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

開催日時開催日時開催日時開催日時 平成２４年７月２日（月） １３：０２～１５：２３平成２４年７月２日（月） １３：０２～１５：２３平成２４年７月２日（月） １３：０２～１５：２３平成２４年７月２日（月） １３：０２～１５：２３

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

出席委員出席委員出席委員出席委員 ８名８名８名８名

大国 正博 委員長大国 正博 委員長大国 正博 委員長大国 正博 委員長

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

阪口 保 委員阪口 保 委員阪口 保 委員阪口 保 委員

猪奥 美里 委員猪奥 美里 委員猪奥 美里 委員猪奥 美里 委員

神田加津代 委員神田加津代 委員神田加津代 委員神田加津代 委員

今井 光子 委員今井 光子 委員今井 光子 委員今井 光子 委員

松尾 勇臣 委員松尾 勇臣 委員松尾 勇臣 委員松尾 勇臣 委員

粒谷 友示 委員粒谷 友示 委員粒谷 友示 委員粒谷 友示 委員

欠席委員欠席委員欠席委員欠席委員 なしなしなしなし

出席理事者出席理事者出席理事者出席理事者 浪越 産業・雇用振興部長浪越 産業・雇用振興部長浪越 産業・雇用振興部長浪越 産業・雇用振興部長

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

傍 聴 者傍 聴 者傍 聴 者傍 聴 者 １名１名１名１名

議 事議 事議 事議 事

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

議第４４号 奈良県職業訓練の基準等に関する条例議第４４号 奈良県職業訓練の基準等に関する条例議第４４号 奈良県職業訓練の基準等に関する条例議第４４号 奈良県職業訓練の基準等に関する条例

議第４５号 市町村負担金の徴収について （経済労働委員会 所管分）議第４５号 市町村負担金の徴収について （経済労働委員会 所管分）議第４５号 市町村負担金の徴収について （経済労働委員会 所管分）議第４５号 市町村負担金の徴収について （経済労働委員会 所管分）

諮第 １号 行政財産を使用する権利に関する処分に対する異議申立てにつ諮第 １号 行政財産を使用する権利に関する処分に対する異議申立てにつ諮第 １号 行政財産を使用する権利に関する処分に対する異議申立てにつ諮第 １号 行政財産を使用する権利に関する処分に対する異議申立てにつ

いていていていて

報第 １号 平成２３年度奈良県一般会計予算繰越計算書の報告について報第 １号 平成２３年度奈良県一般会計予算繰越計算書の報告について報第 １号 平成２３年度奈良県一般会計予算繰越計算書の報告について報第 １号 平成２３年度奈良県一般会計予算繰越計算書の報告について

平成２３年度奈良県一般会計予算繰越明許費繰越計算書平成２３年度奈良県一般会計予算繰越明許費繰越計算書平成２３年度奈良県一般会計予算繰越明許費繰越計算書平成２３年度奈良県一般会計予算繰越明許費繰越計算書

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

報第１０号 財団法人奈良県農業振興公社の経営状況の報告について報第１０号 財団法人奈良県農業振興公社の経営状況の報告について報第１０号 財団法人奈良県農業振興公社の経営状況の報告について報第１０号 財団法人奈良県農業振興公社の経営状況の報告について

報第１１号 財団法人奈良県食肉公社の経営状況の報告について報第１１号 財団法人奈良県食肉公社の経営状況の報告について報第１１号 財団法人奈良県食肉公社の経営状況の報告について報第１１号 財団法人奈良県食肉公社の経営状況の報告について

報第１２号 財団法人奈良県林業基金の経営状況の報告について報第１２号 財団法人奈良県林業基金の経営状況の報告について報第１２号 財団法人奈良県林業基金の経営状況の報告について報第１２号 財団法人奈良県林業基金の経営状況の報告について

報第１３号 財団法人奈良県中小企業支援センターの経営状況の報告につい報第１３号 財団法人奈良県中小企業支援センターの経営状況の報告につい報第１３号 財団法人奈良県中小企業支援センターの経営状況の報告につい報第１３号 財団法人奈良県中小企業支援センターの経営状況の報告につい

てててて
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報第１８号 地方自治法第１７９条第１項の規定による専決処分の報告につ報第１８号 地方自治法第１７９条第１項の規定による専決処分の報告につ報第１８号 地方自治法第１７９条第１項の規定による専決処分の報告につ報第１８号 地方自治法第１７９条第１項の規定による専決処分の報告につ

いていていていて

平成２４年度奈良県営競輪事業費特別会計補正予算（第１号）平成２４年度奈良県営競輪事業費特別会計補正予算（第１号）平成２４年度奈良県営競輪事業費特別会計補正予算（第１号）平成２４年度奈良県営競輪事業費特別会計補正予算（第１号）

農業改良資金未収金請求事件について農業改良資金未収金請求事件について農業改良資金未収金請求事件について農業改良資金未収金請求事件について

農業改良資金未収金請求事件について農業改良資金未収金請求事件について農業改良資金未収金請求事件について農業改良資金未収金請求事件について

（２）その他（２）その他（２）その他（２）その他

＜会議の経過＞＜会議の経過＞＜会議の経過＞＜会議の経過＞

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

欠席者はございません。欠席者はございません。欠席者はございません。欠席者はございません。

本日、当委員会に対し、１名の方から傍聴のお申し出がありますが、これを認めること本日、当委員会に対し、１名の方から傍聴のお申し出がありますが、これを認めること本日、当委員会に対し、１名の方から傍聴のお申し出がありますが、これを認めること本日、当委員会に対し、１名の方から傍聴のお申し出がありますが、これを認めること

としてよろしいでしょうか。また、その後のお申し出についても、さきの方を含め２０名としてよろしいでしょうか。また、その後のお申し出についても、さきの方を含め２０名としてよろしいでしょうか。また、その後のお申し出についても、さきの方を含め２０名としてよろしいでしょうか。また、その後のお申し出についても、さきの方を含め２０名

を限度に許可することとしたいと思いますが、よろしいでしょうか。を限度に許可することとしたいと思いますが、よろしいでしょうか。を限度に許可することとしたいと思いますが、よろしいでしょうか。を限度に許可することとしたいと思いますが、よろしいでしょうか。

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

それでは、認めることといたします。それでは、認めることといたします。それでは、認めることといたします。それでは、認めることといたします。

それでは、案件に入ります前に、４月１日付けで議会事務局に異動がありましたので、それでは、案件に入ります前に、４月１日付けで議会事務局に異動がありましたので、それでは、案件に入ります前に、４月１日付けで議会事務局に異動がありましたので、それでは、案件に入ります前に、４月１日付けで議会事務局に異動がありましたので、

松岡事務局次長から新任担当書記の紹介を願います。松岡事務局次長から新任担当書記の紹介を願います。松岡事務局次長から新任担当書記の紹介を願います。松岡事務局次長から新任担当書記の紹介を願います。

○松岡事務局次長○松岡事務局次長○松岡事務局次長○松岡事務局次長 今回の異動で当委員会の担当書記に変更がございました。今回の異動で当委員会の担当書記に変更がございました。今回の異動で当委員会の担当書記に変更がございました。今回の異動で当委員会の担当書記に変更がございました。

調査課課長補佐の今西でございます。調査課課長補佐の今西でございます。調査課課長補佐の今西でございます。調査課課長補佐の今西でございます。

○今西書記○今西書記○今西書記○今西書記 今西です。よろしくお願いします。今西です。よろしくお願いします。今西です。よろしくお願いします。今西です。よろしくお願いします。

○大国委員長○大国委員長○大国委員長○大国委員長 次に、常次に、常次に、常次に、常時時時時出席を求める出席を求める出席を求める出席を求める理理理理事者の変更についてであります。事者の変更についてであります。事者の変更についてであります。事者の変更についてであります。

今般の今般の今般の今般の組織見直組織見直組織見直組織見直し等により、出席し等により、出席し等により、出席し等により、出席要要要要求する求する求する求する理理理理事者を変更する事者を変更する事者を変更する事者を変更する必要必要必要必要がががが生じ生じ生じ生じましたので、おましたので、おましたので、おましたので、お

手元手元手元手元にににに配配配配付しております資付しております資付しております資付しております資料料料料のとおり変更し、出席のとおり変更し、出席のとおり変更し、出席のとおり変更し、出席要要要要求していますので、ご求していますので、ご求していますので、ご求していますので、ご了承了承了承了承願います。願います。願います。願います。

次に、４月１日付けで次に、４月１日付けで次に、４月１日付けで次に、４月１日付けで理理理理事者に異動がありましたので、産業・雇用振興部長、農林部長事者に異動がありましたので、産業・雇用振興部長、農林部長事者に異動がありましたので、産業・雇用振興部長、農林部長事者に異動がありましたので、産業・雇用振興部長、農林部長

のののの順順順順に、異動のあに、異動のあに、異動のあに、異動のあっっっった職員の紹介をお願いします。た職員の紹介をお願いします。た職員の紹介をお願いします。た職員の紹介をお願いします。

○浪越産業・雇用振興部長○浪越産業・雇用振興部長○浪越産業・雇用振興部長○浪越産業・雇用振興部長 ４月１日付けで異動がありました職員について、ご紹介を申４月１日付けで異動がありました職員について、ご紹介を申４月１日付けで異動がありました職員について、ご紹介を申４月１日付けで異動がありました職員について、ご紹介を申

しししし上げ上げ上げ上げます。ます。ます。ます。

村村村村上上上上産業・雇用振興部次長、企産業・雇用振興部次長、企産業・雇用振興部次長、企産業・雇用振興部次長、企画画画画管管管管理理理理室長事務室長事務室長事務室長事務取扱取扱取扱取扱でございます。でございます。でございます。でございます。

○村上産業・雇用振興部次長企画管理室長事務取扱○村上産業・雇用振興部次長企画管理室長事務取扱○村上産業・雇用振興部次長企画管理室長事務取扱○村上産業・雇用振興部次長企画管理室長事務取扱 よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。

○浪越産業・雇用振興部長○浪越産業・雇用振興部長○浪越産業・雇用振興部長○浪越産業・雇用振興部長 大月地大月地大月地大月地域域域域産業課長でございます。産業課長でございます。産業課長でございます。産業課長でございます。

○大月地域産業課長○大月地域産業課長○大月地域産業課長○大月地域産業課長 どどどどううううぞぞぞぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
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○冨岡農林部長○冨岡農林部長○冨岡農林部長○冨岡農林部長 引引引引きききき続続続続きまして、農林部の職員のご紹介を申しきまして、農林部の職員のご紹介を申しきまして、農林部の職員のご紹介を申しきまして、農林部の職員のご紹介を申し上げ上げ上げ上げます。ます。ます。ます。

農林部次長、企農林部次長、企農林部次長、企農林部次長、企画画画画管管管管理理理理室長事務室長事務室長事務室長事務取扱取扱取扱取扱、、、、福福福福谷でございます。谷でございます。谷でございます。谷でございます。

○福谷農林部次長兼企画管理室長○福谷農林部次長兼企画管理室長○福谷農林部次長兼企画管理室長○福谷農林部次長兼企画管理室長 よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。

○冨岡農林部長○冨岡農林部長○冨岡農林部長○冨岡農林部長 続続続続きまして、農林部次長、市きまして、農林部次長、市きまして、農林部次長、市きまして、農林部次長、市場場場場担当の担当の担当の担当の嶋嶋嶋嶋本でございます。本でございます。本でございます。本でございます。

○嶋本農林部次長○嶋本農林部次長○嶋本農林部次長○嶋本農林部次長 よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。

○冨岡農林部長○冨岡農林部長○冨岡農林部長○冨岡農林部長 次に、農林部次長、新農業次に、農林部次長、新農業次に、農林部次長、新農業次に、農林部次長、新農業総合総合総合総合センターあり方センターあり方センターあり方センターあり方検討検討検討検討担当の担当の担当の担当の植植植植田でござい田でござい田でござい田でござい

ます。ます。ます。ます。

○植田農林部次長○植田農林部次長○植田農林部次長○植田農林部次長 よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。

○冨岡農林部長○冨岡農林部長○冨岡農林部長○冨岡農林部長 続続続続きまして、農林部次長、林務担当、きまして、農林部次長、林務担当、きまして、農林部次長、林務担当、きまして、農林部次長、林務担当、森森森森林林林林整備整備整備整備課長事務課長事務課長事務課長事務取扱取扱取扱取扱の田中でごの田中でごの田中でごの田中でご

ざいます。ざいます。ざいます。ざいます。

○田中農林部次長 林務担当、森林整備課長事務取扱○田中農林部次長 林務担当、森林整備課長事務取扱○田中農林部次長 林務担当、森林整備課長事務取扱○田中農林部次長 林務担当、森林整備課長事務取扱 よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。

○冨岡農林部長○冨岡農林部長○冨岡農林部長○冨岡農林部長 角山マ角山マ角山マ角山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課長でございます。課長でございます。課長でございます。課長でございます。

○角山マーケティング課長○角山マーケティング課長○角山マーケティング課長○角山マーケティング課長 よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。

○冨岡農林部長○冨岡農林部長○冨岡農林部長○冨岡農林部長 和和和和田農業田農業田農業田農業水水水水産振興課長でございます。産振興課長でございます。産振興課長でございます。産振興課長でございます。

○和田農業水産振興課長○和田農業水産振興課長○和田農業水産振興課長○和田農業水産振興課長 よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。

○冨岡農林部長○冨岡農林部長○冨岡農林部長○冨岡農林部長 馬場馬場馬場馬場林業振興課長でございます。林業振興課長でございます。林業振興課長でございます。林業振興課長でございます。

○馬場林業振興課長○馬場林業振興課長○馬場林業振興課長○馬場林業振興課長 よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。

○冨岡農林部長○冨岡農林部長○冨岡農林部長○冨岡農林部長 岡野奈良の岡野奈良の岡野奈良の岡野奈良の木ブラ木ブラ木ブラ木ブランンンンドドドド課長でございます。課長でございます。課長でございます。課長でございます。

○岡野奈良の木ブランド課長○岡野奈良の木ブランド課長○岡野奈良の木ブランド課長○岡野奈良の木ブランド課長 よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。

○冨岡農林部長○冨岡農林部長○冨岡農林部長○冨岡農林部長 以上以上以上以上、よろしくお願いいたします。、よろしくお願いいたします。、よろしくお願いいたします。、よろしくお願いいたします。

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

ままままずずずず、付、付、付、付託託託託議案の審査を行います。議案の審査を行います。議案の審査を行います。議案の審査を行います。

当委員会に付当委員会に付当委員会に付当委員会に付託託託託されました議案は、委員会次第に記されました議案は、委員会次第に記されました議案は、委員会次第に記されました議案は、委員会次第に記載載載載のとおりであります。のとおりであります。のとおりであります。のとおりであります。

審査に審査に審査に審査に先先先先立立立立ちちちち申し申し申し申し上げ上げ上げ上げておきますが、委員長報告は正副委員長会議の申しておきますが、委員長報告は正副委員長会議の申しておきますが、委員長報告は正副委員長会議の申しておきますが、委員長報告は正副委員長会議の申し合わ合わ合わ合わせにより、せにより、せにより、せにより、

付付付付託託託託をををを受受受受けました議案の審査けました議案の審査けました議案の審査けました議案の審査結果結果結果結果についてのについてのについてのについてのみみみみの報告となりますので、あらかの報告となりますので、あらかの報告となりますので、あらかの報告となりますので、あらかじじじじめごめごめごめご了承了承了承了承

願います。願います。願います。願います。

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

○浪越産業・雇用振興部長○浪越産業・雇用振興部長○浪越産業・雇用振興部長○浪越産業・雇用振興部長 平成２４年平成２４年平成２４年平成２４年６６６６月定例県議会に産業・雇用振興部として月定例県議会に産業・雇用振興部として月定例県議会に産業・雇用振興部として月定例県議会に産業・雇用振興部として提提提提出し出し出し出し

ております議案についてごております議案についてごております議案についてごております議案についてご説説説説明を申し明を申し明を申し明を申し上げ上げ上げ上げます。ます。ます。ます。

「第３０７回定例県議会「第３０７回定例県議会「第３０７回定例県議会「第３０７回定例県議会提提提提出議案」をお願いいたします。１２出議案」をお願いいたします。１２出議案」をお願いいたします。１２出議案」をお願いいたします。１２ペペペペーーーージジジジ、ま、ま、ま、まずずずずははははじじじじめに、めに、めに、めに、



---- 4444 ----

議第４４号、奈良県職業訓練の基準等に関する条例についてでございます。この条例は、議第４４号、奈良県職業訓練の基準等に関する条例についてでございます。この条例は、議第４４号、奈良県職業訓練の基準等に関する条例についてでございます。この条例は、議第４４号、奈良県職業訓練の基準等に関する条例についてでございます。この条例は、

地地地地域域域域の自の自の自の自主性及び主性及び主性及び主性及び自立自立自立自立性性性性をををを高高高高めるための改めるための改めるための改めるための改革革革革のののの推進推進推進推進をををを図図図図るための関係法るための関係法るための関係法るための関係法律律律律のののの整備整備整備整備に関するに関するに関するに関する

法法法法律律律律のののの施施施施行により、職業行により、職業行により、職業行により、職業能力能力能力能力開開開開発促進発促進発促進発促進法の改正に法の改正に法の改正に法の改正に伴伴伴伴いまして、いまして、いまして、いまして、普通普通普通普通職業訓練の基準職業訓練の基準職業訓練の基準職業訓練の基準やややや職業職業職業職業

訓練訓練訓練訓練指導指導指導指導員の資員の資員の資員の資格格格格等、奈良県が等、奈良県が等、奈良県が等、奈良県が実施実施実施実施します職業訓練の基準を定めようとするものでございします職業訓練の基準を定めようとするものでございします職業訓練の基準を定めようとするものでございします職業訓練の基準を定めようとするものでござい

ます。ます。ます。ます。

続続続続きまして、２１きまして、２１きまして、２１きまして、２１ペペペペーーーージジジジ、諮第１号、行政財産を使用する権利に関する処分に対する異、諮第１号、行政財産を使用する権利に関する処分に対する異、諮第１号、行政財産を使用する権利に関する処分に対する異、諮第１号、行政財産を使用する権利に関する処分に対する異

議申立てについてでございます。議申立てについてでございます。議申立てについてでございます。議申立てについてでございます。

本件は、平成２４年３月２９日付け、奈良県本件は、平成２４年３月２９日付け、奈良県本件は、平成２４年３月２９日付け、奈良県本件は、平成２４年３月２９日付け、奈良県指令指令指令指令雇労第雇労第雇労第雇労第６６６６４０号により、異議申立人、４０号により、異議申立人、４０号により、異議申立人、４０号により、異議申立人、

奈良県労働奈良県労働奈良県労働奈良県労働組合連合組合連合組合連合組合連合会議長、井会議長、井会議長、井会議長、井ノノノノ尾尾尾尾寛寛寛寛利に対して行利に対して行利に対して行利に対して行っっっった奈良労働会た奈良労働会た奈良労働会た奈良労働会館館館館の使用の使用の使用の使用不不不不許可処分に許可処分に許可処分に許可処分に

ついて平成２４年５月３０日付けで異議申立てがなされたものです。この異議申立てに対ついて平成２４年５月３０日付けで異議申立てがなされたものです。この異議申立てに対ついて平成２４年５月３０日付けで異議申立てがなされたものです。この異議申立てに対ついて平成２４年５月３０日付けで異議申立てがなされたものです。この異議申立てに対

するするするする見解見解見解見解でございますが、異議申立人が処分があでございますが、異議申立人が処分があでございますが、異議申立人が処分があでございますが、異議申立人が処分があっっっったことをたことをたことをたことを知っ知っ知っ知った日は平成２４年３月３た日は平成２４年３月３た日は平成２４年３月３た日は平成２４年３月３

０日であり、本件異議申立ては平成２４年５月３０日になされており、行政０日であり、本件異議申立ては平成２４年５月３０日になされており、行政０日であり、本件異議申立ては平成２４年５月３０日になされており、行政０日であり、本件異議申立ては平成２４年５月３０日になされており、行政不服不服不服不服審査法第審査法第審査法第審査法第

４５条に規定する異議申立て４５条に規定する異議申立て４５条に規定する異議申立て４５条に規定する異議申立て期間期間期間期間でありますでありますでありますであります６６６６０日を経０日を経０日を経０日を経過過過過してなされたものでございます。してなされたものでございます。してなされたものでございます。してなされたものでございます。

よよよよっっっって、本件異議申立てにつきましては、て、本件異議申立てにつきましては、て、本件異議申立てにつきましては、て、本件異議申立てにつきましては、不適不適不適不適法でありますことから法でありますことから法でありますことから法でありますことから却下却下却下却下すすすすべべべべきものときものときものときものと考考考考

ええええるところでございますが、地方自治法第２３８条の７第４項の規定により議会に諮るところでございますが、地方自治法第２３８条の７第４項の規定により議会に諮るところでございますが、地方自治法第２３８条の７第４項の規定により議会に諮るところでございますが、地方自治法第２３８条の７第４項の規定により議会に諮問問問問いいいい

たします。たします。たします。たします。

続続続続きまして、４７きまして、４７きまして、４７きまして、４７ペペペペーーーージジジジ、地方自治法第１７９条第１項の規定による専決処分の報告に、地方自治法第１７９条第１項の規定による専決処分の報告に、地方自治法第１７９条第１項の規定による専決処分の報告に、地方自治法第１７９条第１項の規定による専決処分の報告に

ついてのうついてのうついてのうついてのうちちちち平成２４年度奈良県営競輪事業費特別会計の補正予算でございます。平成２４年度奈良県営競輪事業費特別会計の補正予算でございます。平成２４年度奈良県営競輪事業費特別会計の補正予算でございます。平成２４年度奈良県営競輪事業費特別会計の補正予算でございます。

４８４８４８４８ペペペペーーーージジジジ、４９、４９、４９、４９ペペペペーーーージジジジは、平成２３年度の奈良県営競輪事業費特別会計におきまして、は、平成２３年度の奈良県営競輪事業費特別会計におきまして、は、平成２３年度の奈良県営競輪事業費特別会計におきまして、は、平成２３年度の奈良県営競輪事業費特別会計におきまして、

前年度繰前年度繰前年度繰前年度繰上充上充上充上充用と用と用と用と合わ合わ合わ合わせて１せて１せて１せて１億億億億２２２２，，，，２２８２２８２２８２２８万円万円万円万円のののの赤字赤字赤字赤字を計を計を計を計上上上上することになすることになすることになすることになっっっったため、地方たため、地方たため、地方たため、地方

自治法自治法自治法自治法施施施施行行行行令令令令第１第１第１第１６６６６６６６６条の２の規定により平成２４年度の条の２の規定により平成２４年度の条の２の規定により平成２４年度の条の２の規定により平成２４年度の歳歳歳歳入入入入歳歳歳歳出予算を補正し、この出予算を補正し、この出予算を補正し、この出予算を補正し、この不不不不

足足足足分を補う繰分を補う繰分を補う繰分を補う繰上充上充上充上充用を行用を行用を行用を行っっっったものでございます。平成２３年度の奈良県営競輪事業においたものでございます。平成２３年度の奈良県営競輪事業においたものでございます。平成２３年度の奈良県営競輪事業においたものでございます。平成２３年度の奈良県営競輪事業におい

ては、ては、ては、ては、全全全全国国国国的的的的な公営競な公営競な公営競な公営競技技技技のののの不不不不振の中、振の中、振の中、振の中、ファファファファンンンン送迎バス送迎バス送迎バス送迎バスのののの見直見直見直見直しなしなしなしなどどどど、委、委、委、委託託託託経費の経費の経費の経費の削減や従削減や従削減や従削減や従

事員の出事員の出事員の出事員の出勤勤勤勤調調調調整整整整等による人件費の等による人件費の等による人件費の等による人件費の削減削減削減削減にににに努努努努めるとともに、めるとともに、めるとともに、めるとともに、選手賞選手賞選手賞選手賞金の金の金の金の引引引引きききき下げ下げ下げ下げ等とも等とも等とも等とも合わ合わ合わ合わ

せ、せ、せ、せ、単単単単年度では１年度では１年度では１年度では１，，，，２２１２２１２２１２２１万円万円万円万円のののの黒字黒字黒字黒字となりました。しかしながら、前年度繰となりました。しかしながら、前年度繰となりました。しかしながら、前年度繰となりました。しかしながら、前年度繰上充上充上充上充用用用用額額額額１１１１

億億億億３３３３，，，，４４９４４９４４９４４９万円万円万円万円の補てんまでにはの補てんまでにはの補てんまでにはの補てんまでには至至至至ららららずずずず、、、、昨昨昨昨年度に年度に年度に年度に引引引引きききき続続続続き繰き繰き繰き繰上充上充上充上充用が用が用が用が必要必要必要必要となとなとなとなっっっったもたもたもたも

のでございます。のでございます。のでございます。のでございます。

なお、繰なお、繰なお、繰なお、繰上充上充上充上充用金に用金に用金に用金に充充充充てるてるてるてるべべべべき平成２４年度き平成２４年度き平成２４年度き平成２４年度歳歳歳歳入につきましては、自入につきましては、自入につきましては、自入につきましては、自転車転車転車転車競競競競技技技技法の改正法の改正法の改正法の改正

にににに伴伴伴伴ううううＪＫＡ交ＪＫＡ交ＪＫＡ交ＪＫＡ交付金が一部付金が一部付金が一部付金が一部不不不不用となることにより用となることにより用となることにより用となることにより余剰余剰余剰余剰となる財となる財となる財となる財源源源源をををを充充充充てることといたしまてることといたしまてることといたしまてることといたしま

した。この繰した。この繰した。この繰した。この繰上充上充上充上充用は、会計年度経用は、会計年度経用は、会計年度経用は、会計年度経過過過過後に後に後に後に歳歳歳歳入入入入不足不足不足不足をををを確確確確定させた定させた定させた定させた上上上上で出で出で出で出納閉鎖期間納閉鎖期間納閉鎖期間納閉鎖期間前、す前、す前、す前、す
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ななななわちわちわちわち平成２４年５月３１日までに処平成２４年５月３１日までに処平成２４年５月３１日までに処平成２４年５月３１日までに処理理理理するするするする必要必要必要必要があがあがあがあっっっったことから、たことから、たことから、たことから、やむやむやむやむをををを得ず得ず得ず得ず地方自治地方自治地方自治地方自治

法第１７９条第１項の規定による専決処分としたものでございます。法第１７９条第１項の規定による専決処分としたものでございます。法第１７９条第１項の規定による専決処分としたものでございます。法第１７９条第１項の規定による専決処分としたものでございます。同同同同条第３項の規定に条第３項の規定に条第３項の規定に条第３項の規定に

より報告し、ごより報告し、ごより報告し、ごより報告し、ご承承承承認をお願いするところでございます。補正予算の認をお願いするところでございます。補正予算の認をお願いするところでございます。補正予算の認をお願いするところでございます。補正予算の内容内容内容内容につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、

別別別別冊冊冊冊の「平成２３年度、平成２４年度一般会計特別会計補正予算に関するの「平成２３年度、平成２４年度一般会計特別会計補正予算に関するの「平成２３年度、平成２４年度一般会計特別会計補正予算に関するの「平成２３年度、平成２４年度一般会計特別会計補正予算に関する説説説説明書」１、２明書」１、２明書」１、２明書」１、２

ペペペペーーーージジジジに記に記に記に記載載載載のとおりでございます。のとおりでございます。のとおりでございます。のとおりでございます。

次に、４２次に、４２次に、４２次に、４２ペペペペーーーージジジジ、報第１３号、財団法人奈良県中小企業支援センターの経営状況の報、報第１３号、財団法人奈良県中小企業支援センターの経営状況の報、報第１３号、財団法人奈良県中小企業支援センターの経営状況の報、報第１３号、財団法人奈良県中小企業支援センターの経営状況の報

告についてでございます。財団法人奈良県中小企業支援センターの「平成２３年度業務報告についてでございます。財団法人奈良県中小企業支援センターの「平成２３年度業務報告についてでございます。財団法人奈良県中小企業支援センターの「平成２３年度業務報告についてでございます。財団法人奈良県中小企業支援センターの「平成２３年度業務報

告書」をお願いいたします。告書」をお願いいたします。告書」をお願いいたします。告書」をお願いいたします。

ままままずずずず、この業務報告書によりまして、平成２３年度の業務報告決算についてご、この業務報告書によりまして、平成２３年度の業務報告決算についてご、この業務報告書によりまして、平成２３年度の業務報告決算についてご、この業務報告書によりまして、平成２３年度の業務報告決算についてご説説説説明を申明を申明を申明を申

しししし上げ上げ上げ上げます。１ます。１ます。１ます。１ペペペペーーーージジジジは、は、は、は、概要概要概要概要についてでございますが、についてでございますが、についてでございますが、についてでございますが、東東東東日本大日本大日本大日本大震災震災震災震災でででで受受受受けたけたけたけた深刻深刻深刻深刻なななな打打打打

撃撃撃撃からからからから復旧復旧復旧復旧・・・・復復復復興興興興努力努力努力努力によりによりによりにより景気景気景気景気はははは緩や緩や緩や緩やかにかにかにかに持ち直持ち直持ち直持ち直してきたものの、してきたものの、してきたものの、してきたものの、急速急速急速急速なななな円高円高円高円高のののの進進進進行行行行やややや

欧州欧州欧州欧州政政政政府債府債府債府債務務務務危機危機危機危機のののの顕在化顕在化顕在化顕在化ななななどどどどのののの要因要因要因要因もありまして、県もありまして、県もありまして、県もありまして、県内内内内中小企業にと中小企業にと中小企業にと中小企業にとっっっって経営て経営て経営て経営環境環境環境環境はははは依依依依

然厳然厳然厳然厳しい状況がしい状況がしい状況がしい状況が続続続続いております。こうした中、県いております。こうした中、県いております。こうした中、県いております。こうした中、県内内内内産業の産業の産業の産業の活性化活性化活性化活性化にににに向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組み組み組み組みとしてとしてとしてとして

財団法人奈良県中小企業支援センターでは経営財団法人奈良県中小企業支援センターでは経営財団法人奈良県中小企業支援センターでは経営財団法人奈良県中小企業支援センターでは経営力向上へ力向上へ力向上へ力向上への対の対の対の対応応応応をはをはをはをはじじじじめ、次のような支援め、次のような支援め、次のような支援め、次のような支援

をををを実施実施実施実施いたしました。いたしました。いたしました。いたしました。

３３３３ペペペペーーーージジジジ、、、、ⅠⅠⅠⅠの経営の経営の経営の経営力向上力向上力向上力向上支援でございます。中小企業の経営支援でございます。中小企業の経営支援でございます。中小企業の経営支援でございます。中小企業の経営力強化及び力強化及び力強化及び力強化及び経営課経営課経営課経営課題題題題のののの解解解解

決のため、経営者の決のため、経営者の決のため、経営者の決のため、経営者のマネジメマネジメマネジメマネジメンンンント力ト力ト力ト力のののの強化や強化や強化や強化や経営経営経営経営品質品質品質品質をををを向上向上向上向上させるための支援、専させるための支援、専させるための支援、専させるための支援、専門家門家門家門家にににに

よるよるよるよる個個個個別別別別指導並び指導並び指導並び指導並びにににに情情情情報報報報提供提供提供提供を行いました。を行いました。を行いました。を行いました。

１の経営１の経営１の経営１の経営品質向上活品質向上活品質向上活品質向上活動事業では、県動事業では、県動事業では、県動事業では、県内内内内企業の経営企業の経営企業の経営企業の経営品質向上品質向上品質向上品質向上にににに向向向向けてセけてセけてセけてセミナミナミナミナーーーーや実践的研や実践的研や実践的研や実践的研

修講座修講座修講座修講座を開を開を開を開催催催催し、し、し、し、実効力実効力実効力実効力のある経営認のある経営認のある経営認のある経営認証取得証取得証取得証取得をををを目指目指目指目指す５社をす５社をす５社をす５社を育育育育成いたしました。成いたしました。成いたしました。成いたしました。

２の専２の専２の専２の専門家門家門家門家によるによるによるによる個個個個別企業経営支援では、県別企業経営支援では、県別企業経営支援では、県別企業経営支援では、県内内内内企業が企業が企業が企業が抱え抱え抱え抱えるるるる高高高高度、専度、専度、専度、専門的門的門的門的な経営課な経営課な経営課な経営課題題題題にににに

対して対して対して対して相談相談相談相談員が課員が課員が課員が課題内容題内容題内容題内容を分を分を分を分析析析析し、し、し、し、最適最適最適最適な専な専な専な専門家門家門家門家をををを選選選選定・定・定・定・派遣派遣派遣派遣し、し、し、し、現場現場現場現場におけるにおけるにおけるにおける助言助言助言助言・・・・指指指指

導導導導をををを実施実施実施実施し、課し、課し、課し、課題解題解題解題解決を決を決を決を図図図図りましたりましたりましたりました。。。。（１）の専（１）の専（１）の専（１）の専門家派遣門家派遣門家派遣門家派遣事業でございますが、財団法人事業でございますが、財団法人事業でございますが、財団法人事業でございますが、財団法人

奈良県中小企業支援センターの奈良県中小企業支援センターの奈良県中小企業支援センターの奈良県中小企業支援センターの登録登録登録登録専専専専門家門家門家門家をををを直接現直接現直接現直接現地に地に地に地に派遣派遣派遣派遣をするもので、をするもので、をするもので、をするもので、具体的具体的具体的具体的な事例な事例な事例な事例

等につきましては記等につきましては記等につきましては記等につきましては記載載載載のとおりでございます。のとおりでございます。のとおりでございます。のとおりでございます。

４４４４ペペペペーーーージジジジ、、、、（２）の中小企業支援（２）の中小企業支援（２）の中小企業支援（２）の中小企業支援ネットワネットワネットワネットワーーーーク強化ク強化ク強化ク強化事業でございますが、事業でございますが、事業でございますが、事業でございますが、近畿近畿近畿近畿経済産業経済産業経済産業経済産業

局が局が局が局が選選選選定した専定した専定した専定した専門知識門知識門知識門知識等等等等豊富豊富豊富豊富なななな実績実績実績実績をををを有有有有するするするする上級アドバイザ上級アドバイザ上級アドバイザ上級アドバイザーが中小企業支援センターのーが中小企業支援センターのーが中小企業支援センターのーが中小企業支援センターの

相談相談相談相談員と員と員と員と連携連携連携連携をををを図図図図りながら経営課りながら経営課りながら経営課りながら経営課題題題題のののの解解解解決に決に決に決に向向向向けて支援を行けて支援を行けて支援を行けて支援を行っっっったものでございます。たものでございます。たものでございます。たものでございます。

３の３の３の３の窓窓窓窓口口口口相談相談相談相談事業でございますが、中小企業支援センターでは事業でございますが、中小企業支援センターでは事業でございますが、中小企業支援センターでは事業でございますが、中小企業支援センターでは総合相談窓総合相談窓総合相談窓総合相談窓口を口を口を口を設置設置設置設置して、して、して、して、

各種各種各種各種経営経営経営経営相談相談相談相談にににに備え備え備え備えるるるる体体体体制制制制をとをとをとをとっっっっております。ております。ております。ております。相談相談相談相談の件の件の件の件数数数数等につきましては、記等につきましては、記等につきましては、記等につきましては、記載載載載のとおのとおのとおのとお
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りでございます。りでございます。りでございます。りでございます。

５５５５ペペペペーーーージジジジ、、、、ⅡⅡⅡⅡの企業の企業の企業の企業価値創価値創価値創価値創出支援でございます。そのう出支援でございます。そのう出支援でございます。そのう出支援でございます。そのうちちちち１の新事業・新１の新事業・新１の新事業・新１の新事業・新技技技技術術術術・新・新・新・新製製製製品品品品

の開の開の開の開発促進発促進発促進発促進では、県では、県では、県では、県内内内内企業の企業の企業の企業の技技技技術術術術課課課課題や題や題や題やニニニニーーーーズズズズのののの掘掘掘掘りりりり起起起起こし、こし、こし、こし、研研研研究究究究開開開開発発発発からからからから技技技技術術術術ののののマッマッマッマッチチチチ

ンンンンググググ、さらには、さらには、さらには、さらには取引取引取引取引のための基本のための基本のための基本のための基本的的的的なななな品質品質品質品質保保保保証や証や証や証や契約契約契約契約等の等の等の等のシシシシステステステステムムムムのののの構築構築構築構築まで一まで一まで一まで一貫貫貫貫した支した支した支した支

援を行いました。ま援を行いました。ま援を行いました。ま援を行いました。まずずずず、企業、企業、企業、企業発発発発掘掘掘掘フフフフェェェェーーーーズズズズ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、、、、（１）の（１）の（１）の（１）のココココーーーーデデデディネィネィネィネーーーート活ト活ト活ト活

動事業動事業動事業動事業、、、、（２）のなら（２）のなら（２）のなら（２）のなら発発発発オオオオンンンンリリリリーーーーワワワワン企業の認定ン企業の認定ン企業の認定ン企業の認定、、、、（３）の奈良（３）の奈良（３）の奈良（３）の奈良高高高高専専専専技技技技術術術術情情情情報報報報活活活活用支援事業用支援事業用支援事業用支援事業

を行いました。を行いました。を行いました。を行いました。

次に、次に、次に、次に、育育育育成成成成フフフフェェェェーーーーズズズズ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、、、、（１）の大（１）の大（１）の大（１）の大学学学学とのとのとのとの共共共共同研同研同研同研究究究究として４件がとして４件がとして４件がとして４件が進進進進行中行中行中行中

でございますでございますでございますでございます。。。。（２）の（２）の（２）の（２）のマッマッマッマッチチチチンンンンググググ案件では２件が案件では２件が案件では２件が案件では２件が継継継継続続続続支援中でございます支援中でございます支援中でございます支援中でございます。。。。（３）の事業（３）の事業（３）の事業（３）の事業

計計計計画画画画等等等等策策策策定支援事業では、定支援事業では、定支援事業では、定支援事業では、６６６６件が国の補件が国の補件が国の補件が国の補助助助助事業に対して事業に対して事業に対して事業に対して採択採択採択採択されました。されました。されました。されました。具体的具体的具体的具体的なななな内容内容内容内容にににに

ついては記ついては記ついては記ついては記載載載載のとおりでございます。のとおりでございます。のとおりでございます。のとおりでございます。

６ペ６ペ６ペ６ペーーーージジジジ、、、、（４）の（４）の（４）の（４）の戦略戦略戦略戦略的的的的基基基基盤盤盤盤技技技技術術術術高高高高度度度度化化化化支援事業でございますが、経済産業支援事業でございますが、経済産業支援事業でございますが、経済産業支援事業でございますが、経済産業省省省省からのからのからのからの

受託受託受託受託事業といたしまして事業といたしまして事業といたしまして事業といたしまして６６６６つのつのつのつの研研研研究究究究テテテテーーーーママママにににに取取取取りりりり組組組組んでいたところでございます。んでいたところでございます。んでいたところでございます。んでいたところでございます。

７７７７ペペペペーーーージジジジ、事業、事業、事業、事業化フ化フ化フ化フェェェェーーーーズズズズ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、、、、（１）の（１）の（１）の（１）の個個個個別別別別ＢＢＢＢ２２２２ＢＢＢＢマッマッマッマッチチチチンンンンググググでございまでございまでございまでございま

すが、企業すが、企業すが、企業すが、企業やややや大大大大学学学学等との等との等との等との連携連携連携連携による事業による事業による事業による事業化化化化を支援したを支援したを支援したを支援した結果結果結果結果、３件の、３件の、３件の、３件の協協協協業が成立いたしまし業が成立いたしまし業が成立いたしまし業が成立いたしまし

たたたた。。。。（２）の（２）の（２）の（２）の広広広広域的域的域的域的ＢＢＢＢ２２２２ＢＢＢＢマッマッマッマッチチチチンンンンググググのののの推進推進推進推進では、では、では、では、ＢＢＢＢ２２２２ＢＢＢＢマッマッマッマッチチチチンンンンググググのののの検討検討検討検討会を２回開会を２回開会を２回開会を２回開催催催催

し、２し、２し、２し、２６６６６件の件の件の件のマッマッマッマッチチチチンンンンググググをををを試試試試みみみみ、う、う、う、うちちちち１７件が事業成立に１７件が事業成立に１７件が事業成立に１７件が事業成立に向向向向けてけてけてけて継継継継続検討続検討続検討続検討中でございます。中でございます。中でございます。中でございます。

（３）の（３）の（３）の（３）の展展展展示示示示商商商商談談談談会会会会へへへへのののの参参参参画画画画では、中小企業では、中小企業では、中小企業では、中小企業総合総合総合総合展展展展やややや関西関西関西関西機機機機械械械械要要要要素素素素技技技技術展術展術展術展ななななどどどどに出に出に出に出展展展展し、し、し、し、

企業紹介企業紹介企業紹介企業紹介ややややココココーーーーデデデディネィネィネィネーーーートトトトを行いました。を行いました。を行いました。を行いました。

８８８８ペペペペーーーージジジジ、、、、（４）（４）（４）（４）オオオオーーーーププププンンンンイノイノイノイノベベベベーーーーショショショションンンンへへへへのののの参参参参画画画画による大による大による大による大手手手手企業との企業との企業との企業とのマッマッマッマッチチチチンンンング推進グ推進グ推進グ推進

やややや（５）のその他認定計（５）のその他認定計（５）のその他認定計（５）のその他認定計画画画画策策策策定等支援につきましても定等支援につきましても定等支援につきましても定等支援につきましても実施実施実施実施をいたしました。をいたしました。をいたしました。をいたしました。詳細詳細詳細詳細についてについてについてについて

は記は記は記は記載載載載のとおりでございます。のとおりでございます。のとおりでございます。のとおりでございます。

次の２の次の２の次の２の次の２の販売販売販売販売力強化力強化力強化力強化支援事業でございます。県支援事業でございます。県支援事業でございます。県支援事業でございます。県内内内内企業の新企業の新企業の新企業の新商商商商品品品品等の等の等の等の販路拡販路拡販路拡販路拡大のためにセ大のためにセ大のためにセ大のためにセ

ミナミナミナミナー等によりー等によりー等によりー等により商商商商品力品力品力品力、、、、販売販売販売販売力力力力のののの強化強化強化強化にににに向向向向けた一けた一けた一けた一貫貫貫貫した支援を行いました。ました支援を行いました。ました支援を行いました。ました支援を行いました。まずずずず、企業、企業、企業、企業

（（（（商商商商品品品品））））発発発発掘掘掘掘フフフフェェェェーーーーズズズズでは、では、では、では、販売販売販売販売力強化や力強化や力強化や力強化や海外海外海外海外市市市市場場場場に関するセに関するセに関するセに関するセミナミナミナミナーを開ーを開ーを開ーを開催催催催いたしました。いたしました。いたしました。いたしました。

