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予 算 審 査 特 別 委 員 会 記 録予 算 審 査 特 別 委 員 会 記 録予 算 審 査 特 別 委 員 会 記 録予 算 審 査 特 別 委 員 会 記 録＜＜＜＜農林部農林部農林部農林部・・・・土木部土木部土木部土木部・・・・まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり推進局推進局推進局推進局・・・・水道局水道局水道局水道局＞＞＞＞平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年９９９９月月月月２７２７２７２７日日日日（（（（月月月月）））） １３１３１３１３：：：：１８１８１８１８～～～～１６１６１６１６：：：：４２４２４２４２開催日時開催日時開催日時開催日時 第第第第１１１１委員会室委員会室委員会室委員会室開催場所開催場所開催場所開催場所 １０１０１０１０名名名名出席委員出席委員出席委員出席委員 井岡 正徳 委員長井岡 正徳 委員長井岡 正徳 委員長井岡 正徳 委員長藤野 良次 副委員長藤野 良次 副委員長藤野 良次 副委員長藤野 良次 副委員長大国 正博 委員大国 正博 委員大国 正博 委員大国 正博 委員田中 惟允 委員田中 惟允 委員田中 惟允 委員田中 惟允 委員浅川 清仁 委員浅川 清仁 委員浅川 清仁 委員浅川 清仁 委員中野 明美 委員中野 明美 委員中野 明美 委員中野 明美 委員粒谷 友示 委員粒谷 友示 委員粒谷 友示 委員粒谷 友示 委員今井 光子 委員今井 光子 委員今井 光子 委員今井 光子 委員中村 昭 委員中村 昭 委員中村 昭 委員中村 昭 委員山下 力 委員山下 力 委員山下 力 委員山下 力 委員なしなしなしなし欠席委員欠席委員欠席委員欠席委員 窪田 副知事窪田 副知事窪田 副知事窪田 副知事出席理事者出席理事者出席理事者出席理事者 稲山 総務部長稲山 総務部長稲山 総務部長稲山 総務部長冨岡 農林部長冨岡 農林部長冨岡 農林部長冨岡 農林部長川﨑 土木部長川﨑 土木部長川﨑 土木部長川﨑 土木部長上田上田上田上田まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり推進局長推進局長推進局長推進局長浅井 水道局長浅井 水道局長浅井 水道局長浅井 水道局長 ほかほかほかほか、、、、関係職員関係職員関係職員関係職員なしなしなしなし傍 聴 者傍 聴 者傍 聴 者傍 聴 者 ９９９９月定例県議会提出議案月定例県議会提出議案月定例県議会提出議案月定例県議会提出議案についてについてについてについて議 事議 事議 事議 事＜＜＜＜会議会議会議会議のののの経過経過経過経過＞＞＞＞ただいまからただいまからただいまからただいまから会議会議会議会議をををを再開再開再開再開しますしますしますします。。。。○○○○井岡委員長井岡委員長井岡委員長井岡委員長なおなおなおなお、、、、理事者理事者理事者理事者においてにおいてにおいてにおいて、、、、吉川砂防課長吉川砂防課長吉川砂防課長吉川砂防課長がががが欠席欠席欠席欠席されておりされておりされておりされており、、、、代理代理代理代理にににに入口砂防課課長補佐入口砂防課課長補佐入口砂防課課長補佐入口砂防課課長補佐がががが出席出席出席出席されていますのでごされていますのでごされていますのでごされていますのでご了解願了解願了解願了解願いますいますいますいます。。。。それではそれではそれではそれでは、、、、日程日程日程日程にににに従従従従いいいい、、、、農林部農林部農林部農林部、、、、土木部土木部土木部土木部、、、、まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり推進局推進局推進局推進局、、、、水道局水道局水道局水道局のののの審査審査審査審査をををを行行行行いますいますいますいます。。。。
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議案議案議案議案についてについてについてについて、、、、農林部長農林部長農林部長農林部長、、、、まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり推進局長推進局長推進局長推進局長のののの順順順順にににに説明願説明願説明願説明願いますいますいますいます。。。。なおなおなおなお、、、、土木部土木部土木部土木部、、、、水道局水道局水道局水道局はははは付託議案付託議案付託議案付託議案がないとのことでありますがないとのことでありますがないとのことでありますがないとのことであります。。。。農林部所管農林部所管農林部所管農林部所管のののの９９９９月定例県議会提出議案月定例県議会提出議案月定例県議会提出議案月定例県議会提出議案についてごについてごについてごについてご説明申説明申説明申説明申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。○○○○冨岡農林部長冨岡農林部長冨岡農林部長冨岡農林部長農林部所管農林部所管農林部所管農林部所管のののの議案議案議案議案はははは、、、、議第議第議第議第５１５１５１５１号号号号、、、、平成平成平成平成２２２２２２２２年度奈良県一般会計補正予算案年度奈良県一般会計補正予算案年度奈良県一般会計補正予算案年度奈良県一般会計補正予算案（（（（第第第第１１１１号号号号））））とととと、、、、議第議第議第議第６１６１６１６１号号号号、、、、農道整備事業農道整備事業農道整備事業農道整備事業にかかるにかかるにかかるにかかる請負契約請負契約請負契約請負契約のののの締結締結締結締結についてのについてのについてのについての２２２２議案議案議案議案ですですですです。。。。まずまずまずまず、、、、議第議第議第議第６１６１６１６１号号号号のののの請負契約請負契約請負契約請負契約のののの締結締結締結締結についてごについてごについてごについてご説明申説明申説明申説明申しししし上上上上げますげますげますげます 「「「「平成平成平成平成２２２２２２２２年度一般年度一般年度一般年度一般。。。。会計特別会計補正予算案会計特別会計補正予算案会計特別会計補正予算案会計特別会計補正予算案そのそのそのその他他他他」」」」のののの２４２４２４２４ページページページページをおをおをおをお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。議第議第議第議第６１６１６１６１号号号号、、、、農道整備事業農道整備事業農道整備事業農道整備事業にかかるにかかるにかかるにかかる請負契約請負契約請負契約請負契約のののの締結締結締結締結についてですについてですについてですについてです。。。。議会議会議会議会のののの議決議決議決議決にににに付付付付すべすべすべすべきききき契約及契約及契約及契約及びびびび財産財産財産財産のののの取得取得取得取得またはまたはまたはまたは処分処分処分処分にににに関関関関するするするする条例第条例第条例第条例第２２２２条条条条のののの規定規定規定規定によりによりによりにより、、、、議決議決議決議決をををを求求求求めるものでめるものでめるものでめるものですすすす。。。。工事名工事名工事名工事名はははは奈良東部広域農道整備事業奈良東部広域農道整備事業奈良東部広域農道整備事業奈良東部広域農道整備事業（（（（仮称仮称仮称仮称））））中之庄中之庄中之庄中之庄トンネルトンネルトンネルトンネル工事工事工事工事。。。。工事場所工事場所工事場所工事場所はははは奈良市奈良市奈良市奈良市中之庄町中之庄町中之庄町中之庄町、、、、中貫町及中貫町及中貫町及中貫町及びびびび別所町別所町別所町別所町。。。。契約金額契約金額契約金額契約金額はははは２３２３２３２３億億億億４４４４，，，，２１３２１３２１３２１３万万万万３３３３，，，，１５０１５０１５０１５０円円円円ですですですです。。。。契約契約契約契約のののの相手方相手方相手方相手方はははは、、、、大成建設大成建設大成建設大成建設・・・・村本建設村本建設村本建設村本建設・・・・山上組特定建設工事共同企業体山上組特定建設工事共同企業体山上組特定建設工事共同企業体山上組特定建設工事共同企業体、、、、代表者代表者代表者代表者、、、、大成建設株式大成建設株式大成建設株式大成建設株式会社奈良営業所所長会社奈良営業所所長会社奈良営業所所長会社奈良営業所所長、、、、武田光司武田光司武田光司武田光司ですですですです。。。。次次次次にににに、、、、一般会計補正予算案一般会計補正予算案一般会計補正予算案一般会計補正予算案についてごについてごについてごについてご説明説明説明説明しますしますしますします。。。。「「「「平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度９９９９月補正予算月補正予算月補正予算月補正予算のののの概要概要概要概要」」」」のののの２２２２ページページページページ、、、、４４４４農林業農林業農林業農林業のののの振興振興振興振興ですですですです。。。。まずまずまずまず、、、、林内路林内路林内路林内路網位置情報整備事業網位置情報整備事業網位置情報整備事業網位置情報整備事業についてについてについてについて、、、、５５５５，，，，９００９００９００９００万円万円万円万円のののの補正補正補正補正をおをおをおをお願願願願いしていますいしていますいしていますいしています。。。。緊急雇緊急雇緊急雇緊急雇用創用創用創用創出出出出事業事業事業事業臨時臨時臨時臨時特例特例特例特例基基基基金金金金をををを活用活用活用活用しししし、、、、県産県産県産県産材材材材のののの安安安安定定定定供給供給供給供給のののの促促促促進進進進にににに向向向向けけけけてててて林内路網林内路網林内路網林内路網であるであるであるである作作作作業道業道業道業道をををを調調調調査査査査しししし、、、、地地地地理情報理情報理情報理情報ををををデデデデーーーータベタベタベタベーーーースススス化化化化するものですするものですするものですするものです。。。。次次次次にににに、、、、経経経経営営営営構造対策構造対策構造対策構造対策事業事業事業事業についてについてについてについて、、、、７７７７，，，，９２７９２７９２７９２７万万万万４４４４，，，，００００００００００００円円円円のののの補正補正補正補正をおをおをおをお願願願願いしていまいしていまいしていまいしていますすすす。。。。認認認認定農業者定農業者定農業者定農業者やややや集落集落集落集落営農組営農組営農組営農組織等織等織等織等がががが農業農業農業農業近近近近代代代代化資化資化資化資金金金金等等等等のののの融資融資融資融資をををを活用活用活用活用してしてしてして農業農業農業農業用機械用機械用機械用機械やややや施施施施設設設設のののの整備整備整備整備をををを行行行行うううう場場場場合合合合にににに、、、、融資残融資残融資残融資残のののの自己自己自己自己負負負負担担担担分分分分についてについてについてについて助助助助成成成成するものですするものですするものですするものです。。。。次次次次にににに、、、、ううううだだだだ・・・・アニマアニマアニマアニマルルルルパパパパーーーークククク環境環境環境環境整備事業整備事業整備事業整備事業とととと、、、、みみみみつつつつええええ高原牧高原牧高原牧高原牧場場場場環境環境環境環境整備事業整備事業整備事業整備事業ですがですがですがですが、、、、そそそそれれれれぞぞぞぞれれれれ２９７２９７２９７２９７万万万万６６６６，，，，００００００００００００円円円円とととと１１９１１９１１９１１９万万万万８８８８，，，，００００００００００００円円円円のののの補正補正補正補正をおをおをおをお願願願願いしていますいしていますいしていますいしています。。。。これはこれはこれはこれは緊急雇緊急雇緊急雇緊急雇用創用創用創用創出事業出事業出事業出事業臨時臨時臨時臨時特例特例特例特例基基基基金金金金をををを活用活用活用活用しししし、、、、来来来来場者場者場者場者のののの事事事事故等故等故等故等をををを未然未然未然未然にににに防防防防止止止止するためにするためにするためにするために公園施公園施公園施公園施設設設設やややや牧牧牧牧場場場場施施施施設設設設のののの巡回安全点検巡回安全点検巡回安全点検巡回安全点検をををを実施実施実施実施しししし、、、、危険箇危険箇危険箇危険箇所所所所やややや改善箇改善箇改善箇改善箇所所所所のののの修繕修繕修繕修繕をををを行行行行ううううものですものですものですものです。。。。３３３３ページページページページ、、、、９９９９安全安全安全安全・・・・安心安心安心安心のののの確保確保確保確保ですですですです。。。。家畜家畜家畜家畜防防防防疫疫疫疫体体体体制強化制強化制強化制強化事業事業事業事業ですがですがですがですが、、、、４３８４３８４３８４３８万万万万９９９９，，，，００００００００００００円円円円のののの補正補正補正補正をおをおをおをお願願願願いしていますいしていますいしていますいしています。。。。口口口口蹄疫蹄疫蹄疫蹄疫ななななどどどど感染感染感染感染力力力力のののの強強強強いいいい家畜伝染病家畜伝染病家畜伝染病家畜伝染病のののの発生発生発生発生にににに備備備備ええええましてましてましてまして、、、、特特特特にににに初動初動初動初動体体体体制制制制においてにおいてにおいてにおいて、、、、迅速迅速迅速迅速かつかつかつかつ適切適切適切適切なななな対応対応対応対応をををを図図図図るためるためるためるため必必必必要要要要なななな資材資材資材資材をををを備備備備蓄蓄蓄蓄しししし、、、、防防防防疫疫疫疫体体体体制制制制のののの強化強化強化強化をををを図図図図るものでするものでするものでするものです。。。。以以以以上上上上でででで、、、、農林部所管農林部所管農林部所管農林部所管のののの９９９９月定例県議会提出議案月定例県議会提出議案月定例県議会提出議案月定例県議会提出議案のののの説明説明説明説明をををを終終終終わわわわららららせせせせていただきますていただきますていただきますていただきます。。。。ごごごご審審審審
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議議議議のほのほのほのほどどどどよよよよろろろろしくおしくおしくおしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。土木部土木部土木部土木部まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり推進局所管推進局所管推進局所管推進局所管のののの９９９９月定例県議会提出議案月定例県議会提出議案月定例県議会提出議案月定例県議会提出議案につにつにつにつ○○○○上田上田上田上田まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり推進局長推進局長推進局長推進局長いてごいてごいてごいてご説明説明説明説明をしますをしますをしますをします。。。。今今今今回回回回、、、、まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり推進局所管推進局所管推進局所管推進局所管のののの議案議案議案議案はははは、、、、議第議第議第議第５１５１５１５１号号号号、、、、平成平成平成平成２２２２２２２２年度奈良県一般会計補正年度奈良県一般会計補正年度奈良県一般会計補正年度奈良県一般会計補正予算予算予算予算（（（（第第第第１１１１号号号号））））とととと、、、、報第報第報第報第２５２５２５２５号号号号、、、、地地地地方方方方自治法自治法自治法自治法第第第第１８０１８０１８０１８０条第条第条第条第１１１１項項項項のののの規定規定規定規定によるによるによるによる専専専専決処分決処分決処分決処分のののの報報報報告告告告についてのについてのについてのについての２２２２議案議案議案議案でごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。補正予算案補正予算案補正予算案補正予算案につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、最後最後最後最後にごにごにごにご説明説明説明説明をしますをしますをしますをします。。。。「「「「平成平成平成平成２２２２２２２２年度一般会計特別会計補正予算案年度一般会計特別会計補正予算案年度一般会計特別会計補正予算案年度一般会計特別会計補正予算案そのそのそのその他他他他 、、、、３１３１３１３１ページページページページをおをおをおをお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。報報報報」」」」第第第第２５２５２５２５号号号号、、、、地地地地方方方方自治法自治法自治法自治法第第第第１８０１８０１８０１８０条第条第条第条第１１１１項項項項のののの規定規定規定規定によるによるによるによる専専専専決処分決処分決処分決処分のののの報報報報告告告告についてでごについてでごについてでごについてでござざざざいまいまいまいますすすす。。。。まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり推進局所管推進局所管推進局所管推進局所管はははは、、、、県営県営県営県営住宅家賃住宅家賃住宅家賃住宅家賃のののの滞納滞納滞納滞納者者者者等等等等にににに対対対対するするするする住宅住宅住宅住宅明明明明けけけけ渡渡渡渡しししし等等等等請求申請求申請求申請求申しししし立立立立てにてにてにてに関関関関するするするする訴訟訴訟訴訟訴訟事事事事件件件件についてでごについてでごについてでごについてでござざざざいますいますいますいます。。。。詳細詳細詳細詳細についてはについてはについてはについては３３３３３３３３ページページページページをおをおをおをお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。これはこれはこれはこれは、、、、家賃滞納家賃滞納家賃滞納家賃滞納月月月月数数数数がががが６６６６カカカカ月月月月以以以以上上上上またはまたはまたはまたは滞納滞納滞納滞納額額額額がががが２０２０２０２０万円万円万円万円以以以以上上上上ののののううううちちちち特特特特にににに悪質悪質悪質悪質とととと認認認認めらめらめらめられたれたれたれた３３３３件件件件についてについてについてについて、、、、住宅住宅住宅住宅のののの明明明明けけけけ渡渡渡渡しししし等等等等のののの請求申請求申請求申請求申しししし立立立立てをしましたのでごてをしましたのでごてをしましたのでごてをしましたのでご報報報報告告告告するものでするものでするものでするもので、、、、内内内内訳訳訳訳につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては記載記載記載記載のとおりですのとおりですのとおりですのとおりです。。。。続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、９９９９月補正予算案月補正予算案月補正予算案月補正予算案をごをごをごをご説明説明説明説明しますしますしますします 「「「「平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度９９９９月補正予算月補正予算月補正予算月補正予算のののの概要概要概要概要」」」」をををを。。。。おおおお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。３３３３ページページページページ、、、、１０１０１０１０暮暮暮暮らしらしらしらしややややすいまちづくりのすいまちづくりのすいまちづくりのすいまちづくりの主主主主なななな内内内内訳訳訳訳のののの欄欄欄欄ですがですがですがですが、、、、地地地地域域域域資源活用資源活用資源活用資源活用とととと来訪来訪来訪来訪者者者者とのとのとのとの交流交流交流交流によるまちづくりによるまちづくりによるまちづくりによるまちづくり事業事業事業事業についてについてについてについて、、、、６１７６１７６１７６１７万万万万９９９９，，，，００００００００００００円円円円のののの補正補正補正補正をおをおをおをお願願願願いするものいするものいするものいするものですですですです。。。。事業内事業内事業内事業内容容容容はははは、、、、地地地地域求職者域求職者域求職者域求職者のののの継続的継続的継続的継続的なななな雇雇雇雇用機用機用機用機会会会会をををを創創創創出出出出するためするためするためするため、、、、ふふふふるさとるさとるさとるさと雇雇雇雇用用用用再再再再生生生生特特特特別別別別基基基基金金金金をををを活用活用活用活用したしたしたした公募型公募型公募型公募型奈良奈良奈良奈良まほまほまほまほろばふろばふろばふろばふるさとるさとるさとるさと雇雇雇雇用用用用再再再再生生生生特別特別特別特別対策対策対策対策事業事業事業事業としてとしてとしてとして、、、、長谷長谷長谷長谷寺門前寺門前寺門前寺門前町町町町のののの町町町町家家家家ななななどどどどのののの地地地地域域域域資源資源資源資源をををを活用活用活用活用したしたしたした情報情報情報情報発信発信発信発信、、、、イベイベイベイベントントントント、、、、地元地元地元地元ブラブラブラブランンンンドドドド製品製品製品製品開開開開発発発発ななななどどどどををををＮＮＮＮＰＯＰＯＰＯＰＯ法人泊瀬門前法人泊瀬門前法人泊瀬門前法人泊瀬門前町再興町再興町再興町再興フォフォフォフォーーーーラムラムラムラムにににに委託委託委託委託してしてしてして実施実施実施実施するものですするものですするものですするものです。。。。４４４４ページページページページ （（（（２２２２））））債債債債務負務負務負務負担担担担行行行行為為為為補正補正補正補正のののの事事事事項欄項欄項欄項欄、、、、地地地地域域域域資源活用資源活用資源活用資源活用とととと来訪来訪来訪来訪者者者者とのとのとのとの交流交流交流交流によるまによるまによるまによるま、、、、ちづくりちづくりちづくりちづくり事業事業事業事業にににに係係係係るるるる契約契約契約契約ですですですです。。。。地地地地域求職者域求職者域求職者域求職者のののの継続的継続的継続的継続的なななな雇雇雇雇用用用用のためのためのためのため、、、、事業事業事業事業期間期間期間期間をををを平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年度度度度からからからから平成平成平成平成２３２３２３２３年度年度年度年度にかにかにかにかけけけけてててて確保確保確保確保するするするする必必必必要要要要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、、、、平成平成平成平成２３２３２３２３年度事業年度事業年度事業年度事業費費費費としてとしてとしてとして１１１１，，，，２０９２０９２０９２０９万万万万８８８８，，，，００００００００００００円円円円をををを限限限限度度度度といたしますといたしますといたしますといたします債債債債務負務負務負務負担担担担行行行行為為為為のののの追加追加追加追加をおをおをおをお願願願願いするものですいするものですいするものですいするものです。。。。以以以以上上上上でででで、、、、まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり推進局所管推進局所管推進局所管推進局所管にににに関関関関しますしますしますします９９９９月定例県議会提出議案月定例県議会提出議案月定例県議会提出議案月定例県議会提出議案のののの説明説明説明説明をををを終終終終わわわわららららせせせせてててていただきますいただきますいただきますいただきます。。。。ごごごご審議審議審議審議のほのほのほのほどどどどよよよよろろろろしくおしくおしくおしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。ただいまのただいまのただいまのただいまの説明説明説明説明またはそのまたはそのまたはそのまたはその他他他他のののの事事事事項項項項をををを含含含含めてめてめてめて、、、、質疑等質疑等質疑等質疑等があれがあれがあれがあればばばばごごごご発言発言発言発言願願願願いいいい○○○○井岡委員長井岡委員長井岡委員長井岡委員長ますますますます。。。。
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まずまずまずまず、、、、農林部農林部農林部農林部のののの林林林林のののの関係関係関係関係ですがですがですがですが、、、、間伐間伐間伐間伐のののの補補補補助助助助金金金金のことでおのことでおのことでおのことでお聞聞聞聞きしますきしますきしますきします。。。。間伐間伐間伐間伐○○○○今井委員今井委員今井委員今井委員材材材材のののの補補補補助助助助金金金金がががが、、、、来来来来年度年度年度年度からからからから実際実際実際実際にににに出出出出荷荷荷荷したものしかしたものしかしたものしかしたものしか支払支払支払支払ええええないといないといないといないといううううことをことをことをことを聞聞聞聞いていていていて林林林林家家家家のののの方方方方がががが心配心配心配心配をしていますをしていますをしていますをしています。。。。今今今今でもでもでもでも間伐自間伐自間伐自間伐自体体体体がががが大体大体大体大体必必必必要要要要間伐間伐間伐間伐のののの６６６６割割割割ぐぐぐぐらいしかできていないこらいしかできていないこらいしかできていないこらいしかできていないことでとでとでとで、、、、奥地奥地奥地奥地でででで間伐間伐間伐間伐がよりできなくなるがよりできなくなるがよりできなくなるがよりできなくなる不安不安不安不安のののの声声声声をををを聞聞聞聞いておりますいておりますいておりますいております。。。。せっせっせっせっかくかくかくかく奈良県奈良県奈良県奈良県でででで森森森森林林林林、、、、林業林業林業林業、、、、木木木木材材材材のののの活性化活性化活性化活性化にににに関関関関するするするする条例条例条例条例ができましたがができましたがができましたがができましたが、、、、それによそれによそれによそれによっっっってこれがてこれがてこれがてこれが逆逆逆逆になるのではなになるのではなになるのではなになるのではないかといかといかといかと心配心配心配心配をされるをされるをされるをされるわけわけわけわけですがですがですがですが、、、、そのそのそのその点点点点ででででどどどどのよのよのよのよううううになになになになっっっっているのかているのかているのかているのか。。。。よりよりよりより間伐間伐間伐間伐がががが促促促促進進進進でででできるよきるよきるよきるよううううにしていただきたいとにしていただきたいとにしていただきたいとにしていただきたいと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、そのそのそのその点点点点、、、、１１１１点点点点おおおお伺伺伺伺いしますいしますいしますいします。。。。森森森森林林林林支援支援支援支援でででで、、、、新新新新たにたにたにたに林業林業林業林業にににに従事従事従事従事しよしよしよしよううううとするとするとするとする人人人人にににに、、、、都都都都道道道道府府府府県県県県がががが国国国国のののの補補補補助助助助金金金金をををを受受受受けけけけてててて貸貸貸貸しししし付付付付けけけけているているているている資資資資金金金金ののののううううちちちち、、、、奈良県奈良県奈良県奈良県ななななどどどどでででで２２２２億円億円億円億円のののの余剰余剰余剰余剰金金金金があるとがあるとがあるとがあると、、、、会計会計会計会計検検検検査査査査院院院院のののの方方方方でででで国国国国庫返庫返庫返庫返納納納納をををを求求求求めるめるめるめる新聞新聞新聞新聞のののの記記記記事事事事をををを見見見見たたたたわけわけわけわけですがですがですがですが、、、、林業林業林業林業をををを活性化活性化活性化活性化をしていくときにをしていくときにをしていくときにをしていくときに、、、、片片片片方方方方でおでおでおでお金金金金がががが余余余余っっっっているているているている問題問題問題問題ではではではでは、、、、どうどうどうどういいいいううううことかとことかとことかとことかと思思思思ううううのですがのですがのですがのですが、、、、そのそのその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尋尋尋ねねね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。。。。次次次次にににに、、、、農産農産農産農産物直売物直売物直売物直売所所所所のののの関係関係関係関係ですですですです。。。。農産農産農産農産物直売物直売物直売物直売所所所所がががが奈良県下奈良県下奈良県下奈良県下のののの各地各地各地各地ででででふえふえふえふえてきておりてきておりてきておりてきており、、、、地地地地元元元元でとれたものをでとれたものをでとれたものをでとれたものを地元地元地元地元のののの人人人人にににに消費消費消費消費してもらしてもらしてもらしてもらううううことではことではことではことでは経済経済経済経済のののの循環循環循環循環のののの上上上上からでもからでもからでもからでも大大大大変変変変いいいいいいいい取取取取りりりり組組組組みみみみだとだとだとだと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、農産農産農産農産物直売物直売物直売物直売所所所所をををを時時時時々々々々ののののぞぞぞぞきますときますときますときますと、、、、何何何何かかかか少少少少ししかししかししかししか並並並並んんんんでいないとでいないとでいないとでいないといいいいううううとことことこところろろろをよくをよくをよくをよく目目目目にしましてにしましてにしましてにしまして、、、、それだそれだそれだそれだっっっったらたらたらたらススススーーーーパパパパーーーーにににに行行行行っっっってててて何何何何でもあるとこでもあるとこでもあるとこでもあるところろろろでででで買買買買っっっったたたた方方方方がいいがいいがいいがいいわわわわといといといといううううよよよよううううなことになるのではないかといなことになるのではないかといなことになるのではないかといなことになるのではないかというううう心配心配心配心配をしているのですがをしているのですがをしているのですがをしているのですが、、、、農産農産農産農産物直売物直売物直売物直売所所所所をををを奈良県奈良県奈良県奈良県がががが積極的積極的積極的積極的につくにつくにつくにつくっっっっていくといていくといていくといていくといううううのはいいのはいいのはいいのはいいわけわけわけわけですがですがですがですが、、、、このままいきますこのままいきますこのままいきますこのままいきますとととと、、、、私私私私のののの地元地元地元地元でもでもでもでも、、、、高齢高齢高齢高齢者者者者のののの方方方方 々々々々がおがおがおがお米米米米づくりがことしできるかなとづくりがことしできるかなとづくりがことしできるかなとづくりがことしできるかなと、、、、毎毎毎毎年年年年そそそそうううう思思思思いながいながいながいながらおらおらおらお米米米米をつくをつくをつくをつくっっっっているているているている。。。。そそそそううううしたしたしたした中中中中でででで農業農業農業農業がががが地元地元地元地元でででで支支支支ええええられているよられているよられているよられているよううううなななな状態状態状態状態のののの中中中中でででで、、、、ここここのののの農産農産農産農産物直売物直売物直売物直売所所所所にににに見合見合見合見合ううううよよよよううううなななな、、、、十十十十分分分分なななな農産農産農産農産物物物物をををを作作作作れるだれるだれるだれるだけけけけのののの農業農業農業農業のののの振興振興振興振興とあとあとあとあわせわせわせわせていかていかていかていかななななけけけけれれれればばばば意味意味意味意味がないのではないかとがないのではないかとがないのではないかとがないのではないかと思思思思ううううのですがのですがのですがのですが、、、、そのそのそのその点点点点でででで県県県県ははははどどどどのよのよのよのよううううにににに考考考考ええええているのているのているのているのかおかおかおかお尋尋尋尋ねねね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。。。。次次次次にににに、、、、下水道会計下水道会計下水道会計下水道会計ですがですがですがですが、、、、下水道下水道下水道下水道料料料料金金金金がががが高高高高いといいといいといいというううう声声声声をををを住民住民住民住民からからからから聞聞聞聞いておりいておりいておりいており、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれれれれ聞聞聞聞いてますといてますといてますといてますと、、、、まとめてまとめてまとめてまとめて流流流流すよすよすよすよううううにしているとかにしているとかにしているとかにしているとか、、、、ペペペペッッッットトトトボボボボトルトルトルトルにおにおにおにお水水水水をををを入入入入れてれてれてれて量量量量をををを節節節節約約約約しているとかしているとかしているとかしているとか、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれのれのれのれの家庭家庭家庭家庭でででで対策対策対策対策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すがですがですがですが、、、、下水道下水道下水道下水道のののの接続接続接続接続といといといといううううのはだのはだのはだのはだんんんんだだだだんふえんふえんふえんふえてきておりましててきておりましててきておりましててきておりまして、、、、奈良県奈良県奈良県奈良県にににに対対対対してしてしてして入入入入っっっってくるおてくるおてくるおてくるお金金金金といといといといううううのはのはのはのはふえふえふえふえてきているてきているてきているてきているのだのだのだのだろうろうろうろうとととと思思思思いますいますいますいます。。。。そのそのそのその一方一方一方一方でででで、、、、自治自治自治自治体体体体のおのおのおのお話話話話をををを聞聞聞聞きますときますときますときますと、、、、自治自治自治自治体体体体からからからから県県県県にににに渡渡渡渡すといすといすといすといううううのはのはのはのは量量量量ががががふえふえふえふえたらそのたらそのたらそのたらその分分分分はははは払払払払わわわわななななけけけけれれれればばばばいいいいけけけけないないないない。。。。しかもしかもしかもしかも１００１００１００１００％％％％公公公公共下水道共下水道共下水道共下水道にににに通通通通じじじじてててているといいるといいるといいるといううううことではありまことではありまことではありまことではありませんせんせんせんのでのでのでので、、、、接続接続接続接続されていないとこされていないとこされていないとこされていないところろろろについてはについてはについてはについては、、、、またそれはそまたそれはそまたそれはそまたそれはそ
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れでれでれでれで対策対策対策対策をしなくてはいをしなくてはいをしなくてはいをしなくてはいけけけけないといないといないといないといううううことでことでことでことで、、、、私私私私のののの地元地元地元地元ではではではでは組組組組合合合合をつくりましてをつくりましてをつくりましてをつくりまして、、、、御御御御所市所市所市所市にににに葛城浄葛城浄葛城浄葛城浄化化化化セセセセンンンンタタタターーーーをつくをつくをつくをつく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のがありますがのがありますがのがありますがのがありますが、、、、双双双双方方方方のののの負負負負担担担担がありましてがありましてがありましてがありまして、、、、下下下下水道水道水道水道料料料料金金金金のののの負負負負担担担担がががが高高高高いといいといいといいというううう印象印象印象印象をををを自治自治自治自治体体体体からもからもからもからも聞聞聞聞いているいているいているいているわけわけわけわけですがですがですがですが、、、、県県県県としてはとしてはとしてはとしては、、、、ここここのののの下水道下水道下水道下水道料料料料金金金金、、、、ももももうううう少少少少しししし引引引引きききき下下下下げてもらげてもらげてもらげてもらううううといといといといううううよよよよううううなことはできないのかなことはできないのかなことはできないのかなことはできないのか、、、、おおおお尋尋尋尋ねねねねをしをしをしをし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。。。。次次次次にににに、、、、まちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくりの関係関係関係関係ですがですがですがですが、、、、大規大規大規大規模店舗模店舗模店舗模店舗がががが出出出出店店店店してきておりしてきておりしてきておりしてきており、、、、既存既存既存既存のおのおのおのお店店店店のののの経経経経営営営営ががががどうどうどうどうかとかとかとかと心配心配心配心配されるされるされるされる状状状状況況況況があるがあるがあるがあるわけわけわけわけですがですがですがですが、、、、買買買買いいいい物物物物難難難難民民民民のののの話話話話ななななどどどどもありましたがもありましたがもありましたがもありましたが、、、、ももももうううう少少少少しししし小小小小規規規規模模模模、、、、例例例例えばえばえばえば小学校区小学校区小学校区小学校区のののの中中中中にににに、、、、昔昔昔昔でしたらでしたらでしたらでしたら公公公公設市場設市場設市場設市場とかとかとかとか、、、、大体大体大体大体買買買買いいいい物物物物ができるができるができるができる箇箇箇箇所所所所がががが地地地地域域域域ごとにあるといごとにあるといごとにあるといごとにあるといううううよよよよううううなまちづくりがあちらこちらであなまちづくりがあちらこちらであなまちづくりがあちらこちらであなまちづくりがあちらこちらであっっっったとたとたとたと思思思思ううううのですがのですがのですがのですが、、、、そそそそうううういいいいううううよよよよううううなことをなことをなことをなことを自治自治自治自治体体体体がががが計計計計画画画画をしていをしていをしていをしていっっっったときにたときにたときにたときに、、、、県県県県としてはとしてはとしてはとしてはどうどうどうどういいいいうううう支援支援支援支援をしていただをしていただをしていただをしていただけけけけるのかおるのかおるのかおるのかお尋尋尋尋ねねね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。。。。最後最後最後最後にににに、、、、水道局水道局水道局水道局にににに対対対対してしてしてして、、、、県営水道県営水道県営水道県営水道料料料料金金金金がががが１４５１４５１４５１４５円円円円からからからから１４０１４０１４０１４０円円円円にににに値段値段値段値段をををを下下下下げていただげていただげていただげていただきましたきましたきましたきました。。。。大大大大変変変変これはこれはこれはこれは喜喜喜喜ばばばばれておりますがれておりますがれておりますがれておりますが、、、、これがこれがこれがこれが直接直接直接直接県県県県民民民民にににに対対対対してしてしてして水道水道水道水道料料料料金金金金のののの引引引引きききき下下下下げげげげがががが反映反映反映反映されているのかされているのかされているのかされているのか、、、、実態実態実態実態をおをおをおをお尋尋尋尋ねねね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。。。。今井委員今井委員今井委員今井委員がおがおがおがお尋尋尋尋ねねねねのののの件件件件はははは、、、、国国国国でででで搬搬搬搬出出出出間伐間伐間伐間伐○○○○田中森林整備課長兼全国育樹祭開催準備室長田中森林整備課長兼全国育樹祭開催準備室長田中森林整備課長兼全国育樹祭開催準備室長田中森林整備課長兼全国育樹祭開催準備室長にににに限限限限定定定定したしたしたした助助助助成成成成制制制制度度度度をつくをつくをつくをつくろうろうろうろうといといといというううう動動動動きがあるがきがあるがきがあるがきがあるがどうどうどうどうかとかとかとかと、、、、本県本県本県本県のののの実態実態実態実態にににに合合合合ううううのかのかのかのかどうどうどうどうかといかといかといかといううううことだとことだとことだとことだと思思思思いますいますいますいます。。。。現在現在現在現在、、、、国国国国庫庫庫庫をををを財財財財源源源源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間伐間伐間伐間伐関関関関連連連連事業事業事業事業はははは、、、、従従従従来来来来からからからからのののの森森森森林林林林造造造造成事業成事業成事業成事業とととと、、、、平成平成平成平成２１２１２１２１年年年年からからからから始始始始めためためためた緑緑緑緑のののの産業再産業再産業再産業再生生生生プロプロプロプロジジジジェェェェククククトトトト事業事業事業事業がありますがありますがありますがあります。。。。今今今今回回回回、、、、林野林野林野林野庁庁庁庁がががが制制制制度度度度改改改改正正正正をしよをしよをしよをしよううううとしているのはとしているのはとしているのはとしているのは、、、、森森森森林林林林造造造造成事業成事業成事業成事業でごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。国国国国がががが先先先先般取般取般取般取りまとめましたりまとめましたりまとめましたりまとめました森森森森林林林林・・・・林業再林業再林業再林業再生生生生ププププラララランンンンにににに掲掲掲掲げるげるげるげる１０１０１０１０年年年年後後後後のののの国産国産国産国産材材材材のののの自給割合自給割合自給割合自給割合をををを５０５０５０５０％％％％をををを達達達達成成成成するといするといするといするというううう具具具具体体体体的的的的なななな施策施策施策施策のののの一一一一つとしてつとしてつとしてつとして、、、、集落化集落化集落化集落化したしたしたした搬搬搬搬出出出出間伐間伐間伐間伐にににに限限限限定定定定してしてしてして助助助助成成成成をするをするをするをする、、、、（（（（仮称仮称仮称仮称））））森森森森林管理林管理林管理林管理・・・・環境保全直接支払制環境保全直接支払制環境保全直接支払制環境保全直接支払制度度度度をををを概算要求概算要求概算要求概算要求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。。。。本県本県本県本県におきましてにおきましてにおきましてにおきましてもももも林野林野林野林野庁庁庁庁同同同同様様様様、、、、木木木木材生材生材生材生産産産産機機機機能能能能のののの発発発発揮揮揮揮をををを特特特特にににに重視重視重視重視するするするする森森森森林林林林についてはについてはについてはについては、、、、作作作作業道業道業道業道等等等等をををを利利利利用用用用しましましましましたしたしたした低低低低ココココスススストトトト施施施施業業業業をををを推進推進推進推進することをすることをすることをすることを目目目目指指指指しているとこしているとこしているとこしているところろろろでありますがでありますがでありますがでありますが、、、、本県本県本県本県のののの実態実態実態実態をををを考考考考慮慮慮慮しますとしますとしますとしますと、、、、一一一一足飛足飛足飛足飛びにいきなりびにいきなりびにいきなりびにいきなり全全全全部部部部搬搬搬搬出出出出したといしたといしたといしたといううううのはのはのはのは困難困難困難困難ではないかとではないかとではないかとではないかと考考考考ええええておりますておりますておりますております。。。。このことからこのことからこのことからこのことから、、、、本県本県本県本県としましてはとしましてはとしましてはとしましては、、、、平成平成平成平成２３２３２３２３年度年度年度年度からからからから実施実施実施実施されるされるされるされる制制制制度度度度がががが搬搬搬搬出出出出をををを伴伴伴伴わわわわないないないない間伐間伐間伐間伐についてもについてもについてもについても当面当面当面当面のののの間間間間、、、、助助助助成成成成対対対対象象象象となるよとなるよとなるよとなるよううううにににに、、、、今今今今後後後後もももも国国国国のののの動動動動きをきをきをきを注視注視注視注視しながらしながらしながらしながら、、、、必必必必要要要要があれがあれがあれがあればばばば国国国国にそのにそのにそのにその旨旨旨旨要要要要望望望望していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと考考考考ええええておりますておりますておりますております。。。。今井委員今井委員今井委員今井委員おおおお述述述述べのべのべのべの資資資資金金金金につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、林業林業林業林業就就就就業業業業促促促促進進進進資資資資金金金金のこととのこととのこととのことと思思思思いいいい○○○○七尾林政課長七尾林政課長七尾林政課長七尾林政課長ますますますます。。。。林業林業林業林業就就就就業業業業促促促促進進進進資資資資金金金金はははは、、、、林業林業林業林業労働労働労働労働力力力力のののの確保確保確保確保のののの促促促促進進進進にににに関関関関するするするする法法法法律律律律にににに基基基基づきづきづきづき、、、、平成平成平成平成８８８８年年年年にににに
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発発発発足足足足しましたしましたしましたしました。。。。新新新新たにたにたにたに林業林業林業林業にににに就就就就業業業業しよしよしよしよううううとするとするとするとする者者者者とととと、、、、これらのこれらのこれらのこれらの者者者者をををを雇雇雇雇用用用用しよしよしよしよううううとするとするとするとする認認認認定定定定事業事業事業事業主主主主をををを対対対対象象象象にににに無利無利無利無利子子子子でででで資資資資金金金金をををを貸貸貸貸しししし付付付付けけけけるるるる制制制制度度度度ですですですです。。。。貸貸貸貸しししし付付付付けけけけ対対対対象象象象となりますのはとなりますのはとなりますのはとなりますのは、、、、新新新新規規規規就就就就業予定者業予定者業予定者業予定者がががが林業林業林業林業技術技術技術技術をををを習習習習得得得得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受修受修受修受講講講講にににに必必必必要要要要なななな資資資資金金金金とととと、、、、新新新新規規規規就就就就業予定者業予定者業予定者業予定者がががが住住住住居居居居のののの移転移転移転移転、、、、作作作作業業業業用用用用具具具具のののの購購購購入入入入等等等等、、、、就就就就業業業業準準準準備備備備にににに必必必必要要要要なななな資資資資金金金金のののの２２２２つですつですつですつです。。。。奈良県奈良県奈良県奈良県ではではではでは、、、、平成平成平成平成１０１０１０１０年年年年度度度度にににに国国国国庫庫庫庫補補補補助助助助金金金金２００２００２００２００万円万円万円万円、、、、県県県県費費費費１００１００１００１００万円万円万円万円のののの合合合合計計計計３００３００３００３００万円万円万円万円のののの資資資資金金金金助助助助成成成成をしをしをしをし、、、、林業林業林業林業改善改善改善改善資資資資金金金金貸貸貸貸付金特別会計付金特別会計付金特別会計付金特別会計でででで運運運運用用用用しておりますしておりますしておりますしております。。。。平成平成平成平成１０１０１０１０年度年度年度年度からこれまでのからこれまでのからこれまでのからこれまでの貸貸貸貸しししし付付付付けけけけ実実実実績績績績はごはごはごはござざざざいまいまいまいませんせんせんせん。。。。ここここううううしたしたしたした状状状状況況況況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、、、、事業事業事業事業のののの効果効果効果効果をををを検検検検討討討討しししし林野林野林野林野庁庁庁庁とととと協協協協議議議議しますとともにしますとともにしますとともにしますとともに、、、、事業事業事業事業者者者者等等等等へへへへのののの普普普普及及及及啓啓啓啓発発発発をををを続続続続けけけ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。。。。そそそそうううういいいいっっっったたたた経経経経緯緯緯緯がごがごがごがござざざざいますいますいますいます。。。。資資資資金金金金需需需需要要要要がなかがなかがなかがなかっっっったたたた理理理理由由由由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、、、、奈良県奈良県奈良県奈良県ではではではでは、、、、基基基基幹幹幹幹林業林業林業林業就就就就業者業者業者業者等等等等養養養養成事業成事業成事業成事業やややや新作新作新作新作業業業業シシシシスススステテテテムムムムオオオオペペペペレレレレーーーータタタターーーー育育育育成事業成事業成事業成事業、、、、そのよそのよそのよそのよううううなななな事業事業事業事業をををを林業林業林業林業機械化機械化機械化機械化推進推進推進推進セセセセンンンンタタタターーーーにおいてにおいてにおいてにおいて、、、、機械機械機械機械研研研研修修修修ななななどどどどをををを実施実施実施実施しておりしておりしておりしており、、、、そのそのそのその研研研研修受修受修受修受講講講講料料料料はははは徴収徴収徴収徴収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。。。。またまたまたまた、、、、国国国国ではではではでは緑緑緑緑のののの雇雇雇雇用担用担用担用担いいいい手手手手対対対対策策策策事業事業事業事業をををを実施実施実施実施しししし、、、、新新新新規規規規就就就就業者業者業者業者のののの研研研研修修修修やややや雇雇雇雇用用用用についてについてについてについて事業事業事業事業主主主主やややや被被被被雇雇雇雇用用用用者者者者にににに対対対対してしてしてして定額補定額補定額補定額補助助助助金金金金をををを支給支給支給支給。。。。このよこのよこのよこのよううううなことがなことがなことがなことが考考考考ええええられますられますられますられます。。。。県県県県のののの今今今今後後後後のののの対応対応対応対応方方方方向向向向としましてとしましてとしましてとしまして、、、、林野林野林野林野庁庁庁庁とととと協協協協議議議議しましてしましてしましてしまして余剰余剰余剰余剰金金金金のののの返納返納返納返納もももも含含含含めてめてめてめて検検検検討討討討したしたしたしたいといといといと考考考考ええええておりますておりますておりますております。。。。 農産農産農産農産物直売物直売物直売物直売所所所所についてでごについてでごについてでごについてでござざざざいますいますいますいます。。。。品品品品ぞろえぞろえぞろえぞろえがががが不十不十不十不十分分分分なとなとなとなと○○○○嶋本嶋本嶋本嶋本マーケティングマーケティングマーケティングマーケティング課長課長課長課長こここころろろろがががが多多多多いのではないかといいのではないかといいのではないかといいのではないかといううううごごごご質問質問質問質問でごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。農産農産農産農産物直売物直売物直売物直売所所所所はははは、、、、そのそのそのその地地地地域域域域のののの特産特産特産特産物物物物をををを中中中中心心心心としたとしたとしたとした農産農産農産農産物等物等物等物等、、、、特特特特にとれたてのにとれたてのにとれたてのにとれたての新新新新鮮鮮鮮鮮なななな農産農産農産農産物物物物をををを販販販販売売売売することがすることがすることがすることが消費消費消費消費者者者者のののの方方方方 々々々々にににに求求求求められているとめられているとめられているとめられていると考考考考ええええておりますておりますておりますております。。。。規規規規模模模模がががが小小小小さくてさくてさくてさくて品品品品ぞろえぞろえぞろえぞろえもももも少少少少ないないないない農産農産農産農産物直売物直売物直売物直売所所所所もごもごもごもござざざざいますいますいますいます。。。。しかししかししかししかし、、、、そそそそばばばばをををを売売売売りにしているとこりにしているとこりにしているとこりにしているところろろろ、、、、あるあるあるあるいはこいはこいはこいはこんんんんににににゃゃゃゃくをくをくをくを売売売売りにしているとこりにしているとこりにしているとこりにしているところろろろとととと、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれれれれ特特特特徴徴徴徴がごがごがごがござざざざいましていましていましていまして、、、、中中中中にはにはにはには強強強強いいいい競競競競争争争争力力力力をををを持持持持っっっっているとこているとこているとこているところろろろもごもごもごもござざざざいますいますいますいます。。。。しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら、、、、委員委員委員委員おおおお述述述述べのとおりべのとおりべのとおりべのとおり、、、、品品品品ぞろえぞろえぞろえぞろえにつきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、そのそのそのその時間時間時間時間帯帯帯帯あるいはあるいはあるいはあるいは季季季季節節節節によによによによっっっってててて大大大大きくきくきくきく異異異異なるとこなるとこなるとこなるところろろろもももも多多多多くごくごくごくござざざざいますいますいますいます。。。。できるだできるだできるだできるだけけけけ消費消費消費消費者者者者ののののニニニニーーーーズズズズにににに対応対応対応対応できできできできるよるよるよるようううう手手手手だてをだてをだてをだてを考考考考ええええるるるる必必必必要要要要があるとがあるとがあるとがあると考考考考ええええておりますておりますておりますております。。。。このためこのためこのためこのため、、、、多種多様多種多様多種多様多種多様なななな県内県内県内県内のののの農産農産農産農産物物物物直売直売直売直売所所所所全全全全体体体体につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、県内県内県内県内４４４４カカカカ所所所所のののの農林振興事務所農林振興事務所農林振興事務所農林振興事務所がががが日日日日常常常常のののの業務業務業務業務のののの中中中中でででで生生生生産産産産、、、、販販販販売売売売のののの両面両面両面両面ににににわわわわたたたたっっっってててて支援支援支援支援をしておりをしておりをしておりをしており、、、、協協協協定定定定直売直売直売直売所所所所２４２４２４２４カカカカ所所所所につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、地地地地のののの味味味味土土土土のののの香香香香とととといいいいうううう総総総総合的合的合的合的なななな名名名名前前前前をつをつをつをつけけけけましてましてましてましてネネネネッッッットトトトワワワワーーーークククク化化化化をををを図図図図りりりり、、、、推進推進推進推進しているとこしているとこしているとこしているところろろろでごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。そのそのそのその中中中中でででで品品品品ぞろえぞろえぞろえぞろえのののの支援策支援策支援策支援策としましてとしましてとしましてとしまして、、、、農産農産農産農産物直売物直売物直売物直売所所所所間間間間でのでのでのでの農産農産農産農産物物物物のののの相相相相互仕互仕互仕互仕入入入入れについてれについてれについてれについて
