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

開催日時開催日時開催日時開催日時 平成２３年６月７日（火） １３：０４～１５：０９平成２３年６月７日（火） １３：０４～１５：０９平成２３年６月７日（火） １３：０４～１５：０９平成２３年６月７日（火） １３：０４～１５：０９

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

出席委員出席委員出席委員出席委員 ８名８名８名８名

大国 正博 委員長大国 正博 委員長大国 正博 委員長大国 正博 委員長

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

阪口 保 委員阪口 保 委員阪口 保 委員阪口 保 委員

猪奥 美里 委員猪奥 美里 委員猪奥 美里 委員猪奥 美里 委員

神田加津代 委員神田加津代 委員神田加津代 委員神田加津代 委員

今井 光子 委員今井 光子 委員今井 光子 委員今井 光子 委員

松尾 勇臣 委員松尾 勇臣 委員松尾 勇臣 委員松尾 勇臣 委員

粒谷 友示 委員粒谷 友示 委員粒谷 友示 委員粒谷 友示 委員

欠席委員欠席委員欠席委員欠席委員 なしなしなしなし

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

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

傍 聴 者傍 聴 者傍 聴 者傍 聴 者 なしなしなしなし

議 事議 事議 事議 事

（１）平成２３年度主要施策の概要について（１）平成２３年度主要施策の概要について（１）平成２３年度主要施策の概要について（１）平成２３年度主要施策の概要について

（２）その他（２）その他（２）その他（２）その他

＜質疑応答＞＜質疑応答＞＜質疑応答＞＜質疑応答＞

○大国委員長○大国委員長○大国委員長○大国委員長 ただいまの説明、またはその他の事項も含めまして質疑等あればご発言願ただいまの説明、またはその他の事項も含めまして質疑等あればご発言願ただいまの説明、またはその他の事項も含めまして質疑等あればご発言願ただいまの説明、またはその他の事項も含めまして質疑等あればご発言願

います。います。います。います。

○今井委員○今井委員○今井委員○今井委員 それでは、お尋ねしたいと思います。一つは、東日本大震災で、福島県の須それでは、お尋ねしたいと思います。一つは、東日本大震災で、福島県の須それでは、お尋ねしたいと思います。一つは、東日本大震災で、福島県の須それでは、お尋ねしたいと思います。一つは、東日本大震災で、福島県の須

賀川市の藤沼湖にありました藤沼ダムが崩壊いたしまして、下流の方で８人が亡くなられ賀川市の藤沼湖にありました藤沼ダムが崩壊いたしまして、下流の方で８人が亡くなられ賀川市の藤沼湖にありました藤沼ダムが崩壊いたしまして、下流の方で８人が亡くなられ賀川市の藤沼湖にありました藤沼ダムが崩壊いたしまして、下流の方で８人が亡くなられ

たというのがありました。それを調べましたら、１５０万トンのかんがいダムで１９４９たというのがありました。それを調べましたら、１５０万トンのかんがいダムで１９４９たというのがありました。それを調べましたら、１５０万トンのかんがいダムで１９４９たというのがありました。それを調べましたら、１５０万トンのかんがいダムで１９４９

年につくられておりますけれども、ダムの設計基準がつくられましたのは１９５７年とい年につくられておりますけれども、ダムの設計基準がつくられましたのは１９５７年とい年につくられておりますけれども、ダムの設計基準がつくられましたのは１９５７年とい年につくられておりますけれども、ダムの設計基準がつくられましたのは１９５７年とい

うことで、それ以前に建設したものだということがわかったのです。奈良県でどうかと思うことで、それ以前に建設したものだということがわかったのです。奈良県でどうかと思うことで、それ以前に建設したものだということがわかったのです。奈良県でどうかと思うことで、それ以前に建設したものだということがわかったのです。奈良県でどうかと思

いまして、調べましたら、津風呂ダムが１９５２年の着工、１９６２年の竣工、大迫ダムいまして、調べましたら、津風呂ダムが１９５２年の着工、１９６２年の竣工、大迫ダムいまして、調べましたら、津風呂ダムが１９５２年の着工、１９６２年の竣工、大迫ダムいまして、調べましたら、津風呂ダムが１９５２年の着工、１９６２年の竣工、大迫ダム

が１９５４年の着工、１９７３年竣工ということになっておりまして、国の基準よりも前が１９５４年の着工、１９７３年竣工ということになっておりまして、国の基準よりも前が１９５４年の着工、１９７３年竣工ということになっておりまして、国の基準よりも前が１９５４年の着工、１９７３年竣工ということになっておりまして、国の基準よりも前

につくられているダムになりますので、地元の方なども今回の震災を受けて、もしダムににつくられているダムになりますので、地元の方なども今回の震災を受けて、もしダムににつくられているダムになりますので、地元の方なども今回の震災を受けて、もしダムににつくられているダムになりますので、地元の方なども今回の震災を受けて、もしダムに
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亀裂が入ったりしたら大変なことになるという心配の声などもあります。これは農林水産亀裂が入ったりしたら大変なことになるという心配の声などもあります。これは農林水産亀裂が入ったりしたら大変なことになるという心配の声などもあります。これは農林水産亀裂が入ったりしたら大変なことになるという心配の声などもあります。これは農林水産

省の関係のダムになりますけれども、ぜひ国にもそのあたりの点検をしていただくように省の関係のダムになりますけれども、ぜひ国にもそのあたりの点検をしていただくように省の関係のダムになりますけれども、ぜひ国にもそのあたりの点検をしていただくように省の関係のダムになりますけれども、ぜひ国にもそのあたりの点検をしていただくように

お願いをしたいと思います。その点で１点お尋ねをしたいと思います。お願いをしたいと思います。その点で１点お尋ねをしたいと思います。お願いをしたいと思います。その点で１点お尋ねをしたいと思います。お願いをしたいと思います。その点で１点お尋ねをしたいと思います。

それから、住宅リフォームで県産材を活用する場合に、内装材を使う場合でも補助をしそれから、住宅リフォームで県産材を活用する場合に、内装材を使う場合でも補助をしそれから、住宅リフォームで県産材を活用する場合に、内装材を使う場合でも補助をしそれから、住宅リフォームで県産材を活用する場合に、内装材を使う場合でも補助をし

ていただくということで、これは新しい事業で大変注目をしているわけですけれども、実ていただくということで、これは新しい事業で大変注目をしているわけですけれども、実ていただくということで、これは新しい事業で大変注目をしているわけですけれども、実ていただくということで、これは新しい事業で大変注目をしているわけですけれども、実

際、県民の人といろいろ話をしておりますと、木を使ったらいいけれども、どうも高くつ際、県民の人といろいろ話をしておりますと、木を使ったらいいけれども、どうも高くつ際、県民の人といろいろ話をしておりますと、木を使ったらいいけれども、どうも高くつ際、県民の人といろいろ話をしておりますと、木を使ったらいいけれども、どうも高くつ

くというイメージがありまして、こういう県のチラシも出ていますけれども、内装材、２くというイメージがありまして、こういう県のチラシも出ていますけれども、内装材、２くというイメージがありまして、こういう県のチラシも出ていますけれども、内装材、２くというイメージがありまして、こういう県のチラシも出ていますけれども、内装材、２

平方メートル当たり１万１，５００円と書いてあるのですが、もう一つ、一般の人にとり平方メートル当たり１万１，５００円と書いてあるのですが、もう一つ、一般の人にとり平方メートル当たり１万１，５００円と書いてあるのですが、もう一つ、一般の人にとり平方メートル当たり１万１，５００円と書いてあるのですが、もう一つ、一般の人にとり

ますとあまりイメージがわかないのです。ですから、ビフォー・アフターではないのですますとあまりイメージがわかないのです。ですから、ビフォー・アフターではないのですますとあまりイメージがわかないのです。ですから、ビフォー・アフターではないのですますとあまりイメージがわかないのです。ですから、ビフォー・アフターではないのです

けれども、このようなものを内装材にしたらどれぐらいのお金がかかったとか、どれぐらけれども、このようなものを内装材にしたらどれぐらいのお金がかかったとか、どれぐらけれども、このようなものを内装材にしたらどれぐらいのお金がかかったとか、どれぐらけれども、このようなものを内装材にしたらどれぐらいのお金がかかったとか、どれぐら

いこれを使ったら使いやすくなったとか、何かそういう目で訴えるようなものでもっとＰいこれを使ったら使いやすくなったとか、何かそういう目で訴えるようなものでもっとＰいこれを使ったら使いやすくなったとか、何かそういう目で訴えるようなものでもっとＰいこれを使ったら使いやすくなったとか、何かそういう目で訴えるようなものでもっとＰ

Ｒしていただいたら、多くの方が利用しやすくなるのではないかと思いますので、その点Ｒしていただいたら、多くの方が利用しやすくなるのではないかと思いますので、その点Ｒしていただいたら、多くの方が利用しやすくなるのではないかと思いますので、その点Ｒしていただいたら、多くの方が利用しやすくなるのではないかと思いますので、その点

でお尋ねをしたいと思います。でお尋ねをしたいと思います。でお尋ねをしたいと思います。でお尋ねをしたいと思います。

それから、新卒者の就職について、今回いろいろ新たな事業をつくっていただいているそれから、新卒者の就職について、今回いろいろ新たな事業をつくっていただいているそれから、新卒者の就職について、今回いろいろ新たな事業をつくっていただいているそれから、新卒者の就職について、今回いろいろ新たな事業をつくっていただいている

のですけれども、のですけれども、のですけれども、のですけれども、先先先先日日日日ハロハロハロハローーーーワワワワーーーーククククでお話をでお話をでお話をでお話を聞聞聞聞いておりましたら、高いておりましたら、高いておりましたら、高いておりましたら、高校校校校とはとはとはとは連携連携連携連携はとれてはとれてはとれてはとれて

ききききており、いろいろ就職活ており、いろいろ就職活ており、いろいろ就職活ており、いろいろ就職活動動動動で一で一で一で一緒緒緒緒にににに取取取取りりりり組み組み組み組みををををさささされているようですが、大れているようですが、大れているようですが、大れているようですが、大学学学学については、については、については、については、

学校学校学校学校ごとでごとでごとでごとで対応対応対応対応にばらつにばらつにばらつにばらつききききがあるということですので、ぜひ県としてもがあるということですので、ぜひ県としてもがあるということですので、ぜひ県としてもがあるということですので、ぜひ県としてもハロハロハロハローーーーワワワワーーーーククククと県と県と県と県

内の大内の大内の大内の大学学学学の就職活の就職活の就職活の就職活動動動動ががががススススムームームームーズズズズにいけるようなにいけるようなにいけるようなにいけるような対応対応対応対応策をしていただけないかということで策をしていただけないかということで策をしていただけないかということで策をしていただけないかということで

す。す。す。す。

それと、これは、今回それと、これは、今回それと、これは、今回それと、これは、今回原原原原発の事発の事発の事発の事故故故故がありまして、がありまして、がありまして、がありまして、エネエネエネエネルルルルギギギギーーーー政政政政策の策の策の策の転換転換転換転換というのはというのはというのはというのは原原原原発発発発

賛賛賛賛成成成成反対反対反対反対にかかわらにかかわらにかかわらにかかわらずずずず、いや、いや、いや、いや応応応応なしに迫ってなしに迫ってなしに迫ってなしに迫ってききききているているているている課題課題課題課題ではないかと思うのですけれどではないかと思うのですけれどではないかと思うのですけれどではないかと思うのですけれど

も、このも、このも、このも、このエネエネエネエネルルルルギギギギーのーのーのーの問題問題問題問題をををを議論議論議論議論しようと思いましたら、ここはしようと思いましたら、ここはしようと思いましたら、ここはしようと思いましたら、ここは経済労働経済労働経済労働経済労働委員会ですが、委員会ですが、委員会ですが、委員会ですが、

産業の産業の産業の産業の問題問題問題問題とかいろいろとかいろいろとかいろいろとかいろいろ影響影響影響影響も大も大も大も大ききききい委員会になるのかと思うのですけれども。しかし、い委員会になるのかと思うのですけれども。しかし、い委員会になるのかと思うのですけれども。しかし、い委員会になるのかと思うのですけれども。しかし、

環境環境環境環境だったらくらしだったらくらしだったらくらしだったらくらし創造創造創造創造部だとか、部だとか、部だとか、部だとか、エネエネエネエネルルルルギギギギーのことは一ーのことは一ーのことは一ーのことは一体体体体どこでどこでどこでどこで議論議論議論議論するのかというのするのかというのするのかというのするのかというの

が、もう一つが、もう一つが、もう一つが、もう一つ不不不不明明明明瞭瞭瞭瞭な点がありまして、やはりそうしたな点がありまして、やはりそうしたな点がありまして、やはりそうしたな点がありまして、やはりそうした問題問題問題問題ももももききききっっっっちちちちりとりとりとりと議論議論議論議論ででででききききるようるようるようるよう

な場になっていただな場になっていただな場になっていただな場になっていただききききたいと思っておりますので、その点でもしごたいと思っておりますので、その点でもしごたいと思っておりますので、その点でもしごたいと思っておりますので、その点でもしご意見意見意見意見がありましたらおがありましたらおがありましたらおがありましたらお

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。

○菅谷農村振興課長○菅谷農村振興課長○菅谷農村振興課長○菅谷農村振興課長 ご質ご質ご質ご質問問問問の大迫ダム、津風呂ダムについてでごの大迫ダム、津風呂ダムについてでごの大迫ダム、津風呂ダムについてでごの大迫ダム、津風呂ダムについてでござざざざいますけれども、委いますけれども、委いますけれども、委いますけれども、委

員お員お員お員お述述述述べのとおり、農林水産省のべのとおり、農林水産省のべのとおり、農林水産省のべのとおり、農林水産省の直轄直轄直轄直轄事業として事業として事業として事業として十十十十津川・津川・津川・津川・紀紀紀紀の川の川の川の川土土土土地地地地改改改改良事業、いわ良事業、いわ良事業、いわ良事業、いわゆゆゆゆるるるる

吉吉吉吉野川野川野川野川分分分分水事業のためにつくられた農業用ダムでご水事業のためにつくられた農業用ダムでご水事業のためにつくられた農業用ダムでご水事業のためにつくられた農業用ダムでござざざざいまして、いまして、いまして、いまして、現在現在現在現在も農林水産省のも農林水産省のも農林水産省のも農林水産省の近畿近畿近畿近畿
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農農農農政局政局政局政局でででで管理管理管理管理ををををさせさせさせさせているものでごているものでごているものでごているものでござざざざいます。います。います。います。

近畿近畿近畿近畿農農農農政局政局政局政局にににに確認確認確認確認をしたところ、津風呂ダムはをしたところ、津風呂ダムはをしたところ、津風呂ダムはをしたところ、津風呂ダムは昭和昭和昭和昭和３７年、１９６２年に３７年、１９６２年に３７年、１９６２年に３７年、１９６２年に完完完完成をしてお成をしてお成をしてお成をしてお

りまして、大迫ダムについてはりまして、大迫ダムについてはりまして、大迫ダムについてはりまして、大迫ダムについては昭和昭和昭和昭和４８年、１９７３年に４８年、１９７３年に４８年、１９７３年に４８年、１９７３年に完完完完成をしております。この成をしております。この成をしております。この成をしております。この両両両両ダダダダ

ムとも地震にムとも地震にムとも地震にムとも地震に対対対対する設計につする設計につする設計につする設計につききききましては、ましては、ましては、ましては、現在現在現在現在のののの河河河河川川川川法法法法に基に基に基に基づづづづくくくく河河河河川川川川管理管理管理管理施設等施設等施設等施設等構造令構造令構造令構造令にににに

照照照照らし合わらし合わらし合わらし合わせせせせても、ても、ても、ても、同じ同じ同じ同じ設計設計設計設計条件条件条件条件を用いて建設を用いて建設を用いて建設を用いて建設さささされたものとれたものとれたものとれたものと聞聞聞聞いております。しかしながいております。しかしながいております。しかしながいております。しかしなが

ら、県としましても、今回の東日本大震災を受けまして、ら、県としましても、今回の東日本大震災を受けまして、ら、県としましても、今回の東日本大震災を受けまして、ら、県としましても、今回の東日本大震災を受けまして、防防防防災計災計災計災計画画画画をををを見直見直見直見直していくこととしていくこととしていくこととしていくことと

しておりますので、しておりますので、しておりますので、しておりますので、近畿近畿近畿近畿農農農農政局政局政局政局にににに対対対対しましては、しましては、しましては、しましては、再再再再度度度度両両両両ダムのダムのダムのダムの構造構造構造構造に係る点検や検に係る点検や検に係る点検や検に係る点検や検証証証証をををを行行行行

うよう要うよう要うよう要うよう要請請請請をををを行行行行いたいと思っておりますとともに、いたいと思っておりますとともに、いたいと思っておりますとともに、いたいと思っておりますとともに、想定さ想定さ想定さ想定される震度やれる震度やれる震度やれる震度や安全性安全性安全性安全性のののの確確確確保等につ保等につ保等につ保等につ

いていていていて協議協議協議協議をををを図図図図っていっていっていっていききききたいとたいとたいとたいと考考考考えております。以えております。以えております。以えております。以上上上上でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

○七尾林業振興課長○七尾林業振興課長○七尾林業振興課長○七尾林業振興課長 県産材を使用しました住宅建設の補助につ県産材を使用しました住宅建設の補助につ県産材を使用しました住宅建設の補助につ県産材を使用しました住宅建設の補助につききききましては、今年度は奈ましては、今年度は奈ましては、今年度は奈ましては、今年度は奈

良県地良県地良県地良県地域認証域認証域認証域認証材を使った奈良の木の材を使った奈良の木の材を使った奈良の木の材を使った奈良の木の家づ家づ家づ家づくり補助、それからくり補助、それからくり補助、それからくり補助、それからエコエコエコエコ住宅に県産材を使った場住宅に県産材を使った場住宅に県産材を使った場住宅に県産材を使った場

合の住宅合の住宅合の住宅合の住宅エコポエコポエコポエコポイントならイントならイントならイントならププププララララスススス、それから、県内、それから、県内、それから、県内、それから、県内外外外外でもでもでもでも店舗店舗店舗店舗、住宅の建、住宅の建、住宅の建、住宅の建築築築築、、、、改修改修改修改修に助成に助成に助成に助成

する奈良県産材活用する奈良県産材活用する奈良県産材活用する奈良県産材活用促進支援促進支援促進支援促進支援事業の３つの事業の３つの事業の３つの事業の３つの制制制制度で度で度で度で支援支援支援支援を実施しております。を実施しております。を実施しております。を実施しております。

今、委員お尋ねの住宅のリフォームにつ今、委員お尋ねの住宅のリフォームにつ今、委員お尋ねの住宅のリフォームにつ今、委員お尋ねの住宅のリフォームにつききききましては、住宅ましては、住宅ましては、住宅ましては、住宅エコポエコポエコポエコポイントならイントならイントならイントならププププララララススススのののの中中中中

で実施しております。住宅で実施しております。住宅で実施しております。住宅で実施しております。住宅エコポエコポエコポエコポイントならイントならイントならイントならププププララララススススは国の住宅は国の住宅は国の住宅は国の住宅エコポエコポエコポエコポイントイントイントイント制制制制度の度の度の度の対象対象対象対象とととと

なる県産材を使用した住宅の場合、奈良県のなる県産材を使用した住宅の場合、奈良県のなる県産材を使用した住宅の場合、奈良県のなる県産材を使用した住宅の場合、奈良県の商品券商品券商品券商品券により補助するにより補助するにより補助するにより補助する制制制制度です。今年度は新度です。今年度は新度です。今年度は新度です。今年度は新

築築築築のののの構造外構造外構造外構造外の補助の補助の補助の補助単価単価単価単価をこれまでのをこれまでのをこれまでのをこれまでの立立立立方メートル当たり１万円から２万円に方メートル当たり１万円から２万円に方メートル当たり１万円から２万円に方メートル当たり１万円から２万円に倍増倍増倍増倍増しましたしましたしましたしました

のに加えまして、新のに加えまして、新のに加えまして、新のに加えまして、新築及び築及び築及び築及びリフォームの内装材使用にも２平方メートル当たり１万１，５リフォームの内装材使用にも２平方メートル当たり１万１，５リフォームの内装材使用にも２平方メートル当たり１万１，５リフォームの内装材使用にも２平方メートル当たり１万１，５

００円の補助となっております。００円の補助となっております。００円の補助となっております。００円の補助となっております。

それで、お尋ねのように、わかりやすく説明ということで、それで、お尋ねのように、わかりやすく説明ということで、それで、お尋ねのように、わかりやすく説明ということで、それで、お尋ねのように、わかりやすく説明ということで、例例例例えば６えば６えば６えば６畳畳畳畳のののの間間間間を県産材でを県産材でを県産材でを県産材で

フフフフロロロローリンーリンーリンーリンググググしまして１メートルしまして１メートルしまして１メートルしまして１メートル程程程程度の度の度の度の腰壁腰壁腰壁腰壁で内装した場合、大で内装した場合、大で内装した場合、大で内装した場合、大体上限体上限体上限体上限の２０平方メートの２０平方メートの２０平方メートの２０平方メート