９９９９ペペペペーーーージジジジ、、、、育育育育成（成（成（成（商商商商品品品品価値価値価値価値向上向上向上向上））））フフフフェェェェーーーーズズズズといたしましては、といたしましては、といたしましては、といたしましては、モニモニモニモニター会ター会ター会ター会や近や近や近や近鉄百貨店鉄百貨店鉄百貨店鉄百貨店

ののののバイバイバイバイヤヤヤヤーによるーによるーによるーによる商商商商品力強化品力強化品力強化品力強化セセセセミナミナミナミナーを開ーを開ーを開ーを開催催催催いたしました。いたしました。いたしました。いたしました。

次に、事業次に、事業次に、事業次に、事業化化化化（（（（展展展展示示示示商商商商談談談談会出会出会出会出展展展展））））フフフフェェェェーーーーズズズズでございますがでございますがでございますがでございますが、、、、（１）の国（１）の国（１）の国（１）の国内内内内展展展展示会示会示会示会販路販路販路販路開開開開

拓拓拓拓支援事業で、第７３回支援事業で、第７３回支援事業で、第７３回支援事業で、第７３回東東東東京京京京イイイインターンターンターンターナナナナショショショショナナナナルルルル・・・・ギギギギフトフトフトフトショショショショーーーー春春春春２０１２の出２０１２の出２０１２の出２０１２の出展展展展を支援を支援を支援を支援

し、３２件がし、３２件がし、３２件がし、３２件が商商商商談談談談中でございます。また、大中でございます。また、大中でございます。また、大中でございます。また、大都都都都市市市市圏圏圏圏のののの高高高高島屋島屋島屋島屋、、、、東東東東武百貨店武百貨店武百貨店武百貨店からからからから催催催催事開事開事開事開催催催催のののの
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誘誘誘誘いもあり、いもあり、いもあり、いもあり、協協協協議を議を議を議を進進進進めているところでございますめているところでございますめているところでございますめているところでございます。。。。（２（２（２（２））））、、、、海外販路拡海外販路拡海外販路拡海外販路拡大支援事業でござ大支援事業でござ大支援事業でござ大支援事業でござ

いますが、第１２回いますが、第１２回いますが、第１２回いますが、第１２回ジジジジャパャパャパャパンンンンエキエキエキエキススススポポポポ２０１１２０１１２０１１２０１１やややや海外海外海外海外バイバイバイバイヤヤヤヤーーーー商商商商談談談談会会会会へへへへの出の出の出の出展展展展を支援いたを支援いたを支援いたを支援いた

しました。しました。しました。しました。

１０１０１０１０ペペペペーーーージジジジ、３のなら農、３のなら農、３のなら農、３のなら農商工商工商工商工連携ファ連携ファ連携ファ連携ファンンンンド活ド活ド活ド活用事業でございますが、本事業は２５用事業でございますが、本事業は２５用事業でございますが、本事業は２５用事業でございますが、本事業は２５．．．．１１１１

億円億円億円億円ののののファファファファンンンンドドドド基金を基金を基金を基金を設置設置設置設置いたしまして、いたしまして、いたしまして、いたしまして、ファファファファンンンンドドドド運運運運用用用用益益益益をををを活活活活用して、用して、用して、用して、商工商工商工商工業者と農林業者と農林業者と農林業者と農林水水水水

産業者が産業者が産業者が産業者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む組む組む組む新新新新商商商商品品品品開開開開発発発発、、、、販路販路販路販路開開開開拓拓拓拓事業に対して事業に対して事業に対して事業に対して助助助助成するもので、５件の成するもので、５件の成するもので、５件の成するもので、５件のテテテテ

ーーーーママママに対しに対しに対しに対し助助助助成し、成し、成し、成し、試作試作試作試作品品品品開開開開発発発発が行が行が行が行わわわわれました。れました。れました。れました。

１１１１１１１１ペペペペーーーージジジジ、４の地、４の地、４の地、４の地域域域域産業支援事業では、奈良県産業支援事業では、奈良県産業支援事業では、奈良県産業支援事業では、奈良県皮皮皮皮革革革革関関関関連連連連団団団団体体体体の新の新の新の新商商商商品品品品開開開開発や発や発や発や販路拡販路拡販路拡販路拡大大大大

等の等の等の等の取取取取りりりり組み組み組み組みに対しましてに対しましてに対しましてに対しまして助助助助成を行いました。成を行いました。成を行いました。成を行いました。

１２１２１２１２ペペペペーーーージジジジ、、、、ⅢⅢⅢⅢの経営基の経営基の経営基の経営基盤構築盤構築盤構築盤構築支援でございます。このう支援でございます。このう支援でございます。このう支援でございます。このうちちちち１の１の１の１の設設設設備備備備投投投投資の支援、資の支援、資の支援、資の支援、

（１）の（１）の（１）の（１）の設設設設備備備備貸与貸与貸与貸与事業でございますが、平成２３年度の事業でございますが、平成２３年度の事業でございますが、平成２３年度の事業でございますが、平成２３年度の実績実績実績実績といたしましては、申しといたしましては、申しといたしましては、申しといたしましては、申し込込込込みみみみ

２０企業に対しまして１２０企業に対しまして１２０企業に対しまして１２０企業に対しまして１６６６６企業３企業３企業３企業３億億億億９９９９６６６６２２２２万円万円万円万円のののの設設設設備備備備貸与貸与貸与貸与をををを実施実施実施実施いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。（２）の（２）の（２）の（２）の

設設設設備備備備資金資金資金資金貸貸貸貸付事業では、小規付事業では、小規付事業では、小規付事業では、小規模模模模企業者に対して企業者に対して企業者に対して企業者に対して設設設設備備備備投投投投資資資資額額額額の２分の１の２分の１の２分の１の２分の１以内以内以内以内をををを無無無無利子で利子で利子で利子で貸貸貸貸しししし

付けることにより付けることにより付けることにより付けることにより設設設設備備備備投投投投資の資の資の資の促進促進促進促進をををを図図図図るものでございますが、前年度るものでございますが、前年度るものでございますが、前年度るものでございますが、前年度比比比比で４３で４３で４３で４３．．．．６６６６％％％％のののの執執執執

行とな行とな行とな行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。

次に２の次に２の次に２の次に２のベベベベンンンンチャチャチャチャー企業ー企業ー企業ー企業創創創創出支援事業では、出支援事業では、出支援事業では、出支援事業では、フフフフュュュューーーーチャチャチャチャーーーーベベベベンンンンチャチャチャチャーーーーキャピキャピキャピキャピタタタタル(株)ル(株)ル(株)ル(株)とととと

ともにともにともにともに投投投投資資資資先先先先企業企業企業企業へへへへの経営の経営の経営の経営指導指導指導指導等を行等を行等を行等を行っっっっているところでございます。また、３のているところでございます。また、３のているところでございます。また、３のているところでございます。また、３のＩＴＩＴＩＴＩＴセセセセミミミミ

ナナナナー開ー開ー開ー開催催催催事業では、事業では、事業では、事業では、ＩＴＩＴＩＴＩＴのののの導導導導入と利入と利入と利入と利活活活活用の用の用の用の円円円円滑滑滑滑化化化化、経営、経営、経営、経営力力力力のののの向上向上向上向上をををを図図図図るためのるためのるためのるための実践的実践的実践的実践的なななな研研研研

修修修修会、セ会、セ会、セ会、セミナミナミナミナーを開ーを開ーを開ーを開催催催催いたしました。いたしました。いたしました。いたしました。

１３１３１３１３ペペペペーーーージジジジ、４の、４の、４の、４の情情情情報報報報提供提供提供提供・・・・広広広広報事業でございますが、中小企業支援センター、国報事業でございますが、中小企業支援センター、国報事業でございますが、中小企業支援センター、国報事業でございますが、中小企業支援センター、国及び及び及び及び

県の支援県の支援県の支援県の支援施施施施策策策策ななななどどどどのののの情情情情報をさまざまな報をさまざまな報をさまざまな報をさまざまな媒媒媒媒体体体体をををを通じ通じ通じ通じてててて情情情情報報報報発発発発信信信信を行いました。を行いました。を行いました。を行いました。

５の人５の人５の人５の人材材材材確確確確保の支援保の支援保の支援保の支援、、、、（１）（１）（１）（１）実践的実践的実践的実践的ものものものものづづづづくり担いくり担いくり担いくり担い手育手育手育手育成事業では、成事業では、成事業では、成事業では、全全全全国中小企業団国中小企業団国中小企業団国中小企業団体体体体

中中中中央央央央会からの補会からの補会からの補会からの補助助助助をををを受受受受け、奈良け、奈良け、奈良け、奈良工工工工業業業業高高高高等専等専等専等専門門門門学校学校学校学校とのとのとのとの連携連携連携連携による中小企業のによる中小企業のによる中小企業のによる中小企業の現場技現場技現場技現場技術術術術者の者の者の者の

育育育育成を成を成を成を図図図図りましたりましたりましたりました。。。。（２）の雇用（２）の雇用（２）の雇用（２）の雇用環境整備環境整備環境整備環境整備事業では、事業では、事業では、事業では、若若若若年者の雇用に年者の雇用に年者の雇用に年者の雇用に意欲意欲意欲意欲的的的的な中小・中な中小・中な中小・中な中小・中

堅堅堅堅・・・・ベベベベンンンンチャチャチャチャー企業等の開ー企業等の開ー企業等の開ー企業等の開拓拓拓拓とともに雇い入れとともに雇い入れとともに雇い入れとともに雇い入れ体体体体制制制制のののの整備整備整備整備、雇用、雇用、雇用、雇用確確確確保が保が保が保が図図図図れるようセれるようセれるようセれるようセミナミナミナミナ

ーーーーや説や説や説や説明会、明会、明会、明会、情情情情報報報報誌誌誌誌のののの発発発発行等を行いました。行等を行いました。行等を行いました。行等を行いました。

１４１４１４１４ペペペペーーーージジジジ、、、、ＵＩＵＩＵＩＵＩターン企業ターン企業ターン企業ターン企業合同説合同説合同説合同説明会を大阪明会を大阪明会を大阪明会を大阪府府府府とととと京都京都京都京都府府府府で開で開で開で開催催催催いたしました。いたしました。いたしました。いたしました。具体的具体的具体的具体的

なななな内容内容内容内容については記については記については記については記載載載載のとおりでございます。のとおりでございます。のとおりでございます。のとおりでございます。

１５１５１５１５ペペペペーーーージジジジ、、、、（３）の労働（３）の労働（３）の労働（３）の労働力確力確力確力確保事業では、公保事業では、公保事業では、公保事業では、公共共共共職業職業職業職業安安安安定所、奈良しごと定所、奈良しごと定所、奈良しごと定所、奈良しごとｉｉｉｉセンター等センター等センター等センター等

の関係の関係の関係の関係機機機機関と関と関と関と連携連携連携連携をいたしまして、労働をいたしまして、労働をいたしまして、労働をいたしまして、労働力力力力のののの確確確確保と地保と地保と地保と地域域域域の雇用の雇用の雇用の雇用失失失失業業業業情情情情勢勢勢勢の改の改の改の改善善善善をををを図図図図りましりましりましりまし
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た。た。た。た。

次に、財務次に、財務次に、財務次に、財務諸表諸表諸表諸表についてごについてごについてごについてご説説説説明を申し明を申し明を申し明を申し上げ上げ上げ上げます。ます。ます。ます。

１８１８１８１８ペペペペーーーージジジジ、、、、全全全全事業の事業の事業の事業の貸借貸借貸借貸借対対対対照表照表照表照表でございます。１９でございます。１９でございます。１９でございます。１９ペペペペーーーージジジジに記に記に記に記載載載載いたしております資いたしております資いたしております資いたしております資

産産産産合合合合計の計の計の計の額額額額でございますが、でございますが、でございますが、でございますが、６６６６７７７７億億億億９２１９２１９２１９２１万万万万４４４４，，，，８８８８８８８８８８８８円円円円、負、負、負、負債債債債のののの合合合合計については計については計については計については最下最下最下最下段段段段

でででで６６６６００００億億億億５４４５４４５４４５４４万万万万５５５５，，，，０８３０８３０８３０８３円円円円。２０。２０。２０。２０ペペペペーーーージジジジ、正、正、正、正味味味味財産でございますが、７財産でございますが、７財産でございますが、７財産でございますが、７億億億億３７３７３７３７６万６万６万６万９９９９，，，，

８０５８０５８０５８０５円円円円となとなとなとなっっっっております。ております。ております。ております。

２５２５２５２５ペペペペーーーージジジジ、、、、全全全全事業の正事業の正事業の正事業の正味味味味財産財産財産財産増増増増減減減減計算書でございます。一般正計算書でございます。一般正計算書でございます。一般正計算書でございます。一般正味味味味財産財産財産財産増増増増減減減減の部におけの部におけの部におけの部におけ

る経常収る経常収る経常収る経常収益益益益でございますが、経常収でございますが、経常収でございますが、経常収でございますが、経常収益益益益計計計計欄欄欄欄は、１４は、１４は、１４は、１４億億億億４４４４，，，，２４０２４０２４０２４０万万万万１１１１，，，，２２２２６６６６３３３３円円円円、２、２、２、２６ペ６ペ６ペ６ペ

ーーーージジジジ、経常費用につきましては、１４、経常費用につきましては、１４、経常費用につきましては、１４、経常費用につきましては、１４億億億億１１１１，，，，９９９９６６６６５５５５万万万万７３３７３３７３３７３３円円円円となとなとなとなっっっっております。当ております。当ております。当ております。当期期期期経経経経

常常常常増増増増減額減額減額減額は２は２は２は２，，，，２７５２７５２７５２７５万万万万５３０５３０５３０５３０円円円円となり、平成２３年度正となり、平成２３年度正となり、平成２３年度正となり、平成２３年度正味味味味財産財産財産財産期期期期末残末残末残末残高高高高は７は７は７は７億億億億３７３７３７３７６万６万６万６万

９９９９，，，，８０５８０５８０５８０５円円円円となりました。となりました。となりました。となりました。

３４３４３４３４ペペペペーーーージジジジ、財産、財産、財産、財産目録目録目録目録でございますが、ただいまごでございますが、ただいまごでございますが、ただいまごでございますが、ただいまご説説説説明を申し明を申し明を申し明を申し上げ上げ上げ上げたたたた貸借貸借貸借貸借対対対対照表照表照表照表とととと内容内容内容内容

はははは同じ同じ同じ同じでございますので、でございますので、でございますので、でございますので、説説説説明は明は明は明は省略省略省略省略いたします。いたします。いたします。いたします。

３３３３６ペ６ペ６ペ６ペーーーージジジジからは、からは、からは、からは、全全全全事業の収支計算書でございます。事業事業の収支計算書でございます。事業事業の収支計算書でございます。事業事業の収支計算書でございます。事業活活活活動収入計は１１動収入計は１１動収入計は１１動収入計は１１億億億億２２２２，，，，２２２２

９５９５９５９５万万万万５５５５，，，，０３９０３９０３９０３９円円円円。３７。３７。３７。３７ペペペペーーーージジジジ、事業、事業、事業、事業活活活活動支出が、１１動支出が、１１動支出が、１１動支出が、１１億億億億２２２２，，，，７０２７０２７０２７０２万万万万９９９９，，，，８３８３８３８３６円６円６円６円、、、、

差差差差しししし引引引引き４０７き４０７き４０７き４０７万万万万４４４４，，，，７９７７９７７９７７９７円円円円ののののマイナスマイナスマイナスマイナスとなります。３７となります。３７となります。３７となります。３７ペペペペーーーージジジジ、、、、投投投投資資資資活活活活動収入動収入動収入動収入額額額額は１は１は１は１

億億億億８８８８，，，，８８３８８３８８３８８３万万万万４４４４，，，，０２００２００２００２０円円円円、、、、投投投投資資資資活活活活動支出計は１動支出計は１動支出計は１動支出計は１，，，，４７２４７２４７２４７２万万万万８８８８，，，，２００２００２００２００円円円円で、で、で、で、差差差差しししし引引引引きききき

１１１１億億億億７７７７，，，，４１０４１０４１０４１０万万万万５５５５，，，，８２０８２０８２０８２０円円円円となります。となります。となります。となります。

３８３８３８３８ペペペペーーーージジジジ、財務、財務、財務、財務活活活活動収入計でございますが動収入計でございますが動収入計でございますが動収入計でございますが６億６億６億６億９９９９，，，，７２２７２２７２２７２２万万万万５５５５，，，，００００００００００００円円円円、財務、財務、財務、財務活活活活動動動動

支出支出支出支出額額額額は９は９は９は９億億億億８３１８３１８３１８３１万万万万１１１１，，，，９７５９７５９７５９７５円円円円で、で、で、で、差差差差しししし引引引引き２き２き２き２億億億億１１１１，，，，１０８１０８１０８１０８万６，万６，万６，万６，９７５９７５９７５９７５円円円円ののののマイナマイナマイナマイナ

ススススとなとなとなとなっっっっております。ております。ております。ております。以上以上以上以上、当、当、当、当期期期期収支収支収支収支差差差差額額額額は４は４は４は４，，，，１０５１０５１０５１０５万万万万５５５５，，，，９５２９５２９５２９５２円円円円ののののマイナスマイナスマイナスマイナスとなりとなりとなりとなり

まして、次まして、次まして、次まして、次期期期期繰越収支繰越収支繰越収支繰越収支差差差差額額額額は７は７は７は７億億億億２２２２，，，，８３７８３７８３７８３７万万万万５５５５，，，，９２０９２０９２０９２０円円円円となります。となります。となります。となります。

以上以上以上以上で業務報告ので業務報告ので業務報告ので業務報告の説説説説明を明を明を明を終終終終わわわわらせていただきますが、らせていただきますが、らせていただきますが、らせていただきますが、続続続続きまして、平成２４年度の事業きまして、平成２４年度の事業きまして、平成２４年度の事業きまして、平成２４年度の事業

計計計計画画画画についてごについてごについてごについてご説説説説明を申し明を申し明を申し明を申し上げ上げ上げ上げたいと思います。たいと思います。たいと思います。たいと思います。

「平成２４年度の事業計「平成２４年度の事業計「平成２４年度の事業計「平成２４年度の事業計画画画画書」をごらんください。１書」をごらんください。１書」をごらんください。１書」をごらんください。１ペペペペーーーージジジジ、、、、概要概要概要概要についてでございまについてでございまについてでございまについてでございま

すが、すが、すが、すが、我我我我が国なり県が国なり県が国なり県が国なり県内内内内の経済状況について記の経済状況について記の経済状況について記の経済状況について記載載載載しております。しております。しております。しております。個個個個人人人人消消消消費は費は費は費は低低低低調に調に調に調に推推推推移移移移し、し、し、し、

県県県県内内内内経済は経済は経済は経済は疲弊疲弊疲弊疲弊状状状状態態態態にある中、奈良県中小企業支援センターでは中小企業の自立成長にある中、奈良県中小企業支援センターでは中小企業の自立成長にある中、奈良県中小企業支援センターでは中小企業の自立成長にある中、奈良県中小企業支援センターでは中小企業の自立成長継継継継続続続続

をををを図図図図ることをることをることをることを目的目的目的目的として中小企業をとして中小企業をとして中小企業をとして中小企業を総合的総合的総合的総合的に支援する事業にに支援する事業にに支援する事業にに支援する事業に取取取取りりりり組み組み組み組みます。今年度新たにます。今年度新たにます。今年度新たにます。今年度新たに

なら産業なら産業なら産業なら産業活性化活性化活性化活性化ププププラザ内ラザ内ラザ内ラザ内にににに設置設置設置設置したしたしたした創創創創業・経営支援室と業・経営支援室と業・経営支援室と業・経営支援室と役割役割役割役割を分担、を分担、を分担、を分担、連携連携連携連携をををを図図図図りながら、りながら、りながら、りながら、

以下以下以下以下の事業を行うことにしております。の事業を行うことにしております。の事業を行うことにしております。の事業を行うことにしております。
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１の経営１の経営１の経営１の経営力向上力向上力向上力向上支援でございますが、他の支援支援でございますが、他の支援支援でございますが、他の支援支援でございますが、他の支援機機機機関と関と関と関と効果的効果的効果的効果的にににに連携連携連携連携して中小企業の経営して中小企業の経営して中小企業の経営して中小企業の経営

力力力力のののの強化及び強化及び強化及び強化及び経営課経営課経営課経営課題題題題のののの解解解解決を決を決を決を図図図図ります。ります。ります。ります。①①①①の経営の経営の経営の経営品質向上品質向上品質向上品質向上支援、支援、支援、支援、②②②②の専の専の専の専門家派遣門家派遣門家派遣門家派遣によるによるによるによる

法法法法律律律律事業支援、２事業支援、２事業支援、２事業支援、２ペペペペーーーージジジジ、、、、③③③③ののののＩＴＩＴＩＴＩＴセセセセミナミナミナミナー開ー開ー開ー開催催催催事業、事業、事業、事業、④④④④のののの情情情情報報報報提供提供提供提供・・・・広広広広報事業、報事業、報事業、報事業、⑤⑤⑤⑤のののの窓窓窓窓

口口口口相談相談相談相談事業につきまして事業につきまして事業につきまして事業につきまして引引引引きききき続続続続きききき実施実施実施実施いたします。いたします。いたします。いたします。

３３３３ペペペペーーーージジジジ、２企業、２企業、２企業、２企業価値価値価値価値向上向上向上向上支援でございます。企業支援でございます。企業支援でございます。企業支援でございます。企業価値価値価値価値のののの向上向上向上向上をををを図図図図るために新事業るために新事業るために新事業るために新事業へへへへのののの

取取取取りりりり組みや組みや組みや組みや新新新新技技技技術術術術、新、新、新、新商商商商品品品品、新、新、新、新ササササーーーービビビビススススの開の開の開の開発発発発のののの取取取取りりりり組み組み組み組みを支援いたします。を支援いたします。を支援いたします。を支援いたします。①①①①ののののＢＢＢＢ２２２２ＢＢＢＢ

マッマッマッマッチチチチンンンング促進グ促進グ促進グ促進事業、事業、事業、事業、②②②②の事業計の事業計の事業計の事業計画画画画等の等の等の等の策策策策定支援事業、定支援事業、定支援事業、定支援事業、③③③③の公の公の公の公募型募型募型募型研研研研究究究究開開開開発発発発事業の事業の事業の事業の推進推進推進推進にににに

ついてでございます。４ついてでございます。４ついてでございます。４ついてでございます。４ペペペペーーーージジジジ、、、、④④④④のなら農のなら農のなら農のなら農商工商工商工商工連携ファ連携ファ連携ファ連携ファンンンンドドドド事業、事業、事業、事業、⑤⑤⑤⑤の地の地の地の地域域域域産業支援事産業支援事産業支援事産業支援事

業、業、業、業、⑥⑥⑥⑥の奈良の奈良の奈良の奈良高高高高専専専専技技技技術術術術情情情情報報報報活活活活用支援事業、用支援事業、用支援事業、用支援事業、⑦⑦⑦⑦の中小企業支援の中小企業支援の中小企業支援の中小企業支援機機機機関関関関連携促進連携促進連携促進連携促進事業について記事業について記事業について記事業について記

載載載載のののの内容内容内容内容によりによりによりにより実施実施実施実施いたします。いたします。いたします。いたします。

５５５５ペペペペーーーージジジジ、３の経営基、３の経営基、３の経営基、３の経営基盤構築盤構築盤構築盤構築支援でございます。中小企業の経営基支援でございます。中小企業の経営基支援でございます。中小企業の経営基支援でございます。中小企業の経営基盤盤盤盤のののの強化強化強化強化をををを図図図図るためるためるためるため

設設設設備備備備投投投投資を資金資を資金資を資金資を資金面面面面で支援するとともに、で支援するとともに、で支援するとともに、で支援するとともに、ベベベベンンンンチャチャチャチャー企業ー企業ー企業ー企業創創創創出支援を行います。出支援を行います。出支援を行います。出支援を行います。①①①①のののの設設設設備備備備貸貸貸貸

与与与与事業では、本年度も９事業では、本年度も９事業では、本年度も９事業では、本年度も９億円億円億円億円をををを貸与貸与貸与貸与総額総額総額総額として小規として小規として小規として小規模模模模企業者等に対し、企業者等に対し、企業者等に対し、企業者等に対し、創創創創業業業業及び及び及び及び経営基経営基経営基経営基盤盤盤盤

のののの強化強化強化強化にににに必要必要必要必要なななな設設設設備備備備のののの導導導導入を支援いたします。入を支援いたします。入を支援いたします。入を支援いたします。②②②②のののの設設設設備備備備資金資金資金資金貸貸貸貸付事業では、本年度も付事業では、本年度も付事業では、本年度も付事業では、本年度も貸貸貸貸付付付付

総額総額総額総額を２を２を２を２億円億円億円億円といたしまして、といたしまして、といたしまして、といたしまして、設設設設備備備備貸与貸与貸与貸与事業と事業と事業と事業と同同同同様様様様、小規、小規、小規、小規模模模模企業者に対し企業者に対し企業者に対し企業者に対し創創創創業経営基業経営基業経営基業経営基盤盤盤盤のののの

強化強化強化強化にににに必要必要必要必要な資金の支援を行います。な資金の支援を行います。な資金の支援を行います。な資金の支援を行います。③③③③ののののベベベベンンンンチャチャチャチャー企業ー企業ー企業ー企業創創創創出支援事業では、出支援事業では、出支援事業では、出支援事業では、ベベベベンンンンチャチャチャチャーーーー

キャピキャピキャピキャピタタタタルルルルをををを通じ通じ通じ通じてててて投投投投資した資した資した資したベベベベンンンンチャチャチャチャー企業に対し、事後のー企業に対し、事後のー企業に対し、事後のー企業に対し、事後のフフフフォロォロォロォローを行ーを行ーを行ーを行っっっってまいりたいてまいりたいてまいりたいてまいりたい

とととと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。

次に、収支予算についてご次に、収支予算についてご次に、収支予算についてご次に、収支予算についてご説説説説明申し明申し明申し明申し上げ上げ上げ上げます。ます。ます。ます。６６６６・７・７・７・７ペペペペーーーージジジジ、一般正、一般正、一般正、一般正味味味味財産の経常収財産の経常収財産の経常収財産の経常収益益益益

計は、１２計は、１２計は、１２計は、１２億億億億１１１１，６，６，６，６１７１７１７１７万６，万６，万６，万６，４２４４２４４２４４２４円円円円になになになになっっっっております。８、９ております。８、９ております。８、９ております。８、９ペペペペーーーージジジジ、経常費用計を、経常費用計を、経常費用計を、経常費用計を

１２１２１２１２億億億億１１１１，，，，４２９４２９４２９４２９万万万万７１５７１５７１５７１５円見円見円見円見込込込込んでおります。んでおります。んでおります。んでおります。

当当当当期期期期一般正一般正一般正一般正味味味味財産財産財産財産増増増増減額減額減額減額は、１８８は、１８８は、１８８は、１８８万万万万５５５５，，，，７０９７０９７０９７０９円円円円をををを見見見見込込込込んでおります。平成２４年度んでおります。平成２４年度んでおります。平成２４年度んでおります。平成２４年度

末末末末の正の正の正の正味味味味財産財産財産財産期期期期末残末残末残末残高高高高は、５は、５は、５は、５億億億億８８８８，，，，４５９４５９４５９４５９万万万万８８８８，，，，１４７１４７１４７１４７円円円円をををを見見見見込込込込んでおります。んでおります。んでおります。んでおります。

以上以上以上以上で産業・雇用振興部ので産業・雇用振興部ので産業・雇用振興部ので産業・雇用振興部の提提提提出議案に係るご出議案に係るご出議案に係るご出議案に係るご説説説説明を明を明を明を終終終終わわわわらせていただきます。らせていただきます。らせていただきます。らせていただきます。

ご審議のほご審議のほご審議のほご審議のほどどどど、よろしくお願い申し、よろしくお願い申し、よろしくお願い申し、よろしくお願い申し上げ上げ上げ上げます。ます。ます。ます。

○冨岡農林部長○冨岡農林部長○冨岡農林部長○冨岡農林部長 それではそれではそれではそれでは続続続続きまして、農林部所管のきまして、農林部所管のきまして、農林部所管のきまして、農林部所管の提提提提出議案についてご出議案についてご出議案についてご出議案についてご説説説説明申し明申し明申し明申し上げ上げ上げ上げまままま

す。す。す。す。

「第３０７回定例県議会「第３０７回定例県議会「第３０７回定例県議会「第３０７回定例県議会提提提提出議案」１出議案」１出議案」１出議案」１６ペ６ペ６ペ６ペーーーージジジジ、ま、ま、ま、まずずずず、議第４５号、市町村負担金の徴収、議第４５号、市町村負担金の徴収、議第４５号、市町村負担金の徴収、議第４５号、市町村負担金の徴収

についてのうについてのうについてのうについてのうちちちち農林部所管は県営農林部所管は県営農林部所管は県営農林部所管は県営土土土土地改良事業でございます。地方財政法地改良事業でございます。地方財政法地改良事業でございます。地方財政法地改良事業でございます。地方財政法及び及び及び及び奈良県営奈良県営奈良県営奈良県営土土土土

地改良事業分担金等徴収条例の規定に基地改良事業分担金等徴収条例の規定に基地改良事業分担金等徴収条例の規定に基地改良事業分担金等徴収条例の規定に基づづづづきまして、きまして、きまして、きまして、工工工工事により利事により利事により利事により利益益益益をををを受受受受ける市町村にける市町村にける市町村にける市町村に受受受受
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益益益益の限度において費用の一部を負担いただくものでございます。対の限度において費用の一部を負担いただくものでございます。対の限度において費用の一部を負担いただくものでございます。対の限度において費用の一部を負担いただくものでございます。対象象象象事業は、県営事業は、県営事業は、県営事業は、県営畑畑畑畑地地地地帯帯帯帯

総合整備総合整備総合整備総合整備事業、県営事業、県営事業、県営事業、県営圃圃圃圃場整備場整備場整備場整備事業、農地事業、農地事業、農地事業、農地環境整備環境整備環境整備環境整備事業、農事業、農事業、農事業、農道道道道整備整備整備整備事業、それから県営ため事業、それから県営ため事業、それから県営ため事業、それから県営ため

池池池池整備整備整備整備事業等を予定をしております。関係市町村は奈良市ほか１０市町村で、記事業等を予定をしております。関係市町村は奈良市ほか１０市町村で、記事業等を予定をしております。関係市町村は奈良市ほか１０市町村で、記事業等を予定をしております。関係市町村は奈良市ほか１０市町村で、記載載載載のとおのとおのとおのとお

りでございます。事業費は１１りでございます。事業費は１１りでございます。事業費は１１りでございます。事業費は１１億億億億３３３３，，，，９９９９９９９９９９９９万円万円万円万円、負担、負担、負担、負担率率率率は記は記は記は記載載載載のとおりで、負担金のとおりで、負担金のとおりで、負担金のとおりで、負担金額額額額はははは

１１１１億億億億３３３３，，，，０３１０３１０３１０３１万万万万１１１１，，，，００００００００００００円円円円です。です。です。です。

２２２２２２２２ペペペペーーーージジジジ、報第１号、平成２３年度奈良県一般会計予算繰越計算書の報告についてで、報第１号、平成２３年度奈良県一般会計予算繰越計算書の報告についてで、報第１号、平成２３年度奈良県一般会計予算繰越計算書の報告についてで、報第１号、平成２３年度奈良県一般会計予算繰越計算書の報告についてで

す。農林部所管の繰越明許費繰越計算書についてごす。農林部所管の繰越明許費繰越計算書についてごす。農林部所管の繰越明許費繰越計算書についてごす。農林部所管の繰越明許費繰越計算書についてご説説説説明申し明申し明申し明申し上げ上げ上げ上げます。ます。ます。ます。

２４２４２４２４ペペペペーーーージジジジ、第８、第８、第８、第８款款款款農林農林農林農林水水水水産業費、第１項農業費、農業産業費、第１項農業費、農業産業費、第１項農業費、農業産業費、第１項農業費、農業生生生生産産産産総合推進総合推進総合推進総合推進対対対対策策策策事業で繰越事業で繰越事業で繰越事業で繰越額額額額

は７５０は７５０は７５０は７５０万円万円万円万円となとなとなとなっっっっています。次に、第３項農地費、県営ています。次に、第３項農地費、県営ています。次に、第３項農地費、県営ています。次に、第３項農地費、県営圃圃圃圃場整備場整備場整備場整備事業から団事業から団事業から団事業から団体体体体営ため営ため営ため営ため池池池池

整備整備整備整備事業までの計１２事業で、繰越事業までの計１２事業で、繰越事業までの計１２事業で、繰越事業までの計１２事業で、繰越額額額額は７は７は７は７億億億億５５５５，，，，３８４３８４３８４３８４万円余万円余万円余万円余となとなとなとなっっっっています。ています。ています。ています。

次の、第４項林業費でございますが、次の、第４項林業費でございますが、次の、第４項林業費でございますが、次の、第４項林業費でございますが、木木木木材材材材生生生生産産産産推進推進推進推進事業から事業から事業から事業から民民民民有有有有林林林林直直直直轄轄轄轄治治治治山山山山事業費負担事業費負担事業費負担事業費負担

金までの計８事業で、繰越金までの計８事業で、繰越金までの計８事業で、繰越金までの計８事業で、繰越額額額額は１９は１９は１９は１９億６，億６，億６，億６，５３９５３９５３９５３９万円余万円余万円余万円余となとなとなとなっっっっています。ています。ています。ています。

次に、２８次に、２８次に、２８次に、２８ペペペペーーーージジジジ、第１３、第１３、第１３、第１３款款款款災災災災害害害害復旧復旧復旧復旧費、第１項農林費、第１項農林費、第１項農林費、第１項農林水水水水産産産産施施施施設設設設災災災災害害害害復旧復旧復旧復旧費、農地費、農地費、農地費、農地及び及び及び及び農農農農

業用業用業用業用施施施施設設設設災災災災害害害害復旧復旧復旧復旧事業から林事業から林事業から林事業から林道道道道災災災災害害害害復旧復旧復旧復旧事業までの計３事業で、繰越事業までの計３事業で、繰越事業までの計３事業で、繰越事業までの計３事業で、繰越額額額額は１１は１１は１１は１１億億億億５５５５，，，，１１１１１１１１

９９９９万円余万円余万円余万円余となとなとなとなっっっっています。農林部ています。農林部ています。農林部ています。農林部全体全体全体全体では３８では３８では３８では３８億円余億円余億円余億円余の繰越の繰越の繰越の繰越額額額額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、紀伊半紀伊半紀伊半紀伊半

島島島島大大大大水水水水害害害害のののの復旧復旧復旧復旧事業に係るもの事業に係るもの事業に係るもの事業に係るもの及び及び及び及び大大大大水水水水害害害害により資により資により資により資材搬材搬材搬材搬入入入入路路路路がががが被被被被災災災災するなするなするなするなどどどどで事業におくで事業におくで事業におくで事業におく

れがれがれがれが生じ生じ生じ生じたことによるものが、このうたことによるものが、このうたことによるものが、このうたことによるものが、このうちちちち約約約約２７２７２７２７億円億円億円億円、国の補正予算、国の補正予算、国の補正予算、国の補正予算へへへへの対の対の対の対応応応応によりによりによりにより昨昨昨昨年度年度年度年度

の２月補正予算に計の２月補正予算に計の２月補正予算に計の２月補正予算に計上上上上したものが７したものが７したものが７したものが７億億億億５５５５，，，，００００００００００００万円万円万円万円となとなとなとなっっっっています。地ています。地ています。地ています。地元元元元調調調調整や整や整や整や文文文文化化化化財財財財

発発発発掘掘掘掘調査に調査に調査に調査に不不不不測測測測の日の日の日の日数数数数をををを要要要要したこと等によるものはしたこと等によるものはしたこと等によるものはしたこと等によるものは約約約約４４４４億円億円億円億円で、で、で、で、昨昨昨昨年よりは年よりは年よりは年よりは少少少少しししし減減減減少少少少してしてしてして

います。います。います。います。

繰り越し事業につきましては、今後とも関係繰り越し事業につきましては、今後とも関係繰り越し事業につきましては、今後とも関係繰り越し事業につきましては、今後とも関係機機機機関、地関、地関、地関、地元元元元とも調とも調とも調とも調整整整整をををを図図図図りつつ、事業のりつつ、事業のりつつ、事業のりつつ、事業の早早早早

期期期期完完完完了了了了にににに努努努努めてまいりたいとめてまいりたいとめてまいりたいとめてまいりたいと考え考え考え考えております。また、ております。また、ております。また、ております。また、紀伊半島紀伊半島紀伊半島紀伊半島大大大大水水水水害害害害関関関関連連連連の事業につきまの事業につきまの事業につきまの事業につきま

しては、しては、しては、しては、被被被被災災災災地地地地域域域域のののの早早早早期期期期のののの復旧復復旧復復旧復復旧復興に興に興に興に向向向向け、今後ともけ、今後ともけ、今後ともけ、今後とも全力全力全力全力でででで取取取取りりりり組組組組んでまいります。んでまいります。んでまいります。んでまいります。

次に、３９次に、３９次に、３９次に、３９ペペペペーーーージジジジをごらんください。３９をごらんください。３９をごらんください。３９をごらんください。３９ペペペペーーーージジジジから４１から４１から４１から４１ペペペペーーーージジジジまでの報第１０号からまでの報第１０号からまでの報第１０号からまでの報第１０号から

報第１２号に係ります公等の経営状況の報告については、別報第１２号に係ります公等の経営状況の報告については、別報第１２号に係ります公等の経営状況の報告については、別報第１２号に係ります公等の経営状況の報告については、別冊冊冊冊の報告書でごの報告書でごの報告書でごの報告書でご説説説説明申し明申し明申し明申し上げ上げ上げ上げ

ます。ます。ます。ます。

報第１０号、財団法人奈良県農業振興公社の経営状況の報告については報第１０号、財団法人奈良県農業振興公社の経営状況の報告については報第１０号、財団法人奈良県農業振興公社の経営状況の報告については報第１０号、財団法人奈良県農業振興公社の経営状況の報告については、、、、「平成２３年「平成２３年「平成２３年「平成２３年

度業務報告書」の１度業務報告書」の１度業務報告書」の１度業務報告書」の１ペペペペーーーージジジジをお願いいたします。農業振興公社は、農業経営の規をお願いいたします。農業振興公社は、農業経営の規をお願いいたします。農業振興公社は、農業経営の規をお願いいたします。農業振興公社は、農業経営の規模拡模拡模拡模拡大、大、大、大、

農地の農地の農地の農地の集積集積集積集積ななななどどどど、担い、担い、担い、担い手手手手のののの育育育育成、成、成、成、確確確確保を保を保を保を図図図図るため、公社がるため、公社がるため、公社がるため、公社が仲仲仲仲介介介介役役役役となとなとなとなっっっって農用地のて農用地のて農用地のて農用地の売買売買売買売買やややや

貸借貸借貸借貸借を行う、いを行う、いを行う、いを行う、いわわわわゆゆゆゆる農地保る農地保る農地保る農地保有合理化有合理化有合理化有合理化事業を中事業を中事業を中事業を中心心心心に事業をに事業をに事業をに事業を実施実施実施実施しています。しています。しています。しています。
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ままままずずずず、農地保、農地保、農地保、農地保有合理化促進有合理化促進有合理化促進有合理化促進事業につきましては、農用地の事業につきましては、農用地の事業につきましては、農用地の事業につきましては、農用地の貸借貸借貸借貸借等、記等、記等、記等、記載載載載のとおりのとおりのとおりのとおり実施実施実施実施をををを

しております。農用地のしております。農用地のしております。農用地のしております。農用地の貸借貸借貸借貸借はほはほはほはほぼぼぼぼ前年度前年度前年度前年度並み並み並み並みとなとなとなとなっっっっています。ています。ています。ています。

それから、それから、それから、それから、青青青青年農業者等年農業者等年農業者等年農業者等就就就就農支援事業では、農支援事業では、農支援事業では、農支援事業では、就就就就農支援の資金農支援の資金農支援の資金農支援の資金貸貸貸貸し付けし付けし付けし付け及び及び及び及び新規新規新規新規就就就就農農農農相談相談相談相談

をををを実施実施実施実施しております。新規しております。新規しております。新規しております。新規就就就就農農農農相談相談相談相談についてはについてはについてはについては６６６６９件の９件の９件の９件の相談相談相談相談がございました。農業がございました。農業がございました。農業がございました。農業実践実践実践実践ササササ

ポポポポーーーートトトト事業は、２件の農地において１名の事業は、２件の農地において１名の事業は、２件の農地において１名の事業は、２件の農地において１名の研修研修研修研修をををを実施実施実施実施しました。また、担いしました。また、担いしました。また、担いしました。また、担い手育手育手育手育成成成成確確確確保支保支保支保支

援事業（援事業（援事業（援事業（イイイイチゴチゴチゴチゴスペスペスペスペシャリシャリシャリシャリスト育スト育スト育スト育成成成成確確確確保事業）では、平成２３年度は２名、保事業）では、平成２３年度は２名、保事業）では、平成２３年度は２名、保事業）では、平成２３年度は２名、実践研修実践研修実践研修実践研修をををを実実実実

施施施施しました。平成２４年度も新たに２名にしました。平成２４年度も新たに２名にしました。平成２４年度も新たに２名にしました。平成２４年度も新たに２名に研修研修研修研修をををを実施実施実施実施する予定です。また、農業雇用する予定です。また、農業雇用する予定です。また、農業雇用する予定です。また、農業雇用創創創創出出出出

モデルモデルモデルモデル事業では、求人農事業では、求人農事業では、求人農事業では、求人農家家家家ののののニニニニーーーーズズズズななななどどどどについて調査をについて調査をについて調査をについて調査を実施実施実施実施しました。しました。しました。しました。

次に、農地次に、農地次に、農地次に、農地リリリリフフフフレレレレッッッッシュシュシュシュ事業は、公社が一たん事業は、公社が一たん事業は、公社が一たん事業は、公社が一たん借借借借り入れたり入れたり入れたり入れた耕作放棄耕作放棄耕作放棄耕作放棄地で地で地で地で簡易簡易簡易簡易な農地な農地な農地な農地整備整備整備整備

を行い、を行い、を行い、を行い、整備整備整備整備後に担い後に担い後に担い後に担い手手手手等等等等へへへへ農地農地農地農地集積集積集積集積を行う事業で、４件を行う事業で、４件を行う事業で、４件を行う事業で、４件実施実施実施実施しました。しました。しました。しました。

