完完了をしています。了をしています。了をしています。了をしています。

２６２６２６２６ペペペペーーーージジジジ、林、林、林、林道道道道でございます。林でございます。林でございます。林でございます。林道道道道につにつにつにつききききましては、ましては、ましては、ましては、工工工工事事事事着着着着手済みが７９手済みが７９手済みが７９手済みが７９％％％％、、、、完完完完了し了し了し了し

たたたたもももものが７４のが７４のが７４のが７４％％％％となとなとなとなっっっっております。いております。いております。いております。いずずずずれにしましてれにしましてれにしましてれにしましてもももも平成２６年３月、１００平成２６年３月、１００平成２６年３月、１００平成２６年３月、１００％完％完％完％完了を了を了を了を

目指目指目指目指してしてしてして鋭鋭鋭鋭意意意意努努努努力力力力をしているとをしているとをしているとをしているとこここころでございます。ろでございます。ろでございます。ろでございます。

２７２７２７２７ペペペペーーーージジジジ、治山事業でございます。治山につ、治山事業でございます。治山につ、治山事業でございます。治山につ、治山事業でございます。治山につききききましては、ましては、ましては、ましては、工工工工事事事事着着着着手済みである手済みである手済みである手済みであるもももものがのがのがのが

６２６２６２６２％％％％、、、、完完完完了をいたした了をいたした了をいたした了をいたしたもももものが１２のが１２のが１２のが１２％％％％と、いと、いと、いと、いずずずずれれれれもももも順順順順調調調調にににに進ん進ん進ん進んでいるとでいるとでいるとでいると考え考え考え考えております。ております。ております。ております。

今後と今後と今後と今後とも国やも国やも国やも国や市町村、その他関係市町村、その他関係市町村、その他関係市町村、その他関係機機機機関と関と関と関と連携連携連携連携をををを図図図図りながりながりながりながらららら、必要な、必要な、必要な、必要な復復復復旧旧旧旧・・・・復復復復興興興興対策対策対策対策をををを進進進進めめめめ

てまいる所てまいる所てまいる所てまいる所存存存存でございます。でございます。でございます。でございます。

それでは、それでは、それでは、それでは、続き続き続き続きましてましてましてまして、、、、「「「「経済労働委員会資料経済労働委員会資料経済労働委員会資料経済労働委員会資料」」」」の第３４の第３４の第３４の第３４回全国回全国回全国回全国豊豊豊豊かなかなかなかな海海海海づづづづくりくりくりくり大大大大会に会に会に会に

つつつつききききましてご報告をましてご報告をましてご報告をましてご報告をさせさせさせさせていただていただていただていただききききます。ます。ます。ます。

資料の１資料の１資料の１資料の１ペペペペーーーージジジジ、第３４、第３４、第３４、第３４回全国回全国回全国回全国豊豊豊豊かなかなかなかな海海海海づづづづくりくりくりくり大大大大会についてご報告を会についてご報告を会についてご報告を会についてご報告を申申申申しししし上げ上げ上げ上げます。ます。ます。ます。去去去去

る５月１７日に第２る５月１７日に第２る５月１７日に第２る５月１７日に第２回回回回の奈良県の奈良県の奈良県の奈良県実行実行実行実行委員会委員会委員会委員会総総総総会をしまして、会をしまして、会をしまして、会をしまして、大大大大会会会会実施実施実施実施の基の基の基の基本本本本計計計計画画画画の決定をの決定をの決定をの決定を

いたしました。お手元にそのいたしました。お手元にそのいたしました。お手元にそのいたしました。お手元にその概概概概要要要要版版版版を配付をを配付をを配付をを配付をさせさせさせさせていただいておりますが、ていただいておりますが、ていただいておりますが、ていただいておりますが、主主主主なななな内容内容内容内容につにつにつにつ

いて、いて、いて、いて、説説説説明明明明させさせさせさせていただていただていただていただききききます。ます。ます。ます。



---- 33337777 ----

開開開開催催催催時時時時期期期期は平成２６年は平成２６年は平成２６年は平成２６年秋秋秋秋ごろをごろをごろをごろを希望希望希望希望をしております。をしております。をしております。をしております。全全全全体体体体計計計計画画画画といたしまして、といたしまして、といたしまして、といたしまして、行行行行事事事事構構構構

成は、成は、成は、成は、通通通通年であれ年であれ年であれ年であればばばば天天天天皇皇皇皇、、、、皇皇皇皇后后后后両両両両陛陛陛陛下下下下のご臨席ののご臨席ののご臨席ののご臨席のももももと、と、と、と、功績功績功績功績団団団団体体体体や大や大や大や大会決議を会決議を会決議を会決議を行う行う行う行う式式式式典典典典行行行行

事、事、事、事、両両両両陛陛陛陛下下下下による県による県による県による県内内内内生生生生息息息息魚類魚類魚類魚類のののの放流放流放流放流をををを行う行う行う行う放流放流放流放流・・・・歓歓歓歓迎迎迎迎行行行行事ほか、事ほか、事ほか、事ほか、企画展企画展企画展企画展示示示示ややややステステステステーーーージイジイジイジイ

ベベベベンンンントトトトななななどどどどをををを行う行う行う行う関関関関連行連行連行連行事を計事を計事を計事を計画画画画をしております。をしております。をしております。をしております。

開開開開催催催催場所は県場所は県場所は県場所は県南南南南部地域を予定しておりますが、式部地域を予定しておりますが、式部地域を予定しておりますが、式部地域を予定しておりますが、式典典典典行行行行事事事事及び及び及び及び放流放流放流放流・・・・歓歓歓歓迎迎迎迎行行行行事の事の事の事の具体具体具体具体の会の会の会の会

場につ場につ場につ場につききききましては、ましては、ましては、ましては、宮宮宮宮内内内内庁庁庁庁及び全国及び全国及び全国及び全国豊豊豊豊かなかなかなかな海海海海づづづづくりくりくりくり大大大大会会会会推進推進推進推進委員会で委員会で委員会で委員会で検討検討検討検討をしていただいをしていただいをしていただいをしていただい

ており、ており、ており、ており、協協協協議・議・議・議・検討検討検討検討中と中と中と中とさせさせさせさせていただいております。ていただいております。ていただいております。ていただいております。サテラサテラサテラサテライトイトイトイト会場会場会場会場及び及び及び及び関関関関連連連連会場は、式会場は、式会場は、式会場は、式

典典典典行行行行事会場な事会場な事会場な事会場などどどどの決定にあの決定にあの決定にあの決定にあわせわせわせわせて県で決定するて県で決定するて県で決定するて県で決定するここここととしております。ととしております。ととしております。ととしております。

放流放流放流放流・・・・歓歓歓歓迎迎迎迎行行行行事にお事にお事にお事におけけけけるごるごるごるご放流放流放流放流魚魚魚魚及び及び及び及びお手お手お手お手渡渡渡渡しししし魚魚魚魚につにつにつにつききききましては、ましては、ましては、ましては、放流放流放流放流会場が会場が会場が会場が未未未未決定の決定の決定の決定の

ため、ため、ため、ため、河河河河川川川川ととととダダダダムムムム湖湖湖湖のののの両両両両方を方を方を方を想想想想定いたしまして、記定いたしまして、記定いたしまして、記定いたしまして、記載載載載のののの魚魚魚魚種種種種をををを候候候候補としております。補としております。補としております。補としております。

大大大大会会会会テテテテーーーーママママにつにつにつにつききききましては、一般かましては、一般かましては、一般かましては、一般かららららの公の公の公の公募募募募をををを行行行行い、い、い、い、応募応募応募応募いただいただいただいただききききました１ました１ました１ました１，，，，１６９１６９１６９１６９点点点点

の中かの中かの中かの中から「ら「ら「ら「ゆゆゆゆたかなる 森がはたかなる 森がはたかなる 森がはたかなる 森がはぐぐぐぐくくくくむむむむ 川川川川とととと海海海海」」」」をををを選選選選定をいたしました。定をいたしました。定をいたしました。定をいたしました。大大大大会会会会キャラキャラキャラキャラククククタタタタ

ーとして、奈良県のーとして、奈良県のーとして、奈良県のーとして、奈良県のマスコマスコマスコマスコットットットットキャラキャラキャラキャラククククターターターターせんせんせんせんとくとくとくとくんんんんのののの海海海海づづづづくりくりくりくり大大大大会会会会コスチュコスチュコスチュコスチューーーームムムムデザデザデザデザ

イイイインをンをンをンを作作作作成いたしました。今後、成いたしました。今後、成いたしました。今後、成いたしました。今後、海海海海づづづづくりくりくりくり大大大大会会会会コスチュコスチュコスチュコスチューーーームムムムののののせんせんせんせんとくとくとくとくんやんやんやんや、、、、本本本本県の県の県の県の魚魚魚魚のののの

金金金金魚魚魚魚、、、、アアアアユユユユ、、、、アマアマアマアマゴゴゴゴななななどどどどをををを活活活活用しまして、用しまして、用しまして、用しまして、大大大大会の会の会の会の広広広広報報報報や気や気や気や気運運運運醸醸醸醸成を成を成を成を図図図図るととるととるととるととももももに、関係に、関係に、関係に、関係機機機機

関、団関、団関、団関、団体体体体等のご等のご等のご等のご協力協力協力協力をいただをいただをいただをいただききききながながながながらららら、、、、大大大大会の成会の成会の成会の成功功功功にににに向け向け向け向け、、、、準備準備準備準備にににに万全万全万全万全をををを期期期期してしてしてして取取取取り組り組り組り組んんんん

でまいる所でまいる所でまいる所でまいる所存存存存でございます。でございます。でございます。でございます。

続き続き続き続きまして、農業まして、農業まして、農業まして、農業大学校大学校大学校大学校６次産業６次産業６次産業６次産業化化化化研研研研修修修修拠拠拠拠点整備点整備点整備点整備基基基基本本本本計計計計画画画画についてごについてごについてごについてご説説説説明いたします。明いたします。明いたします。明いたします。

同同同同じ資料の１２じ資料の１２じ資料の１２じ資料の１２ペペペペーーーージジジジ、農業、農業、農業、農業大学校大学校大学校大学校６次産業６次産業６次産業６次産業化化化化研研研研修修修修拠拠拠拠点整備点整備点整備点整備基基基基本本本本計計計計画概画概画概画概要で、計要で、計要で、計要で、計画画画画書を配書を配書を配書を配

付を付を付を付をさせさせさせさせていただいております。ご承ていただいております。ご承ていただいております。ご承ていただいております。ご承知知知知のよのよのよのよううううに、平成２５年６月議会におに、平成２５年６月議会におに、平成２５年６月議会におに、平成２５年６月議会におききききまして、まして、まして、まして、先先先先

ほほほほども説ども説ども説ども説明明明明させさせさせさせていただていただていただていただききききましたが、農業ましたが、農業ましたが、農業ましたが、農業大学校大学校大学校大学校６次産業６次産業６次産業６次産業化化化化研研研研修修修修拠拠拠拠点整備点整備点整備点整備に関する補正予に関する補正予に関する補正予に関する補正予

算の算の算の算の上上上上程程程程ををををさせさせさせさせていただていただていただていただききききました。そのました。そのました。そのました。その整備整備整備整備についての基についての基についての基についての基本本本本計計計計画画画画をををを策策策策定をしましたので、定をしましたので、定をしましたので、定をしましたので、

ごごごご説説説説明を明を明を明を申申申申しししし上げ上げ上げ上げます。なお、ます。なお、ます。なお、ます。なお、説説説説明につ明につ明につ明につききききましては、奈良県農業ましては、奈良県農業ましては、奈良県農業ましては、奈良県農業大学校大学校大学校大学校６次産業６次産業６次産業６次産業化化化化研研研研修修修修拠拠拠拠

点整備点整備点整備点整備基基基基本本本本計計計計画概画概画概画概要により要により要により要によりさせさせさせさせていただていただていただていただききききたいとたいとたいとたいと思っ思っ思っ思っております。ております。ております。ております。

本本本本県農業の振興を県農業の振興を県農業の振興を県農業の振興を図図図図るためには、農業の６次産業るためには、農業の６次産業るためには、農業の６次産業るためには、農業の６次産業化化化化がががが有効有効有効有効なななな対策対策対策対策だとだとだとだと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。

ここここれを担れを担れを担れを担うううう人人人人材材材材のののの育育育育成、成、成、成、確確確確保が急がれるとの保が急がれるとの保が急がれるとの保が急がれるとの認認認認識識識識ののののももももと、県農業と、県農業と、県農業と、県農業大学校大学校大学校大学校に新たなに新たなに新たなに新たな学学学学科科科科としとしとしとし

てててて、、、、（（（（仮仮仮仮称称称称））））フフフフーーーードドドドククククリリリリエイエイエイエイティブティブティブティブ学学学学科科科科を創を創を創を創設設設設し、県産農産し、県産農産し、県産農産し、県産農産物物物物の生産、の生産、の生産、の生産、調調調調理、加理、加理、加理、加工工工工、、、、流流流流通通通通

ななななどどどどを担を担を担を担うううう農に農に農に農に強強強強い食の担い手をい食の担い手をい食の担い手をい食の担い手を育育育育成、成、成、成、確確確確保する保する保する保するこここことをとをとをとを目目目目標標標標としております。としております。としております。としております。先先先先ほほほほどどどど、今、今、今、今

井委員か井委員か井委員か井委員からこらこらこらこれのれのれのれの設置設置設置設置はだれがするのかといはだれがするのかといはだれがするのかといはだれがするのかといううううごごごご質問質問質問質問がありましたが、がありましたが、がありましたが、がありましたが、ここここのののの説説説説明でお明でお明でお明でおわわわわかかかか

りになりますよりになりますよりになりますよりになりますよううううに、あくまで農業に、あくまで農業に、あくまで農業に、あくまで農業大学校大学校大学校大学校、つまり県とい、つまり県とい、つまり県とい、つまり県というううう形形形形になります。になります。になります。になります。



---- 33338888 ----

特に、農、食、特に、農、食、特に、農、食、特に、農、食、宿泊宿泊宿泊宿泊を組みを組みを組みを組み合わせ合わせ合わせ合わせた６次産業た６次産業た６次産業た６次産業化化化化がががが将将将将来来来来性性性性があり、があり、があり、があり、有有有有望望望望とととと考え考え考え考えておりますておりますておりますております

こここことかとかとかとからららら、おいしい料理を、おいしい料理を、おいしい料理を、おいしい料理をゆゆゆゆっっっっくりくりくりくり堪堪堪堪能能能能ででででききききるるるる宿泊宿泊宿泊宿泊つつつつききききののののレレレレスススストトトトラララランであるンであるンであるンであるオオオオーーーーベベベベルジルジルジルジュュュュ