ルとなりまして、１１万５，０００円のルとなりまして、１１万５，０００円のルとなりまして、１１万５，０００円のルとなりまして、１１万５，０００円の商品券商品券商品券商品券で補助というで補助というで補助というで補助という形形形形となります。となります。となります。となります。

それで、４月から工それで、４月から工それで、４月から工それで、４月から工務店務店務店務店とか施主とか施主とか施主とか施主様向様向様向様向けの県材フけの県材フけの県材フけの県材フェェェェアでの説明会、住宅フアでの説明会、住宅フアでの説明会、住宅フアでの説明会、住宅フェェェェアでの施主アでの施主アでの施主アでの施主

向向向向け説明会、それから工け説明会、それから工け説明会、それから工け説明会、それから工務店向務店向務店向務店向けの説明会等を、リフォームをけの説明会等を、リフォームをけの説明会等を、リフォームをけの説明会等を、リフォームを担担担担当しておりますま当しておりますま当しておりますま当しておりますまちづちづちづちづくくくく

りりりり推進局推進局推進局推進局住宅住宅住宅住宅課課課課とともにとともにとともにとともに開催開催開催開催いたしまして、いたしまして、いたしまして、いたしまして、制制制制度の度の度の度の普及宣伝普及宣伝普及宣伝普及宣伝にににに努努努努めております。その場でめております。その場でめております。その場でめております。その場で

も工も工も工も工務店様務店様務店様務店様、施主、施主、施主、施主様様様様にそういった説明のにそういった説明のにそういった説明のにそういった説明の仕仕仕仕方を方を方を方をさせさせさせさせていただいているところでごていただいているところでごていただいているところでごていただいているところでござざざざいます。います。います。います。

今今今今後後後後とも、施主とも、施主とも、施主とも、施主様様様様や工や工や工や工務店務店務店務店のののの立立立立場に場に場に場に立立立立ってってってって具体具体具体具体の事の事の事の事例例例例をををを提提提提示するなど、県民の方示するなど、県民の方示するなど、県民の方示するなど、県民の方 々々々々にわにわにわにわ

かりやすく説明してまいりたいとかりやすく説明してまいりたいとかりやすく説明してまいりたいとかりやすく説明してまいりたいと考考考考えております。以えております。以えております。以えております。以上上上上でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

○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 今井委員から、大今井委員から、大今井委員から、大今井委員から、大学学学学ととととハロハロハロハローーーーワワワワーーーーククククとのとのとのとの連携連携連携連携ということのお尋ねでということのお尋ねでということのお尋ねでということのお尋ねで

ごごごござざざざいます。県内大います。県内大います。県内大います。県内大学学学学におけます、平成２３年３月の卒業者の就職内におけます、平成２３年３月の卒業者の就職内におけます、平成２３年３月の卒業者の就職内におけます、平成２３年３月の卒業者の就職内定率定率定率定率はこの４月１日はこの４月１日はこの４月１日はこの４月１日



---- 4444 ----

現在現在現在現在で８４で８４で８４で８４．．．．２２２２％％％％と、と、と、と、厳厳厳厳しいしいしいしい状況状況状況状況がががが続続続続いております。新卒者の就職いております。新卒者の就職いております。新卒者の就職いております。新卒者の就職支援支援支援支援に関しては、に関しては、に関しては、に関しては、昨昨昨昨年年年年

９月に奈良９月に奈良９月に奈良９月に奈良労働局労働局労働局労働局が事が事が事が事務局務局務局務局となられまして、新卒者就職となられまして、新卒者就職となられまして、新卒者就職となられまして、新卒者就職応援応援応援応援本部が設本部が設本部が設本部が設置さ置さ置さ置されております。れております。れております。れております。

これにはこれにはこれにはこれには学校学校学校学校、、、、労働界労働界労働界労働界、産業、産業、産業、産業界界界界、そして県からも関係、そして県からも関係、そして県からも関係、そして県からも関係課課課課がががが参参参参加しており、大加しており、大加しており、大加しており、大学側学側学側学側から奈良から奈良から奈良から奈良

県大県大県大県大学連学連学連学連合が合が合が合が参参参参加し、それ加し、それ加し、それ加し、それぞぞぞぞれのれのれのれの情報交換情報交換情報交換情報交換をををを行行行行っているところでごっているところでごっているところでごっているところでござざざざいます。います。います。います。ハロハロハロハローーーーワワワワーーーー

ククククと大と大と大と大学学学学とのとのとのとの直接的直接的直接的直接的なななな連携連携連携連携というというというという形形形形では、では、では、では、ハロハロハロハローーーーワワワワーーーーククククが新卒が新卒が新卒が新卒応援ハロ応援ハロ応援ハロ応援ハローーーーワワワワーーーーククククというというというという形形形形

でででで求求求求人人人人情報情報情報情報のののの提供提供提供提供、あるいは就職、あるいは就職、あるいは就職、あるいは就職面接面接面接面接会などの会などの会などの会などの支援支援支援支援をををを行行行行っているとっているとっているとっ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。

県にお県にお県にお県におききききましては、平成２２年度より新卒ましては、平成２２年度より新卒ましては、平成２２年度より新卒ましては、平成２２年度より新卒学生学生学生学生と地元就職と地元就職と地元就職と地元就職応援応援応援応援事業という事業という事業という事業という形形形形で県内で県内で県内で県内企企企企業業業業

に回らに回らに回らに回らせせせせていただいて、ていただいて、ていただいて、ていただいて、求求求求人人人人開拓開拓開拓開拓をををを行行行行うとともに、大うとともに、大うとともに、大うとともに、大学学学学などにおいてなどにおいてなどにおいてなどにおいてカウカウカウカウンンンンセセセセリンリンリンリンググググを実を実を実を実

施しているところでご施しているところでご施しているところでご施しているところでござざざざいます。この事業については、います。この事業については、います。この事業については、います。この事業については、引き続き引き続き引き続き引き続き今年度も今年度も今年度も今年度も行行行行っていくっていくっていくっていく予定予定予定予定

でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

委員お委員お委員お委員お述述述述べのように、べのように、べのように、べのように、ハロハロハロハローーーーワワワワーーーーククククと大と大と大と大学学学学とのとのとのとの連携連携連携連携について、について、について、について、ススススムームームームーズズズズにいくようにこにいくようにこにいくようにこにいくようにこ

れからも心がけてまいりたいと思います。以れからも心がけてまいりたいと思います。以れからも心がけてまいりたいと思います。以れからも心がけてまいりたいと思います。以上上上上でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

○浪越産業・雇用振興部長○浪越産業・雇用振興部長○浪越産業・雇用振興部長○浪越産業・雇用振興部長 エネエネエネエネルルルルギギギギーーーー問題問題問題問題の話で、ごの話で、ごの話で、ごの話で、ご意見意見意見意見があればというお話でしたのがあればというお話でしたのがあればというお話でしたのがあればというお話でしたの

で、で、で、で、私私私私からどうこうということは言えないかもしれまからどうこうということは言えないかもしれまからどうこうということは言えないかもしれまからどうこうということは言えないかもしれませせせせんが、今までんが、今までんが、今までんが、今までエネエネエネエネルルルルギギギギーーーー政政政政策とい策とい策とい策とい

うのは国のうのは国のうのは国のうのは国の所管所管所管所管ということでやられてということでやられてということでやられてということでやられてききききました。今回の震災でいろんなました。今回の震災でいろんなました。今回の震災でいろんなました。今回の震災でいろんな議論議論議論議論がががが起起起起こっていこっていこっていこってい

ることもることもることもることも承知承知承知承知しておりますけれども、委員おしておりますけれども、委員おしておりますけれども、委員おしておりますけれども、委員お述述述述べのとおり、いろんなところでいろんなべのとおり、いろんなところでいろんなべのとおり、いろんなところでいろんなべのとおり、いろんなところでいろんなエエエエ

ネネネネルルルルギギギギーのあり方、そういうものはーのあり方、そういうものはーのあり方、そういうものはーのあり方、そういうものは議論議論議論議論があると思います。ごがあると思います。ごがあると思います。ごがあると思います。ご承知承知承知承知のように、県ののように、県ののように、県ののように、県の組織体組織体組織体組織体

制制制制のののの形形形形でどこがどうだというのは、今までそういうでどこがどうだというのは、今までそういうでどこがどうだというのは、今までそういうでどこがどうだというのは、今までそういう形形形形では明では明では明では明確確確確になっていないのも事実でになっていないのも事実でになっていないのも事実でになっていないのも事実で

ごごごござざざざいますので、いますので、いますので、いますので、現時現時現時現時点で点で点で点で私私私私でどうこうというのは言えまでどうこうというのは言えまでどうこうというのは言えまでどうこうというのは言えませせせせんけれども、んけれども、んけれども、んけれども、少少少少し内部し内部し内部し内部的的的的なななな協協協協

議議議議をしていをしていをしていをしていききききたいと思っております。以たいと思っております。以たいと思っております。以たいと思っております。以上上上上でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

○今井委員○今井委員○今井委員○今井委員 ありがとうごありがとうごありがとうごありがとうござざざざいます。います。います。います。

ダムの点検についてダムの点検についてダムの点検についてダムの点検について近畿近畿近畿近畿農農農農政局政局政局政局にににに申申申申し入れしていただくということですので、ぜひそれし入れしていただくということですので、ぜひそれし入れしていただくということですので、ぜひそれし入れしていただくということですので、ぜひそれ

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

住宅リフォームですけれども、６住宅リフォームですけれども、６住宅リフォームですけれども、６住宅リフォームですけれども、６畳間畳間畳間畳間でやりましたらいっでやりましたらいっでやりましたらいっでやりましたらいっぱぱぱぱいの補助金が活用でいの補助金が活用でいの補助金が活用でいの補助金が活用でききききるとるとるとると

いうことでお話をいうことでお話をいうことでお話をいうことでお話を聞聞聞聞いたのですけれども、そしたら、いたのですけれども、そしたら、いたのですけれども、そしたら、いたのですけれども、そしたら、持ち持ち持ち持ち出しとしては出しとしては出しとしては出しとしては幾幾幾幾らららら払払払払うのかというのかというのかというのかとい

う、そこの点がわからないとなかなかリフォームをしようとはならないのですけれども、う、そこの点がわからないとなかなかリフォームをしようとはならないのですけれども、う、そこの点がわからないとなかなかリフォームをしようとはならないのですけれども、う、そこの点がわからないとなかなかリフォームをしようとはならないのですけれども、

そのあたりどんなものか、もしわかりましたらお尋ねしたいと思います。そのあたりどんなものか、もしわかりましたらお尋ねしたいと思います。そのあたりどんなものか、もしわかりましたらお尋ねしたいと思います。そのあたりどんなものか、もしわかりましたらお尋ねしたいと思います。

大大大大学学学学の内の内の内の内定率定率定率定率８４８４８４８４．．．．２ということですが、２ということですが、２ということですが、２ということですが、全全全全国平国平国平国平均均均均が９１ぐらいだったと思いますので、が９１ぐらいだったと思いますので、が９１ぐらいだったと思いますので、が９１ぐらいだったと思いますので、

奈良県は、かなりそれから奈良県は、かなりそれから奈良県は、かなりそれから奈良県は、かなりそれから比比比比べたらべたらべたらべたら低低低低いと思います。ぜひいろいろないと思います。ぜひいろいろないと思います。ぜひいろいろないと思います。ぜひいろいろな形形形形でででで連携連携連携連携をとりながをとりながをとりながをとりなが

ら注ら注ら注ら注意意意意してやっていただしてやっていただしてやっていただしてやっていただききききたいということをお願いしておたいということをお願いしておたいということをお願いしておたいということをお願いしておききききます。ます。ます。ます。



---- 5555 ----

エネエネエネエネルルルルギギギギーのことは産業・雇用振興部長からーのことは産業・雇用振興部長からーのことは産業・雇用振興部長からーのことは産業・雇用振興部長から考考考考えていただくというお話をえていただくというお話をえていただくというお話をえていただくというお話を伺伺伺伺いましたのいましたのいましたのいましたの

で、本当にこれからの産業のあり方にしても、で、本当にこれからの産業のあり方にしても、で、本当にこれからの産業のあり方にしても、で、本当にこれからの産業のあり方にしても、例例例例えば木質えば木質えば木質えば木質ババババイイイイオマスオマスオマスオマスをどうするかというをどうするかというをどうするかというをどうするかという

ようなことをようなことをようなことをようなことを聞き聞き聞き聞きましても、奈良県でこのましても、奈良県でこのましても、奈良県でこのましても、奈良県でこのエネエネエネエネルルルルギギギギーのーのーのーの問題問題問題問題ををををききききっっっっちちちちりとりとりとりと位置づ位置づ位置づ位置づけていくけていくけていくけていく

ことがことがことがことが必必必必要だと思いますので、ぜひ要だと思いますので、ぜひ要だと思いますので、ぜひ要だと思いますので、ぜひ議論議論議論議論をしていただをしていただをしていただをしていただききききたいということをお願いしておたいということをお願いしておたいということをお願いしておたいということをお願いしておきききき

ます。ます。ます。ます。

○七尾林業振興課長○七尾林業振興課長○七尾林業振興課長○七尾林業振興課長 住宅リフォームの場合、内装材の住宅リフォームの場合、内装材の住宅リフォームの場合、内装材の住宅リフォームの場合、内装材の最最最最大の助成大の助成大の助成大の助成額額額額が１１万５，０００が１１万５，０００が１１万５，０００が１１万５，０００

円の円の円の円の商品券商品券商品券商品券ということになりまして、それ以ということになりまして、それ以ということになりまして、それ以ということになりまして、それ以上上上上は、それは、それは、それは、それぞぞぞぞれのれのれのれのパパパパターンによって変わってターンによって変わってターンによって変わってターンによって変わって

くるかと思います。以くるかと思います。以くるかと思います。以くるかと思います。以上上上上でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

○今井委員○今井委員○今井委員○今井委員 そのそのそのその辺辺辺辺、もう、もう、もう、もう少少少少しわかりやすくＰＲでしわかりやすくＰＲでしわかりやすくＰＲでしわかりやすくＰＲでききききるようなものを、ぜひお願いしたいるようなものを、ぜひお願いしたいるようなものを、ぜひお願いしたいるようなものを、ぜひお願いしたい

ということを要ということを要ということを要ということを要望望望望しておしておしておしておききききます。ます。ます。ます。

○粒谷委員○粒谷委員○粒谷委員○粒谷委員 １点だけお１点だけお１点だけお１点だけお伺伺伺伺いしておいしておいしておいしておききききます。ます。ます。ます。

先先先先ほど、産業・雇用振興部長の説明のほど、産業・雇用振興部長の説明のほど、産業・雇用振興部長の説明のほど、産業・雇用振興部長の説明の中中中中で、今年度ので、今年度ので、今年度ので、今年度の予算予算予算予算でででで競輪競輪競輪競輪事業がいよいよ事業がいよいよ事業がいよいよ事業がいよいよ通常開通常開通常開通常開

催催催催ということで、ということで、ということで、ということで、売上売上売上売上高が高が高が高が非常非常非常非常にダにダにダにダウウウウンするということですけれども、ンするということですけれども、ンするということですけれども、ンするということですけれども、現在現在現在現在のののの競輪競輪競輪競輪事業の事業の事業の事業の

概要、いわ概要、いわ概要、いわ概要、いわゆゆゆゆるるるる収支収支収支収支関係について関係について関係について関係について教教教教えていただけますか。えていただけますか。えていただけますか。えていただけますか。

○浪越産業・雇用振興部長○浪越産業・雇用振興部長○浪越産業・雇用振興部長○浪越産業・雇用振興部長 競輪競輪競輪競輪事業ですけれども、事業ですけれども、事業ですけれども、事業ですけれども、先先先先ほどご説明ほどご説明ほどご説明ほどご説明申申申申しししし上げ上げ上げ上げましたとおり、ましたとおり、ましたとおり、ましたとおり、

昨昨昨昨年は年は年は年は特別競輪特別競輪特別競輪特別競輪というので、かなりというので、かなりというので、かなりというので、かなりグレグレグレグレーーーードドドドの高いの高いの高いの高いレレレレーーーーススススがががが組組組組めましたので、その部めましたので、その部めましたので、その部めましたので、その部分分分分のののの

収収収収入が多かったのですけれども、ことしは入が多かったのですけれども、ことしは入が多かったのですけれども、ことしは入が多かったのですけれども、ことしは通常通常通常通常ののののレレレレーーーーススススということになっています。ということになっています。ということになっています。ということになっています。全体全体全体全体

のののの収支収支収支収支ですけれども、平成２１年度はですけれども、平成２１年度はですけれども、平成２１年度はですけれども、平成２１年度は赤字赤字赤字赤字を２，５００万円出している。ことしにつを２，５００万円出している。ことしにつを２，５００万円出している。ことしにつを２，５００万円出している。ことしにつききききまままま

してもしてもしてもしても赤字赤字赤字赤字になります。おおになります。おおになります。おおになります。おおむむむむねのねのねのねの額額額額で言いますと１で言いますと１で言いますと１で言いますと１億億億億３，０００万円ぐらいの３，０００万円ぐらいの３，０００万円ぐらいの３，０００万円ぐらいの赤字赤字赤字赤字になになになにな

ると思います。ると思います。ると思います。ると思います。

先先先先ほど言いましたほど言いましたほど言いましたほど言いました形形形形ですけれども、やはりですけれども、やはりですけれども、やはりですけれども、やはり競輪競輪競輪競輪事業では事業では事業では事業では客層客層客層客層もももも少少少少し高し高し高し高齢化齢化齢化齢化をしておりまをしておりまをしておりまをしておりま

すし、すし、すし、すし、来来来来場場場場さささされる方れる方れる方れる方 々々々々もかなりもかなりもかなりもかなり減減減減ってってってってききききているのが実ているのが実ているのが実ているのが実態態態態でごでごでごでござざざざいます。国でも検います。国でも検います。国でも検います。国でも検討討討討会を会を会を会を持持持持

っていただいておりまして、今っていただいておりまして、今っていただいておりまして、今っていただいておりまして、今後後後後のののの競輪運営競輪運営競輪運営競輪運営にかかわっていろいろなにかかわっていろいろなにかかわっていろいろなにかかわっていろいろな提案提案提案提案はなはなはなはなさささされておりれておりれておりれており

ます。ます。ます。ます。抜抜抜抜本本本本的的的的なななな改革改革改革改革をしていただかないと、なかなか地方のをしていただかないと、なかなか地方のをしていただかないと、なかなか地方のをしていただかないと、なかなか地方の競輪競輪競輪競輪というのはというのはというのはというのは難難難難しかろうとしかろうとしかろうとしかろうと

思っております。今、５月の思っております。今、５月の思っております。今、５月の思っております。今、５月の時時時時点で点で点で点で全全全全国に４５ほどの国に４５ほどの国に４５ほどの国に４５ほどの競輪競輪競輪競輪場がご場がご場がご場がござざざざいますけれども、平成いますけれども、平成いますけれども、平成いますけれども、平成

２１年度の２１年度の２１年度の２１年度のベベベベーーーーススススでは４８では４８では４８では４８競輪競輪競輪競輪場がありました。そのう場がありました。そのう場がありました。そのう場がありました。そのうちちちち１２ほどの１２ほどの１２ほどの１２ほどの競輪競輪競輪競輪場で場で場で場で赤字赤字赤字赤字が出てが出てが出てが出て

おります。そういうおります。そういうおります。そういうおります。そういう状況状況状況状況でごでごでごでござざざざいまして、いまして、いまして、いまして、全全全全国国国国的的的的にもにもにもにも経営経営経営経営がかなりがかなりがかなりがかなり難難難難しくなっていると。しくなっていると。しくなっていると。しくなっていると。

県といたしましても、これまで内部県といたしましても、これまで内部県といたしましても、これまで内部県といたしましても、これまで内部的的的的な検な検な検な検討討討討会、会、会、会、外外外外部の委員についての検部の委員についての検部の委員についての検部の委員についての検討討討討会を含めまし会を含めまし会を含めまし会を含めまし

ていろいろな方策をとってていろいろな方策をとってていろいろな方策をとってていろいろな方策をとってききききたのですけれども、やはりたのですけれども、やはりたのですけれども、やはりたのですけれども、やはり全全全全国国国国的的的的ななななレベレベレベレベルでルでルでルで競輪競輪競輪競輪の、の、の、の、例例例例えばえばえばえば

レレレレーーーーススススの回の回の回の回数数数数でありますとか、場でありますとか、それからそれでありますとか、場でありますとか、それからそれでありますとか、場でありますとか、それからそれでありますとか、場でありますとか、それからそれぞぞぞぞれのれのれのれの団体団体団体団体、いろんな、いろんな、いろんな、いろんな運運運運
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営営営営をするをするをするをする団体団体団体団体のののの統統統統合でありますとか、そんな合でありますとか、そんな合でありますとか、そんな合でありますとか、そんな議論議論議論議論が今、国でもなが今、国でもなが今、国でもなが今、国でもなさささされておりますので、これておりますので、これておりますので、これておりますので、こ