次に、農業振興支援事業は、大次に、農業振興支援事業は、大次に、農業振興支援事業は、大次に、農業振興支援事業は、大和高和高和高和高原北原北原北原北部地部地部地部地区区区区の地の地の地の地元元元元負担金の一負担金の一負担金の一負担金の一括償還括償還括償還括償還にににに要要要要する経費でする経費でする経費でする経費で

あり、金あり、金あり、金あり、金融融融融機機機機関関関関へへへへのののの償還償還償還償還分として分として分として分として６億６億６億６億１１１１，，，，８４５８４５８４５８４５万円余万円余万円余万円余となとなとなとなっっっってございます。てございます。てございます。てございます。

次に、次に、次に、次に、フラワフラワフラワフラワーセンター管ーセンター管ーセンター管ーセンター管理受託理受託理受託理受託事業は、県から事業は、県から事業は、県から事業は、県からフラワフラワフラワフラワーセンターの管ーセンターの管ーセンターの管ーセンターの管理理理理をををを受託受託受託受託したもしたもしたもしたも

のでございます。のでございます。のでございます。のでございます。詳細詳細詳細詳細につきましては、２につきましては、２につきましては、２につきましては、２ペペペペーーーージジジジから７から７から７から７ペペペペーーーージジジジに記に記に記に記載載載載しています。しています。しています。しています。

次に、９次に、９次に、９次に、９ペペペペーーーージジジジ、財務の報告です。、財務の報告です。、財務の報告です。、財務の報告です。貸借貸借貸借貸借対対対対照表照表照表照表と収支計算書でごと収支計算書でごと収支計算書でごと収支計算書でご説説説説明させていただきま明させていただきま明させていただきま明させていただきま

す。す。す。す。

ままままずずずず、、、、貸借貸借貸借貸借対対対対照表照表照表照表につきまして、資産につきまして、資産につきまして、資産につきまして、資産合合合合計は１２計は１２計は１２計は１２億億億億２２２２，，，，５９７５９７５９７５９７万円余万円余万円余万円余、負、負、負、負債合債合債合債合計は９計は９計は９計は９億億億億

７７７７，６，６，６，６７４７４７４７４万円余万円余万円余万円余、正、正、正、正味味味味財産は２財産は２財産は２財産は２億億億億４４４４，，，，９２３９２３９２３９２３万円余万円余万円余万円余となとなとなとなっっっっています。ています。ています。ています。

次に、２１次に、２１次に、２１次に、２１ペペペペーーーージジジジ、収支計算書についてでございます。事業、収支計算書についてでございます。事業、収支計算書についてでございます。事業、収支計算書についてでございます。事業活活活活動収入は、基本財産動収入は、基本財産動収入は、基本財産動収入は、基本財産運運運運用用用用

収入等で収入等で収入等で収入等で６億６億６億６億４４４４，，，，２１１２１１２１１２１１万円余万円余万円余万円余、事業、事業、事業、事業活活活活動支出は農地保動支出は農地保動支出は農地保動支出は農地保有合理化有合理化有合理化有合理化事業費支出等で事業費支出等で事業費支出等で事業費支出等で６億６，６億６，６億６，６億６，

６６６６０４０４０４０４万円余万円余万円余万円余、それから事業、それから事業、それから事業、それから事業活活活活動収支動収支動収支動収支差差差差額額額額ははははマイナスマイナスマイナスマイナス２２２２，，，，３９２３９２３９２３９２万円余万円余万円余万円余となとなとなとなっっっっています。ています。ています。ています。

この事業この事業この事業この事業活活活活動収支動収支動収支動収支差差差差額額額額にににに投投投投資資資資活活活活動収支、財務動収支、財務動収支、財務動収支、財務活活活活動収支等を動収支等を動収支等を動収支等を合わ合わ合わ合わせまして、当せまして、当せまして、当せまして、当期期期期収支収支収支収支差差差差額額額額はははは

マイナスマイナスマイナスマイナス２２２２，，，，５５５５６６６６５５５５万円余万円余万円余万円余となとなとなとなっっっっています。ています。ています。ています。

以上以上以上以上が業務報告で、次に、平成２４年度の事業計が業務報告で、次に、平成２４年度の事業計が業務報告で、次に、平成２４年度の事業計が業務報告で、次に、平成２４年度の事業計画画画画のののの説説説説明をさせていただきます。明をさせていただきます。明をさせていただきます。明をさせていただきます。

「平成２４年度事業計「平成２４年度事業計「平成２４年度事業計「平成２４年度事業計画画画画書」の１書」の１書」の１書」の１ペペペペーーーージジジジ、平成２４年度につきましても、平成２４年度につきましても、平成２４年度につきましても、平成２４年度につきましても引引引引きききき続続続続き収入き収入き収入き収入確確確確

保、経費保、経費保、経費保、経費節節節節減減減減にににに努努努努めながら、めながら、めながら、めながら、下下下下記１から４の事項について記１から４の事項について記１から４の事項について記１から４の事項について重点重点重点重点的的的的に事業に事業に事業に事業展展展展開を開を開を開を図図図図ることとることとることとることと

しております。しております。しております。しております。

８８８８ペペペペーーーージジジジ、平成２４年度の収支計、平成２４年度の収支計、平成２４年度の収支計、平成２４年度の収支計画画画画について、収支予算書でごについて、収支予算書でごについて、収支予算書でごについて、収支予算書でご説説説説明申し明申し明申し明申し上げ上げ上げ上げます。事業ます。事業ます。事業ます。事業

活活活活動収入は基本財産動収入は基本財産動収入は基本財産動収入は基本財産運運運運用収入等で用収入等で用収入等で用収入等で６億６億６億６億９９９９，，，，５７３５７３５７３５７３万６，万６，万６，万６，００００００００００００円円円円。事業。事業。事業。事業活活活活動支出は農地保動支出は農地保動支出は農地保動支出は農地保

有合理化有合理化有合理化有合理化事業費支出等で７事業費支出等で７事業費支出等で７事業費支出等で７億億億億３３３３，，，，３３３３６６６６２２２２万万万万４４４４，，，，００００００００００００円円円円、事業、事業、事業、事業活活活活動収支動収支動収支動収支差差差差額額額額ははははマイナスマイナスマイナスマイナスのののの
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３３３３，，，，７８８７８８７８８７８８万万万万８８８８，，，，００００００００００００円円円円です。この事業です。この事業です。この事業です。この事業活活活活動収支動収支動収支動収支差差差差額額額額にににに投投投投資資資資活活活活動収支、財務動収支、財務動収支、財務動収支、財務活活活活動収支を動収支を動収支を動収支を

合わ合わ合わ合わせまして、当せまして、当せまして、当せまして、当期期期期収支収支収支収支差差差差額額額額ははははゼロゼロゼロゼロです。です。です。です。

次に、報第１１号、財団法人奈良県食肉公社の平成２３年度業務報告についてご次に、報第１１号、財団法人奈良県食肉公社の平成２３年度業務報告についてご次に、報第１１号、財団法人奈良県食肉公社の平成２３年度業務報告についてご次に、報第１１号、財団法人奈良県食肉公社の平成２３年度業務報告についてご説説説説明を明を明を明を

申し申し申し申し上げ上げ上げ上げます。ます。ます。ます。

「平成２３年度業務報告書」の１「平成２３年度業務報告書」の１「平成２３年度業務報告書」の１「平成２３年度業務報告書」の１ペペペペーーーージジジジ、平成２３年度の事業報告の、平成２３年度の事業報告の、平成２３年度の事業報告の、平成２３年度の事業報告の実施実施実施実施状況ですが、状況ですが、状況ですが、状況ですが、

財団法人奈良県食肉公社は食肉財団法人奈良県食肉公社は食肉財団法人奈良県食肉公社は食肉財団法人奈良県食肉公社は食肉流流流流通通通通センターの管センターの管センターの管センターの管理理理理運運運運営営営営主体主体主体主体として食肉のとして食肉のとして食肉のとして食肉の安安安安定定定定供供供供給給給給とととと流流流流通通通通

のののの円円円円滑滑滑滑化化化化をををを図図図図るため、るため、るため、るため、安安安安全全全全、、、、衛衛衛衛生生生生対対対対策策策策等に等に等に等に留意留意留意留意しながら食肉しながら食肉しながら食肉しながら食肉流流流流通通通通センターのセンターのセンターのセンターの効効効効率率率率的的的的なななな運運運運営営営営

にににに努努努努めています。食肉めています。食肉めています。食肉めています。食肉流流流流通通通通センター、とセンター、とセンター、とセンター、と畜畜畜畜と市と市と市と市場場場場の改の改の改の改革革革革につきましては食肉につきましては食肉につきましては食肉につきましては食肉流流流流通通通通センターセンターセンターセンター

のあり方をのあり方をのあり方をのあり方を根根根根本本本本的的的的にににに見直見直見直見直すため、平成２３年７月に奈良県食肉すため、平成２３年７月に奈良県食肉すため、平成２３年７月に奈良県食肉すため、平成２３年７月に奈良県食肉流流流流通通通通センター（とセンター（とセンター（とセンター（と畜畜畜畜・市・市・市・市

場場場場）改）改）改）改革検討革検討革検討革検討委員会が委員会が委員会が委員会が設置設置設置設置され、本され、本され、本され、本質的質的質的質的な議な議な議な議論論論論をををを重ね重ね重ね重ねたたたた結果結果結果結果、平成２４年３月２２日の第、平成２４年３月２２日の第、平成２４年３月２２日の第、平成２４年３月２２日の第

５回５回５回５回検討検討検討検討委員会におきまして、改委員会におきまして、改委員会におきまして、改委員会におきまして、改革革革革の方の方の方の方向性向性向性向性について奈良県に対しましてについて奈良県に対しましてについて奈良県に対しましてについて奈良県に対しまして提言提言提言提言がございまがございまがございまがございま

した。した。した。した。

提言内容提言内容提言内容提言内容は、は、は、は、①①①①今後の今後の今後の今後の運運運運営営営営形態形態形態形態についてはとについてはとについてはとについてはと畜畜畜畜業務と市業務と市業務と市業務と市場場場場業務を分業務を分業務を分業務を分離離離離し、とし、とし、とし、と畜畜畜畜業務は公業務は公業務は公業務は公

によるによるによるによる直接直接直接直接運運運運営とす営とす営とす営とすべべべべきであり、公社がときであり、公社がときであり、公社がときであり、公社がと畜畜畜畜業務業務業務業務及び施及び施及び施及び施設設設設管管管管理理理理業務の業務の業務の業務の効効効効率率率率的的的的でででで透透透透明明明明性性性性のののの高高高高

いいいい運運運運営を営を営を営を進進進進めることがめることがめることがめることが適適適適当であるとしています。当であるとしています。当であるとしています。当であるとしています。

２２２２ペペペペーーーージジジジ、、、、②②②②市市市市場場場場業務につきましては、業務につきましては、業務につきましては、業務につきましては、民民民民間間間間事業者による自事業者による自事業者による自事業者による自主主主主運運運運営とす営とす営とす営とすべべべべきであり、公きであり、公きであり、公きであり、公

的的的的補補補補助助助助をしないことを明をしないことを明をしないことを明をしないことを明確化確化確化確化するするするする必要必要必要必要があるとのごがあるとのごがあるとのごがあるとのご提言提言提言提言をいただきました。奈良県といたをいただきました。奈良県といたをいただきました。奈良県といたをいただきました。奈良県といた

しましては、このしましては、このしましては、このしましては、この提言提言提言提言をををを受受受受けとめまして、平成２５年度をけとめまして、平成２５年度をけとめまして、平成２５年度をけとめまして、平成２５年度を目目目目途途途途にとにとにとにと畜畜畜畜業務を奈良県食肉業務を奈良県食肉業務を奈良県食肉業務を奈良県食肉株株株株

式式式式会社から財団法人奈良県食肉公社に会社から財団法人奈良県食肉公社に会社から財団法人奈良県食肉公社に会社から財団法人奈良県食肉公社に移移移移転転転転する方する方する方する方針針針針を示し、財団法人奈良県食肉公社に対を示し、財団法人奈良県食肉公社に対を示し、財団法人奈良県食肉公社に対を示し、財団法人奈良県食肉公社に対

してしてしてして必要必要必要必要な対な対な対な対応応応応を求めたところ、財団法人奈良県食肉公社といたしましては、これをを求めたところ、財団法人奈良県食肉公社といたしましては、これをを求めたところ、財団法人奈良県食肉公社といたしましては、これをを求めたところ、財団法人奈良県食肉公社といたしましては、これを受受受受けけけけ

て、平成２４年３月２て、平成２４年３月２て、平成２４年３月２て、平成２４年３月２６６６６日の予算日の予算日の予算日の予算理理理理事会におきまして平成２５年度を事会におきまして平成２５年度を事会におきまして平成２５年度を事会におきまして平成２５年度を目目目目途途途途にとにとにとにと畜畜畜畜業務の業務の業務の業務の直直直直

接接接接運運運運営を行うことを決定し、新たな業務営を行うことを決定し、新たな業務営を行うことを決定し、新たな業務営を行うことを決定し、新たな業務運運運運営営営営体体体体制制制制をををを整備整備整備整備するためのするためのするためのするための諸諸諸諸準準準準備備備備を平成２４年度を平成２４年度を平成２４年度を平成２４年度

にににに進進進進めていくことといたしております。めていくことといたしております。めていくことといたしております。めていくことといたしております。

奈良県食肉奈良県食肉奈良県食肉奈良県食肉流流流流通通通通センターのセンターのセンターのセンターの取取取取りりりり扱扱扱扱い状況ですが、とい状況ですが、とい状況ですが、とい状況ですが、と畜畜畜畜業務は業務は業務は業務は牛牛牛牛が２が２が２が２，６，６，６，６５４５４５４５４頭頭頭頭、、、、豚豚豚豚が７が７が７が７，，，，

７９５７９５７９５７９５頭頭頭頭がとがとがとがと畜畜畜畜、、、、解体解体解体解体処処処処理理理理されております。市されております。市されております。市されております。市場場場場業務は業務は業務は業務は牛牛牛牛が１が１が１が１，，，，９１４９１４９１４９１４頭頭頭頭、、、、豚豚豚豚が４が４が４が４，，，，３３３３３３３３

３３３３頭頭頭頭上場取引上場取引上場取引上場取引されております。うされております。うされております。うされております。うちちちち大大大大和和和和畜畜畜畜産産産産ブラブラブラブランンンンドドドドとしての大としての大としての大としての大和和和和牛牛牛牛は９８９は９８９は９８９は９８９頭頭頭頭、、、、ヤヤヤヤマトマトマトマト

ポポポポーーーーククククは３は３は３は３，，，，２４３２４３２４３２４３頭頭頭頭です。です。です。です。

４４４４ペペペペーーーージジジジ、財務報告です。、財務報告です。、財務報告です。、財務報告です。貸借貸借貸借貸借対対対対照表照表照表照表と支出計算書でごと支出計算書でごと支出計算書でごと支出計算書でご説説説説明申し明申し明申し明申し上げ上げ上げ上げます。まます。まます。まます。まずずずず、、、、貸借貸借貸借貸借

対対対対照表照表照表照表ですが、資産ですが、資産ですが、資産ですが、資産合合合合計は３５計は３５計は３５計は３５億億億億４５７４５７４５７４５７万円余万円余万円余万円余、負、負、負、負債合債合債合債合計は３計は３計は３計は３，，，，５７５７５７５７６万円余６万円余６万円余６万円余、正、正、正、正味味味味財産財産財産財産

は３４は３４は３４は３４億６，億６，億６，億６，８８０８８０８８０８８０万円余万円余万円余万円余となとなとなとなっっっっています。ています。ています。ています。



---- 11113333 ----

８８８８ペペペペーーーージジジジ、収支計算書につきまして、事業、収支計算書につきまして、事業、収支計算書につきまして、事業、収支計算書につきまして、事業活活活活動収入は基本財産動収入は基本財産動収入は基本財産動収入は基本財産運運運運用収入等で１用収入等で１用収入等で１用収入等で１億億億億７７７７，６，６，６，６

３７３７３７３７万円余万円余万円余万円余、事業、事業、事業、事業活活活活動支出は動支出は動支出は動支出は運運運運営事業費支出で１営事業費支出で１営事業費支出で１営事業費支出で１億億億億７７７７，６，６，６，６１１１１６万円余６万円余６万円余６万円余、事業、事業、事業、事業活活活活動収支動収支動収支動収支差差差差額額額額

で２０で２０で２０で２０万円余万円余万円余万円余となとなとなとなっっっっています。この事業ています。この事業ています。この事業ています。この事業活活活活動収支動収支動収支動収支差差差差額額額額にににに投投投投資資資資活活活活動収支、財務動収支、財務動収支、財務動収支、財務活活活活動収支な動収支な動収支な動収支などどどど

をををを合わ合わ合わ合わせまして、当せまして、当せまして、当せまして、当期期期期収支収支収支収支差差差差額額額額ははははマイナスマイナスマイナスマイナス３０３３０３３０３３０３万円余万円余万円余万円余となとなとなとなっっっっています。ています。ています。ています。以上以上以上以上が業務報告が業務報告が業務報告が業務報告

書のご書のご書のご書のご説説説説明です。次に明です。次に明です。次に明です。次に、、、、「平成２４年度事業計「平成２４年度事業計「平成２４年度事業計「平成２４年度事業計画画画画書」をご書」をご書」をご書」をご説説説説明申し明申し明申し明申し上げ上げ上げ上げます。ます。ます。ます。

１１１１ペペペペーーーージジジジ、１、１、１、１番番番番目目目目の事業のの事業のの事業のの事業の実施実施実施実施方方方方針針針針に記に記に記に記載載載載のとおり、平成２５年度をのとおり、平成２５年度をのとおり、平成２５年度をのとおり、平成２５年度を目目目目途途途途に、とに、とに、とに、と畜畜畜畜業務業務業務業務

のののの直接直接直接直接公社公社公社公社運運運運営に営に営に営に向向向向けましてとけましてとけましてとけましてと畜畜畜畜業務を奈良食肉業務を奈良食肉業務を奈良食肉業務を奈良食肉株式株式株式株式会社から財団法人奈良県食肉公社会社から財団法人奈良県食肉公社会社から財団法人奈良県食肉公社会社から財団法人奈良県食肉公社へへへへ

円円円円滑滑滑滑にににに移移移移転転転転し、新たな業務し、新たな業務し、新たな業務し、新たな業務運運運運営営営営体体体体制制制制をををを整備整備整備整備するためにするためにするためにするために必要必要必要必要なななな諸諸諸諸準準準準備備備備を平成２４年度を平成２４年度を平成２４年度を平成２４年度取取取取りりりり組組組組

んでまいります。んでまいります。んでまいります。んでまいります。

次に、新公次に、新公次に、新公次に、新公益益益益法人法人法人法人制制制制度におきます公度におきます公度におきます公度におきます公益益益益財団法人財団法人財団法人財団法人へへへへのののの移移移移行申請の行申請の行申請の行申請の期期期期限が平成２５年１１月限が平成２５年１１月限が平成２５年１１月限が平成２５年１１月

３０日とな３０日とな３０日とな３０日となっっっっていますことから、公ていますことから、公ていますことから、公ていますことから、公益益益益財団法人財団法人財団法人財団法人へへへへのののの移移移移行に行に行に行に向向向向け、け、け、け、必要必要必要必要なななな諸諸諸諸準準準準備備備備をををを進進進進めてまめてまめてまめてま

いります。また、県関係団いります。また、県関係団いります。また、県関係団いります。また、県関係団体体体体とのとのとのとの連携連携連携連携、、、、協協協協力力力力を行い、食肉を行い、食肉を行い、食肉を行い、食肉流流流流通通通通センターのセンターのセンターのセンターの円円円円滑滑滑滑な業務な業務な業務な業務運運運運営営営営

とととと牛牛牛牛肉の肉の肉の肉のトトトトレレレレーーーーサビリサビリサビリサビリティティティティーのーのーのーの推進推進推進推進等によりまして、等によりまして、等によりまして、等によりまして、安心安安心安安心安安心安全全全全な食肉のな食肉のな食肉のな食肉の安安安安定定定定供供供供給給給給をををを図っ図っ図っ図ってててて

まいります。まいります。まいります。まいります。

３３３３ペペペペーーーージジジジ、平成２４年度の収支計、平成２４年度の収支計、平成２４年度の収支計、平成２４年度の収支計画画画画につきまして収支予算書でごにつきまして収支予算書でごにつきまして収支予算書でごにつきまして収支予算書でご説説説説明申し明申し明申し明申し上げ上げ上げ上げます。事ます。事ます。事ます。事

業業業業活活活活動収入は基本財産動収入は基本財産動収入は基本財産動収入は基本財産運運運運用収入な用収入な用収入な用収入などどどどで１で１で１で１億億億億８８８８，，，，２９８２９８２９８２９８万円万円万円万円、事業、事業、事業、事業活活活活動支出は動支出は動支出は動支出は運運運運営事業支出営事業支出営事業支出営事業支出

で１で１で１で１億億億億８８８８，，，，２９８２９８２９８２９８万万万万７７７７，，，，００００００００００００円円円円、事業、事業、事業、事業活活活活動収支動収支動収支動収支差差差差額額額額ははははマイナスマイナスマイナスマイナス７７７７，，，，００００００００００００円円円円でございまでございまでございまでございま

す。この事業収支す。この事業収支す。この事業収支す。この事業収支差差差差額額額額にににに投投投投資資資資活活活活動収支、財務動収支、財務動収支、財務動収支、財務活活活活動収支等を動収支等を動収支等を動収支等を合わ合わ合わ合わせまして、当せまして、当せまして、当せまして、当期期期期収支収支収支収支差差差差額額額額はははは

マイナスマイナスマイナスマイナス７７７７，，，，００００００００００００円円円円でございます。でございます。でございます。でございます。

以上以上以上以上で食肉公社事業計で食肉公社事業計で食肉公社事業計で食肉公社事業計画画画画のののの説説説説明を明を明を明を終終終終わわわわらせていただきます。らせていただきます。らせていただきます。らせていただきます。

次に、報第１２号、財団法人奈良県林業基金の業務報告をさせていただきます次に、報第１２号、財団法人奈良県林業基金の業務報告をさせていただきます次に、報第１２号、財団法人奈良県林業基金の業務報告をさせていただきます次に、報第１２号、財団法人奈良県林業基金の業務報告をさせていただきます。。。。「平成「平成「平成「平成

２３年度業務報告書」の１２３年度業務報告書」の１２３年度業務報告書」の１２３年度業務報告書」の１ペペペペーーーージジジジ、事業、事業、事業、事業実施実施実施実施状況です。状況です。状況です。状況です。昨昨昨昨年の年の年の年の台風台風台風台風災災災災害害害害のののの影響影響影響影響ななななどどどども含め、も含め、も含め、も含め、

林業を林業を林業を林業を取取取取りりりり巻巻巻巻くくくく情情情情勢勢勢勢はははは厳厳厳厳しさをしさをしさをしさを増増増増しておりますが、当基金は基金しておりますが、当基金は基金しておりますが、当基金は基金しておりますが、当基金は基金造造造造林事業により林事業により林事業により林事業により森森森森林林林林整備整備整備整備、、、、

木木木木材材材材生生生生産産産産機能機能機能機能のののの拡拡拡拡充充充充はもとより、はもとより、はもとより、はもとより、水水水水資資資資源源源源のののの涵養涵養涵養涵養、自、自、自、自然環境然環境然環境然環境等の保等の保等の保等の保全全全全ななななどどどど、、、、森森森森林の林の林の林の多面多面多面多面的的的的、、、、

公公公公益益益益的機能的機能的機能的機能のののの発発発発揮揮揮揮、また、また、また、また就就就就業業業業機機機機会の会の会の会の確確確確保、林業労働保、林業労働保、林業労働保、林業労働力力力力のののの育育育育成成成成確確確確保に保に保に保に努努努努めているところでごめているところでごめているところでごめているところでご

ざいます。ざいます。ざいます。ざいます。

２２２２ペペペペーーーージジジジ、、、、ⅡⅡⅡⅡの事業の事業の事業の事業概要概要概要概要の１、基金の１、基金の１、基金の１、基金造造造造林事業です。事業林事業です。事業林事業です。事業林事業です。事業箇箇箇箇所１８５経営所１８５経営所１８５経営所１８５経営区区区区おきまして、おきまして、おきまして、おきまして、

枝枝枝枝打ち打ち打ち打ち、、、、間間間間伐伐伐伐ななななどどどどの保の保の保の保育育育育を１を１を１を１６６６６００００ヘヘヘヘククククタータータータールルルルをををを実施実施実施実施しています。なお、しています。なお、しています。なお、しています。なお、昨昨昨昨年の年の年の年の台風被害台風被害台風被害台風被害のののの

影響影響影響影響によりまして、平成２３年度にによりまして、平成２３年度にによりまして、平成２３年度にによりまして、平成２３年度に実施実施実施実施できなかできなかできなかできなかっっっった事業た事業た事業た事業及び災及び災及び災及び災害害害害復旧復旧復旧復旧等につきましては等につきましては等につきましては等につきましては

平成２４年度平成２４年度平成２４年度平成２４年度以以以以降降降降にににに実施実施実施実施することにしています。することにしています。することにしています。することにしています。



---- 11114444 ----

３３３３ペペペペーーーージジジジ、県、県、県、県有有有有林林林林造造造造成成成成受託受託受託受託事業です。県事業です。県事業です。県事業です。県有有有有林５林５林５林５６６６６経営経営経営経営区区区区の管の管の管の管理理理理を行いますとともに、県を行いますとともに、県を行いますとともに、県を行いますとともに、県

有有有有林２２経営林２２経営林２２経営林２２経営区区区区及び全及び全及び全及び全国国国国植植植植樹祭樹祭樹祭樹祭記記記記念念念念分収分収分収分収造造造造林３４林３４林３４林３４カカカカ所におきまして、所におきまして、所におきまして、所におきまして、枝枝枝枝打ち打ち打ち打ち、、、、間間間間伐伐伐伐ななななどどどどのののの

保保保保育育育育をををを実施実施実施実施いたしています。なお、いたしています。なお、いたしています。なお、いたしています。なお、昨昨昨昨年の年の年の年の台風被害台風被害台風被害台風被害のののの影響影響影響影響により平成２３年度ににより平成２３年度ににより平成２３年度ににより平成２３年度に実施実施実施実施できできできでき

なかなかなかなかっっっった分等につきましては、平成２４年度た分等につきましては、平成２４年度た分等につきましては、平成２４年度た分等につきましては、平成２４年度以以以以降降降降にににに実施実施実施実施を予定しています。を予定しています。を予定しています。を予定しています。以下以下以下以下、５、５、５、５ペペペペーーーー

ジジジジまで記まで記まで記まで記載載載載のとおり事業をのとおり事業をのとおり事業をのとおり事業を実施実施実施実施しています。しています。しています。しています。

８８８８ペペペペーーーージジジジ、財務報告です。ま、財務報告です。ま、財務報告です。ま、財務報告です。まずずずず、、、、貸借貸借貸借貸借対対対対照表照表照表照表ですが、資産ですが、資産ですが、資産ですが、資産合合合合計は１０計は１０計は１０計は１０６億６億６億６億３３３３，，，，２１０２１０２１０２１０万万万万

円余円余円余円余となとなとなとなっっっっています。ています。ています。ています。

９９９９ペペペペーーーージジジジ、負、負、負、負債合債合債合債合計は１００計は１００計は１００計は１００億億億億４４４４，，，，５２２５２２５２２５２２万円余万円余万円余万円余、正、正、正、正味味味味財産は５財産は５財産は５財産は５億億億億８８８８，６，６，６，６８７８７８７８７万円余万円余万円余万円余とととと

ななななっっっっています。ています。ています。ています。

次に、２０次に、２０次に、２０次に、２０ペペペペーーーージジジジ、収支計算書です。事業、収支計算書です。事業、収支計算書です。事業、収支計算書です。事業活活活活動収入は基本財産動収入は基本財産動収入は基本財産動収入は基本財産運運運運用収入をは用収入をは用収入をは用収入をはじじじじめ、７め、７め、７め、７，，，，

７１８７１８７１８７１８万円余万円余万円余万円余、事業、事業、事業、事業活活活活動支出は事業支出等で２動支出は事業支出等で２動支出は事業支出等で２動支出は事業支出等で２億億億億９９９９，６，６，６，６７７７７６万円余６万円余６万円余６万円余、事業、事業、事業、事業活活活活動収支動収支動収支動収支差差差差額額額額はははは

マイナスマイナスマイナスマイナス２２２２億億億億１１１１，，，，９５８９５８９５８９５８万円余万円余万円余万円余です。です。です。です。

２１２１２１２１ペペペペーーーージジジジ、この事業、この事業、この事業、この事業活活活活動収支動収支動収支動収支差差差差額額額額にににに投投投投資資資資活活活活動収支、それから財務動収支、それから財務動収支、それから財務動収支、それから財務活活活活動収支を動収支を動収支を動収支を合わ合わ合わ合わせませませませま

して当して当して当して当期期期期収支収支収支収支差差差差額額額額は３０２は３０２は３０２は３０２万円余万円余万円余万円余となとなとなとなっっっっています。ています。ています。ています。

以上以上以上以上で業務報告書のごで業務報告書のごで業務報告書のごで業務報告書のご説説説説明を明を明を明を終終終終わわわわります。ります。ります。ります。続続続続いて「平成２４年度事業計いて「平成２４年度事業計いて「平成２４年度事業計いて「平成２４年度事業計画画画画書」のご書」のご書」のご書」のご説説説説明明明明

を申しを申しを申しを申し上げ上げ上げ上げます。１ます。１ます。１ます。１ペペペペーーーージジジジ、平成２４年度につきましては、さらなる経営改、平成２４年度につきましては、さらなる経営改、平成２４年度につきましては、さらなる経営改、平成２４年度につきましては、さらなる経営改善善善善にににに努努努努めながめながめながめなが

ら基金ら基金ら基金ら基金造造造造林事業林事業林事業林事業やややや県県県県有有有有林林林林造造造造成成成成受託受託受託受託事業な事業な事業な事業などどどどをををを通じ通じ通じ通じまして林業の振興、まして林業の振興、まして林業の振興、まして林業の振興、山山山山村地村地村地村地域域域域のののの活性化活性化活性化活性化、、、、

自自自自然環境然環境然環境然環境の保の保の保の保全全全全等に等に等に等に努努努努めてまいります。めてまいります。めてまいります。めてまいります。

２２２２ペペペペーーーージジジジ、事業計、事業計、事業計、事業計画画画画のののの概要概要概要概要です。１の基金です。１の基金です。１の基金です。１の基金造造造造林事業につきましては、前年度に林事業につきましては、前年度に林事業につきましては、前年度に林事業につきましては、前年度に引引引引きききき続続続続きききき

まして事業費のまして事業費のまして事業費のまして事業費の抑制抑制抑制抑制をををを図図図図りながら、保りながら、保りながら、保りながら、保育育育育１４２１４２１４２１４２ヘヘヘヘククククタータータータールルルルを中を中を中を中心心心心としたとしたとしたとした森森森森林経営を林経営を林経営を林経営を実施実施実施実施すすすす

ることにしております。２の県ることにしております。２の県ることにしております。２の県ることにしております。２の県有有有有林林林林造造造造成成成成受託受託受託受託事業事業事業事業以下以下以下以下、５、５、５、５ペペペペーーーージジジジまでの記までの記までの記までの記載載載載事業について事業について事業について事業について

もももも引引引引きききき続続続続きききき効果的効果的効果的効果的に事業をに事業をに事業をに事業を実施実施実施実施することにしております。することにしております。することにしております。することにしております。

６ペ６ペ６ペ６ペーーーージジジジ、平成２４年度の収支計、平成２４年度の収支計、平成２４年度の収支計、平成２４年度の収支計画画画画につきまして、資金収支予算書でごにつきまして、資金収支予算書でごにつきまして、資金収支予算書でごにつきまして、資金収支予算書でご説説説説明申し明申し明申し明申し上げ上げ上げ上げまままま

す。事業す。事業す。事業す。事業活活活活動収入は基本財産動収入は基本財産動収入は基本財産動収入は基本財産運運運運用収入ほかで１用収入ほかで１用収入ほかで１用収入ほかで１億億億億１１１１，，，，９８４９８４９８４９８４万円余万円余万円余万円余です。です。です。です。

７７７７ペペペペーーーージジジジ、事業、事業、事業、事業活活活活動支出は３動支出は３動支出は３動支出は３億億億億５５５５，，，，１１７１１７１１７１１７万円余万円余万円余万円余で、事業で、事業で、事業で、事業活活活活動収支動収支動収支動収支差差差差額額額額ははははマイナスマイナスマイナスマイナス２２２２億億億億

３３３３，，，，１３３１３３１３３１３３万円余万円余万円余万円余となとなとなとなっっっっています。事業ています。事業ています。事業ています。事業活活活活動収支動収支動収支動収支差差差差額額額額にににに投投投投資資資資活活活活動収支動収支動収支動収支差差差差額額額額、財務、財務、財務、財務活活活活動収支動収支動収支動収支

差差差差額額額額等を等を等を等を合わ合わ合わ合わせまして、当せまして、当せまして、当せまして、当期期期期収支収支収支収支差差差差額額額額ははははゼロゼロゼロゼロ円円円円となとなとなとなっっっっています。公社等の経営状況の報告ています。公社等の経営状況の報告ています。公社等の経営状況の報告ています。公社等の経営状況の報告

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、以上以上以上以上でございます。でございます。でございます。でございます。

続続続続きまして、専決処分についてのご報告をさせていただきますきまして、専決処分についてのご報告をさせていただきますきまして、専決処分についてのご報告をさせていただきますきまして、専決処分についてのご報告をさせていただきます。。。。「第３０７回定例県議「第３０７回定例県議「第３０７回定例県議「第３０７回定例県議

会会会会提提提提出議案」をお願いいたします。出議案」をお願いいたします。出議案」をお願いいたします。出議案」をお願いいたします。



---- 11115555 ----

６６６６５５５５ペペペペーーーージジジジ、報第１８号、地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分の報告を、報第１８号、地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分の報告を、報第１８号、地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分の報告を、報第１８号、地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分の報告を

させていただきます。農林部関係では、農業改良資金未収金請求事件が２件です。させていただきます。農林部関係では、農業改良資金未収金請求事件が２件です。させていただきます。農林部関係では、農業改良資金未収金請求事件が２件です。させていただきます。農林部関係では、農業改良資金未収金請求事件が２件です。

農業改良資金の未収金に係ります支農業改良資金の未収金に係ります支農業改良資金の未収金に係ります支農業改良資金の未収金に係ります支払払払払いいいい督督督督促促促促をををを債債債債務者、あるいは務者、あるいは務者、あるいは務者、あるいは連連連連帯帯帯帯保保保保証証証証人等に対し人等に対し人等に対し人等に対し実実実実

施施施施したところ、したところ、したところ、したところ、相手相手相手相手方より異議申し立てがございました。そのため、方より異議申し立てがございました。そのため、方より異議申し立てがございました。そのため、方より異議申し立てがございました。そのため、訴訟訴訟訴訟訴訟にににに移移移移行したもの行したもの行したもの行したもの

です。奈良地方です。奈良地方です。奈良地方です。奈良地方裁判裁判裁判裁判所から、所から、所から、所から、訴訟訴訟訴訟訴訟へへへへ移移移移行するため所定の行するため所定の行するため所定の行するため所定の期間内期間内期間内期間内にににに手続手続手続手続を行うようを行うようを行うようを行うよう通知通知通知通知がごがごがごがご

ざいましたので、地方自治法第１７９条第１項の規定に基ざいましたので、地方自治法第１７９条第１項の規定に基ざいましたので、地方自治法第１７９条第１項の規定に基ざいましたので、地方自治法第１７９条第１項の規定に基づづづづき、平成２４年５月１日付でき、平成２４年５月１日付でき、平成２４年５月１日付でき、平成２４年５月１日付で

専決処分を行専決処分を行専決処分を行専決処分を行わわわわせていただいたものであり、せていただいたものであり、せていただいたものであり、せていただいたものであり、同同同同条第３項の規定に基条第３項の規定に基条第３項の規定に基条第３項の規定に基づづづづき、議会に報告し、き、議会に報告し、き、議会に報告し、き、議会に報告し、

承承承承認を求めるものでございます。認を求めるものでございます。認を求めるものでございます。認を求めるものでございます。

以上以上以上以上が農林部所管のが農林部所管のが農林部所管のが農林部所管の提提提提出議案でございます。ご審議のほ出議案でございます。ご審議のほ出議案でございます。ご審議のほ出議案でございます。ご審議のほどどどど、よろしくお願いいたします。、よろしくお願いいたします。、よろしくお願いいたします。、よろしくお願いいたします。

○大国委員長○大国委員長○大国委員長○大国委員長 ごごごご苦苦苦苦労さまでございました。労さまでございました。労さまでございました。労さまでございました。

ただいまのただいまのただいまのただいまの説説説説明について、明について、明について、明について、質質質質疑疑疑疑があれがあれがあれがあればばばばごごごご発言発言発言発言願います。なお、その他の事項について願います。なお、その他の事項について願います。なお、その他の事項について願います。なお、その他の事項について

は後ほは後ほは後ほは後ほど質ど質ど質ど質疑疑疑疑を行いますので、ごを行いますので、ごを行いますので、ごを行いますので、ご了承了承了承了承ください。ください。ください。ください。

○松尾委員○松尾委員○松尾委員○松尾委員 議案の関係だけです議案の関係だけです議案の関係だけです議案の関係だけですねねねね。。。。

○大国委員長○大国委員長○大国委員長○大国委員長 はい。はい。はい。はい。

○松尾委員○松尾委員○松尾委員○松尾委員 財団法人奈良県林業基金に関してお財団法人奈良県林業基金に関してお財団法人奈良県林業基金に関してお財団法人奈良県林業基金に関してお伺伺伺伺いしたいのですが、もうかなり前だいしたいのですが、もうかなり前だいしたいのですが、もうかなり前だいしたいのですが、もうかなり前だっっっっ

たと思いますが、林業基金がたと思いますが、林業基金がたと思いますが、林業基金がたと思いますが、林業基金が破綻破綻破綻破綻しかけているという新しかけているという新しかけているという新しかけているという新聞聞聞聞報報報報道道道道がありました。いいときのがありました。いいときのがありました。いいときのがありました。いいときの

木木木木のののの相場相場相場相場ででででやっやっやっやっていたものですから、ていたものですから、ていたものですから、ていたものですから、全全全全国国国国的的的的にほとんにほとんにほとんにほとんどどどどの基金がの基金がの基金がの基金が破綻破綻破綻破綻をををを迎え迎え迎え迎えたり、その可たり、その可たり、その可たり、その可

能性能性能性能性があると思うのですが、まだこんなにがあると思うのですが、まだこんなにがあると思うのですが、まだこんなにがあると思うのですが、まだこんなに多多多多く事業をしていただいているのですく事業をしていただいているのですく事業をしていただいているのですく事業をしていただいているのですねねねね。本当。本当。本当。本当

にこのままにこのままにこのままにこのまま続続続続い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不不不不安安安安になになになになっっっっています。林業ています。林業ています。林業ています。林業就就就就業支援事業等いろいろ事業をし業支援事業等いろいろ事業をし業支援事業等いろいろ事業をし業支援事業等いろいろ事業をし

ていただいているのですが、ていただいているのですが、ていただいているのですが、ていただいているのですが、実実実実際際際際これらの事業をしていただいて、これらの事業をしていただいて、これらの事業をしていただいて、これらの事業をしていただいて、どどどどれれれれぐぐぐぐらいの人がらいの人がらいの人がらいの人が就就就就業業業業

していただいているかのしていただいているかのしていただいているかのしていただいているかのデデデデータなータなータなータなどどどどはあるのかがまはあるのかがまはあるのかがまはあるのかがまずずずず１１１１点点点点と、このままと、このままと、このままと、このまま継継継継続続続続していしていしていしていっっっって大て大て大て大

丈夫丈夫丈夫丈夫なのかという今後のなのかという今後のなのかという今後のなのかという今後の見通見通見通見通しをしをしをしを教教教教ええええていただきたいと。この２ていただきたいと。この２ていただきたいと。この２ていただきたいと。この２点点点点です。です。です。です。

○馬場林業振興課長○馬場林業振興課長○馬場林業振興課長○馬場林業振興課長 林業基金についてお林業基金についてお林業基金についてお林業基金についてお尋尋尋尋ねねねねに、おに、おに、おに、お答答答答ええええします。します。します。します。

１１１１点点点点目目目目の林業基金におけるの林業基金におけるの林業基金におけるの林業基金における就就就就業者の業者の業者の業者の効果効果効果効果というというというという数数数数字字字字は今は今は今は今手元手元手元手元にございませんので、またにございませんので、またにございませんので、またにございませんので、また

後ほ後ほ後ほ後ほどどどどごごごご説説説説明させていただきます。明させていただきます。明させていただきます。明させていただきます。

林業基金の経営につきましては、林業基金の経営につきましては、林業基金の経営につきましては、林業基金の経営につきましては、借借借借入金で入金で入金で入金で森森森森林を林を林を林を育育育育てているてているてているてているわわわわけですけれけですけれけですけれけですけれどどどども、も、も、も、木木木木材価材価材価材価

格格格格がががが低低低低迷迷迷迷していることから、長していることから、長していることから、長していることから、長期期期期の収支はかなりの収支はかなりの収支はかなりの収支はかなり厳厳厳厳しい状況です。ですから、はしい状況です。ですから、はしい状況です。ですから、はしい状況です。ですから、はじじじじめに新めに新めに新めに新

しいしいしいしい契約契約契約契約地の地の地の地の休止休止休止休止とか、とか、とか、とか、歩掛歩掛歩掛歩掛かりかりかりかりやややや諸諸諸諸経費の経費の経費の経費の見直見直見直見直し、林業基金の職員のし、林業基金の職員のし、林業基金の職員のし、林業基金の職員の減減減減ななななどどどど、いろいろ、いろいろ、いろいろ、いろいろ

やっやっやっやってきたのですけれてきたのですけれてきたのですけれてきたのですけれどどどどもももも、、、、「平成２４年度事業計「平成２４年度事業計「平成２４年度事業計「平成２４年度事業計画画画画書」の５書」の５書」の５書」の５ペペペペーーーージジジジ、１１の経営改、１１の経営改、１１の経営改、１１の経営改善善善善検検検検

討討討討事業を平成２４年度に事業を平成２４年度に事業を平成２４年度に事業を平成２４年度に実施実施実施実施してまいりまして、経営改してまいりまして、経営改してまいりまして、経営改してまいりまして、経営改善善善善にににに向向向向けてけてけてけて取取取取りりりり組組組組もうとしているもうとしているもうとしているもうとしている
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ところです。ところです。ところです。ところです。以上以上以上以上でございます。でございます。でございます。でございます。