でのでのでのでの実実実実践研践研践研践研修修修修にににに力力力力をいれるをいれるをいれるをいれるこここことになりました。とになりました。とになりました。とになりました。研研研研修内容修内容修内容修内容といたしましては、そのといたしましては、そのといたしましては、そのといたしましては、その概概概概要要要要版版版版のののの

教育研教育研教育研教育研修課修課修課修課程程程程のののの検討検討検討検討方方方方針針針針の記の記の記の記載載載載のとおり、２年のとおり、２年のとおり、２年のとおり、２年制制制制の食の担い手の食の担い手の食の担い手の食の担い手養養養養成成成成課課課課程程程程を開を開を開を開設設設設するほか、するほか、するほか、するほか、

短短短短期期期期研研研研修や修や修や修や公開公開公開公開講座講座講座講座を開を開を開を開講講講講していしていしていしていききききたいとたいとたいとたいと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。

続き続き続き続きまして、まして、まして、まして、施設整備施設整備施設整備施設整備についてでございます。についてでございます。についてでございます。についてでございます。施設整備施設整備施設整備施設整備については、については、については、については、桜桜桜桜井市井市井市井市高高高高家家家家地地地地区区区区、、、、

高高高高家家家家地地地地区区区区とととと言言言言っっっっていますが、ていますが、ていますが、ていますが、実実実実際際際際には自治会名がには自治会名がには自治会名がには自治会名が高高高高家家家家地地地地区区区区で、で、で、で、通通通通称称称称阿阿阿阿部地部地部地部地区区区区といといといというううう表表表表現も現も現も現も

我我我我 々々々々としてはしておりますが、そとしてはしておりますが、そとしてはしておりますが、そとしてはしておりますが、そここここに２に２に２に２ヘヘヘヘククククタータータータールルルルのののの土土土土地を地を地を地を確確確確保いたしまして、保いたしまして、保いたしまして、保いたしまして、調調調調理理理理実実実実習習習習

やややや座座座座学学学学ななななどどどどをををを行う学行う学行う学行う学生生生生棟棟棟棟、農産、農産、農産、農産物物物物の加の加の加の加工工工工ななななどどどどをををを行う行う行う行う加加加加工実工実工実工実習習習習とととと図図図図書書書書ラウラウラウラウンンンンジジジジをををを併併併併設設設設したしたしたした棟棟棟棟、、、、

レレレレスススストトトトラララランンンンササササーーーービビビビスススス実実実実習習習習をををを行う実行う実行う実行う実践オ践オ践オ践オーーーーベベベベルジルジルジルジュ棟ュ棟ュ棟ュ棟のほか、のほか、のほか、のほか、実実実実習習習習農場な農場な農場な農場などどどど必要な必要な必要な必要な施設施設施設施設のののの整整整整

備備備備を計を計を計を計画画画画をしております。をしております。をしております。をしております。

ススススケケケケジジジジュュュューーーールルルルといたしましては、平成２７年４月のといたしましては、平成２７年４月のといたしましては、平成２７年４月のといたしましては、平成２７年４月の実実実実践オ践オ践オ践オーーーーベベベベルジルジルジルジュ棟ュ棟ュ棟ュ棟のののの先行先行先行先行開開開開講講講講、平、平、平、平

成２８年４月の成２８年４月の成２８年４月の成２８年４月の全全全全面面面面開開開開講講講講をををを目目目目途途途途にににに整備整備整備整備をををを進進進進めたいとめたいとめたいとめたいと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。

また、今後のまた、今後のまた、今後のまた、今後の取取取取り組みとして（り組みとして（り組みとして（り組みとして（仮仮仮仮称称称称）新農業）新農業）新農業）新農業大学校設立準備大学校設立準備大学校設立準備大学校設立準備委員会を委員会を委員会を委員会を立ち上げ立ち上げ立ち上げ立ち上げまして、まして、まして、まして、

第一第一第一第一線線線線でででで活活活活躍躍躍躍しておしておしておしておらららられますれますれますれますプロプロプロプロののののアドバアドバアドバアドバイイイイススススををををもももも参参参参考考考考に、農業に、農業に、農業に、農業大学校全大学校全大学校全大学校全体体体体のあるのあるのあるのあるべきべきべきべき姿姿姿姿、、、、

学学学学科科科科のののの再再再再編編編編成、成、成、成、カカカカリキュラムリキュラムリキュラムリキュラムななななどどどどについてについてについてについて具体具体具体具体のののの詳細詳細詳細詳細をををを検討検討検討検討をしてまいりたいといをしてまいりたいといをしてまいりたいといをしてまいりたいというううう形形形形でででで

考え考え考え考えているとているとているとているとこここころでございます。ろでございます。ろでございます。ろでございます。

農林部か農林部か農林部か農林部かららららの報告はの報告はの報告はの報告は以上以上以上以上でございます。よろしくお願いいたします。ありがとでございます。よろしくお願いいたします。ありがとでございます。よろしくお願いいたします。ありがとでございます。よろしくお願いいたします。ありがとううううございございございござい

ました。ました。ました。ました。

○岡委員長○岡委員長○岡委員長○岡委員長 ただいまの報告、またはその他の事項ただいまの報告、またはその他の事項ただいまの報告、またはその他の事項ただいまの報告、またはその他の事項も含も含も含も含めてめてめてめて質質質質疑疑疑疑があれがあれがあれがあればばばば、ご、ご、ご、ご発発発発言言言言願いま願いま願いま願いま

す。す。す。す。

○神田委員○神田委員○神田委員○神田委員 そそそそううううしたしたしたしたらららら、その他でございますが、４月１４日に、その他でございますが、４月１４日に、その他でございますが、４月１４日に、その他でございますが、４月１４日にグラグラグラグランンンンドオドオドオドオーーーーププププンいたしンいたしンいたしンいたし

ましたまほろましたまほろましたまほろましたまほろばばばばキキキキッッッッチチチチンについて、４月１４日ンについて、４月１４日ンについて、４月１４日ンについて、４月１４日オオオオーーーーププププンするまでは地元の人たンするまでは地元の人たンするまでは地元の人たンするまでは地元の人たちちちちは、は、は、は、本本本本当当当当

ににににオオオオーーーーププププンするのかといンするのかといンするのかといンするのかという思う思う思う思いいいいももももああああっっっったよたよたよたよううううでございますが、すでございますが、すでございますが、すでございますが、すばばばばららららしいしいしいしいオオオオーーーーププププンといンといンといンというううう

こここことで、とで、とで、とで、皆皆皆皆さんさんさんさん喜喜喜喜んんんんでいただいております。でいただいております。でいただいております。でいただいております。利利利利用用用用もももも多多多多いよいよいよいよううううでございますし、理事者のでございますし、理事者のでございますし、理事者のでございますし、理事者の皆皆皆皆

さんさんさんさんのごのごのごのご尽尽尽尽力力力力に改めてに改めてに改めてに改めて感感感感謝謝謝謝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。

それで、４月１４日それで、４月１４日それで、４月１４日それで、４月１４日オオオオーーーーププププンで４月ンで４月ンで４月ンで４月末末末末までの売れまでの売れまでの売れまでの売れ行き行き行き行きについてはおについてはおについてはおについてはお聞聞聞聞ききききしたのですが、したのですが、したのですが、したのですが、

その後の状況をその後の状況をその後の状況をその後の状況をわわわわかるかるかるかる範囲範囲範囲範囲でででで教教教教ええええていただていただていただていただききききたいとたいとたいとたいと思思思思います。その中でいます。その中でいます。その中でいます。その中でもももも、いろいろ農産、いろいろ農産、いろいろ農産、いろいろ農産

物物物物を出を出を出を出荷荷荷荷してしてしてしてもらっもらっもらっもらっているのはているのはているのはているのはどうどうどうどういいいいうううう地域が地域が地域が地域が多多多多いのかがいのかがいのかがいのかがわわわわかかかかっっっっていれていれていれていればばばば、、、、教教教教ええええていただていただていただていただ

きききき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。



---- 33339999 ----

それとそれとそれとそれともうもうもうもう一つは、一つは、一つは、一つは、早早早早く売れてしまく売れてしまく売れてしまく売れてしまううううのはのはのはのは非非非非常にありがたいとは常にありがたいとは常にありがたいとは常にありがたいとは思う思う思う思うのですのですのですのですけけけけれれれれどもどもどもども、、、、

その後、それを補その後、それを補その後、それを補その後、それを補充充充充していくしていくしていくしていくこここことがとがとがとがどうどうどうどうななななっっっっているのかがているのかがているのかがているのかが大大大大変変変変気気気気がかりにながかりにながかりにながかりになっっっっています。ています。ています。ています。

少少少少ししししオオオオーーーーププププンかンかンかンからららら日日日日ももももたたたたっっっって、そて、そて、そて、そうううういいいいう課う課う課う課題題題題もももも見見見見ええええててててききききたのとたのとたのとたのと思う思う思う思うので、そのので、そのので、そのので、その辺辺辺辺ををををわわわわかるかるかるかる

範囲範囲範囲範囲でででで教教教教ええええていただていただていただていただききききたいし、そたいし、そたいし、そたいし、そうううういいいいう課う課う課う課題題題題があがあがあがあっっっったたたたららららそれをそれをそれをそれをどどどどのよのよのよのよううううににににここここれかれかれかれから対応ら対応ら対応ら対応しししし

ていていていていこうこうこうこうととととさささされているのか、そのれているのか、そのれているのか、そのれているのか、その辺辺辺辺のとのとのとのとこここころ、お願いいたします。ろ、お願いいたします。ろ、お願いいたします。ろ、お願いいたします。

○角山マーケティング課長○角山マーケティング課長○角山マーケティング課長○角山マーケティング課長 おおおお尋ね尋ね尋ね尋ねは、まほろは、まほろは、まほろは、まほろばばばばキキキキッッッッチチチチンの状況についてといンの状況についてといンの状況についてといンの状況についてというこうこうこうことで、とで、とで、とで、

神田委員お神田委員お神田委員お神田委員お述述述述べべべべになになになにならららられていましたよれていましたよれていましたよれていましたよううううに、まに、まに、まに、まずずずずまほろまほろまほろまほろばばばばキキキキッッッッチチチチンは、直売所が４月２日ンは、直売所が４月２日ンは、直売所が４月２日ンは、直売所が４月２日

ににににプレプレプレプレオオオオーーーーププププンしまして、ンしまして、ンしまして、ンしまして、全全全全体体体体が４月１４日にが４月１４日にが４月１４日にが４月１４日にオオオオーーーーププププンして、おおンして、おおンして、おおンして、おおむむむむねねねね順順順順調調調調にににに運運運運営営営営さささされてれてれてれて

おります。５月おります。５月おります。５月おります。５月末末末末時時時時点点点点の売りの売りの売りの売り上げ上げ上げ上げが、今、一が、今、一が、今、一が、今、一番番番番最最最最新で新で新で新で聞聞聞聞かかかかせせせせていただいているとていただいているとていただいているとていただいているとこここころではろではろではろでは

直売所の売り直売所の売り直売所の売り直売所の売り上げ上げ上げ上げが２が２が２が２億円億円億円億円をををを少少少少しししし超超超超ええええたとたとたとたとこここころで、それかろで、それかろで、それかろで、それからフらフらフらフーーーードコドコドコドコーーーートトトトの部分につの部分につの部分につの部分につききききまままま

しては、産直しては、産直しては、産直しては、産直レレレレスススストトトトララララン、特ン、特ン、特ン、特選レ選レ選レ選レスススストトトトララララン等ン等ン等ン等 々々々々レレレレスススストトトトララララン関係は４ン関係は４ン関係は４ン関係は４，，，，４００４００４００４００万円万円万円万円で、で、で、で、合合合合計計計計

３３３３億円億円億円億円をををを少少少少しししし切切切切れる、２れる、２れる、２れる、２億億億億９９９９，，，，７００７００７００７００万円万円万円万円ぐぐぐぐららららいといいといいといいというううう形形形形でででで滑滑滑滑り出しているとおり出しているとおり出しているとおり出しているとお聞聞聞聞ききききしてしてしてして

いるといるといるといるとこここころです。ろです。ろです。ろです。

それかそれかそれかそれからららら、今の出、今の出、今の出、今の出荷登録荷登録荷登録荷登録は、５月は、５月は、５月は、５月末末末末で１で１で１で１，，，，２３０人と２３０人と２３０人と２３０人と聞聞聞聞いておりまして、まほろいておりまして、まほろいておりまして、まほろいておりまして、まほろばばばばキキキキッッッッ

チチチチンンンン周辺周辺周辺周辺のののの桜桜桜桜井市、井市、井市、井市、橿橿橿橿原原原原市、市、市、市、宇宇宇宇陀陀陀陀市、田市、田市、田市、田原本原本原本原本町とい町とい町とい町といううううととととこここころがろがろがろが半半半半数数数数以上以上以上以上となとなとなとなっっっっております。ております。ております。ております。

４月、５月につ４月、５月につ４月、５月につ４月、５月につききききましては常時４００人前後の方ましては常時４００人前後の方ましては常時４００人前後の方ましては常時４００人前後の方 々々々々が、が、が、が、大大大大体体体体片片片片道道道道３０分３０分３０分３０分エエエエリアリアリアリアぐぐぐぐららららいのいのいのいの

方方方方 々々々々に出に出に出に出荷荷荷荷にににに来来来来ていただいている状況です。ていただいている状況です。ていただいている状況です。ていただいている状況です。

それかそれかそれかそれからららら、売れてしま、売れてしま、売れてしま、売れてしまううううその後の補その後の補その後の補その後の補充充充充等等等等 々々々々ですですですですけけけけれれれれどもどもどもども、営業時、営業時、営業時、営業時間間間間がががが夕夕夕夕方７時までとし方７時までとし方７時までとし方７時までとし

ておりまして、ておりまして、ておりまして、ておりまして、どうどうどうどうしてしてしてしてもももも直売所ですので、直売所ですので、直売所ですので、直売所ですので、午午午午前中のに前中のに前中のに前中のにぎぎぎぎわわわわいがございまして、おいがございまして、おいがございまして、おいがございまして、お昼昼昼昼がががが過過過過

ぎぎぎぎますと農産ますと農産ますと農産ますと農産物も物も物も物も少少少少しししし品品品品薄薄薄薄になになになになっっっってくるとてくるとてくるとてくるとこここころろろろももももありまして、ありまして、ありまして、ありまして、ここここれにつれにつれにつれにつききききましては生産者ましては生産者ましては生産者ましては生産者