のののの動向動向動向動向をををを見見見見てしっかり今てしっかり今てしっかり今てしっかり今後考後考後考後考えていえていえていえていききききたいと思っています。以たいと思っています。以たいと思っています。以たいと思っています。以上上上上でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

○粒谷委員○粒谷委員○粒谷委員○粒谷委員 国の国の国の国の傾向傾向傾向傾向というのはわかるのですけれども、というのはわかるのですけれども、というのはわかるのですけれども、というのはわかるのですけれども、競輪競輪競輪競輪事業の主たる目事業の主たる目事業の主たる目事業の主たる目的的的的は何なのは何なのは何なのは何なの

ですか。ですか。ですか。ですか。

○浪越産業・雇用振興部長○浪越産業・雇用振興部長○浪越産業・雇用振興部長○浪越産業・雇用振興部長 基本基本基本基本的的的的には、ごには、ごには、ごには、ご承知承知承知承知のようにのようにのようにのように競輪競輪競輪競輪事業というのは、本事業というのは、本事業というのは、本事業というのは、本来来来来、福、福、福、福

祉祉祉祉でありますとか、でありますとか、でありますとか、でありますとか、収収収収益益益益をあるをあるをあるをある程程程程度度度度上げ上げ上げ上げて、それをて、それをて、それをて、それを行政側行政側行政側行政側にににに還還還還元するという目元するという目元するという目元するという目的的的的でででで競輪競輪競輪競輪をををを

実施する実施する実施する実施する形形形形になっています。になっています。になっています。になっています。

○粒谷委員○粒谷委員○粒谷委員○粒谷委員 おっしおっしおっしおっしゃゃゃゃるとおりなのですよ。るとおりなのですよ。るとおりなのですよ。るとおりなのですよ。競輪競輪競輪競輪事業は、事業は、事業は、事業は、収収収収益益益益をををを上げ上げ上げ上げて一般会計に入れるて一般会計に入れるて一般会計に入れるて一般会計に入れる

というのがというのがというのがというのが競輪競輪競輪競輪事業の主たる目事業の主たる目事業の主たる目事業の主たる目的的的的なのです。福なのです。福なのです。福なのです。福祉祉祉祉ということはということはということはということは必必必必要かどうかわからないで要かどうかわからないで要かどうかわからないで要かどうかわからないで

すが。すが。すが。すが。

いわいわいわいわゆゆゆゆる、このる、このる、このる、この競輪競輪競輪競輪事業でことしまで、大事業でことしまで、大事業でことしまで、大事業でことしまで、大体バ体バ体バ体バブブブブルなどのとルなどのとルなどのとルなどのとききききは、平成３年は、平成３年は、平成３年は、平成３年時時時時代は年代は年代は年代は年間間間間

２２２２２２２２億億億億円ぐらいを一般会計に円ぐらいを一般会計に円ぐらいを一般会計に円ぐらいを一般会計に繰繰繰繰り入れしたことがありますよね。り入れしたことがありますよね。り入れしたことがありますよね。り入れしたことがありますよね。ススススタートしてから大タートしてから大タートしてから大タートしてから大体体体体奈奈奈奈

良県には３００良県には３００良県には３００良県には３００億億億億円ぐらいを一般会計に円ぐらいを一般会計に円ぐらいを一般会計に円ぐらいを一般会計に繰繰繰繰り入れしていると思うのです。ただ、今おっしり入れしていると思うのです。ただ、今おっしり入れしていると思うのです。ただ、今おっしり入れしていると思うのです。ただ、今おっし

ゃゃゃゃるように、基本るように、基本るように、基本るように、基本的的的的にににに競輪競輪競輪競輪事業というのは事業というのは事業というのは事業というのは黒黒黒黒字字字字でなでなでなでなききききゃゃゃゃならないのです。ならないのです。ならないのです。ならないのです。赤字赤字赤字赤字にまでしてにまでしてにまでしてにまでして

やるべやるべやるべやるべきききき事業ではないのです。事業ではないのです。事業ではないのです。事業ではないのです。

国でもいろいろお国でもいろいろお国でもいろいろお国でもいろいろお考考考考えはあるようですけれども、えはあるようですけれども、えはあるようですけれども、えはあるようですけれども、経済経済経済経済産業省でも、この産業省でも、この産業省でも、この産業省でも、この競輪競輪競輪競輪事業はもう事業はもう事業はもう事業はもう

大大大大体体体体右肩右肩右肩右肩下がりで、ほかの下がりで、ほかの下がりで、ほかの下がりで、ほかの競輪競輪競輪競輪事業もそうなのですけれども、事業もそうなのですけれども、事業もそうなのですけれども、事業もそうなのですけれども、廃止廃止廃止廃止の方の方の方の方向向向向にににに向向向向かっているかっているかっているかっている

のも事実なのですよ。奈良県はこののも事実なのですよ。奈良県はこののも事実なのですよ。奈良県はこののも事実なのですよ。奈良県はこの競輪競輪競輪競輪事業をまだまだ、当事業をまだまだ、当事業をまだまだ、当事業をまだまだ、当然然然然外外外外部部部部監査監査監査監査も入れられましたも入れられましたも入れられましたも入れられました

ので、ので、ので、ので、経営努経営努経営努経営努力力力力ををををさささされています。しかし、れています。しかし、れています。しかし、れています。しかし、努努努努力力力力しても、おしても、おしても、おしても、お客様客様客様客様がががが少少少少なくなり、なくなり、なくなり、なくなり、需需需需要がなく要がなく要がなく要がなく

なればこの事業も成りなればこの事業も成りなればこの事業も成りなればこの事業も成り立立立立たないわけです。そうすれば、今たないわけです。そうすれば、今たないわけです。そうすれば、今たないわけです。そうすれば、今後後後後この事業をどのようにしていこの事業をどのようにしていこの事業をどのようにしていこの事業をどのようにしてい

くか、くか、くか、くか、例例例例えばえばえばえば廃止廃止廃止廃止の方の方の方の方向向向向にににに向向向向かうのか、それとも今おっしかうのか、それとも今おっしかうのか、それとも今おっしかうのか、それとも今おっしゃゃゃゃるように、るように、るように、るように、赤字赤字赤字赤字を出してでもを出してでもを出してでもを出してでも

経営経営経営経営していくのかどうか。それは大していくのかどうか。それは大していくのかどうか。それは大していくのかどうか。それは大ききききなななな論論論論点になってくると思うのですけれども、産業・点になってくると思うのですけれども、産業・点になってくると思うのですけれども、産業・点になってくると思うのですけれども、産業・

雇用振興部長はどのようにお雇用振興部長はどのようにお雇用振興部長はどのようにお雇用振興部長はどのようにお考考考考えですか。えですか。えですか。えですか。

○浪越産業・雇用振興部長○浪越産業・雇用振興部長○浪越産業・雇用振興部長○浪越産業・雇用振興部長 委員のご委員のご委員のご委員のご指摘指摘指摘指摘のとおり、のとおり、のとおり、のとおり、競輪競輪競輪競輪事業は、これから事業は、これから事業は、これから事業は、これから過渡期過渡期過渡期過渡期をををを迎迎迎迎ええええ

てくるのかなと思います。けれども、ただ、てくるのかなと思います。けれども、ただ、てくるのかなと思います。けれども、ただ、てくるのかなと思います。けれども、ただ、先先先先ほどもほどもほどもほども申申申申しましたように国でいろいろな検しましたように国でいろいろな検しましたように国でいろいろな検しましたように国でいろいろな検

討討討討をなをなをなをなさささされておりまして、れておりまして、れておりまして、れておりまして、例例例例えばえばえばえば競輪競輪競輪競輪事業で、かなり思い事業で、かなり思い事業で、かなり思い事業で、かなり思い切切切切った部った部った部った部分分分分のののの対対対対策がとれれば、策がとれれば、策がとれれば、策がとれれば、

あるあるあるある程程程程度度度度継継継継続続続続はははは可能可能可能可能であろうかと思いますし、また、そのであろうかと思いますし、また、そのであろうかと思いますし、また、そのであろうかと思いますし、また、その対対対対策の部策の部策の部策の部分分分分がかなりがかなりがかなりがかなり希薄希薄希薄希薄なものなものなものなもの

でありますと、なかなかでありますと、なかなかでありますと、なかなかでありますと、なかなか経営経営経営経営はははは難難難難しかろうと思いますので、いましばらく国のしかろうと思いますので、いましばらく国のしかろうと思いますので、いましばらく国のしかろうと思いますので、いましばらく国の動向動向動向動向をををを見見見見なななな

がら、内部としても検がら、内部としても検がら、内部としても検がら、内部としても検討討討討をををを進進進進めながらめながらめながらめながら行き行き行き行きたいと思っております。以たいと思っております。以たいと思っております。以たいと思っております。以上上上上でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

○粒谷委員○粒谷委員○粒谷委員○粒谷委員 国の国の国の国の対対対対策もわかりますけれども、奈良県としてどうするのかと、策もわかりますけれども、奈良県としてどうするのかと、策もわかりますけれども、奈良県としてどうするのかと、策もわかりますけれども、奈良県としてどうするのかと、例例例例えばえばえばえば西宮西宮西宮西宮
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市では市では市では市では甲甲甲甲子子子子園園園園競輪競輪競輪競輪とかとかとかとか西宮西宮西宮西宮競輪競輪競輪競輪はははは廃止廃止廃止廃止になりました。大津になりました。大津になりました。大津になりました。大津競輪競輪競輪競輪もももも廃止廃止廃止廃止になりました。そうになりました。そうになりました。そうになりました。そう

すれば、それすれば、それすれば、それすれば、それぞぞぞぞれのれのれのれの経営経営経営経営しているしているしているしている自治自治自治自治体体体体が一つのが一つのが一つのが一つの判断判断判断判断をしていくをしていくをしていくをしていく時時時時代ではないのですか。代ではないのですか。代ではないのですか。代ではないのですか。

国の国の国の国の動向動向動向動向ばっかりばっかりばっかりばっかり見見見見ているというより、そのているというより、そのているというより、そのているというより、その間ず間ず間ず間ずっとっとっとっと赤字赤字赤字赤字をををを垂垂垂垂れ流しでやっていく方れ流しでやっていく方れ流しでやっていく方れ流しでやっていく方向向向向なななな

のか。そののか。そののか。そののか。その辺辺辺辺はどうなのですか。はどうなのですか。はどうなのですか。はどうなのですか。

○浪越産業・雇用振興部長○浪越産業・雇用振興部長○浪越産業・雇用振興部長○浪越産業・雇用振興部長 ２２２２カカカカ年年年年連続連続連続連続でででで赤字赤字赤字赤字になるだろうということでお話しになるだろうということでお話しになるだろうということでお話しになるだろうということでお話しさせさせさせさせていていていてい

ただただただただききききましたけれども、これがましたけれども、これがましたけれども、これがましたけれども、これが翌翌翌翌年度、いろいろな年度、いろいろな年度、いろいろな年度、いろいろな対対対対策を策を策を策を打打打打つことによってつことによってつことによってつことによって黒黒黒黒字字字字になるのになるのになるのになるの

かどうかも一つ目かどうかも一つ目かどうかも一つ目かどうかも一つ目安安安安になろうかとは思います。になろうかとは思います。になろうかとは思います。になろうかとは思います。

先先先先ほどほどほどほど申申申申しししし上げ上げ上げ上げましたましたましたました中中中中でもあるのですけれども、これまで県でもでもあるのですけれども、これまで県でもでもあるのですけれども、これまで県でもでもあるのですけれども、これまで県でも過去過去過去過去にににに赤字赤字赤字赤字を２を２を２を２カカカカ年年年年

出したことがご出したことがご出したことがご出したことがござざざざいます。そのいます。そのいます。そのいます。その後後後後、県の、県の、県の、県の中中中中でもでもでもでも対対対対策をいたしまして、主には場策をいたしまして、主には場策をいたしまして、主には場策をいたしまして、主には場外外外外のののの車車車車券売券売券売券売

りにりにりにりに力力力力を入れたを入れたを入れたを入れた形形形形でででで収支収支収支収支のののの改改改改善善善善をしてをしてをしてをして繰繰繰繰り出り出り出り出せせせせるるるる状況状況状況状況にまでにまでにまでにまで戻戻戻戻ったというったというったというったという過去過去過去過去のののの経経経経緯緯緯緯もごもごもごもご

ざざざざいます。だから、この場で今どうこうといういます。だから、この場で今どうこうといういます。だから、この場で今どうこうといういます。だから、この場で今どうこうという形形形形の話はでの話はでの話はでの話はでききききまままませせせせんけれども、まだ県のんけれども、まだ県のんけれども、まだ県のんけれども、まだ県の中中中中

でどういったでどういったでどういったでどういった体制体制体制体制が今が今が今が今後後後後もももも可能可能可能可能なのかもしっかりなのかもしっかりなのかもしっかりなのかもしっかり考考考考えていえていえていえていききききたいと思っております。たいと思っております。たいと思っております。たいと思っております。

○粒谷委員○粒谷委員○粒谷委員○粒谷委員 最最最最初初初初にににに申申申申しししし上げ上げ上げ上げたでしたでしたでしたでしょょょょう。主たる目う。主たる目う。主たる目う。主たる目的的的的はははは黒黒黒黒字字字字ではなかったらだめなのです。ではなかったらだめなのです。ではなかったらだめなのです。ではなかったらだめなのです。

それが大変なそれが大変なそれが大変なそれが大変な経営努経営努経営努経営努力力力力ををををさささされてもれてもれてもれても赤字赤字赤字赤字がかわからないというような事業をなぜがかわからないというような事業をなぜがかわからないというような事業をなぜがかわからないというような事業をなぜ継継継継続続続続しなけしなけしなけしなけ

ればいけないのか。当ればいけないのか。当ればいけないのか。当ればいけないのか。当然然然然、、、、廃止廃止廃止廃止するとなったら、１年、２年ではでするとなったら、１年、２年ではでするとなったら、１年、２年ではでするとなったら、１年、２年ではでききききないのです。雇用のないのです。雇用のないのです。雇用のないのです。雇用の

問題問題問題問題があるでしがあるでしがあるでしがあるでしょょょょう。今あそこでう。今あそこでう。今あそこでう。今あそこで働働働働いておられる方は、いておられる方は、いておられる方は、いておられる方は、約約約約３００人ぐらいおられます。そ３００人ぐらいおられます。そ３００人ぐらいおられます。そ３００人ぐらいおられます。そ

うすると、うすると、うすると、うすると、普通普通普通普通の事業との事業との事業との事業と違違違違いまして、いまして、いまして、いまして、急急急急にやめるということは、これはいけまにやめるということは、これはいけまにやめるということは、これはいけまにやめるということは、これはいけませせせせん。そうん。そうん。そうん。そう

なれば、なれば、なれば、なれば、例例例例えばえばえばえば廃止廃止廃止廃止をしたらどうするのかというようなをしたらどうするのかというようなをしたらどうするのかというようなをしたらどうするのかというような両面両面両面両面ねらいも当ねらいも当ねらいも当ねらいも当然然然然していると思うしていると思うしていると思うしていると思う

のです。のです。のです。のです。私私私私はははは知知知知りまりまりまりませせせせんけれども、んけれども、んけれども、んけれども、勉強勉強勉強勉強不不不不足足足足でわからないけれども、でわからないけれども、でわからないけれども、でわからないけれども、例例例例えば大津えば大津えば大津えば大津競輪競輪競輪競輪、、、、西西西西

宮宮宮宮競輪競輪競輪競輪でもでもでもでも廃止廃止廃止廃止をしたとするならば、何年をしたとするならば、何年をしたとするならば、何年をしたとするならば、何年間間間間かのかのかのかのスパスパスパスパンが要ったと思うのです。そうすれンが要ったと思うのです。そうすれンが要ったと思うのです。そうすれンが要ったと思うのです。そうすれ

ば、奈良県のば、奈良県のば、奈良県のば、奈良県の中中中中では、では、では、では、例例例例えばえばえばえば廃止廃止廃止廃止したらどういうシしたらどういうシしたらどういうシしたらどういうシミュミュミュミュレレレレーシーシーシーショョョョンがあるかということをンがあるかということをンがあるかということをンがあるかということを

検検検検討さ討さ討さ討されたことはありますか。れたことはありますか。れたことはありますか。れたことはありますか。

○浪越産業・雇用振興部長○浪越産業・雇用振興部長○浪越産業・雇用振興部長○浪越産業・雇用振興部長 今、今、今、今、廃止廃止廃止廃止ののののケケケケーーーーススススで、他場でもで、他場でもで、他場でもで、他場でも廃止廃止廃止廃止さささされているところはごれているところはごれているところはごれているところはござざざざ

いますので、その部いますので、その部いますので、その部いますので、その部分分分分について、今について、今について、今について、今後後後後のことをどうのことをどうのことをどうのことをどう判断判断判断判断するかはあるのですけれども、一するかはあるのですけれども、一するかはあるのですけれども、一するかはあるのですけれども、一

応応応応検検検検討討討討するというするというするというするという形形形形でででで進進進進めております。めております。めております。めております。

確確確確かに、雇用のかに、雇用のかに、雇用のかに、雇用の問題問題問題問題でありますとか、でありますとか、でありますとか、でありますとか、廃止廃止廃止廃止をするといった場合にはなかなか多くのをするといった場合にはなかなか多くのをするといった場合にはなかなか多くのをするといった場合にはなかなか多くの問題問題問題問題

がごがごがごがござざざざいますので、そういったことも今いますので、そういったことも今いますので、そういったことも今いますので、そういったことも今後後後後研究研究研究研究するするするする中中中中には入れていくには入れていくには入れていくには入れていく予定予定予定予定でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

○粒谷委員○粒谷委員○粒谷委員○粒谷委員 検検検検討さ討さ討さ討されたのですか、それともこれから検れたのですか、それともこれから検れたのですか、それともこれから検れたのですか、それともこれから検討討討討する、どっする、どっする、どっする、どっちちちちなのですか。なのですか。なのですか。なのですか。

○浪越産業・雇用振興部長○浪越産業・雇用振興部長○浪越産業・雇用振興部長○浪越産業・雇用振興部長 詳細詳細詳細詳細な検な検な検な検討討討討というのは、まだこれからしていくというのは、まだこれからしていくというのは、まだこれからしていくというのは、まだこれからしていく形形形形になります。になります。になります。になります。

○粒谷委員○粒谷委員○粒谷委員○粒谷委員 例例例例えばえばえばえば西宮西宮西宮西宮競輪競輪競輪競輪とかとかとかとか甲甲甲甲子子子子園園園園競輪競輪競輪競輪とか大津とか大津とか大津とか大津競輪競輪競輪競輪、これらを、これらを、これらを、これらを廃止廃止廃止廃止したとしたら、したとしたら、したとしたら、したとしたら、



---- 8888 ----

廃止廃止廃止廃止の方の方の方の方向向向向にににに向向向向かってかってかってかって最最最最初初初初ののののススススタートからどれぐらいタートからどれぐらいタートからどれぐらいタートからどれぐらいスパスパスパスパンがかかったのですか。ンがかかったのですか。ンがかかったのですか。ンがかかったのですか。

○江畑地域産業課長○江畑地域産業課長○江畑地域産業課長○江畑地域産業課長 西宮西宮西宮西宮競輪競輪競輪競輪については、については、については、については、確認確認確認確認はしておりまはしておりまはしておりまはしておりませせせせんが、んが、んが、んが、昨昨昨昨年の大津年の大津年の大津年の大津競輪競輪競輪競輪のののの

場合については、場合については、場合については、場合については、突然突然突然突然昨昨昨昨年の７月、年の７月、年の７月、年の７月、ＧＧＧＧ１の１の１の１のレレレレーーーーススススのののの売売売売りりりり上げ上げ上げ上げが下がったということで、今が下がったということで、今が下がったということで、今が下がったということで、今

年度年度年度年度末末末末でででで廃止廃止廃止廃止をするとのをするとのをするとのをするとの突然突然突然突然のののの宣宣宣宣告告告告がごがごがごがござざざざいました。以いました。以いました。以いました。以上上上上でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

○粒谷委員○粒谷委員○粒谷委員○粒谷委員 大津大津大津大津競輪競輪競輪競輪はははは突然突然突然突然のののの廃止廃止廃止廃止で、それでで、それでで、それでで、それで例例例例えば雇用のえば雇用のえば雇用のえば雇用の問題問題問題問題などなどなどなどククククリアでリアでリアでリアでききききるのでするのでするのでするのです

か。か。か。か。

○江畑地域産業課長○江畑地域産業課長○江畑地域産業課長○江畑地域産業課長 議議議議会会会会筋筋筋筋でもいろいろでもいろいろでもいろいろでもいろいろ問題問題問題問題はあったようでごはあったようでごはあったようでごはあったようでござざざざいますが、とりあえいますが、とりあえいますが、とりあえいますが、とりあえずずずず

平成２２年度平成２２年度平成２２年度平成２２年度末末末末でででで廃止廃止廃止廃止ということになっております。ということになっております。ということになっております。ということになっております。