○松尾委員○松尾委員○松尾委員○松尾委員 私私私私のののの持持持持論論論論ですけれですけれですけれですけれどどどど、、、、幾幾幾幾ら経営改ら経営改ら経営改ら経営改善善善善をしていただいても、収支がをしていただいても、収支がをしていただいても、収支がをしていただいても、収支が合っ合っ合っ合ってくるてくるてくるてくる

わわわわけがない。今のけがない。今のけがない。今のけがない。今の材価材価材価材価ですが、ですが、ですが、ですが、吉吉吉吉野野野野材材材材が一が一が一が一番番番番ブラブラブラブランンンンドドドドとしてとしてとしてとして売売売売れていたれていたれていたれていた時時時時代の代の代の代の材価材価材価材価はははは恐恐恐恐らららら

く今の１０く今の１０く今の１０く今の１０倍ぐ倍ぐ倍ぐ倍ぐらいしていただろう。そしてその金らいしていただろう。そしてその金らいしていただろう。そしてその金らいしていただろう。そしてその金額額額額でででで山山山山分収して計算を立てていますが、分収して計算を立てていますが、分収して計算を立てていますが、分収して計算を立てていますが、

今今今今買買買買っっっってあるてあるてあるてある山山山山のののの材価材価材価材価は１０分の１になは１０分の１になは１０分の１になは１０分の１になっっっっているのですから、もているのですから、もているのですから、もているのですから、もっっっっともともともともっっっっと経営改と経営改と経営改と経営改善善善善をしをしをしをし

なけれなけれなけれなければ絶ば絶ば絶ば絶対に収支は対に収支は対に収支は対に収支は合わ合わ合わ合わないですが、ないですが、ないですが、ないですが、ずっずっずっずっとととと永遠永遠永遠永遠に出しに出しに出しに出し続続続続けるのですか。もけるのですか。もけるのですか。もけるのですか。もちちちちろん、ろん、ろん、ろん、災災災災

害害害害もありましてもありましてもありましてもありまして皆皆皆皆さんのさんのさんのさんの山山山山に対するに対するに対するに対する見見見見方は方は方は方は少少少少ししししずずずずつ変つ変つ変つ変わっわっわっわってきていると思うのですが、今、てきていると思うのですが、今、てきていると思うのですが、今、てきていると思うのですが、今、

基金基金基金基金造造造造林で林で林で林で持っ持っ持っ持っているているているている山山山山のののの手手手手入れはしなけれ入れはしなけれ入れはしなけれ入れはしなければばばばいけない。これはいけない。これはいけない。これはいけない。これは仕仕仕仕方がないと思う。方がないと思う。方がないと思う。方がないと思う。荒荒荒荒れれれれ

放放放放題題題題にしていましたら、それがにしていましたら、それがにしていましたら、それがにしていましたら、それが原原原原因因因因で大きいで大きいで大きいで大きい災災災災害害害害がががが発生発生発生発生する可する可する可する可能性能性能性能性もありますから、それもありますから、それもありますから、それもありますから、それ

はははは実施実施実施実施しないといけないと思うのですが、それしないといけないと思うのですが、それしないといけないと思うのですが、それしないといけないと思うのですが、それ以以以以外外外外の事業は本当にしなけれの事業は本当にしなけれの事業は本当にしなけれの事業は本当にしなければばばばいけないのいけないのいけないのいけないの

かと、本当に思かと、本当に思かと、本当に思かと、本当に思っっっっているのです。たとているのです。たとているのです。たとているのです。たとええええばばばば、林業、林業、林業、林業就就就就業者支援事業、担い業者支援事業、担い業者支援事業、担い業者支援事業、担い手育手育手育手育成成成成強化強化強化強化対対対対策策策策事事事事

業、後業、後業、後業、後継継継継者者者者育育育育成事業とか、成事業とか、成事業とか、成事業とか、山山山山の担いの担いの担いの担い手手手手は、年は、年は、年は、年 々々々々人がいなくな人がいなくな人がいなくな人がいなくなっっっっています。だれをています。だれをています。だれをています。だれを育育育育てていてていてていててい

るのかとるのかとるのかとるのかと不不不不思議でしょうがない。そのような資思議でしょうがない。そのような資思議でしょうがない。そのような資思議でしょうがない。そのような資料料料料もいただいて、もうもいただいて、もうもいただいて、もうもいただいて、もう少少少少しししし見直見直見直見直ししていたししていたししていたししていた

だくことをお願いします。だくことをお願いします。だくことをお願いします。だくことをお願いします。

○大国委員長○大国委員長○大国委員長○大国委員長 答弁答弁答弁答弁はいいですか。はいいですか。はいいですか。はいいですか。

○松尾委員○松尾委員○松尾委員○松尾委員 はい、はい、はい、はい、以上以上以上以上です。です。です。です。

○大国委員長○大国委員長○大国委員長○大国委員長 他にございませんか。他にございませんか。他にございませんか。他にございませんか。

○今井委員○今井委員○今井委員○今井委員 農業改良資金の未収金の案件が２件農業改良資金の未収金の案件が２件農業改良資金の未収金の案件が２件農業改良資金の未収金の案件が２件提提提提出されておりますけれ出されておりますけれ出されておりますけれ出されておりますけれどどどど、４人の、４人の、４人の、４人の連連連連帯帯帯帯

保保保保証証証証人にな人にな人にな人になっっっっているほうと、それから１名のほうがありますが、それているほうと、それから１名のほうがありますが、それているほうと、それから１名のほうがありますが、それているほうと、それから１名のほうがありますが、それぞぞぞぞれれれれどどどどこでこの事業こでこの事業こでこの事業こでこの事業

をををを始始始始めたのか、めたのか、めたのか、めたのか、わわわわかりましたらかりましたらかりましたらかりましたら教教教教ええええていただきたい。ていただきたい。ていただきたい。ていただきたい。

それで、その１名の案件について事前にそれで、その１名の案件について事前にそれで、その１名の案件について事前にそれで、その１名の案件について事前に話話話話をををを聞聞聞聞かせていただきましたら、かせていただきましたら、かせていただきましたら、かせていただきましたら、借借借借りた方はもりた方はもりた方はもりた方はも

うううう破破破破産の産の産の産の手続手続手続手続をされており、ほかのをされており、ほかのをされており、ほかのをされており、ほかの連連連連帯帯帯帯保保保保証証証証人の方も自人の方も自人の方も自人の方も自己破己破己破己破産の産の産の産の手続手続手続手続中ということで１名中ということで１名中ということで１名中ということで１名

残残残残っっっっていらていらていらていらっっっっししししゃゃゃゃる方はる方はる方はる方は破破破破産産産産手続手続手続手続のお金もない方がのお金もない方がのお金もない方がのお金もない方が残残残残っっっっているのかと思いもしますけれているのかと思いもしますけれているのかと思いもしますけれているのかと思いもしますけれどどどど

も、そのあたりのも、そのあたりのも、そのあたりのも、そのあたりの手続手続手続手続としては当としては当としては当としては当然然然然のののの手続手続手続手続になるだろうと思いますが、事になるだろうと思いますが、事になるだろうと思いますが、事になるだろうと思いますが、事情情情情もよく調査をもよく調査をもよく調査をもよく調査を

されて対されて対されて対されて対応応応応をしていただきたいと申しをしていただきたいと申しをしていただきたいと申しをしていただきたいと申し上げ上げ上げ上げておきたいなというておきたいなというておきたいなというておきたいなというふふふふうに思うに思うに思うに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。

○川合地域農政課長○川合地域農政課長○川合地域農政課長○川合地域農政課長 今回、ご今回、ご今回、ご今回、ご承承承承認をお願いしております２件の案件でございますが、認をお願いしております２件の案件でございますが、認をお願いしております２件の案件でございますが、認をお願いしております２件の案件でございますが、

事業を行事業を行事業を行事業を行わわわわれたれたれたれた場場場場所は１件は奈良市所は１件は奈良市所は１件は奈良市所は１件は奈良市内内内内ともう１件は大ともう１件は大ともう１件は大ともう１件は大和和和和郡郡郡郡山山山山市市市市内内内内での営農の関係でございでの営農の関係でございでの営農の関係でございでの営農の関係でござい

ます。ます。ます。ます。

それから、もう一それから、もう一それから、もう一それから、もう一点点点点のごのごのごのご質問質問質問質問がががが、、、、「第３０７回定例県議会「第３０７回定例県議会「第３０７回定例県議会「第３０７回定例県議会提提提提出議案」の出議案」の出議案」の出議案」の６６ペ６６ペ６６ペ６６ペーーーージジジジのののの連連連連

帯帯帯帯保保保保証証証証人の人の人の人のみみみみがががが訴訟訴訟訴訟訴訟の対の対の対の対象象象象になになになになっっっっている件でございますけれている件でございますけれている件でございますけれている件でございますけれどどどども、今井委員からおも、今井委員からおも、今井委員からおも、今井委員からお話話話話がごがごがごがご



---- 11117777 ----

ざいましたように、そざいましたように、そざいましたように、そざいましたように、そちちちちらの案件につきましては、らの案件につきましては、らの案件につきましては、らの案件につきましては、債債債債務者ご本人は務者ご本人は務者ご本人は務者ご本人は既既既既にににに民民民民事事事事再再再再生生生生によるによるによるによる手手手手

続続続続を行を行を行を行っっっっておられまして、法ておられまして、法ておられまして、法ておられまして、法的的的的にはにはにはには債債債債務務務務額額額額が５分の１にが５分の１にが５分の１にが５分の１に圧縮圧縮圧縮圧縮されております。ただ、このされております。ただ、このされております。ただ、このされております。ただ、この

効果効果効果効果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連連連連帯帯帯帯保保保保証証証証人には人には人には人には及及及及ばばばばないということで、こないということで、こないということで、こないということで、こちちちちらの件につきましてはらの件につきましてはらの件につきましてはらの件につきましては連連連連

帯帯帯帯保保保保証証証証人にまだ人にまだ人にまだ人にまだ債債債債務が務が務が務が残残残残っっっっているというているというているというているという扱扱扱扱いの中で、法いの中で、法いの中で、法いの中で、法的的的的なななな流流流流れの中で今回のれの中で今回のれの中で今回のれの中で今回の訴訟訴訟訴訟訴訟をををを提提提提起起起起

しているものでございます。しているものでございます。しているものでございます。しているものでございます。以上以上以上以上でございます。でございます。でございます。でございます。

○大国委員長○大国委員長○大国委員長○大国委員長 他にございませんか。他にございませんか。他にございませんか。他にございませんか。

他になけれ他になけれ他になけれ他になければばばば、付、付、付、付託託託託議案についての議案についての議案についての議案についての質質質質疑疑疑疑をををを終終終終わわわわります。ります。ります。ります。

続続続続いて、付いて、付いて、付いて、付託託託託議案について委員の議案について委員の議案について委員の議案について委員の意意意意見見見見を求めます。を求めます。を求めます。を求めます。

ごごごご発言発言発言発言願います。願います。願います。願います。

では、ないということでございますので、ただいまより、付では、ないということでございますので、ただいまより、付では、ないということでございますので、ただいまより、付では、ないということでございますので、ただいまより、付託託託託をををを受受受受けましたけましたけましたけました各各各各議案につ議案につ議案につ議案につ

いていていていて採採採採決を行います。決を行います。決を行います。決を行います。

諮諮諮諮問問問問案件案件案件案件以以以以外外外外のののの採採採採決は、決は、決は、決は、簡易採簡易採簡易採簡易採決により一決により一決により一決により一括括括括して行いたいと思いますが、ご異議ありまして行いたいと思いますが、ご異議ありまして行いたいと思いますが、ご異議ありまして行いたいと思いますが、ご異議ありま

せんか。せんか。せんか。せんか。

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

それでは、お諮りします。それでは、お諮りします。それでは、お諮りします。それでは、お諮りします。

議第４４号、議第４５号中、当委員会所管分、報第１８号中、平成２４年度奈良県営競議第４４号、議第４５号中、当委員会所管分、報第１８号中、平成２４年度奈良県営競議第４４号、議第４５号中、当委員会所管分、報第１８号中、平成２４年度奈良県営競議第４４号、議第４５号中、当委員会所管分、報第１８号中、平成２４年度奈良県営競

輪事業費特別会計補正予算（第１号輪事業費特別会計補正予算（第１号輪事業費特別会計補正予算（第１号輪事業費特別会計補正予算（第１号））））、農業改良資金未収金請求事件２件について、、農業改良資金未収金請求事件２件について、、農業改良資金未収金請求事件２件について、、農業改良資金未収金請求事件２件について、原原原原案案案案

どどどどおり可決またはおり可決またはおり可決またはおり可決または承承承承認することにご異議ありませんか。認することにご異議ありませんか。認することにご異議ありませんか。認することにご異議ありませんか。

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

ご異議がないものと認めます。ご異議がないものと認めます。ご異議がないものと認めます。ご異議がないものと認めます。

よよよよっっっって、て、て、て、以上以上以上以上５件については、５件については、５件については、５件については、原原原原案案案案どどどどおり可決またはおり可決またはおり可決またはおり可決または承承承承認することに決しました。認することに決しました。認することに決しました。認することに決しました。

次に、諮第１号については、次に、諮第１号については、次に、諮第１号については、次に、諮第１号については、簡易採簡易採簡易採簡易採決により行いたいと思いますが、ご異議ありません決により行いたいと思いますが、ご異議ありません決により行いたいと思いますが、ご異議ありません決により行いたいと思いますが、ご異議ありません

か。か。か。か。

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

それでは、お諮りします。それでは、お諮りします。それでは、お諮りします。それでは、お諮りします。

諮第１号については、当委員会の諮第１号については、当委員会の諮第１号については、当委員会の諮第１号については、当委員会の意意意意見見見見として、本件異議申し立てについてはとして、本件異議申し立てについてはとして、本件異議申し立てについてはとして、本件異議申し立てについては却下却下却下却下すすすすべべべべきききき

であるとすることにご異議ありませんか。であるとすることにご異議ありませんか。であるとすることにご異議ありませんか。であるとすることにご異議ありませんか。

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

ご異議がないものと認めます。ご異議がないものと認めます。ご異議がないものと認めます。ご異議がないものと認めます。

よよよよっっっって、諮第１号についての当委員会のて、諮第１号についての当委員会のて、諮第１号についての当委員会のて、諮第１号についての当委員会の意意意意見見見見は、本件異議申し立てについてはは、本件異議申し立てについてはは、本件異議申し立てについてはは、本件異議申し立てについては却下却下却下却下すすすすべべべべ
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きであるとすることといたします。きであるとすることといたします。きであるとすることといたします。きであるとすることといたします。

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

報第１号中、当委員会所管分、報第１０号から報第１３号については、報第１号中、当委員会所管分、報第１０号から報第１３号については、報第１号中、当委員会所管分、報第１０号から報第１３号については、報第１号中、当委員会所管分、報第１０号から報第１３号については、先先先先ほほほほどどどどのののの説説説説明を明を明を明を

ももももっっっってててて理理理理事者より事者より事者より事者より詳細詳細詳細詳細な報告をな報告をな報告をな報告を受受受受けたこととさせていただきますので、ごけたこととさせていただきますので、ごけたこととさせていただきますので、ごけたこととさせていただきますので、ご了承了承了承了承願います。願います。願います。願います。

次に、その他事項に入りますが、は次に、その他事項に入りますが、は次に、その他事項に入りますが、は次に、その他事項に入りますが、はじじじじめにめにめにめに要要要要望望望望１件が１件が１件が１件が提提提提出されていますので、ご出されていますので、ご出されていますので、ご出されていますので、ご了承了承了承了承願願願願

います。います。います。います。

続続続続いて、産業・雇用振興部長と農林部長からいて、産業・雇用振興部長と農林部長からいて、産業・雇用振興部長と農林部長からいて、産業・雇用振興部長と農林部長から紀伊半島紀伊半島紀伊半島紀伊半島大大大大水水水水害害害害復旧復旧復旧復旧・・・・復復復復興の興の興の興の現現現現状と状と状と状と取組取組取組取組にににに

ついて、農林部長から奈良県のさかなのついて、農林部長から奈良県のさかなのついて、農林部長から奈良県のさかなのついて、農林部長から奈良県のさかなの制制制制定について、ほか１件について報告を行いたい定について、ほか１件について報告を行いたい定について、ほか１件について報告を行いたい定について、ほか１件について報告を行いたい

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

○浪越産業・雇用振興部長○浪越産業・雇用振興部長○浪越産業・雇用振興部長○浪越産業・雇用振興部長 紀伊半島紀伊半島紀伊半島紀伊半島大大大大水水水水害害害害復旧復旧復旧復旧・・・・復復復復興の興の興の興の現現現現状と状と状と状と取組取組取組取組についてごについてごについてごについてご説説説説明を申明を申明を申明を申

しししし上げ上げ上げ上げます。ます。ます。ます。

「「「「紀伊半島紀伊半島紀伊半島紀伊半島大大大大水水水水害害害害復旧復旧復旧復旧・・・・復復復復興の興の興の興の現現現現状と状と状と状と取組取組取組取組」平成２４年」平成２４年」平成２４年」平成２４年６６６６月という資月という資月という資月という資料料料料をごらんくださをごらんくださをごらんくださをごらんくださ

い。い。い。い。

ままままずずずず、１、１、１、１ペペペペーーーージジジジ、３月に、３月に、３月に、３月に作作作作成いたしました成いたしました成いたしました成いたしました復旧復旧復旧復旧・・・・復復復復興計興計興計興計画画画画のののの概要概要概要概要について記について記について記について記載載載載しておりしておりしておりしており

ます。ます。ます。ます。

２２２２ペペペペーーーージジジジ、４月、４月、４月、４月以以以以降降降降のののの復旧復旧復旧復旧・・・・復復復復興の興の興の興の推進体推進体推進体推進体制制制制について記について記について記について記載載載載をしております。担当副をしております。担当副をしております。担当副をしております。担当副知知知知事事事事

を議長としたを議長としたを議長としたを議長とした復旧復旧復旧復旧・・・・復復復復興計興計興計興計画推進画推進画推進画推進会議を月２回会議を月２回会議を月２回会議を月２回程程程程度開度開度開度開催催催催いたしまして、計いたしまして、計いたしまして、計いたしまして、計画画画画のののの進進進進捗捗捗捗管管管管理理理理をををを

行行行行っっっっているところです。ているところです。ているところです。ているところです。

３３３３ペペペペーーーージ及びジ及びジ及びジ及び４４４４ペペペペーーーージジジジにつきましては、これまでのにつきましては、これまでのにつきましては、これまでのにつきましては、これまでの復旧復旧復旧復旧・・・・復復復復興の興の興の興の主主主主な動きです。平成２な動きです。平成２な動きです。平成２な動きです。平成２

４年４年４年４年６６６６月５日に、国、月５日に、国、月５日に、国、月５日に、国、三三三三県による第３回の県による第３回の県による第３回の県による第３回の合同合同合同合同対対対対策策策策会議を開会議を開会議を開会議を開催催催催いたしました。また、いたしました。また、いたしました。また、いたしました。また、６６６６月月月月

１１日には第７回の本部会議を開１１日には第７回の本部会議を開１１日には第７回の本部会議を開１１日には第７回の本部会議を開催催催催し、これまでのし、これまでのし、これまでのし、これまでの進進進進捗捗捗捗状況について状況について状況について状況について確確確確認いたしました。認いたしました。認いたしました。認いたしました。

５５５５ペペペペーーーージジジジにつきましては、につきましては、につきましては、につきましては、復旧復旧復旧復旧・・・・復復復復興関係の予算の興関係の予算の興関係の予算の興関係の予算の概要概要概要概要についてについてについてについて取取取取りまとめたものです。りまとめたものです。りまとめたものです。りまとめたものです。

６ペ６ペ６ペ６ペーーーージジジジ、、、、避難避難避難避難者・者・者・者・仮仮仮仮設設設設住宅住宅住宅住宅の状況についてです。の状況についてです。の状況についてです。の状況についてです。依然依然依然依然として１７９として１７９として１７９として１７９世世世世帯帯帯帯、３５７名の、３５７名の、３５７名の、３５７名の

避難避難避難避難者がおられます。そのう者がおられます。そのう者がおられます。そのう者がおられます。そのうちちちち仮仮仮仮設設設設住宅住宅住宅住宅の入の入の入の入居居居居者は者は者は者は五條五條五條五條市、野市、野市、野市、野迫川迫川迫川迫川村、村、村、村、十十十十津津津津川川川川村の３市村村の３市村村の３市村村の３市村

で、で、で、で、合合合合計１０８計１０８計１０８計１０８世世世世帯帯帯帯、２２８人とな、２２８人とな、２２８人とな、２２８人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。

７７７７ペペペペーーーージジジジ、、、、避難避難避難避難者の者の者の者の早早早早期期期期帰宅帰宅帰宅帰宅にににに向向向向けたけたけたけた取組取組取組取組の状況についてです。の状況についてです。の状況についてです。の状況についてです。避難避難避難避難者が一日も者が一日も者が一日も者が一日も早早早早くもくもくもくも

とのとのとのとの生活生活生活生活にににに戻戻戻戻れるように、れるように、れるように、れるように、道路道路道路道路網網網網等の等の等の等のライフライライフライライフライライフラインのンのンのンの復旧復旧復旧復旧をはをはをはをはじじじじめ、め、め、め、河川河川河川河川のののの堆堆堆堆積土積土積土積土砂撤去砂撤去砂撤去砂撤去

やややや土土土土砂崩壊砂崩壊砂崩壊砂崩壊、地す、地す、地す、地すべべべべり対り対り対り対策策策策ななななどどどど、、、、二二二二次次次次災災災災害害害害防止防止防止防止のののの取取取取りりりり組み組み組み組み、、、、被被被被災災災災者者者者住住住住民民民民のののの意意意意向向向向調査な調査な調査な調査などどどどのののの

取取取取りりりり組み組み組み組みを市、村とを市、村とを市、村とを市、村と連携連携連携連携してしてしてして進進進進めているところです。めているところです。めているところです。めているところです。

８から１０８から１０８から１０８から１０ペペペペーーーージジジジにつきましては、大規につきましては、大規につきましては、大規につきましては、大規模被模被模被模被災災災災箇箇箇箇所の地所の地所の地所の地区区区区ごとのごとのごとのごとの取組取組取組取組状況について記状況について記状況について記状況について記載載載載
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しております。しております。しております。しております。

１１１１１１１１ペペペペーーーージジジジ、新しい、新しい、新しい、新しい集集集集落落落落づづづづくりのくりのくりのくりの取組取組取組取組状況です。状況です。状況です。状況です。五條五條五條五條市、市、市、市、十十十十津津津津川川川川村で、記村で、記村で、記村で、記載載載載のとおり、のとおり、のとおり、のとおり、

市、村が行う市、村が行う市、村が行う市、村が行う被被被被災災災災住住住住民民民民のののの意意意意向向向向把握把握把握把握をををを踏踏踏踏ままままえ取え取え取え取りりりり組み組み組み組みをををを進進進進めているところでございます。こめているところでございます。こめているところでございます。こめているところでございます。こ

うしたうしたうしたうした避難避難避難避難者の者の者の者の早早早早期期期期帰宅帰宅帰宅帰宅についてはについてはについてはについては引引引引きききき続続続続きききき最最最最優優優優先先先先事項として事項として事項として事項として取取取取りりりり組み組み組み組みをををを進進進進めてまいりためてまいりためてまいりためてまいりた

いといといといと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。

１２１２１２１２ペペペペーーーージジジジ、、、、ライフライライフライライフライライフラインのンのンのンの復旧復旧復旧復旧状況を記状況を記状況を記状況を記載載載載しております。ほしております。ほしております。ほしております。ほぼぼぼぼ復旧復旧復旧復旧済済済済みみみみとなとなとなとなっっっっておりておりておりており

ます。ます。ます。ます。

１３１３１３１３ペペペペーーーージジジジ、、、、イイイインンンンフラフラフラフラ等の等の等の等の復旧復旧復旧復旧状況です。状況です。状況です。状況です。道路道路道路道路の規の規の規の規制制制制ははははピピピピーーーーク時ク時ク時ク時には９０には９０には９０には９０カカカカ所ありまし所ありまし所ありまし所ありまし

たが、たが、たが、たが、現在現在現在現在迂迂迂迂回回回回路路路路のないのないのないのない全全全全面面面面通通通通行行行行どどどどめとなめとなめとなめとなっっっっているのはているのはているのはているのは復旧復旧復旧復旧がががが進み進み進み進み４４４４カカカカ所の所の所の所のみみみみという状況という状況という状況という状況

であります。であります。であります。であります。

その他、記その他、記その他、記その他、記載載載載のとおりのとおりのとおりのとおり採採採採石石石石土土土土砂撤去砂撤去砂撤去砂撤去、、、、道路道路道路道路、、、、河川河川河川河川、、、、砂防砂防砂防砂防ななななどどどどのののの災災災災害害害害復旧復旧復旧復旧はおおはおおはおおはおおむむむむねねねね順順順順調調調調

にににに進進進進捗捗捗捗しております。しております。しております。しております。

１１１１６ペ６ペ６ペ６ペーーーージジジジ、農林関係の、農林関係の、農林関係の、農林関係の復旧復旧復旧復旧状況、１７状況、１７状況、１７状況、１７ペペペペーーーージジジジから２２から２２から２２から２２ペペペペーーーージジジジはははは主主主主なななな災災災災害被害被害被害被災災災災箇箇箇箇所の所の所の所の復復復復

旧旧旧旧状況について記状況について記状況について記状況について記載載載載しております。しております。しております。しております。

２３２３２３２３ペペペペーーーージジジジ、産業の、産業の、産業の、産業の復復復復興状況です。企業の興状況です。企業の興状況です。企業の興状況です。企業の再建再建再建再建率率率率につきましては、一部につきましては、一部につきましては、一部につきましては、一部再建再建再建再建を含めましを含めましを含めましを含めまし

て８８て８８て８８て８８．．．．５５５５％％％％となとなとなとなっっっっております。業ております。業ております。業ております。業種種種種別で別で別で別で言言言言いますと、いますと、いますと、いますと、キャキャキャキャンンンンププププ場場場場等の等の等の等の再建再建再建再建がおくれていがおくれていがおくれていがおくれてい

る状況です。また、る状況です。また、る状況です。また、る状況です。また、廃廃廃廃業が９件ですが、この業が９件ですが、この業が９件ですが、この業が９件ですが、この理理理理由由由由につきましては、経営者等のにつきましては、経営者等のにつきましては、経営者等のにつきましては、経営者等の死亡死亡死亡死亡、、、、施施施施設設設設

設設設設備備備備のののの修復修復修復修復がががが不不不不可可可可能能能能、、、、高高高高齢齢齢齢化化化化といといといといっっっったものです。また、平成２３年１１月～平成２４年４たものです。また、平成２３年１１月～平成２４年４たものです。また、平成２３年１１月～平成２４年４たものです。また、平成２３年１１月～平成２４年４

月の月の月の月の災災災災害害害害復旧復旧復旧復旧対対対対策策策策資金の資金の資金の資金の貸貸貸貸付状況は、記付状況は、記付状況は、記付状況は、記載載載載のとおりとなのとおりとなのとおりとなのとおりとなっっっっております。ております。ております。ております。引引引引きききき続続続続きまして事きまして事きまして事きまして事

業の業の業の業の再建再建再建再建にににに向向向向け、きめけ、きめけ、きめけ、きめ細細細細ややややかな対かな対かな対かな対応応応応をしてまいりたいとをしてまいりたいとをしてまいりたいとをしてまいりたいと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。

２４２４２４２４ペペペペーーーージジジジ、、、、観観観観光業の光業の光業の光業の復復復復興状況です。平成２３年１１月より興状況です。平成２３年１１月より興状況です。平成２３年１１月より興状況です。平成２３年１１月より発発発発行している行している行している行しているプレプレプレプレミアミアミアミアムムムム宿宿宿宿

泊旅泊旅泊旅泊旅行行行行券券券券は、平成２４年度４月からは、平成２４年度４月からは、平成２４年度４月からは、平成２４年度４月から６６６６月月月月販売販売販売販売予定分の５予定分の５予定分の５予定分の５，，，，００００００００００００枚枚枚枚がががが既既既既にににに完売完売完売完売し、し、し、し、順順順順調な調な調な調な

販売販売販売販売状況です。状況です。状況です。状況です。宿泊客宿泊客宿泊客宿泊客数数数数の動の動の動の動向向向向につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、被被被被災直災直災直災直後は後は後は後は風風風風評評評評被害被害被害被害等もあり、対前年度等もあり、対前年度等もあり、対前年度等もあり、対前年度

比比比比較較較較でででで減減減減少少少少していましたが、平成２３年１２月にはしていましたが、平成２３年１２月にはしていましたが、平成２３年１２月にはしていましたが、平成２３年１２月にはプレプレプレプレミアミアミアミアムムムム宿泊旅宿泊旅宿泊旅宿泊旅行行行行券券券券のののの効果効果効果効果ななななどどどどもあもあもあもあ

り、回り、回り、回り、回復復復復傾傾傾傾向向向向を示しています。を示しています。を示しています。を示しています。

最最最最後になりますが、２８後になりますが、２８後になりますが、２８後になりますが、２８ペペペペーーーージジジジ、地、地、地、地域域域域産業産業産業産業復復復復興興興興プロプロプロプロジジジジェェェェクトクトクトクトチチチチーーーームムムムをををを設置設置設置設置いたしまして、いたしまして、いたしまして、いたしまして、

地地地地域域域域産業の産業の産業の産業の活性化活性化活性化活性化にににに向向向向けた事業についてけた事業についてけた事業についてけた事業について検討検討検討検討をををを進進進進めているところでございます。めているところでございます。めているところでございます。めているところでございます。

復旧復旧復旧復旧・・・・復復復復興に興に興に興に向向向向けたけたけたけた現現現現状と状と状と状と取組取組取組取組のののの概要概要概要概要につきまして、ごにつきまして、ごにつきまして、ごにつきまして、ご説説説説明させていただきました。明させていただきました。明させていただきました。明させていただきました。

なお、平成２４年なお、平成２４年なお、平成２４年なお、平成２４年６６６６月２９日に開月２９日に開月２９日に開月２９日に開催催催催されましたされましたされましたされました節節節節電電電電協協協協議会の議会の議会の議会の結果結果結果結果についてについてについてについて簡簡簡簡単単単単にごにごにごにご説説説説明明明明

させていただきます。させていただきます。させていただきます。させていただきます。節節節節電電電電協協協協議会では、ま議会では、ま議会では、ま議会では、まずずずず、今、今、今、今夏夏夏夏のののの節節節節電電電電目目目目標標標標についてですが、についてですが、についてですが、についてですが、原原原原子子子子力発力発力発力発
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電電電電所の所の所の所の再稼再稼再稼再稼働で働で働で働で需需需需給給給給状況を状況を状況を状況を緩和緩和緩和緩和することをすることをすることをすることを踏踏踏踏ままままええええつつ、１５つつ、１５つつ、１５つつ、１５％％％％をををを目目目目標標標標としてとしてとしてとして継継継継続続続続してしてしてして取取取取りりりり

組む組む組む組むことになりました。また、計ことになりました。また、計ことになりました。また、計ことになりました。また、計画画画画停電停電停電停電につきましては、地につきましては、地につきましては、地につきましては、地域域域域割割割割り等のり等のり等のり等のややややり方についてはり方についてはり方についてはり方については

了承了承了承了承ということですが、それということですが、それということですが、それということですが、それぞぞぞぞれに課れに課れに課れに課題題題題がまだがまだがまだがまだ残残残残っっっっております。この課ております。この課ております。この課ております。この課題題題題につきまして、につきまして、につきまして、につきまして、

関西関西関西関西電電電電力力力力(株)(株)(株)(株)、県、関係団、県、関係団、県、関係団、県、関係団体体体体等で等で等で等で引引引引きききき続続続続きききき協協協協議をすることになりました。議をすることになりました。議をすることになりました。議をすることになりました。以上以上以上以上でございまでございまでございまでございま

す。す。す。す。

○冨岡農林部長○冨岡農林部長○冨岡農林部長○冨岡農林部長 それでは、それでは、それでは、それでは、紀伊半島紀伊半島紀伊半島紀伊半島大大大大水水水水害害害害からのからのからのからの復旧復旧復旧復旧・・・・復復復復興に係ります農林部の興に係ります農林部の興に係ります農林部の興に係ります農林部の取取取取りりりり組組組組

みみみみについてごについてごについてごについてご説説説説明申し明申し明申し明申し上げ上げ上げ上げます。ます。ます。ます。

資資資資料料料料の３の３の３の３ペペペペーーーージジジジ、、、、主主主主な動きを紹介申しな動きを紹介申しな動きを紹介申しな動きを紹介申し上げ上げ上げ上げますと、平成２３年１０月１１日にますと、平成２３年１０月１１日にますと、平成２３年１０月１１日にますと、平成２３年１０月１１日に南南南南部農林部農林部農林部農林

振興事務所振興事務所振興事務所振興事務所及び東及び東及び東及び東部農林振興事務所に治部農林振興事務所に治部農林振興事務所に治部農林振興事務所に治山山山山・林・林・林・林道道道道復旧復旧復旧復旧チチチチーーーームムムムをををを設置設置設置設置しております。しております。しております。しております。

次の４次の４次の４次の４ペペペペーーーージジジジ、平成２４年４月１日から、平成２４年４月１日から、平成２４年４月１日から、平成２４年４月１日から南南南南部農林振興事務所に部農林振興事務所に部農林振興事務所に部農林振興事務所に復旧復旧復旧復旧・・・・復復復復興調興調興調興調整整整整係を係を係を係を設置設置設置設置

するなするなするなするなどどどどのののの組織整備組織整備組織整備組織整備を行を行を行を行っっっっています。ています。ています。ています。

次の５次の５次の５次の５ペペペペーーーージジジジ、、、、復旧復旧復旧復旧・・・・復復復復興関係の予算興関係の予算興関係の予算興関係の予算概要概要概要概要ですが、平成２３年度補正予算として、農林ですが、平成２３年度補正予算として、農林ですが、平成２３年度補正予算として、農林ですが、平成２３年度補正予算として、農林

部では９月、１１月、２月補正で部では９月、１１月、２月補正で部では９月、１１月、２月補正で部では９月、１１月、２月補正で木木木木材材材材のののの搬搬搬搬出に対する補出に対する補出に対する補出に対する補助や助や助や助や林林林林道道道道、農地、農業用、農地、農業用、農地、農業用、農地、農業用施施施施設設設設等の等の等の等の

災災災災害害害害復旧復旧復旧復旧、それから、それから、それから、それからアマアマアマアマゴゴゴゴのののの種種種種苗苗苗苗生生生生産産産産施施施施設設設設及び及び及び及び養養養養殖殖殖殖施施施施設設設設のののの復旧復旧復旧復旧に対する補に対する補に対する補に対する補助助助助、さらには、さらには、さらには、さらにはアアアア

ママママゴゴゴゴのののの稚魚稚魚稚魚稚魚のののの確確確確保に対する補保に対する補保に対する補保に対する補助助助助等を計等を計等を計等を計上上上上させていただきました。させていただきました。させていただきました。させていただきました。

また、平成２４年度当また、平成２４年度当また、平成２４年度当また、平成２４年度当初初初初予算では、林予算では、林予算では、林予算では、林道道道道、農業用、農業用、農業用、農業用施施施施設設設設等の等の等の等の災災災災害害害害復旧復旧復旧復旧のほか、のほか、のほか、のほか、間間間間伐伐伐伐等の等の等の等の搬搬搬搬

出利用の出利用の出利用の出利用の積積積積極極極極的的的的なななな取取取取りりりり組み組み組み組み支援支援支援支援やややや地地地地域域域域のののの誇誇誇誇りとなる地りとなる地りとなる地りとなる地域域域域特産特産特産特産物物物物、、、、アアアアユユユユ、、、、アマアマアマアマゴゴゴゴ等とい等とい等とい等といっっっったたたた

地地地地域域域域特産特産特産特産物物物物のののの復復復復興支援事業な興支援事業な興支援事業な興支援事業などどどどの予算を計の予算を計の予算を計の予算を計上上上上しています。しています。しています。しています。

１１１１６ペ６ペ６ペ６ペーーーージジジジ、農林業関係の、農林業関係の、農林業関係の、農林業関係の復旧復旧復旧復旧状況、状況、状況、状況、進進進進捗捗捗捗状況ですが、状況ですが、状況ですが、状況ですが、主主主主なななな被被被被災災災災箇箇箇箇所のう所のう所のう所のうちちちち、、、、工工工工事事事事着着着着手手手手

済済済済みみみみであるものについてのであるものについてのであるものについてのであるものについての進進進進捗捗捗捗ですが、農地につきましては７８ですが、農地につきましては７８ですが、農地につきましては７８ですが、農地につきましては７８％％％％、林、林、林、林道道道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

５２５２５２５２％％％％、農、農、農、農道道道道、、、、水水水水路路路路、ため、ため、ため、ため池池池池ななななどどどどの農業用の農業用の農業用の農業用施施施施設設設設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６６６６６６６６％％％％のののの進進進進捗捗捗捗となとなとなとなっっっっていまていまていまていま

す。また、治す。また、治す。また、治す。また、治山山山山につきましては、平成２３年度補正予算につきましては、平成２３年度補正予算につきましては、平成２３年度補正予算につきましては、平成２３年度補正予算ベベベベーーーーススススで７０で７０で７０で７０％％％％とおおとおおとおおとおおむむむむねねねね順順順順調に調に調に調に

推推推推移移移移をしています。をしています。をしています。をしています。

２０２０２０２０ペペペペーーーージジジジから２１から２１から２１から２１ペペペペーーーージジジジにかけまして、一例ですが、にかけまして、一例ですが、にかけまして、一例ですが、にかけまして、一例ですが、被被被被災災災災箇箇箇箇所の所の所の所の復旧復旧復旧復旧状況の状況の状況の状況の写真写真写真写真です。です。です。です。

次に、２７次に、２７次に、２７次に、２７ペペペペーーーージジジジ、、、、災災災災害害害害復旧復旧復旧復旧・・・・復復復復興に係ります国の法興に係ります国の法興に係ります国の法興に係ります国の法令令令令等の改等の改等の改等の改善善善善要要要要望望望望についてです。についてです。についてです。についてです。三三三三

重重重重県、県、県、県、和和和和歌歌歌歌山山山山県と県と県と県と三三三三県県県県合同合同合同合同でででで提提提提案案案案要要要要望望望望活活活活動をしています。農林関係では、農林動をしています。農林関係では、農林動をしています。農林関係では、農林動をしています。農林関係では、農林水水水水産業産業産業産業施施施施設設設設

災災災災害害害害復旧復旧復旧復旧事業事業事業事業へへへへの野の野の野の野生生生生鳥獣浸鳥獣浸鳥獣浸鳥獣浸入入入入防止防止防止防止さくのさくのさくのさくの追追追追加を加を加を加を提提提提案しています。今後とも国案しています。今後とも国案しています。今後とも国案しています。今後とも国やややや市町村、市町村、市町村、市町村、

その他の関係その他の関係その他の関係その他の関係機機機機関と関と関と関と連携連携連携連携をををを図図図図りながら、りながら、りながら、りながら、全力全力全力全力でででで復旧復旧復旧復旧・・・・復復復復興に興に興に興に取取取取りりりり組組組組んでまいります。んでまいります。んでまいります。んでまいります。

それから、別件で２件の報告がございます。経済労働委員会資それから、別件で２件の報告がございます。経済労働委員会資それから、別件で２件の報告がございます。経済労働委員会資それから、別件で２件の報告がございます。経済労働委員会資料料料料の報告事項です。の報告事項です。の報告事項です。の報告事項です。

１１１１ペペペペーーーージジジジ、奈良県のさかなの、奈良県のさかなの、奈良県のさかなの、奈良県のさかなの制制制制定についてです。このた定についてです。このた定についてです。このた定についてです。このたびびびび県におきましては県県におきましては県県におきましては県県におきましては県民民民民にさかにさかにさかにさか
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ななななへへへへのののの親親親親ししししみみみみをををを持っ持っ持っ持っていただき、これらをていただき、これらをていただき、これらをていただき、これらを育む水環境へ育む水環境へ育む水環境へ育む水環境への関の関の関の関心心心心をををを高高高高めるために奈良県にめるために奈良県にめるために奈良県にめるために奈良県にふふふふ

ささささわわわわしい県のさかなとして、金しい県のさかなとして、金しい県のさかなとして、金しい県のさかなとして、金魚魚魚魚、、、、アアアアユユユユ、、、、アマアマアマアマゴゴゴゴの３の３の３の３魚魚魚魚種種種種を平成２４年を平成２４年を平成２４年を平成２４年６６６６月に月に月に月に制制制制定しまし定しまし定しまし定しまし

た。た。た。た。選選選選定に当たりまして定に当たりまして定に当たりまして定に当たりまして水水水水産関係者産関係者産関係者産関係者やややや学学学学識識識識経経経経験験験験者、経済労働委員長者、経済労働委員長者、経済労働委員長者、経済労働委員長様様様様をはをはをはをはじじじじめ、奈良県のめ、奈良県のめ、奈良県のめ、奈良県の

さかなさかなさかなさかな選選選選定委員会を定委員会を定委員会を定委員会を設置設置設置設置し、奈良県のさかなし、奈良県のさかなし、奈良県のさかなし、奈良県のさかな候候候候補に関する県補に関する県補に関する県補に関する県民民民民アアアアンンンンケケケケーーーートトトトを平成２４年３を平成２４年３を平成２４年３を平成２４年３

月、４月に月、４月に月、４月に月、４月に実施実施実施実施し、このし、このし、このし、このアアアアンンンンケケケケーーーート結果ト結果ト結果ト結果もももも踏踏踏踏ままままええええてご審議をいただき、県のさかなてご審議をいただき、県のさかなてご審議をいただき、県のさかなてご審議をいただき、県のさかな候候候候補を補を補を補を

選選選選定いただき、定いただき、定いただき、定いただき、過過過過日決定しました。７月に奈良県日決定しました。７月に奈良県日決定しました。７月に奈良県日決定しました。７月に奈良県山山山山の日・の日・の日・の日・川川川川の日がの日がの日がの日が制制制制定されていますが、定されていますが、定されていますが、定されていますが、

今後は県今後は県今後は県今後は県民民民民の方の方の方の方 々々々々にこのにこのにこのにこの教教教教示をは示をは示をは示をはじじじじめとするめとするめとするめとする各種各種各種各種イイイイベベベベンンンントやトやトやトや広広広広報報報報活活活活動を動を動を動を通じ通じ通じ通じまして、さかまして、さかまして、さかまして、さか

ななななややややそれをそれをそれをそれを育む水環境へ育む水環境へ育む水環境へ育む水環境への関の関の関の関心心心心をををを高高高高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考え考え考え考えております。ております。ております。ております。