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推進推進推進推進するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、農業農業農業農業のののの振興振興振興振興とあとあとあとあわせわせわせわせましてましてましてまして、、、、大大大大和和和和野野野野菜菜菜菜をはをはをはをはじじじじめとしためとしためとしためとしたニニニニーーーーズズズズのののの高高高高いいいい農農農農産産産産物物物物についてのについてのについてのについての生生生生産振興産振興産振興産振興やややや農産農産農産農産物加物加物加物加工工工工品品品品づくりについてもづくりについてもづくりについてもづくりについても働働働働きかきかきかきかけけけけてててて、、、、品品品品ぞろえぞろえぞろえぞろえのののの充充充充実実実実をををを図図図図っっっっているとこているとこているとこているところろろろでごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。今今今今後後後後ともそのともそのともそのともそのネネネネッッッットトトトワワワワーーーーククククとととと協働協働協働協働しながらしながらしながらしながら、、、、消費消費消費消費者者者者のののの皆皆皆皆ささささんんんんにににに満足満足満足満足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うううなななな品品品品ぞろえぞろえぞろえぞろえについてもについてもについてもについても十十十十分分分分にににに働働働働きかきかきかきかけけけけ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、、、、そのよそのよそのよそのよううううにににに考考考考ええええておりますておりますておりますております。。。。維持維持維持維持管理負管理負管理負管理負担担担担金金金金のこととのこととのこととのことと理解理解理解理解しておりますがしておりますがしておりますがしておりますが、、、、下水道下水道下水道下水道料料料料金金金金といといといといううううごごごご質質質質○○○○岡本下水道課長岡本下水道課長岡本下水道課長岡本下水道課長問問問問でごでごでごでござざざざいましたいましたいましたいました。。。。下水道下水道下水道下水道料料料料金金金金はははは、、、、市町村市町村市町村市町村がががが住民住民住民住民からからからから徴収徴収徴収徴収するものでありするものでありするものでありするものであり、、、、県県県県はははは維持維持維持維持管理負管理負管理負管理負担担担担金金金金としてとしてとしてとして市町市町市町市町村村村村からいただいておりますからいただいておりますからいただいておりますからいただいております。。。。そのそのそのその維持維持維持維持管理負管理負管理負管理負担担担担金金金金につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、下水道下水道下水道下水道法法法法第第第第３１３１３１３１条条条条のののの２２２２においてにおいてにおいてにおいて、、、、流流流流域下水道域下水道域下水道域下水道によりによりによりにより利益利益利益利益をををを受受受受けけけけるるるる市町村市町村市町村市町村にににに対対対対しししし、、、、そのそのそのその利益利益利益利益をををを受受受受けけけけるるるる限限限限度度度度においてにおいてにおいてにおいて維持維持維持維持管理管理管理管理等等等等にににに関関関関するするするする経費経費経費経費についてについてについてについて負負負負担担担担をををを求求求求めることとなめることとなめることとなめるこ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。。。。そのそのそのその金額金額金額金額につきまにつきまにつきまにつきましてはしてはしてはしては、、、、当該当該当該当該市町村市町村市町村市町村のののの意見意見意見意見をををを聞聞聞聞きききき、、、、都都都都道道道道府府府府県県県県のののの議会議会議会議会のののの議決議決議決議決をををを得得得得ななななけけけけれれれればばばばならないことからならないことからならないことからならないことから、、、、平成平成平成平成２１２１２１２１年度年度年度年度、、、、平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度にににに係係係係るるるる負負負負担担担担金金金金単価単価単価単価についてはについてはについてはについては据据据据ええええ置置置置きでごきでごきでごきでご承承承承認認認認いただいていいただいていいただいていいただいているとこるとこるとこるところろろろですですですです。。。。またまたまたまた、、、、現現現現行行行行単価単価単価単価にににに改改改改定定定定したしたしたした平成平成平成平成９９９９年度年度年度年度以以以以降現在降現在降現在降現在までまでまでまで、、、、市町村市町村市町村市町村のののの公公公公共下水道共下水道共下水道共下水道のののの整備整備整備整備がががが進進進進んんんんだことによるだことによるだことによるだことによる負負負負担担担担金金金金収収収収入入入入のののの増増増増加加加加、、、、またまたまたまた人件費人件費人件費人件費のののの削減削減削減削減、、、、委託委託委託委託のののの見直見直見直見直しししし等等等等によりによりによりにより汚汚汚汚水処理水処理水処理水処理経費経費経費経費のののの節節節節減減減減等等等等へへへへのののの取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、またまたまたまた借換借換借換借換債等債等債等債等のののの活用活用活用活用によりによりによりにより利息利息利息利息負負負負担担担担のののの軽減軽減軽減軽減をををを図図図図るなるなるなるなどどどどによりによりによりにより、、、、年年年年 々々々々収収収収支不支不支不支不足足足足がががが解解解解消消消消されてきているとこされてきているとこされてきているとこされてきているところろろろですですですです。。。。これまでのこれまでのこれまでのこれまでの経経経経緯緯緯緯をををを踏踏踏踏ままままええええてててて、、、、流流流流域下水道域下水道域下水道域下水道維持維持維持維持管理負管理負管理負管理負担担担担金金金金のののの単価単価単価単価はははは据据据据ええええ置置置置いているとこいているとこいているとこいているところろろろですですですです。。。。しかししかししかししかし、、、、各各各各浄浄浄浄化化化化セセセセンンンンタタタターーーーはははは供用供用供用供用開開開開始始始始後後後後１８１８１８１８年年年年からからからから３５３５３５３５年年年年以以以以上上上上経経経経過過過過しておりしておりしておりしており、、、、施施施施設設設設のののの修繕修繕修繕修繕並並並並びにびにびにびに更更更更新新新新がががが必必必必要要要要となるとなるとなるとなる状状状状況況況況からからからから、、、、現在現在現在現在、、、、施施施施設設設設のののの長長長長寿命寿命寿命寿命化化化化計計計計画画画画のののの策策策策定定定定にににに向向向向けけけけてのてのてのての基基基基礎礎礎礎調調調調査査査査をををを行行行行っっっっているとこているとこているとこているところろろろでありますでありますでありますであります。。。。今今今今後後後後はははは、、、、施施施施設設設設のののの老朽老朽老朽老朽化化化化によりによりによりにより維持維持維持維持管理管理管理管理ココココスススストトトトのののの増増増増加加加加もももも考考考考ええええられるとこられるとこられるとこられるところろろろですですですです。。。。またまたまたまた、、、、少少少少子子子子高齢化高齢化高齢化高齢化によるによるによるによる人人人人口口口口減減減減少少少少、、、、今般今般今般今般のののの経済状経済状経済状経済状況況況況及及及及びびびび節節節節水水水水型家庭型家庭型家庭型家庭機機機機器器器器のののの普普普普及及及及ななななどどどどによりによりによりにより汚汚汚汚水水水水量量量量のののの減減減減少少少少にににに伴伴伴伴いいいい、、、、収収収収入額入額入額入額のののの大大大大幅幅幅幅なななな増増増増額額額額もももも見見見見込込込込めないとこめないとこめないとこめないところろろろですですですです。。。。今今今今後後後後のののの汚汚汚汚水水水水量量量量のののの見見見見込込込込みみみみにににに対対対対してしてしてして施施施施設設設設増増増増設設設設、、、、更更更更新等新等新等新等をををを検検検検証証証証しししし、、、、流流流流域下水道域下水道域下水道域下水道維持維持維持維持管理負管理負管理負管理負担担担担金金金金にににについてはついてはついてはついては据据据据ええええ置置置置きときときときと考考考考ええええているとこているとこているとこているところろろろですですですです。。。。小小小小規規規規模模模模なななな地地地地域域域域でのまちづくりについてでのまちづくりについてでのまちづくりについてでのまちづくりについて、、、、県県県県ががががどどどどのよのよのよのよううううなななな支支支支○○○○中尾地域中尾地域中尾地域中尾地域デザインデザインデザインデザイン推進課長推進課長推進課長推進課長援援援援ができるのかといができるのかといができるのかといができるのかといううううごごごご質問質問質問質問でごすがでごすがでごすがでごすが、、、、小小小小規規規規模模模模、、、、いいいいわわわわゆゆゆゆるるるる近近近近隣隣隣隣住住住住区区区区といといといといっっっったまちづくりにたまちづくりにたまちづくりにたまちづくりについてはついてはついてはついては一一一一義義義義的的的的にはにはにはには市町村市町村市町村市町村がががが担担担担当当当当しておりますがしておりますがしておりますがしておりますが、、、、高齢高齢高齢高齢者者者者をををを含含含含めためためためた多多多多くのくのくのくの方方方方 々々々々にとにとにとにとっっっってててて暮暮暮暮らしらしらしらしややややすいよすいよすいよすいよううううにににに、、、、さまさまさまさまざざざざまなまちのまなまちのまなまちのまなまちの機機機機能能能能ををををココココンンンンパクパクパクパクトトトトにににに集積集積集積集積してしてしてしてアクアクアクアクセセセセススススししししややややすいまちすいまちすいまちすいまち
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づくりをづくりをづくりをづくりを進進進進めるといめるといめるといめるといううううことはことはことはことは、、、、県県県県としてもとしてもとしてもとしても重重重重要要要要とととと考考考考ええええておりますておりますておりますております。。。。例例例例えばえばえばえば、、、、公公公公共共共共交交交交通通通通機機機機関関関関ややややイイイインンンンフラフラフラフラ等等等等ののののスススストトトトックックックックがあるよがあるよがあるよがあるよううううなななな中中中中心心心心市市市市街街街街地地地地といといといといううううのはのはのはのは、、、、効効効効率率率率的的的的でででで効果効果効果効果的的的的なまちのなまちのなまちのなまちの機機機機能能能能をををを集集集集約約約約したしたしたしたココココンンンンパクパクパクパクトトトトなまちづくりになまちづくりになまちづくりになまちづくりに適適適適するするするする地地地地域域域域ですがですがですがですが、、、、中中中中心心心心市市市市街街街街地地地地のまちづくりとしてのまちづくりとしてのまちづくりとしてのまちづくりとして、、、、国国国国のまちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくり交交交交付金付金付金付金、、、、今今今今はははは社会社会社会社会資資資資本整備総本整備総本整備総本整備総合交合交合交合交付金付金付金付金といといといというううう名名名名前前前前になりましたがになりましたがになりましたがになりましたが、、、、それをそれをそれをそれを活用活用活用活用しましてしましてしましてしまして、、、、市市市市がががが、、、、中中中中心心心心市市市市街街街街地地地地でのでのでのでの小小小小規規規規模模模模なななな道路道路道路道路ややややポケポケポケポケッッッットトトトパパパパーーーーククククのののの整備整備整備整備、、、、あるいはまちづくりのあるいはまちづくりのあるいはまちづくりのあるいはまちづくりの勉勉勉勉強強強強会会会会をををを行行行行っっっっておりておりておりており、、、、県県県県ではではではでは、、、、まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり交交交交付金付金付金付金のののの円円円円滑滑滑滑なななな実施実施実施実施がされるよがされるよがされるよがされるよううううにににに事業計事業計事業計事業計画画画画策策策策定定定定等等等等でのでのでのでの助言等助言等助言等助言等のののの支援支援支援支援をををを行行行行っっっっておりますておりますておりますております。。。。またまたまたまた、、、、市町村市町村市町村市町村にににに示示示示すことができるよすことができるよすことができるよすことができるよううううななななモモモモデデデデルルルル的的的的なまちづくりにもなまちづくりにもなまちづくりにもなまちづくりにも取取取取りりりり組組組組むむむむといといといといううううことことことこととしましてとしましてとしましてとしまして、、、、現在現在現在現在、、、、佐佐佐佐保保保保川川川川周辺周辺周辺周辺のののの地地地地域域域域におきましてにおきましてにおきましてにおきまして、、、、地地地地域域域域のののの資資資資産産産産であるであるであるである河河河河川川川川空空空空間間間間やややや、、、、あるあるあるあるいはいはいはいは病院病院病院病院、、、、図図図図書館書館書館書館等等等等のののの周辺周辺周辺周辺のののの既存既存既存既存のののの施施施施設設設設とのとのとのとの連携連携連携連携をををを生生生生かしてかしてかしてかして、、、、子子子子どどどどもからもからもからもから高齢高齢高齢高齢者者者者までのまでのまでのまでの多多多多世世世世代代代代がががが生生生生きききき生生生生きときときときと暮暮暮暮ららららせせせせるよるよるよるよううううなななな川川川川辺辺辺辺のまちづくりをのまちづくりをのまちづくりをのまちづくりを進進進進めているとこめているとこめているとこめているところろろろですですですです。。。。これまでもこれまでもこれまでもこれまでも県県県県、、、、市市市市、、、、地元自治地元自治地元自治地元自治会会会会、、、、周辺周辺周辺周辺施施施施設設設設等等等等とでとでとでとで懇談懇談懇談懇談会会会会をををを設置設置設置設置しましてしましてしましてしまして、、、、まちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくりの方方方方向性向性向性向性やややや連携連携連携連携してしてしてして取取取取りりりり組組組組むむむむ活動等活動等活動等活動等についてについてについてについて議議議議論論論論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。。。。さらにさらにさらにさらに、、、、地地地地域域域域のののの人人人人々々々々によるまちづくりによるまちづくりによるまちづくりによるまちづくりをををを支援支援支援支援するためにするためにするためにするために、、、、県職員県職員県職員県職員がまちづくりのがまちづくりのがまちづくりのがまちづくりの関関関関連連連連のののの情報情報情報情報等等等等のののの相相相相談談談談対応対応対応対応をををを行行行行うううう、、、、ならならならなら・・・・まちづまちづまちづまちづくりくりくりくりココココンンンンシェシェシェシェルジルジルジルジュュュュのののの活動活動活動活動をををを行行行行っっっっておりておりておりており、、、、これまでこれまでこれまでこれまで県内県内県内県内２３２３２３２３カカカカ所所所所でででで活動活動活動活動をををを進進進進めておりますめておりますめておりますめております。。。。県県県県としましてもとしましてもとしましてもとしましても、、、、今今今今後後後後ともともともとも市町村市町村市町村市町村やややや地元地元地元地元とととと協協協協力力力力してしてしてしてココココンンンンパクパクパクパクトトトトなまちづくりをなまちづくりをなまちづくりをなまちづくりを進進進進めてまめてまめてまめてまいりたいといりたいといりたいといりたいと考考考考ええええておりますておりますておりますております。。。。県営水道県営水道県営水道県営水道料料料料金金金金のののの値値値値下下下下げにげにげにげに伴伴伴伴うううう受受受受水市町村水市町村水市町村水市町村のののの水道水道水道水道料料料料金金金金のののの状状状状況況況況についについについについ○○○○清水水道局総務課長清水水道局総務課長清水水道局総務課長清水水道局総務課長てのおてのおてのおてのお尋尋尋尋ねねねねですですですです。。。。県営水道県営水道県営水道県営水道料料料料金金金金につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年のののの４４４４月月月月からからからから、、、、１１１１立立立立方方方方メメメメートルートルートルートル当当当当たりたりたりたり５５５５円円円円引引引引きききき下下下下げをげをげをげを実施実施実施実施ささささせせせせていただいたとこていただいたとこていただいたとこていただいたところろろろですですですです。。。。県営水道県営水道県営水道県営水道をををを受受受受水水水水しておりますしておりますしておりますしております、、、、２４２４２４２４のののの市町村中市町村中市町村中市町村中、、、、平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年４４４４月月月月以以以以降降降降、、、、現現現現時点時点時点時点までにまでにまでにまでに水道水道水道水道料料料料金金金金がががが引引引引きききき下下下下げられたのはげられたのはげられたのはげられたのは、、、、ううううちちちち３３３３市市市市でででで、、、、大大大大和和和和高高高高田市田市田市田市、、、、橿橿橿橿原原原原市市市市、、、、香芝香芝香芝香芝市市市市ですですですです。。。。大大大大和和和和高高高高田市田市田市田市はははは、、、、従従従従量料量料量料量料金金金金がががが１１１１立立立立方方方方メメメメートルートルートルートル当当当当たりたりたりたり６６６６円円円円、、、、橿橿橿橿原原原原市市市市はははは基基基基本本本本料料料料金金金金をををを８０８０８０８０円円円円、、、、香芝香芝香芝香芝市市市市はははは、、、、例例例例えばえばえばえば口口口口径径径径がががが１３１３１３１３ミリミリミリミリのののの場場場場合合合合ですがですがですがですが、、、、基基基基本本本本料料料料金金金金をををを５０５０５０５０円円円円、、、、それからそれからそれからそれから従従従従量料量料量料量料金金金金はははは使使使使用用用用水水水水量量量量３０３０３０３０立立立立方方方方メメメメートルートルートルートルまでとしまでとしまでとしまでとし、、、、そのそのそのその量量量量にににに応応応応じじじじてててて１１１１立立立立方方方方メメメメーーーートルトルトルトル当当当当たりたりたりたり５５５５円円円円ないしないしないしないし１０１０１０１０円円円円のののの引引引引きききき下下下下げをげをげをげを実施実施実施実施されておりますされておりますされておりますされております。。。。市町村市町村市町村市町村によによによによっっっってててて水水水水源源源源としてとしてとしてとして県営水道県営水道県営水道県営水道へへへへのののの依存依存依存依存度度度度がががが異異異異ななななっっっっておりますためておりますためておりますためておりますため、、、、県営水道県営水道県営水道県営水道料料料料金金金金のののの値値値値下下下下げのげのげのげの影響影響影響影響のののの度度度度合合合合いもいもいもいも市町村市町村市町村市町村によによによによっっっってててて異異異異ななななっっっっているとているとているとていると、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは市町村水道市町村水道市町村水道市町村水道自自自自身身身身のののの経経経経営営営営状状状状況況況況につきましてもさまにつきましてもさまにつきましてもさまにつきましてもさまざざざざまであることなまであることなまであることなまであることなどどどどからからからから、、、、県営水道県営水道県営水道県営水道料料料料金金金金のののの値値値値下下下下げがげがげがげが即座即座即座即座にににに市町市町市町市町村水道村水道村水道村水道のののの料料料料金金金金のののの値値値値下下下下げとげとげとげと一一一一律律律律にはにはにはには言言言言ええええないとこないとこないとこないところろろろであるとであるとであるとであると思思思思っっっっていますていますていますています。。。。各各各各市町村市町村市町村市町村がががが、、、、そそそそ
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れれれれぞぞぞぞれのれのれのれの経経経経営営営営状状状状況況況況やややや今今今今後後後後のののの需需需需要要要要のののの見見見見通通通通しししし、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは経経経経営計営計営計営計画画画画等等等等をををを踏踏踏踏ままままええええてててて料料料料金金金金をををを決定決定決定決定されされされされるものとるものとるものとるものと考考考考ええええていますていますていますています。。。。ただしただしただしただし、、、、県営水道県営水道県営水道県営水道料料料料金金金金のののの値値値値下下下下げによりげによりげによりげにより県営水道県営水道県営水道県営水道受受受受水水水水費費費費がががが軽減軽減軽減軽減されていますのでされていますのでされていますのでされていますので、、、、市町村市町村市町村市町村水道水道水道水道のののの経経経経営営営営をををを支援支援支援支援することとなりすることとなりすることとなりすることとなり、、、、水道水道水道水道料料料料金金金金のののの値値値値下下下下げにはげにはげにはげには至至至至っっっっていないていないていないていない場場場場合合合合でもでもでもでも、、、、市町村市町村市町村市町村水道水道水道水道におにおにおにおけけけけるるるる今今今今後後後後のののの利利利利用用用用者者者者ササササーーーービビビビススススのののの向向向向上上上上にににに何何何何らかのらかのらかのらかの形形形形でつながでつながでつながでつながっっっっていくものとていくものとていくものとていくものと考考考考ええええていていていていますますますます。。。。 ありがとありがとありがとありがとううううごごごござざざざいますいますいますいます。。。。○○○○今井委員今井委員今井委員今井委員間伐間伐間伐間伐ですがですがですがですが、、、、当面当面当面当面はははは今今今今までまでまでまでどどどどおりとおりとおりとおりと言言言言っっっっていただきましたのでていただきましたのでていただきましたのでていただきましたので、、、、そのそのそのその状状状状況況況況をををを見見見見ながらながらながらながら現現現現状状状状にににに合合合合ううううよよよよううううにににに続続続続けけけけていただていただていただていただけけけけるよるよるよるよううううにおにおにおにお願願願願いをしておきたいといをしておきたいといをしておきたいといをしておきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。それからそれからそれからそれから、、、、林業林業林業林業余剰余剰余剰余剰金金金金のののの問題問題問題問題ですがですがですがですが、、、、実際実際実際実際、、、、林業林業林業林業でででで働働働働くくくく人人人人にににに就労就労就労就労支援支援支援支援としてとしてとしてとして生活費生活費生活費生活費のののの支支支支給給給給、、、、そそそそうううういいいいううううのはこれではのはこれではのはこれではのはこれでは該当該当該当該当しないのかしないのかしないのかしないのか、、、、再度再度再度再度おおおお尋尋尋尋ねねね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。。。。それとそれとそれとそれと、、、、農産農産農産農産物直売物直売物直売物直売所所所所についてはについてはについてはについては、、、、県県県県がががが直接支援直接支援直接支援直接支援しているしているしているしている２４２４２４２４カカカカ所所所所についていについていについていについていろろろろいいいいろろろろ支支支支援援援援されるといされるといされるといされるといううううおおおお返返返返事事事事でしたがでしたがでしたがでしたが、、、、先先先先日日日日、、、、地元地元地元地元のののの農産農産農産農産物直売物直売物直売物直売所所所所にににに朝朝朝朝のののの８８８８時時時時半半半半ごごごごろろろろにににに行行行行きましきましきましきましたらたらたらたら、、、、８８８８時時時時からからからから始始始始ままままっっっったたたた農産農産農産農産物直売物直売物直売物直売所所所所でしたがでしたがでしたがでしたが、、、、ほとほとほとほとんどんどんどんどのののの箱箱箱箱がががが空空空空になになになになっっっっていましてていましてていましてていまして、、、、１１１１００００袋袋袋袋もももも残残残残っっっっていないよていないよていないよていないよううううなななな状状状状況況況況でででで、、、、これではこれではこれではこれでは魅魅魅魅力力力力にににに欠欠欠欠けけけけるなとるなとるなとるなと思思思思いましたいましたいましたいました。。。。地元地元地元地元のおのおのおのお祭祭祭祭りりりりもあもあもあもあっっっったのでそちらにもたのでそちらにもたのでそちらにもたのでそちらにも出出出出品品品品しているのかともしているのかともしているのかともしているのかとも思思思思っっっったのですがたのですがたのですがたのですが、、、、量量量量がががが少少少少ないないないない中中中中でででで分分分分けけけけていていていていけばどけばどけばどけばどこもこもこもこも魅魅魅魅力力力力がなくながなくながなくながなくなっっっってしまてしまてしまてしまうううう感感感感じじじじがしますのでがしますのでがしますのでがしますので、、、、農産農産農産農産物物物物をををを奈良県下奈良県下奈良県下奈良県下のののの農産農産農産農産物直売物直売物直売物直売所所所所ににににふふふふささささわわわわしいものをつくることをしいものをつくることをしいものをつくることをしいものをつくることを積極的積極的積極的積極的にににに支援支援支援支援していしていしていしていっっっっていただきたいとていただきたいとていただきたいとていただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。橿橿橿橿原原原原市市市市のののの農産農産農産農産物直売物直売物直売物直売所所所所、、、、それもそれもそれもそれも地元地元地元地元のののの野野野野菜菜菜菜だだだだけけけけでいでいでいでいけけけけるのかとるのかとるのかとるのかと、、、、少少少少しそしそしそしそんんんんなななな心配心配心配心配もしているもしているもしているもしているわわわわけけけけですですですです。。。。そそそそううううしたことをおしたことをおしたことをおしたことをお願願願願いをしたいといをしたいといをしたいといをしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。下水道下水道下水道下水道料料料料金金金金につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、料料料料金金金金をををを据据据据ええええ置置置置きしていただくことはきしていただくことはきしていただくことはきしていただくことは、、、、大大大大変変変変ありがたいことありがたいことありがたいことありがたいことなのですがなのですがなのですがなのですが、、、、下水道事業下水道事業下水道事業下水道事業ははははエエエエンンンンドドドドレレレレススススになになになになっっっっていくのだていくのだていくのだていくのだろうろうろうろうととと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。。。。人人人人口口口口減減減減少少少少、、、、高齢化高齢化高齢化高齢化、、、、所得所得所得所得がががが少少少少ないないないない等等等等のののの中中中中でででで行行行行っっっっていくていくていくていく事業事業事業事業になになになになっっっっていきますのでていきますのでていきますのでていきますので、、、、できるだできるだできるだできるだけけけけ市町村市町村市町村市町村負負負負担担担担がががが軽軽軽軽くなるよくなるよくなるよくなるよううううにににに、、、、検検検検討討討討しながらしながらしながらしながら進進進進めていただきたいとおめていただきたいとおめていただきたいとおめていただきたいとお願願願願いしたいといしたいといしたいといしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。まちづくりについてはまちづくりについてはまちづくりについてはまちづくりについては、、、、小小小小規規規規模模模模のまちづくりをのまちづくりをのまちづくりをのまちづくりを県県県県もももも具具具具体体体体的的的的なななな場所場所場所場所でででで実施実施実施実施されているのでされているのでされているのでされているので、、、、今今今今後後後後もそもそもそもそううううしたまちづくりがしたまちづくりがしたまちづくりがしたまちづくりが必必必必要要要要になになになになっっっってくるのだてくるのだてくるのだてくるのだろうろうろうろうとととと思思思思いますいますいますいます、、、、車車車車にににに乗乗乗乗れるれるれるれる人人人人もだもだもだもだんんんんだだだだんんんん少少少少なくなるなくなるなくなるなくなる状状状状況況況況になになになになっっっってまいりましたのでてまいりましたのでてまいりましたのでてまいりましたので、、、、ももももっっっっとととと進進進進めていただきたいとめていただきたいとめていただきたいとめていただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。県営水道県営水道県営水道県営水道料料料料金金金金はははは、、、、５５５５円円円円のののの引引引引きききき下下下下げはげはげはげは各各各各市町村市町村市町村市町村にににに喜喜喜喜ばばばばれていることでごれていることでごれていることでごれていることでござざざざいますいますいますいます。。。。さらにさらにさらにさらに努努努努力力力力をしていただきをしていただきをしていただきをしていただき、、、、続続続続けけけけてててて市町村市町村市町村市町村のののの応援応援応援応援をおをおをおをお願願願願いしておきたいといしておきたいといしておきたいといしておきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。林業林業林業林業就就就就業業業業促促促促進進進進資資資資金金金金をををを生活費生活費生活費生活費にはにはにはには使使使使ええええないかといないかといないかといないかといううううごごごご質問質問質問質問ですがですがですがですが、、、、貸貸貸貸しししし付付付付○○○○七尾林政課長七尾林政課長七尾林政課長七尾林政課長
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けけけけ対対対対象象象象となりますのはとなりますのはとなりますのはとなりますのは、、、、新新新新規規規規就就就就業予定者業予定者業予定者業予定者がががが林業林業林業林業技術技術技術技術をををを習習習習得得得得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受修受修受修受講講講講にににに必必必必要要要要なななな資資資資金金金金とととと、、、、新新新新規規規規就就就就業予定者業予定者業予定者業予定者がががが住住住住居居居居のののの移転移転移転移転、、、、作作作作業業業業用用用用具具具具、、、、例例例例えばえばえばえばあとあとあとあと作作作作業業業業着着着着等等等等、、、、そそそそうううういいいいっっっったたたた就就就就業業業業準準準準備備備備にににに必必必必要要要要なものをなものをなものをなものを購購購購入入入入するためのするためのするためのするための資資資資金金金金ですのでですのでですのでですので、、、、生活費生活費生活費生活費にはにはにはには使使使使ええええまままませんせんせんせん。。。。林業林業林業林業はははは大大大大変変変変重重重重要要要要なななな問題問題問題問題でででで、、、、ここでここでここでここで若若若若いいいい人人人人たちのたちのたちのたちの雇雇雇雇用用用用がががが広広広広ががががっっっっていくのがていくのがていくのがていくのが奈良奈良奈良奈良○○○○今井委員今井委員今井委員今井委員県県県県のののの林業産業林業産業林業産業林業産業にとにとにとにとっっっってもてもてもても重重重重要要要要なななな問題問題問題問題だとだとだとだと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、林業林業林業林業支援支援支援支援のののの資資資資金金金金がががが生活費生活費生活費生活費にもにもにもにも充当充当充当充当でででできるよきるよきるよきるよううううなものをなものをなものをなものを国国国国にににに求求求求めていただきたいことをめていただきたいことをめていただきたいことをめていただきたいことを言言言言っっっってててて、、、、終終終終わわわわりにしますりにしますりにしますりにします。。。。次次次次にににに、、、、ごごごござざざざいまいまいまいませんせんせんせんかかかか。。。。○○○○井岡委員長井岡委員長井岡委員長井岡委員長農林部農林部農林部農林部とととと土木部土木部土木部土木部にににに質問質問質問質問及及及及びびびび要要要要望望望望をさをさをさをさせせせせていただきたいとていただきたいとていただきたいとていただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。○○○○浅川委員浅川委員浅川委員浅川委員まずまずまずまず、、、、農林部農林部農林部農林部にですがにですがにですがにですが、、、、先先先先般般般般、、、、一般一般一般一般質問質問質問質問でででで大大大大和和和和野野野野菜菜菜菜並並並並びにびにびにびに中中中中央卸央卸央卸央卸売売売売市場市場市場市場についてについてについてについて質問質問質問質問ししししたとこたとこたとこたところろろろですがですがですがですが、、、、そのそのそのその点点点点をををを掘掘掘掘りりりり下下下下げてげてげてげて質問質問質問質問ささささせせせせていただきたいとていただきたいとていただきたいとていただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。大大大大和和和和野野野野菜菜菜菜についてはについてはについてはについては、、、、生生生生産産産産拡拡拡拡大大大大のののの取取取取りりりり組組組組みみみみとしてとしてとしてとして、、、、今今今今までのまでのまでのまでの取取取取りりりり組組組組みみみみとこれからのとこれからのとこれからのとこれからの取取取取りりりり組組組組みみみみをおをおをおをお聞聞聞聞きしたのでありますきしたのでありますきしたのでありますきしたのであります。。。。確確確確かにかにかにかに、、、、今今今今までまでまでまで県県県県がごがごがごがご努努努努力力力力いただいたことにいただいたことにいただいたことにいただいたことに、、、、評価評価評価評価をしをしをしをしているとこているとこているとこているところろろろですがですがですがですが、、、、今今今今後後後後のののの取取取取りりりり組組組組みみみみといといといといううううとことことこところろろろでででで、、、、少少少少しししし満足満足満足満足しきれていないとこしきれていないとこしきれていないとこしきれていないところろろろががががありますありますありますあります。。。。大大大大和和和和野野野野菜菜菜菜のののの促促促促進進進進といといといといううううことはことはことはことは何何何何がががが目的目的目的目的かかかか。。。。これをこれをこれをこれを平平平平たくたくたくたく言言言言ううううとととと、、、、ややややはりはりはりはり農農農農家家家家のののの方方方方 々々々々にににに豊豊豊豊かになかになかになかになっっっっていただくていただくていただくていただく、、、、ももももっっっっとととと平平平平たくたくたくたく言言言言ううううとととと、、、、おおおお金金金金ももももうけうけうけうけをしていただかなをしていただかなをしていただかなをしていただかなけけけけれれれればばばばならないならないならないならない、、、、これがこれがこれがこれが大大大大きなきなきなきな目的目的目的目的だとだとだとだと思思思思っっっっていますていますていますています。。。。そそそそうううういいいいうううう観観観観点点点点からからからから、、、、実際実際実際実際、、、、大大大大和和和和野野野野菜菜菜菜のののの促促促促進進進進にににに対対対対してしてしてして今今今今後後後後のののの戦略戦略戦略戦略ををををどうどうどうどうとらとらとらとらええええられているのかられているのかられているのかられているのか、、、、ももももうううう少少少少しししし具具具具体体体体的的的的におにおにおにお考考考考ええええをををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたいなとなとなとなと思思思思いますいますいますいます。。。。一一一一問問問問一一一一答答答答でおでおでおでお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。大大大大和和和和野野野野菜菜菜菜についてについてについてについて、、、、どうどうどうどう戦略戦略戦略戦略をををを図図図図っっっっていくのかといていくのかといていくのかといていくのかといううううごごごご質問質問質問質問○○○○嶋本嶋本嶋本嶋本マーケティングマーケティングマーケティングマーケティング課長課長課長課長でごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。大大大大和和和和野野野野菜菜菜菜についてについてについてについて、、、、消費消費消費消費者者者者のののの認認認認知度知度知度知度がががが徐徐徐徐 々々々々にににに高高高高ままままっっっっているているているている中中中中、、、、消費消費消費消費者者者者によりによりによりにより多多多多くくくく食食食食べてべてべてべていただくためにいただくためにいただくためにいただくために、、、、生生生生産産産産からからからから流流流流通通通通、、、、販販販販売売売売、、、、それにそれにそれにそれに至至至至るるるる戦略戦略戦略戦略的的的的なななな考考考考ええええ方方方方がががが必必必必要要要要とととと認認認認識識識識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。。。。現在現在現在現在、、、、大大大大和和和和野野野野菜菜菜菜ををををチャレチャレチャレチャレンジンジンジンジ品目品目品目品目としてとしてとしてとして位置位置位置位置づづづづけけけけてててて、、、、意意意意欲欲欲欲あるあるあるある生生生生産者産者産者産者とととと協協協協定定定定をををを結結結結びびびび、、、、生生生生産産産産拡拡拡拡大大大大にににに向向向向けけけけたたたた取取取取りりりり組組組組みみみみをををを推進推進推進推進しているとこしているとこしているとこしているところろろろですですですです。。。。２１２１２１２１品目品目品目品目のののの大大大大和和和和野野野野菜菜菜菜ですがですがですがですが、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれのれのれのれの特特特特徴徴徴徴をををを生生生生かしたかしたかしたかした戦略戦略戦略戦略がががが必必必必要要要要とととと認認認認識識識識しておりしておりしておりしており、、、、大大大大きくはきくはきくはきくは、、、、量的量的量的量的にずにずにずにずっっっっとととと確保確保確保確保をしをしをしをしていていていていけけけけるるるる品目品目品目品目、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは地地地地域域域域限限限限定定定定品目品目品目品目、、、、個個個個性的性的性的性的なななな品目品目品目品目、、、、大大大大きくきくきくきく３３３３つにつにつにつに分分分分類類類類をしましてをしましてをしましてをしまして、、、、そそそそれれれれぞぞぞぞれれれれ販販販販売売売売拡拡拡拡大大大大にににに向向向向けけけけたたたた取取取取りりりり組組組組みみみみをををを進進進進めているとこめているとこめているとこめているところろろろですですですです。。。。具具具具体体体体的的的的にはにはにはには、、、、生生生生産産産産量量量量のののの多多多多いいいい大大大大和和和和まなとかまなとかまなとかまなとか千筋千筋千筋千筋みみみみずなずなずなずな等等等等のののの品目品目品目品目についてはについてはについてはについては、、、、今年度今年度今年度今年度、、、、協協協協力力力力店店店店としてとしてとしてとして認認認認定定定定しましたしましたしましたしました県内県内県内県内ののののススススーーーーパパパパーーーーママママーーーーケケケケッッッットトトト５４５４５４５４店舗店舗店舗店舗とととと連携連携連携連携をしましてをしましてをしましてをしまして、、、、おいしいおいしいおいしいおいしい奈奈奈奈良産野良産野良産野良産野菜菜菜菜ののののキャキャキャキャンペーンンペーンンペーンンペーンをををを実施実施実施実施するなするなするなするなどどどど、、、、量量量量販店販店販店販店をををを中中中中心心心心としたとしたとしたとした販販販販路路路路拡拡拡拡大大大大をををを図図図図っっっってまいりたてまいりたてまいりたてまいりた
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いといといといと考考考考ええええておりますておりますておりますております。。。。一方一方一方一方、、、、生生生生産産産産量量量量はははは少少少少ないのですがないのですがないのですがないのですが、、、、そのそのそのその由由由由来来来来でありますとかでありますとかでありますとかでありますとか形形形形状状状状、、、、そそそそうううういいいいっっっったとこたとこたとこたところろろろにににに特特特特徴徴徴徴のあるのあるのあるのある野野野野菜菜菜菜につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、例例例例えばえばえばえば、、、、結結結結崎崎崎崎ネネネネブカブカブカブカややややひひひひもともともともとううううがらしながらしながらしながらしなどどどどですがですがですがですが、、、、ここここうううういいいいっっっったものにつきましてはたものにつきましてはたものにつきましてはたものにつきましては、、、、高高高高級食級食級食級食材材材材販販販販売売売売店店店店、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは県内県内県内県内のののの農産農産農産農産物直売物直売物直売物直売所所所所、、、、それからこだそれからこだそれからこだそれからこだわわわわりのりのりのりのレレレレスススストトトトラララランンンン、、、、ここここうううういいいいっっっったとこたとこたとこたところろろろをををを対対対対象象象象にしましてにしましてにしましてにしまして、、、、例例例例えばえばえばえば、、、、契約契約契約契約販販販販売売売売ルートルートルートルートとしてとしてとしてとして開開開開拓拓拓拓するなするなするなするなどどどど、、、、生生生生産者産者産者産者とととと実実実実需需需需者者者者をををを直接直接直接直接つなつなつなつなぐぐぐぐ流流流流通通通通とかとかとかとか、、、、そのそのそのその流流流流通通通通事業者事業者事業者事業者ともともともとも連携連携連携連携をををを図図図図りなりなりなりながらがらがらがら一一一一層層層層のののの販販販販路路路路拡拡拡拡大大大大をををを進進進進めているとこめているとこめているとこめているところろろろですですですです。。。。これらのこれらのこれらのこれらの取取取取りりりり組組組組みみみみをををを進進進進めるめるめるめる中中中中でででで把握把握把握把握しましたしましたしましたしました需需需需要要要要動向等動向等動向等動向等のののの情報情報情報情報、、、、これをこれをこれをこれを生生生生産者産者産者産者のののの方方方方ににににフフフフィィィィーーーードドドドババババックックックックしましてしましてしましてしまして、、、、ママママーーーーケケケケッッッットトトトののののニニニニーーーーズズズズにににに対応対応対応対応したしたしたした生生生生産振興産振興産振興産振興をををを実実実実現現現現できるよできるよできるよできるよううううにつなにつなにつなにつなげてまいりたいとげてまいりたいとげてまいりたいとげてまいりたいと考考考考ええええておりますておりますておりますております。。。。またまたまたまた、、、、意意意意欲欲欲欲あるあるあるある生生生生産者産者産者産者とともにとともにとともにとともに、、、、従従従従来来来来どどどどおりおりおりおり市場市場市場市場流流流流通通通通をををを重視重視重視重視しながらもしながらもしながらもしながらも、、、、民間民間民間民間のののの通販通販通販通販事事事事業者業者業者業者、、、、加加加加工業者工業者工業者工業者、、、、流流流流通通通通業者業者業者業者、、、、さらにはさらにはさらにはさらには農産農産農産農産物直売物直売物直売物直売所所所所等等等等ともともともとも情報情報情報情報交交交交換換換換をををを活発活発活発活発にににに進進進進めめめめ、、、、連携連携連携連携をををを強化強化強化強化してしてしてして品目品目品目品目ごとのごとのごとのごとの特特特特徴徴徴徴にににに合合合合っっっったさまたさまたさまたさまざざざざまなまなまなまな多様多様多様多様なななな流流流流通通通通経経経経路路路路のののの開開開開拓拓拓拓、、、、形形形形成成成成にににに努努努努めてめてめてめて、、、、大大大大和和和和野野野野菜菜菜菜のののの販販販販売売売売のののの拡拡拡拡大大大大をををを図図図図っっっっててててブラブラブラブランンンンドドドド化化化化をををを進進進進めてまいるめてまいるめてまいるめてまいる所所所所存存存存でごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。ありがとありがとありがとありがとううううごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。○○○○浅川委員浅川委員浅川委員浅川委員本本本本当当当当にそにそにそにそうううういいいいうううう方方方方向向向向ででででどんどんどんどんどんどんどんどん進進進進めてもらめてもらめてもらめてもらっっっったらいいとたらいいとたらいいとたらいいと思思思思ううううのですがのですがのですがのですが、、、、要要要要するにするにするにするに、、、、だれだれだれだれにににに何何何何をををを売売売売るのかとるのかとるのかとるのかと、、、、ここをもここをもここをもここをもっっっっとととと明明明明確確確確にすべきではないかとにすべきではないかとにすべきではないかとにすべきではないかと思思思思いますいますいますいます。。。。いいいいろろろろいいいいろろろろ動向調動向調動向調動向調査査査査をしながらをしながらをしながらをしながら、、、、ニニニニーーーーズズズズとかそとかそとかそとかそうううういいいいううううものもいものもいものもいものもいろろろろいいいいろろろろ把握把握把握把握しよしよしよしよううううとととと努努努努められていることはめられていることはめられていることはめられていることはわわわわかかかかるのですがるのですがるのですがるのですが、、、、戦略戦略戦略戦略といといといといううううのはのはのはのは、、、、だれにだれにだれにだれに何何何何をををを売売売売るかるかるかるか、、、、これをこれをこれをこれを明明明明確確確確にににに決決決決めてめてめてめて、、、、それにそれにそれにそれに一一一一丸丸丸丸となとなとなとなっっっっててててみんみんみんみんながながながなが取取取取りりりり組組組組むむむむことがことがことがことが、、、、それこそがそれこそがそれこそがそれこそが戦略戦略戦略戦略ではないのかなとではないのかなとではないのかなとではないのかなと思思思思ううううのですのですのですのです。。。。それでそれでそれでそれで、、、、そそそそうううういいいいっっっったたたた大大大大和和和和野野野野菜菜菜菜推進推進推進推進といといといといううううそのそのそのその戦略戦略戦略戦略、、、、これをこれをこれをこれを練練練練るにるにるにるに当当当当たたたたっっっってててて検検検検討討討討のののの場場場場はあはあはあはあるのでしるのでしるのでしるのでしょょょょううううかかかか、、、、それをおそれをおそれをおそれをお尋尋尋尋ねねねねしますしますしますします。。。。農林部内農林部内農林部内農林部内におきましてにおきましてにおきましてにおきまして、、、、生生生生産産産産担担担担当当当当課課課課あるいはあるいはあるいはあるいは販販販販売売売売のののの方方方方、、、、そそそそうううう○○○○嶋本嶋本嶋本嶋本マーケティングマーケティングマーケティングマーケティング課長課長課長課長いいいいっっっったたたた面面面面ででででトートートートータタタタルルルルとしましてとしましてとしましてとしまして戦略戦略戦略戦略的的的的にににに生生生生産産産産、、、、流流流流通通通通、、、、販販販販売売売売、、、、品目品目品目品目ごとにごとにごとにごとにどどどどのののの戦略戦略戦略戦略がががが合合合合ううううかかかか考考考考ええええながらながらながらながら今取今取今取今取りまとめをしているとこりまとめをしているとこりまとめをしているとこりまとめをしているところろろろですのでですのでですのでですので、、、、今今今今後後後後にににに向向向向けけけけてもてもてもてもうううう少少少少しししし明明明明確確確確にににに整理整理整理整理でででできるものはしてまいりたいときるものはしてまいりたいときるものはしてまいりたいときるものはしてまいりたいと思思思思いますいますいますいます。。。。一般一般一般一般質問質問質問質問でもでもでもでも一一一一応応応応提提提提言言言言といといといというううう形形形形でででで申申申申しししし上上上上げたことですがげたことですがげたことですがげたことですが、、、、私私私私はそはそはそはそうううういいいいうううう戦略戦略戦略戦略○○○○浅川委員浅川委員浅川委員浅川委員をををを練練練練るときにはるときにはるときにはるときには、、、、専門専門専門専門のののの方方方方 々々々々、、、、それにそれにそれにそれにププププラスラスラスラス、、、、ややややはりはりはりはり現現現現場場場場のののの声声声声としてとしてとしてとして、、、、まずまずまずまず大大大大きなきなきなきな観観観観光産光産光産光産業業業業のののの一一一一環環環環でもあるといでもあるといでもあるといでもあるといううううよよよよううううなことからなことからなことからなことからホテホテホテホテルルルル業業業業界界界界、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは料料料料亭亭亭亭のののの方方方方 々々々々とかとかとかとか、、、、そそそそうううういいいいっっっったたたた方方方方 々々々々ののののニニニニーーーーズズズズもとらもとらもとらもとらええええるといるといるといるといううううこともこともこともことも必必必必要要要要でしでしでしでしょょょょううううしししし、、、、そこにそこにそこにそこにマスマスマスマスコミコミコミコミにもにもにもにも協協協協力力力力していしていしていしてい
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ただくただくただくただく必必必必要要要要があるとがあるとがあるとがあると思思思思ううううのですのですのですのです。。。。奈良県奈良県奈良県奈良県でもでもでもでも新聞新聞新聞新聞社社社社ややややテレビテレビテレビテレビ局局局局もあるもあるもあるもあるわけわけわけわけなのですからなのですからなのですからなのですから、、、、そそそそうううういいいいっっっったとこたとこたとこたところろろろもももも巻巻巻巻きききき込込込込んんんんでいただきたいでいただきたいでいただきたいでいただきたい。。。。京京京京都府都府都府都府あたりではあたりではあたりではあたりでは、、、、そそそそうううういいいいううううことをことをことをことを立立立立ちちちち上上上上げてげてげてげて、、、、やっやっやっやっておられるよておられるよておられるよておられるよううううにににに聞聞聞聞きますきますきますきます。。。。一一一一つはつはつはつは模範模範模範模範となるととなるととなるととなると思思思思ううううのですのですのですのです。。。。京京京京野野野野菜菜菜菜のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、取取取取りりりり組組組組んんんんでこられたことをでこられたことをでこられたことをでこられたことを、、、、ままままねねねねるとこるとこるとこるところろろろはまはまはまはまねねねねたらいいとたらいいとたらいいとたらい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、、、、ぜひぜひぜひぜひともともともともそそそそうううういいいいうううう方方方方向向向向でででで進進進進んんんんでいただでいただでいただでいただけけけけれれれればばばばなとなとなとなと要要要要望望望望しておきたいとしておきたいとしておきたいとしておきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。次次次次にににに、、、、中中中中央卸央卸央卸央卸売売売売市場市場市場市場についてですがについてですがについてですがについてですが、、、、事業者事業者事業者事業者とのとのとのとの議議議議論論論論といといといといううううのはのはのはのは実際実際実際実際まだまだまだまだまだまだまだまだ不不不不足足足足してしてしてしているのかといるのかといるのかといるのかと思思思思ううううのですのですのですのです。。。。中中中中央卸央卸央卸央卸売売売売市場市場市場市場運運運運営営営営協協協協議会議会議会議会にににに出席出席出席出席ささささせせせ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、、、、そのよそのよそのよそのよううううにににに感感感感じじじじましたましたましたました。。。。一般一般一般一般質問質問質問質問でででで農林部長農林部長農林部長農林部長からおからおからおからお答答答答ええええをいただきましたがをいただきましたがをいただきましたがをいただきましたが、、、、今今今今後後後後事業者事業者事業者事業者とのとのとのとの議議議議論論論論ををををどどどどのよのよのよのよううううにににに進進進進めていかれるのかめていかれるのかめていかれるのかめていかれるのか、、、、ももももうううう少少少少しししし詳詳詳詳しくおしくおしくおしくお答答答答ええええいただいただいただいただけけけけないでしないでしないでしないでしょょょょううううかかかか。。。。中中中中央卸央卸央卸央卸売売売売市場市場市場市場にににに関関関関してしてしてして、、、、場内場内場内場内のののの事業者事業者事業者事業者とのとのとのとの議議議議論論論論ははははどうどうどうどうなのかなのかなのかなのか○○○○嶋本嶋本嶋本嶋本マーケティングマーケティングマーケティングマーケティング課長課長課長課長といといといといううううことですことですことですことです。。。。これまでこれまでこれまでこれまで、、、、開設者開設者開設者開設者のののの奈良県奈良県奈良県奈良県側側側側とととと中中中中央卸央卸央卸央卸売売売売市場内市場内市場内市場内のののの事業者事業者事業者事業者とのとのとのとの間間間間ではではではでは、、、、個個個個 々々々々のののの案案案案件件件件につきにつきにつきにつきましてはましてはましてはましては、、、、市場市場市場市場のののの中中中中にごにごにごにござざざざいますいますいますいます中中中中央卸央卸央卸央卸売売売売市場市場市場市場運運運運営営営営協協協協議会議会議会議会等等等等をををを通通通通じじじじてててて、、、、個個個個 々々々々にににに協協協協議議議議をををを行行行行いいいいながらながらながらながら進進進進めてきためてきためてきためてきたわけわけわけわけですがですがですがですが、、、、一一一一つのつのつのつのテテテテーーーーブブブブルルルルにににに着着着着いていていていて中中中中央卸央卸央卸央卸売売売売市場市場市場市場のののの将将将将来来来来のありのありのありのあり方方方方をををを議議議議論論論論するとこするとこするとこするところろろろまではまではまではまでは至至至至っっっってはおりまてはおりまてはおりまてはおりませんせんせんせんでしたでしたでしたでした。。。。しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら、、、、市場市場市場市場のののの将将将将来来来来をををを考考考考ええええるといるといるといるというううう点点点点でででで、、、、開設者開設者開設者開設者だだだだけけけけ、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは事業者事業者事業者事業者だだだだけけけけ、、、、いずれかいずれかいずれかいずれか一方一方一方一方のののの検検検検討討討討だだだだけけけけではなかなかではなかなかではなかなかではなかなか効果効果効果効果がががが上上上上がるものではないとがるものではないとがるものではないとがるものではないと考考考考ええええておりますておりますておりますております。。。。双双双双方方方方がががが意見意見意見意見をををを出出出出しししし合合合合いいいい議議議議論論論論をすることがをすることがをすることがをすることが今今今今後後後後のののの運運運運営営営営にとにとにとにとっっっってててて有効有効有効有効であるとであるとであるとであると考考考考ええええておりますておりますておりますております。。。。またまたまたまた、、、、近近近近年年年年、、、、環境環境環境環境ががががどんどんどんどんどんどんどんどん変化変化変化変化するするするする中中中中でででで市場市場市場市場のののの取取取取扱扱扱扱量量量量もももも減減減減っっっっているているているている今今今今のののの段段段段階階階階でででで、、、、特特特特にそにそにそにそうううういいいいううううことがことがことがことが必必必必要要要要ではないかとではないかとではないかとではないかと考考考考ええええておりますておりますておりますております。。。。平成平成平成平成２０２０２０２０年度年度年度年度からからからから市場市場市場市場のありのありのありのあり方方方方検検検検討討討討会議会議会議会議をつくりましてをつくりましてをつくりましてをつくりまして、、、、現現現現状状状状とととと課課課課題題題題についてについてについてについて議議議議論論論論をしをしをしをし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。。。。平成平成平成平成２１２１２１２１年年年年１２１２１２１２月月月月にはにはにはには、、、、中中中中央卸央卸央卸央卸売売売売市場市場市場市場協協協協会会会会とのとのとのとの間間間間でででで今今今今後後後後のののの市場市場市場市場のののの活性化活性化活性化活性化のためののためののためののための基基基基本本本本協協協協定定定定をををを締結締結締結締結しましてしましてしましてしまして、、、、おおおお互互互互いがいがいがいが積極的積極的積極的積極的にににに協協協協議議議議をするといをするといをするといをするといううううことでことでことでことで合意合意合意合意をしまをしまをしまをしましてしてしてして、、、、これまでこれまでこれまでこれまで委員委員委員委員にもおにもおにもおにもお入入入入りいただいているりいただいているりいただいているりいただいている中中中中央卸央卸央卸央卸売売売売市場市場市場市場運運運運営営営営協協協協議会議会議会議会をををを開開開開催催催催をしたとこをしたとこをしたとこをしたところろろろですですですです。。。。中中中中央卸央卸央卸央卸売売売売市場市場市場市場運運運運営営営営協協協協議会議会議会議会のののの中中中中でもごでもごでもごでもご提案提案提案提案をいただきましたがをいただきましたがをいただきましたがをいただきましたが、、、、当当当当事者事者事者事者であるであるであるである事業者事業者事業者事業者とととと奈奈奈奈良県良県良県良県とのとのとのとの間間間間でででで、、、、ももももうううう少少少少しししし具具具具体体体体化化化化したしたしたしたテテテテーーーーママママでででで議議議議論論論論をしたをしたをしたをした上上上上でででで、、、、それをそれをそれをそれを中中中中央卸央卸央卸央卸売売売売市場市場市場市場運運運運営営営営協協協協議会議会議会議会でででで再度再度再度再度ごごごご審議審議審議審議をいただくといをいただくといをいただくといをいただくというううう方方方方向向向向ですですですです。。。。これからこれからこれからこれから、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれにれにれにれにテテテテーーーーママママをををを決決決決めてめてめてめて、、、、例例例例えばえばえばえば施施施施設設設設、、、、業務業務業務業務のありのありのありのあり方方方方等等等等ををををテテテテーーーーママママをををを決決決決めてめてめてめて、、、、業者業者業者業者のののの方方方方、、、、代表者代表者代表者代表者のののの方方方方とととと具具具具体体体体的的的的なななな項目項目項目項目につにつにつについていていていて意見交意見交意見交意見交換換換換をををを重重重重ねねねねたいとたいとたいとたいと考考考考ええええておりますておりますておりますております。。。。ぜひぜひぜひぜひともそのよともそのよともそのよともそのよううううにににに進進進進めていただきたいとめていただきたいとめていただきたいとめていただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。もともともともともともともともと奈良県奈良県奈良県奈良県からからからから提提提提○○○○浅川委員浅川委員浅川委員浅川委員