○粒谷委員○粒谷委員○粒谷委員○粒谷委員 これはこれはこれはこれは知知知知事がどう事がどう事がどう事がどう判断判断判断判断するかというするかというするかというするかという問題問題問題問題でもあると思うのです。でもあると思うのです。でもあると思うのです。でもあると思うのです。昨昨昨昨年の代年の代年の代年の代表表表表

質質質質問問問問でもこのでもこのでもこのでもこ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、知知知知事にお事にお事にお事にお聞き聞き聞き聞きしたことがあるのです。この事業はしたことがあるのです。この事業はしたことがあるのです。この事業はしたことがあるのです。この事業は抜抜抜抜本本本本的的的的に何に何に何に何

の事業かと。これはの事業かと。これはの事業かと。これはの事業かと。これは黒黒黒黒字字字字でなければならない事業です。でなければならない事業です。でなければならない事業です。でなければならない事業です。赤字赤字赤字赤字でも日本でも日本でも日本でも日本自自自自転転転転車車車車振興会に、振興会に、振興会に、振興会に、売売売売

りりりり上げ上げ上げ上げの３の３の３の３％％％％をををを上上上上納納納納するのでしするのでしするのでしするのでしょょょょう。１う。１う。１う。１割割割割はフはフはフはフィィィィーーーードバドバドバドバッッッッククククするらしいけれども。この事するらしいけれども。この事するらしいけれども。この事するらしいけれども。この事

業をなぜそんなに業をなぜそんなに業をなぜそんなに業をなぜそんなに意意意意地を地を地を地を張張張張ってしなければいけないのかということに、ってしなければいけないのかということに、ってしなければいけないのかということに、ってしなければいけないのかということに、私私私私は疑は疑は疑は疑問問問問をををを感感感感じじじじてててて

いるのです。当いるのです。当いるのです。当いるのです。当然然然然雇用の雇用の雇用の雇用の問題問題問題問題、それから、それから、それから、それから経済経済経済経済波波波波及及及及効果効果効果効果はあるとおっしはあるとおっしはあるとおっしはあるとおっしゃゃゃゃるのですけれども、るのですけれども、るのですけれども、るのですけれども、

この事業は、本当に今、この事業は、本当に今、この事業は、本当に今、この事業は、本当に今、見直見直見直見直すすすす時時時時期期期期にににに来来来来てるのではないか。そうすれば、今てるのではないか。そうすれば、今てるのではないか。そうすれば、今てるのではないか。そうすれば、今働働働働いておられいておられいておられいておられ

る方が一る方が一る方が一る方が一番番番番リリリリスクスクスクスクのののの少少少少ないないないない状況状況状況状況をををを持持持持ってこようとすれば、今、大津ってこようとすれば、今、大津ってこようとすれば、今、大津ってこようとすれば、今、大津競輪競輪競輪競輪のようにのようにのようにのように急急急急にやめにやめにやめにやめ

たという話はならないと思うのです。やはり何年かのたという話はならないと思うのです。やはり何年かのたという話はならないと思うのです。やはり何年かのたという話はならないと思うのです。やはり何年かのスパスパスパスパンをンをンをンを置置置置いて、雇用者のいて、雇用者のいて、雇用者のいて、雇用者の再再再再就職も就職も就職も就職も

含めてお含めてお含めてお含めてお考考考考ええええさささされないと、そんなれないと、そんなれないと、そんなれないと、そんな冷冷冷冷たいことはでたいことはでたいことはでたいことはでききききないと思うのです。そうすれば、今、ないと思うのです。そうすれば、今、ないと思うのです。そうすれば、今、ないと思うのです。そうすれば、今、

経営努経営努経営努経営努力力力力さささされてこの事業をれてこの事業をれてこの事業をれてこの事業を継継継継続続続続するというよりも、ある一方では、これをするというよりも、ある一方では、これをするというよりも、ある一方では、これをするというよりも、ある一方では、これを廃止廃止廃止廃止にしたらどにしたらどにしたらどにしたらど

うなるのかと。それはどういうシうなるのかと。それはどういうシうなるのかと。それはどういうシうなるのかと。それはどういうシミュミュミュミュレレレレーシーシーシーショョョョンでいくかということも、ンでいくかということも、ンでいくかということも、ンでいくかということも、先進先進先進先進地の実地の実地の実地の実例例例例をををを

見見見見ながら、検ながら、検ながら、検ながら、検討討討討すべすべすべすべきききき段階段階段階段階ではないかと思うのですけれども、ではないかと思うのですけれども、ではないかと思うのですけれども、ではないかと思うのですけれども、最後最後最後最後に産業・雇用振興部長、に産業・雇用振興部長、に産業・雇用振興部長、に産業・雇用振興部長、

どういうごどういうごどういうごどういうご見見見見解解解解かおかおかおかお聞聞聞聞かかかかせせせせくだくだくだくだささささい。い。い。い。

○浪越産業・雇用振興部長○浪越産業・雇用振興部長○浪越産業・雇用振興部長○浪越産業・雇用振興部長 先先先先ほどもほどもほどもほども申申申申しししし上げ上げ上げ上げましたけれども、いろんなましたけれども、いろんなましたけれども、いろんなましたけれども、いろんな選択肢選択肢選択肢選択肢はあろうはあろうはあろうはあろう

かと思います。今、委員おかと思います。今、委員おかと思います。今、委員おかと思います。今、委員お述述述述べのように、べのように、べのように、べのように、廃止廃止廃止廃止をした場合にどういうをした場合にどういうをした場合にどういうをした場合にどういう課題課題課題課題、どういう、どういう、どういう、どういうススススケケケケ

ジジジジュュュュール、どんなール、どんなール、どんなール、どんな形形形形でというようなことは、しっかりこれからでというようなことは、しっかりこれからでというようなことは、しっかりこれからでというようなことは、しっかりこれから研究研究研究研究していくしていくしていくしていく課題課題課題課題の一つとの一つとの一つとの一つと

してしてしてして考考考考えていえていえていえていききききたいと思っております。以たいと思っております。以たいと思っております。以たいと思っております。以上上上上です。です。です。です。

○神田委員○神田委員○神田委員○神田委員 ４つ４つ４つ４つ聞聞聞聞かかかかせせせせていただていただていただていただききききたいと思います。たいと思います。たいと思います。たいと思います。

ままままずずずず、、、、「「「「平成２３年度一般会計平成２３年度一般会計平成２３年度一般会計平成２３年度一般会計特別特別特別特別会計会計会計会計予算案予算案予算案予算案の概要の概要の概要の概要」」」」の８４の８４の８４の８４ペペペページ、大ージ、大ージ、大ージ、大和和和和肉鶏肉鶏肉鶏肉鶏のことのことのことのこと

でお尋ねいたします。でお尋ねいたします。でお尋ねいたします。でお尋ねいたします。食料食料食料食料品売品売品売品売り場り場り場り場へへへへ行行行行くと、くと、くと、くと、鶏肉鶏肉鶏肉鶏肉をををを買買買買うとうとうとうとききききはではではではでききききるだけ大るだけ大るだけ大るだけ大和和和和肉鶏肉鶏肉鶏肉鶏をををを買買買買

おうと思っておうと思っておうと思っておうと思って行き行き行き行きますが、ますが、ますが、ますが、種類種類種類種類としては一としては一としては一としては一種類種類種類種類しかないし、一つがしかないし、一つがしかないし、一つがしかないし、一つが結結結結構構構構大大大大ききききくて、うくて、うくて、うくて、うちちちちはははは
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これぐらいでいいけれども、一これぐらいでいいけれども、一これぐらいでいいけれども、一これぐらいでいいけれども、一枚買枚買枚買枚買うには大うには大うには大うには大ききききいというところもあるのです。おいというところもあるのです。おいというところもあるのです。おいというところもあるのです。お店店店店の方に、の方に、の方に、の方に、

どれぐらいどれぐらいどれぐらいどれぐらい売売売売れているとかいうことをよくれているとかいうことをよくれているとかいうことをよくれているとかいうことをよく聞聞聞聞くのですけれども、やはりくのですけれども、やはりくのですけれども、やはりくのですけれども、やはり少少少少しししし値段値段値段値段が高いのが高いのが高いのが高いの

と、と、と、と、少少少少しかた目だと。かた目がしかた目だと。かた目がしかた目だと。かた目がしかた目だと。かた目が好好好好ききききな人は、な人は、な人は、な人は、私私私私らはらはらはらは昔昔昔昔よくかたいものをよくかたいものをよくかたいものをよくかたいものを食食食食べたから平べたから平べたから平べたから平気気気気なななな

のですけれども、のですけれども、のですけれども、のですけれども、売売売売れにくいれにくいれにくいれにくい理理理理由由由由には、には、には、には、少少少少しかたいのとしかたいのとしかたいのとしかたいのと値段値段値段値段が高い、が高い、が高い、が高い、種類種類種類種類がないという、がないという、がないという、がないという、

この３つがこの３つがこの３つがこの３つが原原原原因因因因になっているようです。大になっているようです。大になっているようです。大になっているようです。大和和和和肉鶏肉鶏肉鶏肉鶏は今もいろいろなことをは今もいろいろなことをは今もいろいろなことをは今もいろいろなことを研究研究研究研究さささされているれているれているれている

最中最中最中最中なのか、いや、もうこれで、このかたなのか、いや、もうこれで、このかたなのか、いや、もうこれで、このかたなのか、いや、もうこれで、このかたささささでこの大でこの大でこの大でこの大きさきさきさきさでこのでこのでこのでこの値段値段値段値段でと、もうでと、もうでと、もうでと、もうずずずずっとそっとそっとそっとそ

のままいくのかどうか一つのままいくのかどうか一つのままいくのかどうか一つのままいくのかどうか一つ聞聞聞聞かかかかせせせせていただていただていただていただききききたい。たい。たい。たい。

次に、７８次に、７８次に、７８次に、７８ペペペページ、ージ、ージ、ージ、周遊型観周遊型観周遊型観周遊型観光地としての光地としての光地としての光地としての魅力魅力魅力魅力のののの向上向上向上向上のののの中中中中で、奈良ので、奈良ので、奈良ので、奈良の宿宿宿宿おもてなしおもてなしおもてなしおもてなし向上向上向上向上

対対対対策事業、平策事業、平策事業、平策事業、平城遷都城遷都城遷都城遷都１３００年１３００年１３００年１３００年祭祭祭祭のとのとのとのとききききはははは知知知知事が事が事が事が随随随随分分分分おもてなしの心を言っておられましおもてなしの心を言っておられましおもてなしの心を言っておられましおもてなしの心を言っておられまし

た。口がた。口がた。口がた。口が酸酸酸酸っっっっぱぱぱぱくなるというか、くなるというか、くなるというか、くなるというか、私私私私たたたたちちちちはははは耳耳耳耳にたこがでにたこがでにたこがでにたこができきききるぐらいよくるぐらいよくるぐらいよくるぐらいよく聞聞聞聞いていていていてききききました。ました。ました。ました。

ところが、このところが、このところが、このところが、この間間間間ある会で、平ある会で、平ある会で、平ある会で、平城遷都城遷都城遷都城遷都１３００年１３００年１３００年１３００年祭祭祭祭、あるいはまた奈良県の、あるいはまた奈良県の、あるいはまた奈良県の、あるいはまた奈良県の観観観観光というこ光というこ光というこ光というこ

とで、とで、とで、とで、観観観観光光光光客客客客にいろいろなアンにいろいろなアンにいろいろなアンにいろいろなアンケケケケートをとられたートをとられたートをとられたートをとられた中中中中で、おもてなしの心がで、おもてなしの心がで、おもてなしの心がで、おもてなしの心が非常非常非常非常にににに残念残念残念残念なななな結結結結

果果果果が出ているということもたくが出ているということもたくが出ているということもたくが出ているということもたくささささんあったのです。それも地んあったのです。それも地んあったのです。それも地んあったのです。それも地域域域域によって、イによって、イによって、イによって、イベベベベントによっントによっントによっントによっ

てそれがてそれがてそれがてそれが違違違違う。う。う。う。結果結果結果結果としてとしてとしてとして非常非常非常非常におもてなしがよかったというところも出ておりましたけにおもてなしがよかったというところも出ておりましたけにおもてなしがよかったというところも出ておりましたけにおもてなしがよかったというところも出ておりましたけ

れども、おもてなしの心というのは、れども、おもてなしの心というのは、れども、おもてなしの心というのは、れども、おもてなしの心というのは、観観観観光光光光客客客客はどういうとはどういうとはどういうとはどういうとききききにどういうところをにどういうところをにどういうところをにどういうところを感感感感じじじじとらとらとらとら

れるのか、そのれるのか、そのれるのか、そのれるのか、その辺辺辺辺のところを何かのところを何かのところを何かのところを何か分分分分析析析析しておられたらしておられたらしておられたらしておられたら教教教教えてほしいです。そういうところえてほしいです。そういうところえてほしいです。そういうところえてほしいです。そういうところ

がわかれば、おもてなしの心のがわかれば、おもてなしの心のがわかれば、おもてなしの心のがわかれば、おもてなしの心の向上向上向上向上に、いいアイに、いいアイに、いいアイに、いいアイデデデデアになっていくのではないかと思いまアになっていくのではないかと思いまアになっていくのではないかと思いまアになっていくのではないかと思いま

すので、そのことを一つすので、そのことを一つすので、そのことを一つすので、そのことを一つ教教教教えてほしいです。えてほしいです。えてほしいです。えてほしいです。

それと、それと、それと、それと、眺眺眺眺望望望望のよいのよいのよいのよいレスレスレスレストラン。これは今あるトラン。これは今あるトラン。これは今あるトラン。これは今あるレスレスレスレストランのトランのトランのトランの中中中中でででで認定認定認定認定をしていくのか、をしていくのか、をしていくのか、をしていくのか、

それとも、これからこういう場それとも、これからこういう場それとも、これからこういう場それとも、これからこういう場所所所所でつくったらいいという、そういうでつくったらいいという、そういうでつくったらいいという、そういうでつくったらいいという、そういう募集募集募集募集もももも兼兼兼兼ねてねてねてねてさささされるれるれるれる

のか、そののか、そののか、そののか、その辺辺辺辺をををを教教教教えてくだえてくだえてくだえてくだささささい。お願いします。い。お願いします。い。お願いします。い。お願いします。

○西浦畜産課長○西浦畜産課長○西浦畜産課長○西浦畜産課長 大大大大和和和和肉鶏肉鶏肉鶏肉鶏につにつにつにつききききましてのご質ましてのご質ましてのご質ましてのご質問問問問でごでごでごでござざざざいます。ごいます。ごいます。ごいます。ご存存存存じじじじのとおり大のとおり大のとおり大のとおり大和和和和肉鶏肉鶏肉鶏肉鶏

はははは畜畜畜畜産産産産技術技術技術技術セセセセンターで一つのンターで一つのンターで一つのンターで一つの品品品品種種種種というものをつくり、それをというものをつくり、それをというものをつくり、それをというものをつくり、それを改改改改良しております。良しております。良しております。良しております。ブブブブロロロロイイイイ

ラーがラーがラーがラーが通常通常通常通常６０日で出６０日で出６０日で出６０日で出荷荷荷荷さささされることにれることにれることにれることに対対対対しまして、大しまして、大しまして、大しまして、大和和和和肉鶏肉鶏肉鶏肉鶏は１２０日、は１２０日、は１２０日、は１２０日、じじじじっくりとっくりとっくりとっくりと時間時間時間時間

をかけてをかけてをかけてをかけて生生生生産をしています。したがいまして、産をしています。したがいまして、産をしています。したがいまして、産をしています。したがいまして、先先先先ほどかたいというお言ほどかたいというお言ほどかたいというお言ほどかたいというお言葉葉葉葉がごがごがごがござざざざいましたいましたいましたいました

が、そのが、そのが、そのが、その肉肉肉肉質が一つの質が一つの質が一つの質が一つの特特特特徴徴徴徴といいますか、シといいますか、シといいますか、シといいますか、シャモャモャモャモなどが入っていますので、地などが入っていますので、地などが入っていますので、地などが入っていますので、地鶏鶏鶏鶏をイメーをイメーをイメーをイメー

ジしたジしたジしたジした品品品品種種種種とごとごとごとご理理理理解解解解いただければいただければいただければいただければ結結結結構構構構かと思います。かと思います。かと思います。かと思います。

生生生生産産産産量量量量につにつにつにつききききましてもましてもましてもましても順順順順調に調に調に調に伸伸伸伸びびびびておりまして、１０万ておりまして、１０万ておりまして、１０万ておりまして、１０万羽羽羽羽の目の目の目の目標標標標にににに対対対対しまして、平成２しまして、平成２しまして、平成２しまして、平成２

２年度につ２年度につ２年度につ２年度につききききましては何とか９万２，０００ましては何とか９万２，０００ましては何とか９万２，０００ましては何とか９万２，０００羽羽羽羽までまでまでまで来来来来ており、ており、ており、ており、ブブブブランランランランドドドドとしてはとしてはとしてはとしては昭和昭和昭和昭和５７５７５７５７

年からやっておりますが、年からやっておりますが、年からやっておりますが、年からやっておりますが、定定定定着し着し着し着し順順順順調に調に調に調に伸伸伸伸びびびびているのではないかとているのではないかとているのではないかとているのではないかと感感感感じじじじているところでごているところでごているところでごているところでご
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ざざざざいます。以います。以います。以います。以上上上上でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

○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 委員ご委員ご委員ご委員ご指摘指摘指摘指摘のおもてなしについて、地のおもてなしについて、地のおもてなしについて、地のおもてなしについて、地域域域域やイやイやイやイベベベベント等によっント等によっント等によっント等によっ

てかなりてかなりてかなりてかなり差差差差があり、どういう受けとめ方を県民の方はがあり、どういう受けとめ方を県民の方はがあり、どういう受けとめ方を県民の方はがあり、どういう受けとめ方を県民の方はさささされているのかと、そのれているのかと、そのれているのかと、そのれているのかと、その分分分分析析析析ををををさささされれれれ

ているのかとのお話ですが、ているのかとのお話ですが、ているのかとのお話ですが、ているのかとのお話ですが、具体的具体的具体的具体的にににに我我我我 々々々々のところでそののところでそののところでそののところでその分分分分析析析析はなかなかではなかなかではなかなかではなかなかでききききていないのていないのていないのていないの

かと思うのですが、部かと思うのですが、部かと思うのですが、部かと思うのですが、部局局局局はははは恐恐恐恐らくらくらくらく観観観観光光光光局局局局でやっているのかと思いますが、でやっているのかと思いますが、でやっているのかと思いますが、でやっているのかと思いますが、私私私私の関係するとの関係するとの関係するとの関係すると

ころでは、おもてなしころでは、おもてなしころでは、おもてなしころでは、おもてなしススススキキキキルアルアルアルアッッッッププププアアアアドバドバドバドバイイイイザザザザーーーー派遣派遣派遣派遣事業がご事業がご事業がご事業がござざざざいまして、そのいまして、そのいまして、そのいまして、その中中中中でででで従従従従業業業業

員の方員の方員の方員の方 々々々々のおもてなしののおもてなしののおもてなしののおもてなしのススススキキキキルアルアルアルアッッッッププププをををを図図図図るということで、アるということで、アるということで、アるということで、アドバドバドバドバイイイイザザザザーをーをーをーを派遣派遣派遣派遣してしてしてして研研研研修修修修

をしているところがある。そのをしているところがある。そのをしているところがある。そのをしているところがある。その中中中中で、いろいろなで、いろいろなで、いろいろなで、いろいろな物物物物のののの見見見見方、方、方、方、分分分分析析析析とまではいかないまでも、とまではいかないまでも、とまではいかないまでも、とまではいかないまでも、

そういうことはそういうことはそういうことはそういうことは研研研研修修修修のののの中中中中でやっているのかとは思いますが、でやっているのかとは思いますが、でやっているのかとは思いますが、でやっているのかとは思いますが、具体的具体的具体的具体的なななな分分分分析析析析というというというという形形形形ではではではでは

我我我我 々々々々のところではしておりまのところではしておりまのところではしておりまのところではしておりませせせせん。以ん。以ん。以ん。以上上上上です。です。です。です。

○嶋本マーケティング課長○嶋本マーケティング課長○嶋本マーケティング課長○嶋本マーケティング課長 眺眺眺眺望望望望のよいのよいのよいのよいレスレスレスレストランに関するお尋ねでごトランに関するお尋ねでごトランに関するお尋ねでごトランに関するお尋ねでござざざざいます。今います。今います。今います。今現在現在現在現在、、、、

県内県内県内県内各各各各地にありますすぐれた地にありますすぐれた地にありますすぐれた地にありますすぐれた景観景観景観景観、、、、眺眺眺眺望望望望、それとおいしい、それとおいしい、それとおいしい、それとおいしい料料料料理理理理と、それから施設も含めまと、それから施設も含めまと、それから施設も含めまと、それから施設も含めま

した心地よいした心地よいした心地よいした心地よい空空空空間間間間ということで、ということで、ということで、ということで、三拍三拍三拍三拍子そろった子そろった子そろった子そろったレスレスレスレストランをトランをトランをトランを探探探探しております。しております。しております。しております。現在現在現在現在、、、、募募募募