さらに、さらに、さらに、さらに、全全全全国国国国豊豊豊豊かなかなかなかな海づ海づ海づ海づくり大会が平成２くり大会が平成２くり大会が平成２くり大会が平成２６６６６年に奈良県で開年に奈良県で開年に奈良県で開年に奈良県で開催催催催予定ですが、奈良県には予定ですが、奈良県には予定ですが、奈良県には予定ですが、奈良県には

海海海海がないため、このがないため、このがないため、このがないため、この全全全全国国国国豊豊豊豊かなかなかなかな海づ海づ海づ海づくり大会のくり大会のくり大会のくり大会の意意意意義義義義等とあ等とあ等とあ等とあわわわわせ奈良県のさかなのせ奈良県のさかなのせ奈良県のさかなのせ奈良県のさかなの選選選選定につ定につ定につ定につ

いてもいてもいてもいても効果的効果的効果的効果的なななな周周周周知活知活知活知活動を行い、これによ動を行い、これによ動を行い、これによ動を行い、これによっっっって県て県て県て県民民民民へへへへのののの機機機機運運運運醸醸醸醸成につな成につな成につな成につなげげげげ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。

３３３３ペペペペーーーージジジジ、第、第、第、第６６６６７回７回７回７回愛鳥週愛鳥週愛鳥週愛鳥週間全間全間全間全国野国野国野国野鳥鳥鳥鳥保保保保護護護護のつのつのつのつどどどどいでございますが、平成２５年に奈良いでございますが、平成２５年に奈良いでございますが、平成２５年に奈良いでございますが、平成２５年に奈良

県で開県で開県で開県で開催催催催するするするする旨旨旨旨の決定の決定の決定の決定通知通知通知通知がががが環境環境環境環境省省省省よりございました。よりございました。よりございました。よりございました。愛鳥週愛鳥週愛鳥週愛鳥週間全間全間全間全国野国野国野国野鳥鳥鳥鳥保保保保護護護護のつのつのつのつどどどどいは、いは、いは、いは、

愛鳥週愛鳥週愛鳥週愛鳥週間間間間の中の中の中の中心心心心行事としまして、行事としまして、行事としまして、行事としまして、毎毎毎毎年５月１０日から１年５月１０日から１年５月１０日から１年５月１０日から１６６６６日に野日に野日に野日に野鳥鳥鳥鳥やややや自自自自然然然然とのとのとのとの触触触触れれれれ合合合合いをいをいをいを

通じ通じ通じ通じて野て野て野て野鳥鳥鳥鳥保保保保護護護護の思の思の思の思想想想想のののの普及普及普及普及と自と自と自と自然然然然とともにとともにとともにとともに生生生生きるきるきるきる心心心心をはをはをはをはぐぐぐぐくくくくむむむむことをことをことをことを目的目的目的目的とし、とし、とし、とし、昭昭昭昭和和和和３３３３

６６６６年から年から年から年から毎毎毎毎年年年年実施実施実施実施をされているをされているをされているをされている全全全全国規国規国規国規模模模模の行事です。の行事です。の行事です。の行事です。通通通通例であれ例であれ例であれ例であればばばば常常常常陸宮殿陸宮殿陸宮殿陸宮殿下下下下、、、、妃殿妃殿妃殿妃殿下下下下をををを

おおおお迎え迎え迎え迎えすることとなすることとなすることとなすることとなっっっっています。開ています。開ています。開ています。開催時期催時期催時期催時期、、、、場場場場所につきましては、平成２５年５月１０日所につきましては、平成２５年５月１０日所につきましては、平成２５年５月１０日所につきましては、平成２５年５月１０日

から１から１から１から１６６６６日の日の日の日の愛鳥週愛鳥週愛鳥週愛鳥週間間間間のののの期間内期間内期間内期間内で、で、で、で、橿橿橿橿原原原原市市市市内内内内を予定しています。行事を予定しています。行事を予定しています。行事を予定しています。行事内容内容内容内容は、野は、野は、野は、野生生生生生生生生物物物物保保保保

護功護功護功護功労者の労者の労者の労者の表表表表彰彰彰彰ななななどどどどが中が中が中が中心心心心となります。となります。となります。となります。

次に、関次に、関次に、関次に、関連連連連行事としまして、野行事としまして、野行事としまして、野行事としまして、野鳥観察鳥観察鳥観察鳥観察会と記会と記会と記会と記紀紀紀紀・・・・万万万万葉葉葉葉のののの鳥絵鳥絵鳥絵鳥絵画画画画ココココンンンンククククーーーールルルルをあをあをあをあわわわわせて開せて開せて開せて開

催催催催をする予定をしています。野をする予定をしています。野をする予定をしています。野をする予定をしています。野鳥観察鳥観察鳥観察鳥観察会の会の会の会の目的目的目的目的は、は、は、は、身身身身近近近近にいる野にいる野にいる野にいる野鳥鳥鳥鳥をををを実実実実際際際際にににに観察観察観察観察することすることすることすること

により野により野により野により野鳥鳥鳥鳥保保保保護護護護思思思思想想想想のののの普及普及普及普及をををを図図図図るとともに、るとともに、るとともに、るとともに、全全全全国野国野国野国野鳥鳥鳥鳥保保保保護護護護のつのつのつのつどどどどい開い開い開い開催催催催のののの機機機機運運運運をををを盛盛盛盛りりりり上げ上げ上げ上げ

ることです。開ることです。開ることです。開ることです。開催時期催時期催時期催時期、、、、場場場場所につきましては、所につきましては、所につきましては、所につきましては、愛鳥週愛鳥週愛鳥週愛鳥週間内間内間内間内でででで橿橿橿橿原原原原市市市市内内内内を予定しています。を予定しています。を予定しています。を予定しています。

記記記記紀紀紀紀・・・・万万万万葉葉葉葉のののの鳥絵鳥絵鳥絵鳥絵画画画画ココココンンンンククククーーーールルルルは、記は、記は、記は、記紀紀紀紀・・・・万万万万葉葉葉葉集集集集で野で野で野で野鳥鳥鳥鳥がががが詠詠詠詠まれているまれているまれているまれている歌歌歌歌やややや物語物語物語物語ななななどどどどをををを

題題題題材材材材にしたにしたにしたにした絵絵絵絵画画画画作作作作品品品品をををを募集募集募集募集して、して、して、して、表表表表彰彰彰彰することにより記することにより記することにより記することにより記紀紀紀紀・・・・万万万万葉葉葉葉集集集集やややや野野野野鳥鳥鳥鳥にににに親親親親ししししむむむむききききっっっっかかかか

けとすることをけとすることをけとすることをけとすることを目的目的目的目的として開として開として開として開催催催催いたします。いたします。いたします。いたします。表表表表彰彰彰彰式式式式及び及び及び及び絵絵絵絵画画画画作作作作品品品品のののの展展展展示の開示の開示の開示の開催時期催時期催時期催時期、、、、場場場場所所所所

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、同じ同じ同じ同じくくくく愛鳥週愛鳥週愛鳥週愛鳥週間内間内間内間内で明日で明日で明日で明日香香香香村村村村内内内内を予定しています。なお、今後のを予定しています。なお、今後のを予定しています。なお、今後のを予定しています。なお、今後の実施実施実施実施予予予予

定につきましては、定につきましては、定につきましては、定につきましては、順順順順次委員会にご報告をさせていただきます。次委員会にご報告をさせていただきます。次委員会にご報告をさせていただきます。次委員会にご報告をさせていただきます。

以上以上以上以上でございます。でございます。でございます。でございます。
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○大国委員長○大国委員長○大国委員長○大国委員長 ただいまの報告、またはその他の事項を含めて、ただいまの報告、またはその他の事項を含めて、ただいまの報告、またはその他の事項を含めて、ただいまの報告、またはその他の事項を含めて、質質質質疑疑疑疑があれがあれがあれがあればばばばごごごご発言発言発言発言願い願い願い願い

ます。ます。ます。ます。

○松尾委員○松尾委員○松尾委員○松尾委員 災災災災害害害害にににに絡絡絡絡んでのんでのんでのんでの二二二二点点点点と、奈良のと、奈良のと、奈良のと、奈良の木ブラ木ブラ木ブラ木ブランンンンドドドド課に関して課に関して課に関して課に関して質問質問質問質問をさせていただきをさせていただきをさせていただきをさせていただき

ます。今回のます。今回のます。今回のます。今回の災災災災害害害害でいろいろなことをでいろいろなことをでいろいろなことをでいろいろなことを教教教教訓とし、次に訓とし、次に訓とし、次に訓とし、次に生生生生かしていかかしていかかしていかかしていかねねねねばばばばならないというこならないというこならないというこならないというこ

とで、林とで、林とで、林とで、林道道道道に関してに関してに関してに関して非非非非常に常に常に常に気気気気になになにな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、吉吉吉吉野野野野郡郡郡郡には、かなりの林には、かなりの林には、かなりの林には、かなりの林道道道道がががが走走走走っっっってててて

いるのはごいるのはごいるのはごいるのはご承知承知承知承知のとおりだと思うのですが、林のとおりだと思うのですが、林のとおりだと思うのですが、林のとおりだと思うのですが、林道道道道のののの扱扱扱扱いは、県、国でつくり、いは、県、国でつくり、いは、県、国でつくり、いは、県、国でつくり、以以以以後の管後の管後の管後の管理理理理

は市町村では市町村では市町村では市町村でやっやっやっやってくださいというてくださいというてくださいというてくださいという形形形形です。国です。国です。国です。国道道道道１１１１６６６６８号、１８号、１８号、１８号、１６６６６９号が９号が９号が９号が通通通通行行行行どどどどめになめになめになめになっっっったとたとたとたと

き、林き、林き、林き、林道道道道がががが迂迂迂迂回回回回路路路路としてすごいとしてすごいとしてすごいとしてすごい役割役割役割役割をををを果果果果たしてくれるのは、ごたしてくれるのは、ごたしてくれるのは、ごたしてくれるのは、ご承知承知承知承知のとおりだと思うのでのとおりだと思うのでのとおりだと思うのでのとおりだと思うので

すが、農林部の中で、事業すが、農林部の中で、事業すが、農林部の中で、事業すが、農林部の中で、事業途途途途中中中中やややや事業計事業計事業計事業計画画画画をしている林をしている林をしている林をしている林道道道道があると思うのですが、なるだがあると思うのですが、なるだがあると思うのですが、なるだがあると思うのですが、なるだ

けけけけ早早早早くつけていただきたい。くつけていただきたい。くつけていただきたい。くつけていただきたい。

ももももちちちちろん新しいきれいなろん新しいきれいなろん新しいきれいなろん新しいきれいな高高高高規規規規格格格格道路道路道路道路もももも必要必要必要必要だと思うのですが、だと思うのですが、だと思うのですが、だと思うのですが、十十十十津津津津川川川川村な村な村な村などどどどは特にそうは特にそうは特にそうは特にそう

ですけれですけれですけれですけれどどどど、１本、１本、１本、１本幹線幹線幹線幹線がががが通っ通っ通っ通って、そこからの支て、そこからの支て、そこからの支て、そこからの支線線線線ででででずっずっずっずっと奥にと奥にと奥にと奥に集集集集落落落落があるものですから林があるものですから林があるものですから林があるものですから林

道道道道が本当に使いが本当に使いが本当に使いが本当に使い勝勝勝勝手手手手がいい。だから、なるだけがいい。だから、なるだけがいい。だから、なるだけがいい。だから、なるだけ早早早早くくくく整備整備整備整備していただきたいということをしていただきたいということをしていただきたいということをしていただきたいということを要要要要

望望望望させていただきます。させていただきます。させていただきます。させていただきます。

ああああわわわわせて、これはせて、これはせて、これはせて、これは恐恐恐恐らくらくらくらく土土土土木木木木部の関係かと思うのですが、林部の関係かと思うのですが、林部の関係かと思うのですが、林部の関係かと思うのですが、林道道道道の管の管の管の管理理理理は、は、は、は、ややややはり村だけはり村だけはり村だけはり村だけ

ではではではではややややりりりり切切切切れないだろうと思れないだろうと思れないだろうと思れないだろうと思っっっっていますので、管ていますので、管ていますので、管ていますので、管理理理理のののの面面面面も農林部とも農林部とも農林部とも農林部と道路道路道路道路管管管管理理理理課が課が課が課が連携連携連携連携をとをとをとをと

っっっって、て、て、て、整理整理整理整理していただきますようしていただきますようしていただきますようしていただきますよう要要要要望望望望させていただきます。させていただきます。させていただきます。させていただきます。

それと資それと資それと資それと資料料料料をををを持っ持っ持っ持ってこなかてこなかてこなかてこなかっっっったのですが、今、よくたのですが、今、よくたのですが、今、よくたのですが、今、よく知知知知事が事が事が事が災災災災害害害害からのからのからのからの復復復復興の支援として興の支援として興の支援として興の支援として

バイバイバイバイオオオオマスマスマスマスをしますとおをしますとおをしますとおをしますとおっっっっししししゃゃゃゃっっっっているおているおているおているお話話話話をををを聞聞聞聞くのですが、浪越産業・雇用振興部長かくのですが、浪越産業・雇用振興部長かくのですが、浪越産業・雇用振興部長かくのですが、浪越産業・雇用振興部長か

らもらもらもらも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、バイバイバイバイオオオオマスマスマスマスに関してはに関してはに関してはに関してはどどどどこの課でこの課でこの課でこの課でややややるのか、るのか、るのか、るのか、木質バイ木質バイ木質バイ木質バイオオオオ

マスマスマスマスををををややややるのか、るのか、るのか、るのか、違違違違ううううバイバイバイバイオオオオマスマスマスマスををををややややるのか、それによるのか、それによるのか、それによるのか、それによっっっっても担当課がかても担当課がかても担当課がかても担当課がかわっわっわっわってくるであてくるであてくるであてくるであ

ろうし、ろうし、ろうし、ろうし、バイバイバイバイオオオオマスマスマスマスをするとをするとをするとをすると漠漠漠漠然的然的然的然的にににに言っ言っ言っ言っていただいていますけれていただいていますけれていただいていますけれていただいていますけれどどどど、もう、もう、もう、もう少少少少し中し中し中し中身身身身をををを詳詳詳詳

しくしくしくしく教教教教ええええていただきたい。それが１ていただきたい。それが１ていただきたい。それが１ていただきたい。それが１点点点点です。です。です。です。

そして、奈良のそして、奈良のそして、奈良のそして、奈良の木ブラ木ブラ木ブラ木ブランンンンドドドド課に関してですが、平成２４年４月に課に関してですが、平成２４年４月に課に関してですが、平成２４年４月に課に関してですが、平成２４年４月に川川川川下下下下対対対対策策策策としてとしてとしてとして期期期期待待待待をををを

背背背背負負負負っっっって新て新て新て新設設設設していただいたのですが、そろそろしていただいたのですが、そろそろしていただいたのですが、そろそろしていただいたのですが、そろそろ問題問題問題問題もももも見え見え見え見えてきたと思いますし、てきたと思いますし、てきたと思いますし、てきたと思いますし、どどどどういういういうい

うことをしていくのかうことをしていくのかうことをしていくのかうことをしていくのか見見見見せていただけるのかと思うのですが、今もし奈良県産せていただけるのかと思うのですが、今もし奈良県産せていただけるのかと思うのですが、今もし奈良県産せていただけるのかと思うのですが、今もし奈良県産材材材材のののの販路拡販路拡販路拡販路拡

大に大に大に大に向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組み組み組み組みをするというをするというをするというをするという具体的具体的具体的具体的なななな内容内容内容内容があがあがあがあっっっったらたらたらたら教教教教ええええていただきたい。ていただきたい。ていただきたい。ていただきたい。

○浪越産業・雇用振興部長○浪越産業・雇用振興部長○浪越産業・雇用振興部長○浪越産業・雇用振興部長 再再再再生生生生可可可可能能能能エエエエネネネネルギルギルギルギーの関係でーの関係でーの関係でーの関係でバイバイバイバイオオオオマスマスマスマスと申しと申しと申しと申し上げ上げ上げ上げている中ている中ている中ている中

には、当には、当には、当には、当然木質バイ然木質バイ然木質バイ然木質バイオオオオマスマスマスマスをををを考え考え考え考えている部分がございまして、このている部分がございまして、このている部分がございまして、このている部分がございまして、この木質バイ木質バイ木質バイ木質バイオオオオマスマスマスマスにつきにつきにつきにつき

ましては農林部で担当いただいて、今ましては農林部で担当いただいて、今ましては農林部で担当いただいて、今ましては農林部で担当いただいて、今具体的具体的具体的具体的な村でな村でな村でな村で検討検討検討検討をしていただいている状況でござをしていただいている状況でござをしていただいている状況でござをしていただいている状況でござ
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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、そについては、そについては、そについては、そちちちちらからごらからごらからごらからご説説説説明するかと思いますが、もう一つ、その明するかと思いますが、もう一つ、その明するかと思いますが、もう一つ、その明するかと思いますが、もう一つ、そのバイバイバイバイオオオオ

マスマスマスマスとととと言っ言っ言っ言っている中には、今度のている中には、今度のている中には、今度のている中には、今度のビビビビジジジジョョョョンの中にンの中にンの中にンの中にどどどどこまでうたうかはありますが、一般こまでうたうかはありますが、一般こまでうたうかはありますが、一般こまでうたうかはありますが、一般廃廃廃廃

棄棄棄棄物物物物といといといといっっっったたたた施施施施設設設設の中でのの中でのの中でのの中での導導導導入の可入の可入の可入の可能性能性能性能性もあるのではないかともあるのではないかともあるのではないかともあるのではないかと現時現時現時現時点点点点ではではではでは考え考え考え考えておりましておりましておりましておりまし

て、これは当て、これは当て、これは当て、これは当然然然然市町村の市町村の市町村の市町村の焼焼焼焼却施却施却施却施設設設設等が対等が対等が対等が対象象象象になると思いますので、になると思いますので、になると思いますので、になると思いますので、景景景景観観観観・・・・環境環境環境環境局の担当に局の担当に局の担当に局の担当に

なるかと思います。それなるかと思います。それなるかと思います。それなるかと思います。それ以以以以外外外外にもにもにもにも下水下水下水下水等という等という等という等という形形形形でもでもでもでも考え考え考え考えられますけれられますけれられますけれられますけれどどどども、も、も、も、下水下水下水下水についについについについ

てはてはてはては研研研研究究究究はしていただいていますが、なかなかはしていただいていますが、なかなかはしていただいていますが、なかなかはしていただいていますが、なかなか難難難難しそうなしそうなしそうなしそうな感感感感じじじじをををを受受受受けております。これはけております。これはけております。これはけております。これは

下水下水下水下水道道道道課になります。課になります。課になります。課になります。

少少少少なくともこれらのなくともこれらのなくともこれらのなくともこれらの研研研研究究究究については、それについては、それについては、それについては、それぞぞぞぞれがれがれがれがチチチチーーーームムムムをををを組組組組んでおりますので、そのんでおりますので、そのんでおりますので、そのんでおりますので、そのチチチチ

ーーーームムムムの中にいろいろな関係課が入の中にいろいろな関係課が入の中にいろいろな関係課が入の中にいろいろな関係課が入っっっってきていますので、そのてきていますので、そのてきていますので、そのてきていますので、そのチチチチーーーームムムムにににに必要必要必要必要な部分の所な部分の所な部分の所な部分の所属属属属がががが

あれあれあれあればばばば参参参参入をさせて、入をさせて、入をさせて、入をさせて、検討検討検討検討をををを進進進進めたいと思めたいと思めたいと思めたいと思っっっっております。ております。ております。ております。

○岡野奈良の木ブランド課長○岡野奈良の木ブランド課長○岡野奈良の木ブランド課長○岡野奈良の木ブランド課長 奈良の奈良の奈良の奈良の木ブラ木ブラ木ブラ木ブランンンンドドドド課の課の課の課の取取取取りりりり組み組み組み組みについてのごについてのごについてのごについてのご質問質問質問質問をいただをいただをいただをいただ

きました。きました。きました。きました。

松尾委員がお松尾委員がお松尾委員がお松尾委員がお述述述述べべべべのように、林業のように、林業のように、林業のように、林業木木木木材材材材産業は産業は産業は産業は非非非非常に常に常に常に厳厳厳厳しい状況ですけれしい状況ですけれしい状況ですけれしい状況ですけれどどどども、こういも、こういも、こういも、こういっっっっ

た中で、た中で、た中で、た中で、川川川川下下下下側側側側のののの取取取取りりりり組み組み組み組み、県産、県産、県産、県産材材材材の利用の利用の利用の利用拡拡拡拡大に大に大に大に向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組み組み組み組みを一を一を一を一層層層層強化強化強化強化するために平するために平するために平するために平

成２４年４月に奈良の成２４年４月に奈良の成２４年４月に奈良の成２４年４月に奈良の木ブラ木ブラ木ブラ木ブランンンンドドドド課が課が課が課が設置設置設置設置されたされたされたされたわわわわけです。３けです。３けです。３けです。３カカカカ月を経月を経月を経月を経過過過過し、し、し、し、具体的具体的具体的具体的なななな取取取取

りりりり組み組み組み組みを申しを申しを申しを申し上げ上げ上げ上げますと、１つはますと、１つはますと、１つはますと、１つは民民民民間間間間住宅住宅住宅住宅へへへへの県産の県産の県産の県産材材材材の利用のの利用のの利用のの利用の拡拡拡拡大です。大です。大です。大です。建建建建設設設設費用の一部費用の一部費用の一部費用の一部

をををを助助助助成して成して成して成して拡拡拡拡大を大を大を大を図っ図っ図っ図っていこうというていこうというていこうというていこうという取取取取りりりり組み組み組み組みをををを引引引引きききき続続続続き行き行き行き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、大また、大また、大また、大手手手手住宅住宅住宅住宅メメメメーーーーカカカカーとの県産ーとの県産ーとの県産ーとの県産材材材材利用についての利用についての利用についての利用についての連携連携連携連携協協協協定の定の定の定の締締締締結結結結ななななどどどどもももも進進進進めてまいりめてまいりめてまいりめてまいり

たいと思たいと思たいと思たいと思っっっっております。平成２３年１２月にております。平成２３年１２月にております。平成２３年１２月にております。平成２３年１２月にパパパパナナナナホホホホーーーームムムムとのとのとのとの連携連携連携連携協協協協定を定を定を定を結結結結ばばばばせていただきせていただきせていただきせていただき

ましたが、これをさらにましたが、これをさらにましたが、これをさらにましたが、これをさらに拡拡拡拡大していけないかと思大していけないかと思大していけないかと思大していけないかと思っっっっています。またさらに県産ています。またさらに県産ています。またさらに県産ています。またさらに県産材材材材需需需需要要要要のののの拡拡拡拡

大を大を大を大を図図図図るために、るために、るために、るために、多様多様多様多様ななななニニニニーーーーズズズズをををを踏踏踏踏ままままええええた新たなた新たなた新たなた新たな木木木木製製製製品品品品の開の開の開の開発発発発にもにもにもにも取取取取りりりり組組組組んでいきたい。んでいきたい。んでいきたい。んでいきたい。

平成２４年４月に平成２４年４月に平成２４年４月に平成２４年４月に土土土土足足足足歩歩歩歩行が可行が可行が可行が可能能能能なななな吉吉吉吉野野野野杉床杉床杉床杉床材材材材の開の開の開の開発発発発についてについてについてについて発発発発表表表表させていただきましたさせていただきましたさせていただきましたさせていただきました

が、こういが、こういが、こういが、こういっっっったたたた木木木木製製製製品品品品の開の開の開の開発発発発をさらにをさらにをさらにをさらに広広広広げげげげていき、そのための支援を行ていき、そのための支援を行ていき、そのための支援を行ていき、そのための支援を行っっっっていきたいと思ていきたいと思ていきたいと思ていきたいと思

っっっっております。ております。ております。ております。

それから、３月に方それから、３月に方それから、３月に方それから、３月に方針針針針をををを策策策策定いたしました、公定いたしました、公定いたしました、公定いたしました、公共共共共建建建建築築築築物物物物のののの木木木木造造造造化及び内化及び内化及び内化及び内装装装装木質化木質化木質化木質化のののの推進推進推進推進

については、については、については、については、直接直接直接直接のののの需需需需要要要要拡拡拡拡大につながりますので、大につながりますので、大につながりますので、大につながりますので、重点重点重点重点的的的的にににに進進進進めていきたいとめていきたいとめていきたいとめていきたいと考え考え考え考えておりておりておりており

まして、まして、まして、まして、庁庁庁庁内内内内各各各各課のご課のご課のご課のご協協協協力力力力をををを賜賜賜賜りながらりながらりながらりながら進進進進めていきたいと思めていきたいと思めていきたいと思めていきたいと思っっっっています。平成２４年度はています。平成２４年度はています。平成２４年度はています。平成２４年度は

中中中中央央央央ここここどどどどもももも家家家家庭庭庭庭相談相談相談相談センターセンターセンターセンターやややや、、、、橿橿橿橿原運原運原運原運動公動公動公動公園園園園ののののジジジジョョョョガガガガーーーーステステステステーーーーショショショションにおいてンにおいてンにおいてンにおいて実施実施実施実施をををを考考考考

ええええております。また、あております。また、あております。また、あております。また、あわわわわせて市町村せて市町村せて市町村せて市町村やややや一般一般一般一般建建建建築築築築物物物物へへへへのののの普及普及普及普及拡拡拡拡大にも大にも大にも大にも取取取取りりりり組組組組んでいく方んでいく方んでいく方んでいく方針針針針

でございます。でございます。でございます。でございます。
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このほか、このほか、このほか、このほか、海外海外海外海外でのでのでのでの需需需需要要要要拡拡拡拡大のため、大のため、大のため、大のため、意欲意欲意欲意欲ある事業者がある事業者がある事業者がある事業者が海外海外海外海外のののの見見見見本市に出本市に出本市に出本市に出展展展展したいといしたいといしたいといしたいとい

うううう場合場合場合場合のののの助助助助成成成成やややや、ご、ご、ご、ご質問質問質問質問にもありましたけれにもありましたけれにもありましたけれにもありましたけれどどどども、も、も、も、最近最近最近最近、、、、エエエエネネネネルギルギルギルギーーーー需需需需要要要要の中、利用がの中、利用がの中、利用がの中、利用が見見見見

直直直直されつつありますされつつありますされつつありますされつつあります木質バイ木質バイ木質バイ木質バイオオオオマスマスマスマスのののの効果的効果的効果的効果的なななな活活活活用についても用についても用についても用についても検討検討検討検討をををを進進進進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

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。

委員からは、し委員からは、し委員からは、し委員からは、しっっっっかりかりかりかり進進進進めていけというごめていけというごめていけというごめていけというご趣旨趣旨趣旨趣旨だと思います。今申しだと思います。今申しだと思います。今申しだと思います。今申し上げ上げ上げ上げましたようなましたようなましたようなましたような

取取取取りりりり組み組み組み組みを関係を関係を関係を関係機機機機関との関との関との関との連携連携連携連携のもと、のもと、のもと、のもと、効果的効果的効果的効果的にににに推進推進推進推進して県産して県産して県産して県産材材材材の利用の利用の利用の利用拡拡拡拡大に大に大に大に着着着着実実実実につなにつなにつなにつなげげげげ

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

次に、次に、次に、次に、木質バイ木質バイ木質バイ木質バイオオオオマスマスマスマスのののの話話話話でございます。でございます。でございます。でございます。

木質バイ木質バイ木質バイ木質バイオオオオマスマスマスマスの利の利の利の利活活活活用につきましては、奈良の用につきましては、奈良の用につきましては、奈良の用につきましては、奈良の木ブラ木ブラ木ブラ木ブランンンンドドドド課で所管させていただきま課で所管させていただきま課で所管させていただきま課で所管させていただきま

す。この事業はす。この事業はす。この事業はす。この事業はブラブラブラブランンンンドドドドという名前とはという名前とはという名前とはという名前とは違違違違うのですが、県産うのですが、県産うのですが、県産うのですが、県産材材材材のののの有効有効有効有効利用、利用利用、利用利用、利用利用、利用拡拡拡拡大の大の大の大の観観観観

点点点点から当課で担当するものでございます。から当課で担当するものでございます。から当課で担当するものでございます。から当課で担当するものでございます。

○松尾委員○松尾委員○松尾委員○松尾委員 わわわわかりました。奈良のかりました。奈良のかりました。奈良のかりました。奈良の木ブラ木ブラ木ブラ木ブランンンンドドドド課の課の課の課の取取取取りりりり組み組み組み組みにににに期期期期待待待待しています。奈良のしています。奈良のしています。奈良のしています。奈良の木木木木

ブラブラブラブランンンンドドドド課に課に課に課に吉吉吉吉野野野野材材材材のののの運運運運命命命命はかかはかかはかかはかかっっっっているのだと思ているのだと思ているのだと思ているのだと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どどどどううううぞぞぞぞよろしくお願いよろしくお願いよろしくお願いよろしくお願い

します。します。します。します。バイバイバイバイオオオオマスマスマスマスのことはよくのことはよくのことはよくのことはよくわわわわかかかかっっっったのですが、たのですが、たのですが、たのですが、紀伊半島紀伊半島紀伊半島紀伊半島大大大大水水水水害害害害に関するに関するに関するに関する骨骨骨骨子な子な子な子などどどどでででで

木質バイ木質バイ木質バイ木質バイオオオオマスマスマスマスのののの実施実施実施実施をうたをうたをうたをうたっっっっていると思うのですが、本当にしていくのかいかないのか、ていると思うのですが、本当にしていくのかいかないのか、ていると思うのですが、本当にしていくのかいかないのか、ていると思うのですが、本当にしていくのかいかないのか、

恐恐恐恐らくそれをらくそれをらくそれをらくそれを見見見見た人たた人たた人たた人たちちちちはははは期期期期待待待待はしていると思うのですが。はしていると思うのですが。はしていると思うのですが。はしていると思うのですが。木質バイ木質バイ木質バイ木質バイオオオオマスマスマスマスを成を成を成を成功功功功させよさせよさせよさせよ

うと思うと思うと思うと思っっっったら、たら、たら、たら、施施施施設設設設をををを建建建建てるだけではなくてるだけではなくてるだけではなくてるだけではなくずっずっずっずっとととと継継継継続続続続していくのがしていくのがしていくのがしていくのが目的目的目的目的です。しかしです。しかしです。しかしです。しかし継継継継続続続続

していくのは今のしていくのは今のしていくのは今のしていくのは今の吉吉吉吉野野野野材材材材をををを木質バイ木質バイ木質バイ木質バイオオオオマスマスマスマスにににに燃燃燃燃料料料料として使として使として使として使っっっったら、たら、たら、たら、恐恐恐恐らく金らく金らく金らく金額的額的額的額的にはにはにはには採採採採算算算算

がとれないと思がとれないと思がとれないと思がとれないと思っっっっています。ています。ています。ています。

大大大大体体体体、、、、山山山山からからからから間間間間伐材伐材伐材伐材もあもあもあもあわわわわせてせてせてせて木木木木の出てくるの出てくるの出てくるの出てくる値段値段値段値段は、は、は、は、ヘリコプヘリコプヘリコプヘリコプターで出ターで出ターで出ターで出材材材材したら大したら大したら大したら大体体体体１１１１

立方立方立方立方メメメメーーーートトトトルルルル２２２２万万万万二二二二、、、、三千三千三千三千円円円円かかる。かかる。かかる。かかる。木質バイ木質バイ木質バイ木質バイオオオオマスマスマスマスについてほかのについてほかのについてほかのについてほかの都道都道都道都道府府府府県について調県について調県について調県について調

べべべべててててみみみみててててやっやっやっやっておられるところのておられるところのておられるところのておられるところの買買買買いいいい取取取取りのりのりのりの単単単単価価価価をををを見見見見たら、とてもたら、とてもたら、とてもたら、とても追追追追いつかない。いつかない。いつかない。いつかない。ややややるがるがるがるが

結結結結局はできないという状局はできないという状局はできないという状局はできないという状態態態態にににに多多多多分なるのだろうと思分なるのだろうと思分なるのだろうと思分なるのだろうと思っっっってててて不不不不安安安安です。だから、あです。だから、あです。だから、あです。だから、あわわわわせてせてせてせて木質木質木質木質

バイバイバイバイオオオオマスマスマスマスををををやっやっやっやっていていていていっっっってくれるのでしたら、てくれるのでしたら、てくれるのでしたら、てくれるのでしたら、山山山山からからからから安安安安くくくく木木木木が出てくるが出てくるが出てくるが出てくる森森森森林をき林をき林をき林をきっちっちっちっちりとりとりとりと

つくつくつくつくっっっっていかないと、ていかないと、ていかないと、ていかないと、絶絶絶絶対にうまく対にうまく対にうまく対にうまく稼稼稼稼働しないと思働しないと思働しないと思働しないと思っっっっています。ています。ています。ています。紀伊半島紀伊半島紀伊半島紀伊半島大大大大水水水水害害害害のとき、のとき、のとき、のとき、

ヘリコプヘリコプヘリコプヘリコプター出ター出ター出ター出材材材材ののののポポポポストストストストのののの助助助助成等をしていただいた成等をしていただいた成等をしていただいた成等をしていただいた結果結果結果結果、、、、ややややはりはりはりはり被被被被災災災災してしましてしましてしましてしまっっっったたたた道道道道中中中中

からでもからでもからでもからでも山山山山からからからから木木木木が出せるようなが出せるようなが出せるようなが出せるような道路道路道路道路をををを整備整備整備整備するのが一するのが一するのが一するのが一番安番安番安番安くいくのでしょうけくいくのでしょうけくいくのでしょうけくいくのでしょうけどどどど、す、す、す、すぐぐぐぐ

にはできないので、そういうこともあにはできないので、そういうこともあにはできないので、そういうこともあにはできないので、そういうこともあわわわわせてせてせてせて復復復復興対興対興対興対策策策策の支援という大きなの支援という大きなの支援という大きなの支援という大きな取取取取りりりり組み組み組み組みでででで考え考え考え考え

ていただくことをていただくことをていただくことをていただくことを要要要要望望望望してしてしてして終終終終わわわわらせていただきます。らせていただきます。らせていただきます。らせていただきます。

○今井委員○今井委員○今井委員○今井委員 質問質問質問質問させていただきます。させていただきます。させていただきます。させていただきます。



---- 22225555 ----

ふふふふるさと雇用るさと雇用るさと雇用るさと雇用再再再再生生生生特別対特別対特別対特別対策策策策事業に関事業に関事業に関事業に関連連連連すること、産業会すること、産業会すること、産業会すること、産業会館館館館ののののトイトイトイトイレレレレに関係すること、そに関係すること、そに関係すること、そに関係すること、そ

して県産して県産して県産して県産材材材材のののの活活活活用、用、用、用、間間間間伐伐伐伐のののの問題問題問題問題についてについてについてについて質問質問質問質問したいと思います。したいと思います。したいと思います。したいと思います。

最最最最初初初初ののののふふふふるさと雇用るさと雇用るさと雇用るさと雇用再再再再生生生生特別対特別対特別対特別対策策策策事業の事業の事業の事業の問題問題問題問題ですけれですけれですけれですけれどどどども、この事業はも、この事業はも、この事業はも、この事業は厚厚厚厚生生生生労働労働労働労働省省省省が定が定が定が定

めためためためたふふふふるさと雇用るさと雇用るさと雇用るさと雇用再再再再生生生生特別特別特別特別交交交交付金を国から付金を国から付金を国から付金を国から受受受受け基金をけ基金をけ基金をけ基金を造造造造成し、平成２０年度から平成２３成し、平成２０年度から平成２３成し、平成２０年度から平成２３成し、平成２０年度から平成２３

年度までに行年度までに行年度までに行年度までに行わわわわれた事業で、奈良県は５０れた事業で、奈良県は５０れた事業で、奈良県は５０れた事業で、奈良県は５０億円億円億円億円の基金をつくりの基金をつくりの基金をつくりの基金をつくり実施実施実施実施をされたものです。こをされたものです。こをされたものです。こをされたものです。こ

れに対してれに対してれに対してれに対して虚偽虚偽虚偽虚偽記記記記載や目的載や目的載や目的載や目的外外外外使用があるということで使用があるということで使用があるということで使用があるということで全全全全国で９国で９国で９国で９道道道道県が会計県が会計県が会計県が会計検検検検査査査査院院院院のののの検検検検査を査を査を査を

受受受受けており、その中に奈良県も含まれておりますが、けており、その中に奈良県も含まれておりますが、けており、その中に奈良県も含まれておりますが、けており、その中に奈良県も含まれておりますが、どどどどのようなのようなのようなのような検検検検査かその査かその査かその査かその結果結果結果結果についてについてについてについて

おおおお尋尋尋尋ねねねねしたい。したい。したい。したい。

○加納雇用労政課長○加納雇用労政課長○加納雇用労政課長○加納雇用労政課長 ふふふふるさと雇用についての会計るさと雇用についての会計るさと雇用についての会計るさと雇用についての会計検検検検査査査査院院院院の事業というの事業というの事業というの事業という形形形形でおでおでおでお尋尋尋尋ねねねねをいたをいたをいたをいた

だきました。だきました。だきました。だきました。

ふふふふるさと雇用るさと雇用るさと雇用るさと雇用再再再再生生生生特別対特別対特別対特別対策策策策事業については、今井委員がお事業については、今井委員がお事業については、今井委員がお事業については、今井委員がお述述述述べべべべのように、地のように、地のように、地のように、地域域域域のののの継継継継続的続的続的続的

な雇用な雇用な雇用な雇用機機機機会を会を会を会を創創創創出することを出することを出することを出することを目的目的目的目的に平成２１年度から平成２３年度まで３年に平成２１年度から平成２３年度まで３年に平成２１年度から平成２３年度まで３年に平成２１年度から平成２３年度まで３年間実施間実施間実施間実施されたされたされたされた

ところです。それで、この事業についての会計ところです。それで、この事業についての会計ところです。それで、この事業についての会計ところです。それで、この事業についての会計検検検検査は、ま査は、ま査は、ま査は、まずずずず平成２３年４月２０日から２平成２３年４月２０日から２平成２３年４月２０日から２平成２３年４月２０日から２

２日の３日２日の３日２日の３日２日の３日間間間間行行行行わわわわれました。このときの事業の対れました。このときの事業の対れました。このときの事業の対れました。このときの事業の対象象象象は平成２１年度には平成２１年度には平成２１年度には平成２１年度に実施実施実施実施されたされたされたされた緊緊緊緊急急急急雇用雇用雇用雇用

創創創創出事業出事業出事業出事業臨臨臨臨時時時時特例基金特例基金特例基金特例基金及び及び及び及びふふふふるさと雇用るさと雇用るさと雇用るさと雇用再再再再生生生生特別基金について会計特別基金について会計特別基金について会計特別基金について会計検検検検査査査査院院院院からからからから指指指指定された定された定された定された

基金の基金の基金の基金の６６６６事業と事業と事業と事業とふふふふるさと雇用るさと雇用るさと雇用るさと雇用再再再再生生生生特別対特別対特別対特別対策策策策事業の１０事業に関して、事業の１０事業に関して、事業の１０事業に関して、事業の１０事業に関して、主主主主に新規に基金によに新規に基金によに新規に基金によに新規に基金によ

っっっって雇用されたて雇用されたて雇用されたて雇用された失失失失業者の業者の業者の業者の賃賃賃賃金の支金の支金の支金の支払払払払い状況、あるいはそのい状況、あるいはそのい状況、あるいはそのい状況、あるいはその従従従従事事事事実実実実態態態態等について等について等について等について検検検検査が行査が行査が行査が行わわわわ

れました。また、平成２４年５月９日から１０日の２日れました。また、平成２４年５月９日から１０日の２日れました。また、平成２４年５月９日から１０日の２日れました。また、平成２４年５月９日から１０日の２日間間間間、このときには平成２１年度、、このときには平成２１年度、、このときには平成２１年度、、このときには平成２１年度、

平成２２年度事業に関して、平成２２年度事業に関して、平成２２年度事業に関して、平成２２年度事業に関して、主主主主にににに消消消消費費費費税税税税のののの取取取取りりりり扱扱扱扱いないないないなどどどどについて会計について会計について会計について会計検検検検査査査査院院院院からからからから指指指指定され定され定され定され

た１０事業のた１０事業のた１０事業のた１０事業の検検検検査が行査が行査が行査が行わわわわれました。この２回の会計れました。この２回の会計れました。この２回の会計れました。この２回の会計検検検検査では、特査では、特査では、特査では、特段段段段のごのごのごのご指指指指摘摘摘摘はありませんはありませんはありませんはありません

でした。でした。でした。でした。

○今井委員○今井委員○今井委員○今井委員 私私私私のところにのところにのところにのところにふふふふるさと雇用るさと雇用るさと雇用るさと雇用再再再再生生生生特別対特別対特別対特別対策策策策事業で雇事業で雇事業で雇事業で雇わわわわれたがれたがれたがれたが解解解解雇されたという雇されたという雇されたという雇されたという

方からの方からの方からの方からの相談相談相談相談がががが寄寄寄寄せられました。県がせられました。県がせられました。県がせられました。県がふふふふるさと雇用るさと雇用るさと雇用るさと雇用再再再再生生生生特別対特別対特別対特別対策策策策事業として新たな事業の事業として新たな事業の事業として新たな事業の事業として新たな事業の

公公公公募募募募をされました中にをされました中にをされました中にをされました中にＥＣＥＣＥＣＥＣココココーーーーデデデディネィネィネィネーーーートトトト事業というのがあります。事業というのがあります。事業というのがあります。事業というのがあります。株式株式株式株式会社会社会社会社ダダダダイワマネイワマネイワマネイワマネ

ジメジメジメジメンンンントトトトがががが採択採択採択採択されておりますが、公されておりますが、公されておりますが、公されておりますが、公募募募募でででで応応応応募募募募があがあがあがあっっっったのがこの１社だけだとたのがこの１社だけだとたのがこの１社だけだとたのがこの１社だけだと聞聞聞聞いておりいておりいておりいており

ますけれますけれますけれますけれどどどども、も、も、も、間間間間違違違違いありませんでしょうか。いありませんでしょうか。いありませんでしょうか。いありませんでしょうか。確確確確認したいと思います。認したいと思います。認したいと思います。認したいと思います。

それはそれはそれはそれはどどどどのような事業で、こののような事業で、こののような事業で、こののような事業で、この間間間間、県は、県は、県は、県は幾幾幾幾らのお金をらのお金をらのお金をらのお金を払払払払っっっってきたのか、この事業の成てきたのか、この事業の成てきたのか、この事業の成てきたのか、この事業の成果果果果

ははははどどどどうだうだうだうだっっっったのか、おたのか、おたのか、おたのか、お尋尋尋尋ねねねねしたいと思います。したいと思います。したいと思います。したいと思います。