の方の方の方の方もももも午午午午前中前中前中前中や土や土や土や土日に日に日に日に合わせ合わせ合わせ合わせて出て出て出て出荷荷荷荷物物物物をををを持っ持っ持っ持ってくるとてくるとてくるとてくるとこここころろろろももももございまして、そのございまして、そのございまして、そのございまして、その辺辺辺辺、、、、運運運運営営営営

主体主体主体主体でございますでございますでございますでございますＪＪＪＪＡＡＡＡなななならけんも認らけんも認らけんも認らけんも認識識識識してしてしてして対策対策対策対策をとをとをとをとっっっっているとているとているとているとこここころです。ろです。ろです。ろです。

具体具体具体具体的的的的には、出には、出には、出には、出荷荷荷荷者者者者へへへへ出出出出荷荷荷荷いただいただいただいただききききましたその当日には、ましたその当日には、ましたその当日には、ましたその当日には、どどどどれれれれぐぐぐぐららららい売れましたといい売れましたといい売れましたといい売れましたというううう

状況を状況を状況を状況をメメメメーーーールルルルで１日に４で１日に４で１日に４で１日に４回回回回ほほほほどどどど配配配配信信信信しているとしているとしているとしているとこここころでございますが、それで、ろでございますが、それで、ろでございますが、それで、ろでございますが、それで、もうもうもうもう売れて売れて売れて売れて

いるいるいるいるこここころだかろだかろだかろだからららら追追追追加を加を加を加を持っ持っ持っ持ってくるよてくるよてくるよてくるよううううにといにといにといにというううう形形形形での要での要での要での要請請請請で、で、で、で、午午午午後の後の後の後の品ぞ品ぞ品ぞ品ぞろろろろええええのののの充実充実充実充実をををを図図図図

るるるるこここことでございましたり、また、出とでございましたり、また、出とでございましたり、また、出とでございましたり、また、出荷登録荷登録荷登録荷登録者者者者へへへへのののの研研研研修修修修会とい会とい会とい会というううう形形形形で新規で新規で新規で新規品目品目品目品目のののの作作作作付とい付とい付とい付というううう

形形形形で、今後、で、今後、で、今後、で、今後、荷荷荷荷のののの充実充実充実充実をををを図図図図るよるよるよるよううううな計な計な計な計画的画的画的画的な生産、出な生産、出な生産、出な生産、出荷荷荷荷へへへへのののの指指指指導導導導、、、、支援支援支援支援、それか、それか、それか、それからららら、営農、営農、営農、営農

巡巡巡巡回回回回をしている一をしている一をしている一をしている一環環環環の中で新規出の中で新規出の中で新規出の中で新規出荷荷荷荷者、者、者、者、登録登録登録登録者の開者の開者の開者の開拓拓拓拓ににににも取も取も取も取り組り組り組り組んんんんでいるとでいるとでいるとでいるとこここころです。ろです。ろです。ろです。

現在現在現在現在、県としまして、県としまして、県としまして、県としましてももももまほろまほろまほろまほろばばばばキキキキッッッッチチチチンの出ンの出ンの出ンの出荷登録荷登録荷登録荷登録者を者を者を者を対対対対象象象象といたしまして、といたしまして、といたしまして、といたしまして、栽培栽培栽培栽培技術技術技術技術

のののの向上や向上や向上や向上や農農農農薬薬薬薬安安安安全全全全使使使使用等用等用等用等 々々々々のののの研研研研修修修修等等等等も含も含も含も含めまして、農業めまして、農業めまして、農業めまして、農業技術技術技術技術者の職員を者の職員を者の職員を者の職員を講講講講師師師師としてとしてとしてとして派遣派遣派遣派遣すすすす
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る等る等る等る等 々々々々をして、出をして、出をして、出をして、出荷登録荷登録荷登録荷登録者に者に者に者に対対対対してのしてのしてのしての荷荷荷荷のののの確確確確保等保等保等保等 々々々々についてについてについてについて協力体制協力体制協力体制協力体制をををを図っ図っ図っ図っているとているとているとているとこここころろろろ

でございます。でございます。でございます。でございます。

今後今後今後今後もももも県県県県内内内内直売所の基直売所の基直売所の基直売所の基幹幹幹幹店店店店といといといというううう形形形形で県で県で県で県民民民民かかかからららら愛愛愛愛さささされる、れる、れる、れる、魅魅魅魅力力力力あるあるあるある施設施設施設施設になるよになるよになるよになるようううう、、、、ＪＪＪＪ

ＡＡＡＡなななならけんらけんらけんらけんとととと連携連携連携連携をををを図図図図りながりながりながりながら対応ら対応ら対応ら対応をををを図っ図っ図っ図っていていていていききききたいとたいとたいとたいと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。以上以上以上以上です。です。です。です。

○神田委員○神田委員○神田委員○神田委員 どうもどうもどうもどうもありがとありがとありがとありがとううううございました。まだございました。まだございました。まだございました。まだオオオオーーーーププププンかンかンかンから間もら間もら間もら間もないので、順ないので、順ないので、順ないので、順調調調調でなでなでなでな

いといといといと困困困困りますが、りますが、りますが、りますが、ちょっちょっちょっちょっとととと問題問題問題問題点も点も点も点もあり、あり、あり、あり、ＪＪＪＪＡＡＡＡははははもうもうもうもう道道道道のののの駅駅駅駅とかはとかはとかはとかは得得得得意意意意中の中の中の中の得得得得意意意意なので、なので、なので、なので、

私私私私たたたたちちちちがががが感感感感じるじるじるじる以上以上以上以上にいろいろとにいろいろとにいろいろとにいろいろと対応策対応策対応策対応策をををを練練練練っっっっていただいているとていただいているとていただいているとていただいていると思思思思いますが、今後といますが、今後といますが、今後といますが、今後ともももも

よろしくお願いしておよろしくお願いしておよろしくお願いしておよろしくお願いしておきききき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。

そして、そして、そして、そして、もうもうもうもう一つ、まほろ一つ、まほろ一つ、まほろ一つ、まほろばばばばキキキキッッッッチチチチンンンン内内内内のののの観観観観光光光光拠拠拠拠点点点点地の件でお地の件でお地の件でお地の件でお聞聞聞聞ききききいたしますがいたしますがいたしますがいたしますが、、、、「「「「紀紀紀紀

伊伊伊伊半半半半島島島島大大大大水水水水害害害害復復復復旧旧旧旧・・・・復復復復興の興の興の興の現現現現状と状と状と状と取取取取組組組組」」」」ににににももももありましたよありましたよありましたよありましたよううううに、に、に、に、南南南南部地域部地域部地域部地域へへへへのののの観観観観光を光を光を光を進進進進めめめめ

ててててプレプレプレプレミアムミアムミアムミアム宿泊旅宿泊旅宿泊旅宿泊旅行行行行券券券券もももも順順順順調調調調にいにいにいにいっっっってるとはいてるとはいてるとはいてるとはいうもうもうもうものの、のの、のの、のの、ここここのののの拠拠拠拠点点点点地地地地観観観観光案光案光案光案内内内内所でそ所でそ所でそ所でそうううう

いいいいうううう、、、、南南南南部地域部地域部地域部地域へへへへのののの観観観観光のお光のお光のお光のお勧勧勧勧めとかはめとかはめとかはめとかは何何何何か出ているのでしか出ているのでしか出ているのでしか出ているのでしょうょうょうょうか。か。か。か。ももももししししわわわわかかかかっっっったたたたららららお願お願お願お願

いします。そのいします。そのいします。そのいします。その観観観観光案光案光案光案内内内内所の所の所の所の利利利利用度は用度は用度は用度はどうどうどうどうかといかといかといかというこうこうこうこととととももももあるのですあるのですあるのですあるのですけけけけれれれれどどどど、、、、わわわわかりまかりまかりまかりませせせせ

んんんんか。か。か。か。ここここれは所管とれは所管とれは所管とれは所管と違違違違いますか。いますか。いますか。いますか。

○福谷農林部長○福谷農林部長○福谷農林部長○福谷農林部長 ええええええええ、、、、観観観観光局の所管になりますが、光局の所管になりますが、光局の所管になりますが、光局の所管になりますが、情情情情報として、報として、報として、報として、大大大大体体体体約約約約１０１０１０１０万万万万人ほ人ほ人ほ人ほどどどどまままま

ほろほろほろほろばばばばキキキキッッッッチチチチンにンにンにンに来来来来らららられている中で、その１れている中で、その１れている中で、その１れている中で、その１割割割割がががが観観観観光案光案光案光案内内内内所に所に所に所に来来来来庁庁庁庁しているとしているとしているとしていると聞聞聞聞いておりいておりいておりいており

ますので、それはますので、それはますので、それはますので、それは確認確認確認確認をしているので、それだをしているので、それだをしているので、それだをしているので、それだけけけけご報告をご報告をご報告をご報告をさせさせさせさせていただていただていただていただききききます。ます。ます。ます。

今、神田委員がお今、神田委員がお今、神田委員がお今、神田委員がお述述述述べべべべの部分についてはまたの部分についてはまたの部分についてはまたの部分についてはまた観観観観光局の方に光局の方に光局の方に光局の方に伝伝伝伝ええええまして、まして、まして、まして、観観観観光局か光局か光局か光局からららら神田神田神田神田

委員にご報告をしていただくよ委員にご報告をしていただくよ委員にご報告をしていただくよ委員にご報告をしていただくよううううにおにおにおにお伝伝伝伝ええええしておしておしておしておききききます。ます。ます。ます。

○神田委員○神田委員○神田委員○神田委員 まほろまほろまほろまほろばばばばキキキキッッッッチチチチンの中にあるのでンの中にあるのでンの中にあるのでンの中にあるのでどうどうどうどうかとかとかとかと思っ思っ思っ思ったたたたももももので、ので、ので、ので、失失失失礼礼礼礼いたしました。いたしました。いたしました。いたしました。

はい、そはい、そはい、そはい、そううううしたしたしたしたららららまた、後日また、後日また、後日また、後日聞聞聞聞かかかかせせせせていただていただていただていただきききき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。

○岡委員長○岡委員長○岡委員長○岡委員長 ほかに。ほかに。ほかに。ほかに。

○阪口委員○阪口委員○阪口委員○阪口委員 先先先先ほほほほど説ど説ど説ど説明いただ明いただ明いただ明いただききききました県営競輪あり方ました県営競輪あり方ました県営競輪あり方ました県営競輪あり方検討検討検討検討委員会の中委員会の中委員会の中委員会の中間間間間報告の報告の報告の報告のこここことでとでとでとで質質質質

問問問問いたします。いたします。いたします。いたします。

ここここの中の中の中の中間間間間報告の７報告の７報告の７報告の７ペペペペーーーージジジジですですですですけけけけれれれれどもどもどもども、、、、包括包括包括包括外外外外部委部委部委部委託託託託のののの導導導導入入入入効果効果効果効果として、新規として、新規として、新規として、新規顧顧顧顧客獲客獲客獲客獲得得得得

のためののためののためののためのイイイイベベベベンンンントやトやトやトや広広広広報報報報活活活活動等を動等を動等を動等を行っ行っ行っ行ってててて導導導導入入入入効果効果効果効果をををを発発発発揮揮揮揮すると書かれています。また、１すると書かれています。また、１すると書かれています。また、１すると書かれています。また、１

３３３３ペペペペーーーージジジジには、県がには、県がには、県がには、県が取取取取り組り組り組り組む課む課む課む課題題題題として３つほとして３つほとして３つほとして３つほどどどど書かれています。経費書かれています。経費書かれています。経費書かれています。経費削削削削減、減、減、減、ここここれは理れは理れは理れは理解解解解

ででででききききます。それかます。それかます。それかます。それからららら、、、、施設施設施設施設の改の改の改の改修修修修、、、、ここここれれれれもももも理理理理解解解解ででででききききます。ます。ます。ます。ここここここここにまた県として、新たなにまた県として、新たなにまた県として、新たなにまた県として、新たなフフフフ

ァァァァンンンン獲獲獲獲得得得得にににに向け向け向け向けたたたた取取取取り組みをすると書いていますので、新規り組みをすると書いていますので、新規り組みをすると書いていますので、新規り組みをすると書いていますので、新規顧顧顧顧客獲客獲客獲客獲得得得得のために委のために委のために委のために委託先託先託先託先がががが何何何何

をするのか、県がをするのか、県がをするのか、県がをするのか、県が何何何何をするのか、県のをするのか、県のをするのか、県のをするのか、県の取取取取り組みをり組みをり組みをり組みをもうもうもうもう少少少少しししし具体具体具体具体的的的的にににに説説説説明をしていただ明をしていただ明をしていただ明をしていただききききたたたた
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いといいといいといいというこうこうこうことです。とです。とです。とです。

○大月地域産業課長○大月地域産業課長○大月地域産業課長○大月地域産業課長 新たな新たな新たな新たなフフフファァァァンンンン獲獲獲獲得得得得のために、県としてののために、県としてののために、県としてののために、県としてのどう取どう取どう取どう取り組みをするのかとり組みをするのかとり組みをするのかとり組みをするのかと

いいいいううううごごごご質問質問質問質問です。競輪の場です。競輪の場です。競輪の場です。競輪の場合合合合、、、、同同同同じ公営じ公営じ公営じ公営ギギギギャャャャンンンンブブブブルルルルである中央競である中央競である中央競である中央競馬馬馬馬とととと比比比比べべべべまして、中央競まして、中央競まして、中央競まして、中央競

馬馬馬馬はははは幅広幅広幅広幅広い年い年い年い年齢層齢層齢層齢層ののののフフフファァァァンをンをンをンを獲獲獲獲得得得得して、して、して、して、レジレジレジレジャャャャーとしてあるーとしてあるーとしてあるーとしてある程程程程度地度地度地度地位位位位をををを確立確立確立確立している状況している状況している状況している状況

にあるのではないかとにあるのではないかとにあるのではないかとにあるのではないかと考え考え考え考えております。それにております。それにております。それにております。それに対対対対して、競輪はして、競輪はして、競輪はして、競輪は比較比較比較比較的高的高的高的高齢齢齢齢者の方が中者の方が中者の方が中者の方が中心心心心で、で、で、で、

またまたまたまたギギギギャャャャンンンンブブブブルルルル志志志志向向向向のののの強強強強いおいおいおいお客客客客さんさんさんさんがががが多多多多いといいといいといいというこうこうこうこととととも認も認も認も認めざるをめざるをめざるをめざるを得得得得ないとないとないとないと考え考え考え考えておりまておりまておりまておりま