集集集集一般１回目を一般１回目を一般１回目を一般１回目を終終終終わりましてわりましてわりましてわりまして審査審査審査審査をしているところでごをしているところでごをしているところでごをしているところでござざざざいますけれども、事業といたしいますけれども、事業といたしいますけれども、事業といたしいますけれども、事業といたし

ましては、当ましては、当ましては、当ましては、当然然然然新たにこの３つをそろえた新たにこの３つをそろえた新たにこの３つをそろえた新たにこの３つをそろえたレスレスレスレストランもでトランもでトランもでトランもでききききることもをることもをることもをることもを期待期待期待期待しておりまししておりまししておりまししておりまし

て、メて、メて、メて、メニュニュニュニューとしましては、当ーとしましては、当ーとしましては、当ーとしましては、当然既存然既存然既存然既存のののの改修改修改修改修、あるいは新、あるいは新、あるいは新、あるいは新築築築築、そういったものを含めた、そういったものを含めた、そういったものを含めた、そういったものを含めた形形形形

でででで認定認定認定認定したしたしたした上上上上でででで支援支援支援支援をををを考考考考えていえていえていえていききききたいとたいとたいとたいと考考考考えております。えております。えております。えております。

○神田委員○神田委員○神田委員○神田委員 ままままずずずず、大、大、大、大和和和和肉鶏肉鶏肉鶏肉鶏、、、、売売売売れていると言われますが、地れていると言われますが、地れていると言われますが、地れていると言われますが、地域的域的域的域的なななな差差差差はあるでしはあるでしはあるでしはあるでしょょょょうけうけうけうけ

れども、シれども、シれども、シれども、ショョョョーーーーウウウウインインインインドドドドーのところにーのところにーのところにーのところに行行行行ったら、大ったら、大ったら、大ったら、大和和和和肉鶏肉鶏肉鶏肉鶏はあまりはあまりはあまりはあまり売売売売れてないのです。れてないのです。れてないのです。れてないのです。橿橿橿橿

原原原原市だけかもしれないですが。そういうところもしっかりまた市だけかもしれないですが。そういうところもしっかりまた市だけかもしれないですが。そういうところもしっかりまた市だけかもしれないですが。そういうところもしっかりまた把握把握把握把握してもらって、本当にしてもらって、本当にしてもらって、本当にしてもらって、本当に

需需需需要にこたえられる要にこたえられる要にこたえられる要にこたえられる量量量量がでがでがでができきききてくるのかどうかもこれからのてくるのかどうかもこれからのてくるのかどうかもこれからのてくるのかどうかもこれからの課題課題課題課題でしでしでしでしょょょょう。やっう。やっう。やっう。やっぱぱぱぱり６０り６０り６０り６０

日と１２０日といったら、そり日と１２０日といったら、そり日と１２０日といったら、そり日と１２０日といったら、そりゃゃゃゃ倍倍倍倍走走走走ったりいろいろするのだから、かたくはなると思うったりいろいろするのだから、かたくはなると思うったりいろいろするのだから、かたくはなると思うったりいろいろするのだから、かたくはなると思う

けれども、それで、もう何が何でもこれでけれども、それで、もう何が何でもこれでけれども、それで、もう何が何でもこれでけれども、それで、もう何が何でもこれで通通通通すのか、そのすのか、そのすのか、そのすのか、その辺辺辺辺はははは消費消費消費消費者の思いもと者の思いもと者の思いもと者の思いもとききききにはにはにはには考考考考

えてもらって、えてもらって、えてもらって、えてもらって、売売売売れていかないとれていかないとれていかないとれていかないと意意意意味味味味がないと思いますので、大がないと思いますので、大がないと思いますので、大がないと思いますので、大和和和和肉鶏肉鶏肉鶏肉鶏、これからもしっ、これからもしっ、これからもしっ、これからもしっ

かりかりかりかり見見見見守守守守っていっていっていっていききききますので。ほんとにますので。ほんとにますので。ほんとにますので。ほんとにちちちちょょょょっとかたいよね。っとかたいよね。っとかたいよね。っとかたいよね。食食食食べたことありますか。年いべたことありますか。年いべたことありますか。年いべたことありますか。年い

ってくるとってくるとってくるとってくると余余余余計かわからないですがかたいです。計かわからないですがかたいです。計かわからないですがかたいです。計かわからないですがかたいです。味味味味はいいのですけれども。はいいのですけれども。はいいのですけれども。はいいのですけれども。

それから、おもてなしの心は、一つそれから、おもてなしの心は、一つそれから、おもてなしの心は、一つそれから、おもてなしの心は、一つ例例例例をををを挙挙挙挙げげげげますと、ますと、ますと、ますと、最近最近最近最近、もう５年になるのかな、高、もう５年になるのかな、高、もう５年になるのかな、高、もう５年になるのかな、高

取取取取町町町町のののの街街街街ななななみみみみのひなのひなのひなのひな祭祭祭祭りというのが、年りというのが、年りというのが、年りというのが、年 々々々々観観観観光光光光客客客客がががが非常非常非常非常ににににふふふふえてえてえてえてききききますし、リますし、リますし、リますし、リピピピピーターがーターがーターがーターが

多いのです。その方た多いのです。その方た多いのです。その方た多いのです。その方たちちちちにいろいろな質にいろいろな質にいろいろな質にいろいろな質問問問問をすると、をすると、をすると、をすると、町屋町屋町屋町屋の１の１の１の１軒軒軒軒ずずずずつの方たつの方たつの方たつの方たちちちちとの心のとの心のとの心のとの心の交交交交

流がで流がで流がで流ができきききる。またそういうる。またそういうる。またそういうる。またそういう中中中中ではではではでは町町町町のののの歴史歴史歴史歴史とかとかとかとか文文文文化化化化もしっかりもしっかりもしっかりもしっかり伝伝伝伝わってわってわってわってききききて、そういうとて、そういうとて、そういうとて、そういうと
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ころからこの高ころからこの高ころからこの高ころからこの高取取取取町町町町のひなのひなのひなのひな祭祭祭祭りというのはりというのはりというのはりというのはみみみみななななささささんにんにんにんに歓迎歓迎歓迎歓迎さささされているということもありまれているということもありまれているということもありまれているということもありま

す。す。す。す。せせせせっかくっかくっかくっかく観観観観光地に光地に光地に光地に行行行行ったらそこの方たったらそこの方たったらそこの方たったらそこの方たちちちちとの心のとの心のとの心のとの心の交交交交流とか、それによって流とか、それによって流とか、それによって流とか、それによってささささっっっっききききも言も言も言も言

ったようにその地ったようにその地ったようにその地ったようにその地域性域性域性域性というのを、ああというのを、ああというのを、ああというのを、ああ行行行行ってよかったな、こういうところがあったのだってよかったな、こういうところがあったのだってよかったな、こういうところがあったのだってよかったな、こういうところがあったのだ

なというようななというようななというようななというような結果結果結果結果につながって、そういうことも一つおもてなしの心につながっていくにつながって、そういうことも一つおもてなしの心につながっていくにつながって、そういうことも一つおもてなしの心につながっていくにつながって、そういうことも一つおもてなしの心につながっていく

ということもあるらしいですので、そのということもあるらしいですので、そのということもあるらしいですので、そのということもあるらしいですので、その辺辺辺辺もしっかりとこれからもしっかりとこれからもしっかりとこれからもしっかりとこれからススススキキキキルアルアルアルアッッッッププププをしてもらをしてもらをしてもらをしてもら

わないと、わないと、わないと、わないと、逆逆逆逆におもてなしの心がないということににおもてなしの心がないということににおもてなしの心がないということににおもてなしの心がないということに私私私私もももも行き行き行き行き当たったことがあるので、今当たったことがあるので、今当たったことがあるので、今当たったことがあるので、今

は心のは心のは心のは心の問題問題問題問題でしたけれども、でしたけれども、でしたけれども、でしたけれども、物物物物質というのか質というのか質というのか質というのか食食食食べべべべ物物物物のことで、これでもおのことで、これでもおのことで、これでもおのことで、これでもお店店店店の人が出すもの人が出すもの人が出すもの人が出すも

のかと思うぐらいのこともあったので、これからしっかりのかと思うぐらいのこともあったので、これからしっかりのかと思うぐらいのこともあったので、これからしっかりのかと思うぐらいのこともあったので、これからしっかり持続持続持続持続可能可能可能可能なななな観観観観光にしていくため光にしていくため光にしていくため光にしていくため

には、そういうところもには、そういうところもには、そういうところもには、そういうところも分分分分析析析析してもらって、してもらって、してもらって、してもらって、観観観観光光光光局局局局でやっておられるかもしれないけれどでやっておられるかもしれないけれどでやっておられるかもしれないけれどでやっておられるかもしれないけれど

も、も、も、も、連携連携連携連携してやっていただしてやっていただしてやっていただしてやっていただききききたいと思います。たいと思います。たいと思います。たいと思います。

それから、それから、それから、それから、眺眺眺眺望望望望はそれではそれではそれではそれで結結結結構構構構ですね。ですね。ですね。ですね。眺眺眺眺望望望望はいいですが、おはいいですが、おはいいですが、おはいいですが、お料料料料理理理理ががががちちちちょょょょっとというっとというっとというっとという店店店店がががが

というところはというところはというところはというところは指導指導指導指導に入られるのかどうか、それだけ一つ、に入られるのかどうか、それだけ一つ、に入られるのかどうか、それだけ一つ、に入られるのかどうか、それだけ一つ、私私私私もいいところがあると思っもいいところがあると思っもいいところがあると思っもいいところがあると思っ

ているので、それをているので、それをているので、それをているので、それを聞き聞き聞き聞きたいと思います。それだけです。たいと思います。それだけです。たいと思います。それだけです。たいと思います。それだけです。

○嶋本マーケティング課長○嶋本マーケティング課長○嶋本マーケティング課長○嶋本マーケティング課長 先先先先ほどほどほどほど申申申申しししし上げ上げ上げ上げましたように、ましたように、ましたように、ましたように、三拍三拍三拍三拍子そろったということを子そろったということを子そろったということを子そろったということを

考考考考えておりますので、そのうえておりますので、そのうえておりますので、そのうえておりますので、そのうちちちちの２つがすぐれていて、もう一の２つがすぐれていて、もう一の２つがすぐれていて、もう一の２つがすぐれていて、もう一歩歩歩歩努努努努力力力力をしたらというとこをしたらというとこをしたらというとこをしたらというとこ

ろは、ろは、ろは、ろは、専門専門専門専門家家家家なりのなりのなりのなりの支援支援支援支援・・・・指導指導指導指導するようなするようなするようなするようなプログプログプログプログラムをつくりたいと思っておりますので、ラムをつくりたいと思っておりますので、ラムをつくりたいと思っておりますので、ラムをつくりたいと思っておりますので、

眺眺眺眺望望望望につにつにつにつききききましてはもうましてはもうましてはもうましてはもう限限限限られたものですけれども、られたものですけれども、られたものですけれども、られたものですけれども、空空空空間間間間でありますとか、でありますとか、でありますとか、でありますとか、先先先先ほどほどほどほど来来来来出て出て出て出て

おりますおりますおりますおりますササササービービービービススススのののの問題問題問題問題であるとか、そういうであるとか、そういうであるとか、そういうであるとか、そういう支援支援支援支援策も策も策も策も考考考考えておりますので実施したいとえておりますので実施したいとえておりますので実施したいとえておりますので実施したいと

思います。思います。思います。思います。

○神田委員○神田委員○神田委員○神田委員 では、それをでは、それをでは、それをでは、それを楽楽楽楽ししししみみみみにしています。以にしています。以にしています。以にしています。以上上上上です。です。です。です。

○松尾委員○松尾委員○松尾委員○松尾委員 ２点、お２点、お２点、お２点、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。

ままままずずずず、、、、「「「「平成２３年度一般会計平成２３年度一般会計平成２３年度一般会計平成２３年度一般会計特別特別特別特別会計補正会計補正会計補正会計補正予算予算予算予算の概要の概要の概要の概要」」」」７８７８７８７８ペペペページ、県内ージ、県内ージ、県内ージ、県内消費消費消費消費のののの拡拡拡拡大大大大

というところで、高というところで、高というところで、高というところで、高齢齢齢齢者にや者にや者にや者にやささささしい宅配しい宅配しい宅配しい宅配ササササービービービービスススス事業というのがあるのですが、事業というのがあるのですが、事業というのがあるのですが、事業というのがあるのですが、具体的具体的具体的具体的にににに

どういう事業どういう事業どういう事業どういう事業所所所所で、大で、大で、大で、大体体体体どこでやるのか、もうどこでやるのか、もうどこでやるのか、もうどこでやるのか、もう少少少少しししし詳詳詳詳しくおしくおしくおしくお伺伺伺伺いをしたいと思います。いをしたいと思います。いをしたいと思います。いをしたいと思います。

そして、９１そして、９１そして、９１そして、９１ペペペページ、ージ、ージ、ージ、鳥獣被害鳥獣被害鳥獣被害鳥獣被害対対対対策、平成２２年度策、平成２２年度策、平成２２年度策、平成２２年度予算予算予算予算で７，１６９万６，０００円、で７，１６９万６，０００円、で７，１６９万６，０００円、で７，１６９万６，０００円、

今年度４今年度４今年度４今年度４億億億億３，３００万円３，３００万円３，３００万円３，３００万円余余余余、すごく、すごく、すごく、すごく増増増増やしていただいて、やしていただいて、やしていただいて、やしていただいて、経済労働経済労働経済労働経済労働委員会４年目になる委員会４年目になる委員会４年目になる委員会４年目になる

のですが、のですが、のですが、のですが、獣害被害獣害被害獣害被害獣害被害対対対対策について、一般質策について、一般質策について、一般質策について、一般質問問問問や代や代や代や代表表表表質質質質問問問問でも多でも多でも多でも多 々々々々やらやらやらやらせせせせていただいたのでていただいたのでていただいたのでていただいたので

すが、本当になかなかすが、本当になかなかすが、本当になかなかすが、本当になかなか解決解決解決解決しなくて、お金をかけたらしなくて、お金をかけたらしなくて、お金をかけたらしなくて、お金をかけたら解決解決解決解決ででででききききるのですかというお話もしるのですかというお話もしるのですかというお話もしるのですかというお話もし

たことがあるのですが、たことがあるのですが、たことがあるのですが、たことがあるのですが、果果果果たして、このたして、このたして、このたして、この中中中中でどこが前年度と変わってでどこが前年度と変わってでどこが前年度と変わってでどこが前年度と変わって飛躍飛躍飛躍飛躍的的的的にににに予算予算予算予算ががががふふふふええええ

たのかたのかたのかたのか聞聞聞聞かかかかせせせせていただていただていただていただききききたいことと、いつもいつもたいことと、いつもいつもたいことと、いつもいつもたいことと、いつもいつも毎毎毎毎年年年年生生生生息息息息数数数数の調の調の調の調査査査査をしていると思うのをしていると思うのをしていると思うのをしていると思うの
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ですが、大ですが、大ですが、大ですが、大体体体体でででで結結結結構構構構ですので、ですので、ですので、ですので、生生生生息息息息数数数数調調調調査査査査のののの結果結果結果結果でもでもでもでも聞聞聞聞かかかかせせせせていただければと思います。ていただければと思います。ていただければと思います。ていただければと思います。

○山下商業振興課長○山下商業振興課長○山下商業振興課長○山下商業振興課長 一つ目の高一つ目の高一つ目の高一つ目の高齢齢齢齢者にや者にや者にや者にやささささしい宅配事業でごしい宅配事業でごしい宅配事業でごしい宅配事業でござざざざいます。この事業についます。この事業についます。この事業についます。この事業につきききき

ましてはましてはましてはましては五條五條五條五條市市市市域域域域におにおにおにおききききまして、高まして、高まして、高まして、高齢齢齢齢者等の方者等の方者等の方者等の方 々々々々をををを対象対象対象対象としまして、としまして、としまして、としまして、買買買買いいいい物物物物代代代代行行行行というというというという形形形形

でででで商品商品商品商品などをおなどをおなどをおなどをお届届届届けする。あわけする。あわけする。あわけする。あわせせせせまして、まして、まして、まして、身身身身の回りのの回りのの回りのの回りのササササービービービービスススス等も一等も一等も一等も一緒緒緒緒にする、そういうにする、そういうにする、そういうにする、そういう

ような事業でやっております。実際、ような事業でやっております。実際、ような事業でやっております。実際、ような事業でやっております。実際、登録登録登録登録会員、いわ会員、いわ会員、いわ会員、いわゆゆゆゆる利用者でごる利用者でごる利用者でごる利用者でござざざざいますが、いますが、いますが、いますが、五條五條五條五條市市市市

内で５月内で５月内で５月内で５月末末末末のののの状況状況状況状況でごでごでごでござざざざいますが４１名、大いますが４１名、大いますが４１名、大いますが４１名、大塔塔塔塔地地地地区区区区、、、、旧旧旧旧大大大大塔村塔村塔村塔村でごでごでごでござざざざいますが１２名、いますが１２名、いますが１２名、いますが１２名、旧旧旧旧

西西西西吉吉吉吉野地野地野地野地区区区区で１０名ということで、で１０名ということで、で１０名ということで、で１０名ということで、現在現在現在現在６３名が６３名が６３名が６３名が有効有効有効有効に利用に利用に利用に利用さささされているとれているとれているとれ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。

また、あわまた、あわまた、あわまた、あわせせせせましてましてましてまして参参参参加加加加店舗店舗店舗店舗、いわ、いわ、いわ、いわゆゆゆゆるるるる協協協協力力力力店舗店舗店舗店舗でごでごでごでござざざざいますけれども、５月いますけれども、５月いますけれども、５月いますけれども、５月末末末末現在現在現在現在でででで

５８５８５８５８店舗店舗店舗店舗が配が配が配が配達達達達等に等に等に等に協協協協力力力力していただいていると。当していただいていると。当していただいていると。当していただいていると。当然然然然、この配、この配、この配、この配達達達達等に等に等に等に協協協協力力力力していただくしていただくしていただくしていただく商商商商

品品品品のののの販販販販売売売売に際しまして、に際しまして、に際しまして、に際しまして、販販販販売額売額売額売額の５の５の５の５％％％％を、を、を、を、運運運運用主用主用主用主体体体体であります大であります大であります大であります大和和和和社社社社中中中中というところにというところにというところにというところに対対対対

し、利用し、利用し、利用し、利用料料料料をををを納納納納めめめめさせさせさせさせていただいているていただいているていただいているていただいている形形形形になっています。になっています。になっています。になっています。

それから、この利用におそれから、この利用におそれから、この利用におそれから、この利用におききききましては、ましては、ましては、ましては、去去去去年は年は年は年はモデモデモデモデル事業で１年ル事業で１年ル事業で１年ル事業で１年間間間間無料無料無料無料でやらでやらでやらでやらせせせせていただていただていただていただ

いていたのですけれども、ことしからは一部いていたのですけれども、ことしからは一部いていたのですけれども、ことしからは一部いていたのですけれども、ことしからは一部有料有料有料有料になりまして、月会になりまして、月会になりまして、月会になりまして、月会費費費費が会員の場合は２が会員の場合は２が会員の場合は２が会員の場合は２

００円、それから１回当たり２００円という００円、それから１回当たり２００円という００円、それから１回当たり２００円という００円、それから１回当たり２００円という形形形形でででで運運運運用用用用さささされています。それで、それ以れています。それで、それ以れています。それで、それ以れています。それで、それ以外外外外に、に、に、に、

めったに利用めったに利用めったに利用めったに利用さささされないのですけれども、たまに利用したいという方につれないのですけれども、たまに利用したいという方につれないのですけれども、たまに利用したいという方につれないのですけれども、たまに利用したいという方につききききましては、いわましては、いわましては、いわましては、いわ

ゆゆゆゆる準会員ということで、これは月会る準会員ということで、これは月会る準会員ということで、これは月会る準会員ということで、これは月会費費費費をとらないで、そのかわり１回当たり３００円とをとらないで、そのかわり１回当たり３００円とをとらないで、そのかわり１回当たり３００円とをとらないで、そのかわり１回当たり３００円と

いうことでいうことでいうことでいうことで若干割若干割若干割若干割高になる高になる高になる高になる形形形形でででで運運運運用用用用さささされているようです。お年れているようです。お年れているようです。お年れているようです。お年寄寄寄寄りにとっては大変りにとっては大変りにとっては大変りにとっては大変有効有効有効有効でででで

助かっているという声をたく助かっているという声をたく助かっているという声をたく助かっているという声をたくささささんんんん聞聞聞聞いております。以いております。以いております。以いております。以上上上上でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

○植田農業水産振興課長○植田農業水産振興課長○植田農業水産振興課長○植田農業水産振興課長 鳥獣被害鳥獣被害鳥獣被害鳥獣被害のお尋ねでごのお尋ねでごのお尋ねでごのお尋ねでござざざざいます。平成２３年度います。平成２３年度います。平成２３年度います。平成２３年度予算予算予算予算を大を大を大を大幅幅幅幅にににに確確確確