○鈴木工業振興課長○鈴木工業振興課長○鈴木工業振興課長○鈴木工業振興課長 ふふふふるさと雇用事業のるさと雇用事業のるさと雇用事業のるさと雇用事業のＥＣＥＣＥＣＥＣココココーーーーデデデディネィネィネィネーターーターーターーター設置設置設置設置事業についてお事業についてお事業についてお事業についてお尋尋尋尋ねねねね

でございました。でございました。でございました。でございました。



---- 22226666 ----

ままままずずずず、公、公、公、公募募募募の方法ですけれの方法ですけれの方法ですけれの方法ですけれどどどども、も、も、も、プロポプロポプロポプロポーーーーザザザザルルルル公公公公募募募募によりまして１社のによりまして１社のによりまして１社のによりまして１社のみみみみのののの応応応応募募募募というというというという

ことでことでことでことで間間間間違違違違いありません。いありません。いありません。いありません。

事業の事業の事業の事業の目的目的目的目的は、県は、県は、県は、県内内内内企業に企業に企業に企業にイイイインターンターンターンターネットネットネットネットをををを活活活活用した用した用した用した電電電電子子子子商商商商取引取引取引取引のののの導導導導入の入の入の入の活活活活用を用を用を用を推進推進推進推進すすすす

るためにるためにるためにるためにＥＣＥＣＥＣＥＣココココーーーーデデデディネィネィネィネーターをーターをーターをーターを設置設置設置設置し、し、し、し、電電電電子子子子商商商商取引取引取引取引にまつにまつにまつにまつわわわわるるるる多様多様多様多様なななな相談相談相談相談ニニニニーーーーズズズズに対に対に対に対応応応応

できるできるできるできる整備整備整備整備をし、県をし、県をし、県をし、県内内内内産業の産業の産業の産業の活性化活性化活性化活性化をををを図図図図ることをることをることをることを目的目的目的目的にににに実施実施実施実施したものです。したものです。したものです。したものです。

成成成成果果果果としましては、県としましては、県としましては、県としましては、県内内内内の事業者に事業を委の事業者に事業を委の事業者に事業を委の事業者に事業を委託託託託しまして、３年しまして、３年しまして、３年しまして、３年間間間間のののの実績実績実績実績で３で３で３で３６６６６社が社が社が社がＥＣＥＣＥＣＥＣ

を開を開を開を開設設設設、また、また、また、また売売売売りりりり上げアッ上げアッ上げアッ上げアッププププ等の等の等の等の効果効果効果効果がががが確確確確認できたのが、２７社とな認できたのが、２７社とな認できたのが、２７社とな認できたのが、２７社となっっっっています。ています。ています。ています。

委委委委託額託額託額託額は、平成２１年度は５００は、平成２１年度は５００は、平成２１年度は５００は、平成２１年度は５００万万万万９９９９，，，，５５０５５０５５０５５０円円円円、平成２２年度は１、平成２２年度は１、平成２２年度は１、平成２２年度は１，６，６，６，６００００００００万円万円万円万円程程程程度、度、度、度、

平成２３年度は１平成２３年度は１平成２３年度は１平成２３年度は１，，，，４００４００４００４００万円万円万円万円程程程程度と、な度と、な度と、な度と、なっっっってございます。てございます。てございます。てございます。

○今井委員○今井委員○今井委員○今井委員 ＥＣＥＣＥＣＥＣココココーーーーデデデディネィネィネィネーターーターーターーター設置設置設置設置事業によ事業によ事業によ事業によっっっって、この事業所ではて、この事業所ではて、この事業所ではて、この事業所ではふふふふるさと雇用るさと雇用るさと雇用るさと雇用再再再再生生生生

特別対特別対特別対特別対策策策策事業で新たに３名が雇用されたと事業で新たに３名が雇用されたと事業で新たに３名が雇用されたと事業で新たに３名が雇用された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。解解解解雇になりました方は、県に雇になりました方は、県に雇になりました方は、県に雇になりました方は、県に

提提提提出する書出する書出する書出する書類類類類のののの作作作作成を会社の成を会社の成を会社の成を会社の命命命命令令令令で行で行で行で行っっっっておりましたけれておりましたけれておりましたけれておりましたけれどどどども、事も、事も、事も、事実実実実と異なる書と異なる書と異なる書と異なる書類類類類のののの作作作作成成成成

をするのはをするのはをするのはをするのは嫌嫌嫌嫌だと、だと、だと、だと、拒否拒否拒否拒否をしたことによりをしたことによりをしたことによりをしたことにより解解解解雇にな雇にな雇にな雇になっっっっております。こうしたております。こうしたております。こうしたております。こうした解解解解雇は認めら雇は認めら雇は認めら雇は認めら

れますでしょうか。加れますでしょうか。加れますでしょうか。加れますでしょうか。加納納納納雇用労政課長にお雇用労政課長にお雇用労政課長にお雇用労政課長にお尋尋尋尋ねねねねしたいと思います。したいと思います。したいと思います。したいと思います。

○加納雇用労政課長○加納雇用労政課長○加納雇用労政課長○加納雇用労政課長 新規雇用の方が新規雇用の方が新規雇用の方が新規雇用の方が解解解解雇されたということですが、今回の雇されたということですが、今回の雇されたということですが、今回の雇されたということですが、今回のケケケケーーーーススススのののの詳細詳細詳細詳細

はははは不不不不明ですが、明ですが、明ですが、明ですが、解解解解雇に当た雇に当た雇に当た雇に当たっっっっては当ては当ては当ては当然然然然のことながらのことながらのことながらのことながら解解解解雇雇雇雇理理理理由由由由等の一定の等の一定の等の一定の等の一定の要要要要件がございます件がございます件がございます件がございます

ので、そのので、そのので、そのので、その要要要要件に件に件に件に合合合合致致致致していることがしていることがしていることがしていることが必要必要必要必要です。です。です。です。解解解解雇の雇の雇の雇の際際際際には、当には、当には、当には、当然解然解然解然解雇雇雇雇理理理理由由由由というものというものというものというもの

がががが必要必要必要必要かと思います。かと思います。かと思います。かと思います。

○今井委員○今井委員○今井委員○今井委員 ごまかしの書ごまかしの書ごまかしの書ごまかしの書類類類類をつくることををつくることををつくることををつくることを拒否拒否拒否拒否したというしたというしたというしたという理理理理由由由由でのでのでのでの解解解解雇ということです。雇ということです。雇ということです。雇ということです。

そういうことは認められるのか、もう一回そういうことは認められるのか、もう一回そういうことは認められるのか、もう一回そういうことは認められるのか、もう一回確確確確認したいと思います。認したいと思います。認したいと思います。認したいと思います。

○加納雇用労政課長○加納雇用労政課長○加納雇用労政課長○加納雇用労政課長 今井委員のお今井委員のお今井委員のお今井委員のお話話話話では、ごまかしをでは、ごまかしをでは、ごまかしをでは、ごまかしを強要強要強要強要されて、それをされて、それをされて、それをされて、それを拒否拒否拒否拒否したことしたことしたことしたこと

によによによによっっっってててて解解解解雇にな雇にな雇にな雇になっっっったということですが、そのたということですが、そのたということですが、そのたということですが、その辺辺辺辺の事の事の事の事情情情情はははは個個個個別別別別具体的具体的具体的具体的な状況によるかと思な状況によるかと思な状況によるかと思な状況によるかと思

いますので、今のいますので、今のいますので、今のいますので、今の場合ど場合ど場合ど場合どうかのうかのうかのうかの判断判断判断判断はなかなかはなかなかはなかなかはなかなか難難難難しいですがしいですがしいですがしいですが不不不不正を正を正を正を強要強要強要強要されることはいかされることはいかされることはいかされることはいか

がなものかと思います。がなものかと思います。がなものかと思います。がなものかと思います。

○今井委員○今井委員○今井委員○今井委員 具体的具体的具体的具体的な中な中な中な中身身身身になりますけれになりますけれになりますけれになりますけれどどどども、タも、タも、タも、タイイイイムカムカムカムカーーーードドドドがございませんでしたので、がございませんでしたので、がございませんでしたので、がございませんでしたので、

幾幾幾幾らでも書きからでも書きからでも書きからでも書きかええええが可が可が可が可能能能能だだだだっっっったということです。出たということです。出たということです。出たということです。出張張張張に行に行に行に行っっっっていないのに行ていないのに行ていないのに行ていないのに行っっっったことにしたことにしたことにしたことにし

て、て、て、て、手手手手当も支当も支当も支当も支給給給給したことにしています。したことにしています。したことにしています。したことにしています。東東東東京京京京出出出出張張張張ななななどどどど、、、、相手相手相手相手の名の名の名の名刺刺刺刺をつけておりますけれをつけておりますけれをつけておりますけれをつけておりますけれ

どどどども、もともと名も、もともと名も、もともと名も、もともと名刺刺刺刺交交交交換換換換の中から使の中から使の中から使の中から使ええええそうなものをそうなものをそうなものをそうなものをコピコピコピコピーしてーしてーしてーして添添添添付をした。それから、付をした。それから、付をした。それから、付をした。それから、郵郵郵郵

送送送送費の費の費の費の切切切切手手手手代は、代は、代は、代は、以以以以前行前行前行前行っっっったセたセたセたセミナミナミナミナーのーのーのーの参参参参加者の名加者の名加者の名加者の名簿簿簿簿からからからから適適適適当に当に当に当に郵郵郵郵送送送送のあてのあてのあてのあて先先先先一一一一覧覧覧覧表表表表をつをつをつをつ

くくくくっっっってててて添添添添付をした。それから、付をした。それから、付をした。それから、付をした。それから、全全全全くこのくこのくこのくこのＥＣＥＣＥＣＥＣココココーーーーデデデディネィネィネィネーターのーターのーターのーターの仕仕仕仕事にかか事にかか事にかか事にかかわっわっわっわっていないていないていないていない
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のに、のに、のに、のに、ふふふふるさと雇用るさと雇用るさと雇用るさと雇用再再再再生生生生特別対特別対特別対特別対策策策策事業で事業で事業で事業で賃賃賃賃金が支金が支金が支金が支払払払払わわわわれていた。れていた。れていた。れていた。携携携携帯帯帯帯電話電話電話電話代金もかか代金もかか代金もかか代金もかかわっわっわっわっ

ていない人の分まで請求をしていた。ていない人の分まで請求をしていた。ていない人の分まで請求をしていた。ていない人の分まで請求をしていた。パパパパソソソソココココンのンのンのンのソソソソフトフトフトフト代金は、この事業のために会社が代金は、この事業のために会社が代金は、この事業のために会社が代金は、この事業のために会社が

購購購購入したことにして請求しておりますけれ入したことにして請求しておりますけれ入したことにして請求しておりますけれ入したことにして請求しておりますけれどどどども、この事業でも、この事業でも、この事業でも、この事業で解解解解雇された、社員の雇された、社員の雇された、社員の雇された、社員の個個個個人所人所人所人所有有有有

のものをのものをのものをのものを見見見見せかけているということです。それから、せかけているということです。それから、せかけているということです。それから、せかけているということです。それから、パパパパソソソソココココンのンのンのンの買買買買いかいかいかいかええええの費用を出すたの費用を出すたの費用を出すたの費用を出すた

めにめにめにめに講講講講師師師師にににに教教教教ええええてもらてもらてもらてもらっっっったということで、たということで、たということで、たということで、謝礼謝礼謝礼謝礼としてとしてとしてとして何十何十何十何十万円万円万円万円かのお金が請求されておりかのお金が請求されておりかのお金が請求されておりかのお金が請求されており

ますけれますけれますけれますけれどどどども、も、も、も、領領領領収書は収書は収書は収書はイイイイデデデデアアアアコレコレコレコレククククショショショション、ン、ン、ン、ヒヒヒヒライライライライさんという方の名前が記さんという方の名前が記さんという方の名前が記さんという方の名前が記載載載載されていされていされていされてい

ると思いますが、このると思いますが、このると思いますが、このると思いますが、この講講講講師師師師ははははダダダダイワマネジメイワマネジメイワマネジメイワマネジメンンンントトトトの社員で、の社員で、の社員で、の社員で、実実実実際際際際にはにはにはには講講講講習習習習をしていないとをしていないとをしていないとをしていないと

いうことです。さまざまないうことです。さまざまないうことです。さまざまないうことです。さまざまなややややり方でり方でり方でり方で何何何何でもこの事業に関係したかのように経費をすでもこの事業に関係したかのように経費をすでもこの事業に関係したかのように経費をすでもこの事業に関係したかのように経費をすべべべべて請て請て請て請

求して、求して、求して、求して、ばばばばれなかれなかれなかれなかっっっったらたらたらたらオオオオーーーーケケケケーというーというーというーというややややり方をしていたとり方をしていたとり方をしていたとり方をしていたと言わ言わ言わ言われています。れています。れています。れています。

大きな金大きな金大きな金大きな金額額額額をををを占占占占めるのは管めるのは管めるのは管めるのは管理理理理費ですが、社長が費ですが、社長が費ですが、社長が費ですが、社長がココココンンンンサルサルサルサルティティティティンンンンググググ教教教教育育育育とか経とか経とか経とか経理理理理処処処処理理理理のののの教教教教

育育育育をしたことで、年をしたことで、年をしたことで、年をしたことで、年間間間間で１４０で１４０で１４０で１４０万円万円万円万円ほほほほどどどど請求がされています。しかし、ほとん請求がされています。しかし、ほとん請求がされています。しかし、ほとん請求がされています。しかし、ほとんどどどど社長は社長は社長は社長は不不不不

在在在在という状という状という状という状態態態態で、で、で、で、教教教教育育育育をををを受受受受けたことはないともけたことはないともけたことはないともけたことはないとも言わ言わ言わ言われています。れています。れています。れています。

それから、それから、それから、それから、ふふふふるさと雇用るさと雇用るさと雇用るさと雇用再再再再生生生生特別基金の基金事業の一特別基金の基金事業の一特別基金の基金事業の一特別基金の基金事業の一時時時時金金金金制制制制度があります。これは平成度があります。これは平成度があります。これは平成度があります。これは平成

２４年４月２４年４月２４年４月２４年４月以以以以降降降降ももももふふふふるさと雇用るさと雇用るさと雇用るさと雇用再再再再生生生生特別対特別対特別対特別対策策策策事業で雇事業で雇事業で雇事業で雇っっっっていた社員をていた社員をていた社員をていた社員を継継継継続続続続雇用し、一雇用し、一雇用し、一雇用し、一時時時時金金金金

として、１名につき３０として、１名につき３０として、１名につき３０として、１名につき３０万円万円万円万円が企業に対して支が企業に対して支が企業に対して支が企業に対して支給給給給されることになされることになされることになされることになっっっっています。そのため、ています。そのため、ています。そのため、ています。そのため、

３人は書３人は書３人は書３人は書類類類類にににに署署署署名して名して名して名して免免免免許許許許証証証証ののののコピコピコピコピーをーをーをーを添添添添付して付して付して付して提提提提出をさせられていたということです。出をさせられていたということです。出をさせられていたということです。出をさせられていたということです。

ところが、この一ところが、この一ところが、この一ところが、この一時時時時金金金金制制制制度の書度の書度の書度の書類類類類にににに署署署署名を書かされた日付は平成２４年２月２７日、名を書かされた日付は平成２４年２月２７日、名を書かされた日付は平成２４年２月２７日、名を書かされた日付は平成２４年２月２７日、解解解解雇雇雇雇

をされたのが３月をされたのが３月をされたのが３月をされたのが３月６６６６日。この方の日。この方の日。この方の日。この方の場合場合場合場合は、自分はは、自分はは、自分はは、自分はややややめさせられたのに自分の書めさせられたのに自分の書めさせられたのに自分の書めさせられたのに自分の書類類類類で会社がで会社がで会社がで会社が

３０３０３０３０万円万円万円万円もらうのはもらうのはもらうのはもらうのは納得納得納得納得できないということで、県できないということで、県できないということで、県できないということで、県庁庁庁庁に書に書に書に書類類類類のののの取取取取りりりり下げ下げ下げ下げに行かれました。に行かれました。に行かれました。に行かれました。

黙黙黙黙っっっっていたら、そのままこの会社がその方をていたら、そのままこの会社がその方をていたら、そのままこの会社がその方をていたら、そのままこの会社がその方を継継継継続続続続雇用したということで３０雇用したということで３０雇用したということで３０雇用したということで３０万円万円万円万円をををを受受受受けけけけ取取取取

っっっっていたことになります。ていたことになります。ていたことになります。ていたことになります。

このとき会社が県に対して別の労働条件のこのとき会社が県に対して別の労働条件のこのとき会社が県に対して別の労働条件のこのとき会社が県に対して別の労働条件の通知通知通知通知書を出していたことが明らかになりまし書を出していたことが明らかになりまし書を出していたことが明らかになりまし書を出していたことが明らかになりまし

た。今た。今た。今た。今手元手元手元手元にににに持っ持っ持っ持っておりますけれておりますけれておりますけれておりますけれどどどども、平成２３年３月３１日付の書も、平成２３年３月３１日付の書も、平成２３年３月３１日付の書も、平成２３年３月３１日付の書類類類類で、雇用で、雇用で、雇用で、雇用主主主主が労働が労働が労働が労働

者に者に者に者に渡渡渡渡しているしているしているしている形式形式形式形式の書の書の書の書類類類類が、２５が、２５が、２５が、２５万万万万１１１１，，，，００００００００００００円円円円のののの給給給給料料料料をををを払払払払っっっっていると県にはていると県にはていると県にはていると県には届届届届け出がけ出がけ出がけ出が

されていたと思います。この方は、されていたと思います。この方は、されていたと思います。この方は、されていたと思います。この方は、採採採採用のときに用のときに用のときに用のときに賃賃賃賃金の決定金の決定金の決定金の決定通知通知通知通知書を書を書を書を受受受受けけけけ取っ取っ取っ取っております。ております。ております。ております。

平成２３年４月１日平成２３年４月１日平成２３年４月１日平成２３年４月１日及び及び及び及び１２月２１日の１２月２１日の１２月２１日の１２月２１日の賃賃賃賃金決定金決定金決定金決定通知通知通知通知書を書を書を書を受受受受けけけけ取っ取っ取っ取っています。金ています。金ています。金ています。金額額額額は、４は、４は、４は、４

月が１８月が１８月が１８月が１８万万万万５５５５，，，，００００００００００００円円円円、１２月は業、１２月は業、１２月は業、１２月は業績績績績悪悪悪悪化化化化ということで１８ということで１８ということで１８ということで１８万万万万２２２２，，，，００００００００００００円円円円で、３で、３で、３で、３，，，，００００

００００００００円下円下円下円下ががががっっっっております。これがております。これがております。これがております。これが実実実実際際際際にににに受受受受けけけけ取っ取っ取っ取っておりました金ておりました金ておりました金ておりました金額額額額です。ところが、今回、です。ところが、今回、です。ところが、今回、です。ところが、今回、

平成２３年３月３１日付の労働条件平成２３年３月３１日付の労働条件平成２３年３月３１日付の労働条件平成２３年３月３１日付の労働条件通知通知通知通知書の金書の金書の金書の金額額額額とととと毎毎毎毎月月月月６万６，６万６，６万６，６万６，００００００００００００円円円円のののの差差差差がががが生じ生じ生じ生じておておておてお

ります。また、ります。また、ります。また、ります。また、賃賃賃賃金決定金決定金決定金決定通知通知通知通知書には書には書には書には賞賞賞賞与与与与があるところにがあるところにがあるところにがあるところに丸丸丸丸がしていますが、一度もがしていますが、一度もがしていますが、一度もがしていますが、一度も賞賞賞賞与与与与はははは
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受受受受けけけけ取っ取っ取っ取ったことがないということで、この方は会社をたことがないということで、この方は会社をたことがないということで、この方は会社をたことがないということで、この方は会社をややややめるまでめるまでめるまでめるまで全全全全くくくく知知知知らなからなからなからなかっっっったというたというたというたという

ことです。これだけでも３年分で年ことです。これだけでも３年分で年ことです。これだけでも３年分で年ことです。これだけでも３年分で年間間間間２４０２４０２４０２４０万円万円万円万円ぐぐぐぐらいのお金になるという状況です。らいのお金になるという状況です。らいのお金になるという状況です。らいのお金になるという状況です。

会計会計会計会計検検検検査査査査院院院院は、とりあは、とりあは、とりあは、とりあえずえずえずえず書書書書類類類類がががが整理整理整理整理されておりますのでされておりますのでされておりますのでされておりますので問題問題問題問題がないということであがないということであがないということであがないということであっっっっ

たかもしれませんけれたかもしれませんけれたかもしれませんけれたかもしれませんけれどどどども、このことが事も、このことが事も、このことが事も、このことが事実実実実であれであれであれであればばばば、会社には当、会社には当、会社には当、会社には当然然然然返返返返還還還還しなくてはいけしなくてはいけしなくてはいけしなくてはいけ

ないと思いますが、県は調査してきないと思いますが、県は調査してきないと思いますが、県は調査してきないと思いますが、県は調査してきちちちちんと対んと対んと対んと対応応応応するするするするべべべべきだと思いますけれきだと思いますけれきだと思いますけれきだと思いますけれどどどども、県のおも、県のおも、県のおも、県のお考考考考

ええええをおをおをおをお尋尋尋尋ねねねねしたいと思います。したいと思います。したいと思います。したいと思います。

○鈴木工業振興課長○鈴木工業振興課長○鈴木工業振興課長○鈴木工業振興課長 事業の事業の事業の事業の執執執執行課としましては、事業の行課としましては、事業の行課としましては、事業の行課としましては、事業の適適適適正な正な正な正な執執執執行がなされていたか行がなされていたか行がなされていたか行がなされていたかどどどど

うか、そのうか、そのうか、そのうか、その確確確確保は保は保は保は十十十十分だ分だ分だ分だっっっったかというごたかというごたかというごたかというご指指指指摘摘摘摘になろうかと思いますけれになろうかと思いますけれになろうかと思いますけれになろうかと思いますけれどどどども、まも、まも、まも、まずずずずは月次は月次は月次は月次

の事業報告、中の事業報告、中の事業報告、中の事業報告、中間検間検間検間検査、査、査、査、実績実績実績実績報告に基報告に基報告に基報告に基づづづづくくくく完完完完了検了検了検了検査によりまして査によりまして査によりまして査によりまして随随随随時確時確時確時確認を行認を行認を行認を行っっっってきておてきておてきておてきてお

ります。ります。ります。ります。検検検検査では、新規雇用者に対する雇用の状況査では、新規雇用者に対する雇用の状況査では、新規雇用者に対する雇用の状況査では、新規雇用者に対する雇用の状況やややや、人件費、人件費、人件費、人件費及び及び及び及び事業事業事業事業執執執執行に係る経費に行に係る経費に行に係る経費に行に係る経費に

ついてついてついてついて適適適適正に正に正に正に執執執執行されているか調査を行されているか調査を行されているか調査を行されているか調査を実施実施実施実施しております。しております。しております。しております。受託先受託先受託先受託先からからからから提提提提出のあ出のあ出のあ出のあっっっったたたた実績実績実績実績報報報報

告書告書告書告書並び並び並び並びに支出に支出に支出に支出証証証証拠拠拠拠書書書書類類類類等の書等の書等の書等の書面面面面でのでのでのでの検検検検査を査を査を査を実施実施実施実施しており、書しており、書しており、書しており、書面面面面等から等から等から等から判断判断判断判断し、委し、委し、委し、委託託託託対対対対象象象象

経費として認められるものの経費として認められるものの経費として認められるものの経費として認められるもののみみみみをををを確確確確定、支定、支定、支定、支払払払払いを行いを行いを行いを行っっっったところでございます。たところでございます。たところでございます。たところでございます。

もし今井委員のおもし今井委員のおもし今井委員のおもし今井委員のおっっっっししししゃゃゃゃるごるごるごるご指指指指摘摘摘摘の事項が事の事項が事の事項が事の事項が事実実実実としましたら、事としましたら、事としましたら、事としましたら、事実確実確実確実確認が認が認が認が必要必要必要必要かと思かと思かと思かと思わわわわ

れますので、れますので、れますので、れますので、再再再再度調査を行うことも度調査を行うことも度調査を行うことも度調査を行うことも検討検討検討検討していきたいと思います。していきたいと思います。していきたいと思います。していきたいと思います。

○今井委員○今井委員○今井委員○今井委員 ぜひ再ぜひ再ぜひ再ぜひ再調査をき調査をき調査をき調査をきっちっちっちっちりと行りと行りと行りと行っっっっていただきたいと思います。ていただきたいと思います。ていただきたいと思います。ていただきたいと思います。

それと、もう一つそれと、もう一つそれと、もう一つそれと、もう一つ重重重重要要要要なななな問題問題問題問題ですが、ですが、ですが、ですが、(株)(株)(株)(株)ダダダダイワマネジメイワマネジメイワマネジメイワマネジメンンンントトトト代代代代表表表表取取取取締締締締役役役役社長、田中社長、田中社長、田中社長、田中豪豪豪豪

という方ですが、奈良県中小企業支援センターという方ですが、奈良県中小企業支援センターという方ですが、奈良県中小企業支援センターという方ですが、奈良県中小企業支援センター登録登録登録登録専専専専門家門家門家門家というというというという肩肩肩肩書を書を書を書を持っ持っ持っ持っている方です。ている方です。ている方です。ている方です。

パパパパソソソソココココンのンのンのンの講講講講師師師師をされたをされたをされたをされたヒヒヒヒライライライライカカカカツツツツノノノノリリリリさんもさんもさんもさんも登録登録登録登録専専専専門家門家門家門家です。中小企業の経営です。中小企業の経営です。中小企業の経営です。中小企業の経営相談相談相談相談にににに乗乗乗乗

るるるるプロプロプロプロの方が法の方が法の方が法の方が法令令令令をををを守守守守るという大前るという大前るという大前るという大前提提提提を、を、を、を、みずみずみずみずからの利からの利からの利からの利益益益益のために平のために平のために平のために平気気気気でででで破破破破ることは、ることは、ることは、ることは、登登登登

録録録録専専専専門家門家門家門家にはにはにはにはふふふふささささわわわわしくないと思しくないと思しくないと思しくないと思っっっっておりますけれておりますけれておりますけれておりますけれどどどども、そのも、そのも、そのも、その点点点点どどどどのようにおのようにおのようにおのようにお考え考え考え考えなのか、なのか、なのか、なのか、

おおおお尋尋尋尋ねねねねしたいと思います。したいと思います。したいと思います。したいと思います。

○鈴木工業振興課長○鈴木工業振興課長○鈴木工業振興課長○鈴木工業振興課長 今ご今ご今ご今ご指指指指摘摘摘摘いただいた事項につきましては、県としてまだ事いただいた事項につきましては、県としてまだ事いただいた事項につきましては、県としてまだ事いただいた事項につきましては、県としてまだ事実確実確実確実確認が認が認が認が

とれておりませんので、その事とれておりませんので、その事とれておりませんので、その事とれておりませんので、その事実実実実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適適適適切切切切にににに判断判断判断判断し、対処してまいりたいとし、対処してまいりたいとし、対処してまいりたいとし、対処してまいりたいと考考考考

ええええております。ております。ております。ております。

○今井委員○今井委員○今井委員○今井委員 このこのこのこの緊緊緊緊急急急急雇用雇用雇用雇用創創創創出事業、出事業、出事業、出事業、ふふふふるさと雇用るさと雇用るさと雇用るさと雇用再再再再生生生生特別対特別対特別対特別対策策策策事業は、もともと事業は、もともと事業は、もともと事業は、もともとリリリリーーーーママママ

ンンンンショショショショックックックックがががが引引引引き金となり、平成２０年のき金となり、平成２０年のき金となり、平成２０年のき金となり、平成２０年の秋秋秋秋以以以以降降降降、、、、深刻深刻深刻深刻な経済な経済な経済な経済不不不不安安安安をををを背背背背景景景景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

派遣派遣派遣派遣労働者の雇い労働者の雇い労働者の雇い労働者の雇いどどどどめなめなめなめなどどどど、雇用、雇用、雇用、雇用不不不不安安安安が社会が社会が社会が社会問題問題問題問題になる中で雇用条件を改になる中で雇用条件を改になる中で雇用条件を改になる中で雇用条件を改善善善善するために国するために国するために国するために国

で１で１で１で１，，，，３００３００３００３００万円万円万円万円の基金をつくり、の基金をつくり、の基金をつくり、の基金をつくり、都道都道都道都道府府府府県で県で県で県で具体化具体化具体化具体化をしたものです。この事業を使をしたものです。この事業を使をしたものです。この事業を使をしたものです。この事業を使っっっって、て、て、て、

本当にとんでもないことが行本当にとんでもないことが行本当にとんでもないことが行本当にとんでもないことが行わわわわれていたとれていたとれていたとれていたと感感感感じじじじました。県の担当課のました。県の担当課のました。県の担当課のました。県の担当課のチェチェチェチェックックックックもももも甘甘甘甘かかかかっっっったたたた
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ともともともとも聞聞聞聞いております。いております。いております。いております。

本本本本来来来来、この事業によ、この事業によ、この事業によ、この事業によっっっって新たな雇用がて新たな雇用がて新たな雇用がて新たな雇用が創創創創出されて、出されて、出されて、出されて、継継継継続的続的続的続的にににに仕仕仕仕事につけるようにという事につけるようにという事につけるようにという事につけるようにという

ことがことがことがことが目的目的目的目的だだだだっっっったと思います。県はこのたと思います。県はこのたと思います。県はこのたと思います。県はこの問題問題問題問題にきにきにきにきちちちちんとした対んとした対んとした対んとした対応応応応をするとともに、雇用をするとともに、雇用をするとともに、雇用をするとともに、雇用不不不不

安安安安のののの解解解解消消消消に今後ともに今後ともに今後ともに今後とも全力全力全力全力でででで取取取取りりりり組組組組んでいただきたいとんでいただきたいとんでいただきたいとんでいただきたいと要要要要望望望望しておきたいと思います。しておきたいと思います。しておきたいと思います。しておきたいと思います。

この件について、産業・雇用振興部長がこの件について、産業・雇用振興部長がこの件について、産業・雇用振興部長がこの件について、産業・雇用振興部長がどどどどのようにのようにのようにのように考え考え考え考えているのか、おているのか、おているのか、おているのか、お考え考え考え考えをおをおをおをお尋尋尋尋ねねねねしししし

たいと思います。たいと思います。たいと思います。たいと思います。

○浪越産業・雇用振興部長○浪越産業・雇用振興部長○浪越産業・雇用振興部長○浪越産業・雇用振興部長 今、今井委員から今、今井委員から今、今井委員から今、今井委員から具体具体具体具体のおのおのおのお話話話話をををを聞聞聞聞いて、いて、いて、いて、悲悲悲悲しくなりました。しくなりました。しくなりました。しくなりました。

正正正正直直直直申し申し申し申し上げ上げ上げ上げて、書て、書て、書て、書類類類類の審査の中で例の審査の中で例の審査の中で例の審査の中で例ええええば虚偽ば虚偽ば虚偽ば虚偽というというというという形形形形でされても、なかなかその部分はでされても、なかなかその部分はでされても、なかなかその部分はでされても、なかなかその部分は

見え見え見え見えてこないということがてこないということがてこないということがてこないということが少少少少しししし悲悲悲悲しいしいしいしい感感感感じじじじで、今、で、今、で、今、で、今、鈴鈴鈴鈴木木木木工工工工業振興課長が申し業振興課長が申し業振興課長が申し業振興課長が申し上げ上げ上げ上げましたとましたとましたとましたと

おり、本当に事おり、本当に事おり、本当に事おり、本当に事実実実実かかかかどどどどうかについてうかについてうかについてうかについて再再再再度度度度確確確確認したいと思います。ま認したいと思います。ま認したいと思います。ま認したいと思います。まずずずず、そのことから、そのことから、そのことから、そのことから優優優優先先先先

してしてしてして取取取取りりりり組組組組んでいこうと思んでいこうと思んでいこうと思んでいこうと思っっっっております。ております。ております。ております。

これからこれからこれからこれから提提提提出される書出される書出される書出される書類類類類は、とりは、とりは、とりは、とりわわわわけ企業け企業け企業け企業側側側側の会計の会計の会計の会計手続手続手続手続等、かなり等、かなり等、かなり等、かなり違違違違いがあろうかと思いがあろうかと思いがあろうかと思いがあろうかと思

っっっっております。例ております。例ております。例ております。例ええええばばばば、小規、小規、小規、小規模模模模企業であれ企業であれ企業であれ企業であればばばば、かなりの部分で、かなりの部分で、かなりの部分で、かなりの部分で稟稟稟稟議書とかそうい議書とかそうい議書とかそうい議書とかそういっっっった部分た部分た部分た部分

でででで省略省略省略省略をされたり、口をされたり、口をされたり、口をされたり、口頭頭頭頭でででで指指指指示をするという示をするという示をするという示をするというケケケケーーーーススススはははは多多多多くあろうかと思いますのでここのくあろうかと思いますのでここのくあろうかと思いますのでここのくあろうかと思いますのでここの

部分、部分、部分、部分、どどどどこまでこまでこまでこまで確証確証確証確証がとれるのかは、がとれるのかは、がとれるのかは、がとれるのかは、考え考え考え考えててててみみみみますとますとますとますと若若若若干干干干見え見え見え見えないところがあるのですが、ないところがあるのですが、ないところがあるのですが、ないところがあるのですが、

ししししっっっっかりとこれからかりとこれからかりとこれからかりとこれから取取取取りりりり組組組組んでいきたいと思います。んでいきたいと思います。んでいきたいと思います。んでいきたいと思います。

○今井委員○今井委員○今井委員○今井委員 それでは、それでは、それでは、それでは、ぜひぜひぜひぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。

次に、産業会次に、産業会次に、産業会次に、産業会館館館館ののののトイトイトイトイレレレレのののの問題問題問題問題ですけれですけれですけれですけれどどどども、平成２４年５月２０日に産業会も、平成２４年５月２０日に産業会も、平成２４年５月２０日に産業会も、平成２４年５月２０日に産業会館館館館ののののトイトイトイトイ

レレレレでででで６６６６０代の０代の０代の０代の男男男男性性性性がががが心心心心筋梗塞筋梗塞筋梗塞筋梗塞でででで倒倒倒倒れ、れ、れ、れ、守守守守衛衛衛衛さんがさんがさんがさんが最最最最後に後に後に後に見見見見回りをいたしまして、中でお回りをいたしまして、中でお回りをいたしまして、中でお回りをいたしまして、中でお亡亡亡亡

くなりになくなりになくなりになくなりになっっっっていたという事例がていたという事例がていたという事例がていたという事例が発生発生発生発生いたしました。いたしました。いたしました。いたしました。倒倒倒倒れてかられてかられてかられてから四四四四、、、、五五五五時間時間時間時間が経が経が経が経過過過過していしていしていしてい

たようです。たようです。たようです。たようです。私私私私はそれをはそれをはそれをはそれを聞聞聞聞きまして、きまして、きまして、きまして、翌翌翌翌日す日す日す日すぐぐぐぐにににに現場現場現場現場に、に、に、に、確確確確認に行きました。認に行きました。認に行きました。認に行きました。車車車車いす用のいす用のいす用のいす用の

トイトイトイトイレレレレにはにはにはにはブザブザブザブザーのーのーのーの設置設置設置設置はされていましたけれはされていましたけれはされていましたけれはされていましたけれどどどども、一般のも、一般のも、一般のも、一般のトイトイトイトイレレレレにはにはにはにはブザブザブザブザーがーがーがーが設置設置設置設置をさをさをさをさ

れていません。もし、ここにれていません。もし、ここにれていません。もし、ここにれていません。もし、ここにブザブザブザブザーがあれーがあれーがあれーがあればばばば助助助助かかかかっっっっていたのではないかとも思いまして、ていたのではないかとも思いまして、ていたのではないかとも思いまして、ていたのではないかとも思いまして、

大変大変大変大変残念残念残念残念な思いをいたしました。な思いをいたしました。な思いをいたしました。な思いをいたしました。

公公公公共共共共施施施施設設設設はだれでもはだれでもはだれでもはだれでも安心安心安心安心して利用できるして利用できるして利用できるして利用できる場場場場所だと思いますので、所だと思いますので、所だと思いますので、所だと思いますので、ややややはりはりはりはりトイトイトイトイレレレレにはにはにはにはブザブザブザブザ

ーをーをーをーを設置設置設置設置していただきたいと思いますので、今回、このような事していただきたいと思いますので、今回、このような事していただきたいと思いますので、今回、このような事していただきたいと思いますので、今回、このような事故故故故がががが実実実実際際際際にありました産にありました産にありました産にありました産

業会業会業会業会館館館館にも、にも、にも、にも、ぜひぜひぜひぜひトイトイトイトイレレレレののののブザブザブザブザーをーをーをーを設置設置設置設置していただきたいと思していただきたいと思していただきたいと思していただきたいと思っっっっております。このております。このております。このております。この点点点点につにつにつにつ

いて、おいて、おいて、おいて、お伺伺伺伺いしたいと思います。いしたいと思います。いしたいと思います。いしたいと思います。

○鈴木工業振興課長○鈴木工業振興課長○鈴木工業振興課長○鈴木工業振興課長 今、ご今、ご今、ご今、ご指指指指摘摘摘摘いただいた事いただいた事いただいた事いただいた事実実実実関係ですけれ関係ですけれ関係ですけれ関係ですけれどどどども、平成２４年５月２０も、平成２４年５月２０も、平成２４年５月２０も、平成２４年５月２０

日の日の日の日の午午午午後５後５後５後５時時時時２５分ごろに２５分ごろに２５分ごろに２５分ごろに巡巡巡巡回中の回中の回中の回中の警警警警備備備備員が員が員が員が意意意意識不識不識不識不明の状明の状明の状明の状態態態態でででで倒倒倒倒れられているところをれられているところをれられているところをれられているところを発発発発
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見見見見いたし、でいたし、でいたし、でいたし、で緊緊緊緊急急急急にににに通通通通報をしているということですけれ報をしているということですけれ報をしているということですけれ報をしているということですけれどどどども、その前に、も、その前に、も、その前に、も、その前に、午午午午後４後４後４後４時時時時半半半半ごろごろごろごろ

にににに確確確確認したときには、その認したときには、その認したときには、その認したときには、そのトイトイトイトイレレレレは使は使は使は使わわわわれていなかれていなかれていなかれていなかっっっったということですので、たということですので、たということですので、たということですので、発見発見発見発見までまでまでまで四四四四、、、、

五五五五時間時間時間時間ということはなかろうかと思ということはなかろうかと思ということはなかろうかと思ということはなかろうかと思わわわわれます。また、れます。また、れます。また、れます。また、トイトイトイトイレレレレの中での中での中での中で亡亡亡亡くなくなくなくなっっっっていたのではていたのではていたのではていたのでは

なく、なく、なく、なく、病院病院病院病院にににに緊緊緊緊急急急急搬搬搬搬送送送送をいたしまして、そのをいたしまして、そのをいたしまして、そのをいたしまして、その搬搬搬搬送先送先送先送先のののの病院病院病院病院でおでおでおでお亡亡亡亡くなりになくなりになくなりになくなりになっっっったと認たと認たと認たと認識識識識しししし

てございます。てございます。てございます。てございます。

ごごごご指指指指摘摘摘摘の一般の一般の一般の一般トイトイトイトイレレレレも含めたも含めたも含めたも含めた緊緊緊緊急通急通急通急通報報報報ボボボボタンでございますけれタンでございますけれタンでございますけれタンでございますけれどどどども、産業会も、産業会も、産業会も、産業会館館館館だけでもだけでもだけでもだけでも

というごというごというごというご指指指指摘摘摘摘がございましたけれがございましたけれがございましたけれがございましたけれどどどども、も、も、も、ややややはり県が管はり県が管はり県が管はり県が管理理理理するするするする施施施施設設設設全全全全般にかか般にかか般にかか般にかかわわわわるるるる問題問題問題問題ですですですです

ので、今後のので、今後のので、今後のので、今後の検討検討検討検討課課課課題題題題とさせていただきたいと思います。とさせていただきたいと思います。とさせていただきたいと思います。とさせていただきたいと思います。

○今井委員○今井委員○今井委員○今井委員 ぜひぜひぜひぜひ、よろしくお願いします。、よろしくお願いします。、よろしくお願いします。、よろしくお願いします。

それから、県産それから、県産それから、県産それから、県産材材材材のののの活活活活用の用の用の用の問題問題問題問題です。林野です。林野です。林野です。林野庁庁庁庁によりますと、小・中によりますと、小・中によりますと、小・中によりますと、小・中学校学校学校学校ななななどどどど、公、公、公、公共共共共事業事業事業事業

にににに木木木木材材材材をををを活活活活用して地用して地用して地用して地球温暖球温暖球温暖球温暖化化化化防止防止防止防止やややや林業の林業の林業の林業の再再再再生生生生をををを目指目指目指目指すすすす木木木木材材材材利用方利用方利用方利用方針針針針がががが全全全全国の７４国の７４国の７４国の７４％％％％の市の市の市の市

町村で未町村で未町村で未町村で未整備整備整備整備だということがだということがだということがだということがわわわわかりました。かりました。かりました。かりました。木木木木材材材材利用利用利用利用促進促進促進促進法では、法では、法では、法では、都道都道都道都道府府府府県だけではなく、県だけではなく、県だけではなく、県だけではなく、

市町村も基本方市町村も基本方市町村も基本方市町村も基本方針針針針をををを作作作作成するように求めておりますけれ成するように求めておりますけれ成するように求めておりますけれ成するように求めておりますけれどどどども、平成２４年５月１７日も、平成２４年５月１７日も、平成２４年５月１７日も、平成２４年５月１７日時時時時点点点点

で８で８で８で８府府府府県で基本方県で基本方県で基本方県で基本方針策針策針策針策定が定が定が定がゼロゼロゼロゼロ、その中に奈良県が入、その中に奈良県が入、その中に奈良県が入、その中に奈良県が入っっっっており、県としてており、県としてており、県としてており、県として何何何何とかしなくてとかしなくてとかしなくてとかしなくて

はいけないという思いで新はいけないという思いで新はいけないという思いで新はいけないという思いで新聞聞聞聞の報の報の報の報道道道道をををを読読読読ませていただきました。ませていただきました。ませていただきました。ませていただきました。木木木木材材材材利用利用利用利用促進促進促進促進法の基本方法の基本方法の基本方法の基本方

針針針針の市町村におけるの市町村におけるの市町村におけるの市町村における作作作作成状況、また奈良県の今の状況は成状況、また奈良県の今の状況は成状況、また奈良県の今の状況は成状況、また奈良県の今の状況はどどどどうか、そのうか、そのうか、そのうか、その点点点点をおをおをおをお聞聞聞聞かせいただかせいただかせいただかせいただ