して、して、して、して、ここここののののこここことにとにとにとに対対対対してしてしてして何何何何とかしていとかしていとかしていとかしていききききたいと県としてたいと県としてたいと県としてたいと県としても考えも考えも考えも考えているとているとているとているとこここころでございます。ろでございます。ろでございます。ろでございます。

今今今今回回回回の奈良県営競輪あり方の奈良県営競輪あり方の奈良県営競輪あり方の奈良県営競輪あり方検討検討検討検討委員会の中委員会の中委員会の中委員会の中間間間間報告の中で報告の中で報告の中で報告の中でもももも、新たな経営改、新たな経営改、新たな経営改、新たな経営改善善善善策策策策、県とし、県とし、県とし、県とし

て特に新たなて特に新たなて特に新たなて特に新たなフフフファァァァンンンン獲獲獲獲得得得得にににに向け向け向け向けたたたた取取取取り組みをり組みをり組みをり組みをせせせせよといよといよといよというこうこうこうことがとがとがとが強強強強く求めく求めく求めく求めらららられているとれているとれているとれていると思っ思っ思っ思っ

ております。そのております。そのております。そのております。そのこここことにとにとにとに対対対対して、して、して、して、先先先先日の藤野議員の代日の藤野議員の代日の藤野議員の代日の藤野議員の代表質問表質問表質問表質問にににに対対対対して、して、して、して、知知知知事がお事がお事がお事がお答答答答ええええしたしたしたした

とおり、まとおり、まとおり、まとおり、まずずずず、、、、昨昨昨昨年７月に４８年年７月に４８年年７月に４８年年７月に４８年ぶぶぶぶりにりにりにりに復活復活復活復活いたしましたいたしましたいたしましたいたしましたガガガガーーーールズルズルズルズケケケケイイイイリリリリンをンをンをンを昨昨昨昨年の１１年の１１年の１１年の１１

月と６月に奈良県として月と６月に奈良県として月と６月に奈良県として月と６月に奈良県としてもももも開開開開催催催催をいたしました。そのとをいたしました。そのとをいたしました。そのとをいたしました。そのとききききには、には、には、には、親親親親子子子子連連連連れとかれとかれとかれとか女女女女性グ性グ性グ性グルルルルーーーー

ププププななななどどどど、、、、余余余余りりりりここここれまでの奈良県営競輪では見れまでの奈良県営競輪では見れまでの奈良県営競輪では見れまでの奈良県営競輪では見らららられなかれなかれなかれなかっっっったよたよたよたよううううなおなおなおなお客客客客さんも目立っさんも目立っさんも目立っさんも目立っておりておりておりており

ましたので、新規ましたので、新規ましたので、新規ましたので、新規獲獲獲獲得得得得ににににもももも一定の一定の一定の一定の効果効果効果効果があがあがあがあっっっったのではないかとたのではないかとたのではないかとたのではないかと考え考え考え考えておりまして、ておりまして、ておりまして、ておりまして、ここここれかれかれかれか

らもらもらもらも女女女女子子子子選選選選手が手が手が手がふふふふええええていくていくていくていくこここことになとになとになとになっっっっておりますので、今後ておりますので、今後ておりますので、今後ておりますので、今後も引き続きも引き続きも引き続きも引き続きガガガガーーーールズルズルズルズケケケケイイイイリリリリンンンン

の開の開の開の開催催催催については県としてについては県としてについては県としてについては県として努努努努力力力力していしていしていしていこうこうこうこうとととと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。

また、自また、自また、自また、自転車愛好転車愛好転車愛好転車愛好家家家家向け向け向け向けののののイイイイベベベベンンンントトトトとか、地元とか、地元とか、地元とか、地元高校高校高校高校生の生の生の生の練習練習練習練習場所として競輪場の貸し出場所として競輪場の貸し出場所として競輪場の貸し出場所として競輪場の貸し出

ししししも行っも行っも行っも行っております。ております。ております。ております。昨昨昨昨年度は地元の方に競輪場で地域の文年度は地元の方に競輪場で地域の文年度は地元の方に競輪場で地域の文年度は地元の方に競輪場で地域の文化化化化祭祭祭祭を開を開を開を開催催催催していただしていただしていただしていただききききましましましまし

た。た。た。た。ここここのよのよのよのよううううなななな取取取取り組みり組みり組みり組みもももも県として県として県として県として続け続け続け続けていくととていくととていくととていくととももももに、今後、いろいろな方に、今後、いろいろな方に、今後、いろいろな方に、今後、いろいろな方 々々々々にににに意意意意見見見見もももも

聞聞聞聞いていいていいていいていききききたいとたいとたいとたいと思っ思っ思っ思っていまして、まていまして、まていまして、まていまして、まずずずず、、、、ここここの中の中の中の中間間間間報告を報告を報告を報告を受け受け受け受けたたたたここここととととももももありますので、まありますので、まありますので、まありますので、ま

ずずずず県県県県庁庁庁庁職員に職員に職員に職員に対対対対してしてしてしてここここれまで競輪場にれまで競輪場にれまで競輪場にれまで競輪場に来来来来たたたたこここことのない方とのない方とのない方とのない方 々々々々にににに来来来来ててててもらうもらうもらうもらうアアアアイデイデイデイデアアアアをををを募っ募っ募っ募ってててて

いいいいききききたいとたいとたいとたいと考え考え考え考えておりまして、いいておりまして、いいておりまして、いいておりまして、いい意意意意見については見については見については見についてはどんどん取どんどん取どんどん取どんどん取り入れていり入れていり入れていり入れていききききたいとたいとたいとたいと考え考え考え考えてててて

おります。おります。おります。おります。

それととそれととそれととそれととももももに、加に、加に、加に、加ええええて、新規て、新規て、新規て、新規フフフファァァァンのンのンのンの獲獲獲獲得得得得のためには、のためには、のためには、のためには、民間民間民間民間ののののノウハウノウハウノウハウノウハウのののの活活活活用用用用も不可も不可も不可も不可欠欠欠欠

とととと考え考え考え考えておりますので、その中ておりますので、その中ておりますので、その中ておりますので、その中間間間間報告において報告において報告において報告において外外外外部部部部包括包括包括包括委委委委託託託託をををを導導導導入する入する入する入するこここことになとになとになとになっっっった場た場た場た場合合合合

のののの留留留留意意意意点点点点として、新規として、新規として、新規として、新規フフフファァァァンのンのンのンの獲獲獲獲得得得得ななななどどどどのののの視視視視点点点点をををを十十十十二二二二分に分に分に分に踏踏踏踏ままままええええるるるるこここことととともももも言言言言わわわわれておりまれておりまれておりまれておりま

すので、県としてすので、県としてすので、県としてすので、県としてもももも、新規、新規、新規、新規フフフファァァァンのンのンのンの獲獲獲獲得得得得に、に、に、に、包括包括包括包括外外外外部委部委部委部委託託託託に当たに当たに当たに当たっっっってはてはてはてはここここのののの点も点も点も点も十十十十分分分分踏踏踏踏まままま

ええええていていていていききききたいとたいとたいとたいと考え考え考え考えているとているとているとているとこここころです。ろです。ろです。ろです。以上以上以上以上です。です。です。です。

○阪口委員○阪口委員○阪口委員○阪口委員 経済労働委員としまして、県営競輪あり方経済労働委員としまして、県営競輪あり方経済労働委員としまして、県営競輪あり方経済労働委員としまして、県営競輪あり方検討検討検討検討委員会、す委員会、す委員会、す委員会、すべべべべてててて傍聴傍聴傍聴傍聴させさせさせさせていていていてい

ただただただただききききました。それはそれなりにました。それはそれなりにました。それはそれなりにました。それはそれなりに十十十十分な議分な議分な議分な議論論論論ををををさささされて、れて、れて、れて、こうこうこうこういいいいうううう中中中中間間間間報告が出て報告が出て報告が出て報告が出てききききたとたとたとたと考考考考
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ええええていますので、ていますので、ていますので、ていますので、ここここの中の中の中の中間間間間報告その報告その報告その報告そのもももものについてはのについてはのについてはのについては尊尊尊尊重重重重したいといしたいといしたいといしたいという気う気う気う気はははは持っ持っ持っ持っております。ております。ております。ております。

最最最最後に、後に、後に、後に、ここここれは要れは要れは要れは要望望望望ですですですですけけけけれれれれどもどもどもども、、、、包括包括包括包括外外外外部委部委部委部委託託託託するに当たするに当たするに当たするに当たっっっって、７て、７て、７て、７ペペペペーーーージジジジににににプロプロプロプロポポポポーーーー

ザルザルザルザル方式で業者方式で業者方式で業者方式で業者選選選選定を定を定を定を行う行う行う行うと。と。と。と。ここここのののの外外外外部委部委部委部委託託託託はははは結結結結構構構構特特特特殊殊殊殊な業務なので、委な業務なので、委な業務なので、委な業務なので、委託先託先託先託先はははは少少少少ないかないかないかないか

とととと思う思う思う思うのです。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意味意味意味意味では、では、では、では、少少少少ないがないがないがないがゆゆゆゆええええにににに選選選選定に当た定に当た定に当た定に当たっっっってはてはてはては透透透透明明明明性性性性のののの確確確確保が保が保が保が重重重重要要要要

かとかとかとかと思思思思いますので、そのいますので、そのいますので、そのいますので、その点点点点につにつにつにつききききまして、まして、まして、まして、十十十十分分分分確確確確保していただ保していただ保していただ保していただききききたいと要たいと要たいと要たいと要望望望望してしてしてして終わ終わ終わ終わりまりまりまりま

す。す。す。す。以上以上以上以上です。です。です。です。

○今井委員○今井委員○今井委員○今井委員 質問質問質問質問させさせさせさせていただていただていただていただききききます。一つは、中ます。一つは、中ます。一つは、中ます。一つは、中小企小企小企小企業業業業高高高高度度度度化化化化資金の貸し付資金の貸し付資金の貸し付資金の貸し付けけけけののののこここことにとにとにとに

ついておついておついておついて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。平成２３年の奈良県のいます。平成２３年の奈良県のいます。平成２３年の奈良県のいます。平成２３年の奈良県の外外外外部部部部監監監監査査査査結果結果結果結果の中では、時の中では、時の中では、時の中では、時効効効効経経経経

過過過過にににに伴う伴う伴う伴う債権債権債権債権放放放放棄棄棄棄のののの検討検討検討検討といといといというううう意意意意見が書かれておりますが、今、奈良県で見が書かれておりますが、今、奈良県で見が書かれておりますが、今、奈良県で見が書かれておりますが、今、奈良県で高高高高度度度度化化化化資金の貸資金の貸資金の貸資金の貸

し付し付し付し付けけけけは一は一は一は一体体体体何何何何件く件く件く件くららららい、い、い、い、幾幾幾幾ららららぐぐぐぐららららいいいい残残残残高高高高がががが残残残残っっっっているのか、時ているのか、時ているのか、時ているのか、時効効効効がががが来来来来ているのはているのはているのはているのはどどどどれれれれぐぐぐぐ

ららららいあるのか、そのあたりについていあるのか、そのあたりについていあるのか、そのあたりについていあるのか、そのあたりについて教教教教ええええていただていただていただていただきききき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。

私私私私は、は、は、は、住住住住民民民民裁裁裁裁判判判判がががが行わ行わ行わ行われてまいりましたれてまいりましたれてまいりましたれてまいりましたヤヤヤヤママママトトトトハハハハイイイイミミミミーーーールルルルの２０の２０の２０の２０億円億円億円億円のののの高高高高度度度度化化化化資金の資金の資金の資金の問問問問

題題題題につにつにつにつききききましてましてましてましてずっずっずっずっとととと取取取取りりりり上げ上げ上げ上げててててききききていますが、ていますが、ていますが、ていますが、最最最最初初初初、貸し付、貸し付、貸し付、貸し付けけけけをしましたのが平成元年、をしましたのが平成元年、をしましたのが平成元年、をしましたのが平成元年、

最最最最後の後の後の後の返返返返済が平成２３年２月にな済が平成２３年２月にな済が平成２３年２月にな済が平成２３年２月になっっっっております。ております。ております。ております。返返返返済済済済期限期限期限期限ではではではでは終終終終了をしておりまして、議了をしておりまして、議了をしておりまして、議了をしておりまして、議

会で会で会で会でも取も取も取も取りりりり上げさせ上げさせ上げさせ上げさせていただていただていただていただききききました。ました。ました。ました。連連連連帯帯帯帯保保保保証証証証人の方が平成１９年に人の方が平成１９年に人の方が平成１９年に人の方が平成１９年に初初初初めて２０めて２０めて２０めて２０億円億円億円億円のののの

返返返返済の済の済の済の命令命令命令命令がががが届届届届いたといたといたといたと大大大大変変変変びっびっびっびっくりしたといくりしたといくりしたといくりしたというこうこうこうことは議会でとは議会でとは議会でとは議会でもももも紹介紹介紹介紹介させさせさせさせていただていただていただていただききききましたましたましたました

が、ごが、ごが、ごが、ご本本本本人は自分は保人は自分は保人は自分は保人は自分は保証証証証人にな人にな人にな人になっっっっていないといていないといていないといていないというううう裁裁裁裁判判判判ををををややややりましたりましたりましたりましたけけけけれれれれどもどもどもども、、、、実実実実印印印印がががが使使使使わわわわ

れていたれていたれていたれていたこここことで、とで、とで、とで、ここここのののの裁裁裁裁判判判判はははは敗訴敗訴敗訴敗訴になになになになっっっっております。新ております。新ております。新ております。新聞聞聞聞でそでそでそでそうううういいいいうこうこうこうことがあるのをとがあるのをとがあるのをとがあるのを知知知知りりりり

ましてましてましてまして私私私私ももももそのそのそのその裁裁裁裁判判判判ををををずっずっずっずっとととと傍聴傍聴傍聴傍聴してしてしてしてききききたのですたのですたのですたのですけけけけれれれれどもどもどもども、、、、実実実実際際際際にににに筆筆筆筆跡も跡も跡も跡も違違違違っっっっているているているているこここことととと

とか、とか、とか、とか、大大大大変おかしいと変おかしいと変おかしいと変おかしいと思うこ思うこ思うこ思うことがとがとがとが多々多々多々多々ございました。県としてはございました。県としてはございました。県としてはございました。県としては勝勝勝勝っっっったといたといたといたというこうこうこうことでござとでござとでござとでござ

いますので、そのいますので、そのいますので、そのいますので、その責責責責任で保任で保任で保任で保証証証証人の自人の自人の自人の自宅宅宅宅の競売なの競売なの競売なの競売なども行っども行っども行っども行って、それをて、それをて、それをて、それを返返返返済に済に済に済に充充充充ててててててててききききたと理たと理たと理たと理