保保保保させさせさせさせていただいておりますが、その一ていただいておりますが、その一ていただいておりますが、その一ていただいておりますが、その一番番番番大大大大ききききなところはなところはなところはなところは「「「「平成２３年度一般会計平成２３年度一般会計平成２３年度一般会計平成２３年度一般会計特別特別特別特別会会会会

計補正計補正計補正計補正予算予算予算予算の概要の概要の概要の概要」」」」の９１の９１の９１の９１ペペペページにごージにごージにごージにござざざざいますいますいますいます鳥獣被害鳥獣被害鳥獣被害鳥獣被害防防防防止止止止対対対対策事業が３策事業が３策事業が３策事業が３億億億億８，０００万８，０００万８，０００万８，０００万

円円円円余余余余の事業でごの事業でごの事業でごの事業でござざざざいます。この事業、います。この事業、います。この事業、います。この事業、昨昨昨昨年度はたしか年度はたしか年度はたしか年度はたしか予算額予算額予算額予算額は５，２００万円であったとは５，２００万円であったとは５，２００万円であったとは５，２００万円であったと

いうことでごいうことでごいうことでごいうことでござざざざいます。います。います。います。

それと、その他、新それと、その他、新それと、その他、新それと、その他、新規規規規事業のところ、６００万円とかご事業のところ、６００万円とかご事業のところ、６００万円とかご事業のところ、６００万円とかござざざざいますが、いますが、いますが、いますが、例例例例えばアライえばアライえばアライえばアライグマグマグマグマ

一一一一斉斉斉斉防防防防除除除除応援応援応援応援事業等事業等事業等事業等 々々々々を新を新を新を新規規規規事業で事業で事業で事業で創創創創設設設設させさせさせさせていただていただていただていただききききました。ました。ました。ました。

それと、それと、それと、それと、被害被害被害被害の実の実の実の実態態態態についてでごについてでごについてでごについてでござざざざいます。います。います。います。最最最最新は平成２１年度の新は平成２１年度の新は平成２１年度の新は平成２１年度の数字数字数字数字がごがごがごがござざざざいます。います。います。います。

全体全体全体全体で県下８０９で県下８０９で県下８０９で県下８０９ヘヘヘヘククククタールというタールというタールというタールという報報報報告告告告をいただいております。イをいただいております。イをいただいております。イをいただいております。イノノノノシシがシシがシシがシシが若干若干若干若干平成２０平成２０平成２０平成２０

年度と年度と年度と年度と比比比比べてべてべてべて減減減減っております。イっております。イっております。イっております。イノノノノシシが２６市シシが２６市シシが２６市シシが２６市町村町村町村町村で１８５で１８５で１８５で１８５ヘヘヘヘククククタール、タール、タール、タール、ニホニホニホニホンジンジンジンジカカカカがががが

１５市１５市１５市１５市町村町村町村町村で１４０で１４０で１４０で１４０ヘヘヘヘククククタール、タール、タール、タール、猿猿猿猿が９市が９市が９市が９市町村町村町村町村で１２０で１２０で１２０で１２０ヘヘヘヘククククタール等タール等タール等タール等 々々々々というというというという状況状況状況状況になっになっになっになっ

ております。以ております。以ております。以ております。以上上上上でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。
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○松尾委員○松尾委員○松尾委員○松尾委員 頭頭頭頭数数数数はわからないのですか。はわからないのですか。はわからないのですか。はわからないのですか。

○田中森林整備課長○田中森林整備課長○田中森林整備課長○田中森林整備課長 頭頭頭頭数数数数ですが、ですが、ですが、ですが、ニホニホニホニホンジンジンジンジカカカカとイとイとイとイノノノノシシのシシのシシのシシの被害被害被害被害について主になるかと思について主になるかと思について主になるかと思について主になるかと思

いますが、いますが、いますが、いますが、ニホニホニホニホンジンジンジンジカカカカにつにつにつにつききききましては、ましては、ましては、ましては、ニホニホニホニホンジンジンジンジカカカカ保保保保護護護護管理管理管理管理計計計計画画画画がごがごがごがござざざざいまして、それでいまして、それでいまして、それでいまして、それで

いいいいききききますと、今県下に住んでいるますと、今県下に住んでいるますと、今県下に住んでいるますと、今県下に住んでいるニホニホニホニホンジンジンジンジカカカカがががが約約約約４万７，０００４万７，０００４万７，０００４万７，０００頭頭頭頭とととと推定推定推定推定をしております。をしております。をしております。をしております。

それで、主にそれで、主にそれで、主にそれで、主に数数数数をををを減減減減らすらすらすらす個個個個体数管理体数管理体数管理体数管理をををを森森森森林林林林整備整備整備整備課課課課でやって農産でやって農産でやって農産でやって農産物物物物をををを守守守守るというのを農業るというのを農業るというのを農業るというのを農業

振興振興振興振興課課課課でやられるというようにでやられるというようにでやられるというようにでやられるというように整整整整理理理理ををををさせさせさせさせていただいておりますが、４万７，０００ていただいておりますが、４万７，０００ていただいておりますが、４万７，０００ていただいておりますが、４万７，０００頭頭頭頭いいいい

て、年て、年て、年て、年間間間間のののの捕獲捕獲捕獲捕獲目目目目標標標標数数数数が８，０００が８，０００が８，０００が８，０００頭頭頭頭とればとればとればとれば暫暫暫暫減傾向減傾向減傾向減傾向にににに移移移移っていくであろうとっていくであろうとっていくであろうとっていくであろうとニホニホニホニホンジンジンジンジカカカカ

はははは想定想定想定想定しております。しております。しております。しております。ちちちちななななみみみみに、平成２２年のに、平成２２年のに、平成２２年のに、平成２２年の捕獲捕獲捕獲捕獲数数数数が今、が今、が今、が今、暫暫暫暫定定定定値値値値ですが５，３００ですが５，３００ですが５，３００ですが５，３００頭頭頭頭ぐぐぐぐ

らいで、まだらいで、まだらいで、まだらいで、まだ届届届届いておりまいておりまいておりまいておりませせせせん。ん。ん。ん。

それから、イそれから、イそれから、イそれから、イノノノノシシですが、イシシですが、イシシですが、イシシですが、イノノノノシシの保シシの保シシの保シシの保護護護護管理管理管理管理計計計計画画画画というのは、これはというのは、これはというのは、これはというのは、これは生生生生息息息息数数数数をををを把握把握把握把握

するするするする具体具体具体具体のののの手手手手法法法法がががが確立さ確立さ確立さ確立されておりまれておりまれておりまれておりませせせせんので、正んので、正んので、正んので、正確確確確なイなイなイなイノノノノシシのシシのシシのシシの数数数数をををを把握把握把握把握しているしているしているしている都道府都道府都道府都道府

県はご県はご県はご県はござざざざいまいまいまいませせせせん。それで、イん。それで、イん。それで、イん。それで、イノノノノシシによるシシによるシシによるシシによる被害被害被害被害がががが低減低減低減低減したとか、あるいはしたとか、あるいはしたとか、あるいはしたとか、あるいは少少少少なくなった、なくなった、なくなった、なくなった、

あるいはないという地元の方あるいはないという地元の方あるいはないという地元の方あるいはないという地元の方 々々々々のののの割割割割合が合が合が合が面面面面積積積積のののの割割割割合で８合で８合で８合で８割割割割程程程程度を度を度を度を超超超超えるようなえるようなえるようなえるような状況状況状況状況になれになれになれになれ

ばいいのかと保ばいいのかと保ばいいのかと保ばいいのかと保護護護護管理管理管理管理計計計計画画画画はははは決決決決めています。そのためには、イめています。そのためには、イめています。そのためには、イめています。そのためには、イノノノノシシの年シシの年シシの年シシの年間間間間捕獲捕獲捕獲捕獲数数数数が４，が４，が４，が４，

００００００００００００頭頭頭頭ということでということでということでということで現在進現在進現在進現在進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ざざざいます。大います。大います。大います。大体体体体以以以以上上上上でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

○松尾委員○松尾委員○松尾委員○松尾委員 イイイイノノノノシシシシシシシシ捕獲捕獲捕獲捕獲計計計計画画画画が４，０００が４，０００が４，０００が４，０００頭頭頭頭で何で何で何で何頭頭頭頭とれているかは出ていないのですね。とれているかは出ていないのですね。とれているかは出ていないのですね。とれているかは出ていないのですね。

またまたまたまた後後後後でででで教教教教えていただけたらと思います。えていただけたらと思います。えていただけたらと思います。えていただけたらと思います。

それと、この５，０００万円から３それと、この５，０００万円から３それと、この５，０００万円から３それと、この５，０００万円から３億億億億８，８００万円に８，８００万円に８，８００万円に８，８００万円にふふふふえたえたえたえた鳥獣被害鳥獣被害鳥獣被害鳥獣被害防防防防止止止止対対対対策事業で策事業で策事業で策事業で

すが、もう一点、すが、もう一点、すが、もう一点、すが、もう一点、侵侵侵侵入入入入防防防防止止止止ささささくとか加工施設、くとか加工施設、くとか加工施設、くとか加工施設、焼却焼却焼却焼却施設の施設の施設の施設の整備整備整備整備と書いてあるのですが、おと書いてあるのですが、おと書いてあるのですが、おと書いてあるのですが、お

りをりをりをりを買買買買うううう費費費費用だけではなしに、設用だけではなしに、設用だけではなしに、設用だけではなしに、設置置置置するするするする費費費費用が含まれているかどうか、お用が含まれているかどうか、お用が含まれているかどうか、お用が含まれているかどうか、お伺伺伺伺いしたいのでいしたいのでいしたいのでいしたいので

す。というのは、す。というのは、す。というのは、す。というのは、南南南南部地部地部地部地域域域域ではではではでは非常非常非常非常に高に高に高に高齢齢齢齢者が多く、おばあ者が多く、おばあ者が多く、おばあ者が多く、おばあちちちちゃゃゃゃん１人で住まわれていてん１人で住まわれていてん１人で住まわれていてん１人で住まわれていて

畑畑畑畑をしている方がおられ、をしている方がおられ、をしている方がおられ、をしている方がおられ、被害被害被害被害がががが深刻深刻深刻深刻なのです。なのです。なのです。なのです。ささささくはくはくはくは買買買買ってくれるけれどだれにつけてってくれるけれどだれにつけてってくれるけれどだれにつけてってくれるけれどだれにつけて

もらったらいいかわからない。つけてもらえるお金が出ないというもらったらいいかわからない。つけてもらえるお金が出ないというもらったらいいかわからない。つけてもらえるお金が出ないというもらったらいいかわからない。つけてもらえるお金が出ないという状況状況状況状況をたくをたくをたくをたくささささんんんん聞聞聞聞いていていていて

おりますので、もしそこまでの補助がなかったら、それにおりますので、もしそこまでの補助がなかったら、それにおりますので、もしそこまでの補助がなかったら、それにおりますので、もしそこまでの補助がなかったら、それに向向向向けての補助金をけての補助金をけての補助金をけての補助金を拡張拡張拡張拡張していたしていたしていたしていた

だけるようにお願いをしたいと思います。だけるようにお願いをしたいと思います。だけるようにお願いをしたいと思います。だけるようにお願いをしたいと思います。

それと、それと、それと、それと、簡簡簡簡単単単単に言いますと、に言いますと、に言いますと、に言いますと、鳥獣被害鳥獣被害鳥獣被害鳥獣被害対対対対策、なくならそうと思ったら策、なくならそうと思ったら策、なくならそうと思ったら策、なくならそうと思ったら頭頭頭頭数数数数をとるしかなをとるしかなをとるしかなをとるしかな

いということをいということをいということをいということを簡簡簡簡単単単単に思うのですが、８，０００に思うのですが、８，０００に思うのですが、８，０００に思うのですが、８，０００頭駆除頭駆除頭駆除頭駆除しなければしなければしなければしなければババババランランランランススススがとれないとがとれないとがとれないとがとれないと

ころ、ころ、ころ、ころ、例例例例えばシえばシえばシえばシカカカカの場合５，３００の場合５，３００の場合５，３００の場合５，３００頭頭頭頭しかとれましかとれましかとれましかとれませせせせん。８，０００ん。８，０００ん。８，０００ん。８，０００頭頭頭頭とれなければとれなければとれなければとれなければババババランランランラン

ススススが崩れるので、どんどんが崩れるので、どんどんが崩れるので、どんどんが崩れるので、どんどん増増増増加加加加傾向傾向傾向傾向にあるのはこれで明らかになっているので、にあるのはこれで明らかになっているので、にあるのはこれで明らかになっているので、にあるのはこれで明らかになっているので、防防防防止止止止ささささくくくく

というよりもというよりもというよりもというよりも駆除駆除駆除駆除をする方にもっともっとお金をかけていくべをする方にもっともっとお金をかけていくべをする方にもっともっとお金をかけていくべをする方にもっともっとお金をかけていくべききききではないのか、そうしなではないのか、そうしなではないのか、そうしなではないのか、そうしな
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ければとまらないのだろうと思っています。そうするためにはただお金を出ければとまらないのだろうと思っています。そうするためにはただお金を出ければとまらないのだろうと思っています。そうするためにはただお金を出ければとまらないのだろうと思っています。そうするためにはただお金を出せせせせばいいだけばいいだけばいいだけばいいだけ

ではなしに、シではなしに、シではなしに、シではなしに、シカカレカカレカカレカカレーとかーとかーとかーとか最近宣伝最近宣伝最近宣伝最近宣伝もしてますけれども、とったシもしてますけれども、とったシもしてますけれども、とったシもしてますけれども、とったシカカカカのののの商品開商品開商品開商品開発も県で発も県で発も県で発も県で

助けていくべ助けていくべ助けていくべ助けていくべききききではないのかと思いますので、そのではないのかと思いますので、そのではないのかと思いますので、そのではないのかと思いますので、その辺辺辺辺のののの所見所見所見所見をおをおをおをお伺伺伺伺いだけしておいだけしておいだけしておいだけしておききききたいとたいとたいとたいと

思います。思います。思います。思います。

○植田農業水産振興課長○植田農業水産振興課長○植田農業水産振興課長○植田農業水産振興課長 ままままずずずず、、、、ささささくの設くの設くの設くの設置置置置のののの件件件件でごでごでごでござざざざいますけれども、補助は２タイいますけれども、補助は２タイいますけれども、補助は２タイいますけれども、補助は２タイププププ

ごごごござざざざいまして、いまして、いまして、いまして、資資資資材材材材費相費相費相費相当だけを当だけを当だけを当だけを買買買買ってってってって定額定額定額定額で補助すると、地元の方で補助すると、地元の方で補助すると、地元の方で補助すると、地元の方 々々々々のののの協協協協力力力力でつくってでつくってでつくってでつくって

いただく。これがいただく。これがいただく。これがいただく。これが定額定額定額定額補助になっています。それともう一方、補助になっています。それともう一方、補助になっています。それともう一方、補助になっています。それともう一方、条件不条件不条件不条件不利地では１００利地では１００利地では１００利地では１００分分分分のののの

５５補助になっておりますが、いわ５５補助になっておりますが、いわ５５補助になっておりますが、いわ５５補助になっておりますが、いわゆゆゆゆる、る、る、る、請請請請負負負負施工をやっていただくと、この２タイ施工をやっていただくと、この２タイ施工をやっていただくと、この２タイ施工をやっていただくと、この２タイププププでででで

補助金が補助金が補助金が補助金が組組組組まれているまれているまれているまれている状況状況状況状況でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

それと、それと、それと、それと、鳥獣被害鳥獣被害鳥獣被害鳥獣被害対対対対策ですけれども、策ですけれども、策ですけれども、策ですけれども、常々申常々申常々申常々申しているところでごしているところでごしているところでごしているところでござざざざいますが、また委員いますが、また委員いますが、また委員いますが、また委員

にもにもにもにも先先先先般ご般ご般ご般ご意見意見意見意見をををを賜賜賜賜ったところでごったところでごったところでごったところでござざざざいますけれども、人材のいますけれども、人材のいますけれども、人材のいますけれども、人材の育育育育成であったり、成であったり、成であったり、成であったり、生生生生育育育育環境環境環境環境、、、、

被害被害被害被害防防防防除除除除、、、、個個個個体数体数体数体数調調調調整整整整、４つを、４つを、４つを、４つをババババランランランランススススよくよくよくよく進進進進めていくのが着実な方めていくのが着実な方めていくのが着実な方めていくのが着実な方法法法法ではないかと思っではないかと思っではないかと思っではないかと思っ

ております。そうしたております。そうしたております。そうしたております。そうした中中中中で、で、で、で、個個個個体数体数体数体数調調調調整整整整につにつにつにつききききましても、ましても、ましても、ましても、予算予算予算予算のののの確確確確保に保に保に保に努努努努めているところめているところめているところめているところ

でごでごでごでござざざざいます。その他、います。その他、います。その他、います。その他、ニホニホニホニホンジンジンジンジカカカカのののの集集集集中中中中捕獲捕獲捕獲捕獲実施事業等実施事業等実施事業等実施事業等 々々々々も設も設も設も設置置置置しているところでごしているところでごしているところでごしているところでござざざざ

います。います。います。います。

それと、それと、それと、それと、捕獲捕獲捕獲捕獲したしたしたした後後後後のののの食肉食肉食肉食肉加工等のお話でご加工等のお話でご加工等のお話でご加工等のお話でござざざざいますけれども、いますけれども、いますけれども、いますけれども、各各各各市市市市町村町村町村町村等等等等 々々々々、また、また、また、また森森森森

林林林林組組組組合合合合鳥獣猟鳥獣猟鳥獣猟鳥獣猟友会等友会等友会等友会等 々々々々でそれでそれでそれでそれぞぞぞぞれの地れの地れの地れの地域域域域の実の実の実の実態態態態にあったにあったにあったにあった処処処処理理理理加工施設を設加工施設を設加工施設を設加工施設を設置置置置していただいしていただいしていただいしていただい

て、そのて、そのて、そのて、その後後後後食肉食肉食肉食肉利用加工のお話も、利用加工のお話も、利用加工のお話も、利用加工のお話も、現在現在現在現在各各各各市市市市町村町村町村町村と市と市と市と市町村町村町村町村行行行行財財財財政政政政検検検検討改討改討改討改善善善善事業で事業で事業で事業で先進先進先進先進地地地地視視視視

察察察察等も等も等も等も行行行行ってってってって勉強勉強勉強勉強しているところでごしているところでごしているところでごしているところでござざざざいます。そのいます。そのいます。そのいます。その経経経経験験験験を活かしてまいりたいとを活かしてまいりたいとを活かしてまいりたいとを活かしてまいりたいと考考考考えまえまえまえま

す。以す。以す。以す。以上上上上です。です。です。です。

○松尾委員○松尾委員○松尾委員○松尾委員 大変大変大変大変申申申申しわけないのですが、しわけないのですが、しわけないのですが、しわけないのですが、ババババランランランランススススよくやっていただいてよくやっていただいてよくやっていただいてよくやっていただいてふふふふえていったら、えていったら、えていったら、えていったら、

結結結結局対局対局対局対策がで策がで策がで策ができきききていないということではないのですか。やっていないということではないのですか。やっていないということではないのですか。やっていないということではないのですか。やっぱぱぱぱりお金をかけてりお金をかけてりお金をかけてりお金をかけて被害被害被害被害対対対対策を策を策を策を

するということは、するということは、するということは、するということは、被害被害被害被害がとまらなければいけない。がとまらなければいけない。がとまらなければいけない。がとまらなければいけない。競輪競輪競輪競輪事業のことも一事業のことも一事業のことも一事業のことも一緒緒緒緒だと思うのでだと思うのでだと思うのでだと思うので

す。目す。目す。目す。目的的的的をををを失失失失ったらったらったらったら違違違違うことをやればいい。それでしたらうことをやればいい。それでしたらうことをやればいい。それでしたらうことをやればいい。それでしたら被害被害被害被害がががが深刻深刻深刻深刻ですから、本当にですから、本当にですから、本当にですから、本当に被被被被

害害害害がとまる方がとまる方がとまる方がとまる方法法法法をををを考考考考えましえましえましえましょょょょうということなのです。今のうということなのです。今のうということなのです。今のうということなのです。今の状況状況状況状況でしたら、でしたら、でしたら、でしたら、被害被害被害被害がとまってがとまってがとまってがとまって

いまいまいまいませせせせんから。本当にんから。本当にんから。本当にんから。本当に深刻深刻深刻深刻なので、なので、なので、なので、違違違違うううう形形形形を言っていただを言っていただを言っていただを言っていただききききたいです。たいです。たいです。たいです。せせせせんだってもんだってもんだってもんだっても京京京京都都都都

府府府府のののの笠笠笠笠取取取取のののの射撃射撃射撃射撃場を場を場を場を見見見見にににに行行行行かかかかせせせせていただいた。今、ていただいた。今、ていただいた。今、ていただいた。今、京京京京都都都都のののの猟猟猟猟友会の方友会の方友会の方友会の方 々々々々がががが免許免許免許免許のののの更更更更新に、新に、新に、新に、