きたいと思います。きたいと思います。きたいと思います。きたいと思います。

○岡野奈良の木ブランド課長○岡野奈良の木ブランド課長○岡野奈良の木ブランド課長○岡野奈良の木ブランド課長 公公公公共共共共建建建建築築築築物物物物のののの木木木木材材材材利用利用利用利用推進推進推進推進についてのごについてのごについてのごについてのご質問質問質問質問でございます。でございます。でございます。でございます。

県では平成２４年３月に公県では平成２４年３月に公県では平成２４年３月に公県では平成２４年３月に公共共共共建建建建築築築築物物物物における奈良のにおける奈良のにおける奈良のにおける奈良の木木木木利用利用利用利用推進推進推進推進方方方方針針針針をををを策策策策定したところで定したところで定したところで定したところで

す。その中で、可す。その中で、可す。その中で、可す。その中で、可能能能能な限り県産な限り県産な限り県産な限り県産材材材材をををを推進推進推進推進していこうという一方で、県していこうという一方で、県していこうという一方で、県していこうという一方で、県下下下下の市町村においての市町村においての市町村においての市町村において

もももも拡拡拡拡大をしていこうという方大をしていこうという方大をしていこうという方大をしていこうという方針針針針にしております。そのため、平成２４年度当にしております。そのため、平成２４年度当にしております。そのため、平成２４年度当にしております。そのため、平成２４年度当初初初初より市町村より市町村より市町村より市町村

の担当課長会議においての担当課長会議においての担当課長会議においての担当課長会議において説説説説明するとともに、明するとともに、明するとともに、明するとともに、順順順順次、市町村に次、市町村に次、市町村に次、市町村に直接直接直接直接赴赴赴赴き、国き、国き、国き、国やややや県の補県の補県の補県の補助助助助制制制制度度度度

とあとあとあとあわわわわせてせてせてせて直接説直接説直接説直接説明を行明を行明を行明を行わわわわさせてもらさせてもらさせてもらさせてもらっっっっております。そのております。そのております。そのております。その結果結果結果結果、平成２４年、平成２４年、平成２４年、平成２４年６６６６月月月月末末末末時時時時点点点点でででで

は、３市町村で方は、３市町村で方は、３市町村で方は、３市町村で方針針針針がががが策策策策定され、他の１８市町村においても定され、他の１８市町村においても定され、他の１８市町村においても定され、他の１８市町村においても現在現在現在現在作作作作成中、または成中、または成中、または成中、または作作作作成に当成に当成に当成に当

たたたたっっっってててて検討検討検討検討中であると、いう状況にな中であると、いう状況にな中であると、いう状況にな中であると、いう状況になっっっっています。ています。ています。ています。

○今井委員○今井委員○今井委員○今井委員 私私私私の地の地の地の地元元元元はははは王寺王寺王寺王寺町ですけれ町ですけれ町ですけれ町ですけれどどどども、も、も、も、王寺駅王寺駅王寺駅王寺駅のののの歩歩歩歩道道道道がががが非非非非常に長くて、そこを常に長くて、そこを常に長くて、そこを常に長くて、そこを歩歩歩歩かかかか

れるれるれるれる高高高高齢齢齢齢者等から、者等から、者等から、者等から、手手手手すりがすりがすりがすりが欲欲欲欲しいというしいというしいというしいという要要要要望望望望がががが結結結結構構構構寄寄寄寄せられております。せられております。せられております。せられております。王寺王寺王寺王寺町に対し町に対し町に対し町に対し

日本日本日本日本共共共共産産産産党党党党議員が奈良の議員が奈良の議員が奈良の議員が奈良の木木木木でつくでつくでつくでつくっっっったたたた手手手手すりをつけてもらすりをつけてもらすりをつけてもらすりをつけてもらええええないかということもないかということもないかということもないかということも取取取取りりりり上げ上げ上げ上げ

ているのですが、なかなかているのですが、なかなかているのですが、なかなかているのですが、なかなか王寺王寺王寺王寺町は、す町は、す町は、す町は、すぐぐぐぐ実施実施実施実施をというような状況にをというような状況にをというような状況にをというような状況に至っ至っ至っ至っていないともていないともていないともていないとも聞聞聞聞

いておりまして、いておりまして、いておりまして、いておりまして、ぜひぜひぜひぜひそうしたそうしたそうしたそうした身身身身近近近近なところから、県産なところから、県産なところから、県産なところから、県産材材材材が使が使が使が使ええええるように県としても今後るように県としても今後るように県としても今後るように県としても今後
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指導指導指導指導等ご支援いただけるよう等ご支援いただけるよう等ご支援いただけるよう等ご支援いただけるよう要要要要望望望望しておきたいと思います。しておきたいと思います。しておきたいと思います。しておきたいと思います。

それから、それから、それから、それから、間間間間伐伐伐伐のののの問題問題問題問題ですけれですけれですけれですけれどどどども、も、も、も、従従従従来来来来はははは切切切切りりりり捨捨捨捨てのてのてのての間間間間伐伐伐伐に対しても国の補に対しても国の補に対しても国の補に対しても国の補助助助助金が出金が出金が出金が出

ていたのが、平成２３年からは出ていたのが、平成２３年からは出ていたのが、平成２３年からは出ていたのが、平成２３年からは出材材材材したしたしたした間間間間伐伐伐伐にしか出なくなり、関係者からなかなかにしか出なくなり、関係者からなかなかにしか出なくなり、関係者からなかなかにしか出なくなり、関係者からなかなか実実実実態態態態

にそにそにそにそぐぐぐぐわわわわないというないというないというないという声声声声があります。今でもがあります。今でもがあります。今でもがあります。今でも間間間間伐伐伐伐がなかなかがなかなかがなかなかがなかなか進進進進んでおらんでおらんでおらんでおらずずずず、、、、必要間必要間必要間必要間伐伐伐伐のののの半半半半分分分分

からからからから６６６６割割割割ぐぐぐぐらいしからいしからいしからいしか間間間間伐伐伐伐されていないともされていないともされていないともされていないとも伺伺伺伺っっっっております。ております。ております。ております。先先先先日も日も日も日も台風台風台風台風４号の４号の４号の４号の災災災災害害害害があり、があり、があり、があり、

五條五條五條五條市大市大市大市大塔塔塔塔町町町町篠篠篠篠原原原原、それから、それから、それから、それから飛飛飛飛養養養養曽曽曽曽地地地地区区区区の林の林の林の林道道道道災災災災害害害害のののの現場現場現場現場に行に行に行に行っっっってまいりましたけれてまいりましたけれてまいりましたけれてまいりましたけれどどどども、も、も、も、

本当に本当に本当に本当に道道道道のののの横横横横は光が当たは光が当たは光が当たは光が当たっっっっていますが、もう一ていますが、もう一ていますが、もう一ていますが、もう一歩歩歩歩入るとう入るとう入るとう入るとうっっっっそうとしたそうとしたそうとしたそうとした山山山山がががが続続続続いておりまいておりまいておりまいておりま

して、して、して、して、何何何何とかしなけれとかしなけれとかしなけれとかしなければばばばいけないという思いをいけないという思いをいけないという思いをいけないという思いを持ち持ち持ち持ちました。ました。ました。ました。

このこのこのこの切切切切りりりり捨捨捨捨てててて間間間間伐伐伐伐のののの場合場合場合場合は、補は、補は、補は、補助助助助金の対金の対金の対金の対象象象象にならないということですけれにならないということですけれにならないということですけれにならないということですけれどどどども、平成２も、平成２も、平成２も、平成２

３年にこの３年にこの３年にこの３年にこの制制制制度にな度にな度にな度になっっっってからてからてからてから従従従従来来来来とととと比比比比べべべべて、て、て、て、実実実実際際際際どどどどれれれれぐぐぐぐらいらいらいらい間間間間伐伐伐伐が行が行が行が行わわわわれたのか、おれたのか、おれたのか、おれたのか、お尋尋尋尋ねねねね

したいと思います。したいと思います。したいと思います。したいと思います。

○馬場林業振興課長○馬場林業振興課長○馬場林業振興課長○馬場林業振興課長 間間間間伐伐伐伐のののの実績実績実績実績についてのおについてのおについてのおについてのお尋尋尋尋ねねねねでございます。でございます。でございます。でございます。

本県で本県で本県で本県で間間間間伐面積伐面積伐面積伐面積は平成２１年度には平成２１年度には平成２１年度には平成２１年度に６，６，６，６，１９２１９２１９２１９２ヘヘヘヘククククタータータータールルルル、平成２２年度は、平成２２年度は、平成２２年度は、平成２２年度は６，６，６，６，７２５７２５７２５７２５ヘヘヘヘ

ククククタータータータールルルル、平成２３年度は５、平成２３年度は５、平成２３年度は５、平成２３年度は５，，，，０２８０２８０２８０２８ヘヘヘヘククククタータータータールルルルで、５で、５で、５で、５，，，，０００から０００から０００から０００から６，６，６，６，００００００００００００ヘヘヘヘククククターターターター

ルルルル程程程程度で度で度で度で推推推推移移移移しています。しています。しています。しています。

昨昨昨昨年度は、今井委員お年度は、今井委員お年度は、今井委員お年度は、今井委員お述述述述べべべべのように国ののように国ののように国ののように国の制制制制度が度が度が度が切切切切りりりり捨捨捨捨てててて間間間間伐伐伐伐からからからから搬搬搬搬出出出出間間間間伐伐伐伐へへへへと変と変と変と変わっわっわっわったたたた

こともございますし、またこともございますし、またこともございますし、またこともございますし、また紀伊半島紀伊半島紀伊半島紀伊半島大大大大水水水水害害害害によりによりによりにより間間間間伐伐伐伐のののの実施実施実施実施量量量量がががが減っ減っ減っ減ったのは事たのは事たのは事たのは事実実実実でございでございでございでござい

ます。ます。ます。ます。

○今井委員○今井委員○今井委員○今井委員 ややややはりはりはりはり先先先先ほほほほどどどど松尾委員も松尾委員も松尾委員も松尾委員も言わ言わ言わ言われておりましたけれれておりましたけれれておりましたけれれておりましたけれどどどども、奈良県のも、奈良県のも、奈良県のも、奈良県の場合場合場合場合はははは路路路路網網網網

のののの問題問題問題問題とかとかとかとか急急急急峻峻峻峻な地な地な地な地形形形形ということでということでということでということで材材材材を出すのにを出すのにを出すのにを出すのに非非非非常に常に常に常にココココストストストストがかかるというようなことがかかるというようなことがかかるというようなことがかかるというようなこと

がございます。がございます。がございます。がございます。ぜひぜひぜひぜひ奈良県で奈良県で奈良県で奈良県で間間間間伐伐伐伐ががががススススムムムムーーーーズズズズにいくように、今後ともごにいくように、今後ともごにいくように、今後ともごにいくように、今後ともご検討検討検討検討していただくしていただくしていただくしていただく

ようお願いしておきます。ようお願いしておきます。ようお願いしておきます。ようお願いしておきます。

○神田委員○神田委員○神田委員○神田委員 質問質問質問質問ほほほほどどどどでもないのですけでもないのですけでもないのですけでもないのですけどどどど、、、、少少少少しうれしいことがありました。しうれしいことがありました。しうれしいことがありました。しうれしいことがありました。

本日、本日、本日、本日、旧旧旧旧耳耳耳耳成成成成高高高高校校校校跡跡跡跡にににに来来来来年年年年オオオオーーーーププププンします農産ンします農産ンします農産ンします農産物物物物直直直直売売売売所の所の所の所の起工式起工式起工式起工式が９が９が９が９時時時時から行から行から行から行わわわわれましれましれましれまし

た。出席をさせていただきました。委員長また関係部長た。出席をさせていただきました。委員長また関係部長た。出席をさせていただきました。委員長また関係部長た。出席をさせていただきました。委員長また関係部長やややや皆皆皆皆さんにもご出席をいただきまさんにもご出席をいただきまさんにもご出席をいただきまさんにもご出席をいただきま

した。平成２２年に、もうした。平成２２年に、もうした。平成２２年に、もうした。平成２２年に、もうどどどどうしてもうしてもうしてもうしても橿橿橿橿原原原原市に市に市に市に道道道道のののの駅駅駅駅がががが欲欲欲欲しいという思いからしいという思いからしいという思いからしいという思いから質問質問質問質問をさせをさせをさせをさせ

ていただき、ていただき、ていただき、ていただき、知知知知事事事事答弁答弁答弁答弁でででで考え考え考え考えていますというていますというていますというていますという答答答答ええええをいただきその後、をいただきその後、をいただきその後、をいただきその後、順順順順調に調に調に調に進進進進めていただめていただめていただめていただ

いて、きょうのいて、きょうのいて、きょうのいて、きょうの起工式起工式起工式起工式というというというという運運運運びびびびになになになになっっっったこと、またこと、またこと、またこと、まずずずず感謝感謝感謝感謝申し申し申し申し上げ上げ上げ上げます。ます。ます。ます。橿橿橿橿原原原原市市市市民民民民も、まも、まも、まも、ま

た中た中た中た中南南南南和和和和のののの皆皆皆皆さんも大変さんも大変さんも大変さんも大変期期期期待待待待をしていただいてるということもありますので、いよいよこをしていただいてるということもありますので、いよいよこをしていただいてるということもありますので、いよいよこをしていただいてるということもありますので、いよいよこ

れからです、事業れからです、事業れからです、事業れからです、事業主体主体主体主体ははははＪＡＪＡＪＡＪＡですけれですけれですけれですけれどどどども、県としも、県としも、県としも、県としっっっっかりとかりとかりとかりと連携連携連携連携をとりながら、いいをとりながら、いいをとりながら、いいをとりながら、いい直直直直売売売売
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所にな所にな所にな所になっっっっていくようにていくようにていくようにていくように見見見見守守守守っっっっていきたいと思ていきたいと思ていきたいと思ていきたいと思っっっっているところでございます。ているところでございます。ているところでございます。ているところでございます。

そんな中で、そのそんな中で、そのそんな中で、そのそんな中で、その販売販売販売販売所に出所に出所に出所に出店店店店されるされるされるされる組合組合組合組合員について、員について、員について、員について、順順順順調よく申し調よく申し調よく申し調よく申し込込込込みみみみがあるのか一があるのか一があるのか一があるのか一

度度度度聞聞聞聞きたいと思います。きたいと思います。きたいと思います。きたいと思います。

それと、それと、それと、それと、旧旧旧旧耳耳耳耳成成成成高高高高校校校校のののの校校校校舎舎舎舎のののの屋屋屋屋上上上上の利の利の利の利活活活活用についてですが、大用についてですが、大用についてですが、大用についてですが、大和和和和平野を平野を平野を平野を見見見見るとるとるとると見見見見晴晴晴晴らしらしらしらし

がいいのです。県はがいいのです。県はがいいのです。県はがいいのです。県は眺眺眺眺望望望望のよいのよいのよいのよいレレレレストラストラストラストランということにンということにンということにンということに力力力力を入れて認定をされている中で、を入れて認定をされている中で、を入れて認定をされている中で、を入れて認定をされている中で、

旧旧旧旧耳耳耳耳成成成成高高高高校校校校のののの屋屋屋屋上上上上の利用についての利用についての利用についての利用について知知知知事にお願いをいたしました。いろいろな事にお願いをいたしました。いろいろな事にお願いをいたしました。いろいろな事にお願いをいたしました。いろいろな整備整備整備整備でででで高高高高くなくなくなくな

るから今はるから今はるから今はるから今はどどどどうしようかとうしようかとうしようかとうしようかと考え考え考え考えていますけれていますけれていますけれていますけれどどどども、できるだけも、できるだけも、できるだけも、できるだけ沿沿沿沿うようにとそのときはうようにとそのときはうようにとそのときはうようにとそのときは答答答答

弁弁弁弁いただいており、本日いただいており、本日いただいており、本日いただいており、本日知知知知事のごあいさつの中で、事のごあいさつの中で、事のごあいさつの中で、事のごあいさつの中で、屋屋屋屋上上上上をそのようなをそのようなをそのようなをそのような形形形形にしていくとごあにしていくとごあにしていくとごあにしていくとごあ

いさつがあり、いさつがあり、いさつがあり、いさつがあり、びっびっびっびっくりしてくりしてくりしてくりして喜喜喜喜んでいたのですけれんでいたのですけれんでいたのですけれんでいたのですけれどどどど、平成２７年ごろに、平成２７年ごろに、平成２７年ごろに、平成２７年ごろにオオオオーーーーププププンするとンするとンするとンすると

聞聞聞聞いたのですけれいたのですけれいたのですけれいたのですけれどどどども、そのも、そのも、そのも、その辺辺辺辺のののの工工工工程程程程等についてもし等についてもし等についてもし等についてもしわわわわかかかかっっっっていれていれていれていればばばばわわわわかるかるかるかる範囲範囲範囲範囲でででで教教教教ええええてててて

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

それと「それと「それと「それと「紀伊半島紀伊半島紀伊半島紀伊半島大大大大水水水水害害害害復旧復旧復旧復旧・・・・復復復復興の興の興の興の現現現現状と状と状と状と取組取組取組取組」の中の」の中の」の中の」の中のふふふふるさとるさとるさとるさと復復復復興興興興協協協協力力力力隊隊隊隊をををを配配配配置置置置すすすす

る市町村は、る市町村は、る市町村は、る市町村は、どどどどこかという条件なこかという条件なこかという条件なこかという条件などどどどについてについてについてについて教教教教ええええていただきたいと思います。ていただきたいと思います。ていただきたいと思います。ていただきたいと思います。

○角山マーケティング課長○角山マーケティング課長○角山マーケティング課長○角山マーケティング課長 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課から課から課から課からファファファファーーーーママママーーーーズズズズママママーーーーケットケットケットケットまほろまほろまほろまほろばばばばキキキキッッッッ

チチチチンのンのンのンの直直直直売売売売所にかか所にかか所にかか所にかかわわわわりますりますりますります販売販売販売販売者の者の者の者の登録登録登録登録状況についてお状況についてお状況についてお状況についてお答答答答ええええさせていただきます。させていただきます。させていただきます。させていただきます。

目目目目標標標標は１は１は１は１，，，，０００人ということで０００人ということで０００人ということで０００人ということでＪＡＪＡＪＡＪＡを中を中を中を中心心心心にににに来来来来ていただきます。ていただきます。ていただきます。ていただきます。古古古古くて申しくて申しくて申しくて申しわわわわけござけござけござけござ

いませんが、平成２４年５月２３日いませんが、平成２４年５月２３日いませんが、平成２４年５月２３日いませんが、平成２４年５月２３日現在現在現在現在で９３で９３で９３で９３６６６６人とな人とな人とな人となっっっっており、ており、ており、ており、順順順順調に調に調に調に登録登録登録登録者を者を者を者をふふふふややややしししし

ていただいているとていただいているとていただいているとていただいていると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。

もう一もう一もう一もう一点点点点、、、、校校校校舎舎舎舎のののの活活活活用につきまして、きょうご一用につきまして、きょうご一用につきまして、きょうご一用につきまして、きょうご一緒緒緒緒にににに屋屋屋屋上上上上からからからから眺眺眺眺望望望望のののの位位位位置置置置をををを見見見見させていさせていさせていさせてい

ただいたのですけれただいたのですけれただいたのですけれただいたのですけれどどどども、県も、県も、県も、県庁庁庁庁管財課が中管財課が中管財課が中管財課が中心心心心となとなとなとなっっっってててて進進進進めていただいておりまして、今こめていただいておりまして、今こめていただいておりまして、今こめていただいておりまして、今こ

こでこでこでこで工工工工程程程程の状況についておの状況についておの状況についておの状況についてお答答答答ええええできません。後ほできません。後ほできません。後ほできません。後ほどどどど、また調、また調、また調、また調べべべべさせていただきます。させていただきます。させていただきます。させていただきます。

○浪越産業・雇用振興部長○浪越産業・雇用振興部長○浪越産業・雇用振興部長○浪越産業・雇用振興部長 先先先先ほほほほどどどどのごのごのごのご説説説説明を、明を、明を、明を、ちちちちょょょょっっっっとととと飛飛飛飛ばばばばさせていただきました。資させていただきました。資させていただきました。資させていただきました。資

料料料料「「「「紀伊半島紀伊半島紀伊半島紀伊半島大大大大水水水水害害害害復旧復旧復旧復旧・・・・復復復復興の興の興の興の現現現現状と状と状と状と取組取組取組取組」の２８」の２８」の２８」の２８ペペペペーーーージジジジ、、、、ふふふふるさとるさとるさとるさと復復復復興興興興協協協協力力力力隊隊隊隊についについについについ

ては、記ては、記ては、記ては、記載載載載しておりますとおり、平成２４年しておりますとおり、平成２４年しておりますとおり、平成２４年しておりますとおり、平成２４年６６６６月から３名を月から３名を月から３名を月から３名を配配配配置置置置しており、しており、しており、しており、十十十十津津津津川川川川村２名村２名村２名村２名

とととと高取高取高取高取町１名ということで、今後５名の町１名ということで、今後５名の町１名ということで、今後５名の町１名ということで、今後５名の配配配配置置置置について調について調について調について調整整整整中とな中とな中とな中となっっっってございます。一てございます。一てございます。一てございます。一応応応応、、、、

今年度の今年度の今年度の今年度の配配配配置置置置予定は２０名で、所管は、予定は２０名で、所管は、予定は２０名で、所管は、予定は２０名で、所管は、南南南南部振興課になると思いますので、部振興課になると思いますので、部振興課になると思いますので、部振興課になると思いますので、具体的具体的具体的具体的な調な調な調な調整整整整

状況については今のところ状況については今のところ状況については今のところ状況については今のところ承知承知承知承知しておりません。また報告します。しておりません。また報告します。しておりません。また報告します。しておりません。また報告します。

○神田委員○神田委員○神田委員○神田委員 ふふふふるさとるさとるさとるさと復復復復興興興興協協協協力力力力隊隊隊隊についてはこの委員会ではないということですについてはこの委員会ではないということですについてはこの委員会ではないということですについてはこの委員会ではないということですねねねね。。。。

○浪越産業・雇用振興部長○浪越産業・雇用振興部長○浪越産業・雇用振興部長○浪越産業・雇用振興部長 所管としてはそうです。所管としてはそうです。所管としてはそうです。所管としてはそうです。

○神田委員○神田委員○神田委員○神田委員 所管としては所管としては所管としては所管としてはねねねね。そうしたら、また。そうしたら、また。そうしたら、また。そうしたら、また個個個個人人人人的的的的にににに聞聞聞聞かせていただきます。かせていただきます。かせていただきます。かせていただきます。
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管財課ということですが、きょう一管財課ということですが、きょう一管財課ということですが、きょう一管財課ということですが、きょう一緒緒緒緒にににに屋屋屋屋上へ上上へ上上へ上上へ上らせていただいて、らせていただいて、らせていただいて、らせていただいて、旧旧旧旧耳耳耳耳成成成成高高高高校屋校屋校屋校屋上上上上かかかか

らのらのらのらの景景景景色色色色は本当にすは本当にすは本当にすは本当にすばばばばらしいです。こんないいところにらしいです。こんないいところにらしいです。こんないいところにらしいです。こんないいところに住住住住んでいたのだと思いながら、んでいたのだと思いながら、んでいたのだと思いながら、んでいたのだと思いながら、早早早早

くできれくできれくできれくできればばばばと思いますが、いつもはと思いますが、いつもはと思いますが、いつもはと思いますが、いつもは飛飛飛飛鳥鳥鳥鳥からからからから見見見見ると大ると大ると大ると大体体体体畝畝畝畝傍傍傍傍山山山山のののの右右右右後ろに、後ろに、後ろに、後ろに、二二二二上山上山上山上山が出てが出てが出てが出て

くるのですけれくるのですけれくるのですけれくるのですけれどどどど、きょう、きょう、きょう、きょう見見見見ているとているとているとていると耳耳耳耳成成成成山山山山の後ろにの後ろにの後ろにの後ろに畝畝畝畝傍傍傍傍山山山山があり、こういうがあり、こういうがあり、こういうがあり、こういう構構構構図図図図はははは初初初初めめめめ

てで、あのてで、あのてで、あのてで、あの場場場場所しか所しか所しか所しか見見見見れないと思れないと思れないと思れないと思っっっって新たなて新たなて新たなて新たな発見発見発見発見でした。このようにでした。このようにでした。このようにでした。このように屋屋屋屋上上上上を利用していたを利用していたを利用していたを利用していた

だくのは、地だくのは、地だくのは、地だくのは、地元元元元にとにとにとにとっっっっては大変ありがたい。地ては大変ありがたい。地ては大変ありがたい。地ては大変ありがたい。地元元元元の人からはの人からはの人からはの人からは屋屋屋屋上上上上にににに何何何何かタかタかタかタワワワワーをーをーをーを建建建建ててほててほててほててほ

しいというしいというしいというしいという要要要要望望望望もありました。でもそのときは、それはもありました。でもそのときは、それはもありました。でもそのときは、それはもありました。でもそのときは、それは無無無無理理理理ですというですというですというですという話話話話をしていたのでをしていたのでをしていたのでをしていたので

すがこのようにすがこのようにすがこのようにすがこのように屋屋屋屋上上上上の利用については地の利用については地の利用については地の利用については地元元元元の人たの人たの人たの人たちちちちにも報告しておきたいと思いますので、にも報告しておきたいと思いますので、にも報告しておきたいと思いますので、にも報告しておきたいと思いますので、

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

観観観観光の方は、また所管もありますので光の方は、また所管もありますので光の方は、また所管もありますので光の方は、また所管もありますので来来来来年の年の年の年のオオオオーーーーププププンにンにンにンに向向向向けて、けて、けて、けて、ぜひぜひぜひぜひいいいいいいいいママママーーーーケットケットケットケットにににに

なりますように、よろしくお願いしたいと思います。なりますように、よろしくお願いしたいと思います。なりますように、よろしくお願いしたいと思います。なりますように、よろしくお願いしたいと思います。

○阪口委員○阪口委員○阪口委員○阪口委員 ３項３項３項３項目目目目ににににわわわわたりたりたりたり質問質問質問質問をします。をします。をします。をします。

１項１項１項１項目目目目めは、めは、めは、めは、再再再再生生生生可可可可能能能能エエエエネネネネルギルギルギルギーの利ーの利ーの利ーの利活活活活用についてであります。本年、県用についてであります。本年、県用についてであります。本年、県用についてであります。本年、県庁庁庁庁舎舎舎舎のののの照照照照明の明の明の明の

ＬＬＬＬＥＥＥＥＤＤＤＤ化化化化、それから、、それから、、それから、、それから、家家家家庭庭庭庭用用用用太陽太陽太陽太陽光光光光発発発発電電電電設設設設備備備備設置設置設置設置補補補補助助助助としてとしてとしてとして約約約約１１１１億円億円億円億円の予算の予算の予算の予算措措措措置置置置ななななどどどど、利、利、利、利

活活活活用については、前用については、前用については、前用については、前進進進進しているとしているとしているとしていると評評評評価価価価している部分もございます。しかし、関西している部分もございます。しかし、関西している部分もございます。しかし、関西している部分もございます。しかし、関西電電電電力力力力のののの節節節節

電電電電要要要要請、さらに計請、さらに計請、さらに計請、さらに計画画画画停電停電停電停電等の等の等の等の要要要要請をかんが請をかんが請をかんが請をかんがみみみみますと、このような対ますと、このような対ますと、このような対ますと、このような対策策策策だけではだけではだけではだけでは全全全全くくくく不不不不十十十十分分分分

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え考え考え考えております。ております。ております。ております。

本県の本県の本県の本県の再再再再生生生生可可可可能能能能エエエエネネネネルギルギルギルギーなーなーなーなどどどどの利用の基本の利用の基本の利用の基本の利用の基本的的的的なななな考え考え考え考え方としまして平成２４年４月に方としまして平成２４年４月に方としまして平成２４年４月に方としまして平成２４年４月に再再再再

生生生生可可可可能能能能エエエエネネネネルギルギルギルギー等の利ー等の利ー等の利ー等の利活活活活用の基本用の基本用の基本用の基本的的的的なななな考え考え考え考え方という資方という資方という資方という資料料料料を出されておられますなかに、を出されておられますなかに、を出されておられますなかに、を出されておられますなかに、

太陽太陽太陽太陽光光光光発発発発電電電電が４が４が４が４万万万万９９９９，，，，９８５９８５９８５９８５キロキロキロキロワットワットワットワット、中小、中小、中小、中小水力発水力発水力発水力発電電電電が３７５が３７５が３７５が３７５キロキロキロキロワットワットワットワット、、、、バイバイバイバイオオオオマスマスマスマス

が７が７が７が７，，，，００００６６６６００００キロキロキロキロワットワットワットワットのののの導導導導入入入入実績実績実績実績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、ややややはりはりはりはり再再再再生生生生エエエエネネネネルギルギルギルギーのーのーのーの導導導導入入入入実績実績実績実績

がががが非非非非常に常に常に常に少少少少ないです。なので県も公ないです。なので県も公ないです。なので県も公ないです。なので県も公共共共共施施施施設設設設へへへへのののの導導導導入とか、中小入とか、中小入とか、中小入とか、中小水力発水力発水力発水力発電電電電、、、、バイバイバイバイオオオオマスマスマスマス、、、、風風風風

力発力発力発力発電電電電について今後について今後について今後について今後検討検討検討検討していくのはまことにそのとおりです。そこで、１していくのはまことにそのとおりです。そこで、１していくのはまことにそのとおりです。そこで、１していくのはまことにそのとおりです。そこで、１点点点点目目目目のののの質問質問質問質問は、は、は、は、

再再再再生生生生可可可可能能能能エエエエネネネネルギルギルギルギーの利ーの利ーの利ーの利活活活活用についての当局の用についての当局の用についての当局の用についての当局の姿姿姿姿勢勢勢勢です。計です。計です。計です。計画画画画はははは読読読読めめめめばばばばわわわわかりますので、かりますので、かりますので、かりますので、

そのあたりのそのあたりのそのあたりのそのあたりの姿姿姿姿勢勢勢勢についてについてについてについて聞聞聞聞きたいと思きたいと思きたいと思きたいと思っっっっております。ております。ております。ております。

２２２２点点点点目目目目は、平成２４年は、平成２４年は、平成２４年は、平成２４年６６６６月２９日の新月２９日の新月２９日の新月２９日の新聞聞聞聞をををを読読読読みみみみますと、ますと、ますと、ますと、東東東東京都京都京都京都はははは東東東東京京京京湾湾湾湾にににに天天天天然然然然ガガガガスススス火火火火力力力力

発発発発電電電電所を１０基新所を１０基新所を１０基新所を１０基新設設設設し、その資金はし、その資金はし、その資金はし、その資金は投投投投資資資資ファファファファンンンンドドドドをををを設設設設立するという記事がございます。ま立するという記事がございます。ま立するという記事がございます。ま立するという記事がございます。ま

た、た、た、た、京都京都京都京都市では市が市では市が市では市が市では市が独独独独自で自で自で自でメメメメガソガソガソガソーーーーララララーをーをーをーを建建建建設設設設して、して、して、して、来来来来年中に年中に年中に年中に建物建物建物建物のののの屋屋屋屋上上上上にににに太陽太陽太陽太陽光光光光パパパパネネネネルルルル

をををを起起起起動させて年動させて年動させて年動させて年間間間間９０９０９０９０万万万万キロキロキロキロワットワットワットワットをををを発発発発電電電電する計する計する計する計画画画画があるとがあるとがあるとがあると載っ載っ載っ載っております。ております。ております。ております。

そこで２そこで２そこで２そこで２点点点点目目目目のののの質問質問質問質問は、は、は、は、東東東東京都京都京都京都のののの民民民民間間間間資金の資金の資金の資金の導導導導入入入入やややや京都京都京都京都市の人口は奈良県とあまり変市の人口は奈良県とあまり変市の人口は奈良県とあまり変市の人口は奈良県とあまり変わわわわ
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りないのでりないのでりないのでりないので京都京都京都京都市のように市のように市のように市のように独独独独自に自に自に自にメメメメガソガソガソガソーーーーララララーをーをーをーを建建建建設設設設していくようなしていくようなしていくようなしていくような取取取取りりりり組み組み組み組みを奈良県でを奈良県でを奈良県でを奈良県で

はははは考え考え考え考えておられないのかおておられないのかおておられないのかおておられないのかお聞聞聞聞きします。きします。きします。きします。

３３３３点点点点目目目目は、それに関は、それに関は、それに関は、それに関連連連連しまして、関西しまして、関西しまして、関西しまして、関西電電電電力力力力からの計からの計からの計からの計画画画画停電停電停電停電のののの要要要要請がございますが、県請がございますが、県請がございますが、県請がございますが、県民民民民

へへへへのののの周周周周知知知知徹底徹底徹底徹底ははははどどどどのようになのようになのようになのようになっっっっているのかというているのかというているのかというているのかという質問質問質問質問であります。であります。であります。であります。

次に、次に、次に、次に、続続続続きましてきましてきましてきまして時間時間時間時間の関係で２項の関係で２項の関係で２項の関係で２項目目目目めのめのめのめの質問質問質問質問をいたします。２項をいたします。２項をいたします。２項をいたします。２項目目目目めは、関西めは、関西めは、関西めは、関西文文文文化化化化学学学学

術術術術研研研研究都究都究都究都市、市、市、市、高山高山高山高山第１第１第１第１工区工区工区工区においての企業においての企業においての企業においての企業誘誘誘誘致致致致についてであります。このについてであります。このについてであります。このについてであります。この高山高山高山高山第１第１第１第１工区工区工区工区にににに

おきましては、おきましては、おきましては、おきましては、上上上上六印刷六印刷六印刷六印刷株式株式株式株式会社、会社、会社、会社、幸幸幸幸信プ信プ信プ信プラスラスラスラスチチチチックックックック株式株式株式株式会社の会社の会社の会社の誘誘誘誘致致致致がこのがこのがこのがこの不景気不景気不景気不景気のおりのおりのおりのおり

実現実現実現実現できましたことは、担当者がごできましたことは、担当者がごできましたことは、担当者がごできましたことは、担当者がご尽尽尽尽力力力力いただいてのことであると認いただいてのことであると認いただいてのことであると認いただいてのことであると認識識識識いたしております。いたしております。いたしております。いたしております。

このこのこのこの場場場場をおかりしておをおかりしておをおかりしておをおかりしてお礼礼礼礼を申しを申しを申しを申し上げ上げ上げ上げます。ます。ます。ます。

しかし、県のしかし、県のしかし、県のしかし、県のホホホホーーーームムムムペペペペーーーージジジジでは、当地では、当地では、当地では、当地区区区区の県の県の県の県土土土土地開地開地開地開発発発発公社所公社所公社所公社所有有有有地は地は地は地は完売完売完売完売になになになになっっっったとたとたとたと載っ載っ載っ載っ

ていますが、ていますが、ていますが、ていますが、私私私私の認の認の認の認識識識識とは異なりますので、とは異なりますので、とは異なりますので、とは異なりますので、少少少少しししし整理整理整理整理をしておきたいと思います。をしておきたいと思います。をしておきたいと思います。をしておきたいと思います。確確確確かにかにかにかに

すすすすべべべべてててて完売完売完売完売になりましたが、平成５年にになりましたが、平成５年にになりましたが、平成５年にになりましたが、平成５年に株式株式株式株式会社会社会社会社カカカカネネネネカカカカ、、、、ＴＴＴＴＨＨＨＨＫＫＫＫ株式株式株式株式会社と会社と会社と会社と土土土土地地地地売買売買売買売買のののの契契契契

約約約約は成立し、所は成立し、所は成立し、所は成立し、所有有有有権が権が権が権が移移移移転転転転いたしております。しかし、その分についてはいたしております。しかし、その分についてはいたしております。しかし、その分についてはいたしております。しかし、その分については実実実実際際際際のところ、のところ、のところ、のところ、

施施施施設設設設のののの建建建建設設設設は行は行は行は行わわわわれていない。本れていない。本れていない。本れていない。本来来来来、県、県、県、県土土土土地開地開地開地開発発発発公社はこの地公社はこの地公社はこの地公社はこの地区区区区に企業に企業に企業に企業誘誘誘誘致致致致をしてをしてをしてをして建建建建設設設設すすすす

ることをることをることをることを目的目的目的目的としてとしてとしてとして造造造造成、成、成、成、販売販売販売販売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ですから、この所けですから、この所けですから、この所けですから、この所期期期期のののの目的目的目的目的がががが達達達達成されてい成されてい成されてい成されてい

ないのではないか。この用地は平成１５年２月にないのではないか。この用地は平成１５年２月にないのではないか。この用地は平成１５年２月にないのではないか。この用地は平成１５年２月に買買買買いいいい戻戻戻戻しししし期間期間期間期間がががが終終終終わっわっわっわ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転転転転売売売売

も可も可も可も可能能能能です。県には、です。県には、です。県には、です。県には、該該該該当する企業と当する企業と当する企業と当する企業と連携連携連携連携をとをとをとをとっっっってもらてもらてもらてもらっっっって、所て、所て、所て、所期期期期のののの目的目的目的目的である企業立地である企業立地である企業立地である企業立地

をををを進進進進めるようめるようめるようめるよう引引引引きききき続続続続きききき努力努力努力努力をしていただきたい。そこでのをしていただきたい。そこでのをしていただきたい。そこでのをしていただきたい。そこでの質問質問質問質問は、このは、このは、このは、この点点点点における、県のにおける、県のにおける、県のにおける、県の

かかかかかかかかわわわわり方についており方についており方についており方についてお聞聞聞聞きをしたいということであります。きをしたいということであります。きをしたいということであります。きをしたいということであります。

続続続続きまして３項きまして３項きまして３項きまして３項目目目目めは、奈良県営競輪についてです。めは、奈良県営競輪についてです。めは、奈良県営競輪についてです。めは、奈良県営競輪についてです。聞聞聞聞くところによりますと、本年もくところによりますと、本年もくところによりますと、本年もくところによりますと、本年も

奈良県営競輪経営奈良県営競輪経営奈良県営競輪経営奈良県営競輪経営検討検討検討検討委員会が開委員会が開委員会が開委員会が開催催催催されるとおされるとおされるとおされる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。確確確確か、か、か、か、昨昨昨昨年、年、年、年、ＪＫＡ交ＪＫＡ交ＪＫＡ交ＪＫＡ交

付金が１付金が１付金が１付金が１．．．．９９９９％％％％に、またに、またに、またに、また車車車車券券券券払払払払戻戻戻戻金が７０金が７０金が７０金が７０％％％％、さらに当局の、さらに当局の、さらに当局の、さらに当局の努力努力努力努力で経費で経費で経費で経費削減削減削減削減が行が行が行が行わわわわれて、れて、れて、れて、

単単単単年度では年度では年度では年度では黒字黒字黒字黒字になになになになっっっっていることはていることはていることはていることは承知承知承知承知しております。しかし、このしております。しかし、このしております。しかし、このしております。しかし、この不景気不景気不景気不景気のもと、のもと、のもと、のもと、ファファファファ

ンのンのンのンの高高高高齢齢齢齢化化化化等も等も等も等も考え考え考え考えますと、もますと、もますと、もますと、もっっっっとととと抜抜抜抜本本本本的的的的な対な対な対な対策策策策がなけれがなけれがなけれがなければばばば、また、また、また、また赤字赤字赤字赤字になになになになっっっってしまうのてしまうのてしまうのてしまうの

ではないか。今回の奈良県営競輪経営ではないか。今回の奈良県営競輪経営ではないか。今回の奈良県営競輪経営ではないか。今回の奈良県営競輪経営検討検討検討検討委員会には委員会には委員会には委員会には抜抜抜抜本本本本的的的的な経営改な経営改な経営改な経営改善策善策善策善策をををを期期期期待待待待いたしまいたしまいたしまいたしま

す。す。す。す。

そこでそこでそこでそこで質問質問質問質問、１、１、１、１点点点点目目目目は、前回の奈良県営競輪経営は、前回の奈良県営競輪経営は、前回の奈良県営競輪経営は、前回の奈良県営競輪経営検討検討検討検討委員会の委員会の委員会の委員会のメメメメンンンンババババーとは異なるのかーとは異なるのかーとは異なるのかーとは異なるのか

というというというという質問質問質問質問であります。さらに、であります。さらに、であります。さらに、であります。さらに、設置設置設置設置のののの主要主要主要主要なななな目的目的目的目的はははは何何何何なのかです。なのかです。なのかです。なのかです。

２２２２点点点点目目目目は、専は、専は、専は、専門家門家門家門家のののの意意意意見見見見をををを聞聞聞聞いて奈良県営競輪経営いて奈良県営競輪経営いて奈良県営競輪経営いて奈良県営競輪経営検討検討検討検討委員会では審議されると思いま委員会では審議されると思いま委員会では審議されると思いま委員会では審議されると思いま

すが、市すが、市すが、市すが、市民民民民のののの意意意意見見見見をををを聞聞聞聞くようなくようなくようなくような機機機機会はあるのか。例会はあるのか。例会はあるのか。例会はあるのか。例ええええばばばば平成２３年は平成２３年は平成２３年は平成２３年はパパパパブブブブリリリリックックックックココココメメメメンンンントトトト
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を１８件を１８件を１８件を１８件実施実施実施実施されておられます。平成２４年は、されておられます。平成２４年は、されておられます。平成２４年は、されておられます。平成２４年は、生生生生物物物物多様多様多様多様性性性性ならならならなら戦略戦略戦略戦略についてのについてのについてのについてのパパパパブブブブリリリリッッッッ

ククククココココメメメメンンンントトトトも予定されていますが、奈良県営競輪については、も予定されていますが、奈良県営競輪については、も予定されていますが、奈良県営競輪については、も予定されていますが、奈良県営競輪については、パパパパブブブブリリリリックックックックココココメメメメンンンント実施ト実施ト実施ト実施にににに

ついてついてついてついて考え考え考え考えておられるのかておられるのかておられるのかておられるのかどどどどうかといううかといううかといううかという質問質問質問質問であります。であります。であります。であります。

○村上産業・雇用振興部次長○村上産業・雇用振興部次長○村上産業・雇用振興部次長○村上産業・雇用振興部次長 ままままずずずず、、、、エエエエネネネネルギルギルギルギーについてですが、県ーについてですが、県ーについてですが、県ーについてですが、県庁庁庁庁舎舎舎舎のののの照照照照明明明明設設設設備備備備ののののＬＬＬＬ

ＥＥＥＥＤＤＤＤ化化化化につきましては、管財課で議会につきましては、管財課で議会につきましては、管財課で議会につきましては、管財課で議会棟棟棟棟をはをはをはをはじじじじめ、め、め、め、主主主主にににに知知知知事部局が入る西事部局が入る西事部局が入る西事部局が入る西棟棟棟棟、、、、教教教教育育育育委員会委員会委員会委員会