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案案案案されたされたされたされた中中中中央卸央卸央卸央卸売売売売市場市場市場市場をををを地地地地方方方方卸卸卸卸売売売売市場市場市場市場にしてはにしてはにしてはにしてはどうどうどうどうかといかといかといかといううううことであことであことであことであっっっったよたよたよたよううううにににに思思思思いますいますいますいますがががが、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか理解理解理解理解されていないとされていないとされていないとされていないと思思思思いますしいますしいますしいますし、、、、実際実際実際実際ににににどどどどちらがよいのかはちらがよいのかはちらがよいのかはちらがよいのかは、、、、他他他他府府府府県県県県をををを見見見見ててててもまだもまだもまだもまだ答答答答ええええがががが出出出出ているとこているとこているとこているところろろろはないなとはないなとはないなとはないなと思思思思ううううのですのですのですのです。。。。中中中中央卸央卸央卸央卸売売売売市場市場市場市場よりもよりもよりもよりも地地地地方方方方卸卸卸卸売売売売市場市場市場市場のののの方方方方がががが自自自自由由由由度度度度があるとかがあるとかがあるとかがあるとか、、、、いいいいろんろんろんろんなななな展展展展開開開開がしがしがしがしややややすいとかすいとかすいとかすいとか、、、、理理理理屈屈屈屈ではではではではわわわわかかかかっっっったとしてもたとしてもたとしてもたとしても、、、、実際実際実際実際にそれがにそれがにそれがにそれがどうどうどうどうなのかといなのかといなのかといなのかといっっっったときにたときにたときにたときに大大大大変変変変なななな不安不安不安不安をおをおをおをお持持持持ちだといちだといちだといちだといううううことでありますことでありますことでありますことであります。。。。何何何何度度度度もももも申申申申しししし上上上上げますがげますがげますがげますが、、、、地地地地方方方方卸卸卸卸売売売売市場市場市場市場になになになになっっっったとしたらたとしたらたとしたらたとしたら、、、、集荷集荷集荷集荷、、、、これがもこれがもこれがもこれがもうううう全全全全くくくくスススステテテテーーーータスタスタスタスといといといといううううものがなくなものがなくなものがなくなものがなくなっっっってててて集集集集ままままっっっってこないのではないかとてこないのではないかとてこないのではないかとてこないのではないかと最最最最もももも心配心配心配心配されるされるされるされる事事事事柄柄柄柄のののの一一一一つでつでつでつでありますありますありますあります。。。。東東東東京京京京のののの築築築築地地地地市場市場市場市場がががが中中中中央央央央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、、、、ほかのほかのほかのほかの都都都都道道道道府府府府県県県県がすべてがすべてがすべてがすべて地地地地方方方方といといといといううううこここことになれとになれとになれとになればばばば、、、、それはそれでそれはそれでそれはそれでそれはそれで良良良良いのだといいのだといいのだといいのだといううううことをおことをおことをおことをお話話話話しされているしされているしされているしされているわけわけわけわけでありでありでありであり、、、、そそそそうううういいいいっっっったことからたことからたことからたことから他他他他府府府府県県県県のののの事例事例事例事例もももも調調調調査査査査しながらしながらしながらしながら、、、、本本本本当当当当にににに何何何何がいいのかがいいのかがいいのかがいいのか、、、、いずれにしてもいずれにしてもいずれにしてもいずれにしても卸卸卸卸売売売売市場市場市場市場のののの活性化活性化活性化活性化ははははみんみんみんみんながながながなが望望望望むむむむとことことこところろろろでごでごでごでござざざざいますからいますからいますからいますから、、、、ぜひぜひぜひぜひともともともとも十十十十分分分分なるなるなるなる議議議議論論論論をしていただくをしていただくをしていただくをしていただくよよよよううううにににに、、、、よよよよろろろろしくおしくおしくおしくお願願願願いいいい申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。次次次次にににに、、、、土木部土木部土木部土木部についてですがについてですがについてですがについてですが、、、、２２２２点点点点要要要要望望望望ささささせせせせていただきたいとていただきたいとていただきたいとていただきたいと思思思思っっっっておりますておりますておりますております。。。。もしもしもしもし所所所所見見見見をををを伺伺伺伺ええええれれれればばばばありがたいのですがありがたいのですがありがたいのですがありがたいのですが、、、、公公公公共工事共工事共工事共工事といといといといううううのはのはのはのは、、、、もちもちもちもちろんろんろんろん県県県県民民民民のためののためののためののための基基基基盤盤盤盤整備整備整備整備といといといというううう大大大大きなきなきなきな目的目的目的目的があるがあるがあるがあるわけわけわけわけでありますでありますでありますであります。。。。それそれそれそれ以以以以外外外外にににに、、、、経済経済経済経済のののの発発発発展展展展、、、、経済経済経済経済のののの活性活性活性活性化化化化、、、、経済経済経済経済波波波波及及及及並並並並びにびにびにびに雇雇雇雇用確保用確保用確保用確保といといといといっっっったたたた、、、、そそそそうううういいいいううううこともこともこともことも公公公公共工事共工事共工事共工事のののの中中中中のののの使命使命使命使命としてあるのとしてあるのとしてあるのとしてあるのではないかとではないかとではないかとではないかと思思思思っっっっておりますておりますておりますております。。。。そそそそんんんんなななな中中中中、、、、実際実際実際実際にににに奈良県奈良県奈良県奈良県がががが発発発発注注注注するするするする公公公公共工事共工事共工事共工事がががが県内県内県内県内においてにおいてにおいてにおいてどどどどれほれほれほれほどどどどのののの波波波波及及及及効果効果効果効果があるがあるがあるがあるのかのかのかのか、、、、これはこれはこれはこれは以前以前以前以前にににに一度一度一度一度聞聞聞聞いたことがあるのですがいたことがあるのですがいたことがあるのですがいたことがあるのですが、、、、実際実際実際実際これといこれといこれといこれといっっっったたたたデデデデーーーータタタタはまだないはまだないはまだないはまだないよよよよううううですですですです。。。。全全全全国国国国的的的的ななななレレレレベベベベルルルルでででで報報報報告告告告をいただきましたがをいただきましたがをいただきましたがをいただきましたが、、、、特特特特にににに主主主主たるたるたるたる産業産業産業産業のないのないのないのない奈良県奈良県奈良県奈良県はははは、、、、非非非非常常常常にににに土木建土木建土木建土木建築築築築産業産業産業産業はははは、、、、大大大大きなきなきなきな経済経済経済経済のののの中中中中においてにおいてにおいてにおいて役役役役割割割割をををを担担担担っっっっているとているとているとていると思思思思ううううのですのですのですのです。。。。だからだからだからだからそそそそうううういいいいっっっったたたた観観観観点点点点からからからから、、、、土木部土木部土木部土木部にはにはにはには、、、、県内県内県内県内のののの建設業者建設業者建設業者建設業者がががが豊豊豊豊かになかになかになかになっっっってくれるといてくれるといてくれるといてくれるといううううこともこともこともことも考考考考ええええ合合合合わせわせわせわせてててて、、、、そそそそうううういいいいうううう大大大大前前前前提提提提のもとにのもとにのもとにのもとに土木行土木行土木行土木行政政政政をおこなをおこなをおこなをおこなっっっっていただきたいとていただきたいとていただきたいとていただきたいと思思思思ううううのですのですのですのです。。。。何何何何がががが言言言言いたいかといいますといたいかといいますといたいかといいますといたいかといいますと、、、、できるとこできるとこできるとこできるところろろろはははは地元地元地元地元企業企業企業企業ににににややややららららせせせせるべきだとるべきだとるべきだとるべきだと思思思思ううううのですのですのですのです。。。。単単単単にににに工事工事工事工事費費費費のののの問題問題問題問題だだだだけけけけにとらにとらにとらにとらわわわわれることなくれることなくれることなくれることなく、、、、例例例例えばえばえばえば道路工事道路工事道路工事道路工事にしてもにしてもにしてもにしても、、、、大大大大きくまとめてきくまとめてきくまとめてきくまとめて出出出出すとすとすとすと金額金額金額金額がががが膨膨膨膨ららららんんんんでででで当当当当然然然然大手大手大手大手のののの仕仕仕仕事事事事になりますになりますになりますになります。。。。これをこれをこれをこれを幾幾幾幾つかのつかのつかのつかの工工工工区区区区にににに分分分分けけけけれれれればばばば地元地元地元地元企企企企業業業業もももも受受受受けけけけられることになりますられることになりますられることになりますられることになります。。。。とことことこところろろろがががが、、、、実際実際実際実際はははは一一一一括括括括してしてしてして出出出出したしたしたした方方方方がががが工事工事工事工事費費費費、、、、管理管理管理管理費費費費はははは、、、、そのそのそのその分分分分詰詰詰詰められることからめられることからめられることからめられることから、、、、工事工事工事工事費費費費をををを詰詰詰詰めるといめるといめるといめるというううう観観観観点点点点からするとからするとからするとからすると一一一一括括括括でででで出出出出したいといしたいといしたいといしたいといううううことになるのではないかとことになるのではないかとことになるのではないかとことになるのではないかと思思思思ううううのですのですのですのです。。。。しかししかししかししかし、、、、それでいいのかそれでいいのかそれでいいのかそれでいいのかどうどうどうどうかとかとかとかと思思思思ううううのですのですのですのです。。。。分分分分けけけけてててて地元地元地元地元のののの企業企業企業企業がそのがそのがそのがその仕仕仕仕事事事事がとれるのであれがとれるのであれがとれるのであれがとれるのであればばばば、、、、奈良県奈良県奈良県奈良県のののの地地地地場産業場産業場産業場産業をををを考考考考ええええたときにそのたときにそのたときにそのたときにその方方方方
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向向向向でででで考考考考ええええるべきではないかとるべきではないかとるべきではないかとるべきではないかと、、、、少少少少しししし全全全全体体体体的的的的なななな事業事業事業事業費費費費がががが高高高高くついたとしてもくついたとしてもくついたとしてもくついたとしても、、、、そのよそのよそのよそのよううううなおなおなおなお考考考考ええええでいていただくことがでいていただくことがでいていただくことがでいていただくことが、、、、奈良県産業奈良県産業奈良県産業奈良県産業のののの発発発発展展展展からからからから必必必必要要要要ではないのかとではないのかとではないのかとではないのかと思思思思いますいますいますいます。。。。農林部農林部農林部農林部においてはにおいてはにおいてはにおいては地地地地産産産産地消地消地消地消といといといというううう言言言言葉葉葉葉があるよがあるよがあるよがあるよううううにににに、、、、土木部土木部土木部土木部においてもにおいてもにおいてもにおいても地地地地産産産産地消地消地消地消といといといというううう考考考考ええええ方方方方、、、、ここここうううういいいいうううう観観観観点点点点をおをおをおをお持持持持ちいただいてちいただいてちいただいてちいただいて、、、、これからのこれからのこれからのこれからの土木行土木行土木行土木行政政政政をおこなをおこなをおこなをおこなっっっっていただきたいとていただきたいとていただきたいとていただきたいと思思思思ううううとことことこところろろろでありますでありますでありますであります。。。。何何何何かごかごかごかご所所所所見見見見あれあれあれあればばばば、、、、言言言言っっっっていただきたいとていただきたいとていただきたいとていただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。ももももうううう一一一一つはつはつはつは、、、、これもこれもこれもこれも一般一般一般一般質問質問質問質問でででで要要要要望望望望しましたしましたしましたしました奈良奈良奈良奈良交交交交通通通通ののののババババスススス停停停停のののの話話話話でありますでありますでありますであります。。。。具具具具体体体体的的的的にににに言言言言いますといますといますといますと、、、、奈良市奈良市奈良市奈良市古古古古市町市町市町市町からからからから穴栗神穴栗神穴栗神穴栗神社社社社のののの間間間間がががが約約約約１１１１キロメキロメキロメキロメートルートルートルートルありましてありましてありましてありまして、、、、大体大体大体大体５００５００５００５００メメメメートルートルートルートルピピピピッッッッチチチチででででババババスススス停停停停はあるのですがはあるのですがはあるのですがはあるのですが、、、、そのそのそのその間間間間はなくてはなくてはなくてはなくて、、、、ももももうううう一一一一カカカカ所所所所欲欲欲欲しいしいしいしいとととと。。。。そのそのそのその周辺周辺周辺周辺ではではではではススススーーーーパパパパーーーーママママーーーーケケケケッッッットトトトとかいとかいとかいとかいろんろんろんろんなななな店店店店屋屋屋屋ささささんんんんがががが随随随随分分分分できましたできましたできましたできました。。。。それはそれはそれはそれは郊郊郊郊外外外外型型型型のののの店舗店舗店舗店舗といといといといううううことでごことでごことでごことでござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、実際実際実際実際そこそこそこそこへへへへ行行行行くにはくにはくにはくには、、、、高齢高齢高齢高齢者者者者のののの方方方方 々々々々、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは買買買買いいいい物物物物難難難難民民民民といといといというううう言言言言葉葉葉葉があるよがあるよがあるよがあるよううううにににに、、、、そのよそのよそのよそのよううううなななな方方方方 々々々々でもでもでもでもババババススススにににに乗乗乗乗っっっってててて行行行行けけけけるるるるわけわけわけわけでありでありでありであり、、、、そこにそこにそこにそこにババババスススス停停停停のののの設置設置設置設置をををを、、、、ぜひぜひぜひぜひともともともとも県県県県でごでごでごでご協協協協力力力力いただきたいといただきたいといただきたいといただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。これはこれはこれはこれは、、、、以前以前以前以前にににに地元地元地元地元からもからもからもからも奈良土木事務所奈良土木事務所奈良土木事務所奈良土木事務所にににに要要要要望望望望がががが出出出出ているはずなのですているはずなのですているはずなのですているはずなのです。。。。奈良奈良奈良奈良交交交交通通通通（（（（株株株株））））もももも概概概概ねねねね良良良良いといといといと言言言言わわわわれていたよれていたよれていたよれていたよううううですですですです。。。。とことことこところろろろがなかなかがなかなかがなかなかがなかなか進進進進まないのでまないのでまないのでまないので、、、、ななななぜぜぜぜ進進進進まなまなまなまないのかそのいのかそのいのかそのいのかその辺辺辺辺もももも調調調調査査査査いただいていただいていただいていただいて、、、、ババババスススス停停停停のののの新新新新設設設設についてについてについてについて県県県県もごもごもごもご協協協協力力力力いただきたいといただきたいといただきたいといただきたいと思思思思いまいまいまいますすすす。。。。以以以以上上上上、、、、要要要要望望望望２２２２つですつですつですつです。。。。答答答答弁弁弁弁求求求求めますかめますかめますかめますか。。。。○○○○井岡委員長井岡委員長井岡委員長井岡委員長何何何何もなかもなかもなかもなかっっっったらたらたらたら結結結結構構構構ですですですです。。。。○○○○浅川委員浅川委員浅川委員浅川委員 よよよよろろろろしいですかしいですかしいですかしいですか。。。。○○○○井岡委員長井岡委員長井岡委員長井岡委員長寂寂寂寂しいですがしいですがしいですがしいですが、、、、結結結結構構構構ですですですです。。。。○○○○浅川委員浅川委員浅川委員浅川委員 農林部農林部農林部農林部とととと土木部土木部土木部土木部にににに質問質問質問質問があるのですががあるのですががあるのですががあるのですが、、、、最初最初最初最初にににに農林部農林部農林部農林部におにおにおにお聞聞聞聞きをしまきをしまきをしまきをしま○○○○中野中野中野中野（（（（明明明明））））委員委員委員委員すすすす。。。。農道整備事業農道整備事業農道整備事業農道整備事業にかかるにかかるにかかるにかかる請負契約請負契約請負契約請負契約についてについてについてについて （（（（仮称仮称仮称仮称））））中之庄中之庄中之庄中之庄トンネルトンネルトンネルトンネル工事工事工事工事のののの契約金額契約金額契約金額契約金額２３２３２３２３、、、、億億億億４４４４，，，，２１３２１３２１３２１３万万万万３３３３，，，，１５０１５０１５０１５０円円円円とととと出出出出ていますがていますがていますがていますが、、、、これのこれのこれのこれの距離距離距離距離ははははどどどどれれれれぐぐぐぐらいからいからいからいか。。。。またまたまたまた、、、、奈良東奈良東奈良東奈良東部広域農道整備事業部広域農道整備事業部広域農道整備事業部広域農道整備事業となとなとなとなっっっっていますがていますがていますがていますが、、、、全全全全体体体体のののの距離距離距離距離ははははどどどどれだれだれだれだけけけけでででで総事業総事業総事業総事業費費費費はははは幾幾幾幾らになるのらになるのらになるのらになるのかかかか、、、、またこのまたこのまたこのまたこの奈良東部広域農道奈良東部広域農道奈良東部広域農道奈良東部広域農道がががが整備整備整備整備されることによりされることによりされることによりされることにより、、、、どどどどれだれだれだれだけけけけ時間時間時間時間短縮短縮短縮短縮ができるのかができるのかができるのかができるのか、、、、おおおお聞聞聞聞きをいたしたいときをいたしたいときをいたしたいときをいたしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。次次次次にににに、、、、このこのこのこのトンネルトンネルトンネルトンネル工事工事工事工事にかかにかかにかかにかかわっわっわっわってててて職業職業職業職業病病病病であるであるであるであるじじじじんんんん肺肺肺肺ですがですがですがですが、、、、これはこれはこれはこれは粉粉粉粉じじじじんんんんをををを吸吸吸吸引引引引することですることですることですることで発発発発症症症症するするするする、、、、現現現現代代代代のののの医医医医学学学学でもでもでもでも治治治治療療療療法法法法がなくがなくがなくがなく不治不治不治不治のののの病病病病だとだとだとだと言言言言わわわわれておりれておりれておりれており、、、、今今今今でもでもでもでもトトトトンネルンネルンネルンネル建設建設建設建設現現現現場場場場やややや多多多多くのくのくのくの粉粉粉粉じじじじんんんんのののの現現現現場場場場からからからからじじじじんんんん肺肺肺肺はははは多多多多発発発発しているしているしているしている状状状状況況況況になになにな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。。。。
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トンネルトンネルトンネルトンネル工事工事工事工事でのでのでのでのじじじじんんんん肺根絶肺根絶肺根絶肺根絶にににに向向向向けけけけてててて被被被被害害害害者者者者救救救救済済済済とととと、、、、そしてそしてそしてそしてじじじじんんんん肺根絶肺根絶肺根絶肺根絶のののの抜抜抜抜本本本本的対策的対策的対策的対策をををを求求求求めてめてめてめて、、、、施施施施工業者工業者工業者工業者、、、、ゼゼゼゼネネネネココココンンンン、、、、そしてそしてそしてそして国国国国にににに対対対対してしてしてして訴訟訴訟訴訟訴訟をををを起起起起こされておりましたこされておりましたこされておりましたこされておりました。。。。このこのこのこの間間間間、、、、国国国国もももも原告原告原告原告団団団団とととと合意合意合意合意書書書書をををを結結結結んんんんでででで、、、、じじじじんんんん肺根絶肺根絶肺根絶肺根絶のののの具具具具体体体体的的的的なななな施策施策施策施策をををを進進進進めるとめるとめるとめると、、、、ゼゼゼゼネネネネココココンンンン各各各各社社社社ももももじじじじんんんん肺肺肺肺加加加加害害害害者者者者としてのとしてのとしてのとしての責任責任責任責任をををを認認認認めてめてめてめて被被被被害害害害者者者者やややや遺族遺族遺族遺族にににに対対対対してしてしてして謝罪謝罪謝罪謝罪をしをしをしをし、、、、補補補補償償償償するするするする態態態態度度度度をとをとをとをとっっっってきてきてきてきておられますておられますておられますておられます。。。。ただただただただ、、、、１１１１社社社社だだだだけけけけ、、、、大成建設大成建設大成建設大成建設（（（（株株株株））））だだだだけけけけはははは謝罪謝罪謝罪謝罪表明表明表明表明はしないといはしないといはしないといはしないというううう態態態態度度度度をとをとをとをとっっっっておられまておられまておられまておられますすすす。。。。今今今今回回回回のののの契約契約契約契約のののの相手方相手方相手方相手方のののの代表代表代表代表はははは、、、、大成建設大成建設大成建設大成建設（（（（株株株株））））といといといといううううことでことでことでことで、、、、本本本本当当当当にににに真摯真摯真摯真摯なななな謝罪謝罪謝罪謝罪をしをしをしをしないといないといないといないといううううこのこのこのこの加加加加害害害害企業企業企業企業がががが、、、、現現現現場場場場におにおにおにおけけけけるるるるじじじじんんんん肺肺肺肺防防防防止止止止のためのさまのためのさまのためのさまのためのさまざざざざまなまなまなまな問題問題問題問題をををを徹底徹底徹底徹底できできできできるのかるのかるのかるのかどうどうどうどうかかかか疑問疑問疑問疑問ががががわわわわくくくくわけわけわけわけですですですです。。。。奈良県議会奈良県議会奈良県議会奈良県議会でもでもでもでも、、、、過過過過去去去去ににににトンネルトンネルトンネルトンネル工事工事工事工事でのでのでのでのじじじじんんんん肺肺肺肺のののの根絶根絶根絶根絶をををを求求求求めるめるめるめる意見意見意見意見書書書書決議決議決議決議がががが上上上上ががががっっっってててておりますおりますおりますおります。。。。このこのこのこの問題問題問題問題ではではではでは、、、、東東東東京京京京地地地地方方方方裁判裁判裁判裁判所所所所でででで和和和和解解解解がががが勧勧勧勧告告告告されてされてされてされて和和和和解解解解されていますがされていますがされていますがされていますが、、、、そのそのそのその全全全全文文文文のののの中中中中でででで、、、、トンネルトンネルトンネルトンネル工事工事工事工事にににに従事従事従事従事するするするする労働労働労働労働者者者者にににに対対対対してはしてはしてはしては、、、、自自自自分分分分のののの命命命命とととと健康健康健康健康をををを守守守守るためにるためにるためにるために労労労労働働働働衛衛衛衛生生生生教教教教育育育育をををを積極的積極的積極的積極的にににに受受受受講講講講してしてしてして、、、、構構構構内内内内ではではではでは必必必必ずずずず粉粉粉粉じじじじんんんんマスクマスクマスクマスク、、、、電電電電動動動動フフフファァァァンンンンつきつきつきつき呼吸呼吸呼吸呼吸用保用保用保用保護護護護具具具具ななななどどどどのののの有効有効有効有効なななな呼吸呼吸呼吸呼吸用保用保用保用保護護護護具具具具をををを使使使使用用用用するほかするほかするほかするほか、、、、事業者事業者事業者事業者のののの定定定定めるめるめるめる安全安全安全安全衛衛衛衛生生生生にににに関関関関するするするする指指指指示示示示、、、、指指指指導導導導条条条条項項項項をををを厳守厳守厳守厳守してしてしてして、、、、みみみみずからずからずからずからじじじじんんんん肺肺肺肺のののの罹患罹患罹患罹患をををを防防防防ぐぐぐぐためにためにためにために必必必必要要要要なななな努努努努力力力力をすることををすることををすることををすることを改改改改めてめてめてめて呼呼呼呼びかびかびかびかけけけけたいたいたいたい。。。。以以以以上上上上のとおりのとおりのとおりのとおり、、、、じじじじんんんん肺肺肺肺をををを防防防防止止止止するためにはするためにはするためにはするためには、、、、被被被被告告告告、、、、そしてそしてそしてそして施施施施工工工工にににに当当当当たるたるたるたる元元元元請請請請のののの事業者事業者事業者事業者だだだだけけけけでなくでなくでなくでなく、、、、発発発発注注注注者者者者、、、、トンネルトンネルトンネルトンネル工事工事工事工事にかかにかかにかかにかかわわわわるるるる労働労働労働労働者者者者、、、、さらにさらにさらにさらに監督官監督官監督官監督官庁庁庁庁であるであるであるである厚厚厚厚生生生生労働労働労働労働省省省省、、、、国土国土国土国土交交交交通通通通省省省省ななななどどどどがががが、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれのれのれのれの立立立立場場場場でででで適切適切適切適切なななな対策対策対策対策をををを講講講講じじじじるるるる必必必必要要要要があるとがあるとがあるとがあると述述述述べらべらべらべら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、、、、実際実際実際実際にににに、、、、奈良県奈良県奈良県奈良県がががが発発発発注注注注者者者者としてこのとしてこのとしてこのとしてこのトンネルトンネルトンネルトンネル工事工事工事工事をををを出出出出されているされているされているされているわわわわけけけけですがですがですがですが、、、、このことにこのことにこのことにこのことに対対対対してしてしてして、、、、どどどどのよのよのよのよううううににににじじじじんんんん肺肺肺肺防防防防止対策止対策止対策止対策のののの監督監督監督監督とととと指指指指導導導導のののの徹底徹底徹底徹底をされていをされていをされていをされていかれるのかおかれるのかおかれるのかおかれるのかお聞聞聞聞きいたしたいときいたしたいときいたしたいときいたしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。奈良東部広域農道整備事業奈良東部広域農道整備事業奈良東部広域農道整備事業奈良東部広域農道整備事業にににに関関関関するごするごするごするご質問質問質問質問ですですですです。。。。まままま○○○○前田農林部次長耕地課長事務取扱前田農林部次長耕地課長事務取扱前田農林部次長耕地課長事務取扱前田農林部次長耕地課長事務取扱ずずずず、、、、延延延延長長長長ですがですがですがですが、、、、現在現在現在現在１１１１期期期期のののの南南南南側側側側工事工事工事工事でででで、、、、これがこれがこれがこれが３３３３．．．．８８８８キロメキロメキロメキロメートルートルートルートルですですですです。。。。現現現現道道道道ではではではでは６６６６．．．．８８８８キロメキロメキロメキロメートルートルートルートルですからですからですからですから約約約約３３３３キロメキロメキロメキロメートルートルートルートル縮縮縮縮まりますまりますまりますまります。。。。このこのこのこの事業事業事業事業費費費費がががが約約約約６０６０６０６０億円億円億円億円でででで、、、、約約約約５５５５分分分分のののの時間時間時間時間短縮短縮短縮短縮になるとになるとになるとになると考考考考ええええておりますておりますておりますております。。。。次次次次にににに、、、、じじじじんんんん肺肺肺肺問題問題問題問題にににに関関関関連連連連してですがしてですがしてですがしてですが （（（（仮称仮称仮称仮称））））中之庄中之庄中之庄中之庄トンネルトンネルトンネルトンネル工事工事工事工事でででで大成建設大成建設大成建設大成建設（（（（株株株株））））とととと、、、、仮契約仮契約仮契約仮契約をしましてをしましてをしましてをしまして、、、、これにこれにこれにこれに関関関関してしてしてして何何何何かかかか問題問題問題問題はないかといはないかといはないかといはないかといううううことですがことですがことですがことですが、、、、農林部農林部農林部農林部としましてとしましてとしましてとしましてもももも、、、、トンネルトンネルトンネルトンネル工事工事工事工事におにおにおにおけけけけるるるるじじじじんんんん肺肺肺肺被被被被害害害害のののの問題問題問題問題についてはについてはについてはについては認認認認識識識識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、、、、本工事本工事本工事本工事におにおにおにおきましてもきましてもきましてもきましても粉粉粉粉じじじじんんんん障害障害障害障害のののの防防防防止対策止対策止対策止対策としてとしてとしてとして、、、、土木工事土木工事土木工事土木工事安全施安全施安全施安全施工工工工技術指技術指技術指技術指針針針針及及及及びずいびずいびずいびずい道道道道等等等等建設工建設工建設工建設工事事事事におにおにおにおけけけけるるるる粉粉粉粉じじじじんんんん対策対策対策対策にににに関関関関するするするするガガガガイドライイドライイドライイドラインンンン等等等等にににに基基基基づいてづいてづいてづいて現現現現場場場場のののの監督監督監督監督指指指指導導導導をををを徹底徹底徹底徹底してまいしてまいしてまいしてまい
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りたいとりたいとりたいとりたいと考考考考ええええておりますておりますておりますております。。。。おおおお尋尋尋尋ねねねねのののの契約契約契約契約ですがですがですがですが、、、、契約契約契約契約にににに関関関関してはしてはしてはしては、、、、契約予定業者契約予定業者契約予定業者契約予定業者がががが県県県県のののの定定定定めるめるめるめる入入入入札参札参札参札参加資加資加資加資格格格格をををを有有有有ししし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建設業建設業建設業建設業法法法法上上上上のののの処分処分処分処分をををを受受受受けけけけていないことていないことていないことていないこと及及及及びびびび奈良県奈良県奈良県奈良県のののの入入入入札参札参札参札参加加加加停停停停止止止止措措措措置置置置をををを受受受受けけけけていないことていないことていないことていないこと等等等等をををを確認確認確認確認してしてしてして仮契約仮契約仮契約仮契約をををを行行行行っっっっているとこているとこているとこているところろろろでごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。ありがとありがとありがとありがとううううごごごござざざざいますいますいますいます。。。。○○○○中野中野中野中野（（（（明明明明））））委員委員委員委員トンネルトンネルトンネルトンネル工事工事工事工事にかかにかかにかかにかかわっわっわっわってですがてですがてですがてですが、、、、県県県県はははは、、、、先先先先ほほほほどどどどのののの東東東東京京京京地地地地方方方方裁判裁判裁判裁判所所所所のののの和和和和解解解解のののの全全全全文文文文ではあではあではあではありまりまりまりませんせんせんせんがががが、、、、発発発発注注注注者者者者としてのとしてのとしてのとしての責任責任責任責任もあるともあるともあるともあると思思思思いますいますいますいます。。。。一般一般一般一般のののの土木工事土木工事土木工事土木工事のののの現現現現場場場場でもでもでもでも、、、、途途途途中中中中のののの点検点検点検点検とかとかとかとか抜抜抜抜きききき打打打打ちちちち検検検検査査査査とかをされるととかをされるととかをされるととかをされると思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、このこのこのこのトンネルトンネルトンネルトンネル工事工事工事工事にににに当当当当たりましてもたりましてもたりましてもたりましても、、、、これからこれからこれからこれから検検検検査査査査にににに行行行行くからなとくからなとくからなとくからなと、、、、通通通通告告告告してからしてからしてからしてから行行行行っっっったのではたのではたのではたのでは、、、、そのそのそのその現現現現場場場場ででででどうどうどうどういいいいうううう状状状状況況況況でででで働働働働いているかそのいているかそのいているかそのいているかその現現現現実実実実をつかをつかをつかをつかみみみみにくいとにくいとにくいとにくいと思思思思いますいますいますいます。。。。粉粉粉粉じじじじんんんんななななどどどどはははは、、、、事事事事前前前前にににに水水水水をまいていたらをまいていたらをまいていたらをまいていたら少少少少しおさまることもありますのでしおさまることもありますのでしおさまることもありますのでしおさまることもありますので、、、、実態実態実態実態をつかをつかをつかをつかんんんんでででで、、、、じじじじんんんん肺肺肺肺にににに罹患罹患罹患罹患ささささせせせせないといないといないといないといううううことでことでことでことでしたらしたらしたらしたら、、、、抜抜抜抜きききき打打打打ちちちち検検検検査査査査といといといといえばえばえばえばいいのかいいのかいいのかいいのか、、、、そそそそうううういいいいううううこともこともこともことも行行行行っっっってててて、、、、働働働働いているいているいているいている人人人人たちのたちのたちのたちの安安安安全全全全、、、、健康健康健康健康をををを守守守守るといるといるといるというううう発発発発注注注注者者者者としてのとしてのとしてのとしての責任責任責任責任をををを果果果果たしていただきたいことをたしていただきたいことをたしていただきたいことをたしていただきたいことを強強強強くくくく求求求求めておきめておきめておきめてお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。。。。奈良東部広域農道整備事業奈良東部広域農道整備事業奈良東部広域農道整備事業奈良東部広域農道整備事業でででで、、、、おおおお答答答答ええええをいただきましたよをいただきましたよをいただきましたよをいただきましたよううううにににに、、、、５５５５分分分分のののの時間時間時間時間短縮短縮短縮短縮でででで費用費用費用費用はははは約約約約６０６０６０６０億円億円億円億円かかるといかかるといかかるといかかるというううう話話話話ですがですがですがですが、、、、５５５５分分分分のののの時間時間時間時間短縮短縮短縮短縮にににに６０６０６０６０億円億円億円億円もかもかもかもかけけけけててててややややるるるる必必必必要要要要があるがあるがあるがあるのかとのかとのかとのかと、、、、むむむむだだだだ遣遣遣遣いだといだといだといだと言言言言わざわざわざわざるをるをるをるを得得得得ないとないとないとないと改改改改めてめてめてめて言言言言っっっっておきたいとておきたいとておきたいとておきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。時間時間時間時間短縮短縮短縮短縮についてはについてはについてはについては、、、、ごごごご指指指指摘摘摘摘のとおりのとおりのとおりのとおり、、、、１１１１期期期期南南南南側側側側でででで○○○○前田農林部次長耕地課長事務取扱前田農林部次長耕地課長事務取扱前田農林部次長耕地課長事務取扱前田農林部次長耕地課長事務取扱距離距離距離距離的的的的にはにはにはには約約約約５５５５分分分分といといといといううううことになりますことになりますことになりますことになります。。。。しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら、、、、１１１１期期期期区区区区間間間間でのでのでのでの試試試試算算算算でごでごでごでござざざざいますいますいますいますがががが、、、、農業農業農業農業のののの効率効率効率効率化化化化といといといというううう観観観観点点点点からはからはからはからは、、、、例例例例えばえばえばえば市場出市場出市場出市場出荷荷荷荷にににに係係係係るるるる効率効率効率効率性性性性をををを評価評価評価評価したしたしたした場場場場合合合合にににに、、、、加加加加工工工工施施施施設設設設からからからから運搬運搬運搬運搬、、、、市場市場市場市場へへへへのののの出出出出荷荷荷荷過過過過程程程程をををを年年年年間間間間のののの農業農業農業農業活動活動活動活動におにおにおにおけけけけるるるる輸送輸送輸送輸送時間時間時間時間、、、、延延延延べべべべ時間時間時間時間にににに換換換換算算算算しますとしますとしますとしますと、、、、現現現現状状状状ががががトートートートータタタタルルルルでででで約約約約１１１１万万万万４４４４，，，，００００００００００００時間時間時間時間、、、、それがそれがそれがそれが約約約約１１１１，，，，００００００００００００時間時間時間時間ぐぐぐぐらいにらいにらいにらいに効効効効率率率率化化化化されるといされるといされるといされるというううう計計計計画画画画でごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。またまたまたまた、、、、事業事業事業事業のののの目的目的目的目的、、、、役役役役割割割割、、、、効果効果効果効果ななななどどどど全全全全体体体体のののの計計計計画画画画についてはについてはについてはについては、、、、平成平成平成平成１８１８１８１８年年年年１２１２１２１２月月月月にににに第第第第三三三三者者者者機機機機関関関関でありますでありますでありますであります公公公公共事業再共事業再共事業再共事業再評価評価評価評価委員会委員会委員会委員会でででで評価評価評価評価されておりましてされておりましてされておりましてされておりまして、、、、委員委員委員委員からもからもからもからも、、、、例例例例えばえばえばえば東東東東西西西西方方方方向向向向がががが非非非非常常常常にににに発発発発達達達達しているこのしているこのしているこのしているこの地地地地域域域域でででで南北南北南北南北方方方方向向向向にににに基基基基幹幹幹幹農道農道農道農道をををを引引引引くといくといくといくといううううことはことはことはことは大大大大きなきなきなきな効果効果効果効果であるであるであるである。。。。農業農業農業農業以以以以外外外外でのでのでのでの効果効果効果効果もももも非非非非常常常常にににに大大大大きいとこきいとこきいとこきいところろろろでででで、、、、東部東部東部東部地地地地域域域域のさまのさまのさまのさまざざざざまなまなまなまな効果効果効果効果をををを情報情報情報情報発発発発信信信信すべきであるとかすべきであるとかすべきであるとかすべきであるとか、、、、それからそれからそれからそれから広域農道広域農道広域農道広域農道をををを中中中中心心心心としたとしたとしたとした地地地地域域域域づくりにもづくりにもづくりにもづくりにも今今今今後後後後はははは期期期期待待待待するなするなするなするなどどどどのののの評価評価評価評価をいただいているとこをいただいているとこをいただいているとこをいただいているところろろろでごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。今今今今いいいいろろろろいいいいろろろろおおおお述述述述べになりましたがべになりましたがべになりましたがべになりましたが、、、、そのことのそのことのそのことのそのことの経済経済経済経済効率効率効率効率といといといといううううのですのですのですのです○○○○中野中野中野中野（（（（明明明明））））委員委員委員委員
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かかかか、、、、実際問題実際問題実際問題実際問題このこのこのこの地地地地域域域域のののの事情事情事情事情ががががどどどどのよのよのよのよううううにににに潤潤潤潤っっっったかといたかといたかといたかといううううこともこともこともことも、、、、改改改改めてめてめてめて資料資料資料資料ななななどどどどでおでおでおでお示示示示しをいただきたいとしをいただきたいとしをいただきたいとしをいただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。次次次次にににに、、、、土木部土木部土木部土木部へへへへはははは要要要要望望望望でおでおでおでお尋尋尋尋ねねね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がいますがいますがいますが、、、、一一一一つはつはつはつは奈良市中町奈良市中町奈良市中町奈良市中町駐駐駐駐車車車車場場場場についについについについてててて、、、、建設委員会建設委員会建設委員会建設委員会でででで、、、、約約約約２２２２２２２２億円億円億円億円かかかかけけけけてててて大規大規大規大規模模模模にににに買買買買収収収収したとしたとしたとしたと説明説明説明説明されておりましたされておりましたされておりましたされておりました。。。。平平平平城城城城宮宮宮宮跡跡跡跡がががが国営国営国営国営公園公園公園公園になになになになっっっったときにたときにたときにたときに、、、、平平平平城城城城宮跡宮跡宮跡宮跡にはにはにはには駐駐駐駐車車車車場場場場はないのではないのではないのではないので、、、、いずれいずれいずれいずれ駐駐駐駐車車車車場場場場はははは必必必必要要要要となとなとなとなるのでるのでるのでるので、、、、奈良市中町奈良市中町奈良市中町奈良市中町駐駐駐駐車車車車場場場場ををををパパパパーーーークククク・・・・アアアアンンンンドドドド・・・・ババババスライドスライドスライドスライドとしてとしてとしてとして利利利利用用用用したいしたいしたいしたい。。。。道道道道のののの駅駅駅駅、、、、ああああとととと自自自自転車転車転車転車のののの基地基地基地基地、、、、そそそそうううういいいいうううう形形形形でででで利利利利用用用用していきたいといしていきたいといしていきたいといしていきたいというううう構構構構想想想想をををを持持持持っっっっているとおているとおているとおているとお話話話話しになりしになりしになりしになりましたましたましたました。。。。平平平平城城城城遷遷遷遷都都都都１３００１３００１３００１３００年年年年祭祭祭祭のときにのときにのときにのときに、、、、私私私私もよくもよくもよくもよく通通通通るのですがるのですがるのですがるのですが、、、、フフフフェェェェアアアア開開開開催催催催期間期間期間期間中中中中だだだだけけけけといといといといううううことでことでことでことで、、、、閉閉閉閉ままままっっっっているときがているときがているときがているときが多多多多いいいい状状状状況況況況になになになになっっっっていますがていますがていますがていますが、、、、実際問題実際問題実際問題実際問題、、、、平平平平城城城城遷遷遷遷都都都都１３００１３００１３００１３００年年年年記記記記念念念念事業事業事業事業がががが終終終終わわわわりましたらりましたらりましたらりましたら、、、、春春春春、、、、秋秋秋秋のののの観観観観光光光光シシシシーーーーズズズズンンンン、、、、行行行行楽楽楽楽シシシシーーーーズズズズンンンン、、、、そのときはそのときはそのときはそのときは開開開開くであくであくであくであろうろうろうろうとととと予予予予測測測測されますがされますがされますがされますが、、、、それそれそれそれ以以以以外外外外はははは計計計計画画画画がががが具具具具体体体体的的的的になるまではになるまではになるまではになるまでは閉閉閉閉ままままっっっっているとているとているとていると考考考考ええええられまられまられまられますすすす。。。。先先先先日日日日、、、、奈良市奈良市奈良市奈良市西西西西ノノノノ京京京京とととと、、、、奈良市奈良市奈良市奈良市富雄富雄富雄富雄にににに住住住住んんんんでおられるでおられるでおられるでおられる若若若若いいいい子子子子育育育育てててて真真真真っっっっ最最最最中中中中のおのおのおのお母母母母ささささんんんんでででですがすがすがすが、、、、ボイスボイスボイスボイスででででテレビテレビテレビテレビ放放放放映映映映されたのをされたのをされたのをされたのを見見見見ておられたのですておられたのですておられたのですておられたのです。。。。そのそのそのその地地地地域域域域はははは子子子子どどどどもたちがもたちがもたちがもたちが遊遊遊遊べべべべるるるる公園公園公園公園とかがないとかがないとかがないとかがない、、、、あれだあれだあれだあれだけけけけ大大大大きなきなきなきな場所場所場所場所があるのだがあるのだがあるのだがあるのだっっっったらたらたらたら、、、、子子子子どどどどもたちをもたちをもたちをもたちを連連連連れていれていれていれていっっっってててて遊遊遊遊べるべるべるべる公園公園公園公園をあのをあのをあのをあの一一一一角角角角につくにつくにつくにつくっっっってもらてもらてもらてもらええええるよるよるよるよううううにににに言言言言っっっってもらてもらてもらてもらええええないかといないかといないかといないかといううううおおおお話話話話がありましがありましがありましがありましたたたた。。。。高速高速高速高速道路道路道路道路をををを走走走走っっっっていましてもていましてもていましてもていましても、、、、駐駐駐駐車車車車場場場場、、、、パパパパーーーーキキキキンンンンググググエリエリエリエリアアアアにににに行行行行きましたらきましたらきましたらきましたら、、、、ちちちちょょょょっっっっとしとしとしとしたたたた公園公園公園公園といといといといううううのかのかのかのか、、、、散散散散策策策策できるとこできるとこできるとこできるところろろろとかとかとかとか、、、、またまたまたまた、、、、犬犬犬犬をををを連連連連れてれてれてれて遠遠遠遠出出出出をされるをされるをされるをされる方方方方がおられるがおられるがおられるがおられるのでのでのでので、、、、犬犬犬犬をををを遊遊遊遊ばばばばすすすす場所場所場所場所とかとかとかとか、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろ工工工工夫夫夫夫しておられますしておられますしておられますしておられます。。。。道道道道のののの駅駅駅駅をつくるまではをつくるまではをつくるまではをつくるまでは、、、、まだまだまだまだ何何何何年年年年もかかるともかかるともかかるともかかると思思思思いますいますいますいます。。。。とことことこところろろろがががが、、、、あのあのあのあの一一一一角角角角にににに子子子子どどどどもさもさもさもさんんんんたちをたちをたちをたちを遊遊遊遊ばせばせばせばせるるるる公園公園公園公園とかだとかだとかだとかだっっっったらたらたらたら、、、、何何何何年年年年もももも待待待待たずにできるのではないかとたずにできるのではないかとたずにできるのではないかとたずにできるのではないかと思思思思いますいますいますいます。。。。せっせっせっせっかくかくかくかく２２２２２２２２億円億円億円億円もかもかもかもかけけけけておておておてお買買買買いいいいになになになになっっっったたたた場所場所場所場所ですからですからですからですから、、、、有効利有効利有効利有効利用用用用をしていくといをしていくといをしていくといをしていくといううううこともこともこともことも検検検検討討討討のののの視視視視野野野野にににに入入入入れてれてれてれて、、、、具具具具体体体体化化化化をををを進進進進めていただきたいとめていただきたいとめていただきたいとめていただきたいと、、、、これはこれはこれはこれは強強強強くくくく要要要要望望望望をしておきたいとをしておきたいとをしておきたいとをしておきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。ももももうううう一一一一つはつはつはつは、、、、奈良県営奈良県営奈良県営奈良県営ププププールールールールのののの整備整備整備整備運運運運営方営方営方営方策検策検策検策検討討討討事業事業事業事業のののの検検検検討討討討状状状状況況況況がががが、、、、先先先先日日日日のののの建設委員会建設委員会建設委員会建設委員会でででで出出出出されましたされましたされましたされました。。。。事業手事業手事業手事業手法法法法としてはとしてはとしてはとしては、、、、ＰＰＰＰＦＩＦＩＦＩＦＩ事業事業事業事業ででででＢＴＢＴＢＴＢＴＯＯＯＯ方式方式方式方式をををを採採採採用用用用するとするとするとすると言言言言わわわわれておりれておりれておりれておりましたがましたがましたがましたが、、、、何何何何かかかかわわわわかかかかっっっったよたよたよたよううううななななわわわわからないよからないよからないよからないよううううなななな話話話話になになになになっっっっていますていますていますています。。。。平成平成平成平成２１２１２１２１年年年年にもにもにもにも、、、、どどどどのよのよのよのよううううにしていくのかといにしていくのかといにしていくのかといにしていくのかといううううことでことでことでことでココココンンンンササササルルルルタタタタントントントント会社会社会社会社にににに出出出出されたよされたよされたよされたよううううにににに聞聞聞聞いておりますいておりますいておりますいております。。。。どどどどこのこのこのこのココココンンンンササササルルルルタタタタントントントントにににに幾幾幾幾らららら支払支払支払支払っっっってててて、、、、検検検検討討討討されたされたされたされた中中中中身身身身をおをおをおをお聞聞聞聞きしたいときしたいときしたいときしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。