解解解解をしているをしているをしているをしているわけわけわけわけでございます。でございます。でございます。でございます。

ここここのののの問題問題問題問題で、で、で、で、私私私私ははははぜぜぜぜひひひひ参参参参考考考考人として保人として保人として保人として保証証証証人の方に人の方に人の方に人の方に来来来来ていただていただていただていただききききたいとたいとたいとたいと考え考え考え考えているているているているわけわけわけわけでででで

すすすすけけけけれれれれどもどもどもども、今、今、今、今回回回回は手は手は手は手続上続上続上続上、、、、困困困困難難難難だといだといだといだというこうこうこうことでとでとでとで実現実現実現実現はしておりまはしておりまはしておりまはしておりませんけせんけせんけせんけれれれれどもどもどもども、いろい、いろい、いろい、いろい

ろおろおろおろお話話話話をををを聞聞聞聞いておりますと、当いておりますと、当いておりますと、当いておりますと、当然然然然連連連連帯帯帯帯保保保保証証証証人であれ人であれ人であれ人であればばばば県としてしなくてはな県としてしなくてはな県としてしなくてはな県としてしなくてはなららららないないないないこここことがとがとがとが

いろいろいろいろいろいろいろいろさささされていないといれていないといれていないといれていないというこうこうこうことがとがとがとがわわわわかかかかっっっってまいりました。例てまいりました。例てまいりました。例てまいりました。例ええええばばばば、、、、民間民間民間民間でお金を貸したでお金を貸したでお金を貸したでお金を貸した

場場場場合合合合、、、、連連連連帯帯帯帯保保保保証証証証人の方には人の方には人の方には人の方には半半半半年とか１年ごとに、あなたが年とか１年ごとに、あなたが年とか１年ごとに、あなたが年とか１年ごとに、あなたが連連連連帯帯帯帯保保保保証証証証しているとしているとしているとしているとこここころはろはろはろはこんこんこんこん

なななな返返返返済状況だとい済状況だとい済状況だとい済状況だというこうこうこうことをとをとをとを知らせ知らせ知らせ知らせるといるといるといるというこうこうこうことととともももも聞聞聞聞ききききましたましたましたましたけけけけれれれれどもどもどもども、、、、ここここの場の場の場の場合合合合はははは途途途途中で中で中で中で

８８８８回も回も回も回も条件変更が条件変更が条件変更が条件変更が行わ行わ行わ行われておりますれておりますれておりますれておりますけけけけれれれれどもどもどもども、そ、そ、そ、そうううういいいいう知らせも全う知らせも全う知らせも全う知らせも全くなかくなかくなかくなかっっっったといたといたといたというこうこうこうことととと

です。です。です。です。
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ももももととととももももとととと機械機械機械機械を担保にしているといを担保にしているといを担保にしているといを担保にしているというこうこうこうことですので、当とですので、当とですので、当とですので、当然然然然老朽老朽老朽老朽化化化化をしていをしていをしていをしていききききますので、ますので、ますので、ますので、

担保の価担保の価担保の価担保の価値値値値がががが下下下下ががががっっっっていく。ていく。ていく。ていく。返返返返済がないのであれ済がないのであれ済がないのであれ済がないのであればばばばここここの保の保の保の保証証証証のののの増増増増担保をする担保をする担保をする担保をするべきべきべきべきだといだといだといだというううう

こここことととともずっもずっもずっもずっとととと言言言言いいいい続け続け続け続けてまいりました。てまいりました。てまいりました。てまいりました。ここここれはれはれはれはここここのののの裁裁裁裁判判判判が平成１４年８月３０日に、県がが平成１４年８月３０日に、県がが平成１４年８月３０日に、県がが平成１４年８月３０日に、県が

貸し付貸し付貸し付貸し付けけけけをしたのにをしたのにをしたのにをしたのに請請請請求しないのはおかしいとい求しないのはおかしいとい求しないのはおかしいとい求しないのはおかしいというこうこうこうことでとでとでとで住住住住民民民民裁裁裁裁判判判判がががが行わ行わ行わ行われまして、平成れまして、平成れまして、平成れまして、平成

１９年３月には奈良地１９年３月には奈良地１９年３月には奈良地１９年３月には奈良地裁裁裁裁で、県はで、県はで、県はで、県は回回回回収収収収行行行行為為為為をををを怠怠怠怠っっっっていると、それはていると、それはていると、それはていると、それは違違違違法だとい法だとい法だとい法だというううう判判判判決が出決が出決が出決が出

さささされたれたれたれたわけわけわけわけですですですですけけけけれれれれどもどもどもども、、、、荒荒荒荒井井井井知知知知事にな事にな事にな事になっっっってかてかてかてからこらこらこらこのののの請請請請求が求が求が求が行わ行わ行わ行われるよれるよれるよれるよううううになりました。になりました。になりました。になりました。

今後、今後、今後、今後、ここここれをれをれをれをどどどどのよのよのよのよううううにするつにするつにするつにするつももももりなのか、おりなのか、おりなのか、おりなのか、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。

○大月地域産業課長○大月地域産業課長○大月地域産業課長○大月地域産業課長 ままままずずずず、、、、高高高高度度度度化化化化資金の貸し付資金の貸し付資金の貸し付資金の貸し付けけけけ状況についてのご状況についてのご状況についてのご状況についてのご質問質問質問質問がございました。がございました。がございました。がございました。

中中中中小企小企小企小企業業業業高高高高度度度度化化化化資金につ資金につ資金につ資金につききききましては、ましては、ましては、ましては、昭昭昭昭和和和和３８年か３８年か３８年か３８年からららら制制制制度が度が度が度が始始始始まりまして、まりまして、まりまして、まりまして、ここここれまでのれまでのれまでのれまでの全全全全

体体体体のののの累累累累計でいいますと、３５８件で２８４計でいいますと、３５８件で２８４計でいいますと、３５８件で２８４計でいいますと、３５８件で２８４億円余億円余億円余億円余りの貸し付りの貸し付りの貸し付りの貸し付けけけけをををを行っ行っ行っ行っててててききききました。そのました。そのました。そのました。そのうううう

ちちちち、、、、現在現在現在現在残残残残高高高高としてとしてとしてとして残残残残っっっっているのは、正常ているのは、正常ているのは、正常ているのは、正常償還償還償還償還も含も含も含も含めて、４６件の４４めて、４６件の４４めて、４６件の４４めて、４６件の４４億円余億円余億円余億円余りです。そりです。そりです。そりです。そ

ののののうちうちうちうち、、、、延延延延滞滞滞滞になになになになっっっってるてるてるてるもももものは、１５件、貸付のは、１５件、貸付のは、１５件、貸付のは、１５件、貸付先先先先としては７貸付としては７貸付としては７貸付としては７貸付先先先先です。７貸付です。７貸付です。７貸付です。７貸付先先先先で３５で３５で３５で３５

億億億億３３３３，，，，００００００００００００万円余万円余万円余万円余りがりがりがりが現在現在現在現在、、、、延延延延滞滞滞滞となとなとなとなっっっっております。ております。ております。ております。

それかそれかそれかそれからららら、今井委員のご、今井委員のご、今井委員のご、今井委員のご質問質問質問質問は、今後は、今後は、今後は、今後どどどどのよのよのよのよううううにににに高高高高度度度度化化化化資金の資金の資金の資金の債権債権債権債権管理を管理を管理を管理を進進進進めていくのめていくのめていくのめていくの

かといかといかといかというううう主主主主旨旨旨旨だとだとだとだと思思思思います。います。います。います。ヤヤヤヤマハマハマハマハイイイイミミミミーーーールルルルの分での分での分での分で高高高高度度度度化化化化資金貸し付資金貸し付資金貸し付資金貸し付けけけけにつにつにつにつききききましては、ましては、ましては、ましては、

ここここれまでにれまでにれまでにれまでにももももそれそれそれそれぞぞぞぞれ組れ組れ組れ組合合合合自自自自体体体体の担保の担保の担保の担保物物物物件の競売とか、件の競売とか、件の競売とか、件の競売とか、連連連連帯帯帯帯保保保保証証証証人の自人の自人の自人の自宅宅宅宅にににに対対対対するするするする強制強制強制強制競競競競

売な売な売な売などどどど債権債権債権債権管理を管理を管理を管理を実施実施実施実施してしてしてしてききききたとたとたとたとこここころでございます。ろでございます。ろでございます。ろでございます。昨昨昨昨年度はその年度はその年度はその年度はその連連連連帯帯帯帯保保保保証証証証人の資産状況人の資産状況人の資産状況人の資産状況

について、中について、中について、中について、中小企小企小企小企業基業基業基業基盤盤盤盤整備整備整備整備機構機構機構機構の事業をの事業をの事業をの事業を活活活活用用用用させさせさせさせていただいて、ていただいて、ていただいて、ていただいて、債権債権債権債権回回回回収の専収の専収の専収の専門門門門機機機機関で関で関で関で

あるあるあるある民間民間民間民間ののののササササーーーービビビビササササーをーをーをーを利利利利用して、用して、用して、用して、連連連連帯帯帯帯保保保保証証証証人の資産人の資産人の資産人の資産調調調調査な査な査な査などどどど、県の、県の、県の、県の調調調調査と査と査と査と並行並行並行並行してしてしてして実施実施実施実施

しているとしているとしているとしているとこここころでございます。ろでございます。ろでございます。ろでございます。調調調調査査査査結果結果結果結果によりますと、によりますと、によりますと、によりますと、現在現在現在現在、、、、請請請請求求求求可能可能可能可能なななな連連連連帯帯帯帯保保保保証証証証人は３人は３人は３人は３

名ございますが、見る名ございますが、見る名ございますが、見る名ございますが、見るべきべきべきべき資産資産資産資産やややや収入は収入は収入は収入は現在現在現在現在のとのとのとのとこここころろろろ大き大き大き大きななななもももものは見当たのは見当たのは見当たのは見当たらずらずらずらず、、、、回回回回収収収収可能可能可能可能

性性性性はははは極極極極めてめてめてめて低低低低いといといといと思っ思っ思っ思っているとているとているとているとこここころです。県としてはろです。県としてはろです。県としてはろです。県としては本本本本当に当に当に当に回回回回収収収収可能可能可能可能性性性性がないのかを、がないのかを、がないのかを、がないのかを、詳詳詳詳

細細細細に今に今に今に今精精精精査していると査していると査していると査しているとこここころでして、その一ろでして、その一ろでして、その一ろでして、その一環環環環としてとしてとしてとして連連連連帯帯帯帯保保保保証証証証人に人に人に人に対対対対して、今して、今して、今して、今現在現在現在現在、所、所、所、所得得得得証証証証

明とかをみ明とかをみ明とかをみ明とかをみずずずずかかかからららら出してくだ出してくだ出してくだ出してくだささささいとお願いをしているといとお願いをしているといとお願いをしているといとお願いをしているとこここころで、ろで、ろで、ろで、本本本本当に当に当に当に回回回回収収収収可能可能可能可能性性性性がないがないがないがない

のかといのかといのかといのかというこうこうこうことをとをとをとをきっちきっちきっちきっちりとりとりとりと調べ調べ調べ調べていていていていききききたいと今たいと今たいと今たいと今考え考え考え考えているとているとているとているとこここころでございます。ろでございます。ろでございます。ろでございます。

○今井委員○今井委員○今井委員○今井委員 監監監監査報告を見ますと、査報告を見ますと、査報告を見ますと、査報告を見ますと、ＡＡＡＡ社、社、社、社、ＢＢＢＢ社、社、社、社、ＣＣＣＣ組組組組合合合合といといといというこうこうこうことで書かれているのですとで書かれているのですとで書かれているのですとで書かれているのです

けけけけれれれれどもどもどもども、、、、ここここののののＣＣＣＣ組組組組合合合合はははは昭昭昭昭和和和和４８年に貸して、４８年に貸して、４８年に貸して、４８年に貸して、昭昭昭昭和和和和５９年７月に５９年７月に５９年７月に５９年７月に最最最最終期限終期限終期限終期限がががが来来来来ていると書ていると書ていると書ていると書

かれております。５名の保かれております。５名の保かれております。５名の保かれております。５名の保証証証証人の人の人の人のうちうちうちうちの４名がの４名がの４名がの４名が亡亡亡亡くなくなくなくなっっっって、１名の保て、１名の保て、１名の保て、１名の保証証証証人は人は人は人は連連連連帯帯帯帯保保保保証債証債証債証債務務務務

をををを否否否否定しているとい定しているとい定しているとい定しているというううう記記記記載載載載ががががさささされているれているれているれているわけわけわけわけですが、ですが、ですが、ですが、詳詳詳詳しいしいしいしいこここことについてはとについてはとについてはとについてはわわわわかかかかららららないないないないわわわわ

けけけけですですですですけけけけれれれれどもどもどもども、、、、ここここのののの高高高高度度度度化化化化資金にかか資金にかか資金にかか資金にかかわっわっわっわって事て事て事て事実実実実ははははどうどうどうどうかかかかわわわわかりまかりまかりまかりませんせんせんせんが、保が、保が、保が、保証証証証人では人では人では人では
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ないとないとないとないと主主主主張張張張している人がしている人がしている人がしている人が少少少少なくとなくとなくとなくともももも２名はいるとい２名はいるとい２名はいるとい２名はいるというううう状況がありまして、そのあたりにつ状況がありまして、そのあたりにつ状況がありまして、そのあたりにつ状況がありまして、そのあたりにつ

ききききましてましてましてましてももももよくよくよくよく精精精精査をしていただいて、必要な査をしていただいて、必要な査をしていただいて、必要な査をしていただいて、必要な対応対応対応対応を県としてを県としてを県としてを県としてもきちんもきちんもきちんもきちんと、すると、すると、すると、するべきこべきこべきこべきことととと

はする必要があるのではないかとはする必要があるのではないかとはする必要があるのではないかとはする必要があるのではないか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、意意意意見を見を見を見を申申申申しししし上げ上げ上げ上げておておておておききききたいとたいとたいとたいと思っ思っ思っ思っておりておりておりており

ます。ます。ます。ます。

それかそれかそれかそれからららら、競輪の件につ、競輪の件につ、競輪の件につ、競輪の件につききききましては、ましては、ましては、ましては、先先先先ほほほほどどどど阪口委員か阪口委員か阪口委員か阪口委員からもらもらもらもおおおお話話話話がありましたがありましたがありましたがありましたけけけけれれれれどもどもどもども、、、、