事務局が入る事務局が入る事務局が入る事務局が入る東東東東棟棟棟棟につきまして、につきまして、につきまして、につきまして、６６６６月から８月にかけて月から８月にかけて月から８月にかけて月から８月にかけて閉閉閉閉庁庁庁庁日に日に日に日に合わ合わ合わ合わせてせてせてせて工工工工事が事が事が事が進進進進められめられめられめられ

ております。ております。ております。ております。ハハハハーーーードドドド面面面面でのでのでのでのＬＬＬＬＥＥＥＥＤＤＤＤ化化化化に加に加に加に加ええええまして、まして、まして、まして、ソソソソフトフトフトフト面面面面として、本日、７月２日からとして、本日、７月２日からとして、本日、７月２日からとして、本日、７月２日から

ササササママママータータータータイイイイムムムムのののの導導導導入に入に入に入に合わ合わ合わ合わせてせてせてせて毎毎毎毎日定日定日定日定時時時時退退退退庁庁庁庁をををを目指目指目指目指して一して一して一して一層層層層のののの節節節節電電電電にににに取取取取りりりり組む組む組む組むことにしてことにしてことにしてことにして

おります。おります。おります。おります。

また、また、また、また、従従従従前から本県では前から本県では前から本県では前から本県では個個個個人人人人住宅住宅住宅住宅でのでのでのでの太陽太陽太陽太陽光光光光発発発発電電電電のののの設置率設置率設置率設置率はははは近畿近畿近畿近畿でもでもでもでも高高高高いものと認いものと認いものと認いものと認識識識識しししし

ておりましたが、ておりましたが、ておりましたが、ておりましたが、太陽太陽太陽太陽光光光光発発発発電電電電設設設設備へ備へ備へ備への補の補の補の補助助助助制制制制度につきましては、度につきましては、度につきましては、度につきましては、環境環境環境環境政政政政策策策策課で課で課で課で総額総額総額総額１１１１億円億円億円億円

で１件当たりで１件当たりで１件当たりで１件当たり上上上上限１０限１０限１０限１０万円万円万円万円として、平成２４年として、平成２４年として、平成２４年として、平成２４年６６６６月１日に月１日に月１日に月１日に募集募集募集募集を開を開を開を開始始始始したところでございしたところでございしたところでございしたところでござい

ます。ます。ます。ます。６６６６月１３日には、月１３日には、月１３日には、月１３日には、既既既既に１に１に１に１，，，，０００件に０００件に０００件に０００件に到達到達到達到達したとしたとしたとしたと伺伺伺伺っっっっております。ております。ております。ております。

また、平成２４年４月に公また、平成２４年４月に公また、平成２４年４月に公また、平成２４年４月に公表表表表いたしましたいたしましたいたしましたいたしました再再再再生生生生可可可可能能能能エエエエネネネネルギルギルギルギー等の利ー等の利ー等の利ー等の利活活活活用の基本用の基本用の基本用の基本的的的的なななな考考考考

ええええ方でお示ししたとおり、方でお示ししたとおり、方でお示ししたとおり、方でお示ししたとおり、太陽太陽太陽太陽光光光光発発発発電電電電、中小、中小、中小、中小水力発水力発水力発水力発電電電電、、、、バイバイバイバイオオオオマス発マス発マス発マス発電電電電等の等の等の等の活活活活用とい用とい用とい用といっっっったたたた

再再再再生生生生可可可可能能能能エエエエネネネネルギルギルギルギーにつきましては、本県でも可ーにつきましては、本県でも可ーにつきましては、本県でも可ーにつきましては、本県でも可能性能性能性能性があるものとして、それらのがあるものとして、それらのがあるものとして、それらのがあるものとして、それらの導導導導入に入に入に入に

ついてついてついてついて検討検討検討検討していくことにしております。していくことにしております。していくことにしております。していくことにしております。

太陽太陽太陽太陽光光光光発発発発電電電電等につきましては、等につきましては、等につきましては、等につきましては、京都京都京都京都市のように大規市のように大規市のように大規市のように大規模模模模なものはなものはなものはなものは現在現在現在現在ございませんが、ございませんが、ございませんが、ございませんが、既既既既

に公に公に公に公共共共共施施施施設設設設によによによによっっっってててて導導導導入されているところもあ入されているところもあ入されているところもあ入されているところもあっっっったり、奈良県立たり、奈良県立たり、奈良県立たり、奈良県立医科医科医科医科大大大大学学学学ではではではでは太陽熱太陽熱太陽熱太陽熱を利を利を利を利

用した用した用した用した給給給給湯湯湯湯施施施施設設設設等で等で等で等で取取取取りりりり組組組組んでおりますけれんでおりますけれんでおりますけれんでおりますけれどどどども、今後も、今後も、今後も、今後太陽太陽太陽太陽光光光光発発発発電電電電だけではなく、新たなだけではなく、新たなだけではなく、新たなだけではなく、新たな

エエエエネネネネルギルギルギルギーーーービビビビジジジジョョョョンをンをンをンを策策策策定していく中で、公定していく中で、公定していく中で、公定していく中で、公共共共共施施施施設設設設も含めて調査も含めて調査も含めて調査も含めて調査研研研研究究究究をををを進進進進めてまいりたいめてまいりたいめてまいりたいめてまいりたい

とととと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。

東東東東京都京都京都京都のののの電電電電力力力力投投投投資資資資ファファファファンンンンドドドドにつきましては、いろいろにつきましては、いろいろにつきましては、いろいろにつきましては、いろいろ問題問題問題問題もあると思いますので、今後もあると思いますので、今後もあると思いますので、今後もあると思いますので、今後

の動の動の動の動向向向向に関に関に関に関心心心心をををを持っ持っ持っ持ってててて注視注視注視注視していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと考え考え考え考えているところでございます。ているところでございます。ているところでございます。ているところでございます。

３３３３点点点点目目目目の計の計の計の計画画画画停電停電停電停電についてのについてのについてのについての周周周周知知知知でございますけれでございますけれでございますけれでございますけれどどどども、これにつきましては関西も、これにつきましては関西も、これにつきましては関西も、これにつきましては関西電電電電力力力力

よりそのよりそのよりそのよりその期間期間期間期間、、、、時間時間時間時間帯帯帯帯、、、、ググググルルルルーーーーププププ等につきまして、等につきまして、等につきまして、等につきまして、個個個個別の別の別の別の契約契約契約契約者ごとに者ごとに者ごとに者ごとにダダダダイイイイレレレレクトメクトメクトメクトメーーーールルルル

やややや各各各各家家家家にににに配配配配付されております付されております付されております付されております検検検検針針針針票票票票の記の記の記の記載載載載によりによりによりにより周周周周知知知知されていくものと認されていくものと認されていくものと認されていくものと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。

加加加加ええええて、本日７月２日から計て、本日７月２日から計て、本日７月２日から計て、本日７月２日から計画画画画停電停電停電停電おおおお問問問問いいいい合わ合わ合わ合わせ専用せ専用せ専用せ専用フフフフリリリリーーーーダダダダイイイイヤルヤルヤルヤルもももも設置設置設置設置されたとされたとされたとされたと伺伺伺伺っっっっ

ております。さらにております。さらにております。さらにております。さらにメメメメデデデディアへィアへィアへィアへののののプレプレプレプレス発ス発ス発ス発表表表表、、、、ホホホホーーーームムムムペペペペーーーージへジへジへジへのののの掲掲掲掲載載載載、また７月２日の、また７月２日の、また７月２日の、また７月２日の全全全全

国国国国紙紙紙紙やややや奈良新奈良新奈良新奈良新聞聞聞聞によるによるによるによる節節節節電電電電のごのごのごのご協協協協力力力力と計と計と計と計画画画画停電停電停電停電のおのおのおのお知知知知らせといらせといらせといらせといっっっったところでもたところでもたところでもたところでも周周周周知知知知にににに取取取取りりりり
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組組組組まれております。県といたしましてもまれております。県といたしましてもまれております。県といたしましてもまれております。県といたしましても節節節節電電電電協協協協議会議会議会議会やややや計計計計画画画画停電停電停電停電対対対対策策策策本部会議、さらには、本部会議、さらには、本部会議、さらには、本部会議、さらには、

市町村市町村市町村市町村説説説説明会な明会な明会な明会などどどどをををを通じ通じ通じ通じてててて情情情情報の報の報の報の共共共共有や有や有や有や計計計計画画画画停電停電停電停電のののの周周周周知知知知にににに取取取取りりりり組組組組んでいるところでございんでいるところでございんでいるところでございんでいるところでござい

ます。それらをます。それらをます。それらをます。それらを踏踏踏踏ままままええええまして、平成２４年７月２日、県まして、平成２４年７月２日、県まして、平成２４年７月２日、県まして、平成２４年７月２日、県庁庁庁庁内内内内に計に計に計に計画画画画停電停電停電停電へへへへのののの情情情情報報報報連連連連絡絡絡絡室、室、室、室、

相談窓相談窓相談窓相談窓口を口を口を口を設置設置設置設置し、平日し、平日し、平日し、平日午午午午前９前９前９前９時時時時からからからから午午午午後８後８後８後８時時時時まで、まで、まで、まで、土土土土日日日日祝祝祝祝日につきましては日につきましては日につきましては日につきましては午午午午前９前９前９前９時時時時かかかか

らららら午午午午後５後５後５後５時時時時３０分まで３０分まで３０分まで３０分まで電話電話電話電話によるによるによるによる相談相談相談相談に対に対に対に対応応応応していくことにしております。これらのしていくことにしております。これらのしていくことにしております。これらのしていくことにしております。これらの相談相談相談相談

窓窓窓窓口は、県、関西口は、県、関西口は、県、関西口は、県、関西電電電電力力力力はもとより、県はもとより、県はもとより、県はもとより、県内内内内市町村にも担当者を決めていただき、市町村にも担当者を決めていただき、市町村にも担当者を決めていただき、市町村にも担当者を決めていただき、連連連連絡絡絡絡して対して対して対して対

応応応応していくことといたしております。していくことといたしております。していくことといたしております。していくことといたしております。

県といたしましては、県といたしましては、県といたしましては、県といたしましては、在在在在宅宅宅宅医療医療医療医療の方に加の方に加の方に加の方に加ええええ、、、、ひひひひとりとりとりとり暮暮暮暮らしのらしのらしのらしの高高高高齢齢齢齢者な者な者な者などどどどにも関西にも関西にも関西にも関西電電電電力力力力はははは

もとより、市町村をはもとより、市町村をはもとより、市町村をはもとより、市町村をはじじじじめ、め、め、め、福福福福祉祉祉祉団団団団体体体体の方の方の方の方 々々々々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がら、さらなるりながら、さらなるりながら、さらなるりながら、さらなる周周周周知知知知徹底徹底徹底徹底にににに

取取取取りりりり組組組組んでまいりたいとんでまいりたいとんでまいりたいとんでまいりたいと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。

○森田企業立地推進課長○森田企業立地推進課長○森田企業立地推進課長○森田企業立地推進課長 高山高山高山高山第１第１第１第１工区工区工区工区についての、企業についての、企業についての、企業についての、企業誘誘誘誘致致致致に関してのごに関してのごに関してのごに関してのご質問質問質問質問におにおにおにお答答答答ええええ

いたします。いたします。いたします。いたします。

これまでのこれまでのこれまでのこれまでの実績実績実績実績に関してに関してに関してに関して過過過過分のご分のご分のご分のご評評評評価価価価をいただきまして、をいただきまして、をいただきまして、をいただきまして、恐恐恐恐れ入ります。れ入ります。れ入ります。れ入ります。

それから、県それから、県それから、県それから、県ホホホホーーーームムムムペペペペーーーージジジジでででで完売完売完売完売とととと表表表表記されているとのことですが、記されているとのことですが、記されているとのことですが、記されているとのことですが、現時現時現時現時点点点点でまだでまだでまだでまだ高山高山高山高山

第１第１第１第１工区工区工区工区に未利用のに未利用のに未利用のに未利用の民民民民有有有有地が地が地が地が残残残残っっっっていますので、産業・雇用振興部としましては、今だていますので、産業・雇用振興部としましては、今だていますので、産業・雇用振興部としましては、今だていますので、産業・雇用振興部としましては、今だ高高高高

山山山山第１第１第１第１工区工区工区工区はははは誘誘誘誘致致致致活活活活動の動の動の動の途途途途上上上上であると明であると明であると明であると明確確確確に認に認に認に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。

２年前に２年前に２年前に２年前に民民民民有有有有地のう地のう地のう地のうちちちち、、、、株式株式株式株式会社会社会社会社カカカカネネネネカカカカ、、、、ＴＴＴＴＨＨＨＨＫＫＫＫ株式株式株式株式会社に関しましては規会社に関しましては規会社に関しましては規会社に関しましては規制制制制緩和緩和緩和緩和後も後も後も後も

みずみずみずみずからからからから設設設設立する立する立する立する意意意意向向向向はないが、はないが、はないが、はないが、譲譲譲譲渡渡渡渡のののの意意意意向向向向ありということはありということはありということはありということは確確確確認しておりますので、条認しておりますので、条認しておりますので、条認しておりますので、条

件件件件面面面面のののの詰詰詰詰めを含めまして、めを含めまして、めを含めまして、めを含めまして、現時現時現時現時点点点点でもでもでもでも交交交交渉渉渉渉をををを続続続続けております。けております。けております。けております。現実現実現実現実に、この１年に、この１年に、この１年に、この１年間間間間でででで民民民民有有有有

地に関して地に関して地に関して地に関して数数数数件の件の件の件の引引引引きききき合合合合いもございまして、いもございまして、いもございまして、いもございまして、引引引引きききき続続続続き所き所き所き所有有有有者の者の者の者の株式株式株式株式会社会社会社会社カカカカネネネネカカカカ、、、、ＴＴＴＴＨＨＨＨＫＫＫＫ株株株株

式式式式会社、それから会社、それから会社、それから会社、それから引引引引きききき合合合合いのある企業とのいのある企業とのいのある企業とのいのある企業との間間間間をををを取取取取りりりり持ち持ち持ち持ちながらながらながらながら誘誘誘誘致致致致活活活活動に動に動に動に努努努努めてまいりためてまいりためてまいりためてまいりた

いと思います。いと思います。いと思います。いと思います。

○大月地域産業課長○大月地域産業課長○大月地域産業課長○大月地域産業課長 県営競輪に関するご県営競輪に関するご県営競輪に関するご県営競輪に関するご質問質問質問質問に対しておに対しておに対しておに対してお答答答答ええええさせていただきます。させていただきます。させていただきます。させていただきます。

県営競輪につきましては、平成２２年８月から７回に県営競輪につきましては、平成２２年８月から７回に県営競輪につきましては、平成２２年８月から７回に県営競輪につきましては、平成２２年８月から７回にわわわわたり開たり開たり開たり開催催催催されました奈良県県営されました奈良県県営されました奈良県県営されました奈良県県営

競輪競輪競輪競輪検討検討検討検討委員会においてご委員会においてご委員会においてご委員会においてご検討検討検討検討いただき、いただき、いただき、いただき、制制制制度改正の行方度改正の行方度改正の行方度改正の行方やややや収収収収益構造益構造益構造益構造の変の変の変の変化化化化をををを見見見見据据据据ええええつつ、つつ、つつ、つつ、

経営改経営改経営改経営改善善善善期間期間期間期間をををを確確確確保し、改めて保し、改めて保し、改めて保し、改めて存存存存続続続続の可の可の可の可否否否否をををを判断判断判断判断すすすすべべべべきというごきというごきというごきというご提言提言提言提言を平成２３年１１月を平成２３年１１月を平成２３年１１月を平成２３年１１月

にいただいたところでございます。これをにいただいたところでございます。これをにいただいたところでございます。これをにいただいたところでございます。これを受受受受けまして、平成２４年度新たなけまして、平成２４年度新たなけまして、平成２４年度新たなけまして、平成２４年度新たな検討検討検討検討委員会の委員会の委員会の委員会の

設置設置設置設置を計を計を計を計画画画画しておりまして、そのしておりまして、そのしておりまして、そのしておりまして、その目的目的目的目的としましては、としましては、としましては、としましては、存存存存続続続続の可の可の可の可否否否否を含めた競輪を含めた競輪を含めた競輪を含めた競輪場場場場のあるのあるのあるのあるべべべべ

きききき姿姿姿姿についてについてについてについて抜抜抜抜本本本本的的的的にににに検討検討検討検討してまいりたいとしてまいりたいとしてまいりたいとしてまいりたいと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。

メメメメンンンンババババーにつきましてはーにつきましてはーにつきましてはーにつきましては学学学学識識識識経経経経験験験験者な者な者な者などどどど、競輪事業を経営、競輪事業を経営、競輪事業を経営、競輪事業を経営面面面面から専から専から専から専門的門的門的門的に分に分に分に分析析析析できる新できる新できる新できる新
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しい方しい方しい方しい方 々々々々をををを現在検討現在検討現在検討現在検討しているところでございます。しているところでございます。しているところでございます。しているところでございます。ちちちちななななみみみみに前回の委員会は、もともと平に前回の委員会は、もともと平に前回の委員会は、もともと平に前回の委員会は、もともと平

成１３年度に成１３年度に成１３年度に成１３年度に設置設置設置設置されておりまして、もう１０年を経されておりまして、もう１０年を経されておりまして、もう１０年を経されておりまして、もう１０年を経過過過過しておりまして、県の審議会の規しておりまして、県の審議会の規しておりまして、県の審議会の規しておりまして、県の審議会の規

定で１０年を経定で１０年を経定で１０年を経定で１０年を経過過過過すると委員はすると委員はすると委員はすると委員は重重重重任できないことにな任できないことにな任できないことにな任できないことになっっっっており、ており、ており、ており、現在６現在６現在６現在６名おられるう名おられるう名おられるう名おられるうちちちち、、、、

３名は３名は３名は３名は必然的必然的必然的必然的にににに重重重重任できないことにな任できないことにな任できないことにな任できないことになっっっっております。そのことも含めて、新たなております。そのことも含めて、新たなております。そのことも含めて、新たなております。そのことも含めて、新たなメメメメンンンンババババーーーー

を人を人を人を人選選選選しているところでございます。しているところでございます。しているところでございます。しているところでございます。

２２２２点点点点目目目目の県の県の県の県民民民民のののの意意意意見見見見をををを聞聞聞聞くくくく機機機機会ということですけれ会ということですけれ会ということですけれ会ということですけれどどどども、県も、県も、県も、県民民民民のののの皆皆皆皆様様様様からのごからのごからのごからのご意意意意見見見見もももも積積積積

極極極極的的的的にににに取取取取り入れていきたいとり入れていきたいとり入れていきたいとり入れていきたいと考え考え考え考えております。そのております。そのております。そのております。その具体的具体的具体的具体的な方法とかな方法とかな方法とかな方法とか時期時期時期時期につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、

今後あ今後あ今後あ今後あわわわわせてせてせてせて検討検討検討検討してまいりたいとしてまいりたいとしてまいりたいとしてまいりたいと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。

○阪口委員○阪口委員○阪口委員○阪口委員 ままままずずずず、、、、再再再再生生生生可可可可能能能能エエエエネネネネルギルギルギルギーのことでありますが、県のーのことでありますが、県のーのことでありますが、県のーのことでありますが、県の再再再再生生生生可可可可能能能能エエエエネネネネルギルギルギルギーなーなーなーな

どどどどのののの導導導導入に入に入に入に向向向向けた課けた課けた課けた課題題題題としては、としては、としては、としては、太陽太陽太陽太陽光光光光発発発発電電電電は平地未利用地がは平地未利用地がは平地未利用地がは平地未利用地が少少少少なく、なく、なく、なく、メメメメガソガソガソガソーーーーララララーのーのーのーの適適適適

地は限定されているとあります。地は限定されているとあります。地は限定されているとあります。地は限定されているとあります。京都京都京都京都市の市の市の市の場合場合場合場合は、新は、新は、新は、新聞聞聞聞でしかでしかでしかでしかわわわわかりません。ついかりません。ついかりません。ついかりません。つい最近最近最近最近のののの

新新新新聞聞聞聞ですので、こですので、こですので、こですので、こちちちちらも調らも調らも調らも調べべべべますが、ますが、ますが、ますが、下水下水下水下水処処処処理場理場理場理場にににに建建建建設設設設すると、県は課すると、県は課すると、県は課すると、県は課題題題題をををを掲掲掲掲げげげげていますていますていますています

が、が、が、が、検討検討検討検討のののの余余余余地はあるのではないかと思います。地はあるのではないかと思います。地はあるのではないかと思います。地はあるのではないかと思います。

次に、次に、次に、次に、高山高山高山高山第１第１第１第１工区工区工区工区へへへへの企業の企業の企業の企業誘誘誘誘致致致致のことですが、のことですが、のことですが、のことですが、多多多多分平成２４年分平成２４年分平成２４年分平成２４年６６６６月の本会議で月の本会議で月の本会議で月の本会議で知知知知事は事は事は事は

高山高山高山高山第１第１第１第１工区工区工区工区の用地はの用地はの用地はの用地は完売完売完売完売したとしたとしたとしたと答弁答弁答弁答弁されたのではないかと思されたのではないかと思されたのではないかと思されたのではないかと思っっっっているのですが、そこらているのですが、そこらているのですが、そこらているのですが、そこら

の認の認の認の認識識識識については別にについては別にについては別にについては別にどどどどうこういううこういううこういううこういう問題問題問題問題ではないので、県の担当者はではないので、県の担当者はではないので、県の担当者はではないので、県の担当者は頑頑頑頑張張張張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、私私私私のののの間間間間違違違違いかもいかもいかもいかもわわわわかりませんし、かりませんし、かりませんし、かりませんし、私私私私も調も調も調も調べべべべて、県担当課においてはて、県担当課においてはて、県担当課においてはて、県担当課においては引引引引

きききき続続続続きごきごきごきご尽尽尽尽力力力力いただきたい。いただきたい。いただきたい。いただきたい。

最最最最後の奈良県営競輪につきましては、市後の奈良県営競輪につきましては、市後の奈良県営競輪につきましては、市後の奈良県営競輪につきましては、市民民民民のののの意意意意見見見見もももも積積積積極極極極的的的的にににに聞聞聞聞き、き、き、き、窓窓窓窓口を口を口を口を広広広広げげげげるというるというるというるという

ような県のような県のような県のような県の姿姿姿姿勢勢勢勢ですので、また市ですので、また市ですので、また市ですので、また市民民民民からのからのからのからの問合わ問合わ問合わ問合わせがあれせがあれせがあれせがあればばばば、県の担当に、県の担当に、県の担当に、県の担当に相談相談相談相談に行くように行くように行くように行くよう

回回回回答答答答しておけしておけしておけしておけばばばばいいかと思いいかと思いいかと思いいかと思っっっっております。ております。ております。ております。

○大国委員長○大国委員長○大国委員長○大国委員長 答弁答弁答弁答弁いいですか。いいですか。いいですか。いいですか。

○阪口委員○阪口委員○阪口委員○阪口委員 特にありません特にありません特にありません特にありません

○猪奥委員○猪奥委員○猪奥委員○猪奥委員 エエエエネネネネルギルギルギルギー関係でー関係でー関係でー関係で質問質問質問質問をさせていただきます。をさせていただきます。をさせていただきます。をさせていただきます。

ままままずずずず、、、、策策策策定の定の定の定の仕仕仕仕方ですけれ方ですけれ方ですけれ方ですけれどどどども、も、も、も、再再再再生生生生可可可可能能能能エエエエネネネネルギルギルギルギーはーはーはーは原原原原子子子子力発力発力発力発電電電電にににに比比比比べべべべて議て議て議て議論論論論のあるのあるのあるのある

ところですが、ところですが、ところですが、ところですが、ココココストストストストがかかるとされています。そんな中で、今がかかるとされています。そんな中で、今がかかるとされています。そんな中で、今がかかるとされています。そんな中で、今エエエエネネネネルギルギルギルギーがーがーがーが問わ問わ問わ問われていれていれていれてい

るのは、ただるのは、ただるのは、ただるのは、ただココココストストストスト、、、、ポポポポテテテテンンンンシャルシャルシャルシャル、費用対、費用対、費用対、費用対効果効果効果効果ががががどどどどうだというだけのうだというだけのうだというだけのうだというだけの話話話話ではなく、つくではなく、つくではなく、つくではなく、つく

っっっったたたたエエエエネネネネルギルギルギルギーをそのままーをそのままーをそのままーをそのまま電電電電力力力力会社に会社に会社に会社に買買買買っっっってもらてもらてもらてもらっっっって、て、て、て、電電電電力力力力会社がまたそれを会社がまたそれを会社がまたそれを会社がまたそれを売売売売るという、るという、るという、るという、

そのあり方そのものがそのあり方そのものがそのあり方そのものがそのあり方そのものが問わ問わ問わ問われていると思うのです。れていると思うのです。れていると思うのです。れていると思うのです。

先先先先ほほほほどどどどののののバイバイバイバイオオオオマスマスマスマスの利の利の利の利活活活活用でもそうですけれ用でもそうですけれ用でもそうですけれ用でもそうですけれどどどども、も、も、も、バイバイバイバイオオオオマスマスマスマスはもはもはもはもちちちちろんお金がかかろんお金がかかろんお金がかかろんお金がかか
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ります。使ります。使ります。使ります。使っっっっていただく可ていただく可ていただく可ていただく可能性能性能性能性もももも太陽太陽太陽太陽光光光光発発発発電電電電にににに比比比比べべべべるとあるるとあるるとあるるとある程程程程度度度度低低低低いです。例いです。例いです。例いです。例ええええばばばばそのまそのまそのまそのま

ままままペペペペレレレレットストットストットストットストーーーーブブブブで使うで使うで使うで使う場合場合場合場合でも、今一でも、今一でも、今一でも、今一番安番安番安番安いのはいのはいのはいのはカカカカナナナナダダダダ産の産の産の産のペペペペレレレレットットットットであるというおであるというおであるというおであるというお

話話話話を、このを、このを、このを、この間間間間、担当課からお、担当課からお、担当課からお、担当課からお聞聞聞聞きしました。きしました。きしました。きしました。どどどどうして奈良県のうして奈良県のうして奈良県のうして奈良県の木木木木材搬材搬材搬材搬出出出出ココココストストストストがががが高高高高いかといかといかといかと

いうと、事業者はいうと、事業者はいうと、事業者はいうと、事業者は木木木木材材材材のまま出したいが、そうすると、のまま出したいが、そうすると、のまま出したいが、そうすると、のまま出したいが、そうすると、どどどどうしてもうしてもうしてもうしても高高高高くなります。くなります。くなります。くなります。ココココストストストスト

をををを下げ下げ下げ下げようと思ようと思ようと思ようと思っっっったら、例たら、例たら、例たら、例ええええばばばば山山山山でででで細細細細かくかくかくかく切切切切っっっっててててエエエエネネネネルギルギルギルギーーーー源源源源として出すのととして出すのととして出すのととして出すのと木木木木材材材材としてとしてとしてとして

出すのとでは、おの出すのとでは、おの出すのとでは、おの出すのとでは、おのずずずずと変と変と変と変わっわっわっわってくる。そうなてくる。そうなてくる。そうなてくる。そうなっっっってくると、事業者とてくると、事業者とてくると、事業者とてくると、事業者とエエエエネネネネルギルギルギルギーとして使ーとして使ーとして使ーとして使

いたいいたいいたいいたい側側側側とでは思とでは思とでは思とでは思惑惑惑惑がそれがそれがそれがそれぞぞぞぞれ異なれ異なれ異なれ異なっっっってくる。てくる。てくる。てくる。エエエエネネネネルギルギルギルギーーーー問題問題問題問題は、は、は、は、ココココストストストストだけではなく、だけではなく、だけではなく、だけではなく、

地地地地域や域や域や域やココココミミミミュニュニュニュニティティティティーがーがーがーがどどどどうあるうあるうあるうあるべべべべきかときかときかときかと非非非非常に常に常に常に密密密密接接接接にかかにかかにかかにかかわっわっわっわってくると思うのです。でてくると思うのです。でてくると思うのです。でてくると思うのです。で

すから、今奈良県がますから、今奈良県がますから、今奈良県がますから、今奈良県がまずずずずエエエエネネネネルギルギルギルギーーーービビビビジジジジョョョョン計ン計ン計ン計画画画画をつくり、それををつくり、それををつくり、それををつくり、それを提提提提示しながら奈良県と示しながら奈良県と示しながら奈良県と示しながら奈良県と

してしてしてしてエエエエネネネネルギルギルギルギーがーがーがーがどどどどうあるうあるうあるうあるべべべべきかをきかをきかをきかを考え考え考え考えていく中で、ていく中で、ていく中で、ていく中で、ココココストストストストだけをだけをだけをだけを考え考え考え考えるのではなく、地るのではなく、地るのではなく、地るのではなく、地

域域域域のあり方、のあり方、のあり方、のあり方、ココココミミミミュニュニュニュニティティティティーのあり方もーのあり方もーのあり方もーのあり方も考え考え考え考えて、たとて、たとて、たとて、たとええええばばばばペペペペレレレレットストットストットストットストーーーーブブブブというというというという形形形形で地で地で地で地

域域域域の中で使の中で使の中で使の中で使っっっっていくのだていくのだていくのだていくのだっっっったら、今後、たら、今後、たら、今後、たら、今後、十十十十津津津津川川川川村でつくろうとされている新しい村村でつくろうとされている新しい村村でつくろうとされている新しい村村でつくろうとされている新しい村みみみみたいたいたいたい

なところでなところでなところでなところでククククロロロローーーーズズズズドドドドででででエエエエネネネネルギルギルギルギーを使ーを使ーを使ーを使っっっっていくというように、ていくというように、ていくというように、ていくというように、ココココストストストスト面面面面以以以以外外外外のものもあのものもあのものもあのものもあ

るということもるということもるということもるということも考え考え考え考えていかないといけないと思うのです。ていかないといけないと思うのです。ていかないといけないと思うのです。ていかないといけないと思うのです。

そんな中で、今まそんな中で、今まそんな中で、今まそんな中で、今まずずずずそのそのそのそのビビビビジジジジョョョョンをつくるンをつくるンをつくるンをつくる段段段段階階階階において、において、において、において、どどどどうしてその議うしてその議うしてその議うしてその議論論論論ががががククククロロロローーーーズズズズ

で行で行で行で行わわわわれているのかが、れているのかが、れているのかが、れているのかが、納得納得納得納得できないのです。できないのです。できないのです。できないのです。エエエエネネネネルギルギルギルギーーーービビビビジジジジョョョョンはこれからのンはこれからのンはこれからのンはこれからの暮暮暮暮らしを、らしを、らしを、らしを、

地地地地域域域域をつくをつくをつくをつくっっっっていくものであるとていくものであるとていくものであるとていくものであると考え考え考え考えますので、まますので、まますので、まますので、まずずずず今後の今後の今後の今後のエエエエネネネネルギルギルギルギーーーー協協協協議会を傍聴でき議会を傍聴でき議会を傍聴でき議会を傍聴でき

るるるる形形形形にしていただきたいですし、議事にしていただきたいですし、議事にしていただきたいですし、議事にしていただきたいですし、議事録録録録も出していただきたいとも出していただきたいとも出していただきたいとも出していただきたいと考え考え考え考えます。このます。このます。このます。この点点点点についについについについ

ておておておてお伺伺伺伺いしたいです。いしたいです。いしたいです。いしたいです。

先先先先ほほほほどどどどの阪口委員のの阪口委員のの阪口委員のの阪口委員の質問質問質問質問にににに私私私私の思の思の思の思っっっっていることがありまして、例ていることがありまして、例ていることがありまして、例ていることがありまして、例ええええばばばば神奈神奈神奈神奈川川川川県では、公県では、公県では、公県では、公

共共共共施施施施設設設設のののの屋根屋根屋根屋根を事業者さんにを事業者さんにを事業者さんにを事業者さんに貸貸貸貸すということもされております。今、すということもされております。今、すということもされております。今、すということもされております。今、再再再再生生生生可可可可能能能能エエエエネネネネルギルギルギルギーーーー

へへへへのののの取取取取りりりり組み組み組み組みはものすごいはものすごいはものすごいはものすごい勢勢勢勢いでいでいでいで発発発発展展展展をををを続続続続けておりますので、けておりますので、けておりますので、けておりますので、ぜひぜひぜひぜひいろいろないろいろないろいろないろいろな研研研研究究究究をしてをしてをしてをして

いただいて、奈良県もいただいて、奈良県もいただいて、奈良県もいただいて、奈良県も積積積積極極極極的的的的にににに取取取取りりりり組組組組んでいただきたいとんでいただきたいとんでいただきたいとんでいただきたいと考え考え考え考えています。ています。ています。ています。

○浪越産業・雇用振興部長○浪越産業・雇用振興部長○浪越産業・雇用振興部長○浪越産業・雇用振興部長 今、猪奥委員の今、猪奥委員の今、猪奥委員の今、猪奥委員の言わ言わ言わ言われたことは県がれたことは県がれたことは県がれたことは県が考え考え考え考えていることとていることとていることとていることと重重重重ななななっっっっ

ておりまして、ておりまして、ておりまして、ておりまして、実実実実ははははマイクマイクマイクマイクロロロロググググリリリリッドッドッドッドというというというという概概概概念念念念で、一定の地で、一定の地で、一定の地で、一定の地域域域域の中での中での中での中でベベベベストミックスストミックスストミックスストミックスをををを

目指目指目指目指すというすというすというすという取取取取りりりり組み組み組み組みがいかに大事かとこのごろ思がいかに大事かとこのごろ思がいかに大事かとこのごろ思がいかに大事かとこのごろ思っっっっておりまして、今のておりまして、今のておりまして、今のておりまして、今の固固固固定定定定買買買買いいいい取取取取りりりり制制制制

度という度という度という度という形形形形でいきますと、でいきますと、でいきますと、でいきますと、実実実実は本とかでは本とかでは本とかでは本とかで読読読読みみみみますとますとますとますと系統系統系統系統電電電電力力力力でででで再再再再生生生生可可可可能能能能エエエエネネネネルギルギルギルギーをーをーをーを導導導導入入入入

してしてしてして制制制制御御御御できるのが１０できるのが１０できるのが１０できるのが１０％％％％から２０から２０から２０から２０％％％％のののの範囲範囲範囲範囲で、それをで、それをで、それをで、それを超超超超ええええるとるとるとると制制制制御御御御できないとできないとできないとできないと言わ言わ言わ言われてれてれてれて

います。これをいます。これをいます。これをいます。これを制制制制御御御御しようと思うと、かなりのしようと思うと、かなりのしようと思うと、かなりのしようと思うと、かなりのココココストストストストがまたそこにかけることになる。がまたそこにかけることになる。がまたそこにかけることになる。がまたそこにかけることになる。

我我我我 々々々々も、も、も、も、先先先先ほほほほどどどど阪口委員が阪口委員が阪口委員が阪口委員が言わ言わ言わ言われたようにれたようにれたようにれたように売売売売電電電電をするということをするということをするということをするということばばばばかりでかりでかりでかりで物物物物をををを考え考え考え考えるのるのるのるの
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かということをかということをかということをかということを心心心心の中に思の中に思の中に思の中に思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、ややややはり地産地はり地産地はり地産地はり地産地消消消消というというというという概概概概念念念念でででで何何何何かかかか取取取取りりりり組組組組まなまなまなまな

くてはならないのではないかと思くてはならないのではないかと思くてはならないのではないかと思くてはならないのではないかと思っっっっております。例ております。例ております。例ております。例ええええばばばば、企業が、企業が、企業が、企業がメメメメガソガソガソガソーーーーララララーといーといーといーといっっっったたたた形形形形

のののの売売売売電電電電でででで発発発発電電電電事業に事業に事業に事業に参参参参画画画画されることも、されることも、されることも、されることも、再再再再生生生生可可可可能能能能エエエエネネネネルギルギルギルギーのためにはいいし、ーのためにはいいし、ーのためにはいいし、ーのためにはいいし、促進促進促進促進されされされされ

るとは思うのですが、奈良県からるとは思うのですが、奈良県からるとは思うのですが、奈良県からるとは思うのですが、奈良県から見見見見れれれればばばば、例、例、例、例ええええばばばば団地団地団地団地や山間や山間や山間や山間地地地地域域域域でのでのでのでの模模模模索索索索をををを視視視視点点点点として加として加として加として加

ええええていきたいという思いをていきたいという思いをていきたいという思いをていきたいという思いを持っ持っ持っ持っております。ております。ております。ております。

それから、公それから、公それから、公それから、公共共共共施施施施設設設設のののの導導導導入の入の入の入の仕仕仕仕方について、方について、方について、方について、具体的具体的具体的具体的ににににどどどどのようなのようなのようなのような設設設設備備備備にににに導導導導入をするのか、入をするのか、入をするのか、入をするのか、

例例例例ええええばばばば水力発水力発水力発水力発電電電電でででで言え言え言え言えばばばば市町村の市町村の市町村の市町村の水水水水道道道道施施施施設設設設も１つも１つも１つも１つポポポポイイイインンンントトトトになると思になると思になると思になると思っっっっております。調ております。調ております。調ております。調べべべべ

ますと、ますと、ますと、ますと、結結結結構構構構県営県営県営県営水水水水道道道道から市町村から市町村から市町村から市町村水水水水道道道道のののの受水受水受水受水池池池池までまでまでまで送送送送るときのるときのるときのるときの水水水水圧圧圧圧で、あるで、あるで、あるで、ある程程程程度度度度水水水水圧圧圧圧のののの減減減減

がががが落落落落ちちちちていないということもていないということもていないということもていないということもわわわわかかかかっっっってまいりましたので、そういてまいりましたので、そういてまいりましたので、そういてまいりましたので、そういっっっったことも含めてたことも含めてたことも含めてたことも含めて研研研研究究究究をををを

したいと思います。したいと思います。したいと思います。したいと思います。

今後、今後、今後、今後、研研研研究究究究会を会を会を会をどどどどういうタういうタういうタういうタイミイミイミイミンンンンググググで開いていくのかですが、今で開いていくのかですが、今で開いていくのかですが、今で開いていくのかですが、今言っ言っ言っ言っているような事ているような事ているような事ているような事柄柄柄柄

をまをまをまをまずずずず奈良県で奈良県で奈良県で奈良県で固固固固め、あるめ、あるめ、あるめ、ある程程程程度のたたき度のたたき度のたたき度のたたき台台台台をつくをつくをつくをつくっっっったたたた上上上上で開いていくことになろうかと思で開いていくことになろうかと思で開いていくことになろうかと思で開いていくことになろうかと思

います。できる限りいろいろなごいます。できる限りいろいろなごいます。できる限りいろいろなごいます。できる限りいろいろなご意意意意見見見見をいただくようなをいただくようなをいただくようなをいただくような形形形形がいいのではないかと思がいいのではないかと思がいいのではないかと思がいいのではないかと思っっっっておておておてお

りますけれりますけれりますけれりますけれどどどども、今後も、今後も、今後も、今後少少少少し議し議し議し議論論論論をしていきたいと思います。をしていきたいと思います。をしていきたいと思います。をしていきたいと思います。

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

○大国委員長○大国委員長○大国委員長○大国委員長 いいですか。いいですか。いいですか。いいですか。

他にございませんか。他にございませんか。他にございませんか。他にございませんか。

他になけれ他になけれ他になけれ他になければばばば、これをも、これをも、これをも、これをもちちちちましてましてましてまして質質質質疑疑疑疑をををを終終終終わわわわります。ります。ります。ります。

次に、委員長報告についてでありますが、正副委員長に一任願次に、委員長報告についてでありますが、正副委員長に一任願次に、委員長報告についてでありますが、正副委員長に一任願次に、委員長報告についてでありますが、正副委員長に一任願ええええますでしょうか。ますでしょうか。ますでしょうか。ますでしょうか。

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

それでは、そのようにさせていただきます。それでは、そのようにさせていただきます。それでは、そのようにさせていただきます。それでは、そのようにさせていただきます。

閉閉閉閉会に当たりまして、一会に当たりまして、一会に当たりまして、一会に当たりまして、一言言言言ごあいさつ申しごあいさつ申しごあいさつ申しごあいさつ申し上げ上げ上げ上げます。ます。ます。ます。

特別な事特別な事特別な事特別な事情情情情がががが生じ生じ生じ生じない限り、ただいまのない限り、ただいまのない限り、ただいまのない限り、ただいまの構構構構成による当委員会は本日の委員会をも成による当委員会は本日の委員会をも成による当委員会は本日の委員会をも成による当委員会は本日の委員会をもっっっってててて最最最最

終終終終になるかと思います。になるかと思います。になるかと思います。になるかと思います。

昨昨昨昨年５月より、委員年５月より、委員年５月より、委員年５月より、委員各各各各位位位位には当委員会所管事項でありますには当委員会所管事項でありますには当委員会所管事項でありますには当委員会所管事項であります商工商工商工商工業、農林業の振興につき業、農林業の振興につき業、農林業の振興につき業、農林業の振興につき

ましてましてましてまして終終終終始始始始熱熱熱熱心心心心にご審議いただきました。また、にご審議いただきました。また、にご審議いただきました。また、にご審議いただきました。また、理理理理事者におかれましても、事者におかれましても、事者におかれましても、事者におかれましても、種種種種 々々々々のののの問題問題問題問題にににに

ついてついてついてついて積積積積極極極極的的的的なななな取取取取りりりり組み組み組み組みをいただきました。おかをいただきました。おかをいただきました。おかをいただきました。おかげげげげさまをもさまをもさまをもさまをもちちちちましてましてましてまして無無無無事任務を事任務を事任務を事任務を果果果果たすこたすこたすこたすこ

とができましたことを、委員とができましたことを、委員とができましたことを、委員とができましたことを、委員各各各各位位位位並び並び並び並びにににに理理理理事者の事者の事者の事者の皆皆皆皆様様様様方に方に方に方に厚厚厚厚くくくく感謝感謝感謝感謝、お、お、お、お礼礼礼礼を申しを申しを申しを申し上げ上げ上げ上げ、、、、簡簡簡簡

単単単単ではございますけれではございますけれではございますけれではございますけれどどどども、正副委員長のおも、正副委員長のおも、正副委員長のおも、正副委員長のお礼礼礼礼のあいさつとさせていただきます。本当にのあいさつとさせていただきます。本当にのあいさつとさせていただきます。本当にのあいさつとさせていただきます。本当に

ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。
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これをもこれをもこれをもこれをもちちちちまして本日の委員会をまして本日の委員会をまして本日の委員会をまして本日の委員会を終終終終わわわわります。ありがとうございました。ります。ありがとうございました。ります。ありがとうございました。ります。ありがとうございました。