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ももももうううう１１１１点点点点はははは、、、、このこのこのこの事業手事業手事業手事業手法法法法ののののメリメリメリメリッッッットトトト、、、、デデデデメリメリメリメリッッッットトトトははははどんどんどんどんなものがあるのかおなものがあるのかおなものがあるのかおなものがあるのかお聞聞聞聞きしたきしたきしたきしたいといといといと思思思思いますいますいますいます。。。。 新新新新県営県営県営県営ププププールールールールののののＰＰＰＰＦＩＦＩＦＩＦＩ事業事業事業事業にににに関関関関するおするおするおするお尋尋尋尋ねねねねでごでごでごでござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、まずまずまずまず、、、、○○○○水本公園緑地課長水本公園緑地課長水本公園緑地課長水本公園緑地課長検検検検討討討討状状状状況況況況としましてとしましてとしましてとしまして、、、、昨昨昨昨年度年度年度年度はははは、、、、みみみみずほずほずほずほ総総総総合合合合研研研研究究究究所所所所にににに約約約約１１１１，，，，４７０４７０４７０４７０万円万円万円万円ででででＰＰＰＰＦＩＦＩＦＩＦＩ事業事業事業事業のののの可可可可能能能能性調性調性調性調査査査査をををを委託委託委託委託しまたしまたしまたしまた。。。。そのそのそのその結結結結果果果果、、、、民間活民間活民間活民間活力力力力等等等等によるによるによるによるココココスススストトトト縮縮縮縮減減減減をををを図図図図れるとかれるとかれるとかれるとか、、、、またまたまたまたアアアアンンンンケケケケートートートート調調調調査査査査をしたをしたをしたをした結結結結果果果果、、、、民間民間民間民間事業者事業者事業者事業者のののの本事業本事業本事業本事業へへへへのののの関関関関心心心心がががが高高高高いといいといいといいというううう結結結結果果果果がががが得得得得られましたられましたられましたられました。。。。またまたまたまた、、、、ことしことしことしことし、、、、平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度とととと平成平成平成平成２３２３２３２３年年年年にかにかにかにかけけけけましてましてましてまして、、、、パパパパシシシシフフフフィィィィックックックックココココンンンンササササルルルルタタタタンンンンツツツツ（（（（株株株株））））にににに、、、、約約約約３３３３，，，，１００１００１００１００万円万円万円万円でででで、、、、アドアドアドアドババババイイイイザザザザーーーー業務業務業務業務をををを発発発発注注注注したとこしたとこしたとこしたところろろろでごでごでごでござざざざいましていましていましていまして、、、、ここここののののアドアドアドアドババババイイイイザザザザーーーー業務業務業務業務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、、、、ＰＰＰＰＦＩＦＩＦＩＦＩ事業事業事業事業のののの検検検検討討討討にににに当当当当たりましてたりましてたりましてたりまして、、、、金金金金融融融融でありますでありますでありますでありますとかとかとかとか法法法法務務務務、、、、技術技術技術技術やややや専門専門専門専門知知知知識識識識やややや、、、、これらのこれらのこれらのこれらのノウハウノウハウノウハウノウハウをををを必必必必要要要要とすることからとすることからとすることからとすることから、、、、要求水要求水要求水要求水準書準書準書準書のののの作作作作成成成成からからからから協協協協定定定定のののの締結締結締結締結、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは事業事業事業事業のののの実施実施実施実施にににに至至至至るまでるまでるまでるまで助言助言助言助言、、、、支援支援支援支援をいただくをいただくをいただくをいただく業務業務業務業務でごでごでごでござざざざいまいまいまいますすすす。。。。ももももうううう１１１１点点点点、、、、ＢＴＢＴＢＴＢＴＯＯＯＯととととＢＢＢＢＯＯＯＯＴＴＴＴのののの違違違違いでごいでごいでごいでござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、まずまずまずまず、、、、このこのこのこの２２２２つのつのつのつの違違違違いにつきましていにつきましていにつきましていにつきましてはははは、、、、ＢＢＢＢＯＯＯＯＴＴＴＴがががが、、、、ＰＰＰＰＦＩＦＩＦＩＦＩ事業事業事業事業期間終期間終期間終期間終了了了了後後後後にににに所所所所有有有有権権権権をををを民間民間民間民間からからからから公公公公共共共共にににに移転移転移転移転するのにするのにするのにするのに対対対対してしてしてして、、、、ＢＢＢＢＴＴＴＴＯＯＯＯはははは、、、、施施施施設設設設のののの建設建設建設建設直後直後直後直後にににに民間民間民間民間からからからから公公公公共共共共にににに移転移転移転移転するといするといするといするというううう点点点点でごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。そそそそうううういいいいっっっったたたた点点点点がががが違違違違っっっったたたた点点点点でごでごでごでござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、今今今今回回回回ＢＴＢＴＢＴＢＴＯＯＯＯをををを選択選択選択選択したしたしたした理理理理由由由由でごでごでごでござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、ＢＢＢＢＯＯＯＯＴＴＴＴにににに比比比比べましてべましてべましてべまして民間民間民間民間事業者事業者事業者事業者がががが固固固固定定定定資資資資産産産産税税税税やややや都都都都市計市計市計市計画画画画税税税税等等等等のののの負負負負担担担担をしないをしないをしないをしない点点点点でありますでありますでありますでありますとかとかとかとか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは補補補補助助助助金金金金をををを施施施施設設設設のののの出出出出来高来高来高来高にににに応応応応じじじじてててて受受受受領領領領できるできるできるできる点点点点でありますとかでありますとかでありますとかでありますとか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは県県県県のののの意図意図意図意図にににに沿沿沿沿っっっったたたたレレレレイアイアイアイアウウウウトトトト変変変変更更更更でありますとかでありますとかでありますとかでありますとか設備設置設備設置設備設置設備設置等等等等がががが容容容容易易易易であることからであることからであることからであることから、、、、浄浄浄浄化化化化セセセセンンンンタタタターーーー公園公園公園公園につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましてはＢＴＢＴＢＴＢＴＯＯＯＯをををを採択採択採択採択したといしたといしたといしたというううう状状状状況況況況でごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。少少少少ししししわわわわかかかかっっっったよたよたよたよううううなななな、、、、ももももうううう一一一一つつつつ頭頭頭頭がすがすがすがすっっっっきりしておらないきりしておらないきりしておらないきりしておらないわけわけわけわけですがですがですがですが、、、、○○○○中野中野中野中野（（（（明明明明））））委員委員委員委員パパパパシシシシフフフフィィィィックックックックココココンンンンササササルルルルタタタタンンンンツツツツ（（（（株株株株））））にににに聞聞聞聞いていていていて、、、、金金金金融融融融ののののノウハウノウハウノウハウノウハウ、、、、作作作作成成成成とかいとかいとかいとかいろろろろいいいいろろろろ助言助言助言助言ををををもらもらもらもらっっっっていくといていくといていくといていくといううううおおおお話話話話でしたでしたでしたでした。。。。パパパパシシシシフフフフィィィィックックックックココココンンンンササササルルルルタタタタンンンンツツツツ（（（（株株株株 、、、、どどどどこかでこかでこかでこかで聞聞聞聞いたよいたよいたよいたよ））））ううううなななな名名名名前前前前だとだとだとだと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、皆皆皆皆ささささんんんんのごのごのごのご記記記記憶憶憶憶にもあるかとにもあるかとにもあるかとにもあるかと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、仙台仙台仙台仙台市市市市ににににススススポポポポパパパパーーーークククク松松松松森森森森といといといといううううとことことこところろろろがありますがありますがありますがあります。。。。そこでそこでそこでそこで屋屋屋屋内内内内ののののププププールールールールのののの天天天天井井井井のののの崩崩崩崩落落落落事事事事故故故故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、、、、ああああれをするにれをするにれをするにれをするに当当当当たたたたっっっっててててココココンンンンササササルルルルタタタタントントントント会社会社会社会社ににににＰＰＰＰＦＩＦＩＦＩＦＩ導導導導入入入入可可可可能能能能性性性性のののの調調調調査査査査をををを委託委託委託委託してしてしてして指指指指導導導導したとしたとしたとしたと、、、、一一一一括括括括発発発発注注注注によによによによっっっってててて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がががが十十十十分分分分にににに織織織織りりりり込込込込まれるといまれるといまれるといまれるというううう提案提案提案提案をををを受受受受けけけけることができたることができたることができたることができたとととと、、、、仙台仙台仙台仙台市市市市はそはそはそはそうううういいいいううううことでことでことでことで民間民間民間民間事業者事業者事業者事業者のののの意見意見意見意見をををを反映反映反映反映したしたしたした事業事業事業事業ススススキキキキーーーームムムムのののの構構構構築築築築をををを心心心心ががががけけけけたたたたといといといといううううことがことがことがことが、、、、あのあのあのあの事事事事故故故故のときにいのときにいのときにいのときにいろんろんろんろんなことがなことがなことがなことが言言言言わわわわれていたれていたれていたれていたわけわけわけわけですですですです。。。。ココココンンンンササササルルルルタタタタントントントント会社会社会社会社はいはいはいはいっっっっぱぱぱぱいありますがいありますがいありますがいありますが、、、、大手会社大手会社大手会社大手会社といといといといえばえばえばえば限限限限られてきますられてきますられてきますられてきます。。。。そそそそうううういいいい
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ううううとことことこところろろろでででで一定一定一定一定のののの方方方方向向向向づづづづけけけけがががが全全全全国国国国各地各地各地各地でされていくのかとでされていくのかとでされていくのかとでされていくのかと思思思思っっっっていますがていますがていますがていますが、、、、そのそのそのその中中中中でででで、、、、ここここのののの言言言言わわわ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ＰＰＰＰＦＩＦＩＦＩＦＩ方式方式方式方式、、、、今今今今まででしたらまででしたらまででしたらまででしたら公公公公共共共共施施施施設設設設のののの運運運運営営営営をををを民間民間民間民間業者業者業者業者なりになりになりになりに任任任任せせせせるるるる指指指指定管理者定管理者定管理者定管理者制制制制度度度度といといといといううううのがこれまでものがこれまでものがこれまでものがこれまでも多多多多くくくく採採採採用用用用されてきたとされてきたとされてきたとされてきたと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、それらとそれらとそれらとそれらと比較比較比較比較ししししてててて自治自治自治自治体体体体のののの関関関関与与与与のののの度度度度合合合合はははは薄薄薄薄いいいい、、、、指指指指定管理者定管理者定管理者定管理者制制制制度度度度とととと比比比比べたらべたらべたらべたら薄薄薄薄いといといといと言言言言わわわわれていますれていますれていますれています。。。。仙台仙台仙台仙台市市市市ののののススススポポポポパパパパーーーークククク松松松松森森森森でででで事事事事故故故故がががが発生発生発生発生したときしたときしたときしたとき、、、、被被被被害害害害者者者者とのとのとのとの関係関係関係関係ははははどどどどのよのよのよのよううううになるのかといになるのかといになるのかといになるのかといえばえばえばえば、、、、自治自治自治自治体体体体がががが責任責任責任責任をををを負負負負ううううことになことになことになことになっっっっていますていますていますています。。。。仙台仙台仙台仙台市市市市ではではではでは、、、、意意意意匠匠匠匠やややや、、、、どんどんどんどんななななふうふうふうふうにするとかにするとかにするとかにするとか設設設設計計計計についてはについてはについてはについては行行行行政政政政のののの関関関関与与与与のののの強化強化強化強化がががが必必必必要要要要だだだだっっっったとたとたとたと、、、、このこのこのこの反反反反省省省省のののの中中中中でででで言言言言っっっ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、、、、ややややははははりりりり行行行行政政政政のののの側側側側もももも設計設計設計設計技術技術技術技術やややや、、、、土木土木土木土木のののの専門専門専門専門のののの職員職員職員職員ですとかですとかですとかですとか、、、、そそそそうううういいいいうううう体体体体制制制制もももも整整整整ええええてててて途途途途中中中中ののののモモモモニニニニタタタタリリリリンンンンググググをををを強化強化強化強化してしてしてしてチェチェチェチェックックックックしていくのかしていくのかしていくのかしていくのか、、、、そそそそうううういいいいううううこともこともこともことも必必必必要要要要ではないのかとではないのかとではないのかとではないのかと考考考考ええええますますますます。。。。そこでそこでそこでそこで、、、、このことでいこのことでいこのことでいこのことでいろんろんろんろんななななリリリリスクスクスクスクがががが考考考考ええええられるとられるとられるとられると思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、これをこれをこれをこれをやっやっやっやっていくにていくにていくにていくに当当当当たたたたっっっってててて、、、、リリリリスクスクスクスク負負負負担担担担としてとしてとしてとしてどどどどのよのよのよのよううううなことがなことがなことがなことが具具具具体体体体的的的的にあるのかおにあるのかおにあるのかおにあるのかお聞聞聞聞かかかかせせせせをいただきたいとをいただきたいとをいただきたいとをいただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。またまたまたまた、、、、建設委員会建設委員会建設委員会建設委員会でででで出出出出されましたされましたされましたされました資料資料資料資料でででで必必必必須須須須施施施施設設設設をををを見見見見ますとますとますとますと、、、、ススススポポポポーーーーツツツツ部部部部門門門門やややや業務部業務部業務部業務部門門門門、、、、軽食軽食軽食軽食・・・・販販販販売施売施売施売施設設設設ななななどどどどいいいいろんろんろんろんなななな部部部部門門門門がかかがかかがかかがかかわわわわることになることになることになることになっっっっていますがていますがていますがていますが、、、、そこでそこでそこでそこで働働働働いているいているいているいている人人人人のののの問題問題問題問題でいいますとでいいますとでいいますとでいいますと、、、、非非非非正規雇正規雇正規雇正規雇用用用用でででで低低低低賃賃賃賃金金金金でででで雇雇雇雇用用用用されるとなされるとなされるとなされるとなっっっっていくのではないかとていくのではないかとていくのではないかとていくのではないかと懸念懸念懸念懸念されますされますされますされます。。。。ここここうううういいいいうううう問題問題問題問題にににに対対対対してしてしてして、、、、どどどどこでこでこでこでチェチェチェチェックックックックできるできるできるできる体体体体制制制制ができるのかができるのかができるのかができるのかどうどうどうどうかかかか、、、、このこのこのこのことをおことをおことをおことをお聞聞聞聞きいたしたいときいたしたいときいたしたいときいたしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。仙台仙台仙台仙台市市市市ススススポポポポパパパパーーーークククク松松松松森森森森でのでのでのでの事事事事故故故故でごでごでごでござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、そのそのそのその事事事事故故故故のののの原原原原因因因因でででで○○○○水本公園緑地課長水本公園緑地課長水本公園緑地課長水本公園緑地課長すがすがすがすが、、、、仕様書仕様書仕様書仕様書どどどどおりにおりにおりにおりに施施施施工工工工がががが行行行行わわわわれなかれなかれなかれなかっっっったことですたことですたことですたことです。。。。工事管理工事管理工事管理工事管理がががが適切適切適切適切にににに行行行行わわわわれなかれなかれなかれなかっっっったたたたことがことがことがことが原原原原因因因因とととと聞聞聞聞いておりますいておりますいておりますいております。。。。ＰＰＰＰＦＩＦＩＦＩＦＩのののの制制制制度度度度によるによるによるによる事事事事故故故故ではないとおではないとおではないとおではないとお聞聞聞聞きしておりますきしておりますきしておりますきしております。。。。今今今今後後後後、、、、新新新新県営県営県営県営ププププールールールールのののの建設建設建設建設にににに際際際際してはしてはしてはしては、、、、民間民間民間民間事業者事業者事業者事業者任任任任せせせせにするのではなくにするのではなくにするのではなくにするのではなく、、、、県県県県がががが民間民間民間民間事業事業事業事業者者者者のののの業務業務業務業務履履履履行行行行状状状状況況況況とかとかとかとか、、、、モモモモニタニタニタニタリリリリンンンンググググをををを行行行行うううう中中中中でででで、、、、要求水要求水要求水要求水準準準準やややや提案内提案内提案内提案内容容容容どどどどおりにおりにおりにおりに業務業務業務業務がががが履履履履行行行行されているかされているかされているかされているか、、、、工事管理業務工事管理業務工事管理業務工事管理業務がががが民間民間民間民間事業者事業者事業者事業者によによによによっっっってててて適切適切適切適切にににに履履履履行行行行されてることをされてることをされてることをされてることを確認確認確認確認してしてしてして、、、、安全安全安全安全のののの確保確保確保確保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考考考ええええておりますておりますておりますております。。。。ももももうううう１１１１点点点点、、、、責任責任責任責任のののの明明明明確化確化確化確化ですがですがですがですが、、、、原原原原因因因因ごとにごとにごとにごとに県県県県とととと事業者事業者事業者事業者のののの責任責任責任責任がががが明明明明確化確化確化確化できるよできるよできるよできるよううううにににに適適適適切切切切ににににリリリリスクスクスクスク分分分分担担担担をしてをしてをしてをして、、、、今今今今後後後後定定定定めていきたいとめていきたいとめていきたいとめていきたいと考考考考ええええておりますておりますておりますております。。。。賃賃賃賃金金金金につきましてもにつきましてもにつきましてもにつきましても、、、、モモモモニタニタニタニタリリリリンンンンググググのののの中中中中でででで民間民間民間民間事業者事業者事業者事業者のののの雇雇雇雇用状用状用状用状況況況況をををを確認確認確認確認しながらしながらしながらしながら、、、、適切適切適切適切にににに賃賃賃賃金金金金がががが支払支払支払支払わわわわれるよれるよれるよれるよううううにににに努努努努めてまいりたいとめてまいりたいとめてまいりたいとめてまいりたいと考考考考ええええておりますておりますておりますております。。。。このこのこのこのＰＰＰＰＦＩＦＩＦＩＦＩ事業事業事業事業といといといといううううのがのがのがのが地地地地方方方方自治自治自治自治体体体体でもでもでもでも導導導導入入入入されておりましてされておりましてされておりましてされておりまして、、、、失失失失○○○○中野中野中野中野（（（（明明明明））））委員委員委員委員敗敗敗敗しているしているしているしている事例事例事例事例もたくさもたくさもたくさもたくさんんんん生生生生まれていますまれていますまれていますまれています。。。。そそそそうううういいいいううううことをことをことをことを考考考考ええええていきますとていきますとていきますとていきますと、、、、仙台仙台仙台仙台市市市市のののの
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事事事事故故故故でもでもでもでも、、、、ＰＰＰＰＦＩＦＩＦＩＦＩ事業事業事業事業がががが直接直接直接直接のののの原原原原因因因因ではないとではないとではないとではないと説明説明説明説明されましたがされましたがされましたがされましたが、、、、そのそのそのその建設建設建設建設、、、、設計設計設計設計、、、、そそそそうううういいいいううううとことことこところろろろにににに対対対対してしてしてしてチェチェチェチェックックックックがいがいがいがいっっっっておらなかておらなかておらなかておらなかっっっったたたた。。。。普通普通普通普通、、、、公公公公のとこのとこのとこのところろろろがががが仕仕仕仕事事事事をするをするをするをする場場場場合合合合はきはきはきはきっっっっちりとされていたとちりとされていたとちりとされていたとちりとされていたと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、そそそそうううういいいいううううとことことこところろろろののののチェチェチェチェックックックックがされていなかがされていなかがされていなかがされていなかっっっったのたのたのたのがががが大大大大きいのではないかなときいのではないかなときいのではないかなときいのではないかなと思思思思いますいますいますいます。。。。失敗失敗失敗失敗しているしているしているしている例例例例をををを見見見見ますとますとますとますと、、、、安全安全安全安全のののの問題問題問題問題、、、、利利利利用用用用者者者者数数数数のののの見見見見込込込込みみみみ誤誤誤誤りでりでりでりで破綻破綻破綻破綻をしたとこをしたとこをしたとこをしたところろろろももももたくさたくさたくさたくさんんんんありますありますありますあります。。。。一一一一括括括括してしてしてして発発発発注注注注できるからといできるからといできるからといできるからというううう、、、、そそそそうううういいいいううううココココスススストトトトをををを安安安安くできるくできるくできるくできるメリメリメリメリッッッットトトトがあるとがあるとがあるとがあると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。。。。ＳＳＳＳＰＰＰＰＣＣＣＣとととと言言言言わわわわれるれるれるれる企業企業企業企業連連連連合合合合特別会社特別会社特別会社特別会社があるそがあるそがあるそがあるそううううですがですがですがですが、、、、具具具具体体体体的的的的にはにはにはには、、、、競競競競泳泳泳泳用用用用ののののププププールールールール、、、、フフフフィィィィッッッットネトネトネトネススススとかとかとかとかトトトトレレレレーーーーニニニニンンンンググググははははイイイインンンンスススストトトトラクタラクタラクタラクターーーーもももも要要要要るるるるわけわけわけわけですですですです。。。。レレレレスススストトトトラララランンンンとかとかとかとか物物物物をををを販販販販売売売売するといするといするといするといううううことでことでことでことで、、、、一一一一括括括括してまとめてしてまとめてしてまとめてしてまとめて経経経経営営営営をするのかをするのかをするのかをするのかとととと理解理解理解理解をしていたのですがをしていたのですがをしていたのですがをしていたのですが、、、、企業企業企業企業連連連連合合合合体体体体でででで、、、、ここはここはここはここはどどどどこそこでこそこでこそこでこそこで、、、、ここはここはここはここはどどどどこそこでとこそこでとこそこでとこそこでと、、、、そそそそれをまとめてれをまとめてれをまとめてれをまとめて企業企業企業企業運運運運営営営営先先先先ののののＳＳＳＳＰＰＰＰＣＣＣＣとととと言言言言わわわわれるれるれるれる企業企業企業企業連連連連合合合合のののの特別会社特別会社特別会社特別会社といといといというううう形形形形をつくをつくをつくをつくっっっってててて運運運運営営営営をしていくのだといをしていくのだといをしていくのだといをしていくのだといううううことのおことのおことのおことのお話話話話をおをおをおをお聞聞聞聞きをしたきをしたきをしたきをしたわけわけわけわけですですですです。。。。そそそそうううういいいいううううことができるのかとことができるのかとことができるのかとことができるのかと思思思思っっっっているのですがているのですがているのですがているのですが、、、、そそそそうううういいいいうううう手手手手法法法法のののの中中中中でででで民間民間民間民間事業者事業者事業者事業者ははははみみみみずからのずからのずからのずからの責任責任責任責任とととと費用費用費用費用負負負負担担担担においてにおいてにおいてにおいて施施施施設設設設のののの維持維持維持維持管理管理管理管理とととと運運運運営営営営をををを実施実施実施実施することができるといすることができるといすることができるといすることができるといううううこここことだからとだからとだからとだから、、、、ＳＳＳＳＰＰＰＰＣＣＣＣをををを構構構構成成成成するするするする企業企業企業企業にににに委託委託委託委託することもすることもすることもすることも、、、、またまたまたまた第第第第三三三三者者者者にににに委託委託委託委託することもできるすることもできるすることもできるすることもできるといといといというううう、、、、そそそそうううういいいいうううう中中中中身身身身になになになになっっっっているそているそているそているそううううですですですです。。。。いいいいろろろろいいいいろろろろなことをなことをなことをなことを調調調調べていべていべていべていけばけばけばけば調調調調べるほべるほべるほべるほどどどど頭頭頭頭がこがこがこがこんんんんがらががらががらががらがっっっってきててきててきててきて、、、、本本本本当当当当にこれでいいのかといにこれでいいのかといにこれでいいのかといにこれでいいのかというううう疑問疑問疑問疑問ががががわわわわいてくるいてくるいてくるいてくるわけわけわけわけですですですです。。。。このこのこのこの計計計計画画画画についてについてについてについて、、、、奈良県奈良県奈良県奈良県はははは建設建設建設建設にににに３３３３年年年年、、、、運運運運営営営営期間期間期間期間はははは１５１５１５１５年年年年としているそとしているそとしているそとしているそううううですがですがですがですが、、、、ＢＢＢＢＴＴＴＴＯＯＯＯといといといというううう手手手手法法法法、、、、建設建設建設建設してしてしてして一一一一たたたたんんんんそのそのそのその建建建建物物物物をををを県県県県のののの所所所所有有有有にしてにしてにしてにして、、、、そしてそしてそしてそして委託委託委託委託運運運運営営営営してもらしてもらしてもらしてもらううううといといといといううううごごごご説明説明説明説明であであであであっっっったたたたわけわけわけわけですがですがですがですが、、、、そそそそううううすれすれすれすればばばばこのときのこのときのこのときのこのときの施施施施設設計設設計設設計設設計やややや施施施施設建設設建設設建設設建設費用費用費用費用ななななどどどど、、、、これにかかこれにかかこれにかかこれにかかっっっったたたた費用費用費用費用のののの関係関係関係関係はははは一体一体一体一体どどどどのよのよのよのよううううになになになになっっっっていくのかていくのかていくのかていくのか。。。。民間民間民間民間事業者事業者事業者事業者はこのはこのはこのはこのププププールールールールのののの施施施施設設設設のののの利利利利用用用用者者者者からからからから利利利利用料用料用料用料金金金金をもらをもらをもらをもらっっっっててててササササーーーービビビビススススをををを提提提提供供供供するといするといするといするというううう関係関係関係関係になりますになりますになりますになります。。。。頭頭頭頭のののの整理整理整理整理をするといをするといをするといをするというううう意味意味意味意味でででで教教教教ええええてほしいのですがてほしいのですがてほしいのですがてほしいのですが、、、、仕仕仕仕組組組組みみみみとしてとしてとしてとして、、、、県県県県とととと民間民間民間民間事業者事業者事業者事業者とととと利利利利用用用用者者者者があがあがあがあっっっってててて、、、、真真真真んんんん中中中中にににに民間民間民間民間事業者事業者事業者事業者があるのですががあるのですががあるのですががあるのですが、、、、県県県県がががが民間民間民間民間事業者事業者事業者事業者にににに委託委託委託委託するするするする。。。。このこのこのこの民間民間民間民間事業者事業者事業者事業者はははは施施施施設設設設のののの利利利利用用用用者者者者からからからから利利利利用料用料用料用料金金金金をもらをもらをもらをもらうううう。。。。それでそれでそれでそれで、、、、建建建建てよてよてよてよううううとととと思思思思えばえばえばえばおおおお金金金金がががが要要要要るるるるからからからから金金金金融機融機融機融機関関関関からからからから借借借借りてするといりてするといりてするといりてするというううう仕仕仕仕組組組組みみみみのとこのとこのとこのところろろろでででで、、、、県県県県とととと事業者事業者事業者事業者のとこのとこのとこのところろろろのおのおのおのお金金金金のののの流流流流れれれれといといといといううううのがのがのがのがどどどどのよのよのよのよううううになになになになっっっっているのかているのかているのかているのか、、、、そのそのそのその辺辺辺辺がよくがよくがよくがよくわわわわからないのでからないのでからないのでからないので、、、、そこのそこのそこのそこの点点点点をををを教教教教ええええてててていただきたいといただきたいといただきたいといただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。所所所所有有有有権権権権をををを３３３３年年年年後後後後にににに一一一一たたたたんんんん県県県県にににに移移移移すとすとすとすと、、、、そのときにこのそのときにこのそのときにこのそのときにこの施施施施設設計設設計設設計設設計やややや建設建設建設建設費用費用費用費用ななななどどどどははははどどどどのよのよのよのよううううになるのかになるのかになるのかになるのか。。。。所所所所有有有有権権権権をををを移移移移すのだすのだすのだすのだっっっったらそのたらそのたらそのたらその借借借借金金金金はははは県県県県がががが持持持持つのかつのかつのかつのかとととと思思思思っっっったりもしますがたりもしますがたりもしますがたりもしますが、、、、そのそのそのその辺辺辺辺のののの関係関係関係関係がががが少少少少しししし頭頭頭頭のののの中中中中でででで整理整理整理整理ができないものですからができないものですからができないものですからができないものですから、、、、わわわわかかかか
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りりりりややややすくごすくごすくごすくご説明説明説明説明いただいただいただいただけけけけたらありがたいとたらありがたいとたらありがたいとたらありがたいと思思思思いますいますいますいます。。。。事業事業事業事業費費費費のののの関係関係関係関係でごでごでごでござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、ＰＰＰＰＦＩＦＩＦＩＦＩ事業事業事業事業とととと申申申申しましてもしましてもしましてもしましても、、、、すべてすべてすべてすべて○○○○水本公園緑地課長水本公園緑地課長水本公園緑地課長水本公園緑地課長民間民間民間民間がががが銀銀銀銀行行行行からおからおからおからお金金金金をををを借借借借りるといりるといりるといりるといううううものではごものではごものではごものではござざざざいまいまいまいませんせんせんせんのでのでのでので、、、、公公公公共事業共事業共事業共事業のののの補補補補助助助助でででで見見見見れるれるれるれるものはすべてものはすべてものはすべてものはすべて公公公公共共共共のののの補補補補助助助助をををを投投投投入入入入してしてしてしてややややるといるといるといるといううううことでごことでごことでごことでござざざざいますいますいますいます。。。。ＢＴＢＴＢＴＢＴＯＯＯＯでごでごでごでござざざざいますといますといますといますと国国国国のののの補補補補助助助助をををを受受受受けけけけられますのでられますのでられますのでられますので、、、、またまたまたまた、、、、起起起起債等債等債等債等有利有利有利有利なななな地地地地方方方方債債債債もももも借借借借りれるといりれるといりれるといりれるといううううことでことでことでことで、、、、ＢＢＢＢＯＯＯＯＴＴＴＴよりもよりもよりもよりもＢＴＢＴＢＴＢＴＯＯＯＯのののの方方方方がすがすがすがすぐぐぐぐれてるといれてるといれてるといれてるといううううことでごことでごことでごことでござざざざいますいますいますいます。。。。あとあとあとあと、、、、おおおお金金金金のののの流流流流れでごれでごれでごれでござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、国国国国のののの補補補補助助助助でいただでいただでいただでいただけけけけるものはるものはるものはるものは補補補補助助助助金金金金をををを投投投投入入入入してしてしてして、、、、補補補補助助助助金金金金をもらをもらをもらをもらええええないものについてはないものについてはないものについてはないものについては県県県県のののの支支支支出出出出になるになるになるになるわけわけわけわけでごでごでごでござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、それでそれでそれでそれで全全全全体事業体事業体事業体事業費費費費をををを算出算出算出算出しましてそれをしましてそれをしましてそれをしましてそれを民間民間民間民間事業者事業者事業者事業者にににに委託委託委託委託するするするする。。。。利利利利用用用用者者者者からからからから料料料料金金金金をいただくをいただくをいただくをいただくわけわけわけわけですがですがですがですが、、、、料料料料金金金金ははははＰＰＰＰＦＩＦＩＦＩＦＩ事業者事業者事業者事業者とととと利利利利用用用用者者者者のののの間間間間でででで利利利利用料用料用料用料金金金金ののののややややりとりはありますりとりはありますりとりはありますりとりはあります。。。。ＰＰＰＰＦＩＦＩＦＩＦＩ事業者事業者事業者事業者はははは利利利利用用用用者者者者にににに対対対対してしてしてしてササササーーーービビビビススススをををを提提提提供供供供してしてしてして、、、、そのそのそのその対対対対価価価価としてとしてとしてとしてＰＰＰＰＦＩＦＩＦＩＦＩ事業者事業者事業者事業者はははは利利利利用用用用者者者者からからからから料料料料金金金金いただくいただくいただくいただく、、、、そそそそうううういいいいっっっったたたたシシシシスススステテテテムムムムになになにな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。。。。ももももうううう一度一度一度一度わわわわかりかりかりかりややややすくおすくおすくおすくお願願願願いできますかいできますかいできますかいできますか。。。。○○○○井岡委員長井岡委員長井岡委員長井岡委員長 どうどうどうどう言言言言えばえばえばえばいいのでしいいのでしいいのでしいいのでしょょょょううううかかかか、、、、まずまずまずまず県県県県でででで全全全全体事業体事業体事業体事業費費費費をををを算出算出算出算出するするするするわけわけわけわけ○○○○水本公園緑地課長水本公園緑地課長水本公園緑地課長水本公園緑地課長ですですですですけけけけれれれれどどどどもももも、、、、これはこれはこれはこれは今今今今現在現在現在現在算出算出算出算出してごしてごしてごしてござざざざいましていましていましていまして、、、、そのそのそのそのううううちちちち補補補補助助助助金金金金をいくらをいくらをいくらをいくら投投投投入入入入できるできるできるできる、、、、県県県県のののの予算予算予算予算でいくらでいくらでいくらでいくら支支支支出出出出することができるといすることができるといすることができるといすることができるというううう全全全全体予算体予算体予算体予算をををを算出算出算出算出しましてしましてしましてしまして、、、、そしてそしてそしてそして公募公募公募公募をををを行行行行うわけうわけうわけうわけですがですがですがですが、、、、公募公募公募公募をしてをしてをしてをして民間民間民間民間事業者事業者事業者事業者をををを募募募募ることでることでることでることで民間民間民間民間事業者事業者事業者事業者がががが決定決定決定決定されるされるされるされるわけわけわけわけでごでごでごでござざざざいいいいますますますますけけけけれれれれどどどどもももも、、、、民間民間民間民間事業者事業者事業者事業者はははは請請請請けけけけ負負負負っっっったたたた金額金額金額金額のののの中中中中でででで、、、、必必必必須須須須項目項目項目項目とととと言言言言わわわわれるれるれるれる競競競競泳泳泳泳用用用用のののの２５２５２５２５メメメメートルートルートルートルののののププププールールールール、、、、屋屋屋屋内内内内のののの２５２５２５２５メメメメートルートルートルートルププププールールールールとかとかとかとか５０５０５０５０メメメメートルートルートルートルププププールールールールのののの、、、、必必必必須須須須事業事業事業事業はすべはすべはすべはすべててててやっやっやっやっていただくていただくていただくていただくわけわけわけわけですがですがですがですが、、、、それそれそれそれ以以以以外外外外にににに提案事業提案事業提案事業提案事業といといといといううううことでことでことでことで、、、、全全全全体予算体予算体予算体予算のののの中中中中からからからから必必必必須須須須事業事業事業事業をををを除除除除いたいたいたいた残残残残りをりをりをりを提案事業提案事業提案事業提案事業としてとしてとしてとして、、、、民間民間民間民間のののの自自自自由由由由なななな発発発発想想想想でででで施施施施設設設設をつくをつくをつくをつく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うううものでごものでごものでごものでござざざざいますいますいますいます。。。。料料料料金金金金ははははＰＰＰＰＦＩＦＩＦＩＦＩ事業事業事業事業をしたをしたをしたをしたＳＳＳＳＰＰＰＰＣＣＣＣもももも入入入入りましてりましてりましてりまして、、、、ＳＳＳＳＰＰＰＰＣＣＣＣはそのかはそのかはそのかはそのかわわわわりりりり利利利利用用用用者者者者にににに対対対対してしてしてしてササササーーーービビビビススススをををを提提提提供供供供するするするする、、、、そそそそうううういいいいっっっったたたた仕仕仕仕組組組組みみみみになになになになっっっっているとこているとこているとこているところろろろでごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。済済済済みみみみまままませんせんせんせん、、、、私私私私のののの頭頭頭頭がすこしがすこしがすこしがすこしわわわわからないものでからないものでからないものでからないもので。。。。全全全全体体体体のこののこののこののこの事業事業事業事業費費費費をををを○○○○中野中野中野中野（（（（明明明明））））委員委員委員委員割割割割りりりり出出出出してしてしてして、、、、そのそのそのその中中中中にににに国国国国のののの補補補補助助助助金金金金等等等等をををを投投投投入入入入するするするする。。。。例例例例えばえばえばえば１１１１，，，，００００００００００００万円万円万円万円のののの総事業総事業総事業総事業費費費費としたとしたとしたとした場場場場合合合合、、、、５００５００５００５００万円万円万円万円はははは国国国国からおからおからおからお金金金金がががが入入入入っっっってくるてくるてくるてくる。。。。残残残残りのりのりのりの５００５００５００５００万円万円万円万円はははは民間民間民間民間事業者事業者事業者事業者でででで段段段段取取取取りしりしりしりしてくださいといてくださいといてくださいといてくださいというううう話話話話になるのかとになるのかとになるのかとになるのかと。。。。そのそのそのその辺辺辺辺がががが少少少少ししししわわわわからないのですからないのですからないのですからないのです。。。。それでそれでそれでそれで、、、、民間民間民間民間でででで５０５０５０５０００００万円万円万円万円段段段段取取取取りしてくださいとなれりしてくださいとなれりしてくださいとなれりしてくださいとなればばばば、、、、民間民間民間民間事業者事業者事業者事業者はははは普通普通普通普通はははは、、、、金金金金融機融機融機融機関関関関からおからおからおからお金金金金をををを借借借借りますりますりますります。。。。そしてそしてそしてそして施施施施設設設設利利利利用用用用者者者者からからからから料料料料金金金金をもらをもらをもらをもらうううう。。。。そしてそしてそしてそして自自自自分分分分のとこのとこのとこのところろろろでででで提案提案提案提案したしたしたした分分分分ででででややややりくりしてりくりしてりくりしてりくりして、、、、そこからおそこからおそこからおそこからお金金金金もらもらもらもらうううう。。。。そそそそうううういいいいうううう中中中中でででで金金金金融機融機融機融機関関関関からからからから借借借借りたりたりたりた分分分分をををを返返返返すといすといすといすというううう話話話話になになになになっっっっていくのていくのていくのていくの
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かかかか、、、、それそれそれそれ以以以以外外外外にににに、、、、県県県県からからからから別別別別個個個個ののののルートルートルートルートとしておとしておとしておとしてお金金金金がががが固固固固定定定定的的的的にににに入入入入るよるよるよるよううううなななな仕仕仕仕組組組組みみみみになになになになっっっっていていていているのかるのかるのかるのか、、、、普通普通普通普通のおのおのおのお金金金金のののの段段段段取取取取りだりだりだりだけけけけ考考考考ええええてもてもてもても、、、、このこのこのこのややややりりりり方方方方でででで本本本本当当当当にににに採採採採算算算算がががが合合合合ううううのかのかのかのか、、、、県県県県民民民民ののののププププールールールール利利利利用時用時用時用時のののの安全性安全性安全性安全性のののの問題問題問題問題もももも、、、、そそそそうううういいいいううううこともこともこともことも網網網網羅羅羅羅してこのしてこのしてこのしてこの事業事業事業事業でででで本本本本当当当当ににににやっやっやっやっていていていていけけけけるるるるのかなといのかなといのかなといのかなといううううのがのがのがのが率率率率直直直直なななな疑問疑問疑問疑問ですですですです。。。。そのそのそのその辺辺辺辺ももももうううう少少少少ししししわわわわかりかりかりかりややややすくおすくおすくおすくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。先先先先ほほほほどどどど申申申申しししし上上上上げましたよげましたよげましたよげましたよううううにににに、、、、全全全全体事業体事業体事業体事業費費費費ののののううううちちちち、、、、例例例例えばえばえばえば１００１００１００１００億億億億○○○○水本公園緑地課長水本公園緑地課長水本公園緑地課長水本公園緑地課長円円円円がごがごがごがござざざざいましていましていましていまして、、、、そのそのそのそのううううちちちち５０５０５０５０億円億円億円億円はははは補補補補助助助助金金金金でででで投投投投入入入入できるできるできるできる、、、、補補補補助対助対助対助対象象象象のののの施施施施設設設設がががが５０５０５０５０億億億億ととととしたときにしたときにしたときにしたときに、、、、国国国国のののの補補補補助助助助金金金金がががが約約約約２２２２分分分分のののの１１１１、、、、残残残残りのりのりのりの２２２２分分分分のののの１１１１につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては国国国国のののの起起起起債債債債がががが適用適用適用適用さささされますのでれますのでれますのでれますので起起起起債債債債をををを投投投投入入入入することになりますすることになりますすることになりますすることになります。。。。あとそのあとそのあとそのあとその返済返済返済返済ははははロロロローンーンーンーンでででで返済返済返済返済していくしていくしていくしていく。。。。補補補補助助助助対対対対象象象象とならないとならないとならないとならない部分部分部分部分、、、、例例例例えばえばえばえば１００１００１００１００億円億円億円億円ののののううううちちちち、、、、５０５０５０５０億円億円億円億円がががが補補補補助対助対助対助対象象象象でででで、、、、残残残残りのりのりのりの５０５０５０５０億円億円億円億円のののの補補補補助対助対助対助対象象象象外外外外はははは、、、、ＳＳＳＳＰＰＰＰＣＣＣＣ事業事業事業事業がががが市中市中市中市中銀銀銀銀行行行行でででで資資資資金金金金調調調調達達達達するといするといするといするというううう方式方式方式方式になになにな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。。。。基基基基本本本本的的的的なななな部分部分部分部分といといといといううううのはのはのはのは、、、、国国国国のののの起起起起債債債債とととと県県県県費費費費をををを投投投投入入入入してしてしてして５０５０５０５０億円億円億円億円とととと５０５０５０５０億円億円億円億円、、、、○○○○井岡委員長井岡委員長井岡委員長井岡委員長例例例例えばえばえばえばのののの話話話話。。。。１００１００１００１００億円億円億円億円でででで事業者事業者事業者事業者にそのおにそのおにそのおにそのお金金金金でででで建建建建物物物物をををを建建建建てさてさてさてさせせせせることですかることですかることですかることですか、、、、残残残残りのりのりのりの提案提案提案提案型型型型のののの部分部分部分部分についてはについてはについてはについては民間民間民間民間がおがおがおがお金金金金をををを出出出出してしてしてして利利利利用用用用者者者者からおからおからおからお金金金金もらもらもらもらうううういいいいううううことでよことでよことでよことでよろろろろしいですかしいですかしいですかしいですか。。。。トートートートータタタタルルルルでなるかとでなるかとでなるかとでなるかと思思思思ううううのですがのですがのですがのですが、、、、トートートートータタタタルルルル１００１００１００１００億円億円億円億円あれあれあれあればばばば国国国国のののの○○○○水本公園緑地課長水本公園緑地課長水本公園緑地課長水本公園緑地課長補補補補助助助助事業事業事業事業とととと民間民間民間民間のののの資資資資金事業金事業金事業金事業でででで、、、、そのそのそのその中中中中ででででややややりくりしていただくといりくりしていただくといりくりしていただくといりくりしていただくといううううことなのですがことなのですがことなのですがことなのですが。。。。たたたただしだしだしだし、、、、必必必必須須須須施施施施設設設設についてはすべてつくについてはすべてつくについてはすべてつくについてはすべてつく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っっっったたたた仕仕仕仕組組組組みみみみになになにな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。。。。このことはもこのことはもこのことはもこのことはもうううう少少少少しししし時間時間時間時間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、、、、建設委員会建設委員会建設委員会建設委員会なりでなりでなりでなりで、、、、図図図図式式式式もももも○○○○中野中野中野中野（（（（明明明明））））委員委員委員委員含含含含めてもめてもめてもめてもうううう少少少少ししししわわわわかりかりかりかりややややすくすくすくすく説明説明説明説明してもらしてもらしてもらしてもらわわわわないとないとないとないと、、、、このこのこのこのＰＰＰＰＦＩＦＩＦＩＦＩ事業事業事業事業ととととＢＴＢＴＢＴＢＴＯＯＯＯ方式方式方式方式でいきでいきでいきでいきますますますます、、、、これでこれでこれでこれで承承承承認認認認してくださいとしてくださいとしてくださいとしてくださいと言言言言わわわわれてもれてもれてもれても、、、、海海海海のものとものものとものものとものものとも山山山山のものとものものとものものとものものともわわわわからないのでからないのでからないのでからないので、、、、ももももうううう少少少少しはしはしはしはっっっっきりときりときりときりと説明説明説明説明をしていただきたいとをしていただきたいとをしていただきたいとをしていただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。いずれにいずれにいずれにいずれにせせせせよよよよ、、、、建設建設建設建設にににに３３３３年年年年、、、、１５１５１５１５年年年年運運運運用用用用してしてしてして、、、、またまたまたまた県県県県にににに戻戻戻戻るといるといるといるといううううことだことだことだことだけけけけれれれれどどどど、、、、これこれこれこれでいでいでいでいえばえばえばえばそのそのそのその１５１５１５１５年年年年間間間間のののの運運運運用用用用のののの中中中中でででで、、、、さきほさきほさきほさきほどどどどのののの話話話話ではないではないではないではないけけけけれれれれどどどど、、、、自自自自分分分分のとこのとこのとこのところろろろでででで例例例例のののの５０５０５０５０億円億円億円億円がががが回回回回収収収収できるのかといできるのかといできるのかといできるのかといえばえばえばえば、、、、少少少少しししし頭頭頭頭ををををひひひひねねねねるとこるとこるとこるところろろろですですですです。。。。先先先先ほほほほどどどど浅川委員浅川委員浅川委員浅川委員からもおからもおからもおからもお話話話話がありましたよがありましたよがありましたよがありましたよううううにににに、、、、一一一一括括括括発発発発注注注注をしたらをしたらをしたらをしたらどどどどこがこがこがこが落落落落札札札札するのかするのかするのかするのかとととと考考考考ええええたらたらたらたら大手大手大手大手かとかとかとかと思思思思いますいますいますいます。。。。奈良県奈良県奈良県奈良県がががが奈良県奈良県奈良県奈良県のののの経済経済経済経済ををををどどどどのよのよのよのよううううにしていくのかにしていくのかにしていくのかにしていくのか考考考考ええええたとたとたとたときにきにきにきに、、、、建建建建築築築築部部部部門門門門でもでもでもでも商商商商業部業部業部業部門門門門でもほかのでもほかのでもほかのでもほかの部分部分部分部分でもでもでもでも、、、、奈良県内奈良県内奈良県内奈良県内ににににどうどうどうどう仕仕仕仕事事事事をををを回回回回していくのかしていくのかしていくのかしていくのか、、、、そのためにそのためにそのためにそのために奈良県奈良県奈良県奈良県のののの予算予算予算予算ををををどうどうどうどう使使使使ううううかをかをかをかを考考考考ええええていかなていかなていかなていかなけけけけれれれればばばばいいいいけけけけないのにないのにないのにないのに、、、、これではおいこれではおいこれではおいこれではおいしいとこしいとこしいとこしいところろろろ、、、、ココココンンンンササササルルルルタタタタントントントントもももも含含含含めてめてめてめてみんみんみんみんなななな東東東東京京京京とかとかとかとかへへへへ持持持持っっっっていかれることになるのではていかれることになるのではていかれることになるのではていかれることになるのではないかなとすごくないかなとすごくないかなとすごくないかなとすごく疑問疑問疑問疑問としてありますとしてありますとしてありますとしてあります。。。。１０１０１０１０年年年年先先先先、、、、５５５５年年年年先先先先でもでもでもでも今今今今ははははどどどどのよのよのよのよううううになるのかになるのかになるのかになるのかわわわわからないからないからないからない、、、、このこのこのこの変化変化変化変化がががが激激激激しいしいしいしい時時時時代代代代にににに民民民民
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間間間間業者業者業者業者とととと県県県県とのとのとのとの関係関係関係関係でででで建設建設建設建設とととと運運運運営営営営とをとをとをとを合合合合わせわせわせわせてててて１８１８１８１８年年年年間間間間といといといというううう長長長長期期期期ににににわわわわたたたたっっっってててて固固固固定定定定するするするする制制制制度度度度でででで、、、、本本本本当当当当にこれでにこれでにこれでにこれで運運運運営営営営していしていしていしていけけけけるのかるのかるのかるのかどうどうどうどうかかかか。。。。県県県県とととと民間民間民間民間事業者事業者事業者事業者ががががパパパパートートートートナナナナーーーーシシシシッッッッププププとしとしとしとしててててやっやっやっやっていていていていけけけけるかとるかとるかとるかと言言言言えばえばえばえば、、、、利利利利害害害害はははは相相相相反反反反するものだとするものだとするものだとするものだと思思思思ううううのでのでのでので、、、、そそそそううううではないとではないとではないとではないと思思思思いますいますいますいます。。。。経費節経費節経費節経費節減減減減ができてができてができてができて、、、、ためになるとたくさためになるとたくさためになるとたくさためになるとたくさんんんんおいしいことおいしいことおいしいことおいしいこと言言言言わわわわれるのですがれるのですがれるのですがれるのですが、、、、幻想幻想幻想幻想だだだだけけけけ与与与与ええええているのではないかなとているのではないかなとているのではないかなとているのではないかなと思思思思いますいますいますいます。。。。そそそそうううういいいいうううう意味意味意味意味ではではではでは、、、、まだまだこのまだまだこのまだまだこのまだまだこの決決決決着着着着はははは、、、、先先先先になるとになるとになるとになると思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、このこのこのこの事業事業事業事業のののの採採採採用用用用のののの検検検検討討討討はははは慎慎慎慎重重重重のののの上上上上にもにもにもにも慎慎慎慎重重重重にしてにしてにしてにして行行行行ううううべきでありべきでありべきでありべきであり、、、、長長長長期間期間期間期間ににににわわわわたるたるたるたる公公公公共共共共施施施施設設設設のののの管理管理管理管理運運運運営営営営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行行行行政政政政のののの直直直直営営営営といといといといううううのですかのですかのですかのですか、、、、それをそれをそれをそれを基基基基本本本本ににににしていかなしていかなしていかなしていかなけけけけれれれればばばばいいいいけけけけないとないとないと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、、、、そのことをそのことをそのことをそのことを強強強強くくくく言言言言っっっっておきますておきますておきますておきます。。。。以以以以上上上上ですですですです。。。。またまたまたまた後後後後日日日日、、、、詳詳詳詳しくしくしくしく説明説明説明説明をををを各各各各委員委員委員委員にごにごにごにご提示願提示願提示願提示願ええええたらとたらとたらとたらと思思思思いますいますいますいます。。。。○○○○井岡委員長井岡委員長井岡委員長井岡委員長 今今今今はははは収収収収穫穫穫穫のののの秋秋秋秋でごでごでごでござざざざいましていましていましていまして、、、、田田田田んんんんぼぼぼぼ、、、、畑畑畑畑、、、、いいいいろんろんろんろんなとこなとこなとこなところろろろでででで有有有有害獣害獣害獣害獣○○○○田中田中田中田中（（（（惟惟惟惟））））委員委員委員委員がががが暴暴暴暴れれれれ回回回回っっっっておりますておりますておりますております。。。。このことについてはこのことについてはこのことについてはこのことについては事事事事前前前前にににに何何何何もももも申申申申しししし上上上上げてないのですがげてないのですがげてないのですがげてないのですが、、、、一一一一つはつはつはつは、、、、今大今大今大今大きなきなきなきな課課課課題題題題となとなとなとなっっっっているとているとているとていると思思思思わわわわれますのがれますのがれますのがれますのが、、、、狩猟狩猟狩猟狩猟期間期間期間期間のののの問題問題問題問題がそこのがそこのがそこのがそこの中中中中にあるとにあるとにあるとにあると思思思思いまいまいまいますすすす。。。。狩猟狩猟狩猟狩猟期間期間期間期間がががが収収収収穫穫穫穫のののの終終終終わっわっわっわったたたた後後後後のののの冬冬冬冬場場場場だだだだけけけけをそのをそのをそのをその期間期間期間期間としているよとしているよとしているよとしているよううううにににに思思思思ううううのですがのですがのですがのですが、、、、地地地地域域域域のののの人人人人たちのたちのたちのたちの中中中中にはにはにはには、、、、被被被被害害害害にににに遭遭遭遭うううう前前前前にににに駆除駆除駆除駆除してもらしてもらしてもらしてもらわわわわないとないとないとないと困困困困るしるしるしるし、、、、猟猟猟猟をしてもらをしてもらをしてもらをしてもらわわわわなななないといといといと意味意味意味意味がないのではないかとがないのではないかとがないのではないかとがないのではないかと。。。。ただただただただ、、、、趣趣趣趣味味味味のためののためののためののための冬冬冬冬場場場場のののの狩猟狩猟狩猟狩猟はははは、、、、それはそれでいいのそれはそれでいいのそれはそれでいいのそれはそれでいいのかもかもかもかもわわわわからないからないからないからないけけけけれれれれどどどどもももも、、、、有有有有害獣害獣害獣害獣のののの駆除駆除駆除駆除とかとかとかとか、、、、有有有有害獣害獣害獣害獣をををを逆逆逆逆にににに利利利利用用用用してのしてのしてのしての積極的積極的積極的積極的なななな意味意味意味意味でででで何何何何かかかか活用活用活用活用方方方方法法法法とかをとかをとかをとかを考考考考ええええれれれればばばば、、、、期間期間期間期間についてについてについてについて方方方方針針針針をををを変変変変ええええるるるる必必必必要要要要があるのではないかとおがあるのではないかとおがあるのではないかとおがあるのではないかとおっっっっししししゃゃゃゃるるるる方方方方がおられますがおられますがおられますがおられます。。。。これについてごこれについてごこれについてごこれについてご意見意見意見意見があれがあれがあれがあればばばばおおお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。。。。狩猟狩猟狩猟狩猟期間期間期間期間につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、通常通常通常通常１１１１１１１１月月月月１１１１○○○○田中森林整備課長兼全国育樹祭開催準備室長田中森林整備課長兼全国育樹祭開催準備室長田中森林整備課長兼全国育樹祭開催準備室長田中森林整備課長兼全国育樹祭開催準備室長５５５５日日日日からからからから２２２２月月月月１５１５１５１５日日日日だだだだっっっったとたとたとたと思思思思いますいますいますいます。。。。それをそれをそれをそれを、、、、今今今今現在現在現在現在１１１１カカカカ月月月月延延延延長長長長してしてしてして１１１１１１１１月月月月１５１５１５１５日日日日からからからから３３３３月月月月１５１５１５１５日日日日までまでまでまで期間期間期間期間をををを延延延延ばばばばしているとこしているとこしているとこしているところろろろでごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。それでそれでそれでそれで、、、、被被被被害害害害にににに遭遭遭遭うううう前前前前にといにといにといにといううううことでことでことでことで、、、、委員委員委員委員おおおお述述述述べになべになべになべになっっっっているのですがているのですがているのですがているのですが、、、、それはもそれはもそれはもそれはもっっっっとととと前前前前倒倒倒倒しでしでしでしで期間期間期間期間をををを設設設設けけけけるとるとるとると考考考考ええええたらいいといたらいいといたらいいといたらいいといううううことですかことですかことですかことですか。。。。年年年年間間間間をををを通通通通じじじじてといてといてといてというううう意味意味意味意味ではではではでは、、、、ネネネネッッッットトトトをををを張張張張るとかるとかるとかるとか、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろそのそのそのその効果効果効果効果○○○○田中田中田中田中（（（（惟惟惟惟））））委員委員委員委員もあることももあることももあることももあることも確確確確かでごかでごかでごかでござざざざいますしいますしいますしいますし、、、、随随随随分分分分とととと努努努努力力力力されていることもよくされていることもよくされていることもよくされていることもよくわわわわかかかかっっっったたたた上上上上でのことでのことでのことでのことですがですがですがですが、、、、鹿鹿鹿鹿とかとかとかとか猪猪猪猪、、、、そそそそうううういいいいうううう有有有有害獣害獣害獣害獣はははは逆逆逆逆のののの形形形形でででで、、、、猪猪猪猪ははははボタボタボタボタンンンンなべといなべといなべといなべといううううことでことでことでことで今今今今既既既既にににに料料料料理理理理屋屋屋屋ささささんんんんでででで利利利利用用用用されておりますされておりますされておりますされておりますけけけけれれれれどどどどもももも、、、、鹿鹿鹿鹿でもでもでもでも有効利有効利有効利有効利用用用用してしてしてして、、、、鹿鹿鹿鹿のののの料料料料理理理理ができるができるができるができるレレレレスススストトトトラララランンンンとかとかとかとか積極的積極的積極的積極的なななな利利利利用用用用のののの仕仕仕仕方方方方もももも可可可可能能能能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。。。。そそそそうううういいいいうううう意味意味意味意味でででで、、、、おりをつくおりをつくおりをつくおりをつくっっっってつかまてつかまてつかまてつかまええええることもすでにしていただいているしることもすでにしていただいているしることもすでにしていただいているしることもすでにしていただいているし、、、、制制制制度度度度としてとしてとしてとしてやっやっやっやっているのですがているのですがているのですがているのですが、、、、これこれこれこれもももも実実実実はははは猟猟猟猟友会友会友会友会がががが設置設置設置設置することができるすることができるすることができるすることができる制制制制度度度度になになになになっっっっていますのでていますのでていますのでていますので、、、、猟猟猟猟友会友会友会友会にににに入入入入っっっっておられなておられなておられなておられな