昨昨昨昨年、県費を年、県費を年、県費を年、県費を先先先先にににに投投投投入すると入すると入すると入するとききききに、に、に、に、投投投投入をして入をして入をして入をして返返返返済の見済の見済の見済の見通通通通しがあるのかといしがあるのかといしがあるのかといしがあるのかというこうこうこうことでとでとでとでガガガガーーーー

ルズルズルズルズケケケケイイイイリリリリンとかいろいろンとかいろいろンとかいろいろンとかいろいろ対策対策対策対策をして、県としてをして、県としてをして、県としてをして、県としても努も努も努も努力力力力をするといをするといをするといをするといううううおおおお話話話話だだだだっっっったとたとたとたと思思思思いまいまいまいま

す。それで、す。それで、す。それで、す。それで、努努努努力力力力ををををさささされたれたれたれた結果結果結果結果、、、、単単単単年度では年度では年度では年度では黒字黒字黒字黒字のののの結果結果結果結果といといといというこうこうこうことですとですとですとですけけけけれれれれどもどもどもども、今後、、今後、、今後、、今後、

累累累累積積積積の９の９の９の９，，，，００００００００００００万円万円万円万円ほほほほどどどどですか、１ですか、１ですか、１ですか、１億円億円億円億円近近近近いいいい赤字赤字赤字赤字がががが残残残残っっっってるといてるといてるといてるというこうこうこうことですが、そのとですが、そのとですが、そのとですが、その対対対対

策策策策としてとしてとしてとして示示示示さささされていますのがれていますのがれていますのがれていますのが包括包括包括包括外外外外部委部委部委部委託託託託ででででやっやっやっやっていていていていこうこうこうこうといといといというううう、、、、こうこうこうこうした方した方した方した方向向向向性性性性ではなではなではなではな

いかといかといかといかと思っ思っ思っ思っていますが、ていますが、ていますが、ていますが、本本本本来来来来、自治、自治、自治、自治体体体体の公営の公営の公営の公営ギギギギャャャャンンンンブブブブルルルルといといといといううううのは、のは、のは、のは、戦戦戦戦後、自治後、自治後、自治後、自治体体体体財財財財政政政政がががが

大大大大変な時変な時変な時変な時期期期期に、それによに、それによに、それによに、それによっっっってててて少少少少なくとなくとなくとなくともももも自治自治自治自治体体体体がががが潤潤潤潤ううううよよよよううううにしていにしていにしていにしていこうこうこうこうといといといといううううのがそのがそのがそのがそももももそそそそ

もももものののの目的目的目的目的ではなかではなかではなかではなかっっっったかとたかとたかとたかと思思思思います。公費までいます。公費までいます。公費までいます。公費まで投投投投入してする入してする入してする入してするべきもべきもべきもべきものではないと、基のではないと、基のではないと、基のではないと、基本的本的本的本的

なななな考え考え考え考え方としてはそ方としてはそ方としてはそ方としてはそう思う思う思う思います。います。います。います。

ただ、今のただ、今のただ、今のただ、今の段段段段階階階階でででで従従従従業員の業員の業員の業員の問題問題問題問題だとかいろいろなだとかいろいろなだとかいろいろなだとかいろいろな問題問題問題問題ななななどどどどがありますので、がありますので、がありますので、がありますので、外外外外部委部委部委部委託託託託にににに

したしたしたしたららららななななぜぜぜぜここここれがれがれがれが軽軽軽軽減減減減ささささ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のがのがのがのがもうもうもうもう一つよく一つよく一つよく一つよくわわわわかかかかららららないのですが、ないのですが、ないのですが、ないのですが、結結結結局、人局、人局、人局、人

件費の件費の件費の件費の削削削削減の減の減の減のこここことになるのかととになるのかととになるのかととになるのかと思思思思います。います。います。います。外外外外部委部委部委部委託託託託をしたをしたをしたをしたらららら累累累累積積積積赤字赤字赤字赤字をををを解解解解消消消消するといするといするといするというううう、、、、

その見その見その見その見通通通通しをしをしをしをもうもうもうもう一度、一度、一度、一度、どうどうどうどうしてそしてそしてそしてそううううなるのかをなるのかをなるのかをなるのかを教教教教ええええていただていただていただていただききききたいとたいとたいとたいと思っ思っ思っ思っておりますのておりますのておりますのておりますの

と、今、と、今、と、今、と、今、全国的全国的全国的全国的な動な動な動な動向向向向としては、としては、としては、としては、非非非非常に常に常に常に右肩右肩右肩右肩下下下下がりで、がりで、がりで、がりで、全全全全体体体体としてはとしてはとしてはとしては斜陽斜陽斜陽斜陽産業とい産業とい産業とい産業というううう状況状況状況状況

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っ思っ思っ思っております。ております。ております。ております。

まだ、まだ、まだ、まだ、ここここれは中れは中れは中れは中間間間間報告ですので、今後また報告ですので、今後また報告ですので、今後また報告ですので、今後またここここの県営競輪あり方の県営競輪あり方の県営競輪あり方の県営競輪あり方検討検討検討検討委員会で委員会で委員会で委員会で検討検討検討検討さささされてれてれてれて

続続続続いていくだろいていくだろいていくだろいていくだろううううとととと思思思思いますが、今後いますが、今後いますが、今後いますが、今後どうどうどうどうするかをするかをするかをするかを検討検討検討検討するとするとするとするとききききに、に、に、に、ススススポポポポーーーーツツツツ施設施設施設施設ですのですのですのですの

で、で、で、で、ややややはりそれにはりそれにはりそれにはりそれにふふふふさわさわさわさわしいしいしいしいもももものをのをのをのを検討検討検討検討するするするするべきべきべきべき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います。います。います。います。球球球球技技技技場とかそ場とかそ場とかそ場とかそうううう

したしたしたした施設施設施設施設が奈良県にはが奈良県にはが奈良県にはが奈良県には足ら足ら足ら足らないといないといないといないというううう話話話話ななななどもどもどもども聞聞聞聞いておりますので、そいておりますので、そいておりますので、そいておりますので、そううううしたしたしたしたもももものを中のを中のを中のを中心心心心

としてとしてとしてとして皆皆皆皆さんさんさんさんがががが楽楽楽楽しくしくしくしく集集集集ままままっっっっててててこらこらこらこられるよれるよれるよれるよううううな、そな、そな、そな、そんんんんななななもももものをのをのをのを考え考え考え考えていくのはていくのはていくのはていくのはどうどうどうどうだろだろだろだろうううう

かと、かと、かと、かと、意意意意見として見として見として見として聞聞聞聞いておいていただいたいておいていただいたいておいていただいたいておいていただいたららららいいのですが、いいのですが、いいのですが、いいのですが、本本本本会議で会議で会議で会議でもももも商商商商業業業業施設施設施設施設といといといといううううおおおお

話話話話ももももありましたありましたありましたありましたけけけけれれれれどもどもどもども、、、、ＪＲＪＲＪＲＪＲ大大大大阪阪阪阪駅駅駅駅周周周周がががが辺辺辺辺大き大き大き大きなななな商商商商業業業業施設施設施設施設になになになになっっっっておりますし、あておりますし、あておりますし、あておりますし、あべべべべのののの

ハハハハルカルカルカルカススススななななどもどもどもどもででででききききて、て、て、て、ちょっちょっちょっちょっとととと行け行け行け行けばばばばかなりのかなりのかなりのかなりの商商商商業業業業施設施設施設施設ががががもうもうもうもうででででききききてしまてしまてしまてしまっっっっているとているとているとているときききき

に、に、に、に、果果果果たしてあそたしてあそたしてあそたしてあそここここをををを商商商商業業業業施設施設施設施設にして奈良県に人がにして奈良県に人がにして奈良県に人がにして奈良県に人が来来来来るのかるのかるのかるのかどうどうどうどうかと、そのあたりかと、そのあたりかと、そのあたりかと、そのあたりも総合も総合も総合も総合

的的的的なななな検討検討検討検討が必要ではないかとが必要ではないかとが必要ではないかとが必要ではないかと思思思思います。当います。当います。当います。当面面面面、、、、ここここのののの包括包括包括包括外外外外部委部委部委部委託託託託によによによによっっっって、なて、なて、なて、なぜぜぜぜ赤字赤字赤字赤字がががが解解解解
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消消消消するのかといするのかといするのかといするのかという点う点う点う点について、について、について、について、もうもうもうも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。

○大月地域産業課長○大月地域産業課長○大月地域産業課長○大月地域産業課長 競輪の決算状況です競輪の決算状況です競輪の決算状況です競輪の決算状況ですけけけけれれれれどもどもどもども、今井委員が公費の、今井委員が公費の、今井委員が公費の、今井委員が公費の投投投投入とい入とい入とい入というこうこうこうことをとをとをとを

おおおおっっっっししししゃゃゃゃらららられたのですが、れたのですが、れたのですが、れたのですが、現在現在現在現在、９、９、９、９，，，，００００００００００００万円余万円余万円余万円余りのりのりのりの累累累累積積積積赤字赤字赤字赤字がありますが、それは県がありますが、それは県がありますが、それは県がありますが、それは県

の一般会計かの一般会計かの一般会計かの一般会計からららら公費を公費を公費を公費を投投投投入するのではなくて、次の年の入するのではなくて、次の年の入するのではなくて、次の年の入するのではなくて、次の年の歳歳歳歳入を入を入を入を先先先先食いする、繰食いする、繰食いする、繰食いする、繰上充上充上充上充用する用する用する用する

といといといというううう形形形形で補で補で補で補っっっっていますので、今のとていますので、今のとていますので、今のとていますので、今のとこここころ、競輪特別会計の中でろ、競輪特別会計の中でろ、競輪特別会計の中でろ、競輪特別会計の中で回っ回っ回っ回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状況で状況で状況で状況で

はあります。はあります。はあります。はあります。

それかそれかそれかそれからららら、、、、包括包括包括包括外外外外部委部委部委部委託託託託をするをするをするをするこここことによとによとによとによっっっっててててどどどどのよのよのよのよううううにしてにしてにしてにして赤字赤字赤字赤字がががが解解解解消さ消さ消さ消されるのかといれるのかといれるのかといれるのかとい

ううううごごごご質問質問質問質問ですですですですけけけけれれれれどもどもどもども、中、中、中、中間間間間報告に報告に報告に報告にももももありますよありますよありますよありますよううううに、今、に、今、に、今、に、今、ばばばばららららばばばばららららにいろいろなとにいろいろなとにいろいろなとにいろいろなとこここころろろろ

に業務委に業務委に業務委に業務委託託託託をしている業務につをしている業務につをしている業務につをしている業務につききききまして、まして、まして、まして、ここここれを一つの委れを一つの委れを一つの委れを一つの委託先託先託先託先にまとめてにまとめてにまとめてにまとめて包括包括包括包括して委して委して委して委託託託託すすすす

るとるとるとると請請請請けけけけ負負負負うううう業者がお業者がお業者がお業者がおらららられて、それて、それて、それて、そうううういいいいうううう方方方方 々々々々にににに発発発発注注注注をすると、見をすると、見をすると、見をすると、見積積積積ももももりとかを出していたりとかを出していたりとかを出していたりとかを出していた

だいただいただいただいた結果結果結果結果、、、、最最最最大大大大９９９９，，，，００００００００００００万円万円万円万円ぐぐぐぐららららいはいはいはいは削削削削減で減で減で減でききききるだろるだろるだろるだろううううとととと考え考え考え考えており、当ており、当ており、当ており、当然然然然、売り、売り、売り、売り上上上上

げげげげををををふふふふややややすすすすここここととととも大も大も大も大事な事な事な事なこここことですとですとですとですけけけけれれれれどもどもどもども、、、、ややややはりはりはりはりシミュシミュシミュシミュレレレレーーーーシシシショョョョンにありますよンにありますよンにありますよンにありますよううううに、に、に、に、

売り売り売り売り上げ上げ上げ上げのののの伸伸伸伸びびびびはなかなか見はなかなか見はなかなか見はなかなか見込込込込めないといめないといめないといめないというこうこうこうことで、とで、とで、とで、若干若干若干若干下下下下がるといがるといがるといがるというううう見見見見込込込込みの中でみの中でみの中でみの中でもももも包包包包

括括括括外外外外部委部委部委部委託託託託をするをするをするをするこここことで、とで、とで、とで、コスコスコスコスト削ト削ト削ト削減をする減をする減をする減をするここここととととやややや、それ、それ、それ、それププププラスラスラスラス西西西西日日日日本カップ本カップ本カップ本カップをををを導導導導入した入した入した入した

りするりするりするりするこここことととともももも継継継継続続続続してしてしてしてやっやっやっやっていくと、ていくと、ていくと、ていくと、包括包括包括包括外外外外部委部委部委部委託託託託をををを導導導導入する場入する場入する場入する場合合合合で売りで売りで売りで売り上げ上げ上げ上げの減の減の減の減少少少少がががが

２２２２％％％％といといといといううううシミュシミュシミュシミュレレレレーーーーシシシショョョョンの場ンの場ンの場ンの場合合合合でしたでしたでしたでしたらららら、平成２８年度に、平成２８年度に、平成２８年度に、平成２８年度に単単単単年度で年度で年度で年度で何何何何とかとかとかとか黒字黒字黒字黒字が出るが出るが出るが出る

といといといという可能う可能う可能う可能性性性性もももも見見見見ええええててててききききたといたといたといたというこうこうこうことで、とで、とで、とで、包括包括包括包括外外外外部委部委部委部委託託託託をするをするをするをするこここことによとによとによとによっっっってててて大き大き大き大きななななコスコスコスコストトトト

削削削削減が減が減が減が可能可能可能可能になり、になり、になり、になり、黒字黒字黒字黒字のののの芽芽芽芽もももも出てくると出てくると出てくると出てくると考え考え考え考えているとているとているとているとこここころで、ろで、ろで、ろで、ここここのののの形形形形をををを進進進進めていめていめていめていききききたい、たい、たい、たい、

検討検討検討検討していしていしていしていききききたいとたいとたいとたいと考え考え考え考えているとているとているとているとこここころです。ろです。ろです。ろです。

○今井委員○今井委員○今井委員○今井委員 わわわわかりましたとかりましたとかりましたとかりましたと余余余余りはりはりはりはっきっきっきっきりりりり言言言言ええええないのですないのですないのですないのですけけけけれれれれどもどもどもども、そ、そ、そ、そうううういいいいううううシミュシミュシミュシミュレレレレーーーー