京京京京都府都府都府都府のののの笠笠笠笠取取取取かかかか岸岸岸岸和和和和田市まで田市まで田市まで田市まで行行行行ってってってって更更更更新をしている新をしている新をしている新をしている状況状況状況状況にあるそうです。高にあるそうです。高にあるそうです。高にあるそうです。高齢齢齢齢者が多くて、者が多くて、者が多くて、者が多くて、

わわわわざざざざわわわわざ向ざ向ざ向ざ向こうまでこうまでこうまでこうまで行行行行ってってってって更更更更新しなくても、もういいわという新しなくても、もういいわという新しなくても、もういいわという新しなくても、もういいわという感感感感じじじじにもなるということで、にもなるということで、にもなるということで、にもなるということで、

だんだんだんだんだんだんだんだん免許免許免許免許保保保保持持持持者も者も者も者も少少少少なくなっている。ただ、それが奈良県にあればなくなっている。ただ、それが奈良県にあればなくなっている。ただ、それが奈良県にあればなくなっている。ただ、それが奈良県にあればふふふふえるかどうかはえるかどうかはえるかどうかはえるかどうかは
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わかりまわかりまわかりまわかりませせせせんけれども、それをんけれども、それをんけれども、それをんけれども、それを講習講習講習講習施設だけというイメージで施設だけというイメージで施設だけというイメージで施設だけというイメージで行行行行ったのですけれど、ったのですけれど、ったのですけれど、ったのですけれど、クレクレクレクレ

ーーーー射撃射撃射撃射撃をやっている方をやっている方をやっている方をやっている方 々々々々もいたり、もいたり、もいたり、もいたり、スポスポスポスポーーーーツツツツのののの観観観観点でも使っている方点でも使っている方点でも使っている方点でも使っている方 々々々々がたくがたくがたくがたくささささんいますんいますんいますんいます

ので、そんなことも一度ので、そんなことも一度ので、そんなことも一度ので、そんなことも一度考考考考えていただけたら、えていただけたら、えていただけたら、えていただけたら、ババババランランランランススススよくよくよくよく考考考考えていただけたらと、要えていただけたらと、要えていただけたらと、要えていただけたらと、要望望望望

をしておをしておをしておをしておききききます。よろしくお願いします。ます。よろしくお願いします。ます。よろしくお願いします。ます。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 ありますか。ありますか。ありますか。ありますか。

○藤野副委員長○藤野副委員長○藤野副委員長○藤野副委員長 なければ、なければ、なければ、なければ、時間時間時間時間をおをおをおをお借借借借りいたしまして質りいたしまして質りいたしまして質りいたしまして質問問問問をいたします。をいたします。をいたします。をいたします。

ままままずずずず１点目、今回の東日本大震災における１点目、今回の東日本大震災における１点目、今回の東日本大震災における１点目、今回の東日本大震災における被害被害被害被害について、当について、当について、当について、当然然然然東東東東北北北北地方には地方には地方には地方には甚甚甚甚大な大な大な大な被害被害被害被害

があるのですけれども、このがあるのですけれども、このがあるのですけれども、このがあるのですけれども、この被害被害被害被害はははは全全全全国にも国にも国にも国にも広広広広がっています。県内もがっています。県内もがっています。県内もがっています。県内も例外例外例外例外ではなくて、県ではなくて、県ではなくて、県ではなくて、県

内の内の内の内の企企企企業においてもかなり業においてもかなり業においてもかなり業においてもかなり影響影響影響影響があるとおがあるとおがあるとおがあるとお聞き聞き聞き聞きをいたしております。新をいたしております。新をいたしております。新をいたしております。新聞聞聞聞でもでもでもでも帝帝帝帝国国国国デデデデータータータータ

ババババンンンンククククですか、そこの奈良ですか、そこの奈良ですか、そこの奈良ですか、そこの奈良支店支店支店支店でででで営営営営業調業調業調業調査査査査ををををさささされた。れた。れた。れた。企企企企業の業の業の業の約約約約８８８８割割割割がががが需需需需要要要要増減増減増減増減にににに影響影響影響影響があがあがあがあ

ると回ると回ると回ると回答答答答したことがわかったとしたことがわかったとしたことがわかったとしたことがわかったと載載載載っております。また、っております。また、っております。また、っております。また、中中中中小小小小企企企企業業業業家同家同家同家同友会からも友会からも友会からも友会からも資料資料資料資料をいをいをいをい

ただただただただききききましたが、大ましたが、大ましたが、大ましたが、大ききききくくくく減減減減った、った、った、った、減減減減った、を合わった、を合わった、を合わった、を合わせせせせますとますとますとますと約約約約４０４０４０４０％％％％にににに上上上上るるるる企企企企業が業が業が業が売上売上売上売上高に高に高に高に

おいておいておいておいて影響影響影響影響があるということでごがあるということでごがあるということでごがあるということでござざざざいます。また、います。また、います。また、います。また、被被被被災地に災地に災地に災地に直接直接直接直接、、、、間接間接間接間接のののの取引取引取引取引があり、があり、があり、があり、取取取取

引減少引減少引減少引減少、、、、債権債権債権債権回回回回収収収収困困困困難増難増難増難増加が加が加が加が約約約約２０２０２０２０％％％％、、、、被被被被災地に災地に災地に災地に直接直接直接直接、、、、間接間接間接間接のののの取引取引取引取引があり、部があり、部があり、部があり、部品品品品やややや資資資資材等材等材等材等

の調の調の調の調達達達達困困困困難難難難がががが約約約約３０３０３０３０数％数％数％数％ということでごということでごということでごということでござざざざいます。います。います。います。

こういったこういったこういったこういった中中中中で、で、で、で、ききききょょょょうの新うの新うの新うの新聞聞聞聞にににに載載載載っていたのですが、奈良っていたのですが、奈良っていたのですが、奈良っていたのですが、奈良財財財財務務務務事事事事務所務所務所務所は平成２３年１は平成２３年１は平成２３年１は平成２３年１

月から３月月から３月月から３月月から３月期期期期の県内の県内の県内の県内経済情経済情経済情経済情勢勢勢勢報報報報告告告告を発を発を発を発表表表表したということで、したということで、したということで、したということで、総括総括総括総括判断判断判断判断を東日本大震災のを東日本大震災のを東日本大震災のを東日本大震災の影影影影

響響響響によりによりによりにより足足足足元が元が元が元が弱弱弱弱いいいい動き動き動き動きとなっている、２となっている、２となっている、２となっている、２期期期期連続引き連続引き連続引き連続引き下下下下げげげげだとなっております。また、だとなっております。また、だとなっております。また、だとなっております。また、自自自自

粛粛粛粛ムームームームードドドド等もあるのですけれども、ただ、震災による部等もあるのですけれども、ただ、震災による部等もあるのですけれども、ただ、震災による部等もあるのですけれども、ただ、震災による部品品品品調調調調達達達達のののの停滞停滞停滞停滞などをなどをなどをなどを背背背背景景景景に、に、に、に、電電電電気気気気

機械機械機械機械やややや輸送機械輸送機械輸送機械輸送機械などがなどがなどがなどが減少減少減少減少しているというしているというしているというしているという報報報報告告告告ももももさささされております。県も４月においてはれております。県も４月においてはれております。県も４月においてはれております。県も４月においては取取取取

りまとめをりまとめをりまとめをりまとめをさささされておられます。４月れておられます。４月れておられます。４月れておられます。４月段階段階段階段階では県内３３では県内３３では県内３３では県内３３社社社社が震災が震災が震災が震災被害被害被害被害があるということで、があるということで、があるということで、があるということで、

低低低低利利利利融融融融資資資資制制制制度、これを活用度、これを活用度、これを活用度、これを活用さささされるようにれるようにれるようにれるように促促促促しているとのことでごしているとのことでごしているとのことでごしているとのことでござざざざいますが、これも４月いますが、これも４月いますが、これも４月いますが、これも４月

のののの段階段階段階段階ですので、あれからですので、あれからですので、あれからですので、あれから約約約約２２２２カカカカ月たつということでご月たつということでご月たつということでご月たつということでござざざざいます。います。います。います。現状現状現状現状把握把握把握把握とそのほかのとそのほかのとそのほかのとそのほかの

支援支援支援支援策、もしあればお策、もしあればお策、もしあればお策、もしあればお聞聞聞聞かかかかせせせせをいただをいただをいただをいただききききたいと思います。たいと思います。たいと思います。たいと思います。

続続続続いて、２点目には、いて、２点目には、いて、２点目には、いて、２点目には、先先先先ほどほどほどほど報報報報告告告告がごがごがごがござざざざいました。県のいました。県のいました。県のいました。県の中中中中央卸央卸央卸央卸売売売売市場についての質市場についての質市場についての質市場についての質問問問問でででで

あります。あります。あります。あります。昨昨昨昨年の年の年の年の予算予算予算予算でででで荷荷荷荷ささささばばばばきききき場を設場を設場を設場を設置さ置さ置さ置されました。これはその事業者等れました。これはその事業者等れました。これはその事業者等れました。これはその事業者等 々々々々ののののささささままままざざざざまままま

なご要なご要なご要なご要望望望望、リ、リ、リ、リクエスクエスクエスクエストにこたえたこととおトにこたえたこととおトにこたえたこととおトにこたえたこととお聞き聞き聞き聞きをいたしておりますが、いをいたしておりますが、いをいたしておりますが、いをいたしておりますが、いざざざざ設設設設置置置置をしてをしてをしてをしてみみみみ

ると、それると、それると、それると、それぞぞぞぞれまた利用したいという事業者もれまた利用したいという事業者もれまた利用したいという事業者もれまた利用したいという事業者もふふふふえているということで、えているということで、えているということで、えているということで、少少少少しししし不不不不足足足足ぎぎぎぎみみみみかかかか

とととと現現現現場ではお場ではお場ではお場ではお聞き聞き聞き聞きをいたしております。今をいたしております。今をいたしております。今をいたしております。今後後後後、この、この、この、この荷荷荷荷ささささばばばばきききき場の場の場の場の対応対応対応対応についておについておについておについてお聞き聞き聞き聞きするするするする

とともに、とともに、とともに、とともに、現状現状現状現状も含めておも含めておも含めておも含めてお聞き聞き聞き聞きををををさせさせさせさせていただていただていただていただききききたい。このように思います。以たい。このように思います。以たい。このように思います。以たい。このように思います。以上上上上です。です。です。です。



---- 11116666 ----

お願いします。お願いします。お願いします。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 震災の震災の震災の震災の影響影響影響影響についてのご質についてのご質についてのご質についてのご質問問問問でごでごでごでござざざざいますが、副委員長おいますが、副委員長おいますが、副委員長おいますが、副委員長お述述述述

べになられたとおり、３月のべになられたとおり、３月のべになられたとおり、３月のべになられたとおり、３月の時時時時点で調点で調点で調点で調査査査査ををををさせさせさせさせていただていただていただていただききききました。おおました。おおました。おおました。おおむむむむね副委員長のね副委員長のね副委員長のね副委員長の述述述述

べられたようなべられたようなべられたようなべられたような状況状況状況状況でごでごでごでござざざざいました。そのいました。そのいました。そのいました。その後後後後、、、、我我我我 々々々々の方でもいろいろなの方でもいろいろなの方でもいろいろなの方でもいろいろな団体団体団体団体でありますとでありますとでありますとでありますと

か、そういうところでか、そういうところでか、そういうところでか、そういうところで情報情報情報情報のののの仕仕仕仕入れ、入れ、入れ、入れ、徴集徴集徴集徴集させさせさせさせていただいたりしておりますが、おっしていただいたりしておりますが、おっしていただいたりしておりますが、おっしていただいたりしておりますが、おっしゃゃゃゃ

られたとおり、多くのられたとおり、多くのられたとおり、多くのられたとおり、多くの企企企企業業業業体体体体がががが影響影響影響影響を受けているというを受けているというを受けているというを受けているという形形形形でごでごでごでござざざざいます。また、業います。また、業います。また、業います。また、業界界界界によによによによ

ってもかなりってもかなりってもかなりってもかなり温温温温度度度度差差差差があるようでごがあるようでごがあるようでごがあるようでござざざざいまして、震災いまして、震災いまして、震災いまして、震災直後直後直後直後からからからから少少少少しはしはしはしはササササププププライチライチライチライチェェェェーンをーンをーンをーンを

結結結結んだということでんだということでんだということでんだということで影響影響影響影響を受けた部を受けた部を受けた部を受けた部分分分分もあるかと思いますけれども、回もあるかと思いますけれども、回もあるかと思いますけれども、回もあるかと思いますけれども、回復復復復をしている業をしている業をしている業をしている業界界界界

もごもごもごもござざざざいました。かなり業いました。かなり業いました。かなり業いました。かなり業界界界界によってによってによってによって温温温温度度度度差差差差はあろうかと思います。はあろうかと思います。はあろうかと思います。はあろうかと思います。

今今今今現在現在現在現在、調、調、調、調査査査査について、３月にやったについて、３月にやったについて、３月にやったについて、３月にやった形形形形も含めまして、もう一度調も含めまして、もう一度調も含めまして、もう一度調も含めまして、もう一度調査査査査をしようというこをしようというこをしようというこをしようというこ

とで、調とで、調とで、調とで、調査査査査をすべく今をすべく今をすべく今をすべく今取取取取りりりり組組組組んでおります。んでおります。んでおります。んでおります。少少少少しいろいろなしいろいろなしいろいろなしいろいろな団体団体団体団体等との調等との調等との調等との調整整整整もありますのもありますのもありますのもありますの

で、いつまとまるかというのは今ので、いつまとまるかというのは今ので、いつまとまるかというのは今ので、いつまとまるかというのは今の時時時時点では点では点では点では申申申申しししし上げ上げ上げ上げられまられまられまられませせせせんけれども、今んけれども、今んけれども、今んけれども、今後後後後もこういもこういもこういもこうい

うううう形形形形でででで定定定定期期期期的的的的にににに影響影響影響影響の部の部の部の部分分分分について調について調について調について調査査査査をしていをしていをしていをしていききききたいと思っております。たいと思っております。たいと思っております。たいと思っております。

それから、震災のそれから、震災のそれから、震災のそれから、震災の対対対対策でそれ以策でそれ以策でそれ以策でそれ以外外外外にどんなことをにどんなことをにどんなことをにどんなことをさささされているかということでごれているかということでごれているかということでごれているかということでござざざざいましいましいましいまし

たが、おたが、おたが、おたが、お述述述述べになられたとおり、４月のべになられたとおり、４月のべになられたとおり、４月のべになられたとおり、４月の段階段階段階段階では震災のでは震災のでは震災のでは震災の影響影響影響影響を受けたを受けたを受けたを受けた企企企企業業業業へへへへのののの融融融融資資資資がでがでがでができききき

るようにということで、るようにということで、るようにということで、るようにということで、セセセセーフーフーフーフテテテティィィィーーーーネネネネッッッットトトト対対対対策策策策資資資資金と、金と、金と、金と、経済経済経済経済変変変変動対動対動対動対策策策策資資資資金との２つの金との２つの金との２つの金との２つの資資資資

金で、新たに震災の金で、新たに震災の金で、新たに震災の金で、新たに震災の影響影響影響影響を受けられた方を受けられた方を受けられた方を受けられた方 々々々々もそのもそのもそのもその対象対象対象対象となるようにとなるようにとなるようにとなるように運運運運用の部用の部用の部用の部分分分分で変で変で変で変更更更更ををををささささ

せせせせていただていただていただていただききききました。ました。ました。ました。ささささらに、国の一次補正で新たな震災に係る保らに、国の一次補正で新たな震災に係る保らに、国の一次補正で新たな震災に係る保らに、国の一次補正で新たな震災に係る保証制証制証制証制度がで度がで度がで度ができきききまして、まして、まして、まして、

この保この保この保この保証制証制証制証制度を活用する度を活用する度を活用する度を活用する形形形形で新たな東日本大震災で新たな東日本大震災で新たな東日本大震災で新たな東日本大震災復復復復興興興興緊緊緊緊急資急資急資急資金をつくら金をつくら金をつくら金をつくらせせせせていただていただていただていただききききましましましまし

て、５月２３日からて、５月２３日からて、５月２３日からて、５月２３日から適適適適用用用用させさせさせさせていただいております。ていただいております。ていただいております。ていただいております。

それ以それ以それ以それ以外外外外に、産業・雇用振興部がかかわったに、産業・雇用振興部がかかわったに、産業・雇用振興部がかかわったに、産業・雇用振興部がかかわった対対対対策といたしましては、策といたしましては、策といたしましては、策といたしましては、被被被被災災災災さささされた方れた方れた方れた方 々々々々がががが

今今今今現在現在現在現在県内で大県内で大県内で大県内で大体体体体１５０名ぐらい、県に１５０名ぐらい、県に１５０名ぐらい、県に１５０名ぐらい、県に来来来来られているようでごられているようでごられているようでごられているようでござざざざいます。それらの方います。それらの方います。それらの方います。それらの方 々々々々のののの

職を職を職を職を提供提供提供提供ででででききききないかということで、ないかということで、ないかということで、ないかということで、緊緊緊緊急急急急雇用を活用いたしまして、これは人事雇用を活用いたしまして、これは人事雇用を活用いたしまして、これは人事雇用を活用いたしまして、これは人事課課課課ともともともとも協議協議協議協議

ををををさせさせさせさせていただていただていただていただきききき、、、、約約約約３０人の３０人の３０人の３０人の緊緊緊緊急急急急雇用雇用雇用雇用枠枠枠枠をつくらをつくらをつくらをつくらせせせせていただていただていただていただききききました。ました。ました。ました。

それから、基本それから、基本それから、基本それから、基本的的的的にはにはにはには貸貸貸貸工場でありますとか、工場でありますとか、工場でありますとか、工場でありますとか、貸貸貸貸事事事事務所務所務所務所でありますとか、そういうものでありますとか、そういうものでありますとか、そういうものでありますとか、そういうもの

がががが必必必必要ではないかということで、要ではないかということで、要ではないかということで、要ではないかということで、貸貸貸貸工場の工場の工場の工場の情報情報情報情報をををを収収収収集集集集する。そういうようなことも含めまする。そういうようなことも含めまする。そういうようなことも含めまする。そういうようなことも含めま

して、して、して、して、被被被被災災災災さささされたれたれたれた企企企企業がこ業がこ業がこ業がこちちちちらにらにらにらに来来来来られたり、もしくはられたり、もしくはられたり、もしくはられたり、もしくは被被被被災災災災さささされてはいないのですけれどれてはいないのですけれどれてはいないのですけれどれてはいないのですけれど

も、東も、東も、東も、東京京京京都都都都などになどになどになどに拠拠拠拠点を点を点を点を移移移移さささされるというれるというれるというれるという企企企企業に、ご業に、ご業に、ご業に、ご相相相相談談談談にににに乗乗乗乗れるれるれるれる窓窓窓窓口を本口を本口を本口を本庁庁庁庁のののの中中中中に設けに設けに設けに設けささささ

せせせせていただていただていただていただききききました。ました。ました。ました。

それから、６月１日からは工業それから、６月１日からは工業それから、６月１日からは工業それから、６月１日からは工業技術技術技術技術セセセセンターでンターでンターでンターで海海海海外外外外へへへへ輸輸輸輸出出出出さささされる場合にれる場合にれる場合にれる場合に放射線放射線放射線放射線の関係での関係での関係での関係で
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証証証証明が要るということも明が要るということも明が要るということも明が要るということも起起起起こりますので、こりますので、こりますので、こりますので、証証証証明書は県では発明書は県では発明書は県では発明書は県では発行行行行ででででききききまままませせせせんのですけれども、んのですけれども、んのですけれども、んのですけれども、

一一一一応応応応検検検検査査査査をして、をして、をして、をして、測測測測定定定定をして、をして、をして、をして、報報報報告告告告書という書という書という書という形形形形ではではではでは報報報報告告告告ででででききききますので、そういうますので、そういうますので、そういうますので、そういう形形形形で検で検で検で検査査査査

をするというをするというをするというをするという形形形形のののの体制体制体制体制をををを整整整整えたところでごえたところでごえたところでごえたところでござざざざいます。います。います。います。

それから、それから、それから、それから、被被被被災災災災さささされた方れた方れた方れた方 々々々々なので、なので、なので、なので、貸貸貸貸事事事事務所務所務所務所というというというという形形形形で事で事で事で事務所務所務所務所を設けて次のを設けて次のを設けて次のを設けて次のスススステテテテッッッッププププにににに

というようなこともありというようなこともありというようなこともありというようなこともあり得得得得るかということで、産業会るかということで、産業会るかということで、産業会るかということで、産業会館館館館にインにインにインにインキュキュキュキュベベベベーターの部ーターの部ーターの部ーターの部屋屋屋屋があるがあるがあるがある

のですけれども、それののですけれども、それののですけれども、それののですけれども、それの稼稼稼稼働働働働していない部していない部していない部していない部分分分分について、について、について、について、貸貸貸貸し出しがでし出しがでし出しがでし出しができきききるということをるということをるということをるということを考考考考