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いいいい方方方方はははは、、、、名名名名義借義借義借義借りをするといいますかりをするといいますかりをするといいますかりをするといいますか、、、、現現現現実実実実はなさはなさはなさはなさっっっっておられるとこておられるとこておられるとこておられるところろろろもあるよもあるよもあるよもあるよううううでありでありでありでありますしますしますしますし、、、、夏夏夏夏場場場場にとれているかといにとれているかといにとれているかといにとれているかといううううとととと、、、、必必必必ずしもそずしもそずしもそずしもそううううもいもいもいもい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のがのがのがのが現現現現実実実実だだだだろろろろううううとととと思思思思いますいますいますいます。。。。ですからですからですからですから、、、、ああああええええていつがいいかとかといていつがいいかとかといていつがいいかとかといていつがいいかとかといううううことはことはことはことは申申申申しししし上上上上げまげまげまげませんせんせんせんがががが、、、、ももももうううう少少少少しししし期間期間期間期間をををを考考考考ええええ直直直直してしてしてして、、、、頭頭頭頭をををを白白白白にしてにしてにしてにして再度再度再度再度期間期間期間期間についておについておについておについてお考考考考ええええをいただきたいとをいただきたいとをいただきたいとをいただきたいと思思思思いますいますいますいますのでのでのでので、、、、おおおお願願願願いいいい申申申申しししし上上上上げておきますげておきますげておきますげておきます。。。。次次次次にににに、、、、農業農業農業農業のののの関係関係関係関係でごでごでごでござざざざいますいますいますいますけけけけれれれれどどどどもももも、、、、平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年８８８８月月月月４４４４日日日日にににに、、、、今今今今後後後後のののの行行行行政政政政経経経経営営営営にににに関関関関するするするする有識有識有識有識者会議者会議者会議者会議といといといといううううのがのがのがのが開開開開かれましたかれましたかれましたかれました。。。。県県県県のののの主主主主催催催催でででで開開開開かれましてかれましてかれましてかれまして、、、、そこにそこにそこにそこに資料資料資料資料がががが出出出出されされされされておりましたておりましたておりましたておりました。。。。近近近近畿畿畿畿府府府府県別県別県別県別・・・・部部部部門門門門別農業算出額別農業算出額別農業算出額別農業算出額といといといといううううのがのがのがのが出出出出されておりましてされておりましてされておりましてされておりまして、、、、金額金額金額金額がががが出出出出されておりましたがされておりましたがされておりましたがされておりましたが、、、、そのそのそのその後後後後、、、、ごごごご担担担担当当当当のののの方方方方にににに単単単単位位位位面面面面積積積積当当当当たりのたりのたりのたりの産出額産出額産出額産出額をををを計算計算計算計算していただくしていただくしていただくしていただくよよよよううううにおにおにおにお願願願願いいいい申申申申しししし上上上上げましたげましたげましたげました。。。。例例例例をををを申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。一一一一番番番番開開開開きがあるであきがあるであきがあるであきがあるであろうろうろうろうとととと思思思思わわわわれるれるれるれる柿柿柿柿についてについてについてについて、、、、そのそのそのその数数数数値値値値をををを皆皆皆皆ささささんんんんにごにごにごにご披露披露披露披露申申申申しししし上上上上げますとげますとげますとげますと、、、、奈良県奈良県奈良県奈良県はははは１１１１ヘヘヘヘクタクタクタクタールールールール当当当当たりたりたりたり１１１１，，，，１９１１９１１９１１９１万万万万９９９９，，，，００００００００００００円円円円、、、、和和和和歌歌歌歌山県山県山県山県はははは６３７６３７６３７６３７万万万万５５５５，，，，００００００００００００円円円円、、、、兵兵兵兵庫庫庫庫県県県県はははは１１１１，，，，５４９５４９５４９５４９万万万万３３３３，，，，００００００００００００円円円円、、、、大大大大阪阪阪阪府府府府はははは１１１１，，，，０２３０２３０２３０２３万万万万３３３３，，，，００００００００００００円円円円、、、、京京京京都府都府都府都府はははは９２３９２３９２３９２３万万万万１１１１，，，，００００００００００００円円円円、、、、滋賀滋賀滋賀滋賀県県県県がががが１１１１，，，，５１５５１５５１５５１５万万万万２２２２，，，，００００００００００００円円円円。。。。近近近近畿畿畿畿全全全全体体体体のののの平平平平均均均均でででで９９５９９５９９５９９５万万万万４４４４，，，，００００００００００００円円円円といといといといううううことでごことでごことでごことでござざざざいますのでいますのでいますのでいますので、、、、奈良県奈良県奈良県奈良県はははは近近近近畿畿畿畿のののの平平平平均均均均値値値値よりもよりもよりもよりも上上上上でごでごでごでござざざざいますしいますしいますしいますし、、、、奈良県奈良県奈良県奈良県のののの半半半半分分分分ぐぐぐぐらいしかいらいしかいらいしかいらいしかい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のがのがのがのが和和和和歌歌歌歌山県山県山県山県でごでごでごでござざざざいますのでいますのでいますのでいますので、、、、成成成成績績績績のいいのいいのいいのいい方方方方でごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。だだだだけけけけれれれれどどどど滋賀滋賀滋賀滋賀県県県県とととと比比比比べますとべますとべますとべますと、、、、兵兵兵兵庫庫庫庫県県県県とととと比比比比べますとべますとべますとべますと、、、、まだまだまだまだまだまだまだまだ開開開開きがあるときがあるときがあるときがあると思思思思ええええますますますます。。。。野野野野菜菜菜菜のののの中中中中ででででナナナナススススのののの比較比較比較比較をしますとをしますとをしますとをしますと、、、、１１１１ヘヘヘヘクタクタクタクタールールールール当当当当たりたりたりたり奈良県奈良県奈良県奈良県はははは１１１１，，，，３２０３２０３２０３２０万万万万８８８８，，，，００００００００００００円円円円、、、、それからそれからそれからそれからデデデデーーーータタタタとしていただきましたものはとしていただきましたものはとしていただきましたものはとしていただきましたものは、、、、大大大大阪阪阪阪府府府府のののの１１１１，，，，８９１８９１８９１８９１万万万万９９９９，，，，００００００００００００円円円円、、、、京京京京都府都府都府都府がががが１１１１，，，，６９４６９４６９４６９４万円万円万円万円、、、、ここここうううういいいいうううう数数数数字字字字がががが出出出出ていますていますていますています。。。。米米米米はほとはほとはほとはほとんどんどんどんど変変変変わわわわりがごりがごりがごりがござざざざいまいまいまいませせせせんんんん。。。。これをこれをこれをこれを見見見見ますとますとますとますと、、、、ああああああああ、、、、なるほなるほなるほなるほどどどどなといなといなといなといううううことはことはことはことは皆様皆様皆様皆様もごもごもごもご理解理解理解理解をいただをいただをいただをいただけけけけるかとるかとるかとるかと思思思思いまいまいまいますすすす。。。。私自私自私自私自身身身身のののの理解理解理解理解をををを申申申申しししし上上上上げますとげますとげますとげますと、、、、花花花花はそれはそれはそれはそれぞぞぞぞれのれのれのれの県県県県でででで特特特特徴徴徴徴のあるものをおつくりいたのあるものをおつくりいたのあるものをおつくりいたのあるものをおつくりいただいているだいているだいているだいている。。。。全全全全国国国国都都都都市市市市緑緑緑緑化化化化ならならならならフフフフェェェェアアアアではではではではダダダダリリリリアアアアをををを取取取取りりりり上上上上げていただいていますげていただいていますげていただいていますげていただいていますけけけけれれれれどどどどもももも、、、、小小小小菊菊菊菊とかいとかいとかいとかいろんろんろんろんなななな花花花花類類類類はははは奈良県奈良県奈良県奈良県のののの特産特産特産特産でもごでもごでもごでもござざざざいますしいますしいますしいますし、、、、ほかのほかのほかのほかの府府府府県県県県はそれなりにそれはそれなりにそれはそれなりにそれはそれなりにそれぞぞぞぞれのものをおつくりになれのものをおつくりになれのものをおつくりになれのものをおつくりになっっっっておられますておられますておられますておられます。。。。ナナナナススススもももも、、、、京京京京都都都都ののののナナナナススススとかとかとかとか大大大大阪阪阪阪ののののナナナナススススはははは奈良県奈良県奈良県奈良県とととと違違違違ううううものがあるとものがあるとものがあるとものがあると理解理解理解理解できるとできるとできるとできると思思思思いますいますいますいます。。。。同同同同じじじじナナナナススススでもでもでもでも花花花花でもでもでもでも、、、、どうどうどうどういいいいううううものをものをものをものを生生生生産産産産するするするするかといかといかといかといううううことでそのことでそのことでそのことでその売売売売りりりり上上上上げをげをげをげを随随随随分分分分とととと変変変変わわわわららららせせせせるるるる、、、、経経経経営営営営面面面面積積積積がががが同同同同じじじじでもでもでもでも農農農農家家家家のののの収収収収入入入入がががが変変変変わわわわっっっってくるといてくるといてくるといてくるといううううあかしをあかしをあかしをあかしを県県県県自自自自身身身身でおでおでおでお示示示示しいただいたものだとしいただいたものだとしいただいたものだとしいただいたものだと思思思思いますいますいますいます。。。。
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そこでそこでそこでそこで、、、、農業農業農業農業のののの振興振興振興振興、、、、大大大大きなことをきなことをきなことをきなことを言言言言いますといますといますといますと、、、、今日本今日本今日本今日本のののの財財財財界界界界はははは何何何何をををを考考考考ええええているのかとているのかとているのかとているのかといいいいっっっったらたらたらたら、、、、ドドドドババババイイイイのののの近近近近くでくでくでくで日本日本日本日本のののの企業企業企業企業がががが向向向向ここここううううでででで農業農業農業農業をするといをするといをするといをするというううう言言言言いいいい方方方方をしておられまをしておられまをしておられまをしておられますすすす。。。。どうどうどうどういいいいううううことかといいますとことかといいますとことかといいますとことかといいますと、、、、自自自自分分分分たちでこのたちでこのたちでこのたちでこの品目品目品目品目がががが砂砂砂砂漠漠漠漠のののの中中中中ででもででもででもででも工場工場工場工場をつくをつくをつくをつくっっっってててて生生生生産産産産すれすれすれすればばばば、、、、そこでそこでそこでそこで売売売売れるれるれるれる売売売売れれれれ筋筋筋筋商商商商品品品品ができるといができるといができるといができるというううう発発発発想想想想をををを持持持持っっっっておておておてお話話話話しをされていますしをされていますしをされていますしをされています。。。。ももももっっっっとととと身身身身近近近近なななな形形形形でのでのでのでの農業農業農業農業といといといといううううものもものもものもものも同同同同じじじじよよよよううううにおにおにおにお考考考考ええええいただかないといただかないといただかないといただかないと、、、、日本日本日本日本のののの財財財財界界界界にににに奈奈奈奈良県良県良県良県のののの農業農業農業農業ををををふっふっふっふってしまてしまてしまてしまううううよよよよううううなことをしていきかなことをしていきかなことをしていきかなことをしていきかねねねねないといいますかないといいますかないといいますかないといいますか、、、、イイイイチチチチゴゴゴゴでもでもでもでも昔昔昔昔はははは腰曲腰曲腰曲腰曲げてのげてのげてのげての作作作作業業業業でごでごでごでござざざざいましたいましたいましたいましたけけけけれれれれどどどどもももも、、、、今今今今はもはもはもはもううううほとほとほとほとんどんどんどんど腰腰腰腰をををを曲曲曲曲げてのげてのげてのげてのイイイイチチチチゴゴゴゴをつくをつくをつくをつくっっっっておられるておられるておられるておられる方方方方はおいでではありまはおいでではありまはおいでではありまはおいでではありませんせんせんせん。。。。技術技術技術技術のののの革革革革新新新新はははは、、、、農業農業農業農業をををを変変変変ええええたといたといたといたといううううことがことがことがことが言言言言ええええるるるるわけわけわけわけでありますでありますでありますであります。。。。私私私私はははは積極的積極的積極的積極的なななな意味意味意味意味でででで、、、、いいいいわわわわゆゆゆゆるるるる遺遺遺遺伝伝伝伝子子子子操操操操作作作作といといといといううううものについてもいずれものについてもいずれものについてもいずれものについてもいずれ農業分野農業分野農業分野農業分野でもでもでもでも、、、、今今今今はははは拒否拒否拒否拒否反反反反応応応応をおをおをおをお示示示示しになしになしになしになっっっっておられるておられるておられるておられる方方方方もももも大大大大勢勢勢勢おられますおられますおられますおられますけけけけれれれれどどどどもももも、、、、いいいいずれそれはもずれそれはもずれそれはもずれそれはもうううう解解解解消消消消されるだされるだされるだされるだろうろうろうろうとととと思思思思っっっっていますていますていますています。。。。種種種種子子子子のののの改改改改良良良良こそこそこそこそ農業農業農業農業のののの変変変変革革革革をもたらすをもたらすをもたらすをもたらすでしでしでしでしょょょょううううしししし、、、、農業産農業産農業産農業産品品品品のののの利益利益利益利益ををををどうどうどうどう獲獲獲獲得得得得するかといするかといするかといするかといううううことのことのことのことの中中中中心心心心産業産業産業産業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思思思思っっっっていますていますていますています。。。。そそそそうううういいいいうううう意味意味意味意味でででで、、、、奈良県奈良県奈良県奈良県のののの農業農業農業農業もももも大大大大きくきくきくきく変変変変わっわっわっわっていただかなていただかなていただかなていただかなけけけけれれれればばばばならないとならないとならないとならないと思思思思っっっっていていていていますますますます。。。。特特特特にににに、、、、種種種種苗苗苗苗業業業業のののの方方方方 々々々々にににに対対対対してしてしてして産業振興産業振興産業振興産業振興策策策策をををを講講講講じじじじていただくていただくていただくていただく必必必必要要要要があるとがあるとがあるとがあると思思思思ううううのですのですのですのですけけけけれれれれどどどどもももも、、、、このこのこのこの点点点点についてについてについてについて奈良県農業奈良県農業奈良県農業奈良県農業としてのとしてのとしてのとしてのどうどうどうどういいいいうふううふううふううふうなおなおなおなお取取取取りりりり組組組組みみみみをいただいていをいただいていをいただいていをいただいているのかるのかるのかるのか、、、、積極的積極的積極的積極的なななな農業農業農業農業をををを行行行行うううう上上上上ででででどうどうどうどういいいいうふううふううふううふうなななな考考考考ええええをおをおをおをお持持持持ちなのかおちなのかおちなのかおちなのかお聞聞聞聞かかかかせせせせいただいただいただいただけけけけれれれればばばばありがたいとありがたいとありがたいとありがたいと思思思思いますいますいますいます。。。。委員委員委員委員、、、、あとあとあとあと何問何問何問何問ごごごござざざざいますかいますかいますかいますか。。。。○○○○井岡委員長井岡委員長井岡委員長井岡委員長 動物動物動物動物愛護愛護愛護愛護セセセセンンンンタタタターーーーのののの命命命命のののの教教教教育育育育のののの問題問題問題問題、、、、それからそれからそれからそれから下水道下水道下水道下水道のののの問題問題問題問題、、、、それかそれかそれかそれか○○○○田中田中田中田中（（（（惟惟惟惟））））委員委員委員委員らららら上水道上水道上水道上水道のののの問題問題問題問題がごがごがごがござざざざいますいますいますいます。。。。種種種種苗苗苗苗産業産業産業産業にににに対対対対するするするする支援支援支援支援のごのごのごのご質問質問質問質問かとかとかとかと思思思思いますいますいますいますけけけけれれれれどどどどもももも、、、、種種種種子子子子をををを○○○○植田農業水産振興課長植田農業水産振興課長植田農業水産振興課長植田農業水産振興課長制制制制するするするする者者者者はははは農業農業農業農業をををを制制制制するとするとするとすると言言言言わわわ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。。。。農業総農業総農業総農業総合合合合セセセセンンンンタタタターーーーにおきましてにおきましてにおきましてにおきまして、、、、これまでこれまでこれまでこれまでいいいいろんろんろんろんなななな品品品品種種種種改改改改良良良良をしてまいりましたをしてまいりましたをしてまいりましたをしてまいりました。。。。そのそのそのその時時時時々々々々のののの品品品品種種種種、、、、例例例例えばえばえばえばイイイイチチチチゴゴゴゴでありますとでありますとでありますとでありますと、、、、ああああすかすかすかすかルルルルビビビビーーーーであるとかであるとかであるとかであるとか、、、、先先先先般般般般、、、、古古古古都都都都華華華華をををを発発発発表表表表ささささせせせせていただきましたていただきましたていただきましたていただきました。。。。そそそそうううういいいいうううう技術技術技術技術につきにつきにつきにつきましてましてましてまして、、、、種種種種苗苗苗苗業業業業界界界界にににに技術移転技術移転技術移転技術移転ををををやっやっやっやっておりますておりますておりますております。。。。またまたまたまた、、、、ああああわせわせわせわせましてましてましてまして今般今般今般今般、、、、育種育種育種育種につきまにつきまにつきまにつきましてはしてはしてはしては数十数十数十数十年年年年かかるといかかるといかかるといかかるといううううのがのがのがのが常識常識常識常識でごでごでごでござざざざいますいますいますいますけけけけれれれれどどどどもももも、、、、産産産産学学学学官官官官連携連携連携連携いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、例例例例えばえばえばえば大大大大和和和和まなのまなのまなのまなの育種育種育種育種、、、、１５１５１５１５年年年年ほほほほどどどどかかるのをかかるのをかかるのをかかるのを３３３３～～～～４４４４年年年年でででで仕仕仕仕上上上上げてげてげてげて、、、、今今今今新品新品新品新品種種種種、、、、２２２２品品品品種種種種公公公公表表表表しているしているしているしている状状状状況況況況でごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。そそそそううううしたしたしたした取取取取りりりり組組組組みみみみによりましてによりましてによりましてによりまして種種種種苗苗苗苗産業産業産業産業活性化活性化活性化活性化をををを図図図図っっっってまいてまいてまいてまいりたいとりたいとりたいとりたいと考考考考ええええておりますておりますておりますております。。。。



---- 22226666 ----

これはこれはこれはこれは意見意見意見意見のののの開開開開陳陳陳陳だだだだけけけけですですですですけけけけれれれれどどどどもももも、、、、一説一説一説一説によりますとによりますとによりますとによりますと、、、、県県県県立立立立医科医科医科医科大大大大○○○○田中田中田中田中（（（（惟惟惟惟））））委員委員委員委員学学学学をををを農業総農業総農業総農業総合合合合セセセセンンンンタタタターーーーのののの方方方方へへへへ、、、、持持持持っっっっていていていていっっっってすれてすれてすれてすればばばば広広広広いいいい面面面面積積積積があるとがあるとがあるとがあると言言言言わわわわれていますしれていますしれていますしれていますし、、、、それはそれでそれはそれでそれはそれでそれはそれで一一一一つのつのつのつの方方方方法法法法だとだとだとだと思思思思っっっってててて理解理解理解理解はしているとこはしているとこはしているとこはしているところろろろですがですがですがですが、、、、農業農業農業農業にかかにかかにかかにかかわわわわるるるる試験試験試験試験場場場場でありますとかでありますとかでありますとかでありますとか研研研研究究究究所所所所、、、、それはそれでまたそれはそれでまたそれはそれでまたそれはそれでまた視視視視点点点点をををを変変変変ええええてててて、、、、ももももっっっっとととと充充充充実実実実したものにしていたしたものにしていたしたものにしていたしたものにしていただきたいといだきたいといだきたいといだきたいといううううことをことをことをことを特特特特にににに希希希希望望望望をををを申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。面面面面積積積積がががが減減減減っっっったからたからたからたから下下下下限限限限はあるのではないはあるのではないはあるのではないはあるのではないかといかといかといかといううううことはことはことはことは申申申申しましましましませんせんせんせんしししし、、、、足足足足りなかりなかりなかりなかっっっったらたらたらたら宇陀宇陀宇陀宇陀へへへへ来来来来ていただいたらいくらでもていただいたらいくらでもていただいたらいくらでもていただいたらいくらでも土土土土地地地地ががががごごごござざざざいますのでいますのでいますのでいますので、、、、どうぞどうぞどうぞどうぞおおおお越越越越しくださいといしくださいといしくださいといしくださいといううううこともあこともあこともあこともあわせわせわせわせてててて申申申申しししし上上上上げておきますげておきますげておきますげておきます。。。。それではそれではそれではそれでは、、、、次次次次のののの課課課課題題題題でありますでありますでありますであります。。。。畜畜畜畜産課産課産課産課のごのごのごのご担担担担当当当当になるになるになるにな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どどどもももも、、、、宇陀宇陀宇陀宇陀ににににアニマアニマアニマアニマルルルルパパパパーーーーククククをつくをつくをつくをつくっっっっていただきまていただきまていただきまていただきましたしたしたした。。。。そのそのそのその公園公園公園公園そのものはそのものはそのものはそのものは非非非非常常常常にににに、、、、きれいなといいますかきれいなといいますかきれいなといいますかきれいなといいますか、、、、芝芝芝芝ができてができてができてができて動物動物動物動物とととと触触触触れれれれ合合合合ううううとととといいいいううううことができてことができてことができてことができて、、、、いいいいいいいい施施施施設設設設をおつくりいただいたのですがをおつくりいただいたのですがをおつくりいただいたのですがをおつくりいただいたのですが、、、、ああああわせわせわせわせてててて、、、、ききききょょょょううううおおおお越越越越しいしいしいしいただいていないほかのただいていないほかのただいていないほかのただいていないほかの部部部部になりますのでになりますのでになりますのでになりますので、、、、またあしたまたあしたまたあしたまたあした質問質問質問質問しよしよしよしよううううとととと思思思思っっっっ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どどどもももも、、、、動物動物動物動物愛護愛護愛護愛護セセセセンンンンタタタターーーーをおつくりいただきましたをおつくりいただきましたをおつくりいただきましたをおつくりいただきました。。。。そこでそこでそこでそこで犬猫犬猫犬猫犬猫のののの殺殺殺殺処分処分処分処分をするといをするといをするといをするといううううことになことになことになこと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どどどもももも、、、、ああああわせわせわせわせてててて、、、、それはなそれはなそれはなそれはなぜぜぜぜ受受受受けけけけ入入入入れることができたのかといれることができたのかといれることができたのかといれることができたのかといううううことことことことのののの大大大大きなきなきなきな理理理理由由由由のののの中中中中にににに、、、、命命命命のののの大大大大切切切切さをそこでさをそこでさをそこでさをそこで学学学学んんんんでもらおでもらおでもらおでもらおうううう、、、、動物動物動物動物とととと触触触触れれれれ合合合合ううううことによことによことによことによっっっってててて命命命命のののの大大大大切切切切さをさをさをさを理解理解理解理解してもらしてもらしてもらしてもらううううことがことがことがことが、、、、根底根底根底根底にににに一一一一番番番番のののの基基基基本本本本にあるにあるにあるにある部分部分部分部分としてとしてとしてとして考考考考ええええられてられてられてられて、、、、説説説説得得得得でもでもでもでもっっっってててて受受受受けけけけ入入入入れられたといれられたといれられたといれられたといううううことだことだことだことだけけけけはははは十十十十分分分分にごにごにごにご理解理解理解理解いただきたいといただきたいといただきたいといただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。教教教教育育育育委員会委員会委員会委員会にもにもにもにも同同同同様様様様のののの申申申申しししし入入入入れをいたしておりますがれをいたしておりますがれをいたしておりますがれをいたしておりますが、、、、きのきのきのきのううううはあはあはあはあええええてててて質問質問質問質問しましましましませんせんせんせんでしたでしたでしたでした。。。。最終最終最終最終のののの総総総総括括括括のときにのときにのときにのときに改改改改めておめておめておめてお尋尋尋尋ねねねねしよしよしよしよううううとととと思思思思っっっっていますのでていますのでていますのでていますので、、、、それはそれはそれはそれは、、、、ききききょょょょううううはこはこはこはこうううういいいいうううう意見意見意見意見をををを持持持持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ことだことだことだことだけけけけ表明表明表明表明をさをさをさをさせせせせていただきますていただきますていただきますていただきます。。。。続続続続いていていていて、、、、下水道下水道下水道下水道のののの問題問題問題問題をおをおをおをお尋尋尋尋ねねねねいたしますいたしますいたしますいたします。。。。十十十十分分分分なななな資料資料資料資料がががが整整整整っっっっていないのでていないのでていないのでていないので、、、、具具具具体体体体的的的的なななな数数数数値値値値についてのについてのについてのについての論論論論拠拠拠拠をををを示示示示してのしてのしてのしての話話話話にはなりまにはなりまにはなりまにはなりませんけせんけせんけせんけれれれれどどどどもももも、、、、宇陀宇陀宇陀宇陀市市市市はははは市町村市町村市町村市町村合合合合併併併併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。。。。市町村市町村市町村市町村合合合合併併併併をしますとをしますとをしますとをしますと、、、、今今今今までまでまでまで奈良奈良奈良奈良県県県県のののの宇陀宇陀宇陀宇陀川川川川流流流流域下水道処理場域下水道処理場域下水道処理場域下水道処理場といといといといううううのがのがのがのが県県県県のののの経経経経営営営営でなされておりましたがでなされておりましたがでなされておりましたがでなされておりましたが、、、、そのそのそのその受受受受けけけけ取取取取っっっっているているているている範範範範囲囲囲囲がががが宇陀宇陀宇陀宇陀市内市内市内市内となりますのでとなりますのでとなりますのでとなりますので、、、、公公公公共下水道共下水道共下水道共下水道といといといというううう形形形形にににに名名名名前前前前がががが変変変変わわわわりりりり、、、、経経経経営営営営主主主主体体体体ががががかかかかわっわっわっわっていきますていきますていきますていきます。。。。そこでそこでそこでそこで、、、、どうどうどうどうなるかといいますとなるかといいますとなるかといいますとなるかといいますと、、、、今今今今もももも一般財一般財一般財一般財源源源源からそのからそのからそのからその運運運運営営営営資資資資金金金金をををを投投投投入入入入しておりますしておりますしておりますしておりますしししし、、、、いいいいろんろんろんろんなななな設備設備設備設備のののの費用費用費用費用をををを補補補補ててててんんんんをしているをしているをしているをしている形形形形になになにな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。。。。とことことこところろろろがががが、、、、そのそのそのその費用費用費用費用がががが毎毎毎毎年相年相年相年相当当当当なななな額額額額になるためにになるためにになるためにになるために、、、、それをそれをそれをそれを今度今度今度今度、、、、公公公公共下水道共下水道共下水道共下水道といといといというううう形形形形でででで宇陀宇陀宇陀宇陀市市市市がががが引引引引きききき受受受受けけけけするこするこするこすることになりますととになりますととになりますととになりますと、、、、数数数数年年年年もしないもしないもしないもしないううううちにおちにおちにおちにお手上手上手上手上げになるのではないかとげになるのではないかとげになるのではないかとげになるのではないかと思思思思わざわざわざわざるをるをるをるを得得得得まままませんせんせんせん。。。。



---- 22227777 ----

ももももうううう毎毎毎毎年年年年１１１１億円億円億円億円といといといといううううことではなしにことではなしにことではなしにことではなしに、、、、４４４４億円億円億円億円もももも５５５５億円億円億円億円もももも公公公公共下水道共下水道共下水道共下水道のためにのためにのためにのために宇陀宇陀宇陀宇陀市市市市がががが出出出出資資資資しなしなしなしなけけけけれれれればばばばならないならないならないならない事事事事態態態態になになになになっっっっていくとていくとていくとていくと想想想想定定定定されているされているされているされているわけわけわけわけでありますでありますでありますであります。。。。ここここうううういいいいうううう事事事事態態態態になりますとになりますとになりますとになりますと、、、、何何何何のためにのためにのためにのために合合合合併併併併したのかとしたのかとしたのかとしたのかと、、、、改改改改めてめてめてめて合合合合併併併併をしたことについてのをしたことについてのをしたことについてのをしたことについての議議議議論論論論までまでまでまでぶぶぶぶりりりり返返返返してきているといしてきているといしてきているといしてきているといううううのがのがのがのが現現現現実実実実でごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。そのそのそのその当当当当時時時時、、、、県県県県はははは、、、、合合合合併併併併したしたしたした市町村市町村市町村市町村にににに対対対対ししししてててて全全全全力力力力をををを挙挙挙挙げてげてげてげて全全全全庁庁庁庁挙挙挙挙げてげてげてげて支援支援支援支援するといするといするといするというううう約約約約束束束束をなされたをなされたをなされたをなされたわけわけわけわけでごでごでごでござざざざいますいますいますいますけけけけれれれれどどどどもももも、、、、宇宇宇宇陀陀陀陀市市市市とととと同同同同じじじじよよよよううううにににに全全全全国国国国でででで幾幾幾幾つかのつかのつかのつかの類類類類似似似似県県県県がごがごがごがござざざざいますいますいますいます。。。。同同同同じじじじよよよよううううなななな将将将将来来来来にににに対対対対するするするする悩悩悩悩みみみみをををを持持持持っっっっているとこているとこているとこているところろろろがあるがあるがあるがあるわけわけわけわけでごでごでごでござざざざいますいますいますいますけけけけれれれれどどどどもももも、、、、国国国国にににに対対対対してしてしてして今今今今までまでまでまでどどどどおりのおりのおりのおりの流流流流域下水道域下水道域下水道域下水道のののの形形形形でででで運運運運営営営営できるよできるよできるよできるよううううにににに制制制制度度度度をををを改改改改正正正正してもらしてもらしてもらしてもらええええないかないかないかないか、、、、ここここうううういいいいううううことをことをことをことを相相相相談談談談してほしいとしてほしいとしてほしいとしてほしいといいいいううううことをことをことをことを前前前前々々々々からからからから申申申申しておりますしておりますしておりますしております。。。。これにこれにこれにこれに対対対対してしてしてして、、、、まだまだまだまだ時期時期時期時期尚早尚早尚早尚早だといだといだといだといううううこともあこともあこともあこともあっっっったたたたのですのですのですのですけけけけれれれれどどどどもももも、、、、ももももううううあとあとあとあと５５５５年年年年といといといというううう形形形形になになになになっっっっ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。。。。ここここうううういいいいうううう運運運運動動動動といいますといいますといいますといいますかかかか、、、、政政政政府府府府にににに対対対対してこしてこしてこしてこうううういいいいううううことをことをことをことを認認認認めめめめろろろろといといといといううううことをことをことをことを運運運運動動動動をををを展展展展開開開開してほしいといしてほしいといしてほしいといしてほしいというううう要要要要望望望望ををををおおおお聞聞聞聞きいただいているときいただいているときいただいているときいただいていると思思思思ううううのですのですのですのですけけけけれれれれどどどどもももも、、、、そのことについてそのことについてそのことについてそのことについて何何何何らかのらかのらかのらかの進進進進展展展展があるのかがあるのかがあるのかがあるのかないのかおないのかおないのかおないのかお答答答答ええええをいただきたいとをいただきたいとをいただきたいとをいただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。宇陀宇陀宇陀宇陀川川川川流流流流域下水道域下水道域下水道域下水道のののの公公公公共下水道共下水道共下水道共下水道へへへへのののの移移移移管管管管についてについてについてについて、、、、どどどどのよのよのよのよううううにににに取取取取りりりり組組組組○○○○岡本下水道課長岡本下水道課長岡本下水道課長岡本下水道課長んんんんでいるかといでいるかといでいるかといでいるかといううううことでごことでごことでごことでござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、宇陀宇陀宇陀宇陀川川川川流流流流域下水道域下水道域下水道域下水道につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、現現現現行行行行のののの下水道下水道下水道下水道法法法法及及及及びびびび合合合合併併併併特例特例特例特例法法法法のののの規定規定規定規定ではではではでは、、、、平成平成平成平成２８２８２８２８年度年度年度年度にににに宇陀宇陀宇陀宇陀市市市市のののの公公公公共下水道共下水道共下水道共下水道としてとしてとしてとして維持維持維持維持管理管理管理管理されるされるされるされることとなりますこととなりますこととなりますこととなります。。。。しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら、、、、宇陀宇陀宇陀宇陀川川川川流流流流域下水道域下水道域下水道域下水道がががが設置設置設置設置されたされたされたされた経経経経緯緯緯緯からもからもからもからも、、、、引引引引きききき続続続続きききき流流流流域下水道域下水道域下水道域下水道としてとしてとしてとして県県県県がががが管理管理管理管理運運運運営営営営できるよできるよできるよできるようううう検検検検討討討討してきたとこしてきたとこしてきたとこしてきたところろろろでごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。本県同本県同本県同本県同様様様様にににに合合合合併併併併市市市市にににに移移移移管管管管されるされるされるされる７７７７府府府府県県県県にににに対対対対しししし調調調調査査査査をををを行行行行っっっったとこたとこたとこたところろろろ、、、、回回回回答答答答をををを得得得得たたたた６６６６府府府府県県県県のののの状状状状況況況況はははは、、、、合合合合併併併併特例特例特例特例期間期間期間期間満満満満了了了了後後後後にににに合合合合併併併併市市市市にににに移移移移管管管管することですることですることですることで進進進進めているのがめているのがめているのがめているのが４４４４団団団団体体体体でごでごでごでござざざざいまいまいまいますすすす。。。。同一同一同一同一流流流流域域域域におにおにおにおけけけけるるるる処理処理処理処理区区区区とととと統統統統合合合合することですることですることですることで移移移移管管管管がががが必必必必要要要要でなくなでなくなでなくなでなくなっっっったのがたのがたのがたのが１１１１団団団団体体体体でででで、、、、本本本本県県県県とととと同同同同様様様様にににに検検検検討討討討中中中中であるものがであるものがであるものがであるものが１１１１団団団団体体体体といといといというううう状状状状況況況況でありますでありますでありますであります。。。。本県本県本県本県におにおにおにおけけけけるるるる現在現在現在現在のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ状状状状況況況況でごでごでごでござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、引引引引きききき続続続続きききき県県県県がががが管理管理管理管理運運運運営営営営できるできるできるできる方方方方策策策策をををを検検検検討討討討するためするためするためするため宇陀宇陀宇陀宇陀市市市市とのとのとのとの検検検検討討討討会会会会をををを設設設設けけけけ、、、、検検検検討討討討をををを進進進進めているとこめているとこめているとこめているところろろろでごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。なおなおなおなお、、、、全全全全国組国組国組国組織織織織であるであるであるである社社社社団団団団法人法人法人法人日本下水道日本下水道日本下水道日本下水道協協協協会会会会におきましてもにおきましてもにおきましてもにおきましても、、、、合合合合併併併併特例特例特例特例期間期間期間期間満満満満了了了了後後後後ににににおいてもおいてもおいてもおいても引引引引きききき続続続続きききき流流流流域下水道域下水道域下水道域下水道をををを事業事業事業事業としてとしてとしてとして運運運運営営営営できることできることできることできること、、、、もしくはもしくはもしくはもしくは新新新新たなたなたなたな交交交交付金付金付金付金制制制制度度度度のののの創創創創設及設及設及設及びびびび合合合合併併併併市町村市町村市町村市町村にににに関関関関するするするする補補補補助対助対助対助対象範象範象範象範囲囲囲囲のののの特例特例特例特例期間期間期間期間のののの延伸延伸延伸延伸がががが提提提提言言言言されるなされるなされるなされるなどどどど、、、、全全全全国組国組国組国組織織織織でのでのでのでの対応対応対応対応もあるとこもあるとこもあるとこもあるところろろろでごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。今今今今後後後後のののの国国国国のののの動向動向動向動向やややや他他他他府府府府県県県県のののの先先先先行事例行事例行事例行事例のののの情報情報情報情報収収収収集集集集にににに努努努努めながらめながらめながらめながら検検検検討討討討していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと考考考考ええええているとこているとこているとこているところろろろでごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。以以以以上上上上でごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。ぜひぜひぜひぜひともともともとも、、、、まだしまだしまだしまだしばばばばらくらくらくらく期間期間期間期間がありますのでよがありますのでよがありますのでよがありますのでよろろろろしくおしくおしくおしくお願願願願いいいい申申申申しししし上上上上げげげげ○○○○田中田中田中田中（（（（惟惟惟惟））））委員委員委員委員
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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。。。。ななななぜぜぜぜ下水道下水道下水道下水道のことにこだのことにこだのことにこだのことにこだわわわわるかといいますとるかといいますとるかといいますとるかといいますと、、、、技術技術技術技術をををを保保保保っっっっていていていていけけけけなくななくななくななくなっっっったりですとかたりですとかたりですとかたりですとか、、、、そのそのそのその運運運運営営営営がががが怠怠怠怠慢慢慢慢になになになになっっっったりしますとたりしますとたりしますとたりしますと、、、、後後後後にににに下下下下にににに控控控控ええええていますのがていますのがていますのがていますのが、、、、県営水道県営水道県営水道県営水道のののの室室室室生生生生ダダダダムムムムががががそのそのそのその下下下下流流流流にあるからでごにあるからでごにあるからでごにあるからでござざざざいますいますいますいます。。。。今今今今でもでもでもでも実実実実ははははアアアアオコオコオコオコのののの発生数発生数発生数発生数、、、、平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年６６６６月月月月にににに奈良県奈良県奈良県奈良県営水道営水道営水道営水道““““ぷぷぷぷららららんんんん２０１９２０１９２０１９２０１９””””といといといというううう資料資料資料資料をちをちをちをちょょょょううううだいしましただいしましただいしましただいしました。。。。そこにはそこにはそこにはそこには室室室室生生生生ダダダダムムムムののののアアアアオコオコオコオコのののの発生状発生状発生状発生状況況況況をををを記載記載記載記載されているのですされているのですされているのですされているのですけけけけれれれれどどどどもももも、、、、アアアアオコオコオコオコがががが発生発生発生発生してきておりますしてきておりますしてきておりますしてきております。。。。気気気気象象象象条条条条件件件件にもよるのでしにもよるのでしにもよるのでしにもよるのでしょょょょうけうけうけうけれれれれどどどどもももも、、、、上上上上のののの処理処理処理処理能能能能力力力力がががが悪悪悪悪くなりますとくなりますとくなりますとくなりますと、、、、ますますますますますますますます水水水水質質質質のののの悪化悪化悪化悪化をををを伴伴伴伴っっっっていくといていくといていくといていくといううううことになることになることになることになるわけわけわけわけでありますしでありますしでありますしでありますし、、、、もともとこのもともとこのもともとこのもともとこのダダダダムムムムをつくるをつくるをつくるをつくる水道水道水道水道をををを取水取水取水取水しなしなしなしなけけけけれれれればばばばいいいいけけけけないからないからないからないから、、、、上上上上のののの水水水水質質質質をきれいにしなをきれいにしなをきれいにしなをきれいにしなけけけけれれれればばばばいいいいけけけけないといないといないといないといううううことでことでことでことで宇陀宇陀宇陀宇陀川川川川のののの流流流流域域域域下水道下水道下水道下水道のののの設置設置設置設置がががが決決決決ままままっっっったといたといたといたというううう経経経経緯緯緯緯もあるとこもあるとこもあるとこもあるところろろろでごでごでごでござざざざいましていましていましていまして、、、、このこのこのこの水道水道水道水道のののの水水水水質質質質のののの維持維持維持維持にににに十十十十分分分分留留留留意意意意をしていただきたいとをしていただきたいとをしていただきたいとをしていただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。発生件数発生件数発生件数発生件数についてはもについてはもについてはもについてはもうううう今今今今さらさらさらさら説明説明説明説明をしていをしていをしていをしていただかなくてもいいかとただかなくてもいいかとただかなくてもいいかとただかなくてもいいかと思思思思ううううのですがのですがのですがのですが、、、、発生発生発生発生がないといがないといがないといがないといううううのではなしにのではなしにのではなしにのではなしに、、、、随随随随分分分分とまたとまたとまたとまたふえふえふえふえてきているといてきているといてきているといてきているというううう現現現現実実実実があるといがあるといがあるといがあるといううううことだことだことだことだけけけけごごごご理解理解理解理解をいただをいただをいただをいただけけけけれれれればばばばそれでそれでそれでそれで結結結結構構構構ですですですです。。。。ああああわせわせわせわせてててて上水道上水道上水道上水道のことでごのことでごのことでごのことでござざざざいますいますいますいますけけけけれれれれどどどどもももも、、、、上水道上水道上水道上水道のののの整備整備整備整備率率率率、、、、前前前前ももももっっっってててて言言言言っっっっとかなかとかなかとかなかとかなかっっっったのでたのでたのでたので数数数数値値値値をををを持持持持っっっっているとかているとかているとかているとか持持持持っっっっていないとかといていないとかといていないとかといていないとかといううううことになるかもことになるかもことになるかもことになるかもわわわわかりまかりまかりまかりませんけせんけせんけせんけれれれれどどどどもももも、、、、上水道上水道上水道上水道がががが奈良県下奈良県下奈良県下奈良県下でででで整備整備整備整備されているといされているといされているといされているというううう率率率率はははは９７９７９７９７％％％％かかかか９８９８９８９８％％％％かかかか、、、、ももももううううそのそのそのそのぐぐぐぐらいらいらいらいにいにいにいにいっっっってるとてるとてるとてると思思思思ううううのですがのですがのですがのですが、、、、現現現現実実実実のののの数数数数字字字字をををを少少少少しおしおしおしお教教教教ええええいただきたいといただきたいといただきたいといただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。すすすすぐわぐわぐわぐわかりますかかりますかかりますかかりますか。。。。○○○○井岡委員長井岡委員長井岡委員長井岡委員長 委員委員委員委員おおおお尋尋尋尋ねねねねのののの件件件件はははは水道水道水道水道のののの普普普普及及及及率率率率といといといといううううことであるとことであるとことであるとことであると思思思思いますいますいますいますけけけけれれれれ○○○○木村水道局業務課長木村水道局業務課長木村水道局業務課長木村水道局業務課長どどどどもももも、、、、奈良県奈良県奈良県奈良県におきましてはにおきましてはにおきましてはにおきましては９７９７９７９７％％％％以以以以上上上上にはなにはなにはなにはなっっっっておるのですがておるのですがておるのですがておるのですが、、、、正正正正確確確確なななな数数数数字字字字についてはについてはについてはについては今今今今持持持持っっっっておりまておりまておりまておりませんせんせんせんのでのでのでので、、、、改改改改めてまたごめてまたごめてまたごめてまたご説明説明説明説明にににに行行行行きたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。残残残残されているとこされているとこされているとこされているところろろろはははは、、、、ももももうううう山山山山間間間間のののの非非非非常常常常にににに施施施施工工工工的的的的にもにもにもにも難難難難しいとこしいとこしいとこしいところろろろとととと○○○○田中田中田中田中（（（（惟惟惟惟））））委員委員委員委員かかかか、、、、十十十十分今分今分今分今までまでまでまで合意合意合意合意できなかできなかできなかできなかっっっったとこたとこたとこたところろろろといといといといううううとことことこところろろろがががが多多多多いいいいわけわけわけわけでありますでありますでありますでありますけけけけれれれれどどどどもももも、、、、そそそそのののの中中中中でもでもでもでも手手手手をををを挙挙挙挙げてげてげてげて水道水道水道水道をををを引引引引きたいといきたいといきたいといきたいというううう希希希希望望望望をををを申申申申しておられるとこしておられるとこしておられるとこしておられるところろろろがあることもがあることもがあることもがあることも事事事事実実実実でありますでありますでありますであります。。。。県県県県としてとしてとしてとして手手手手をををを挙挙挙挙げているとこげているとこげているとこげているところろろろにににに積極的積極的積極的積極的にににに協協協協力力力力してあげてしてあげてしてあげてしてあげて、、、、行行行行政政政政にそにそにそにそうううういいいいううううおおおお話話話話をしてもをしてもをしてもをしても、、、、いいいいやややや、、、、そそそそうううう簡簡簡簡単単単単にすにすにすにすぐぐぐぐはできまはできまはできまはできませんせんせんせんよといよといよといよというううう答答答答ええええがががが返返返返っっっってくることではなてくることではなてくることではなてくることではなくてくてくてくて、、、、できるだできるだできるだできるだけけけけ積極的積極的積極的積極的にににに取取取取りりりり上上上上げていただきたいとげていただきたいとげていただきたいとげていただきた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、、、、おおおお願願願願いをいをいをいを申申申申しししし上上上上げてげてげてげておきますおきますおきますおきます。。。。それからそれからそれからそれから、、、、最後最後最後最後のことでごのことでごのことでごのことでござざざざいますいますいますいます。。。。土木部長土木部長土木部長土木部長のののの説明説明説明説明がないといがないといがないといがないといううううことはことはことはことは、、、、非非非非常常常常にににに実実実実はははは寂寂寂寂しくしくしくしく思思思思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。。。。補正予算補正予算補正予算補正予算でこれとこれとこれをでこれとこれとこれをでこれとこれとこれをでこれとこれとこれをややややりたいりたいりたいりたい、、、、これこれこれこれぜひぜひぜひぜひ認認認認めてくれめてくれめてくれめてくれ