シシシショョョョンが出ているといンが出ているといンが出ているといンが出ているというこうこうこうことですので、またとですので、またとですので、またとですので、また勉強勉強勉強勉強させさせさせさせていただていただていただていただきききき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、、、、最最最最後に、後に、後に、後に、豊豊豊豊かなかなかなかな海海海海づづづづくりくりくりくり大大大大会の計会の計会の計会の計画画画画ですが、ですが、ですが、ですが、ここここれは一れは一れは一れは一過過過過性性性性ののののイイイイベベベベンンンントトトトにににに終わ終わ終わ終わ

らせらせらせらせてはいてはいてはいてはいけけけけないないないない大大大大事な事な事な事な問題問題問題問題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っ思っ思っ思っております。それで、ております。それで、ております。それで、ております。それで、大大大大滝ダ滝ダ滝ダ滝ダムムムムがでがでがでができきききましましましまし

てかてかてかてからららら、、、、川川川川上上上上村に村に村に村に行行行行かかかかせせせせててててもらっもらっもらっもらったのですたのですたのですたのですけけけけれれれれどもどもどもども、、、、ダダダダムムムムはははは確確確確かに水がたまかに水がたまかに水がたまかに水がたまっっっっているのでているのでているのでているので

すが、すが、すが、すが、もうもうもうもう直直直直下下下下のののの川川川川にににに全全全全く水がなくて、く水がなくて、く水がなくて、く水がなくて、石石石石ががががもう土もう土もう土もう土でででで干干干干上上上上ががががっっっってててて固固固固ままままっっっ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状状状状態態態態

で、で、で、で、近近近近くの方かくの方かくの方かくの方からもこんらもこんらもこんらもこんなになるのだなといなになるのだなといなになるのだなといなになるのだなというううう意意意意見な見な見な見などもどもどもども言言言言わわわわれておりました。れておりました。れておりました。れておりました。

ここここのののの大大大大滝ダ滝ダ滝ダ滝ダムムムムのののの上上上上流流流流にありますにありますにありますにあります三三三三之之之之公とい公とい公とい公という原う原う原う原生林の部分が、一部は生林の部分が、一部は生林の部分が、一部は生林の部分が、一部は川川川川上上上上村が村が村が村が購購購購入して入して入して入して

整備整備整備整備ををををさささされていまして、すれていまして、すれていまして、すれていまして、すばばばばららららしいしいしいしい原原原原生林がで生林がで生林がで生林ができきききているのですているのですているのですているのですけけけけれれれれどもどもどもども、その、その、その、そのもうもうもうもう一つの一つの一つの一つの

方は方は方は方は製製製製紙紙紙紙会社が会社が会社が会社が大大大大量伐量伐量伐量伐採採採採して、そのままのして、そのままのして、そのままのして、そのままの形形形形でででで放放放放置さ置さ置さ置されていまして、それていまして、それていまして、それていまして、そここここににににも以も以も以も以前前前前行き行き行き行きまままま

したしたしたしたけけけけれれれれどもどもどもども、、、、もう土もう土もう土もう土ががががぼぼぼぼろろろろぼぼぼぼろで、手でろで、手でろで、手でろで、手でさわっさわっさわっさわっててててもももも崩崩崩崩れてしまれてしまれてしまれてしまううううよよよよううううな状な状な状な状態態態態のののの土土土土ななななどどどどがががが
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ありまして、ありまして、ありまして、ありまして、豊豊豊豊かなかなかなかな海海海海づづづづくりくりくりくり大大大大会とい会とい会とい会というううう時時時時期期期期ででででももももございますし、県なりございますし、県なりございますし、県なりございますし、県なり国国国国なりの公なりの公なりの公なりの公的的的的なななな責責責責

任で任で任で任できちんきちんきちんきちんとととと原原原原生林の部分を生林の部分を生林の部分を生林の部分を整備整備整備整備していただしていただしていただしていただききききたいと願たいと願たいと願たいと願っっっっております。ております。ております。ております。ここここれにつれにつれにつれにつききききましてましてましてまして

は要は要は要は要望望望望しておしておしておしておきききき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。

○田中委員○田中委員○田中委員○田中委員 おおおお答答答答ええええをといをといをといをといううううよりよりよりよりもももも、、、、どちらどちらどちらどちらかといかといかといかといううううと、と、と、と、意意意意見を見を見を見を申申申申しししし上げ上げ上げ上げてごてごてごてご検討検討検討検討いただいただいただいただ

ききききたいたいたいたいこここことをとをとをとを申申申申しししし上げ上げ上げ上げておておておておきききき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。

ままままずずずず、競輪でございます、競輪でございます、競輪でございます、競輪でございますけけけけれれれれどもどもどもども、、、、存存存存続続続続の方の方の方の方向向向向としてのとしてのとしてのとしての包括包括包括包括外外外外部委部委部委部委託託託託のよのよのよのよううううにににに思え思え思え思えるのるのるのるの

ですが、ですが、ですが、ですが、廃廃廃廃止止止止をするなをするなをするなをするなららららばばばばどどどどれれれれぐぐぐぐららららいの経費がかかるかといいの経費がかかるかといいの経費がかかるかといいの経費がかかるかというこうこうこうこととととも含も含も含も含めて、めて、めて、めて、廃廃廃廃止止止止についについについについ

ててててもももも、、、、ややややはりはりはりはり再再再再度、ご度、ご度、ご度、ご検討検討検討検討しておいていただく必要があるのではないかとしておいていただく必要があるのではないかとしておいていただく必要があるのではないかとしておいていただく必要があるのではないかと思思思思います。５います。５います。５います。５，，，，

００００００００００００万円万円万円万円なり１なり１なり１なり１億円億円億円億円近近近近い金額をい金額をい金額をい金額を投投投投資して資して資して資してももももいいと、いいと、いいと、いいと、耐震耐震耐震耐震のののの投投投投資をして資をして資をして資をしてももももいいといいいといいいといいいというこうこうこうことととと

ももももおおおお考え考え考え考えいただいているよいただいているよいただいているよいただいているよううううですですですですけけけけれれれれどもどもどもども、、、、ここここれれれれもももも平成２８年平成２８年平成２８年平成２８年ぐぐぐぐららららいまでの中でいまでの中でいまでの中でいまでの中で包括包括包括包括外外外外部部部部

委委委委託託託託するといするといするといするという考えう考えう考えう考えのよのよのよのよううううでございますので、でございますので、でございますので、でございますので、包括包括包括包括外外外外部委部委部委部委託託託託ををををやっやっやっやってみたてみたてみたてみたけけけけれれれれどもどもどもども必必必必ずずずずしししし

もうもうもうもうまくいかなかまくいかなかまくいかなかまくいかなかっっっったといたといたといたというこうこうこうこととととももももありありありあり得得得得るとるとるとると思っ思っ思っ思っています。ています。ています。ています。

ななななぜぜぜぜかといかといかといかといううううと、今井委員のおと、今井委員のおと、今井委員のおと、今井委員のおっっっっししししゃゃゃゃっっっった部分の中でた部分の中でた部分の中でた部分の中で少少少少し関係があし関係があし関係があし関係があっっっって、て、て、て、逆逆逆逆ななななこここことをとをとをとを言言言言

ううううよよよよううううでででで申申申申ししししわけわけわけわけないのですないのですないのですないのですけけけけれれれれどもどもどもども、、、、ここここの報告の７の報告の７の報告の７の報告の７ペペペペーーーージジジジ、、、、留留留留意意意意点点点点について次のとおりについて次のとおりについて次のとおりについて次のとおり

だといだといだといだというこうこうこうことでとでとでとで足足足足かかかかせせせせをしておをしておをしておをしておらららられるれるれるれるわけわけわけわけです。県のです。県のです。県のです。県の施設施設施設施設をををを外外外外部に委部に委部に委部に委託託託託して、して、して、して、民間民間民間民間で経営で経営で経営で経営

したしたしたしたらうらうらうらうまくいまくいまくいまくいっっっったといたといたといたというううう事例はある事例はある事例はある事例はあるこここことはありますとはありますとはありますとはありますけけけけれれれれどもどもどもども、、、、ここここれはだめ、れはだめ、れはだめ、れはだめ、こうこうこうこうしないしないしないしない

とだめといとだめといとだめといとだめというこうこうこうことで、とで、とで、とで、枠枠枠枠をををを狭狭狭狭めてしまめてしまめてしまめてしまっっっったたたたらららら、、、、宣宣宣宣伝伝伝伝すれすれすれすれば客ば客ば客ば客がががが来来来来るといるといるといるといううううおおおお話話話話のよのよのよのよううううにににに聞聞聞聞

こえこえこえこえるのでするのでするのでするのですけけけけれれれれどもどもどもども、、、、先先先先ほほほほどどどどの競の競の競の競馬馬馬馬をををを含含含含め、ほかの競輪場をめ、ほかの競輪場をめ、ほかの競輪場をめ、ほかの競輪場を含含含含め、競め、競め、競め、競艇艇艇艇もももも入れて入れて入れて入れて客客客客数数数数のののの

推移推移推移推移をををを考え考え考え考えてみますと、てみますと、てみますと、てみますと、大大大大幅幅幅幅にににに集集集集客客客客するするするするこここことのとのとのとの困困困困難難難難ささささといといといといううううのはのはのはのはややややはりはりはりはり感感感感じじじじ取取取取れるとれるとれるとれると思思思思いいいい

ますし、ますし、ますし、ますし、余余余余りりりり合合合合理理理理化化化化のためののためののためののための足足足足かかかかせせせせをすると、をすると、をすると、をすると、利利利利益が出て益が出て益が出て益が出てここここなくなるとなくなるとなくなるとなくな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、逆逆逆逆

に、今、に、今、に、今、に、今、包括包括包括包括外外外外部委部委部委部委託託託託をするのであれをするのであれをするのであれをするのであればばばば、、、、足足足足かかかかせせせせはではではではでききききるだるだるだるだけけけけ外外外外しておく方が今後のしておく方が今後のしておく方が今後のしておく方が今後の運運運運営営営営

者にと者にと者にと者にとっっっってはてはてはては運運運運営し営し営し営しややややすいとすいとすいとすいと思わ思わ思わ思われます。れます。れます。れます。

コアコアコアコアの部分についての公明、公正の部分についての公明、公正の部分についての公明、公正の部分についての公明、公正ささささでありますとか、明でありますとか、明でありますとか、明でありますとか、明ららららかにしているといかにしているといかにしているといかにしているというううう部分、中部分、中部分、中部分、中

枢枢枢枢ははははきちんきちんきちんきちんととととさささされるだろれるだろれるだろれるだろううううとととと思思思思いますかいますかいますかいますからららら、そ、そ、そ、そここここはははは心心心心配は配は配は配は余余余余りしていないのですりしていないのですりしていないのですりしていないのですけけけけれれれれどもどもどもども、、、、

事業を事業を事業を事業を継継継継続続続続するといするといするといするというこうこうこうことにとにとにとにばばばばかりかりかりかり目目目目がいがいがいがいっっっって、て、て、て、本本本本質質質質の部分、の部分、の部分、の部分、先先先先ほほほほどもどもどもどもほかの方かほかの方かほかの方かほかの方からもらもらもらもおおおお

っっっっししししゃゃゃゃらららられましたれましたれましたれましたけけけけれれれれどもどもどもども、事業は、事業は、事業は、事業は何何何何のためにするかといのためにするかといのためにするかといのためにするかというこうこうこうことをとをとをとを考え考え考え考えましたましたましたましたらららら、一、一、一、一番番番番最最最最

初初初初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に、に、に、に、廃廃廃廃止止止止といといといというこうこうこうこととととも含も含も含も含めて、まだ県のおめて、まだ県のおめて、まだ県のおめて、まだ県のお考え考え考え考えの中にはおの中にはおの中にはおの中にはお持ち持ち持ち持ちいただいいただいいただいいただい

ておいてしかるておいてしかるておいてしかるておいてしかるべきべきべきべきかとかとかとかと思っ思っ思っ思っています。ています。ています。ています。

それかそれかそれかそれからららら、、、、もうもうもうもう一つの案件は、一つの案件は、一つの案件は、一つの案件は、ききききののののうううう、、、、大大大大宇宇宇宇陀陀陀陀かかかからららら県県県県境境境境までまでまでまで夜走夜走夜走夜走りましたりましたりましたりましたらららら、、、、シシシシカカカカ５５５５頭頭頭頭

に出会いました。に出会いました。に出会いました。に出会いました。わずわずわずわずか３０か３０か３０か３０キキキキロメロメロメロメーーーートルトルトルトルぐぐぐぐららららいのいのいのいの距距距距離離離離の中で、の中で、の中で、の中で、夜夜夜夜ですですですですけけけけれれれれどもどもどもどもそれだそれだそれだそれだけけけけ
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ののののシシシシカカカカと出会と出会と出会と出会うわけうわけうわけうわけです。それで、です。それで、です。それで、です。それで、ここここれはれはれはれは昼昼昼昼間間間間の出の出の出の出没没没没とととと夜夜夜夜の出の出の出の出没没没没とでは状況がとでは状況がとでは状況がとでは状況が違違違違うこうこうこうことととともももも

あるのですあるのですあるのですあるのですけけけけれれれれどもどもどもども、、、、ややややはり人はり人はり人はり人けけけけがなくなるとがなくなるとがなくなるとがなくなると途途途途端端端端に出てくるといに出てくるといに出てくるといに出てくるというううう状況にあります。状況にあります。状況にあります。状況にあります。

それで、それで、それで、それで、有有有有害害害害鳥獣鳥獣鳥獣鳥獣ののののこここことは、それとは、それとは、それとは、それここここそ１０年そ１０年そ１０年そ１０年以上ずっ以上ずっ以上ずっ以上ずっとととと毎毎毎毎年年年年毎毎毎毎年いろいろとお願いして年いろいろとお願いして年いろいろとお願いして年いろいろとお願いして

いるいるいるいるわけわけわけわけですですですですけけけけれれれれどもどもどもども、お願いしたか、お願いしたか、お願いしたか、お願いしたからららら、、、、削削削削減減減減頭頭頭頭数数数数ががががふふふふええええたかたかたかたかららららよくなよくなよくなよくなっっっったといたといたといたというこうこうこうことにとにとにとに

はなはなはなはなららららないで、まだまだ出てくるといないで、まだまだ出てくるといないで、まだまだ出てくるといないで、まだまだ出てくるというううう、そ、そ、そ、そんんんんなななな感感感感じがしてなじがしてなじがしてなじがしてなららららないのです。ないのです。ないのです。ないのです。削削削削減減減減目目目目標標標標頭頭頭頭

数数数数も昨も昨も昨も昨年度は２年度は２年度は２年度は２，，，，００００００００００００頭頭頭頭ですかですかですかですからららら、それは、それは、それは、それはもうもうもうもう達達達達成したとい成したとい成したとい成したというこうこうこうことでごとでごとでごとでご尽尽尽尽力力力力いただいたいただいたいただいたいただいた