えまして、えまして、えまして、えまして、無料無料無料無料で一で一で一で一定定定定のののの期期期期間間間間貸貸貸貸し出しをするし出しをするし出しをするし出しをする対対対対策もとら策もとら策もとら策もとらせせせせていただていただていただていただききききました。おおました。おおました。おおました。おおむむむむね以ね以ね以ね以

上上上上でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

○嶋本マーケティング課長○嶋本マーケティング課長○嶋本マーケティング課長○嶋本マーケティング課長 中中中中央卸央卸央卸央卸売売売売市場の市場の市場の市場の荷荷荷荷ささささばばばばきききき場につ場につ場につ場につききききましては、市場で流ましては、市場で流ましては、市場で流ましては、市場で流通通通通してしてしてして

おりますおりますおりますおります商品商品商品商品をををを直直直直射射射射日光や風日光や風日光や風日光や風雨雨雨雨からの保からの保からの保からの保護護護護をすることによりまして、をすることによりまして、をすることによりまして、をすることによりまして、食食食食のののの安安安安心と心と心と心と安全安全安全安全のののの確確確確

保のために設保のために設保のために設保のために設置置置置をしたものでごをしたものでごをしたものでごをしたものでござざざざいます。また、います。また、います。また、います。また、荷荷荷荷ささささばばばばきききき作作作作業の業の業の業の効効効効率化率化率化率化というものもあわというものもあわというものもあわというものもあわ

せせせせてねらったものでごてねらったものでごてねらったものでごてねらったものでござざざざいます。います。います。います。

建設に当たりましては、事業者に建設に当たりましては、事業者に建設に当たりましては、事業者に建設に当たりましては、事業者に対対対対しまして利用に関するアンしまして利用に関するアンしまして利用に関するアンしまして利用に関するアンケケケケートも実施し、調ートも実施し、調ートも実施し、調ートも実施し、調整整整整をををを

したしたしたした上上上上で、で、で、で、結果結果結果結果、１、１、１、１棟棟棟棟当たり当たり当たり当たり約約約約５００平方メートルのものを４５００平方メートルのものを４５００平方メートルのものを４５００平方メートルのものを４棟棟棟棟建設をいたしました。建設をいたしました。建設をいたしました。建設をいたしました。

青青青青果果果果は、やはりは、やはりは、やはりは、やはり荷物荷物荷物荷物のかのかのかのかささささが高いので、そのうが高いので、そのうが高いので、そのうが高いので、そのうちちちちの３の３の３の３棟棟棟棟はははは青青青青果果果果、それから１、それから１、それから１、それから１棟棟棟棟が水産とが水産とが水産とが水産と

して今、利用を願っているところでごして今、利用を願っているところでごして今、利用を願っているところでごして今、利用を願っているところでござざざざいます。います。います。います。

使用使用使用使用料料料料につにつにつにつききききましては、国が示しておりますましては、国が示しておりますましては、国が示しておりますましては、国が示しております算定算定算定算定基準でありますとか、県の基準でありますとか、県の基準でありますとか、県の基準でありますとか、県の行政行政行政行政財財財財産使産使産使産使

用用用用料料料料のののの算定算定算定算定、そういったものを基本にしまして、１、そういったものを基本にしまして、１、そういったものを基本にしまして、１、そういったものを基本にしまして、１立立立立方メートル当たり月方メートル当たり月方メートル当たり月方メートル当たり月額額額額４９０円でお４９０円でお４９０円でお４９０円でお

使いをいただいています。使いをいただいています。使いをいただいています。使いをいただいています。

設設設設置置置置以以以以降降降降につにつにつにつききききまして、施設の使いまして、施設の使いまして、施設の使いまして、施設の使い勝勝勝勝手手手手のののの問題問題問題問題でありますとか、でありますとか、でありますとか、でありますとか、料料料料金の水準を金の水準を金の水準を金の水準を見見見見てといてといてといてとい

うこともあるのかもわかりまうこともあるのかもわかりまうこともあるのかもわかりまうこともあるのかもわかりませせせせんけれども、要んけれども、要んけれども、要んけれども、要望望望望があったり使いがあったり使いがあったり使いがあったり使い勝勝勝勝手手手手のののの問題問題問題問題でででで若干若干若干若干お話をお話をお話をお話を

聞聞聞聞いたりしているいたりしているいたりしているいたりしている件件件件もごもごもごもござざざざいますので、これについますので、これについますので、これについますので、これにつききききましては、ましては、ましては、ましては、先先先先ほど農林部長からもごほど農林部長からもごほど農林部長からもごほど農林部長からもご報報報報

告告告告申申申申しししし上げ上げ上げ上げましたとおり、今ましたとおり、今ましたとおり、今ましたとおり、今後中後中後中後中央卸央卸央卸央卸売売売売市場そのものがやり方の検市場そのものがやり方の検市場そのものがやり方の検市場そのものがやり方の検討討討討をしておりますので、をしておりますので、をしておりますので、をしておりますので、

そのそのそのその中中中中でのでのでのでの機機機機能能能能のののの整備整備整備整備というというというという視視視視点でも、ま点でも、ま点でも、ま点でも、まずずずずはははは改改改改めてめてめてめて必必必必要があればもう一度事業者要があればもう一度事業者要があればもう一度事業者要があればもう一度事業者へへへへのののの意意意意

向向向向調調調調査査査査もあわもあわもあわもあわせせせせてするとか、そういうてするとか、そういうてするとか、そういうてするとか、そういう把握把握把握把握をしたをしたをしたをした上上上上でででで必必必必要があれば要があれば要があれば要があれば対応対応対応対応等も検等も検等も検等も検討討討討したいとしたいとしたいとしたいと

考考考考えております。以えております。以えております。以えております。以上上上上でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

○藤野副委員長○藤野副委員長○藤野副委員長○藤野副委員長 ままままずずずず、震災における県内、震災における県内、震災における県内、震災における県内企企企企業業業業へへへへのののの影響影響影響影響ということでごということでごということでごということでござざざざいます。います。います。います。ささささままままざざざざ

まなまなまなまな取取取取りりりり組み組み組み組みを今を今を今を今現在行現在行現在行現在行っておられるということであります。っておられるということであります。っておられるということであります。っておられるということであります。融融融融資資資資制制制制度、これはもう４月度、これはもう４月度、これはもう４月度、これはもう４月

から、まから、まから、まから、まずずずずこの２点についてこの２点についてこの２点についてこの２点について行行行行っておられるということですので、利用っておられるということですので、利用っておられるということですので、利用っておられるということですので、利用状況状況状況状況はどのようなはどのようなはどのようなはどのような

ものかおものかおものかおものかお聞き聞き聞き聞きをいたしたい。をいたしたい。をいたしたい。をいたしたい。
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それと、次に、それと、次に、それと、次に、それと、次に、中中中中央卸央卸央卸央卸売売売売市場についてです。今市場についてです。今市場についてです。今市場についてです。今後後後後、、、、荷荷荷荷ささささばばばばきききき場も含めた、あるいは場も含めた、あるいは場も含めた、あるいは場も含めた、あるいは全体全体全体全体

像像像像を含めた今を含めた今を含めた今を含めた今後後後後の方の方の方の方向性向性向性向性も含めて、あり方検も含めて、あり方検も含めて、あり方検も含めて、あり方検討討討討会で会で会で会で審審審審議議議議ををををさささされるということでごれるということでごれるということでごれるということでござざざざいますいますいますいます

ので、ので、ので、ので、見見見見守守守守っていっていっていっていききききたいと思いますが、たいと思いますが、たいと思いますが、たいと思いますが、昨昨昨昨今は今は今は今は直売所直売所直売所直売所というのがというのがというのがというのが結結結結構構構構はやっておりますけはやっておりますけはやっておりますけはやっておりますけ

れども、やはりれども、やはりれども、やはりれども、やはり生生生生鮮鮮鮮鮮食料食料食料食料品品品品のののの安定供安定供安定供安定供給給給給、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは消費消費消費消費者者者者生生生生活活活活安定安定安定安定ということをということをということをということを考考考考えますと、えますと、えますと、えますと、

このこのこのこの中中中中央卸央卸央卸央卸売売売売市場は県民の市場は県民の市場は県民の市場は県民の台台台台所所所所というというというという意意意意味味味味では、では、では、では、役役役役割割割割にににに非常非常非常非常にににに重重重重ききききをおいてをおいてをおいてをおいて考考考考えていかなえていかなえていかなえていかな

ければならないと思っておりますので、今ければならないと思っておりますので、今ければならないと思っておりますので、今ければならないと思っておりますので、今後後後後のののの展展展展開開開開をををを再再再再度度度度見見見見守守守守っていっていっていっていききききたいと言わたいと言わたいと言わたいと言わせせせせていていていてい

ただただただただききききますとますとますとますと同時同時同時同時に、関に、関に、関に、関連連連連棟棟棟棟もごもごもごもご存存存存じじじじのようにのようにのようにのように店舗店舗店舗店舗があいているということで、これはがあいているということで、これはがあいているということで、これはがあいているということで、これは見見見見

直直直直していかなければならない大していかなければならない大していかなければならない大していかなければならない大ききききなななな課題課題課題課題の一つだろうと思っておりますが、この検の一つだろうと思っておりますが、この検の一つだろうと思っておりますが、この検の一つだろうと思っておりますが、この検討討討討もあもあもあもあ

り方検り方検り方検り方検討討討討会で検会で検会で検会で検討さ討さ討さ討されるのか、それだけれるのか、それだけれるのか、それだけれるのか、それだけ確認確認確認確認しておしておしておしておききききたい。以たい。以たい。以たい。以上上上上です。です。です。です。

○江畑地域産業課長○江畑地域産業課長○江畑地域産業課長○江畑地域産業課長 震災に関震災に関震災に関震災に関連連連連いたしますいたしますいたしますいたします中中中中小小小小企企企企業の金業の金業の金業の金融融融融対対対対策に策に策に策に対対対対する利用する利用する利用する利用状況状況状況状況についについについについ

てのご質てのご質てのご質てのご質問問問問でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

ままままずずずず、４月から、４月から、４月から、４月からススススタートタートタートタートさせさせさせさせましたましたましたましたセセセセーフーフーフーフテテテティィィィーーーーネネネネッッッットトトト対対対対策策策策資資資資金の利用金の利用金の利用金の利用状況状況状況状況、５、５、５、５号号号号でごでごでごでご

ざざざざいまして、これは震災のいまして、これは震災のいまして、これは震災のいまして、これは震災の影響影響影響影響によりましてによりましてによりましてによりまして売売売売りりりり上げ上げ上げ上げ等が等が等が等が急急急急減減減減したものにしたものにしたものにしたものに対対対対しての要しての要しての要しての要件件件件をををを

ククククリアしたもの、これにリアしたもの、これにリアしたもの、これにリアしたもの、これに対対対対して、これはして、これはして、これはして、これは融融融融資資資資そのものではなくてそのものではなくてそのものではなくてそのものではなくて信信信信用保用保用保用保証協証協証協証協会の保会の保会の保会の保証証証証につにつにつにつ

いてのものでごいてのものでごいてのものでごいてのものでござざざざいますが、この保いますが、この保いますが、この保いますが、この保証証証証のののの申申申申しししし込込込込みみみみが６月３日が６月３日が６月３日が６月３日時時時時点で５点で５点で５点で５件件件件、８，９００万円、８，９００万円、８，９００万円、８，９００万円

ほどごほどごほどごほどござざざざいます。います。います。います。承承承承諾諾諾諾のののの状況状況状況状況で５で５で５で５件件件件、８，７００万円となっております。また、、８，７００万円となっております。また、、８，７００万円となっております。また、、８，７００万円となっております。また、経済経済経済経済変変変変動動動動

対対対対策策策策資資資資金につ金につ金につ金につききききましては、今のところましては、今のところましては、今のところましては、今のところ申申申申しししし込込込込みみみみはないとはないとはないとはない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。

それと、東日本大震災のそれと、東日本大震災のそれと、東日本大震災のそれと、東日本大震災の復復復復興興興興緊緊緊緊急資急資急資急資金、これにつ金、これにつ金、これにつ金、これにつききききましては、５月２３日からましては、５月２３日からましては、５月２３日からましては、５月２３日からススススタートタートタートタート

ををををさせさせさせさせたばかりでごたばかりでごたばかりでごたばかりでござざざざいますので、まだそれほどいますので、まだそれほどいますので、まだそれほどいますので、まだそれほど件数件数件数件数はごはごはごはござざざざいまいまいまいませせせせんが、んが、んが、んが、同じ同じ同じ同じくくくく信信信信用保用保用保用保証証証証

協協協協会６月３日の会６月３日の会６月３日の会６月３日の時時時時点で点で点で点で申申申申込込込込件数件数件数件数２６２６２６２６件件件件、、、、約約約約１１１１１１１１億億億億円円円円余余余余のののの申申申申しししし込込込込みみみみ、この、この、この、この承承承承諾諾諾諾につにつにつにつききききましてましてましてまして

は、やはり日は、やはり日は、やはり日は、やはり日数数数数が何日かかかりますので、が何日かかかりますので、が何日かかかりますので、が何日かかかりますので、件数件数件数件数としては５としては５としては５としては５件件件件、８，６００万円、８，６００万円、８，６００万円、８，６００万円余余余余というというというという状状状状

況況況況でごでごでごでござざざざいます。以います。以います。以います。以上上上上でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

○嶋本マーケティング課長○嶋本マーケティング課長○嶋本マーケティング課長○嶋本マーケティング課長 中中中中央卸央卸央卸央卸売売売売市場の市場の市場の市場の取取取取扱扱扱扱高等が高等が高等が高等が減少減少減少減少していくしていくしていくしていく中中中中で、関で、関で、関で、関連運連運連運連運用の関用の関用の関用の関

連連連連棟棟棟棟につにつにつにつききききましては、ましては、ましては、ましては、非常非常非常非常にににに空空空空き店舗き店舗き店舗き店舗も出てくるようなも出てくるようなも出てくるようなも出てくるような状況状況状況状況で、そので、そので、そので、その影響影響影響影響を受けているとを受けているとを受けているとを受けていると

考考考考えております。今回、えております。今回、えております。今回、えております。今回、全体全体全体全体のあり方を検のあり方を検のあり方を検のあり方を検討討討討するするするする上上上上でも一つの大でも一つの大でも一つの大でも一つの大ききききな要な要な要な要素素素素とととと考考考考えておりまえておりまえておりまえておりま

して、市場のにして、市場のにして、市場のにして、市場のにぎぎぎぎわいをわいをわいをわいを取取取取りりりり戻戻戻戻すというすというすというすという意意意意味味味味でもそうですし、市場のでもそうですし、市場のでもそうですし、市場のでもそうですし、市場の機機機機能能能能としてどういうとしてどういうとしてどういうとしてどういう

機機機機能能能能をそこで、関をそこで、関をそこで、関をそこで、関連連連連棟棟棟棟としてのとしてのとしてのとしての機機機機能能能能があるわけですから、そのがあるわけですから、そのがあるわけですから、そのがあるわけですから、その両両両両方を方を方を方を果果果果たしていくためのたしていくためのたしていくためのたしていくための

形形形形をこのをこのをこのをこの中中中中で、事業者を含めて一で、事業者を含めて一で、事業者を含めて一で、事業者を含めて一緒緒緒緒に検に検に検に検討討討討をしてまいりたいとそのをしてまいりたいとそのをしてまいりたいとそのをしてまいりたいとその予定予定予定予定でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

○藤野副委員長○藤野副委員長○藤野副委員長○藤野副委員長 中中中中央卸央卸央卸央卸売売売売市場についてですが、この市場についてですが、この市場についてですが、この市場についてですが、この資料資料資料資料に書いておりますとおり、ことに書いておりますとおり、ことに書いておりますとおり、ことに書いておりますとおり、こと

しで３４年、しで３４年、しで３４年、しで３４年、来来来来年で３５年ですね。一つの年で３５年ですね。一つの年で３５年ですね。一つの年で３５年ですね。一つの節節節節目というか、本目というか、本目というか、本目というか、本腰上げ腰上げ腰上げ腰上げててててささささままままざざざざまなまなまなまな取取取取りりりり組み組み組み組み
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をををを行行行行っていかなければならないと思いますので、どうかこの検っていかなければならないと思いますので、どうかこの検っていかなければならないと思いますので、どうかこの検っていかなければならないと思いますので、どうかこの検討討討討委員会で委員会で委員会で委員会で十分十分十分十分にににに審審審審議議議議、、、、論論論論

議議議議をしていただをしていただをしていただをしていただききききますようにお願いをますようにお願いをますようにお願いをますようにお願いを申申申申しししし上げ上げ上げ上げたいと、このように思います。たいと、このように思います。たいと、このように思います。たいと、このように思います。

震災における県内震災における県内震災における県内震災における県内企企企企業の業の業の業の影響影響影響影響、、、、先先先先ほど利用ほど利用ほど利用ほど利用状況状況状況状況もおもおもおもお聞き聞き聞き聞きををををさせさせさせさせていただていただていただていただききききました。このました。このました。このました。この

いわいわいわいわゆゆゆゆるるるる情報提供情報提供情報提供情報提供は、は、は、は、例例例例えばえばえばえば商商商商工会工会工会工会議所議所議所議所なのか、そういうなのか、そういうなのか、そういうなのか、そういう団体団体団体団体をををを通じ通じ通じ通じてのてのてのての情報提供情報提供情報提供情報提供ををををさささされれれれ

ておられるのか、県ておられるのか、県ておられるのか、県ておられるのか、県独独独独自自自自で調で調で調で調査査査査をしながらをしながらをしながらをしながら進進進進めておられるのか、その１点だけめておられるのか、その１点だけめておられるのか、その１点だけめておられるのか、その１点だけ確認確認確認確認ををををさせさせさせさせ

ていただていただていただていただききききたい。たい。たい。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 資資資資金の金の金の金の情報提供情報提供情報提供情報提供の話ではなくて、いろいろな県の業の話ではなくて、いろいろな県の業の話ではなくて、いろいろな県の業の話ではなくて、いろいろな県の業界界界界とかとかとかとか企企企企

業業業業へへへへのののの情報情報情報情報ということですね。ということですね。ということですね。ということですね。

○藤野副委員長○藤野副委員長○藤野副委員長○藤野副委員長 いや、県のいや、県のいや、県のいや、県の取取取取りりりり組み組み組み組みのののの情報提供情報提供情報提供情報提供。。。。

○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 ああ、そういうことですか。では、地ああ、そういうことですか。では、地ああ、そういうことですか。では、地ああ、そういうことですか。では、地域域域域産業産業産業産業課課課課から。から。から。から。

○江畑地域産業課長○江畑地域産業課長○江畑地域産業課長○江畑地域産業課長 情報提供情報提供情報提供情報提供につにつにつにつききききましては、まましては、まましては、まましては、まずずずず、、、、マスコマスコマスコマスコミミミミにににに対対対対しましてはそれしましてはそれしましてはそれしましてはそれぞぞぞぞれれれれ

制制制制度発度発度発度発足足足足時時時時にににに報報報報道道道道発発発発表表表表させさせさせさせていただいておりますし、あるいはまた市ていただいておりますし、あるいはまた市ていただいておりますし、あるいはまた市ていただいておりますし、あるいはまた市町村町村町村町村についてはについてはについてはについてはささささまままま

ざざざざまなまなまなまな認定認定認定認定作作作作業がご業がご業がご業がござざざざいますので、いますので、いますので、いますので、認定認定認定認定の説明会をやらの説明会をやらの説明会をやらの説明会をやらせせせせていただていただていただていただききききまして、合わまして、合わまして、合わまして、合わせせせせてててて各各各各

企企企企業業業業向向向向けにけにけにけに周周周周知知知知徹底徹底徹底徹底をををを図図図図るようにお願いをしております。また、金るようにお願いをしております。また、金るようにお願いをしております。また、金るようにお願いをしております。また、金融機融機融機融機関も関も関も関も制制制制度発度発度発度発足足足足時時時時にににに

集集集集まっていただまっていただまっていただまっていただききききまして、まして、まして、まして、ささささままままざざざざまなまなまなまな運運運運用についての注用についての注用についての注用についての注意意意意事項に事項に事項に事項に留留留留意意意意し、またし、またし、またし、また制制制制度の度の度の度の促進促進促進促進

活用を活用を活用を活用を図図図図っていただくようにお願いをしているところでごっていただくようにお願いをしているところでごっていただくようにお願いをしているところでごっていただくようにお願いをしているところでござざざざいます。以います。以います。以います。以上上上上でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

○大国委員長○大国委員長○大国委員長○大国委員長 ほかにご発言はごほかにご発言はごほかにご発言はごほかにご発言はござざざざいまいまいまいませせせせんでしんでしんでしんでしょょょょうか。うか。うか。うか。

ないようですので、これをもって質疑等をないようですので、これをもって質疑等をないようですので、これをもって質疑等をないようですので、これをもって質疑等を終終終終わります。わります。わります。わります。

これをもって本日の委員会をこれをもって本日の委員会をこれをもって本日の委員会をこれをもって本日の委員会を終終終終わります。わります。わります。わります。