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といといといというぐうぐうぐうぐらいにらいにらいにらいに積極的積極的積極的積極的なななな考考考考ええええをおをおをおをお示示示示しいただきたいとしいただきたいとしいただきたいとしいただきたいと思思思思っっっっておりますておりますておりますております。。。。私私私私たちのたちのたちのたちの地地地地域域域域、、、、山山山山のののの中中中中ではではではでは、、、、ももももうううう仕仕仕仕事事事事がないがないがないがない、、、、失失失失業業業業していますしていますしていますしています。。。。どうどうどうどうしてとしてとしてとしてと聞聞聞聞くとくとくとくと、、、、仕仕仕仕事事事事がないからがないからがないからがないから発発発発注注注注ががががないからないからないからないから、、、、ももももううううずずずずっっっっとととと遊遊遊遊んんんんでいますといでいますといでいますといでいますというううう人人人人がががが、、、、何人何人何人何人もももも周周周周りからりからりからりから声声声声をかをかをかをかけけけけられるられるられるられる。。。。失失失失業業業業状状状状態態態態にににに陥陥陥陥っっっっているているているている人人人人たちがたちがたちがたちが随随随随分分分分とととと出出出出てきていることはてきていることはてきていることはてきていることは確確確確かでごかでごかでごかでござざざざいますいますいますいます。。。。あそこもあそこもあそこもあそこもやっやっやっやってもてもてもてもらいたいしらいたいしらいたいしらいたいし、、、、ここもここもここもここもやっやっやっやってもらいたいといてもらいたいといてもらいたいといてもらいたいというううう部分部分部分部分はあるのですはあるのですはあるのですはあるのですけけけけれれれれどどどどもももも、、、、いいいいやややや、、、、しかししかししかししかし、、、、土木部土木部土木部土木部でででで財財財財政政政政課課課課にににに向向向向かかかかっっっってててて金金金金をををを出出出出せせせせといといといというううう話話話話をしていただかないとをしていただかないとをしていただかないとをしていただかないと予算予算予算予算としてとしてとしてとして計上計上計上計上されなされなされなされないといといと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、、、、ぜひぜひぜひぜひともともともとも土木部土木部土木部土木部のののの皆皆皆皆ささささんんんん方方方方、、、、何何何何課課課課とはとはとはとは言言言言いまいまいまいませんせんせんせんからからからから、、、、積極的積極的積極的積極的にににに、、、、諸諸諸諸課課課課題題題題はたくさはたくさはたくさはたくさんんんんあるとあるとあるとあると思思思思いますからいますからいますからいますから、、、、おおおお取取取取りりりり組組組組みみみみいただきましていただきましていただきましていただきまして事業事業事業事業をををを進進進進めていただきためていただきためていただきためていただきたいいいい。。。。これがこれがこれがこれが景気景気景気景気対策対策対策対策にもなるとにもなるとにもなるとにも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、、、、これもおこれもおこれもおこれもお願願願願いしておきますいしておきますいしておきますいしておきます。。。。以以以以上上上上でででで終終終終わわわわりりりりますますますます。。。。 審査審査審査審査のののの途途途途中中中中でありますがでありますがでありますがでありますが、、、、午午午午後後後後３３３３時時時時３０３０３０３０分分分分までしまでしまでしまでしばばばばらくらくらくらく休憩休憩休憩休憩しますしますしますします。。。。○○○○井岡委員長井岡委員長井岡委員長井岡委員長１５１５１５１５：：：：１５１５１５１５分分分分 休憩休憩休憩休憩１５１５１５１５：：：：３３３３３３３３分 再開分 再開分 再開分 再開休憩休憩休憩休憩前前前前にににに引引引引きききき続続続続きききき審査審査審査審査をををを行行行行いますいますいますいます。。。。○○○○井岡委員長井岡委員長井岡委員長井岡委員長それではごそれではごそれではごそれではご発言発言発言発言願願願願いますいますいますいます。。。。大大大大きくきくきくきく２２２２つおつおつおつお尋尋尋尋ねねねねをいたしますをいたしますをいたしますをいたします。。。。今議会今議会今議会今議会もももも本会議本会議本会議本会議でででで、、、、川川川川辺辺辺辺のまちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくり、、、、ああああ○○○○大国委員大国委員大国委員大国委員るいはるいはるいはるいは川川川川をををを中中中中心心心心としたさまとしたさまとしたさまとしたさまざざざざまなごまなごまなごまなご意見意見意見意見がががが出出出出ているているているている状状状状況況況況でごでごでごでござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年９９９９月月月月１１１１１１１１日日日日にににに、、、、平平平平城城城城宮跡宮跡宮跡宮跡のののの西西西西側側側側をををを南北南北南北南北にににに流流流流れるいれるいれるいれるいわわわわゆゆゆゆるるるる秋秋秋秋篠篠篠篠川川川川、、、、私私私私どどどどもももも地元地元地元地元のののの河河河河川川川川でごでごでごでござざざざいまいまいまいますすすすけけけけれれれれどどどどもももも、、、、そこでそこでそこでそこで舟舟舟舟をををを使使使使っっっったたたた舟舟舟舟下下下下りがごりがごりがごりがござざざざいましたいましたいましたいました。。。。約約約約７００７００７００７００メメメメートルートルートルートルのののの区区区区間間間間でででで実実実実験験験験とととといいいいうううう形形形形でされたよでされたよでされたよでされたよううううでごでごでごでござざざざいますいますいますいますけけけけれれれれどどどどもももも、、、、私私私私どどどどもももももももも今今今今まであまりまであまりまであまりまであまり考考考考ええええたことがなかたことがなかたことがなかたことがなかっっっったたたた秋秋秋秋篠篠篠篠川川川川をををを舟舟舟舟でででで下下下下るといるといるといるといううううのをのをのをのを、、、、非非非非常常常常にににに新新新新しいしいしいしい試試試試みみみみだなといだなといだなといだなといううううことでことでことでことで大大大大変変変変評価評価評価評価をさをさをさをさせせせせていたていたていたていただいてるとこだいてるとこだいてるとこだいてるところろろろでごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら、、、、先先先先ほほほほどどどど申申申申しししし上上上上げたよげたよげたよげたよううううにににに実実実実験験験験といといといというううう形形形形でででで行行行行わわわわれておりますのでれておりますのでれておりますのでれておりますので、、、、今今今今後後後後どうどうどうどうなるのかとなるのかとなるのかとなるのかと、、、、どうどうどうどういいいいううううことをことをことをことを実実実実験験験験されてされてされてされて、、、、今今今今後後後後どどどどのよのよのよのよううううににににつなげていかれるおつなげていかれるおつなげていかれるおつなげていかれるお考考考考ええええがあるのかといがあるのかといがあるのかといがあるのかといううううことをことをことをことを一一一一つおつおつおつお尋尋尋尋ねねね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。。。。ももももうううう１１１１点点点点はははは、、、、私私私私どどどどもがもがもがもが持持持持つつつつ秋秋秋秋篠篠篠篠川川川川ののののイイイイメメメメージージージージといといといといううううのはのはのはのは、、、、ももももうううう一一一一つきれいではないつきれいではないつきれいではないつきれいではないイイイイメメメメージージージージがごがごがごがござざざざいましたいましたいましたいました。。。。しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら、、、、新聞新聞新聞新聞でででで掲掲掲掲載載載載をされているをされているをされているをされている記記記記事事事事をををを読読読読みみみみますとますとますとますと、、、、このこのこのこの舟舟舟舟にににに乗乗乗乗られたられたられたられた方方方方のごのごのごのご意見意見意見意見ですですですですけけけけれれれれどどどどもももも、、、、秋秋秋秋篠篠篠篠川川川川のののの水水水水面面面面からからからから市内市内市内市内をををを望望望望めるといめるといめるといめるというううう貴貴貴貴重重重重なななな経経経経験験験験ををををささささせせせせていただきましたとていただきましたとていただきましたとていただきましたと。。。。そそそそうううういいいいうううう情情情情景景景景がちがちがちがちょょょょっっっっとととと映映映映っっっってこないのですがてこないのですがてこないのですがてこないのですが、、、、非非非非常常常常にににに川川川川のののの土土土土手手手手がよくがよくがよくがよくイイイイメメメメージージージージができるのですができるのですができるのですができるのですけけけけれれれれどどどどもももも、、、、舟舟舟舟下下下下りをされたとこりをされたとこりをされたとこりをされたところろろろはははは、、、、非非非非常常常常にそにそにそにそうううういいいいっっっったたたた意味意味意味意味でもでもでもでも、、、、いいいいわわわわゆゆゆゆるるるる環境保全環境保全環境保全環境保全がががが第一第一第一第一のののの目的目的目的目的でもあるかとでもあるかとでもあるかとでもあるかと思思思思いますいますいますいますけけけけれれれれどどどどもももも、、、、このこのこのこの舟舟舟舟下下下下りでりでりでりで
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どうどうどうどういいいいううううとことことこところろろろをををを見見見見てもらいたいといてもらいたいといてもらいたいといてもらいたいといううううこともこともこともことも含含含含めてめてめてめて、、、、今今今今後後後後周辺周辺周辺周辺地地地地域域域域のののの皆皆皆皆ささささんんんんとととと連携連携連携連携をしをしをしをしてててて、、、、よりよりよりより一一一一層層層層環境保全環境保全環境保全環境保全ををををやっやっやっやっていかなくてはならないとていかなくてはならないとていかなくてはならないとていかなくてはならないと考考考考えええ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、、、、今今今今後地後地後地後地域域域域のののの方方方方 々々々々とのとのとのとの連携連携連携連携をされてのをされてのをされてのをされての試試試試みみみみ、、、、またまたまたまた考考考考ええええ、、、、取取取取りりりり組組組組みみみみがががが何何何何かあるのかかあるのかかあるのかかあるのかどうどうどうどうかといかといかといかといううううことをことをことをことを２２２２つつつつ目目目目におにおにおにお尋尋尋尋ねねね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。。。。ももももうううう一一一一つはつはつはつは、、、、午午午午前前前前中中中中のののの審査審査審査審査のののの中中中中でもでもでもでも少少少少しごしごしごしご意見意見意見意見をををを申申申申しししし上上上上げましたげましたげましたげましたけけけけれれれれどどどどもももも、、、、ことしはことしはことしはことしは大大大大変変変変、、、、特特特特にににに連連連連日日日日のののの猛暑猛暑猛暑猛暑、、、、酷暑酷暑酷暑酷暑とととと言言言言わわわわれるれるれるれる日日日日 々々々々がごがごがごがござざざざいましたいましたいましたいました。。。。そそそそんんんんなななな中中中中でででで、、、、大大大大変心配変心配変心配変心配しまししまししまししましたたたた平平平平城城城城遷遷遷遷都都都都１３００１３００１３００１３００年年年年祭祭祭祭のののの会場会場会場会場においてもにおいてもにおいてもにおいても、、、、暑暑暑暑ささささ対策対策対策対策といといといといううううのはのはのはのは最最最最重重重重要課要課要課要課題題題題だといだといだといだといううううことことことことでででで申申申申しししし上上上上げておきましたげておきましたげておきましたげておきましたけけけけれれれれどどどどもももも、、、、一方一方一方一方ではではではでは、、、、今今今今回回回回、、、、平平平平城城城城宮跡宮跡宮跡宮跡会場会場会場会場をををを中中中中心心心心としてとしてとしてとして使使使使用用用用されされされされましたましたましたましたミミミミスススストトトトをををを使使使使っっっってててて、、、、あるあるあるある意味意味意味意味、、、、暑暑暑暑ささささ対策対策対策対策をされたとをされたとをされたとをされたと思思思思いますいますいますいます。。。。例例例例えばえばえばえば、、、、集合集合集合集合ババババススススでおでおでおでおりてこられてまずりてこられてまずりてこられてまずりてこられてまず向向向向かかかかわわわわれるのはれるのはれるのはれるのは、、、、ミミミミスススストトトトがががが出出出出ているそのているそのているそのているその下下下下をををを歩歩歩歩かれるかれるかれるかれる。。。。またまたまたまた、、、、ババババススススにににに乗乗乗乗られるられるられるられる前前前前もももも同同同同じじじじくくくくミミミミスススストトトトのののの下下下下をををを通通通通っっっっててててババババススススにににに行行行行かれるといかれるといかれるといかれるというううう、、、、そそそそうううういいいいううううとことことこところろろろをずをずをずをずっっっっとととと見見見見ていましてていましてていましてていまして、、、、効果効果効果効果があるのだなといがあるのだなといがあるのだなといがあるのだなといううううこともこともこともことも、、、、確確確確かにかにかにかに、、、、そのそのそのその情情情情景景景景をををを見見見見ていてていてていてていて感感感感じじじじたとこたとこたとこたところろろろでごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。そこでそこでそこでそこで、、、、今今今今後後後後、、、、奈良県内奈良県内奈良県内奈良県内のののの観観観観光光光光地地地地、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは集集集集客客客客をををを見見見見込込込込めるめるめるめる、、、、例例例例えばえばえばえばＪＲＪＲＪＲＪＲ奈良奈良奈良奈良駅駅駅駅、、、、近近近近鉄鉄鉄鉄奈良奈良奈良奈良駅駅駅駅周辺周辺周辺周辺のとこのとこのとこのところろろろにもにもにもにも、、、、大大大大阪阪阪阪市市市市はよくはよくはよくはよくやっやっやっやっていますていますていますています、、、、ミミミミスススストトトトがががが出出出出てててて、、、、そこをそこをそこをそこを通通通通勤勤勤勤のののの方方方方がががが歩歩歩歩いていかれるいていかれるいていかれるいていかれる情情情情景景景景がよくがよくがよくがよく映映映映っっっっ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どどど、、、、奈良県奈良県奈良県奈良県もそもそもそもそうううういいいいうううう試試試試みみみみ、、、、少少少少しししし優優優優しさをしさをしさをしさを感感感感じじじじるよるよるよるよううううなななな、、、、取取取取りりりり組組組組みみみみがががが必必必必要要要要かとかとかとかと考考考考えええ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、、、、特特特特にににに上水道上水道上水道上水道をををを使使使使っっっったたたた暑暑暑暑ささささ対策対策対策対策といといといといううううものをものをものをものを何何何何かおかおかおかお考考考考ええええになになになになっっっっているのかているのかているのかているのか、、、、水道局水道局水道局水道局のののの方方方方におにおにおにお尋尋尋尋ねねね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。。。。秋秋秋秋篠篠篠篠川川川川につきましてにつきましてにつきましてにつきまして、、、、２２２２点点点点のごのごのごのご質問質問質問質問をいただいておりますをいただいておりますをいただいておりますをいただいております。。。。○○○○大熨河川課長大熨河川課長大熨河川課長大熨河川課長まずまずまずまず、、、、１１１１点目点目点目点目でごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。舟舟舟舟下下下下りのりのりのりの社会社会社会社会実実実実験験験験についてについてについてについて、、、、現在現在現在現在どどどどのよのよのよのよううううなななな実実実実験験験験をををを行行行行っっっってててているのかといいるのかといいるのかといいるのかといううううこととこととこととことと、、、、今今今今後後後後どうどうどうどうしよしよしよしよううううとととと考考考考ええええておるのかといておるのかといておるのかといておるのかといううううことでごことでごことでごことでござざざざいますいますいますいます。。。。秋秋秋秋篠篠篠篠川川川川につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、平平平平城京城京城京城京のののの時時時時代代代代、、、、西西西西のののの堀堀堀堀川川川川とととと呼呼呼呼ばばばばれていましてれていましてれていましてれていまして、、、、舟舟舟舟でででで物資物資物資物資をををを運運運運ぶぶぶぶ舟舟舟舟運運運運がががが栄栄栄栄ええええておりましたておりましたておりましたておりました。。。。現在現在現在現在ではではではでは水水水水質質質質がががが悪化悪化悪化悪化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、、、、重重重重点対策点対策点対策点対策河河河河川川川川といといといというううう支支支支川川川川のののの準準準準支支支支川川川川にににに指指指指定定定定されておるとこされておるとこされておるとこされておるところろろろでごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。このためこのためこのためこのため、、、、平平平平城城城城遷遷遷遷都都都都１３００１３００１３００１３００年年年年祭祭祭祭をををを契契契契機機機機にににに舟舟舟舟下下下下りのりのりのりの社会社会社会社会実実実実験験験験をををを行行行行いましていましていましていまして、、、、河河河河川川川川愛護愛護愛護愛護のののの意意意意識識識識のののの醸醸醸醸成成成成やややや水水水水質改善質改善質改善質改善のののの啓啓啓啓発発発発をををを図図図図るとともるとともるとともるとともにににに、、、、当当当当地地地地域域域域へへへへのののの来訪来訪来訪来訪者者者者のののの方方方方 々々々々のののの新新新新たなたなたなたな観観観観光光光光ルートルートルートルートといといといといううううことのことのことのことの可可可可能能能能性性性性をををを検検検検討討討討するといするといするといするといううううこここことでするものでごとでするものでごとでするものでごとでするものでござざざざいますいますいますいます。。。。委員委員委員委員おおおお述述述述べのよべのよべのよべのよううううにににに、、、、去去去去るるるる９９９９月月月月１１１１１１１１日日日日にににに試試試試行行行行運転運転運転運転といといといといううううことでことでことでことで、、、、平平平平城城城城宮跡宮跡宮跡宮跡からからからから大大大大宮宮宮宮通通通通りりりりまでのまでのまでのまでの７００７００７００７００メメメメートルートルートルートルにつきましてにつきましてにつきましてにつきまして水水水水質改善質改善質改善質改善のののの啓啓啓啓発発発発をををを主主主主体体体体にににに実施実施実施実施しましてしましてしましてしまして、、、、９６９６９６９６名名名名のののの地元地元地元地元のののの住民住民住民住民のののの方方方方 々々々々、、、、またまたまたまた一般一般一般一般公募公募公募公募のののの方方方方 々々々々にににに乗乗乗乗っっっっていただいたていただいたていただいたていただいたわけわけわけわけでごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。そのそのそのその結結結結果果果果、、、、９９９９
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００００％％％％のののの方方方方 々々々々がががが楽楽楽楽しかしかしかしかっっっったとたとたとたと感感感感じじじじられてられてられてられて、、、、７４７４７４７４％％％％はははは、、、、またまたまたまた同同同同様様様様のののの舟舟舟舟下下下下りがあれりがあれりがあれりがあればばばば参参参参加加加加したいしたいしたいしたいとととと回回回回答答答答しておられますしておられますしておられますしておられます。。。。そそそそうううういいいいっっっったたたた意味意味意味意味でででで、、、、舟舟舟舟運運運運にににに対対対対するするするするニニニニーーーーズズズズはははは高高高高いといといといと考考考考ええええておるとこておるとこておるとこておるところろろろでごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。またまたまたまた、、、、約約約約８８８８割割割割のののの方方方方 々々々々がががが、、、、舟舟舟舟運運運運をををを体体体体験験験験したといしたといしたといしたといううううことでことでことでことで河河河河川川川川とととと触触触触れれれれ合合合合うううう機機機機会会会会ををををふやふやふやふやしたとしたとしたとしたと感感感感じじじじたたたた回回回回答答答答をををを寄寄寄寄せせせせられておりますられておりますられておりますられております。。。。そそそそうううういいいいっっっったたたた意味意味意味意味でででで、、、、関関関関心心心心はははは高高高高ままままっっっったとたとたとたと考考考考ええええておるとこておるとこておるとこておるところろろろでごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。ただしただしただしただし、、、、そのそのそのその反面反面反面反面、、、、水水水水質改善質改善質改善質改善すべきすべきすべきすべき点点点点がががが第第第第１１１１位位位位といといといといううううことでことでことでことで上上上上ががががっっっ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、、、、今今今今後後後後取取取取りりりり組組組組むむむむべきべきべきべき課課課課題題題題とととと考考考考ええええておるとこておるとこておるとこておるところろろろでごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。またまたまたまた、、、、１０１０１０１０月月月月１６１６１６１６日日日日とととと１７１７１７１７日日日日にはにはにはには、、、、試試試試行行行行運転運転運転運転でのでのでのでの課課課課題題題題をををを改善改善改善改善したしたしたした上上上上でででで平平平平城城城城宮跡宮跡宮跡宮跡からからからから西西西西ノノノノ京京京京までのまでのまでのまでの約約約約１１１１．．．．７７７７キロメキロメキロメキロメートルートルートルートルにつきましてにつきましてにつきましてにつきまして、、、、新新新新たなたなたなたな観観観観光光光光ルートルートルートルートのののの可可可可能能能能性性性性につきましてにつきましてにつきましてにつきまして検検検検討討討討するといするといするといするといううううことのことのことのことの社会社会社会社会実実実実験験験験をををを行行行行いたいといたいといたいとい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。。。。特特特特にににに夜夜夜夜間間間間につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましてはライライライライトトトトアッアッアッアッププププといといといといううううことでことでことでことで、、、、さまさまさまさまざざざざまなまなまなまな角角角角度度度度からからからから観観観観光光光光資源資源資源資源としてのとしてのとしてのとしての検検検検討討討討をををを行行行行いたいといたいといたいといたいと思思思思っっっっておておておておりますりますりますります。。。。今今今今後後後後はははは地元地元地元地元とととと連携連携連携連携したしたしたした河河河河川川川川のののの清清清清掃掃掃掃、、、、またまたまたまた花花花花のののの植栽植栽植栽植栽といといといといううううことでことでことでことで秋秋秋秋篠篠篠篠川川川川のののの環境改善環境改善環境改善環境改善にににに取取取取りりりり組組組組むむむむとともにとともにとともにとともに、、、、観観観観光光光光ルートルートルートルートのののの可可可可能能能能性検性検性検性検討討討討につきましてにつきましてにつきましてにつきまして、、、、当当当当社会社会社会社会実実実実験験験験でででで行行行行ううううアアアアンンンンケケケケートートートート調調調調査査査査のののの分分分分析析析析結結結結果果果果をををを踏踏踏踏ままままええええ、、、、課課課課題題題題をををを整理整理整理整理したしたしたした上上上上でででで、、、、来来来来年度年度年度年度以以以以降降降降どうどうどうどう取取取取りりりり組組組組んんんんでいくのかでいくのかでいくのかでいくのか検検検検討討討討してしてしてしていきたいといきたいといきたいといきたいと考考考考ええええているとこているとこているとこているところろろろでごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。次次次次にににに、、、、２２２２点目点目点目点目につきましてにつきましてにつきましてにつきまして、、、、地地地地域域域域とととと連携連携連携連携したしたしたした環境保全環境保全環境保全環境保全といいますかといいますかといいますかといいますか、、、、河河河河川川川川愛護愛護愛護愛護のののの取取取取りりりり組組組組みみみみについてについてについてについて、、、、どどどどのよのよのよのよううううにににに行行行行っっっっていくのかといていくのかといていくのかといていくのかといううううことでごことでごことでごことでござざざざいますいますいますいます。。。。河河河河川川川川空空空空間間間間ななななどどどど公公公公共共共共空空空空間間間間をををを美美美美しくするしくするしくするしくする取取取取りりりり組組組組みみみみはははは、、、、地地地地域域域域のののの方方方方 々々々々のののの積極的積極的積極的積極的なななな活動活動活動活動、、、、地地地地域域域域とととと行行行行政政政政がががが連携連携連携連携してしてしてして取取取取りりりり組組組組むむむむことがことがことがことが重重重重要要要要とととと認認認認識識識識しておるとこしておるとこしておるとこしておるところろろろでごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。またまたまたまた、、、、全全全全国国国国都都都都市市市市緑緑緑緑化化化化ならならならならフフフフェェェェアアアアをををを契契契契機機機機にににに公公公公共共共共空空空空間間間間のののの美美美美装装装装化化化化をををを行行行行いましていましていましていまして、、、、来来来来県者県者県者県者におもてなしのにおもてなしのにおもてなしのにおもてなしの気気気気持持持持ちをちをちをちを伝伝伝伝ええええるとともにるとともにるとともにるとともに、、、、このよこのよこのよこのよううううなななな取取取取りりりり組組組組みみみみをををを広広広広げていきたいとげていきたいとげていきたいとげていきたいと考考考考ええええているとこているとこているとこているところろろろでごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。そのそのそのその他他他他のののの河河河河川川川川におきましてもにおきましてもにおきましてもにおきましても、、、、今年度今年度今年度今年度からからからから観観観観光光光光地地地地周辺周辺周辺周辺やややや人人人人々々々々のののの集集集集まるとこまるとこまるとこまるところろろろををををモモモモデデデデルルルルケケケケーーーーススススにいたしましてにいたしましてにいたしましてにいたしまして川川川川のののの彩彩彩彩りりりり花花花花づつづつづつづつみみみみ事業事業事業事業といといといというううう事業事業事業事業をををを実施実施実施実施しておりしておりしておりしており、、、、地地地地域域域域のののの皆様皆様皆様皆様方方方方のののの熱熱熱熱意意意意がありがありがありがあり、、、、協協協協力力力力やややや連携連携連携連携がががが得得得得られるとこられるとこられるとこられるところろろろにつきましてにつきましてにつきましてにつきましてパイパイパイパイロロロロッッッットトトト的的的的にににに取取取取りりりり組組組組んんんんでおるとこでおるとこでおるとこでおるところろろろでごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。具具具具体体体体的的的的にはにはにはには、、、、今年度今年度今年度今年度、、、、秋秋秋秋篠篠篠篠川川川川におきましてにおきましてにおきましてにおきまして唐招唐招唐招唐招提提提提寺寺寺寺のののの協協協協力力力力をををを得得得得てててて、、、、地元地元地元地元自治自治自治自治会会会会連連連連合合合合会会会会、、、、またまたまたまた地地地地域域域域のののの保保保保育育育育園園園園のののの保保保保育育育育園園園園児児児児がががが一一一一緒緒緒緒になりましてになりましてになりましてになりまして、、、、花花花花のののの植栽植栽植栽植栽をををを１０１０１０１０月月月月４４４４日日日日にするにするにするにする予定予定予定予定にしておりますにしておりますにしておりますにしております。。。。地地地地域域域域のののの皆様皆様皆様皆様にはにはにはには花花花花のののの植植植植ええええつつつつけけけけ、、、、水水水水ややややりりりり、、、、除除除除草草草草等等等等にににに取取取取りりりり組組組組んんんんででででもらもらもらもらううううといといといといううううことでことでことでことで考考考考ええええておりますておりますておりますております。。。。今今今今後後後後はははは、、、、熱熱熱熱意意意意あるあるあるある地元地元地元地元とととと連携連携連携連携したしたしたした取取取取りりりり組組組組みみみみををををふやふやふやふやしていきましてしていきましてしていきましてしていきまして、、、、河河河河川川川川環境環境環境環境のののの改善改善改善改善、、、、水水水水
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質改善質改善質改善質改善にににに取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、公公公公共共共共空空空空間間間間のののの美美美美装装装装化化化化とととと秋秋秋秋篠篠篠篠川川川川をををを含含含含むむむむ大大大大和和和和川川川川ののののワワワワーーーースススストトトト上位上位上位上位からのからのからのからの早早早早期期期期のののの脱却脱却脱却脱却といといといというふううふううふううふうにににに取取取取りりりり組組組組んんんんでまいりたいとでまいりたいとでまいりたいとでまいりたいと考考考考ええええておるとこておるとこておるとこておるところろろろでごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。以以以以上上上上でごでごでごでござざざざいいいいますますますます。。。。 ドライドライドライドライ型型型型ミミミミスススストトトトについてのについてのについてのについての、、、、モモモモデデデデルルルル的的的的にににに県県県県のののの施施施施設設設設にににに設置設置設置設置できないできないできないできない○○○○木村水道局業務課長木村水道局業務課長木村水道局業務課長木村水道局業務課長かといかといかといかというううう委員委員委員委員のおのおのおのお尋尋尋尋ねねねねでごでごでごでござざざざいますいますいますいますけけけけれれれれどどどどもももも、、、、水道水水道水水道水水道水をををを使使使使いましたいましたいましたいました暑暑暑暑ささささ対策対策対策対策といたしましといたしましといたしましといたしましてはてはてはては、、、、このこのこのこのドライドライドライドライ型型型型ミミミミスススストトトトといといといといううううのはのはのはのは代表代表代表代表的的的的なななな例例例例でごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。これはこれはこれはこれは水水水水をををを微微微微細細細細なななな霧霧霧霧のののの状状状状態態態態にしましてにしましてにしましてにしまして噴射噴射噴射噴射しましてしましてしましてしまして、、、、それでそれでそれでそれで周周周周りのりのりのりの気気気気化化化化熱熱熱熱をををを吸吸吸吸収収収収しましてしましてしましてしまして、、、、これによこれによこれによこれによっっっってててて局所局所局所局所的的的的なななな冷房冷房冷房冷房をををを行行行行ううううことでことでことでことで、、、、周辺周辺周辺周辺のののの温温温温度度度度がががが２２２２～～～～３３３３度下度下度下度下がるといがるといがるといがるといううううものでごものでごものでごものでござざざざいますいますいますいます。。。。県内県内県内県内ではではではでは、、、、委委委委員員員員からごからごからごからご説明説明説明説明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平平平平城城城城遷遷遷遷都都都都１３００１３００１３００１３００年年年年記記記記念念念念事業事業事業事業協協協協会会会会でででで設置設置設置設置されておりましてされておりましてされておりましてされておりまして、、、、非非非非常常常常にににに好好好好評評評評をををを得得得得ているとこているとこているとこているところろろろでごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。県内県内県内県内のののの事例事例事例事例としましてはとしましてはとしましてはとしましては、、、、先先先先ほほほほどどどど述述述述べていたべていたべていたべていただきましただきましただきましただきました大大大大阪阪阪阪市市市市であるとかであるとかであるとかであるとか東東東東京京京京都都都都であるとかであるとかであるとかであるとか横浜横浜横浜横浜市市市市であるとかであるとかであるとかであるとか、、、、たくさたくさたくさたくさんんんん事例事例事例事例がごがごがごがござざざざいいいいますますますます。。。。またまたまたまた、、、、設置場所設置場所設置場所設置場所としましてもとしましてもとしましてもとしましても、、、、駅駅駅駅やややや遊遊遊遊園地園地園地園地、、、、商商商商店街店街店街店街やややや公公公公共共共共施施施施設設設設でででで設置設置設置設置されているされているされているされているわわわわけけけけでごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。このこのこのこのドライドライドライドライ型型型型ミミミミスススストトトトをををを学校学校学校学校やややや公園公園公園公園ななななどどどど県県県県のののの施施施施設設設設にににに設置設置設置設置することでごすることでごすることでごすることでござざざざいますいますいますいますけけけけれれれれどどどどもももも、、、、県営水道県営水道県営水道県営水道はははは、、、、ただいまただいまただいまただいま用用用用水水水水供給供給供給供給事業事業事業事業としましてとしましてとしましてとしまして市町村市町村市町村市町村のののの配配配配水水水水池池池池までまでまでまで水水水水をををを送送送送っっっっておりますておりますておりますております。。。。設置設置設置設置したしたしたしたミミミミスススストトトトにににに直接直接直接直接県営水道県営水道県営水道県営水道のののの水水水水をををを給給給給水水水水することはできないすることはできないすることはできないすることはできないわけわけわけわけでごでごでごでござざざざいますいますいますいますけけけけれれれれどどどどもももも、、、、このこのこのこの点点点点につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては市町村水道市町村水道市町村水道市町村水道のののの協協協協力力力力がががが必必必必要要要要になることでごになることでごになることでごになることでござざざざいますいますいますいます。。。。県営水道県営水道県営水道県営水道としまとしまとしまとしましてもしてもしてもしても、、、、今今今今後後後後市町村市町村市町村市町村とかとかとかとか、、、、それからそれからそれからそれから県県県県のののの関係部局関係部局関係部局関係部局ななななどどどどともともともとも連携連携連携連携いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、さまさまさまさまざざざざまなまなまなまな視視視視点点点点からからからから検検検検討討討討をををを行行行行っっっっていきたいとていきたいとていきたいとていきたいと考考考考ええええておりますておりますておりますております。。。。以以以以上上上上でごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。ありがとありがとありがとありがとううううごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。○○○○大国委員大国委員大国委員大国委員舟舟舟舟下下下下りにつきましてもりにつきましてもりにつきましてもりにつきましても、、、、先先先先ほほほほどどどど申申申申しししし上上上上げましたよげましたよげましたよげましたよううううにににに新新新新たなたなたなたな試試試試みみみみとともにとともにとともにとともに新新新新たなたなたなたな観観観観光光光光資資資資源源源源のののの発発発発掘掘掘掘といといといというううう意味合意味合意味合意味合いいいい、、、、ももももうううう一一一一つはつはつはつは、、、、ちちちちょょょょうどうどうどうど秋秋秋秋篠篠篠篠川川川川をををを自自自自転車転車転車転車道道道道もももも通通通通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、、、、舟舟舟舟、、、、自自自自転車転車転車転車、、、、それからそれからそれからそれから歩歩歩歩行者行者行者行者、、、、さまさまさまさまざざざざまにまにまにまにウウウウオオオオーーーーキキキキンンンンググググでででで体体体体をををを動動動動かしているかしているかしているかしている方方方方もおられまもおられまもおられまもおられますすすす。。。。大大大大変変変変あるあるあるある意味意味意味意味大大大大きなこれからきなこれからきなこれからきなこれから重重重重要要要要なななな役役役役割割割割をををを果果果果たすたすたすたす可可可可能能能能性性性性をををを秘秘秘秘めためためためた状状状状況況況況にあるのかなとにあるのかなとにあるのかなとにあるのかな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。。。。ぜひぜひぜひぜひともともともとも１０１０１０１０月月月月１６１６１６１６日日日日、、、、１７１７１７１７日日日日、、、、今度今度今度今度またまたまたまた行行行行わわわわれますれますれますれますけけけけれれれれどどどどもももも、、、、さまさまさまさまざざざざまにまにまにまに多多多多くのくのくのくの皆皆皆皆ささささんんんんのののの意見意見意見意見をををを反映反映反映反映をさをさをさをさせせせ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、、、、成成成成功功功功にににに終終終終ええええていただきますよていただきますよていただきますよていただきますよううううにごにごにごにご祈祈祈祈念念念念申申申申しししし上上上上げたいとげたいとげたいとげたいと思思思思いますいますいますいます。。。。またまたまたまた、、、、先先先先ほほほほどどどどおおおお話話話話がごがごがごがござざざざいましたいましたいましたいました川川川川のののの彩彩彩彩りりりり花花花花づつづつづつづつみみみみ事業事業事業事業、、、、パイパイパイパイロロロロッッッットトトト事業事業事業事業でしでしでしでしょょょょううううかかかか、、、、花花花花といといといといううううのはのはのはのは非非非非常常常常にににに人人人人のののの心心心心をををを和和和和ますますますます効果効果効果効果もありますしもありますしもありますしもありますし、、、、またまたまたまた、、、、万万万万葉葉葉葉のののの時時時時代代代代からからからから奈良奈良奈良奈良とととと花花花花もももも非非非非常常常常にににに結結結結びつくびつくびつくびつく話話話話でもごでもごでもごでもござざざざいますしいますしいますしいますし、、、、ぜひぜひぜひぜひともこともこともこともこうううういいいいっっっったたたた河河河河川川川川のののの美美美美化化化化にににに絡絡絡絡めてめてめてめて、、、、大大大大いにいにいにいに地地地地
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域域域域のののの人人人人たちもたちもたちもたちも楽楽楽楽しくしくしくしく河河河河川川川川のののの環境環境環境環境にににに親親親親しめるよしめるよしめるよしめるよううううにににに意意意意識識識識がががが持持持持てるよてるよてるよてるよううううにににに、、、、ここここうううういいいいっっっったたたた取取取取りりりり組組組組みみみみといといといといううううのはのはのはのは非非非非常常常常にににに重重重重要要要要だとだとだとだ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、、、、大大大大いにいにいにいにＰＰＰＰＲＲＲＲをしていただいてをしていただいてをしていただいてをしていただいて多多多多くのくのくのくの地地地地域域域域団団団団体体体体のののの方方方方 々々々々にもにもにもにも参参参参加加加加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うううにににに、、、、そのそのそのその周周周周知知知知等等等等もももも含含含含めてしめてしめてしめてしっっっっかりとよかりとよかりとよかりとよろろろろしくおしくおしくおしくお願願願願いしいしいしいし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。。。。またまたまたまた、、、、上水道上水道上水道上水道をををを使使使使っっっったたたた暑暑暑暑ささささ対策対策対策対策でごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。今今今今ごごごご答答答答弁弁弁弁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どどどもももも、、、、ぜひぜひぜひぜひともともともとも関係部局関係部局関係部局関係部局あるいはあるいはあるいはあるいは市町村市町村市町村市町村のののの関係関係関係関係のののの方方方方 々々々々ともよくともよくともよくともよく協協協協議議議議をしていただいてをしていただいてをしていただいてをしていただいて、、、、できできできでき得得得得るるるる限限限限りりりり対策対策対策対策をををを試試試試みみみみていただていただていただていただけけけけれれれればばばば、、、、奈良県奈良県奈良県奈良県をををを訪訪訪訪れたれたれたれた方方方方、、、、またまたまたまた人人人人がががが集集集集まるとこまるとこまるとこまるところろろろではではではでは非非非非常常常常にあるにあるにあるにある意味意味意味意味２２２２～～～～３３３３度度度度違違違違えばえばえばえばいいいいややややしのしのしのしの部分部分部分部分もももも出出出出てまいりますしてまいりますしてまいりますしてまいりますし、、、、見見見見ていてもていてもていてもていても少少少少しししし涼涼涼涼しいよしいよしいよしいよううううなななな状状状状況況況況もごもごもごもござざざざいますのでいますのでいますのでいますので、、、、大大大大いにいにいにいに平平平平城城城城遷遷遷遷都都都都１３００１３００１３００１３００年年年年祭祭祭祭ののののノウハウノウハウノウハウノウハウをををを生生生生かすことでおかすことでおかすことでおかすことでお取取取取りりりり組組組組みみみみをおをおをおをお願願願願いいいい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。。。。ももももううううききききょょょょううううはははは簡簡簡簡単単単単でででで終終終終わわわわ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。。。。ありがとありがとありがとありがとううううごごごござざざざいましたいましたいましたいました。。。。それではそれではそれではそれでは、、、、農林部農林部農林部農林部のののの皆皆皆皆ささささんんんんにおにおにおにお尋尋尋尋ねねね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。。。。○○○○山下委員山下委員山下委員山下委員手手手手元元元元にににに資料資料資料資料をたくさをたくさをたくさをたくさんんんんちちちちょょょょううううだいいたしましただいいたしましただいいたしましただいいたしました。。。。農産農産農産農産物物物物のののの出出出出荷荷荷荷額額額額がががが約約約約４５０４５０４５０４５０億円億円億円億円、、、、林業林業林業林業産出額産出額産出額産出額がががが４２４２４２４２億円億円億円億円、、、、このこのこのこの数数数数字字字字にににに間間間間違違違違いはごいはごいはごいはござざざざいまいまいまいませんせんせんせんかかかか。。。。さらにさらにさらにさらに手手手手元元元元にににに、、、、林業関係林業関係林業関係林業関係のののの従業従業従業従業員員員員のののの把握把握把握把握、、、、なかなかしにくいですのでなかなかしにくいですのでなかなかしにくいですのでなかなかしにくいですので、、、、退退退退職金共職金共職金共職金共済済済済補補補補助助助助者者者者数数数数といといといというううう統統統統計計計計がごがごがごがござざざざいましていましていましていまして、、、、平成平成平成平成６６６６年年年年にはにはにはには１１１１，，，，０７１０７１０７１０７１人人人人、、、、それがそれがそれがそれが平成平成平成平成２１２１２１２１年年年年ではではではでは２２６２２６２２６２２６といといといといううううことでごことでごことでごことでござざざざいますいますいますいます。。。。このこのこのこの２２６２２６２２６２２６人人人人がががが林業林業林業林業のののの常常常常用用用用雇雇雇雇用用用用者者者者数数数数といといといというふううふううふううふうににににカカカカウウウウントントントントしていいのかしていいのかしていいのかしていいのかどうどうどうどうかもかもかもかも教教教教ええええてくださてくださてくださてくださいいいい。。。。それからそれからそれからそれから、、、、１０１０１０１０数数数数年年年年前前前前にににに野野野野尻忠尻忠尻忠尻忠正正正正十十十十津津津津川村村長川村村長川村村長川村村長がごがごがごがご就就就就任任任任のときにいのときにいのときにいのときにいろろろろいいいいろろろろおおおお話話話話をををを聞聞聞聞かかかかせせせせてもらてもらてもらてもらっっっ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、、、、そのそのそのその当当当当時時時時、、、、山下山下山下山下くくくくんんんん、、、、十十十十津津津津川村川村川村川村といといといといううううたらたらたらたら森森森森林林林林のののの村村村村ややややとととと思思思思っっっってくてくてくてくれているのかれているのかれているのかれているのか、、、、木木木木材材材材のののの出出出出荷荷荷荷額額額額よりもよりもよりもよりもシキミシキミシキミシキミのののの出出出出荷荷荷荷額額額額のののの方方方方がががが多多多多いといといといと、、、、それでそれでそれでそれで飯飯飯飯をををを食食食食べているべているべているべているといといといといううううことをおことをおことをおことをお聞聞聞聞きしてきしてきしてきして、、、、びびびびっっっっくりしましたくりしましたくりしましたくりしました。。。。十十十十津津津津川村川村川村川村のののの現現現現状状状状はははは今今今今もももも変変変変わっわっわっわっていないのかていないのかていないのかていないのかどうどうどうどうかかかか教教教教ええええてくださいてくださいてくださいてください。。。。とりあとりあとりあとりあええええずずずず今今今今おおおお聞聞聞聞きしたとこきしたとこきしたとこきしたところろろろのののの確認確認確認確認及及及及びびびび、、、、わわわわからないとこからないとこからないとこからないところろろろをををを教教教教ええええていただきたいとていただきたいとていただきたいとていただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 林業林業林業林業にににに関関関関しましてしましてしましてしまして４２４２４２４２億円億円億円億円といといといというううう数数数数字字字字はははは、、、、公公公公表表表表されているとおりのされているとおりのされているとおりのされているとおりの数数数数字字字字○○○○七尾林政課長七尾林政課長七尾林政課長七尾林政課長ですですですです。。。。それとそれとそれとそれと、、、、委員委員委員委員おおおお述述述述べのべのべのべの退退退退職金共職金共職金共職金共済済済済のののの２２６２２６２２６２２６人人人人といといといというううう数数数数字字字字ですがですがですがですが、、、、これはこれはこれはこれは雇雇雇雇用用用用されているされているされているされている人人人人のののの数数数数ののののううううちのちのちのちの一部一部一部一部でごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。一部一部一部一部ですかですかですかですか。。。。○○○○山下委員山下委員山下委員山下委員
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一部一部一部一部、、、、そそそそううううですですですです。。。。全全全全部部部部がががが林業林業林業林業退退退退職金共職金共職金共職金共済済済済にににに入入入入っっっってるといてるといてるといてるというわけうわけうわけうわけではごではごではごではござざざざ○○○○七尾林政課長七尾林政課長七尾林政課長七尾林政課長いまいまいまいませんせんせんせんのでのでのでので。。。。常常常常時時時時雇雇雇雇用用用用はすべてはすべてはすべてはすべて何人何人何人何人ですかですかですかですか。。。。○○○○山下委員山下委員山下委員山下委員 林業林業林業林業のののの就就就就業者業者業者業者につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては国国国国勢勢勢勢調調調調査査査査のののの数数数数字字字字をつかをつかをつかをつかんんん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、、、、１１１１，，，，○○○○七尾林政課長七尾林政課長七尾林政課長七尾林政課長０６００６００６００６０人人人人といといといというううう数数数数字字字字でででで今今今今はははは認認認認識識識識しておりますしておりますしておりますしております。。。。国国国国勢勢勢勢調調調調査査査査はははは、、、、１０１０１０１０月月月月１１１１日日日日にごにごにごにござざざざいますいますいますいます。。。。十十十十津津津津川川川川のののの林業出林業出林業出林業出荷荷荷荷額額額額ととととシキミシキミシキミシキミのののの出出出出荷荷荷荷額額額額。。。。○○○○山下委員山下委員山下委員山下委員 十十十十津津津津川村川村川村川村のののの木木木木材生材生材生材生産産産産、、、、シキミシキミシキミシキミといといといといううううおおおお話話話話なのですがなのですがなのですがなのですが、、、、シキミシキミシキミシキミのののの金額金額金額金額がががが十十十十○○○○七尾林政課長七尾林政課長七尾林政課長七尾林政課長津津津津川村川村川村川村のののの木木木木材生材生材生材生産額産額産額産額よりよりよりより上上上上回回回回っっっっているとはているとはているとはているとは少少少少しししし考考考考ええええておりまておりまておりまておりませんせんせんせん。。。。そそそそうううういいいいっっっったおたおたおたお話話話話もごもごもごもござざざざいますがいますがいますがいますが、、、、シキミシキミシキミシキミにつきましてはおにつきましてはおにつきましてはおにつきましてはお年年年年寄寄寄寄りのりのりのりの方方方方とかがとかがとかがとかが山山山山どどどどりでとられておられますりでとられておられますりでとられておられますりでとられておられます。。。。それそれそれそれよりもよりもよりもよりも十十十十津津津津川村川村川村川村のののの木木木木材生材生材生材生産額産額産額産額がががが少少少少ないとないとないとないと、、、、今今今今数数数数字字字字ははははははははっっっっきりとはきりとはきりとはきりとは申申申申しししし上上上上げられまげられまげられまげられませんせんせんせんがががが、、、、それよりそれよりそれよりそれよりシキミシキミシキミシキミのののの方方方方がががが多多多多いとはいとはいとはいとは思思思思っっっっておりまておりまておりまておりませんせんせんせん。。。。農業農業農業農業はははは、、、、出出出出荷荷荷荷額額額額とととと農農農農作物作物作物作物。。。。○○○○山下委員山下委員山下委員山下委員 農業農業農業農業のののの産出額産出額産出額産出額ですですですですけけけけれれれれどどどどもももも、、、、４５０４５０４５０４５０億円程度億円程度億円程度億円程度といといといといううううことでことでことでことで間間間間違違違違○○○○植田農業水産振興課長植田農業水産振興課長植田農業水産振興課長植田農業水産振興課長いごいごいごいござざざざいまいまいまいませんせんせんせん。。。。実実実実はははは、、、、農産農産農産農産物物物物のののの出出出出荷荷荷荷額額額額４５０４５０４５０４５０億円億円億円億円、、、、林業関係林業関係林業関係林業関係でででで４２４２４２４２億円億円億円億円、、、、合合合合計計計計でででで４９０４９０４９０４９０億円億円億円億円○○○○山下委員山下委員山下委員山下委員余余余余りなのですりなのですりなのですりなのですけけけけれれれれどどどどもももも、、、、県県県県のののの農林部農林部農林部農林部のののの予算予算予算予算はははは１７０１７０１７０１７０億円億円億円億円でありますでありますでありますであります。。。。新新新新しくしくしくしく農林水産大農林水産大農林水産大農林水産大臣臣臣臣にににに就就就就任任任任いたしておりますいたしておりますいたしておりますいたしております鹿鹿鹿鹿野道野道野道野道彦氏彦氏彦氏彦氏はははは、、、、盛盛盛盛んんんんにににに農業農業農業農業対策対策対策対策はははは環境対策環境対策環境対策環境対策だとだとだとだと言言言言いいいい始始始始めましためましためましためました。。。。環境対策環境対策環境対策環境対策といいながらといいながらといいながらといいながら森森森森林林林林環境環境環境環境税税税税をちらつかをちらつかをちらつかをちらつかせせせせているとこているとこているとこているところろろろななななどどどどはなかなかはなかなかはなかなかはなかなか評評評評判判判判がががが悪悪悪悪いのいのいのいのですですですですけけけけれれれれどどどどもももも、、、、いずれにいたしましてもいずれにいたしましてもいずれにいたしましてもいずれにいたしましても、、、、農業農業農業農業、、、、林業林業林業林業のののの対策対策対策対策といといといといううううのはのはのはのは産業産業産業産業対策対策対策対策ではなしではなしではなしではなしにににに環境対策環境対策環境対策環境対策であるといであるといであるといであるというううう側面側面側面側面がががが極極極極めてめてめてめて強強強強くなくなくなくなっっっったたたた、、、、色濃色濃色濃色濃くなくなくなくなっっっってきたとてきたとてきたとてきたと。。。。農林部長農林部長農林部長農林部長、、、、そのそのそのその見見見見解解解解についてはについてはについてはについてはどうどうどうどうですかですかですかですか。。。。農業農業農業農業とととと林業林業林業林業はははは若若若若干干干干違違違違ううううとととと思思思思っっっっていましてていましてていましてていまして、、、、林業林業林業林業についてはについてはについてはについては、、、、委員委員委員委員おおおお述述述述べべべべ○○○○冨岡農林部長冨岡農林部長冨岡農林部長冨岡農林部長のよのよのよのよううううにににに県県県県のののの林業予算林業予算林業予算林業予算にににに比比比比べてべてべてべて産出額産出額産出額産出額がががが逆逆逆逆にににに少少少少ないとないとないとないと、、、、とことことこところろろろがががが農業農業農業農業のののの場場場場合合合合はははは、、、、約約約約１７０１７０１７０１７０億円億円億円億円のののの１００１００１００１００億円億円億円億円ぐぐぐぐらいがらいがらいがらいが農業農業農業農業にににに投投投投資資資資しているのですしているのですしているのですしているのですけけけけれれれれどどどどもももも、、、、産出額産出額産出額産出額はははは４５０４５０４５０４５０億円億円億円億円ですですですですからからからから、、、、投投投投資資資資効果効果効果効果、、、、単単単単純純純純にはにはにはには言言言言ええええないですないですないですないですけけけけれれれれどどどど４４４４．．．．５５５５倍倍倍倍ぐぐぐぐらいあるとらいあるとらいあるとらいあると。。。。ただただただただ、、、、最近最近最近最近のののの傾傾傾傾向向向向としてはとしてはとしてはとしては、、、、林業林業林業林業はははは、、、、委員委員委員委員おおおお述述述述べのよべのよべのよべのよううううにににに、、、、公公公公益益益益的機的機的機的機能能能能、、、、森森森森林林林林環境環境環境環境税税税税もももも入入入入れされされされさせせせせていただいていただいていただいていただい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どどどもももも、、、、そそそそうううういいいいうううう公公公公益益益益的機的機的機的機能能能能、、、、環境環境環境環境面面面面でのでのでのでの重重重重要要要要性性性性がががが高高高高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ことはことはことはことは言言言言ええええるとるとるとると思思思思いますいますいますいます。。。。一方一方一方一方でででで農業農業農業農業についてもについてもについてもについても、、、、ヨヨヨヨーーーーロロロロッパッパッパッパはははは環境払環境払環境払環境払いといいといいといいといううううのがのがのがのが入入入入っっっっていまていまていまていますしすしすしすし、、、、日本日本日本日本もももも今今今今直接支払直接支払直接支払直接支払いといいといいといいというううう、、、、今今今今後後後後そそそそうううういいいいうううう方方方方向向向向にににに向向向向かかかかうううう可可可可能能能能性性性性もももも少少少少しししし秘秘秘秘めていますめていますめていますめていますのでのでのでので、、、、そそそ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、、、、トトトトレレレレンンンンドドドドとしてはとしてはとしてはとしては農業農業農業農業もそもそもそもそうううういいいいうううう側面側面側面側面がががが出出出出てくるとてくるとてくるとてくると思思思思っっっっていまていまていまていま