こここことはよくとはよくとはよくとはよくわわわわかかかかっっっっていますが、一ていますが、一ていますが、一ていますが、一層層層層、、、、捕捕捕捕獲獲獲獲圧圧圧圧をををを強強強強めていただいて、めていただいて、めていただいて、めていただいて、被被被被害害害害にににに遭遭遭遭わわわわないよないよないよないよううううなななな

対策対策対策対策をしをしをしをしっっっっかりとかりとかりとかりと講講講講じていただじていただじていただじていただきききき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。

今、今、今、今、講講講講じていただいているじていただいているじていただいているじていただいている対策対策対策対策の中で、一つはの中で、一つはの中で、一つはの中で、一つは侵侵侵侵入入入入防防防防護護護護柵柵柵柵ををををやっやっやっやっていただいています。ていただいています。ていただいています。ていただいています。

ここここれれれれもももも距距距距離離離離がががが随随随随分と分と分と分と伸伸伸伸びびびびました。おかました。おかました。おかました。おかげさげさげさげさまで村の中にまで村の中にまで村の中にまで村の中にシシシシカカカカとかとかとかとかイイイイノシシノシシノシシノシシとかが入とかが入とかが入とかが入っっっっててててここここ

らららられないよれないよれないよれないよううううなななな施策施策施策施策がががが講講講講じじじじらららられているのです。金れているのです。金れているのです。金れているのです。金網網網網みたいなみたいなみたいなみたいなもももものをのをのをのをやっやっやっやっていただいているていただいているていただいているていただいている

のですのですのですのですけけけけれれれれどもどもどもども、それ、それ、それ、それもももも質質質質がいろいろあるよがいろいろあるよがいろいろあるよがいろいろあるよううううで、で、で、で、イイイイノシシノシシノシシノシシがががが首首首首をををを上げ上げ上げ上げててててフェフェフェフェンンンンススススをををを揺揺揺揺りりりり

動かした動かした動かした動かしたらららら、、、、下下下下かかかからららら潜潜潜潜っっっって入れるといて入れるといて入れるといて入れるというもうもうもうものまであるよのまであるよのまであるよのまであるよううううでございますので、でございますので、でございますので、でございますので、せっせっせっせっかく予かく予かく予かく予

算補算補算補算補助助助助を出してを出してを出してを出してやっやっやっやっててててもらっもらっもらっもらっているているているている侵侵侵侵入入入入防防防防護護護護柵柵柵柵ですので、でですので、でですので、でですので、でききききるだるだるだるだけ品け品け品け品質質質質をををを確確確確保で保で保で保でききききるよるよるよるよ

ううううご配ご配ご配ご配慮慮慮慮いただいただいただいただききききたいとたいとたいとたいと思っ思っ思っ思っています。ています。ています。ています。

以上以上以上以上２２２２点点点点、自分なりの要、自分なりの要、自分なりの要、自分なりの要望望望望といいますか、といいますか、といいますか、といいますか、考え考え考え考えをををを申申申申しししし上げさせ上げさせ上げさせ上げさせていただていただていただていただききききました。ました。ました。ました。

○岡委員長○岡委員長○岡委員長○岡委員長 答答答答弁弁弁弁はよろしいですはよろしいですはよろしいですはよろしいですねねねね。。。。

○田中委員○田中委員○田中委員○田中委員 はい、はい、はい、はい、答答答答弁弁弁弁はははは結結結結構構構構です。です。です。です。

○岡委員長○岡委員長○岡委員長○岡委員長 ほかにございますか。ほかにございますか。ほかにございますか。ほかにございますか。

○猪奥副委員長○猪奥副委員長○猪奥副委員長○猪奥副委員長 競輪に関して、競輪に関して、競輪に関して、競輪に関して、細細細細かいかいかいかいこここことですとですとですとですけけけけれれれれどもどもどもども、、、、去去去去年年年年もももも質問質問質問質問させさせさせさせていただていただていただていただききききまままま

したが、おしたが、おしたが、おしたが、お借借借借りになりになりになりにならららられているれているれているれている駐車駐車駐車駐車場の場の場の場のこここことです。とです。とです。とです。ここここのののの包括包括包括包括外外外外部委部委部委部委託託託託をするに当たをするに当たをするに当たをするに当たっっっって、て、て、て、

今お今お今お今お借借借借りになりになりになりにならららられているれているれているれている駐車駐車駐車駐車場はそのまま、またそれを場はそのまま、またそれを場はそのまま、またそれを場はそのまま、またそれを借借借借りりりりらららられるのですか。れるのですか。れるのですか。れるのですか。

○大月地域産業課長○大月地域産業課長○大月地域産業課長○大月地域産業課長 駐車駐車駐車駐車場を場を場を場をどどどどれだれだれだれだけ借け借け借け借りるかといりるかといりるかといりるかといううううのはのはのはのはもちもちもちもちろろろろんんんん包括包括包括包括外外外外部委部委部委部委託託託託とは直とは直とは直とは直

接接接接、関、関、関、関連連連連しないしないしないしないこここことはないのですとはないのですとはないのですとはないのですけけけけれれれれどもどもどもども、、、、どどどどれだれだれだれだけけけけのおのおのおのお客客客客様様様様がががが来来来来るかですので、今のとるかですので、今のとるかですので、今のとるかですので、今のと

こここころ、だろ、だろ、だろ、だんんんんだだだだんんんんおおおお客客客客様様様様が減が減が減が減っっっっててててききききている状況の中で、ている状況の中で、ている状況の中で、ている状況の中で、現現現現状として状として状として状としてもむもむもむもむだな経費をだな経費をだな経費をだな経費を省省省省くといくといくといくとい

うううう形形形形で、で、で、で、もうずっもうずっもうずっもうずっとととと削削削削減の方減の方減の方減の方向向向向にありまして、にありまして、にありまして、にありまして、包括包括包括包括外外外外部委部委部委部委託託託託をををを導導導導入するか入するか入するか入するからこらこらこらこの部分をすの部分をすの部分をすの部分をす

ぐぐぐぐ削除削除削除削除するといするといするといするという考えう考えう考えう考え方はありま方はありま方はありま方はありませんせんせんせん。。。。

○猪奥副委員長○猪奥副委員長○猪奥副委員長○猪奥副委員長 とすると、今とすると、今とすると、今とすると、今借借借借りておりておりておりておらららられるれるれるれる駐車駐車駐車駐車場はそのまま委場はそのまま委場はそのまま委場はそのまま委託託託託のののの対対対対象象象象になるとになるとになるとになると考え考え考え考え

ておておておておらららられるといれるといれるといれるというこうこうこうことですよとですよとですよとですよねねねね。。。。

○大月地域産業課長○大月地域産業課長○大月地域産業課長○大月地域産業課長 経費を減経費を減経費を減経費を減ららららしたいといしたいといしたいといしたいというこうこうこうことがあとがあとがあとがあっっっって、て、て、て、毎毎毎毎年見直して、必要のない年見直して、必要のない年見直して、必要のない年見直して、必要のない
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分はお分はお分はお分はお返返返返しするといしするといしするといしするというこうこうこうことを今とを今とを今とを今も続けも続けも続けも続けていますので、また次の年に見直して、ていますので、また次の年に見直して、ていますので、また次の年に見直して、ていますので、また次の年に見直して、もうこもうこもうこもうこの部の部の部の部

分はお分はお分はお分はお借借借借りする必要がないといりする必要がないといりする必要がないといりする必要がないといううううととととこここころがろがろがろがどこどこどこどこか出てくれか出てくれか出てくれか出てくればばばばおおおお返返返返しするといしするといしするといしするというこうこうこうことになるとになるとになるとになる

とととと思思思思います。います。います。います。

○猪奥副委員長○猪奥副委員長○猪奥副委員長○猪奥副委員長 何何何何度度度度もももも、、、、ここここのののの問題問題問題問題をををを取取取取りりりり上げ上げ上げ上げていますていますていますていますけけけけれれれれどもどもどもども、年、年、年、年間大間大間大間大体体体体３３３３，，，，００００００００００００万万万万

円円円円ほほほほどどどどのののの賃賃賃賃料が必要で、その料が必要で、その料が必要で、その料が必要で、そのうちうちうちうち年年年年間間間間４日４日４日４日間間間間しか開かれていないしか開かれていないしか開かれていないしか開かれていない駐車駐車駐車駐車場を場を場を場を借借借借りりりり続けら続けら続けら続けられてれてれてれて

いる中で、いる中で、いる中で、いる中で、苦苦苦苦しいかしいかしいかしいからららら次の次の次の次のステステステステップップップップをといをといをといをといううううのは、のは、のは、のは、私私私私はなかなか理はなかなか理はなかなか理はなかなか理解解解解がががが得ら得ら得ら得られないのかとれないのかとれないのかとれないのかと

も思っも思っも思っも思っております。ております。ております。ております。ずっずっずっずっとととと使使使使っっっっておておておておらららられるれるれるれる駐車駐車駐車駐車場だ場だ場だ場だっっっったたたたらららら問題問題問題問題ないのですないのですないのですないのですけけけけれれれれどもどもどもども、、、、稼稼稼稼働働働働

率率率率がががが著著著著しくしくしくしく低低低低いいいいもももものに関しては、のに関しては、のに関しては、のに関しては、積極積極積極積極的的的的におにおにおにお返返返返しになるごしになるごしになるごしになるご努努努努力力力力ををををここここれまでれまでれまでれまでもこもこもこもこれかれかれかれからも続らも続らも続らも続

けけけけていただていただていただていただきききき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。以上以上以上以上です。です。です。です。

○岡委員長○岡委員長○岡委員長○岡委員長 ほかにありまほかにありまほかにありまほかにありませんせんせんせんか。か。か。か。

では、ほかになでは、ほかになでは、ほかになでは、ほかになけけけけれれれればばばば、、、、ここここれをれをれをれをもちもちもちもちましてましてましてまして質質質質疑疑疑疑をををを終わ終わ終わ終わります。ります。ります。ります。

次に、委員長報告についてでありますが、次に、委員長報告についてでありますが、次に、委員長報告についてでありますが、次に、委員長報告についてでありますが、本本本本会議で会議で会議で会議で反反反反対対対対討討討討論論論論ををををさささされる場れる場れる場れる場合合合合は、委員長報は、委員長報は、委員長報は、委員長報

告に告に告に告に反反反反対対対対意意意意見を記見を記見を記見を記載載載載しないしないしないしないここここととなととなととなととなっっっっております。ております。ております。ております。

日日日日本本本本共共共共産産産産党党党党さんさんさんさんは、は、は、は、反反反反対対対対討討討討論論論論さささされますか。れますか。れますか。れますか。

○今井委員○今井委員○今井委員○今井委員 します。します。します。します。

○岡委員長○岡委員長○岡委員長○岡委員長 はい。はい。はい。はい。

では、議第３９号中当委員会所管分、議第４０号、議第４２号については、委員長報告では、議第３９号中当委員会所管分、議第４０号、議第４２号については、委員長報告では、議第３９号中当委員会所管分、議第４０号、議第４２号については、委員長報告では、議第３９号中当委員会所管分、議第４０号、議第４２号については、委員長報告

にににに反反反反対対対対意意意意見を記見を記見を記見を記載載載載しましましましませんせんせんせんので、よろしくお願いをいたします。ので、よろしくお願いをいたします。ので、よろしくお願いをいたします。ので、よろしくお願いをいたします。

次に、委員長報告についてでありますが、正副委員長に一任していただ次に、委員長報告についてでありますが、正副委員長に一任していただ次に、委員長報告についてでありますが、正副委員長に一任していただ次に、委員長報告についてでありますが、正副委員長に一任していただけけけけますか。ますか。ますか。ますか。

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

○岡委員長○岡委員長○岡委員長○岡委員長 はい。それでは、そのよはい。それでは、そのよはい。それでは、そのよはい。それでは、そのよううううににににさせさせさせさせていただていただていただていただききききます。ます。ます。ます。

それでは、それでは、それでは、それでは、閉閉閉閉会に当たりまして、一会に当たりまして、一会に当たりまして、一会に当たりまして、一言言言言ごあいごあいごあいごあいささささつをつをつをつを申申申申しししし上げ上げ上げ上げます。ます。ます。ます。

特別な事特別な事特別な事特別な事情情情情が生じないが生じないが生じないが生じない限限限限り、ただいまのり、ただいまのり、ただいまのり、ただいまの構構構構成による当委員会は、成による当委員会は、成による当委員会は、成による当委員会は、本本本本日の委員会を日の委員会を日の委員会を日の委員会をもっもっもっもってててて

最最最最終終終終になるかとになるかとになるかとになるかと思思思思います。います。います。います。昨昨昨昨年７月より、委員年７月より、委員年７月より、委員年７月より、委員各各各各位位位位には、当委員会所管事項でありますには、当委員会所管事項でありますには、当委員会所管事項でありますには、当委員会所管事項であります商商商商

工工工工業、農林業の振興につ業、農林業の振興につ業、農林業の振興につ業、農林業の振興につききききましてましてましてまして終終終終始始始始熱熱熱熱心心心心にご審議いただにご審議いただにご審議いただにご審議いただききききました。また、理事者におかました。また、理事者におかました。また、理事者におかました。また、理事者におか

れましてれましてれましてれましてもももも、、、、種種種種 々々々々のののの問題問題問題問題についてについてについてについて積極積極積極積極的的的的なななな取取取取り組みをいただり組みをいただり組みをいただり組みをいただききききました。おかました。おかました。おかました。おかげげげげををををもちもちもちもちましましましまし

てててて無無無無事任務を事任務を事任務を事任務を果果果果たすたすたすたすこここことがでとがでとがでとができきききましたましたましたましたこここことを、委員とを、委員とを、委員とを、委員各各各各位位位位並び並び並び並びに理事者のに理事者のに理事者のに理事者の皆皆皆皆様様様様方に方に方に方に厚厚厚厚くくくく感感感感謝謝謝謝

をををを申申申申しししし上げ上げ上げ上げ、、、、簡簡簡簡単単単単ではございますが、正副委員長のではございますが、正副委員長のではございますが、正副委員長のではございますが、正副委員長の御御御御礼礼礼礼のごあいのごあいのごあいのごあいささささつとつとつとつとさせさせさせさせていただていただていただていただききききまままま

す。す。す。す。

ありがとありがとありがとあ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。



---- 44449999 ----

以上以上以上以上でででで本本本本日の委員会を日の委員会を日の委員会を日の委員会を終わ終わ終わ終わります。ります。ります。ります。