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すすすす。。。。以以以以上上上上ですですですです。。。。実実実実はははは農業農業農業農業対策対策対策対策についてはについてはについてはについては国国国国のののの施策施策施策施策がががが漠漠漠漠然然然然としてとしてとしてとして、、、、そもそものそもそものそもそものそもそもの混乱混乱混乱混乱のののの第一第一第一第一はははは国国国国○○○○山下委員山下委員山下委員山下委員にあるとにあるとにあるとにあると思思思思いますいますいますいます。。。。このこのこのこの農業農業農業農業のののの出出出出荷荷荷荷額額額額をををを担担担担っっっっているのはているのはているのはているのは専専専専業農業農業農業農家家家家とととと第一第一第一第一種種種種兼兼兼兼業農業農業農業農家家家家だとだとだとだと整整整整理理理理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。。。。農農農農家家家家はははは奈良県内奈良県内奈良県内奈良県内にににに３３３３万万万万戸戸戸戸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もももも、、、、そのそのそのその２２２２つをつをつをつを合合合合わせわせわせわせまままますとすとすとすと４４４４，，，，５６０５６０５６０５６０戸戸戸戸ぐぐぐぐらいらいらいらい。。。。要要要要するにするにするにするに３３３３万万万万戸戸戸戸のののの対策対策対策対策をするのかをするのかをするのかをするのか４４４４，，，，５６０５６０５６０５６０戸戸戸戸のののの対策対策対策対策をするのをするのをするのをするのかかかか、、、、これのこれのこれのこれの対策対策対策対策のいのいのいのいわわわわゆゆゆゆるるるる選択選択選択選択のののの問題問題問題問題ですですですです。。。。そのそのそのその辺辺辺辺はははは整理整理整理整理してかからなしてかからなしてかからなしてかからなけけけけれれれればばばばならないのならないのならないのならないのではないかとではないかとではないかとではないかと。。。。さらにさらにさらにさらに、、、、奈良県奈良県奈良県奈良県としてほとしてほとしてほとしてほっっっっておくておくておくておくわけわけわけわけにいかないにいかないにいかないにいかない問題問題問題問題はははは、、、、耕耕耕耕作作作作放放放放棄棄棄棄地地地地がががが大大大大変変変変多多多多いといといといと。。。。１１１１８８８８．．．．５５５５％％％％ですかですかですかですか、、、、近近近近畿畿畿畿でででで一一一一番番番番多多多多いいいい、、、、全全全全国国国国的的的的にもにもにもにも７７７７位位位位であるとであるとであるとであると。。。。このこのこのこの耕耕耕耕作作作作放放放放棄棄棄棄地地地地にににに対対対対するするするする対対対対策策策策ををををどうどうどうどう考考考考ええええているのかているのかているのかているのか。。。。これもこれもこれもこれも環境対策環境対策環境対策環境対策のののの主主主主たるたるたるたる課課課課題題題題でありでありでありであり、、、、すすすすぐぐぐぐにでもにでもにでもにでも着着着着手手手手しなしなしなしなけけけけれれれればばばばならないならないならないならない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。。。。よくよくよくよく山山山山間間間間部部部部のののの農林関係農林関係農林関係農林関係のののの事業事業事業事業でほでほでほでほ場整備事業場整備事業場整備事業場整備事業がごがごがごがござざざざいますいますいますいます。。。。これもそれなりにこれもそれなりにこれもそれなりにこれもそれなりに果果果果たしてきたたしてきたたしてきたたしてきた歴史歴史歴史歴史的的的的なななな意味意味意味意味といといといといううううのはのはのはのは決決決決してしてしてして小小小小さいものではないとさいものではないとさいものではないとさいものではないと思思思思いいいいますますますますけけけけれれれれどどどどもももも、、、、しかししかししかししかし、、、、減反減反減反減反のののの必必必必要要要要性性性性がががが叫叫叫叫ばばばばれてもれてもれてもれてもうううう２０２０２０２０年年年年近近近近くなるのですくなるのですくなるのですくなるのです。。。。にもかかにもかかにもかかにもかかわわわわらずらずらずらず、、、、一方一方一方一方でほでほでほでほ場整備場整備場整備場整備がまたがまたがまたがまたややややらておるといらておるといらておるといらておるというううう話話話話もももも含含含含めましてめましてめましてめまして、、、、そそそそうううういいいいううううとことことこところろろろにににに予算予算予算予算をををを投投投投入入入入するならするならするならするならばばばば、、、、ややややはりはりはりはり耕耕耕耕作作作作放放放放棄棄棄棄地地地地ををををどうどうどうどう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ううう独独独独自自自自のののの対策対策対策対策をををを打打打打ちちちち立立立立てるてるてるてる必必必必要要要要ががががあるのではないのかとあるのではないのかとあるのではないのかとあるのではないのかと思思思思ううううのでありますのでありますのでありますのであります。。。。これについてこれについてこれについてこれについて、、、、ももももうううう農業農業農業農業対策対策対策対策としてはとしてはとしてはとしては、、、、そのそのそのその耕耕耕耕作作作作放放放放棄棄棄棄地地地地のののの問題問題問題問題、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは専専専専業農業農業農業農家家家家あるいはあるいはあるいはあるいは第一第一第一第一種種種種兼兼兼兼業農業農業農業農家家家家にににに対対対対するするするする対策対策対策対策、、、、ここにここにここにここに選択選択選択選択とととと集集集集中中中中をしながらをしながらをしながらをしながら農業農業農業農業政政政政策策策策をををを進進進進めていくべきではないかとめていくべきではないかとめていくべきではないかとめていくべきではないかと思思思思ううううのですのですのですのですけけけけれれれれどどどどもももも、、、、冨岡農林部冨岡農林部冨岡農林部冨岡農林部長長長長、、、、どうどうどうどうですかですかですかですか。。。。大大大大きくきくきくきく２２２２点点点点ごごごご指指指指摘摘摘摘いただいたといただいたといただいたといただいたと思思思思いますいますいますいますけけけけれれれれどどどど、、、、まずまずまずまず１１１１点目点目点目点目がががが、、、、奈良県奈良県奈良県奈良県○○○○冨岡農林部長冨岡農林部長冨岡農林部長冨岡農林部長のののの置置置置かれているかれているかれているかれている農業農業農業農業のののの現現現現状状状状にににに照照照照らしてらしてらしてらして、、、、言言言言葉葉葉葉をかをかをかをかええええるとるとるとると選択選択選択選択をしてをしてをしてをして、、、、いいいいわわわわゆゆゆゆるるるる第一第一第一第一種種種種兼兼兼兼業業業業農農農農家家家家といいますかといいますかといいますかといいますか、、、、３３３３万農万農万農万農家家家家ののののううううちちちち４４４４，，，，５００５００５００５００戸戸戸戸ぐぐぐぐらいといらいといらいといらいといううううことでことでことでことで、、、、仮仮仮仮りにそりにそりにそりにそううううしたとしたとしたとしたときにきにきにきに、、、、大大大大半半半半がががが奈良県奈良県奈良県奈良県のののの場場場場合合合合はははは小小小小規規規規模模模模なななな稲稲稲稲作作作作兼兼兼兼業農業農業農業農家家家家、、、、これがこれがこれがこれが９９９９割割割割ぐぐぐぐらいらいらいらい占占占占めていますからめていますからめていますからめていますから、、、、言言言言いかいかいかいかええええるとるとるとると１１１１割割割割がががが主主主主としてとしてとしてとして種種種種苗苗苗苗のののの農業農業農業農業をしておられるをしておられるをしておられるをしておられる、、、、力力力力をををを重重重重点化点化点化点化、、、、置置置置くべきくべきくべきくべき農農農農家家家家ではではではではないかといないかといないかといないかといううううごごごご指指指指摘摘摘摘だとだとだとだと思思思思いますいますいますいますけけけけれれれれどどどどもももも、、、、このこのこのこの前前前前もももも知事知事知事知事からからからから答答答答弁弁弁弁ささささせせせせていただいていまていただいていまていただいていまていただいていますすすすけけけけれれれれどどどどもももも、、、、県県県県ではではではでは今年度今年度今年度今年度からからからからママママーーーーケティケティケティケティンンンンググググ・・・・ココココスススストトトト戦略戦略戦略戦略といといといといううううことをことをことをことを推進推進推進推進したいといしたいといしたいといしたいといううううことでことでことでことで、、、、そのそのそのそのポポポポイイイイントントントントはははは、、、、今今今今までまでまでまで県県県県がががが主主主主要産要産要産要産物物物物としてとしてとしてとして引引引引っっっっ張張張張っっっってきたよてきたよてきたよてきたよううううなななな柿柿柿柿とかおとかおとかおとかお茶茶茶茶とかとかとかとか、、、、そそそそうううういいいいううううリリリリーーーーデデデディィィィンンンンググググ品目品目品目品目をををを選選選選定定定定してしてしてして、、、、そこにそこにそこにそこに集集集集中中中中的的的的にてこにてこにてこにてこ入入入入れをしていこれをしていこれをしていこれをしていこううううとととと、、、、産産産産物物物物としてのとしてのとしてのとしての力力力力をををを継続継続継続継続ささささせせせせていきたいていきたいていきたいていきたい、、、、これがこれがこれがこれが一一一一つでごつでごつでごつでござざざざいますいますいますいます。。。。ももももうううう１１１１点点点点はははは、、、、チャレチャレチャレチャレンジンジンジンジ品目品目品目品目といといといといううううことでことでことでことで大大大大和和和和野野野野菜菜菜菜であるとかであるとかであるとかであるとか球球球球根根根根ダダダダリリリリアアアア日本一日本一日本一日本一とととと、、、、そそそそ
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うううういいいいっっっったとこたとこたとこたところろろろをををを重重重重点的点的点的点的ににににやろうやろうやろうやろうといといといといううううことでことでことでことで、、、、意意意意欲欲欲欲あるあるあるある農農農農家家家家のののの方方方方とととと協協協協定定定定をををを結結結結んんんんでおでおでおでお互互互互いいいいにににに県県県県ももももサポサポサポサポートートートートすべきとこすべきとこすべきとこすべきところろろろはしていくとことではしていくとことではしていくとことではしていくとことで、、、、言言言言いかいかいかいかええええれれれればばばば、、、、委員委員委員委員おおおお述述述述べのべのべのべの選択選択選択選択とととと集集集集中中中中までまでまでまで言言言言ええええるかるかるかるかどうどうどうどうかはかはかはかはわわわわかりまかりまかりまかりませんけせんけせんけせんけれれれれどどどど、、、、今年度今年度今年度今年度初初初初めてのめてのめてのめての試試試試行行行行ですのでですのでですのでですので、、、、そそそそうううういいいいうううう方方方方向向向向でででで取取取取りりりり組組組組んんんんでいきたいとでいきたいとでいきたいとでいきたいと思思思思っっっっていますていますていますています。。。。そのそのそのその辺辺辺辺はははは同同同同感感感感だとだとだとだと思思思思っっっっていますていますていますています。。。。それからそれからそれからそれから２２２２点目点目点目点目にににに、、、、耕耕耕耕作作作作放放放放棄棄棄棄地対策地対策地対策地対策ですですですですけけけけれれれれどどどどもももも、、、、耕耕耕耕作作作作放放放放棄棄棄棄地地地地がががが１８１８１８１８．．．．５５５５％％％％でででで全全全全国国国国７７７７位位位位といといといといううううことでことでことでことで不不不不名名名名誉誉誉誉なことですなことですなことですなことですけけけけれれれれどどどどもももも、、、、これはこれはこれはこれは山山山山間地間地間地間地域域域域、、、、奈良県奈良県奈良県奈良県のののの場場場場合合合合はははは大大大大阪阪阪阪へへへへのののの通通通通勤勤勤勤をされるをされるをされるをされる兼兼兼兼業業業業ササササララララリリリリーーーーママママンンンン農農農農家家家家がががが多多多多いといといといと。。。。そそそそうううういいいいうううう方方方方がががが９９９９割割割割ぐぐぐぐらいおられてらいおられてらいおられてらいおられて、、、、そのそのそのその人人人人たちたちたちたちがががが持持持持っっっっておられるておられるておられるておられる耕耕耕耕作地作地作地作地がががが放放放放棄棄棄棄されているされているされているされている。。。。それはそれはそれはそれは農業所得農業所得農業所得農業所得のののの収益収益収益収益がががが低低低低いといいといいといいといううううこともあこともあこともあこともあっっっってててて、、、、ササササララララリリリリーーーーママママンンンン収収収収入入入入でででで十十十十分分分分やっやっやっやっていていていていけけけけるよといるよといるよといるよといううううのがのがのがのが耕耕耕耕作作作作放放放放棄棄棄棄地地地地のののの要要要要因因因因のののの一一一一つになつになつになつになっっっっているとているとているとていると。。。。地地地地域別域別域別域別にににに見見見見たときにたときにたときにたときに、、、、大大大大和和和和高原高原高原高原とかとかとかとか南南南南部部部部でもでもでもでも大大大大阪阪阪阪へへへへ通通通通ええええるとるとるとると、、、、そそそそうううういいいいうううう立地立地立地立地条条条条件件件件になになになになっっっっていますのでていますのでていますのでていますので、、、、そこのそこのそこのそこの地地地地域域域域のののの放放放放棄棄棄棄地地地地率率率率がががが高高高高いといいといいといいというううう現現現現状状状状もありますもありますもありますもあります。。。。そそそそうううういいいいっっっったことでたことでたことでたことで、、、、国国国国ののののやっやっやっやっているているているている中山中山中山中山間地間地間地間地域域域域のののの直接支払直接支払直接支払直接支払いいいい制制制制度度度度、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは鳥鳥鳥鳥獣獣獣獣被被被被害害害害対対対対策交策交策交策交付金付金付金付金をををを来来来来年度年度年度年度はははは増増増増額額額額してほしいとしてほしいとしてほしいとしてほしいと要要要要望望望望ささささせせせせてもらてもらてもらてもらっっっっ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どどどもももも、、、、それとそれとそれとそれと平平平平坦坦坦坦ででででいいいいえばえばえばえば農農農農地地地地・・・・水水水水・・・・環境向環境向環境向環境向上上上上対策対策対策対策とととと、、、、そそそそうううういいいいっっっったものをたものをたものをたものを組組組組みみみみ合合合合わせわせわせわせてててて総総総総合的合的合的合的ににににややややららららざざざざるをるをるをるを得得得得ないといないといないといないといううううことでことでことでことで対策対策対策対策をしているのですをしているのですをしているのですをしているのですけけけけれれれれどどどどもももも、、、、耕耕耕耕作作作作放放放放棄棄棄棄地対策地対策地対策地対策はははは、、、、ももももうううう委員委員委員委員ははははわわわわかかかかっっっっておられるとておられるとておられるとておられると思思思思いますいますいますいますけけけけれれれれどどどど、、、、粘粘粘粘りりりり強強強強くしないとくしないとくしないとくしないと人間人間人間人間とととと動物動物動物動物とのとのとのとのイタイタイタイタチチチチごごごごっっっっここここみみみみたいなたいなたいなたいな環環環環境境境境になになになになっっっっていますていますていますています。。。。県県県県としてもとしてもとしてもとしても悩悩悩悩ましいましいましいましい、、、、農農農農家家家家のののの方方方方、、、、大大大大変変変変悩悩悩悩ましいましいましいましい問題問題問題問題ではあるとではあるとではあるとではあると考考考考ええええてててていますいますいますいますけけけけれれれれどどどどもももも、、、、粘粘粘粘りりりり強強強強くくくく取取取取りりりり組組組組んんんんでいくしかないといでいくしかないといでいくしかないといでいくしかないといううううことでことでことでことで、、、、今今今今後後後後ももももうううう少少少少しししし地地地地域域域域のののの人人人人とととと協働協働協働協働でででで取取取取りりりり組組組組むむむむよよよよううううなななな、、、、そそそそうううういいいいうううう仕仕仕仕組組組組みみみみもももも考考考考ええええていきたいとていきたいとていきたいとていきたいと思思思思っっっっていますていますていますています。。。。以以以以上上上上ですですですです。。。。耕耕耕耕作作作作放放放放棄棄棄棄地対策地対策地対策地対策はははは、、、、これまでもこれまでもこれまでもこれまでも部分部分部分部分的的的的にににに明日明日明日明日香香香香村村村村ななななどどどどででででやっやっやっやっていていていていろんろんろんろんなななな成成成成果果果果○○○○山下委員山下委員山下委員山下委員をををを出出出出していますしていますしていますしていますけけけけれれれれどどどどもももも、、、、都都都都市部市部市部市部のののの人人人人たちのたちのたちのたちの導導導導入入入入をををを図図図図っっっっていくとかていくとかていくとかていくとか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは子子子子どどどどもたちもたちもたちもたちとととと農業農業農業農業のののの結結結結合合合合をををを図図図図っっっっていくとかていくとかていくとかていくとか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは農業農業農業農業にににに通常通常通常通常触触触触れていないれていないれていないれていない人人人人たちのたちのたちのたちの県内県内県内県内、、、、県県県県外外外外のののの人人人人々々々々とのとのとのとの交流交流交流交流のののの場所場所場所場所にににに変変変変ええええていくことについてていくことについてていくことについてていくことについて、、、、今今今今までのまでのまでのまでの試試試試行行行行錯錯錯錯誤誤誤誤をををを整理整理整理整理しながらしながらしながらしながら真真真真剣剣剣剣にににに考考考考ええええていくていくていくていく時期時期時期時期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ううううのですのですのですのです。。。。そそそそううううでないとでないとでないとでないと、、、、耕耕耕耕作作作作放放放放棄棄棄棄地地地地、、、、これからこれからこれからこれから私私私私らのらのらのらの世世世世代代代代、、、、私私私私ももももももももうううう７０７０７０７０才才才才にににに近近近近いのですいのですいのですいのですけけけけれれれれどどどどもももも、、、、同同同同級級級級生生生生はははは、、、、まだまだまだまだ現現現現役役役役であであであであっっっったときはたときはたときはたときは機械機械機械機械のののの買買買買いかいかいかいかええええのののの意意意意欲欲欲欲もあもあもあもあっっっったとたとたとたと。。。。しかししかししかししかし、、、、年金年金年金年金生活生活生活生活をををを始始始始めためためためた途途途途端端端端にににに、、、、ももももううううここここんんんんなななな農業農業農業農業機械機械機械機械のののの買買買買いいいいかかかかええええななななんんんんてててて、、、、とてもとてもとてもとてもじゃじゃじゃじゃないないないないけけけけれれれれどどどどもももも考考考考ええええられないといられないといられないといられないといううううことでことでことでことで放放放放棄棄棄棄をしていくをしていくをしていくをしていく、、、、ももももううううつつつつくらないとくらないとくらないとくらないと。。。。今今今今のののの平野部平野部平野部平野部ではではではでは、、、、ここここうううういいいいううううことなことなことなことなんんんんですですですです。。。。米米米米がががが安安安安いとかいとかいとかいとか減反減反減反減反促促促促進進進進しているとしているとしているとしていると言言言言うけうけうけうけれれれれどどどどもももも、、、、１０１０１０１０年年年年前前前前とととと比比比比べてべてべてべて減反減反減反減反地地地地はははは少少少少ないしないしないしないし、、、、私私私私のののの散散散散歩歩歩歩道道道道にはほとにはほとにはほとにはほとんどんどんどんどないですないですないですないです。。。。ななななぜぜぜぜかといかといかといかとい
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えばえばえばえば、、、、やみやみやみやみ小小小小作作作作がいるとがいるとがいるとがいると。。。。要要要要するにするにするにするに１１１１町町町町歩歩歩歩ないしないしないしないし２２２２町町町町歩歩歩歩、、、、人人人人のののの土土土土地地地地をををを借借借借りてりてりてりて耕耕耕耕作作作作してしてしてして専専専専業業業業農農農農家家家家よりもよりもよりもよりも生生生生産産産産性性性性をををを上上上上げているげているげているげている、、、、そそそそうううういいいいうううう農農農農家家家家がおるとがおるとがおるとがおると。。。。それだそれだそれだそれだっっっったらたらたらたら要要要要するにするにするにするに土土土土地地地地のののの税税税税金金金金もかもかもかもかけけけけなくていいしなくていいしなくていいしなくていいし、、、、あるいはまたあるいはまたあるいはまたあるいはまた、、、、吉野川分水吉野川分水吉野川分水吉野川分水のののの経費等経費等経費等経費等々々々々、、、、農業農業農業農業にににに係係係係るるるる経費経費経費経費もももも全全全全部部部部持持持持たなくていいとたなくていいとたなくていいとたなくていいと。。。。ただただただただ、、、、雑草雑草雑草雑草をををを生生生生ややややしておしておしておしておっっっったらたらたらたら自自自自分分分分でででで処理処理処理処理しなしなしなしなけけけけれれれればばばばならないのでならないのでならないのでならないので、、、、自自自自分分分分のとこのとこのとこのところろろろでしてくれるかといでしてくれるかといでしてくれるかといでしてくれるかというううう口約口約口約口約束束束束ででででどんどんどんどんどんどんどんどん手手手手をををを広広広広げていげていげていげていっっっっているからているからているからているから、、、、減反減反減反減反のとのとのとのとこここころろろろがほとがほとがほとがほとんどんどんどんど目立目立目立目立たないとたないとたないとたないと現象現象現象現象があるのですがあるのですがあるのですがあるのです。。。。そそそそうううういいいいううううとことことこところろろろもももも含含含含めてめてめてめて、、、、ややややはりはりはりはり前前前前ももももっっっってててて手手手手をををを打打打打っっっっておくておくておくておく必必必必要要要要があるのではないかとがあるのではないかとがあるのではないかとがあるのではないかと思思思思ううううのですのですのですのですけけけけれれれれどどどどもももも、、、、いかがでしいかがでしいかがでしいかがでしょょょょううううかかかか。。。。委員委員委員委員おおおお述述述述べのとおりでごべのとおりでごべのとおりでごべのとおりでござざざざいましていましていましていまして、、、、子子子子どどどどもたちがもたちがもたちがもたちが農業農業農業農業にににに親親親親ししししむむむむといといといというううう○○○○冨岡農林部長冨岡農林部長冨岡農林部長冨岡農林部長ことはことはことはことは、、、、小小小小さいときからさいときからさいときからさいときから肌肌肌肌でででで体体体体験験験験していくといしていくといしていくといしていくといううううのがのがのがのが、、、、教教教教育育育育とととと一一一一緒緒緒緒でででで一一一一番番番番最最最最もももも大大大大切切切切なことなことなことなことだとだとだとだと思思思思っっっっていましてていましてていましてていまして、、、、農林部農林部農林部農林部でもでもでもでも、、、、ここもここもここもここもうううう４４４４～～～～５５５５前前前前からだとからだとからだとからだと思思思思いますいますいますいますけけけけれれれれどどどどもももも、、、、子子子子どどどどももももたちたちたちたち、、、、小学校単小学校単小学校単小学校単位位位位ですですですですけけけけれれれれどどどどもももも、、、、１１１１年年年年間間間間にににに数数数数校校校校ぐぐぐぐらいにらいにらいにらいに稲稲稲稲作作作作体体体体験験験験をしてもらをしてもらをしてもらをしてもらっっっったりたりたりたり、、、、外外外外国国国国のののの人人人人にもにもにもにも送送送送っっっったりとかたりとかたりとかたりとか、、、、いいいいろんろんろんろんなとこなとこなとこなところろろろでででで食食食食べてもらべてもらべてもらべてもらううううとかとかとかとか、、、、そそそそうううういいいいうううう取取取取りりりり組組組組みみみみをををを細細細細々々々々ととととですですですですけけけけれれれれどどどどももももややややりりりり始始始始めていますめていますめていますめていますけけけけれれれれどどどどもももも、、、、農林部農林部農林部農林部だだだだけけけけのののの取取取取りりりり組組組組みみみみではなしにではなしにではなしにではなしに、、、、子子子子どどどどもさもさもさもさんんんんですからですからですからですから教教教教育育育育委員会委員会委員会委員会ともともともとも連携連携連携連携をとりながらをとりながらをとりながらをとりながらややややるとかるとかるとかるとか、、、、青青青青少少少少年年年年であれであれであれであればばばばくらしくらしくらしくらし創造創造創造創造部部部部ともともともとも一一一一緒緒緒緒ににににややややるとかるとかるとかるとか、、、、そそそそうううういいいいうううういいいいろんろんろんろんなななな人生人生人生人生のののの過過過過程程程程過過過過程程程程でででで取取取取りりりり組組組組みみみみをををを徐徐徐徐 々々々々にににに深深深深めていくといめていくといめていくといめていくというううう取取取取りりりり組組組組みみみみはははは大事大事大事大事とととと思思思思っっっっていますていますていますています。。。。次次次次にににに、、、、林業林業林業林業ですですですです。。。。○○○○山下委員山下委員山下委員山下委員林業林業林業林業ののののネネネネックックックックはははは、、、、森森森森林組林組林組林組合合合合だとだとだとだと思思思思ううううのですのですのですのです。。。。県下県下県下県下にはにはにはには２０２０２０２０のののの森森森森林組林組林組林組合合合合があるよがあるよがあるよがあるよううううでごでごでごでござざざざいましていましていましていまして、、、、組組組組合合合合員員員員のののの数数数数がががが、、、、何何何何とととと１１１１万万万万６６６６，，，，６５５６５５６５５６５５人人人人登録登録登録登録なさなさなさなさっっっっているているているている。。。。いずれにいたしましいずれにいたしましいずれにいたしましいずれにいたしましてもてもてもても、、、、県県県県がががが直接直接直接直接にににに事業委託事業委託事業委託事業委託しているしているしているしている事業事業事業事業、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは市町村市町村市町村市町村をををを通通通通してしてしてして事業委託事業委託事業委託事業委託等等等等をしているをしているをしているをしている事業事業事業事業がががが約約約約６６６６億円億円億円億円近近近近くあるくあるくあるくある。。。。先先先先ほほほほどどどどのののの２２０２２０２２０２２０人人人人にこだにこだにこだにこだわわわわるのはるのはるのはるのは、、、、６６６６億円億円億円億円のののの事業事業事業事業をををを県県県県がががが直接直接直接直接ああああるいはるいはるいはるいは市町村市町村市町村市町村をををを通通通通してしてしてして事業委託事業委託事業委託事業委託しますとしますとしますとしますと、、、、大体年大体年大体年大体年収収収収３００３００３００３００万円万円万円万円のののの人人人人たちをたちをたちをたちを２００２００２００２００人人人人にににに仕仕仕仕事事事事をををを出出出出せせせせるるるるわけわけわけわけですですですです。。。。ではではではでは森森森森林組林組林組林組合自合自合自合自体体体体がががが出出出出しているしているしているしている仕仕仕仕事事事事のののの量量量量ははははどどどどれれれれぐぐぐぐらいあるのかといらいあるのかといらいあるのかといらいあるのかといううううことをおことをおことをおことをお答答答答ええええいただきたいいただきたいいただきたいいただきたい。。。。さらにまたさらにまたさらにまたさらにまた、、、、森森森森林林林林環境環境環境環境税税税税をををを使使使使っっっっておりますておりますておりますております、、、、県県県県のののの森森森森林林林林区区区区分設定事業分設定事業分設定事業分設定事業ですかですかですかですか、、、、要要要要するにするにするにするに環環環環境境境境林林林林としてとしてとしてとして置置置置いておくかいておくかいておくかいておくか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは木木木木材生材生材生材生産林産林産林産林政政政政策策策策区区区区分分分分、、、、これはこれはこれはこれは非非非非常常常常にいいにいいにいいにいい事業事業事業事業ですですですです。。。。ここここのののの事業事業事業事業はははは予算予算予算予算でででで４４４４，，，，７２０７２０７２０７２０万円万円万円万円をををを組組組組んんんんでいるでいるでいるでいるわけわけわけわけでありますでありますでありますでありますけけけけれれれれどどどどもももも、、、、平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度でででで終終終終わわわわりなのかりなのかりなのかりなのかどうどうどうどうかかかか、、、、４４４４，，，，７２０７２０７２０７２０万円万円万円万円でででで整理整理整理整理できるのかできるのかできるのかできるのかどうどうどうどうかかかか、、、、それもそれもそれもそれも含含含含めておめておめておめてお答答答答ええええいただいただいただいただきたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。２２２２点点点点いただきましたいただきましたいただきましたいただきましたけけけけれれれれどどどどもももも、、、、まずまずまずまず１１１１点目点目点目点目、、、、条例条例条例条例にににに基基基基づくづくづくづく基基基基本本本本指指指指針針針針をををを作作作作○○○○冨岡農林部長冨岡農林部長冨岡農林部長冨岡農林部長
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成中成中成中成中でごでごでごでござざざざいましていましていましていまして、、、、近近近近々々々々かなりかなりかなりかなり固固固固めてこれるとめてこれるとめてこれるとめてこれると思思思思っっっっていましてていましてていましてていまして、、、、それをそれをそれをそれを受受受受けけけけてのてのてのての作作作作業業業業をををを、、、、このこのこのこの４４４４，，，，７００７００７００７００万円万円万円万円をををを使使使使わせわせわせわ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今年度今年度今年度今年度にできれにできれにできれにできればやばやばやば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ことをことをことをことを考考考考ええええてててておりますおりますおりますおります。。。。２２２２点目点目点目点目についてはについてはについてはについては、、、、組組組組合合合合林林林林のののの生生生生産産産産量量量量についてはについてはについてはについては担担担担当当当当課長課長課長課長よりごよりごよりごよりご答答答答弁弁弁弁いたしますいたしますいたしますいたします。。。。森森森森林組林組林組林組合合合合にににに対対対対するするするする仕仕仕仕事事事事ですがですがですがですが、、、、森森森森林林林林造造造造成事業成事業成事業成事業でありますとかでありますとかでありますとかでありますとか、、、、県産県産県産県産材安材安材安材安○○○○七尾林政課長七尾林政課長七尾林政課長七尾林政課長定定定定供給促供給促供給促供給促進事業進事業進事業進事業、、、、仕仕仕仕事事事事のののの量量量量といといといというううう形形形形ではではではでは今手今手今手今手元元元元にににに資料資料資料資料がごがごがごがござざざざいまいまいまいませんせんせんせん。。。。委員委員委員委員がががが、、、、先先先先ほほほほどどどどおおおお述述述述べになりましたよべになりましたよべになりましたよべになりましたよううううにににに、、、、いいいいろんろんろんろんなななな事業事業事業事業がががが県県県県からからからから直接直接直接直接、、、、もしくはもしくはもしくはもしくは市町村市町村市町村市町村をををを通通通通じじじじてててて流流流流れておれておれておれておることになることになることになること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。。。。以以以以上上上上でごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。ななななっっっっとるといとるといとるといとるというううう資料資料資料資料をいただいたのでをいただいたのでをいただいたのでをいただいたので質問質問質問質問しているのですしているのですしているのですしているのですけけけけれれれれどどどどもももも、、、、質問質問質問質問がががが○○○○山下委員山下委員山下委員山下委員おかしかおかしかおかしかおかしかっっっったらおかしいたらおかしいたらおかしいたらおかしい、、、、どどどどこがおかしいとこがおかしいとこがおかしいとこがおかしいと言言言言っっっってくださいてくださいてくださいてください。。。。だからだからだからだから、、、、今今今今森森森森林組林組林組林組合合合合がががが組組組組合合合合としてとしてとしてとしてみみみみずからずからずからずから自主的自主的自主的自主的ににににやっやっやっやっているているているている事業事業事業事業のののの事業事業事業事業量量量量ははははどどどどれれれれぐぐぐぐらいあるのかといらいあるのかといらいあるのかといらいあるのかといううううことをことをことをことを聞聞聞聞いいいいているのですているのですているのですているのです。。。。 森森森森林林林林造造造造成事業成事業成事業成事業につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、例例例例えばえばえばえば間伐等間伐等間伐等間伐等ををををやっやっやっやってごてごてごてござざざざいますいますいますいます、、、、そのそのそのその○○○○七尾林政課長七尾林政課長七尾林政課長七尾林政課長中中中中でででで、、、、代理申請代理申請代理申請代理申請とととと申申申申しましてしましてしましてしまして、、、、森森森森林組林組林組林組合合合合員員員員がががが山山山山のののの作作作作業業業業をしましてをしましてをしましてをしまして、、、、そのかそのかそのかそのかわわわわりにりにりにりに申請申請申請申請のののの手手手手続等続等続等続等をををを森森森森林組林組林組林組合合合合ががががやっやっやっやったりしておりますたりしておりますたりしておりますたりしております。。。。それがほとそれがほとそれがほとそれがほとんどんどんどんどでごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。ここここうううういいいいっっっったものたものたものたものにつきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、森森森森林組林組林組林組合合合合がががが直接直接直接直接やっやっやっやっておるといておるといておるといておるといううううのはのはのはのは奈良県奈良県奈良県奈良県のののの場場場場合合合合５５５５％％％％程度程度程度程度とととと把握把握把握把握してしてしてしておりますおりますおりますおります。。。。おおおお金金金金のののの流流流流れですがれですがれですがれですが、、、、所所所所有有有有者者者者がががが間伐間伐間伐間伐をしましてをしましてをしましてをしまして、、、、それのそれのそれのそれの申請申請申請申請をををを森森森森林組林組林組林組合合合合がしましてがしましてがしましてがしまして、、、、最終最終最終最終的的的的にはまたにはまたにはまたにはまた所所所所有有有有者者者者にににに戻戻戻戻っっっっていくといていくといていくといていくというううう形形形形になになになになっっっってごてごてごてござざざざいますいますいますいます。。。。５５５５％％％％につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては森森森森林組林組林組林組合合合合がががが直接直接直接直接雇雇雇雇用用用用者者者者等等等等でででで実施実施実施実施したりしておりますしたりしておりますしたりしておりますしたりしております。。。。それとそれとそれとそれと、、、、あとあとあとあと森森森森林林林林環境環境環境環境税税税税のののの緊急緊急緊急緊急間伐等間伐等間伐等間伐等につきましてもにつきましてもにつきましてもにつきましても、、、、入入入入札札札札によりましてによりましてによりましてによりまして森森森森林組林組林組林組合合合合がががが実実実実施施施施しているしているしているしている事業事業事業事業がごがごがごがござざざざいますいますいますいます。。。。わわわわからないからないからないからない人人人人ですですですですねねねね。。。。聞聞聞聞きききき方方方方がががが悪悪悪悪いのだといのだといのだといのだと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、聞聞聞聞いていることにいていることにいていることにいていることに答答答答○○○○山下委員山下委員山下委員山下委員ええええていないていないていないていない。。。。だからだからだからだから、、、、県県県県がががが、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは市町村市町村市町村市町村をををを通通通通してしてしてして出出出出すすすす委託事業委託事業委託事業委託事業以以以以外外外外にににに、、、、森森森森林組林組林組林組合合合合独独独独自自自自がががが行行行行うううう事業事業事業事業量量量量といといといといううううのはのはのはのはどどどどれれれれぐぐぐぐらいあるのとらいあるのとらいあるのとらいあるのと言言言言っっっっているているているている。。。。ももももっっっっとととと言言言言っっっったらたらたらたら、、、、森森森森林組林組林組林組合合合合もももも自自自自分分分分たちのたちのたちのたちの山山山山をををを持持持持っっっっているているているているわけわけわけわけでしでしでしでしょょょょ。。。。本本本本来来来来ならならならならばばばば自自自自分分分分たちがたちがたちがたちが森森森森林林林林労働労働労働労働者者者者をををを雇雇雇雇用用用用してしてしてして間伐間伐間伐間伐したりしなしたりしなしたりしなしたりしなけけけけれれれればばばばならないならないならないならないわけわけわけわけですですですです。。。。それをそれをそれをそれを組組組組合合合合員員員員がががが組組組組合合合合にににに事業委託事業委託事業委託事業委託するするするする、、、、組組組組合合合合員員員員がががが組組組組合合合合におにおにおにお願願願願いするいするいするいする、、、、組組組組合合合合からからからから雇雇雇雇用用用用者者者者をををを雇雇雇雇っっっってててて間伐間伐間伐間伐するといするといするといするというううう形形形形ではないのですかではないのですかではないのですかではないのですか。。。。そのそのそのその５５５５％％％％はははは、、、、そそそそうううういいいいうううう形形形形ででででやっやっやっやっているているているている事業事業事業事業がががが５５５５％％％％でででで、、、、あとはあとはあとはあとは全全全全部部部部公公公公共共共共的的的的なななな事業事業事業事業とととと違違違違ううううのですかのですかのですかのですか。。。。要要要要するにするにするにするに、、、、今県今県今県今県やややや、、、、
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あるいはあるいはあるいはあるいは市町村市町村市町村市町村をををを通通通通してしてしてして流流流流れていくれていくれていくれていく委託事業委託事業委託事業委託事業以以以以外外外外にににに、、、、森森森森林組林組林組林組合合合合がががが本本本本来自来自来自来自分分分分たちのたちのたちのたちの仕仕仕仕事事事事としとしとしとしてするてするてするてする事業事業事業事業ははははどどどどれれれれぐぐぐぐらいらいらいらいやっやっやっやっているのとているのとているのとているのと聞聞聞聞いているのですいているのですいているのですいているのです。。。。事業事業事業事業量量量量につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、今今今今把握把握把握把握できておりまできておりまできておりまできておりませんせんせんせん。。。。○○○○七尾林政課長七尾林政課長七尾林政課長七尾林政課長それでそれでそれでそれで、、、、森森森森林組林組林組林組合合合合につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、森森森森林所林所林所林所有有有有者者者者がががが互互互互いにいにいにいに協協協協力力力力してしてしてして林業林業林業林業のののの発発発発展展展展をををを目目目目指指指指すすすす協協協協同組同組同組同組合合合合でででで、、、、組組組組合合合合員員員員のののの出出出出資資資資によりによりによりにより運運運運営営営営されておりますされておりますされておりますされております。。。。おおおお述述述述べのべのべのべの森森森森林組林組林組林組合合合合のののの本本本本来的来的来的来的なななな仕仕仕仕事事事事ななななのですがのですがのですがのですが、、、、今今今今現在現在現在現在、、、、国国国国のののの検検検検討討討討会会会会でもでもでもでも中中中中間間間間報報報報告告告告がががが出出出出ておりましてておりましてておりましてておりまして、、、、森森森森林林林林・・・・林業再林業再林業再林業再生生生生ププププラララランンンンのののの中中中中でででで中中中中間間間間報報報報告告告告もももも出出出出ているのですがているのですがているのですがているのですが、、、、森森森森林組林組林組林組合合合合のののの本本本本来来来来業務業務業務業務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、、、、組組組組合合合合員員員員のののの山山山山をををを管管管管理理理理、、、、経経経経営営営営するといするといするといするといううううのがのがのがのが本本本本来的来的来的来的なななな役役役役割割割割でででで、、、、施施施施業業業業のののの集集集集約約約約化化化化、、、、合意合意合意合意形形形形成成成成、、、、そそそそうううういいいいっっっったたたた具具具具体体体体ののののププププラララランンンンをををを組組組組合合合合員員員員にににに出出出出していくのがしていくのがしていくのがしていくのが本本本本来来来来業務業務業務業務ではないかとではないかとではないかとではないかと今議今議今議今議論論論論されておりますされておりますされておりますされております。。。。県県県県におきまにおきまにおきまにおきましてもしてもしてもしても、、、、今今今今後後後後そそそそうううういいいいっっっったたたた業務業務業務業務をををを中中中中心心心心ににににやっやっやっやっていただきたいとていただきたいとていただきたいとていただきたいと考考考考ええええておるとこておるとこておるとこておるところろろろでごでごでごでござざざざいまいまいまいますすすす。。。。以以以以上上上上ですですですです。。。。森森森森林組林組林組林組合合合合にににに多多多多くのくのくのくの事業事業事業事業をををを委託委託委託委託しながらしながらしながらしながら、、、、森森森森林組林組林組林組合合合合がががが本本本本来来来来しなしなしなしなけけけけれれれればばばばならないならないならないならない○○○○山下委員山下委員山下委員山下委員組組組組合合合合員員員員のののの森森森森林林林林のののの管理管理管理管理やややや、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは森森森森林林林林育育育育成成成成のののの事業事業事業事業、、、、それについてそれについてそれについてそれについてどどどどれだれだれだれだけけけけしているのかしているのかしているのかしているのかわわわわからないからないからないからない、、、、把握把握把握把握してないしてないしてないしてない。。。。要要要要するにするにするにするに、、、、公公公公共事業共事業共事業共事業をををを垂垂垂垂れれれれ流流流流ししてししてししてしして、、、、そのそのそのその中中中中でしかでしかでしかでしか森森森森林組林組林組林組合合合合とととといいいいううううのはのはのはのは存在存在存在存在していないのではないかしていないのではないかしていないのではないかしていないのではないか、、、、先先先先ほほほほどどどど冨岡農林部長冨岡農林部長冨岡農林部長冨岡農林部長がががが答答答答ええええていただきましたていただきましたていただきましたていただきました。。。。森森森森林林林林のののの区区区区分設定事業分設定事業分設定事業分設定事業がががが整理整理整理整理できたらできたらできたらできたら、、、、少少少少なくともなくともなくともなくとも環境対策環境対策環境対策環境対策林林林林以以以以外外外外のののの木木木木材材材材をををを生生生生産産産産するためのするためのするためのするための山山山山についてはについてはについてはについては森森森森林組林組林組林組合合合合にににに責任責任責任責任をををを持持持持っっっってててて管理管理管理管理運運運運営営営営してもらしてもらしてもらしてもらううううといといといといううううよよよよううううなななな方方方方向向向向をををを出出出出してもらしてもらしてもらしてもらわわわわななななけけけけれれれればばばばなりまなりまなりまなりませんせんせんせん。。。。県県県県民民民民にににに説明説明説明説明がつかないではないですかがつかないではないですかがつかないではないですかがつかないではないですか。。。。森森森森林林林林環境環境環境環境税税税税をををを県県県県民民民民からいたからいたからいたからいただいてだいてだいてだいて、、、、５５５５年年年年ですかですかですかですか。。。。そそそそろろろろそそそそろろろろ総総総総括括括括をしてをしてをしてをして、、、、これをこれをこれをこれを続続続続けけけけるのかるのかるのかるのかどうどうどうどうかもかもかもかも含含含含めてめてめてめて県県県県民民民民にににに説明説明説明説明しなしなしなしなけけけけれれれればばばばならないですならないですならないですならないです。。。。森森森森林組林組林組林組合合合合にににに、、、、そそそそんんんんなななな乱乱乱乱暴暴暴暴なななな運運運運営営営営をををを放放放放置置置置してしてしてして県県県県民民民民をををを説得説得説得説得できるとできるとできるとできると思思思思いますかいますかいますかいますか。。。。冨岡農林部長冨岡農林部長冨岡農林部長冨岡農林部長、、、、どうどうどうどうですかですかですかですか。。。。私私私私がががが持持持持っっっっているているているている数数数数字字字字がががが、、、、間間間間違違違違っっっっているかもしれまているかもしれまているかもしれまているかもしれませんけせんけせんけせんけれれれれどどどどもももも、、、、先先先先ほほほほどどどど○○○○冨岡農林部長冨岡農林部長冨岡農林部長冨岡農林部長のののの森森森森林組林組林組林組合合合合ががががどどどどれだれだれだれだけけけけのののの収収収収支支支支ババババラララランンンンススススかといかといかといかといううううおおおお話話話話がごがごがごがござざざざいましたのでいましたのでいましたのでいましたので、、、、平成平成平成平成２０２０２０２０年度年度年度年度のののの決算決算決算決算数数数数値値値値ですですですですけけけけれれれれどどどどもももも、、、、部部部部門門門門別別別別収益収益収益収益でででで、、、、部部部部門門門門はははは先先先先ほほほほどどどど七尾七尾七尾七尾林林林林政政政政課長課長課長課長がががが言言言言いましたよいましたよいましたよいましたよううううにににに４４４４つのつのつのつの仕仕仕仕事事事事をしていましてをしていましてをしていましてをしていまして、、、、指指指指導導導導とととと販販販販売売売売・・・・加加加加工工工工、、、、森森森森林整備林整備林整備林整備でででで、、、、そのそのそのその収益収益収益収益計計計計でででで２１２１２１２１億円億円億円億円、、、、そのそのそのそのううううちちちち森森森森林整備林整備林整備林整備はははは１７１７１７１７億円億円億円億円ごごごござざざざいますいますいますいます。。。。ですからこれをですからこれをですからこれをですからこれを収収収収入入入入とでとでとでとでイイイイココココールールールールともしともしともしともし仮仮仮仮にににに置置置置けばけばけばけば、、、、それそれそれそれぐぐぐぐらいのらいのらいのらいのマクマクマクマクロロロロのののの数数数数字字字字かなとかなとかなとかなと理解理解理解理解してますしてますしてますしてます。。。。それからそれからそれからそれから、、、、森森森森林組林組林組林組合合合合についてのいについてのいについてのいについてのいろろろろいいいいろろろろとごとごとごとご指指指指摘摘摘摘いただいておりましていただいておりましていただいておりましていただいておりまして、、、、一部一部一部一部当当当当たたたたっっっってててているといいるといいるといいるといううううのはのはのはのは聞聞聞聞いておりますいておりますいておりますいております。。。。それをそれをそれをそれをどうどうどうどう検検検検証証証証していくのかといしていくのかといしていくのかといしていくのかといううううのはのはのはのは、、、、本本本本来来来来のののの林務林務林務林務ととととしてのしてのしてのしての森森森森林組林組林組林組合法合法合法合法にににに基基基基づいてづいてづいてづいて指指指指導監督権導監督権導監督権導監督権をををを持持持持っっっっていますのでていますのでていますのでていますので、、、、当当当当然然然然そのそのそのその中中中中身身身身をををを毎毎毎毎年度年度年度年度、、、、定定定定
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期期期期監監監監査査査査もしていますのでもしていますのでもしていますのでもしていますので、、、、ここここうううういいいいっっっったたたた数数数数字字字字もももも把握把握把握把握しながらしながらしながらしながら、、、、適適適適正正正正にしているかにしているかにしているかにしているかどうどうどうどうかかかか、、、、適適適適正正正正にににに執執執執行行行行、、、、支支支支出出出出がされているかがされているかがされているかがされているかどうどうどうどうかかかか林務林務林務林務としてもとしてもとしてもとしてもやっやっやっやっておりますておりますておりますております。。。。たまたまたまたまたまたまたまたま今今今今、、、、森森森森林林林林環境環境環境環境税税税税のおのおのおのお話話話話をされましたをされましたをされましたをされましたけけけけれれれれどどどどもももも、、、、今年度今年度今年度今年度、、、、条例条例条例条例をををを施施施施行行行行ささささせせせせていたていたていたていただいてだいてだいてだいて、、、、今今今今後森後森後森後森林林林林をををを区区区区分分分分をしていこをしていこをしていこをしていこううううとととと。。。。それでそれでそれでそれで先先先先般般般般、、、、代表代表代表代表質問質問質問質問でででで委員委員委員委員におにおにおにお答答答答ええええをさをさをさをさせせせせてててていただいたよいただいたよいただいたよいただいたよううううにににに、、、、南南南南部振興部振興部振興部振興策策策策のののの目目目目玉玉玉玉産業産業産業産業であるといであるといであるといであるというううう認認認認識識識識をををを持持持持っっっっていましてていましてていましてていまして、、、、それはそれはそれはそれは、、、、一一一一つはつはつはつは環境環境環境環境林林林林のののの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。。。。それそれそれそれ一一一一つつつつ基基基基本本本本にににに置置置置かかかかせせせ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、、、、木木木木材生材生材生材生産林産林産林産林についについについについてててて、、、、農業農業農業農業とととと一一一一緒緒緒緒だとだとだとだと思思思思ううううのですのですのですのですけけけけれれれれどどどどもももも、、、、意意意意欲欲欲欲のあるのあるのあるのある取取取取りりりり組組組組みみみみをするをするをするをする事業体事業体事業体事業体にににに応援応援応援応援をするをするをするをする、、、、これがこれがこれがこれが基基基基本路本路本路本路線線線線だとだとだとだと。。。。あとはあとはあとはあとは地地地地域域域域のののの雇雇雇雇用用用用情情情情勢勢勢勢とかいとかいとかいとかいろんろんろんろんなななな状状状状況況況況もももも踏踏踏踏ままままええええながらながらながらながら、、、、若若若若干干干干のきのきのきのきめめめめ細細細細かなかなかなかな手手手手当当当当てもするてもするてもするてもする必必必必要要要要があるかもしれまがあるかもしれまがあるかもしれまがあるかもしれませんけせんけせんけせんけれれれれどどどど、、、、基基基基本本本本ベベベベーーーーススススはははは、、、、意意意意欲欲欲欲のあるのあるのあるのある事業事業事業事業体体体体をををを応援応援応援応援するのはするのはするのはするのは農業農業農業農業とととと一一一一緒緒緒緒だとだとだとだと思思思思っっっっていますていますていますています。。。。それからそれからそれからそれから低低低低ココココスススストトトト戦略戦略戦略戦略をしていきましをしていきましをしていきましをしていきましょょょょううううといといといといううううのをのをのをのを打打打打ちちちち出出出出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、、、、それをそれをそれをそれを４４４４，，，，７００７００７００７００万円万円万円万円でででで作作作作業業業業をしながらをしながらをしながらをしながら平成平成平成平成２３２３２３２３年年年年度度度度以以以以降降降降にににに重重重重点支援点支援点支援点支援をををを県県県県がががが何何何何をできるのかをできるのかをできるのかをできるのか、、、、森森森森林所林所林所林所有有有有者者者者、、、、それからそれからそれからそれから森森森森林組林組林組林組合合合合、、、、それからそれからそれからそれから素素素素材材材材生生生生産業者産業者産業者産業者、、、、いいいいわわわわゆゆゆゆるるるる森森森森林林業林林業林林業林林業のののの事業体事業体事業体事業体のののの役役役役割割割割をををを決決決決めてもらめてもらめてもらめてもらわわわわないといないといないといないといけけけけまままませんせんせんせんしししし、、、、当当当当然森然森然森然森林組林組林組林組合合合合もももも悪悪悪悪いいいい側面側面側面側面ばばばばかりではなしにかりではなしにかりではなしにかりではなしに、、、、地地地地域域域域のののの所所所所有有有有者者者者のののの実態実態実態実態をををを知知知知っっっっているているているている強強強強みみみみもももも一部一部一部一部持持持持っっっってててているのもいるのもいるのもいるのも事事事事実実実実でごでごでごでござざざざいますのでいますのでいますのでいますので、、、、そこがそこがそこがそこが中中中中立立立立、、、、客客客客観観観観的的的的にににに把握把握把握把握をしながらをしながらをしながらをしながら、、、、よりよりよりより透透透透明明明明性性性性をををを持持持持っっっってててて事業体事業体事業体事業体をををを選選選選別別別別してしてしてして選択選択選択選択していくことがしていくことがしていくことがしていくことが重重重重要要要要とととと思思思思っっっっていますのでていますのでていますのでていますので、、、、県県県県としてはとしてはとしてはとしては、、、、透透透透明明明明性性性性をををを確保確保確保確保しながらしながらしながらしながら公公公公平平平平性性性性でででで意意意意欲欲欲欲のあるのあるのあるのある者者者者にににに応援応援応援応援をしていくをしていくをしていくをしていく取取取取りりりり組組組組みみみみをををを今今今今後後後後ともしたいとともしたいとともしたいとともしたいと思思思思っっっっていますていますていますています。。。。以以以以上上上上ですですですです。。。。要求要求要求要求していただいたしていただいたしていただいたしていただいた資料資料資料資料のののの中中中中でもでもでもでも、、、、平成平成平成平成１６１６１６１６年度年度年度年度にはにはにはには木木木木材生材生材生材生産額産額産額産額６０６０６０６０億円億円億円億円ああああ○○○○山下委員山下委員山下委員山下委員っっっったのですたのですたのですたのです。。。。それがそれがそれがそれが平成平成平成平成２０２０２０２０年度年度年度年度にににに３５３５３５３５億円億円億円億円になになになになっっっったたたた。。。。このこのこのこの数数数数字字字字をきちをきちをきちをきちんんんんとととと見見見見ないでないでないでないで何何何何がががが南南南南部振興局部振興局部振興局部振興局ややややとととと。。。。南南南南部部部部地地地地域域域域でででで人人人人口口口口ををををふやふやふやふやしていくといしていくといしていくといしていくといえばえばえばえば木木木木材材材材産業産業産業産業しかないではないですしかないではないですしかないではないですしかないではないですかかかか。。。。そそそそうううういいいいううううことをことをことをことを抜抜抜抜きにしてきにしてきにしてきにして南南南南部振興局部振興局部振興局部振興局をつくをつくをつくをつくっっっってててて中中中中南南南南和和和和地地地地域域域域のののの人間人間人間人間がががが喜喜喜喜んんんんでいるとしでいるとしでいるとしでいるとしたらたらたらたら、、、、これほこれほこれほこれほどどどどおめでたいおめでたいおめでたいおめでたい話話話話はないですはないですはないですはないです。。。。ややややはりはりはりはり的確的確的確的確にににに、、、、事事事事態態態態のののの核核核核心心心心ががががどどどどこにあるのかこにあるのかこにあるのかこにあるのか。。。。特特特特にににに、、、、森森森森林組林組林組林組合合合合のののの実実実実情情情情ははははわわわわかりまかりまかりまかりませんせんせんせん、、、、森森森森林林林林のののの問題問題問題問題ははははわわわわかりまかりまかりまかりませんけせんけせんけせんけれれれれどどどどもももも、、、、とにかくおとにかくおとにかくおとにかくおかしいかしいかしいかしい。。。。専専専専業農業農業農業農家家家家はほとはほとはほとはほとんどんどんどんど農業農業農業農業協協協協同組同組同組同組合合合合をををを信用信用信用信用していましていましていましていませんせんせんせん。。。。同同同同じじじじくくくく、、、、ただただただただ、、、、このこのこのこの森森森森林林林林組組組組合合合合からそからそからそからそうううういいいいうううう意意意意欲欲欲欲あるあるあるある反反反反乱乱乱乱分子分子分子分子ががががどうどうどうどうしてしてしてして出出出出てこないのかとてこないのかとてこないのかとてこないのかと不思不思不思不思議議議議でならないのですでならないのですでならないのですでならないのですけけけけれれれれどどどどもももも、、、、森森森森林林林林はははは複雑複雑複雑複雑につながにつながにつながにつながっっっっていますていますていますています。。。。そしてそしてそしてそして、、、、多多多多くのくのくのくの森森森森林林林林をををを抱抱抱抱ええええてるてるてるてる大大大大地主地主地主地主といといといといううううのはのはのはのは、、、、居居居居住住住住はほとはほとはほとはほとんどんどんどんど大大大大阪阪阪阪かかかか神神神神戸戸戸戸近近近近辺辺辺辺にあにあにあにあっっっってててて豪邸豪邸豪邸豪邸でおでおでおでお暮暮暮暮らしだとらしだとらしだとらしだと。。。。３０３０３０３０年一年一年一年一切切切切出出出出荷荷荷荷しなしなしなしなくてもくてもくてもくても生活生活生活生活ははははどうどうどうどうのこのこのこのこううううのごのごのごのござざざざいまいまいまいませんせんせんせんとととと、、、、そそそそうううういいいいうううう人間人間人間人間相手相手相手相手のののの仕仕仕仕事事事事がががが多多多多ううううごごごござざざざいましていましていましていまして、、、、それはそれはそれはそれはそれはそれはそれはそれは大大大大変変変変だとだとだとだと。。。。しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら、、、、そそそそんんんんななななどどどどぶぶぶぶみみみみたいなとこたいなとこたいなとこたいなところろろろへへへへ公公公公金金金金をををを捨捨捨捨てててて続続続続けけけけるのるのるのるの
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かといかといかといかというううう県県県県民民民民のののの批批批批判判判判をををを上上上上げなげなげなげなけけけけれれれればばばば、、、、彼彼彼彼らはらはらはらは動動動動かないだかないだかないだかないだろうろうろうろうとととと思思思思いますいますいますいます。。。。さらにさらにさらにさらに、、、、本会議場本会議場本会議場本会議場でもでもでもでも２２２２～～～～３３３３人人人人のののの方方方方からからからから外外外外国国国国人人人人にににに山山山山をををを売売売売っっっってしまてしまてしまてしまううううといといといといううううよよよよううううなななな質問質問質問質問がががが出出出出ていましたていましたていましたていました。。。。大体大体大体大体、、、、高高高高度度度度経済経済経済経済成長成長成長成長期期期期にににに山山山山をををを知知知知らないらないらないらない人人人人がががが、、、、あそこからあそこまであそこからあそこまであそこからあそこまであそこからあそこまで１００１００１００１００万円万円万円万円だといだといだといだといっっっってててて買買買買っっっったよたよたよたよううううなななな山山山山はははは一一一一番番番番危危危危ないですないですないですないです。。。。簡簡簡簡単単単単にににに売売売売っっっってしまてしまてしまてしまううううのではないでしのではないでしのではないでしのではないでしょょょょううううかかかか。。。。そそそ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、、、、法法法法律律律律のののの整備整備整備整備もももも含含含含めてめてめてめて必必必必要要要要ややややといといといというううう答答答答弁弁弁弁のありましたのありましたのありましたのありましたけけけけれれれれどどどどもももも、、、、ややややはりはりはりはり真真真真剣剣剣剣にににに森森森森林林林林のののの問題問題問題問題にににに取取取取りりりり組組組組んんんんでいかなでいかなでいかなでいかなけけけけれれれればばばばいいいいけけけけないですないですないですないです。。。。そのそのそのそのネネネネックックックックはははは森森森森林組林組林組林組合合合合にあるとにあるとにあるとにあると指指指指摘摘摘摘しておいてしておいてしておいてしておいて、、、、質問質問質問質問をををを終終終終わわわわりますりますりますります。。。。農産農産農産農産物直売物直売物直売物直売所所所所のののの件件件件でででで、、、、農林部長農林部長農林部長農林部長におにおにおにお伺伺伺伺いをいたしますいをいたしますいをいたしますいをいたします。。。。○○○○中村委員中村委員中村委員中村委員山下委員山下委員山下委員山下委員がががが、、、、農業農業農業農業のののの重重重重要要要要性性性性についてについてについてについて、、、、おおおお述述述述べになられたべになられたべになられたべになられたわけわけわけわけでごでごでごでござざざざいますいますいますいますけけけけれれれれどどどどもももも、、、、日日日日本本本本のののの総総総総合合合合農農農農政政政政のののの汚汚汚汚点点点点はははは、、、、減反減反減反減反政政政政策策策策だとだとだとだと思思思思っっっっておるておるておるておるわけわけわけわけですですですです。。。。減反減反減反減反政政政政策策策策がががが農農農農家家家家のののの意意意意欲欲欲欲をををを減減減減退退退退をさをさをさをさせせせせたたたた。。。。特特特特にににに大大大大消費地消費地消費地消費地をををを抱抱抱抱ええええるるるる奈良県奈良県奈良県奈良県、、、、近近近近畿畿畿畿２２２２府府府府４４４４県県県県のののの大大大大都都都都市市市市消費地消費地消費地消費地にににに隣隣隣隣接接接接するするするする奈良県奈良県奈良県奈良県のののの農業農業農業農業はははは、、、、ほとほとほとほとんどんどんどんどがががが兼兼兼兼業農業農業農業農家家家家ですですですです。。。。政政政政府府府府においてにおいてにおいてにおいて言言言言わわわわれておるれておるれておるれておる農農農農家家家家のののの戸戸戸戸別補別補別補別補償償償償はははは、、、、ほとほとほとほとんどんどんどんどのののの農農農農家家家家にはにはにはには影響影響影響影響がないしがないしがないしがないし、、、、またまたまたまた、、、、農業農業農業農業意意意意欲欲欲欲をををを駆駆駆駆りりりり立立立立てるものではないてるものではないてるものではないてるものではない。。。。実際問題実際問題実際問題実際問題、、、、１１１１反反反反のののの田田田田からからからから米作米作米作米作でででで１４１４１４１４万円万円万円万円ほほほほどどどどですですですです。。。。それでそれでそれでそれで、、、、奈良県奈良県奈良県奈良県はははは柿柿柿柿はははは全全全全国第国第国第国第２２２２位位位位、、、、おおおお茶茶茶茶はははは全全全全国第国第国第国第５５５５位位位位といといといといううううことでことでことでことで、、、、ほかにほかにほかにほかにダダダダリリリリアアアアとかがあるとかがあるとかがあるとかがあるわけわけわけわけでごでごでごでござざざざいますいますいますいますけけけけれれれれどどどどもももも、、、、米作米作米作米作にほとにほとにほとにほとんどんどんどんど頼頼頼頼っっっってきていたてきていたてきていたてきていた。。。。そそそそうううういいいいうううう中中中中でででで、、、、県県県県はこのはこのはこのはこの間間間間、、、、農産農産農産農産物直売物直売物直売物直売所所所所のののの問題問題問題問題をををを知事知事知事知事がががが提示提示提示提示されたされたされたされたわけわけわけわけですですですです。。。。そこでそこでそこでそこで今今今今現現現現実実実実にににに奈良県奈良県奈良県奈良県のののの農農農農家家家家のののの中中中中でででで高齢化高齢化高齢化高齢化がががが進進進進んんんんでででで、、、、畑畑畑畑やややや田田田田んんんんぼぼぼぼをををを４４４４、、、、５５５５反持反持反持反持っっっっておるておるておるておる農農農農家家家家でほでほでほでほととととんどんどんどんど手手手手がいがいがいがいっっっっぱぱぱぱいいいい、、、、それはそれはそれはそれは耕耕耕耕作作作作ができないができないができないができないわけわけわけわけですですですです。。。。例例例例えばえばえばえば、、、、キュキュキュキュウウウウリリリリややややナナナナススススビビビビをををを夏夏夏夏場場場場にににに市場市場市場市場にににに出出出出してしてしてして、、、、良良良良いいいい価価価価格格格格でででで引引引引きききき取取取取っっっってもらてもらてもらてもらええええるかといるかといるかといるかといえばえばえばえば、、、、実実実実はそはそはそはそううううでもないでもないでもないでもないわけわけわけわけですですですです。。。。ホホホホウウウウレレレレンンンンソソソソウウウウはははは四毛四毛四毛四毛作作作作でででで生活生活生活生活協協協協同組同組同組同組合合合合とかいとかいとかいとかいろろろろいいいいろろろろなななな場所場所場所場所にににに出出出出しておしておしておしておっっっってもてもてもても、、、、価価価価格格格格はなかはなかはなかはなかなかなかなかなか維持維持維持維持できないのができないのができないのができないのが実態実態実態実態なのですなのですなのですなのです。。。。そそそそんんんんなななな中中中中でででで県県県県はははは、、、、平成平成平成平成２１２１２１２１年年年年、、、、平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年とととと協協協協定定定定直直直直売売売売所所所所のののの設定設定設定設定をされてをされてをされてをされて、、、、これからもこれからもこれからもこれからもふやふやふやふやそそそそううううとしているのはとしているのはとしているのはとしているのは非非非非常常常常にいいことなのですにいいことなのですにいいことなのですにいいことなのです。。。。そのそのそのその農産農産農産農産物直売物直売物直売物直売所所所所にににに農農農農作物作物作物作物をををを提提提提供供供供されるのもされるのもされるのもされるのも、、、、ほとほとほとほとんどんどんどんどはははは零零零零細細細細なななな高齢高齢高齢高齢者者者者のののの耕耕耕耕作作作作によによによによっっっってててて生生生生まれまれまれまれてきたてきたてきたてきた農産農産農産農産品品品品がそのがそのがそのがその農産農産農産農産物直売物直売物直売物直売所所所所にににに行行行行くくくくわけわけわけわけですですですです。。。。しかししかししかししかし、、、、そのそのそのその持持持持っっっっていていていていっっっったたたた先先先先でのおでのおでのおでのお金金金金ですですですですねねねね、、、、リリリリーーーースススス料料料料とかですとかですとかですとかです。。。。それがそれがそれがそれが農産農産農産農産物物物物のののの売売売売れれれれぐぐぐぐあいとてあいとてあいとてあいとてんんんんびびびびんんんんにかにかにかにかけけけけたたたた場場場場合合合合にににに、、、、非非非非常常常常にににに採採採採算算算算がなかなかがなかなかがなかなかがなかなか合合合合わわわわないのがないのがないのがないのが実態実態実態実態なのですなのですなのですなのです。。。。そそそそうううういいいいうううう中中中中でもでもでもでもＪＡＪＡＪＡＪＡのののの農産農産農産農産物直売物直売物直売物直売所所所所等等等等はははは他他他他からからからから集集集集めてめてめてめて大規大規大規大規模模模模にしておりにしておりにしておりにしており採採採採算上算上算上算上はははは少少少少しはましだしはましだしはましだしはましだけけけけれれれれどどどどもももも、、、、今今今今やっやっやっやっておるておるておるておる農産農産農産農産物直売物直売物直売物直売所所所所、、、、これはもこれはもこれはもこれはもうううう米米米米がそがそがそがそうううういいいいうううう状態状態状態状態なのでなのでなのでなので、、、、市市市市街街街街化化化化区区区区域域域域のののの田田田田はははは資資資資産産産産価値価値価値価値としておとしておとしておとしてお持持持持ちになちになちになちになっっっっていていていているるるる。。。。そそそそううううするとするとするとすると市市市市街街街街化調化調化調化調整整整整区区区区域域域域のののの山山山山間間間間のののの過過過過疎疎疎疎地地地地のののの村村村村のののの田田田田んんんんぼぼぼぼやややや畑畑畑畑はははは、、、、そこでそこでそこでそこで米米米米やややや農農農農作物作物作物作物、、、、
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高高高高冷冷冷冷地地地地野野野野菜菜菜菜とかをつくとかをつくとかをつくとかをつくっっっってててて換換換換金金金金をしてをしてをしてをして生活生活生活生活のののの足足足足しにしているしにしているしにしているしにしているけけけけれれれれどどどどもももも、、、、毎毎毎毎日日日日のののの生活生活生活生活のののの主主主主要要要要なななな部分部分部分部分はほかのはほかのはほかのはほかの所得所得所得所得でででで補補補補っっっってててて生活生活生活生活しておるのがしておるのがしておるのがしておるのが現現現現実実実実なのですなのですなのですなのです。。。。ここにおられるここにおられるここにおられるここにおられる職員職員職員職員のののの方方方方もももも田田田田やややや畑畑畑畑をををを持持持持っっっっておられてもておられてもておられてもておられても、、、、県県県県のののの給給給給与与与与所得所得所得所得によによによによっっっってててて生活生活生活生活をしてをしてをしてをして、、、、田田田田んんんんぼぼぼぼやややや畑畑畑畑はそのはそのはそのはその合間合間合間合間ににににやっやっやっやっておるといておるといておるといておるといううううのがのがのがのが実態実態実態実態ななななんんんんですですですです。。。。知事知事知事知事がががが農産農産農産農産物直売物直売物直売物直売所所所所をするといをするといをするといをするといううううことでことでことでことで、、、、担担担担当当当当課課課課ではそこそこのではそこそこのではそこそこのではそこそこの、、、、マスタマスタマスタマスターーーーププププラララランンンンがあがあがあがあるのではないかとるのではないかとるのではないかとるのではないかと思思思思ううううのですのですのですのです。。。。１００１００１００１００カカカカ所所所所ぐぐぐぐらいにするといらいにするといらいにするといらいにするといわわわわれておるれておるれておるれておる協協協協定定定定直売直売直売直売所所所所をををを、、、、どどどどのよのよのよのよううううなななな農産農産農産農産物直売物直売物直売物直売所所所所にしていつごにしていつごにしていつごにしていつごろろろろオオオオーーーーププププンンンンするのかおするのかおするのかおするのかお聞聞聞聞きしますきしますきしますきします。。。。旧耳旧耳旧耳旧耳成成成成高等高等高等高等学校学校学校学校跡跡跡跡地地地地にはにはにはには細細細細長長長長いいいい校校校校舎舎舎舎があるがあるがあるがあるわけわけわけわけですですですです。。。。校校校校舎舎舎舎をををを取取取取りりりり崩崩崩崩すのかすのかすのかすのか、、、、リリリリフォフォフォフォーーーームムムムするのかするのかするのかするのか。。。。リリリリーーーーススススのののの場場場場合合合合はははは、、、、県県県県がそのがそのがそのがその建建建建物物物物をつくらなをつくらなをつくらなをつくらなけけけけれれれればばばばならないのですならないのですならないのですならないのです、、、、いいいいろんろんろんろんななななブブブブーーーーススススをををを。。。。そしたらそしたらそしたらそしたらどどどどれれれれぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの規規規規模模模模ででででどうどうどうどういいいいうううう農産農産農産農産物直売物直売物直売物直売所所所所にするのかといにするのかといにするのかといにするのかといううううこととこととこととことと、、、、今申今申今申今申しししし上上上上げたよげたよげたよげたよううううにににに県県県県をををを代表代表代表代表するするするする柿柿柿柿とかおとかおとかおとかお茶茶茶茶とかとかとかとか、、、、県県県県をををを代表代表代表代表するもするもするもするもろろろろももももろろろろのののの農産農産農産農産品品品品のそのそのそのそうううういいいいうううう展展展展示示示示なりなりなりなり直売直売直売直売ののののブブブブーーーーススススははははどうどうどうどうなるとかなるとかなるとかなるとか、、、、いいいいろんろんろんろんなななな問題問題問題問題がありがありがありがあり、、、、そそそそうううういいいいうううう紹介紹介紹介紹介ををををどうどうどうどうするのかするのかするのかするのか。。。。それとそれとそれとそれと、、、、一一一一番番番番大事大事大事大事なのはなのはなのはなのは発発発発注注注注方方方方法法法法ですですですです。。。。このこのこのこの発発発発注注注注方方方方法法法法はははは、、、、プロポプロポプロポプロポーーーーザザザザルルルルででででややややるとるとるとると言言言言ううううととととるるるるけけけけれれれれどどどどもももも、、、、一農一農一農一農家家家家のののの方方方方でのでのでのでのプロポプロポプロポプロポーーーーザザザザルルルルにににに参参参参加加加加するのかするのかするのかするのか、、、、株式会社株式会社株式会社株式会社、、、、ススススーーーーパパパパーーーーとかそとかそとかそとかそうううういいいいううううとことことこところろろろがががが参参参参加加加加するのかするのかするのかするのか、、、、ＪＡＪＡＪＡＪＡがががが一一一一つのつのつのつの単単単単体体体体としてそのとしてそのとしてそのとしてその農産農産農産農産物直売物直売物直売物直売所所所所のののの一会員一会員一会員一会員としてとしてとしてとして参参参参加加加加するのかするのかするのかするのか、、、、今今今今後後後後そのそのそのその運運運運営方営方営方営方法法法法はははは一体一体一体一体どうどうどうどうなるのかなるのかなるのかなるのか。。。。そのそのそのその辺辺辺辺のののの基基基基本本本本的的的的なことはなことはなことはなことは現在現在現在現在農林部農林部農林部農林部でででで練練練練られておるのかられておるのかられておるのかられておるのかどうどうどうどうかかかか。。。。これがこれがこれがこれが一一一一番番番番大事大事大事大事だとだとだとだと思思思思ううううのですのですのですのです。。。。それをそれをそれをそれを通通通通じじじじてててて今今今今回回回回、、、、知事知事知事知事がががが農産農産農産農産物直売物直売物直売物直売所所所所をしますとをしますとをしますとをしますと言言言言ううううたたたたわけわけわけわけでででで、、、、そのことについておそのことについておそのことについておそのことについてお尋尋尋尋ねねねねしますしますしますします。。。。委員委員委員委員おおおお述述述述べのよべのよべのよべのよううううにににに、、、、本県本県本県本県のののの農業農業農業農業はははは非非非非常常常常にににに厳厳厳厳しいしいしいしい状状状状況況況況でででで、、、、農産農産農産農産物物物物価価価価格格格格もももも○○○○冨岡農林部長冨岡農林部長冨岡農林部長冨岡農林部長低低低低迷迷迷迷しているししているししているししているし資材資材資材資材価価価価格格格格もももも高高高高どどどどまりとまりとまりとまりと、、、、農農農農家家家家のののの方方方方もももも高齢化高齢化高齢化高齢化といといといというううう話話話話でででで大大大大変変変変厳厳厳厳しいしいしいしい状状状状況況況況であであであであるるるるわけわけわけわけでででで、、、、農業振興農業振興農業振興農業振興をををを何何何何とかしたいといとかしたいといとかしたいといとかしたいというううう思思思思いがありましていがありましていがありましていがありまして、、、、今今今今多様多様多様多様なななな流流流流通通通通チャチャチャチャンネルンネルンネルンネルでででで、、、、市場市場市場市場もありますもありますもありますもありますけけけけれれれれどどどどもももも、、、、農産農産農産農産物直売物直売物直売物直売所所所所といといといといううううのはのはのはのは、、、、あるあるあるある学学学学説説説説によるとによるとによるとによると、、、、全全全全国国国国でででで８８８８兆兆兆兆数数数数千千千千億円億円億円億円ののののううううちのちのちのちの１１１１兆兆兆兆円円円円ぐぐぐぐらいがらいがらいがらいが農産農産農産農産物直売物直売物直売物直売所所所所のののの売売売売りりりり上上上上げになげになげになげになっっっっているのではないかといているのではないかといているのではないかといているのではないかというううう推推推推計計計計値値値値もありましてもありましてもありましてもありまして、、、、県県県県ではまだまだではまだまだではまだまだではまだまだ余地余地余地余地があるといがあるといがあるといがあるというううう仮定仮定仮定仮定をしていますをしていますをしていますをしています。。。。２４２４２４２４カカカカ所所所所のののの協協協協定定定定直売直売直売直売所所所所がごがごがごがござざざざいますいますいますいます。。。。それをそれをそれをそれを平成平成平成平成２１２１２１２１年年年年にににに、、、、２２２２年年年年越越越越しになしになしになしになっっっっ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どどどもももも、、、、レレレレベベベベルルルルアアアアッッッッププププとととと、、、、ネネネネッッッットトトトワワワワーーーーククククをををを組組組組ももももううううといといといといううううのでのでのでのでどんどんどんどんどんどんどんどん力力力力をををを入入入入れてれてれてれてやっやっやっやっていますていますていますています。。。。ただただただただ、、、、今今今今ああああるものはるものはるものはるものは既存既存既存既存のものにのものにのものにのものにネネネネッッッットトトトワワワワーーーークククク、、、、協協協協定定定定をををを入入入入れたといれたといれたといれたというううう当当当当初初初初のののの宿宿宿宿命命命命がごがごがごがござざざざいますいますいますいます。。。。新新新新規規規規につくにつくにつくにつくっっっってといてといてといてというううう発発発発想想想想ででででスタスタスタスタートートートートしていましていましていましていませんせんせんせん。。。。ももももうううう１１１１点点点点はははは、、、、和和和和歌歌歌歌山県山県山県山県やややや大大大大阪阪阪阪市市市市等等等等でででで駅駅駅駅前前前前広場広場広場広場とかでとかでとかでとかで１０１０１０１０億円億円億円億円をををを超超超超ええええるるるる売売売売りりりり上上上上げをげをげをげを上上上上げてげてげてげて、、、、近近近近隣隣隣隣のののの農農農農家家家家のののの方方方方達達達達がががが、、、、持持持持っっっっていていていていっっっってててて消費消費消費消費者者者者とととと交流交流交流交流ができてができてができてができて、、、、元元元元気気気気がががが出出出出てててて帰帰帰帰られてられてられてられて、、、、またまたまたまた作作作作
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ろうろうろうろうとととと。。。。ここここうううういいいいうううう意意意意欲欲欲欲ののののわわわわくくくく農産農産農産農産物直売物直売物直売物直売所所所所はははは全全全全国国国国的的的的にににに、、、、近近近近畿畿畿畿のののの、、、、近近近近くまでくまでくまでくまで寄寄寄寄っっっってきていまてきていまてきていまてきていますのですのですのですので、、、、奈良県奈良県奈良県奈良県もももも何何何何とかしたいととかしたいととかしたいととかし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。。。。奈良県農業奈良県農業奈良県農業奈良県農業のののの産出額産出額産出額産出額、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは専専専専業農業農業農業農家家家家ののののメメメメーンーンーンーンのののの中中中中心地心地心地心地はははは中中中中南南南南和和和和地地地地域域域域にごにごにごにござざざざいましていましていましていまして、、、、交交交交通通通通アクアクアクアクセセセセススススもよくなもよくなもよくなもよくなっっっってきているしてきているしてきているしてきているし、、、、奈良県農林部奈良県農林部奈良県農林部奈良県農林部でもでもでもでも何何何何かしてほしいとかしてほしいとかしてほしいとかしてほしいと、、、、できれできれできれできればばばばまたまたまたまた大大大大型型型型農産農産農産農産物直売物直売物直売物直売所所所所がいいなとがいいなとがいいなとがいいなと。。。。複複複複合的合的合的合的なななな機機機機能能能能もももも入入入入れてれてれてれて観観観観光光光光のののの予算予算予算予算もももも入入入入れてれてれてれてどうどうどうどうかといかといかといかというううう議議議議論論論論はしていただいてきたといはしていただいてきたといはしていただいてきたといはしていただいてきたといううううのがのがのがのが状状状状況況況況でしてでしてでしてでして、、、、農林部農林部農林部農林部としてはとしてはとしてはとしては、、、、テテテテーーーーママママとしてとしてとしてとして食食食食・・・・農農農農・・・・観観観観といといといといううううココココンンンンセプセプセプセプトトトトでででで今今今今後後後後ももももうううう少少少少しししし具具具具体体体体的的的的なななな、、、、２２２２ヘヘヘヘクタクタクタクタールールールールをををを有効有効有効有効にににに、、、、最最最最大大大大限限限限、、、、県県県県有有有有施施施施設設設設をををを最最最最大大大大活用活用活用活用できるよできるよできるよできるよううううなものになものになものになものに庁庁庁庁内内内内でででで勉勉勉勉強強強強してしてしてして議議議議論論論論をををを深深深深めてめてめてめて具具具具体体体体化化化化していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと思思思思っっっっていますていますていますています。。。。具具具具体体体体的的的的ななななススススケケケケジジジジュュュュールールールールとかとかとかとか財産財産財産財産にかかにかかにかかにかかわわわわることにつきましてはることにつきましてはることにつきましてはることにつきましては、、、、総務部総務部総務部総務部でででで所管所管所管所管していましていましていましていますのですのですのですので、、、、控控控控ええええささささせせせせていただきますていただきますていただきますていただきます。。。。規規規規模模模模といといといといううううおおおお話話話話がががが出出出出ましたのでましたのでましたのでましたので、、、、誤誤誤誤解解解解をしていただいたらいをしていただいたらいをしていただいたらいをしていただいたらいけけけけまままませんせんせんせん○○○○浪越総務部次長浪越総務部次長浪越総務部次長浪越総務部次長のでのでのでので申申申申しししし上上上上げますげますげますげますけけけけれれれれどどどどもももも、、、、運運運運動動動動場部分場部分場部分場部分でででで約約約約２２２２ヘヘヘヘクタクタクタクタールールールールぐぐぐぐらいごらいごらいごらいござざざざいますいますいますいます。。。。そのそのそのその運運運運動動動動場場場場部分部分部分部分をををを活用活用活用活用してしてしてして、、、、先先先先ほほほほどどどど農林部長農林部長農林部長農林部長もももも言言言言いましたよいましたよいましたよいましたよううううなななな複複複複合的合的合的合的なななな施施施施設設設設、、、、農産農産農産農産物直売物直売物直売物直売所所所所でありでありでありでありますとかますとかますとかますとか産産産産直直直直ののののレレレレスススストトトトラララランンンンでありますとかでありますとかでありますとかでありますとか、、、、そそそそうううういいいいううううものをするよものをするよものをするよものをするよううううなななな形形形形でででで誘致誘致誘致誘致をできれをできれをできれをできればばばばとととと思思思思っっっっていますていますていますています。。。。そそそそうううういいいいうううう形形形形でごでごでごでござざざざいますのでいますのでいますのでいますので、、、、公募公募公募公募といといといといううううプロポプロポプロポプロポーーーーザザザザルルルルのののの形形形形でごでごでごでござざざざいいいいますのでますのでますのでますので企企企企画画画画提案提案提案提案をいただくといをいただくといをいただくといをいただくというううう形形形形をををを考考考考ええええておりますておりますておりますております。。。。以以以以上上上上ですですですです。。。。まだまだまだまだ具具具具体体体体的的的的なななな計計計計画画画画はこれからだとはこれからだとはこれからだとはこれからだと、、、、ははははっっっっきりきりきりきり言言言言っっっってててて何何何何もないともないともないともないと。。。。各各各各論論論論ににににわわわわたたたた○○○○中村委員中村委員中村委員中村委員るのでるのでるのでるので余余余余りりりり申申申申しししし上上上上げまげまげまげませんせんせんせんがががが、、、、例例例例えばえばえばえば２２２２ヘヘヘヘクタクタクタクタールールールールのののの運運運運動動動動場場場場をををを農産農産農産農産物直売物直売物直売物直売所所所所にににに使使使使ううううとととと、、、、どどどどんんんんなななな形形形形でででで、、、、観観観観光光光光支援支援支援支援ももももややややるるるる、、、、観観観観光案内所光案内所光案内所光案内所もするともするともするともすると言言言言ううううとるとるとるとるわけわけわけわけですですですです。。。。観観観観光案内所光案内所光案内所光案内所もそのもそのもそのもその２２２２ヘヘヘヘクタクタクタクタールールールールのののの中中中中にににに。。。。そしたらそしたらそしたらそしたら少少少少なくともなくともなくともなくとも観観観観光案内所光案内所光案内所光案内所のののの部分部分部分部分はははは００００．．．．５５５５ヘヘヘヘクタクタクタクタールールールールだとだとだとだと、、、、農産農産農産農産物直売物直売物直売物直売所所所所はははは１１１１ヘヘヘヘクタクタクタクタールールールールだとかだとかだとかだとかねねねね、、、、ここここうううういいいいうううう大大大大枠枠枠枠のののの話話話話もももも全然全然全然全然ないないないないわけわけわけわけですですですです。。。。それとそれとそれとそれと、、、、プロポプロポプロポプロポーーーーザザザザルルルルとととと言言言言ううううとるとるとるとるけけけけれれれれどどどど、、、、そのそのそのその対対対対象象象象はははは、、、、奈良県奈良県奈良県奈良県のののの農業農業農業農業生生生生産産産産物物物物をををを提提提提供供供供するするするする農農農農家家家家のののの生活生活生活生活がががが裕福裕福裕福裕福になることがになることがになることがになることがキキキキーーーーワワワワーーーードドドドだとだとだとだと思思思思ううううのですのですのですのです。。。。プロポプロポプロポプロポーーーーザザザザルルルルにはにはにはには、、、、株式会社株式会社株式会社株式会社、、、、大手大手大手大手ののののススススーーーーパパパパーーーーとかとかとかとか、、、、農農農農協協協協とかのとかのとかのとかの大大大大きなとこきなとこきなとこきなところろろろがががが入入入入っっっってくるてくるてくるてくるわけわけわけわけですですですです。。。。一般一般一般一般のののの農産農産農産農産物生物生物生物生産産産産者者者者はそのはそのはそのはその会社会社会社会社をををを通通通通じじじじてしかてしかてしかてしか納納納納入入入入できずできずできずできず、、、、産産産産地直地直地直地直結結結結ではないではないではないではないわけわけわけわけですですですです。。。。例例例例えばえばえばえば、、、、中中中中央卸央卸央卸央卸売売売売市市市市場場場場、、、、これもこれもこれもこれも考考考考ええええによれによれによれによればばばば、、、、競争競争競争競争相手相手相手相手になるになるになるになるわけわけわけわけですですですです。。。。今今今今、、、、中中中中央卸央卸央卸央卸売売売売市場市場市場市場はははは、、、、虫虫虫虫食食食食いでいでいでいで種種種種 々々々々のののの検検検検討討討討をいただいておるをいただいておるをいただいておるをいただいておるわけわけわけわけですですですです。。。。そしたらそのそしたらそのそしたらそのそしたらそのテテテテーーーーママママはははは、、、、生生生生産者産者産者産者にににに目目目目をををを向向向向けけけけてててて考考考考ええええてててて、、、、簡簡簡簡単単単単ににににプロポプロポプロポプロポーーーーザザザザルルルルといといといといっっっってもてもてもても、、、、企業企業企業企業にににに任任任任せせせせるといるといるといるというううう、、、、そそそそうううういいいいうううう発発発発想想想想もももも一一一一つありますつありますつありますつありますけけけけれれれれどどどどもももも、、、、今今今今言言言言ううううよよよよううううにににに規規規規模模模模もももも含含含含めてめてめてめてどうどうどうどうするのかするのかするのかするのか考考考考ええええないとないとないとないと、、、、おおおお互互互互いにいにいにいに関係関係関係関係各各各各課課課課でででで考考考考ええええないないないないといといといといけけけけないとないとないとないと思思思思いますいますいますいます。。。。私私私私なりにこなりにこなりにこなりにこうううういいいいうううう農産農産農産農産物直売物直売物直売物直売所所所所があるべきだといがあるべきだといがあるべきだといがあるべきだといううううビビビビジジジジョョョョンンンンをををを持持持持
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っっっっておるのですておるのですておるのですておるのです。。。。だからだからだからだから、、、、唐突唐突唐突唐突にににに出出出出てきててきててきててきて事務事務事務事務当当当当局局局局がががが困困困困っっっっているとているとているとていると思思思思いますいますいますいます。。。。生生生生産者産者産者産者にににに目目目目をををを向向向向けけけけたたたた、、、、そそそそうううういいいいうううう農産農産農産農産物直売物直売物直売物直売所所所所であるとであるとであるとであると。。。。それとおのずからそのそれとおのずからそのそれとおのずからそのそれとおのずからその辺辺辺辺ののののシシシシスススステテテテムムムムになるとになるとになるとになると、、、、このこのこのこのプロポプロポプロポプロポーーーーザザザザルルルル方式方式方式方式といといといといううううのはちのはちのはちのはちょょょょっっっっといかがなものかなとといかがなものかなとといかがなものかなとといかがなものかなと、、、、これはこれはこれはこれは意見意見意見意見としてとしてとしてとして申申申申しししし上上上上げておいてげておいてげておいてげておいて、、、、今今今今後後後後のののの問題問題問題問題としていただきたいととしていただきたいととしていただきたいととしていただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。簡潔簡潔簡潔簡潔にににに１１１１点点点点だだだだけけけけおおおお聞聞聞聞きをいたしますきをいたしますきをいたしますきをいたします。。。。○○○○藤野副委員長藤野副委員長藤野副委員長藤野副委員長県営県営県営県営住宅住宅住宅住宅のののの件件件件でごでごでごでござざざざいますいますいますいますけけけけれれれれどどどどもももも、、、、今今今今、、、、県営県営県営県営住宅住宅住宅住宅のののの空空空空きききき部部部部屋屋屋屋、、、、これをこれをこれをこれを活用活用活用活用してしてしてして障害障害障害障害者者者者ななななどどどどののののググググルールールーループホプホプホプホーーーームムムムのののの取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、前前前前にににに民主民主民主民主党党党党のののの高高高高柳柳柳柳議員議員議員議員がががが本会議本会議本会議本会議においてにおいてにおいてにおいて質問質問質問質問をされをされをされをされ、、、、それそれそれそれ以以以以降降降降本本本本格格格格的的的的なななな取取取取りりりり組組組組みみみみにににに向向向向けけけけててててやっやっやっやっていただいているといていただいているといていただいているといていただいているといううううことでことでことでことで、、、、これはこれはこれはこれは期期期期待待待待をををを持持持持っっっってててて見見見見守守守守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。。。。先先先先ほほほほどどどどのののの県営県営県営県営住宅住宅住宅住宅のののの入入入入居居居居についてですについてですについてですについてですけけけけれれれれどどどどもももも、、、、奈良県奈良県奈良県奈良県のののの県営県営県営県営住宅住宅住宅住宅にににに入入入入居居居居しよしよしよしよううううとととと思思思思いいいいましたらましたらましたらましたら、、、、このこのこのこの条例条例条例条例にににに基基基基づきましてづきましてづきましてづきまして連帯連帯連帯連帯保保保保証証証証人人人人をつをつをつをつけけけけななななけけけけれれれればばばばならないといならないといならないといならないといううううことでごことでごことでごことでござざざざいますいますいますいます。。。。昨昨昨昨今今今今、、、、このこのこのこの厳厳厳厳しいしいしいしい経済状経済状経済状経済状況況況況のののの中中中中でででで複雑複雑複雑複雑なななな社会社会社会社会環境環境環境環境になになになになっっっっておりておりておりており、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか親戚縁親戚縁親戚縁親戚縁者者者者でででで連帯連帯連帯連帯保保保保証証証証人人人人になになになになっっっっていただていただていただていただけけけけないといないといないといないというううう方方方方、、、、またまたまたまた、、、、他他他他人人人人様様様様にににに連帯連帯連帯連帯保保保保証証証証人人人人になになになになっっっってくれてくれてくれてくれともともともとも言言言言いにくいといいにくいといいにくいといいにくいというううう部分部分部分部分。。。。どどどどなたもなたもなたもなたも一一一一緒緒緒緒だとだとだとだと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、そそそそうううういいいいうううう中中中中でででで県営県営県営県営住宅住宅住宅住宅をあきをあきをあきをあきらめておられるらめておられるらめておられるらめておられる方方方方もおられるといもおられるといもおられるといもおられるというううう話話話話をおをおをおをお聞聞聞聞きいたしますがきいたしますがきいたしますがきいたしますが、、、、このこのこのこの県営県営県営県営住宅住宅住宅住宅のののの連帯連帯連帯連帯保保保保証証証証人人人人にににに関関関関してしてしてして、、、、住宅住宅住宅住宅課課課課のののの対応対応対応対応はははは、、、、どどどどのよのよのよのよううううにされておられるのかにされておられるのかにされておられるのかにされておられるのか、、、、おおおお聞聞聞聞きをしたいときをしたいときをしたいときをしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。藤野副委員長藤野副委員長藤野副委員長藤野副委員長からのごからのごからのごからのご質問質問質問質問のののの、、、、県営県営県営県営住宅住宅住宅住宅入入入入居居居居時時時時のののの連帯連帯連帯連帯保保保保証証証証人人人人についてでについてでについてでについてで○○○○奈良住宅課長奈良住宅課長奈良住宅課長奈良住宅課長ごごごござざざざいますいますいますいます。。。。県営県営県営県営住宅住宅住宅住宅へへへへのののの入入入入居居居居のののの際際際際はははは、、、、奈良県営奈良県営奈良県営奈良県営住宅住宅住宅住宅条例条例条例条例によりましてによりましてによりましてによりまして連帯連帯連帯連帯保保保保証証証証人人人人をををを定定定定めていただくめていただくめていただくめていただくことになことになことになこと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。。。。連帯連帯連帯連帯保保保保証証証証人人人人はははは、、、、入入入入居居居居者者者者のののの家賃家賃家賃家賃のののの滞納滞納滞納滞納のほかのほかのほかのほか、、、、不不不不測測測測のののの事事事事態態態態がががが生生生生じじじじたたたた場場場場合合合合のののの緊急緊急緊急緊急連連連連絡絡絡絡先先先先としてとしてとしてとして重重重重要要要要であるとであるとであるとであると考考考考ええええておりますておりますておりますております。。。。なおなおなおなお、、、、全全全全国国国国的的的的にににに見見見見てもてもてもても連帯連帯連帯連帯保保保保証証証証人人人人をををを必必必必要要要要としているとしているとしているとしている状状状状況況況況でごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら、、、、副委員長副委員長副委員長副委員長がおがおがおがお述述述述べいただいておりますよべいただいておりますよべいただいておりますよべいただいておりますよううううにににに、、、、高齢高齢高齢高齢者者者者のののの単身単身単身単身者者者者ななななどどどど連帯連帯連帯連帯保保保保証証証証人人人人がががが見見見見つからないといつからないといつからないといつからないというううう相相相相談談談談はははは確確確確かにごかにごかにごかにござざざざいますいますいますいます。。。。地元地元地元地元のののの民生民生民生民生委員委員委員委員をををを紹介紹介紹介紹介するなするなするなするなどどどど、、、、個個個個別別別別にににに対応対応対応対応をしているとこをしているとこをしているとこをしているところろろろでごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。ただただただただ、、、、今今今今後後後後、、、、高齢高齢高齢高齢者者者者ななななどどどど連帯連帯連帯連帯保保保保証証証証人人人人のののの確保確保確保確保がががが困難困難困難困難なななな入入入入居居居居者者者者にににに対対対対しましてしましてしましてしまして、、、、連帯連帯連帯連帯保保保保証証証証人人人人をををを免免免免除除除除することができないかすることができないかすることができないかすることができないかどうどうどうどうかかかか、、、、制制制制度度度度のののの見直見直見直見直しなしなしなしなどどどど、、、、全全全全国国国国のののの状状状状況況況況ななななどどどどもももも踏踏踏踏ままままええええましてましてましてまして今今今今後後後後のののの検検検検討討討討課課課課題題題題としたいととしたいととしたいととし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。。。。以以以以上上上上でごでごでごでござざざざいますいますいますいます。。。。ただいまただいまただいまただいま答答答答弁弁弁弁がごがごがごがござざざざいましていましていましていまして、、、、制制制制度度度度のののの見直見直見直見直しもしもしもしも含含含含めてめてめてめて今今今今後考後考後考後考ええええていこていこていこていこうううう○○○○藤野副委員長藤野副委員長藤野副委員長藤野副委員長といといといといううううことなのですことなのですことなのですことなのですけけけけれれれれどどどどもももも、、、、現現現現時点時点時点時点でででで、、、、県県県県にににに相相相相談談談談にににに来来来来られたりとかられたりとかられたりとかられたりとか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは関係者関係者関係者関係者にににに
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相相相相談談談談にににに来来来来られてられてられてられて、、、、民生民生民生民生委員委員委員委員をををを紹介紹介紹介紹介するとかするとかするとかするとか云云云云 々々々々といといといといううううことのことのことのことの中中中中ででででややややりとりされているといりとりされているといりとりされているといりとりされているというううう事事事事でしたらいいのですでしたらいいのですでしたらいいのですでしたらいいのですけけけけれれれれどどどどもももも、、、、はなからはなからはなからはなから、、、、県県県県にににに一一一一回回回回相相相相談談談談したらしたらしたらしたら、、、、条例条例条例条例にににに連帯連帯連帯連帯保保保保証証証証人人人人がががが必必必必要要要要ですとですとですとですと書書書書いてありますいてありますいてありますいてあります。。。。そこでそこでそこでそこでぴぴぴぴたたたたっっっっとととと連帯連帯連帯連帯保保保保証証証証人人人人がががが必必必必要要要要ですとですとですとですと言言言言わわわわれたられたられたられたら、、、、ももももうううう私私私私はははは連帯連帯連帯連帯保保保保証証証証人人人人がいないからがいないからがいないからがいないから、、、、少少少少しでもしでもしでもしでも高高高高いおいおいおいお金金金金をををを払払払払っっっってでもてでもてでもてでも、、、、非非非非常常常常にににに厳厳厳厳しいしいしいしい年金年金年金年金生活生活生活生活だだだだけけけけれれれれどどどどもももも、、、、高高高高いいいい家賃家賃家賃家賃のとこのとこのとこのところろろろへへへへ入入入入らないとらないとらないとらないと仕仕仕仕方方方方ないといないといないといないというううう思思思思いのもとでいのもとでいのもとでいのもとでやっやっやっやっておられるのをておられるのをておられるのをておられるのを知知知知っっっっておりますしておりますしておりますしておりますし、、、、県営県営県営県営住宅住宅住宅住宅にににに入入入入りたいとりたいとりたいとりたいと言言言言っっっっているているているている方方方方もももも実際実際実際実際にはおられますにはおられますにはおられますにはおられます。。。。奈良県営奈良県営奈良県営奈良県営住宅住宅住宅住宅条例条例条例条例にそにそにそにそうううういいいいううううこともこともこともことも書書書書いてあるがいてあるがいてあるがいてあるが、、、、制制制制度度度度のののの見直見直見直見直しなしなしなしなどどどどのののの対応対応対応対応をををを今今今今後考後考後考後考ええええられるといられるといられるといられるといううううことですことですことですことです。。。。例例例例えばえばえばえば、、、、大大大大阪阪阪阪府府府府はははは連帯連帯連帯連帯保保保保証証証証人人人人ではなくではなくではなくではなく保保保保証証証証人人人人をををを立立立立てなてなてなてなけけけけれれれればばばばならならならならないといないといないといないといううううことですことですことですことです。。。。ただしただしただしただし、、、、知事知事知事知事はははは特別特別特別特別なななな理理理理由由由由があるとがあるとがあるとがあると認認認認めるときはこれをめるときはこれをめるときはこれをめるときはこれを猶猶猶猶予予予予するこするこするこすることができるととができるととができるととができると、、、、猶猶猶猶予予予予のことものことものことものことも条例条例条例条例のののの中中中中ににににううううたたたたっっっってあるてあるてあるてある。。。。民生民生民生民生委員委員委員委員のおのおのおのお話話話話しがありましたがしがありましたがしがありましたがしがありましたが、、、、ただただただただ、、、、民生民生民生民生委員委員委員委員にににに対対対対してしてしてして何何何何らかのらかのらかのらかの公的公的公的公的なななな保保保保障障障障があがあがあがあっっっってててて、、、、万万万万がががが一一一一のことがあれのことがあれのことがあれのことがあればばばば公的公的公的公的なとこなとこなとこなところろろろがががが肩肩肩肩ががががわわわわりしてもらりしてもらりしてもらりしてもらええええるといるといるといるといううううのであれのであれのであれのであればばばば、、、、保保保保証証証証人人人人になになになになっっっってもいいとてもいいとてもいいとてもいいと思思思思ううううのですのですのですのですけけけけれれれれどどどどもももも、、、、民生民生民生民生委員委員委員委員もももも連帯連帯連帯連帯保保保保証証証証人人人人にはにはにはには、、、、なかなかななかなかななかなかななかなかなっっっってくれないとてくれないとてくれないとてくれないと思思思思いますいますいますいます。。。。公的機公的機公的機公的機関関関関がががが保保保保証証証証すすすするるるる制制制制度度度度、、、、仕仕仕仕組組組組みみみみとかとかとかとか必必必必要要要要ではないかではないかではないかではないか思思思思いますしいますしいますしいますし、、、、条例条例条例条例改改改改正正正正もももも含含含含めてめてめてめて今今今今後後後後さまさまさまさまざざざざまなまなまなまなややややりりりり方方方方はあるとははあるとははあるとははあるとは思思思思ううううのですのですのですのですけけけけれれれれどどどどもももも、、、、どうどうどうどうかそかそかそかそうううういいいいっっっったたたた部分部分部分部分においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、連帯連帯連帯連帯保保保保証証証証人人人人といといといといううううののののはははは今今今今後滞納後滞納後滞納後滞納をををを抑抑抑抑ええええるといるといるといるというううう部分部分部分部分でもでもでもでも、、、、あるあるあるある意味必意味必意味必意味必要要要要なななな部分部分部分部分があるのかもがあるのかもがあるのかもがあるのかもわわわわかりまかりまかりまかりませんけせんけせんけせんけれれれれどどどどもももも、、、、違違違違っっっったたたた制制制制度度度度やややや仕仕仕仕組組組組みみみみをつくるのかをつくるのかをつくるのかをつくるのか、、、、条例条例条例条例のののの改改改改正正正正でででで何何何何らかのらかのらかのらかの手手手手だてだてだてだて策策策策をををを講講講講じじじじるといるといるといるというううう改改改改定案定案定案定案もももも含含含含めてめてめてめて検検検検討討討討いただきたいといただきたいといただきたいといただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。どうぞどうぞどうぞどうぞよよよよろろろろしくおしくおしくおしくお願願願願いいいい申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。ほかにほかにほかにほかに質疑質疑質疑質疑がながながながなけけけけれれれればばばば、、、、これをもこれをもこれをもこれをもっっっってててて、、、、農林部農林部農林部農林部、、、、土木部土木部土木部土木部、、、、まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり推進推進推進推進○○○○井岡委員長井岡委員長井岡委員長井岡委員長局局局局、、、、水道局水道局水道局水道局のののの審査審査審査審査をををを終終終終わわわわりますりますりますります。。。。明明明明９９９９月月月月２８２８２８２８日日日日はははは午午午午前前前前１０１０１０１０時時時時よりよりよりより、、、、くらしくらしくらしくらし創造創造創造創造部部部部、、、、景景景景観観観観・・・・環境環境環境環境局局局局、、、、産業産業産業産業・・・・雇雇雇雇用用用用振興部振興部振興部振興部、、、、警警警警察察察察本部本部本部本部のののの審査審査審査審査をををを行行行行いいいい、、、、そのそのそのその終終終終了了了了後後後後、、、、健康健康健康健康福祉福祉福祉福祉部部部部、、、、ここここどどどどもももも家庭家庭家庭家庭局局局局、、、、医療政医療政医療政医療政策策策策部部部部のののの審査審査審査審査をををを行行行行いいいいますますますます。。。。よよよよろろろろしくおしくおしくおしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。これでこれでこれでこれで本日本日本日本日のののの会議会議会議会議をををを終終終終わわわわりますりますりますります。。。。


