
---- 1111 ----

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９月１４日（水） １４：０４～１６：２３平成２３年９月１４日（水） １４：０４～１６：２３平成２３年９月１４日（水） １４：０４～１６：２３平成２３年９月１４日（水） １４：０４～１６：２３

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 なしなしなしなし

議 事議 事議 事議 事

（１）９月定例県議会提出予定議案について（１）９月定例県議会提出予定議案について（１）９月定例県議会提出予定議案について（１）９月定例県議会提出予定議案について

（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 それでは、ただいまの説明、報告またはその他の事項も含めまして、質疑それでは、ただいまの説明、報告またはその他の事項も含めまして、質疑それでは、ただいまの説明、報告またはその他の事項も含めまして、質疑それでは、ただいまの説明、報告またはその他の事項も含めまして、質疑

があればご発言願います。があればご発言願います。があればご発言願います。があればご発言願います。

○松尾委員○松尾委員○松尾委員○松尾委員 まず、質問に入る前に、台風１２号によって吉野郡は、本当に甚大な被害をまず、質問に入る前に、台風１２号によって吉野郡は、本当に甚大な被害をまず、質問に入る前に、台風１２号によって吉野郡は、本当に甚大な被害をまず、質問に入る前に、台風１２号によって吉野郡は、本当に甚大な被害を

受けましたが、県の皆様方の素早い対応で被災者の生活、命を最優先に考えて対策をして受けましたが、県の皆様方の素早い対応で被災者の生活、命を最優先に考えて対策をして受けましたが、県の皆様方の素早い対応で被災者の生活、命を最優先に考えて対策をして受けましたが、県の皆様方の素早い対応で被災者の生活、命を最優先に考えて対策をして

いただきましたことに、心より感謝を申し上げたいと思います。本当にありがとうございいただきましたことに、心より感謝を申し上げたいと思います。本当にありがとうございいただきましたことに、心より感謝を申し上げたいと思います。本当にありがとうございいただきましたことに、心より感謝を申し上げたいと思います。本当にありがとうござい

ました。ました。ました。ました。

農林部長から言っていただいたように、被害状況の把握はまだまだこれからしていく状農林部長から言っていただいたように、被害状況の把握はまだまだこれからしていく状農林部長から言っていただいたように、被害状況の把握はまだまだこれからしていく状農林部長から言っていただいたように、被害状況の把握はまだまだこれからしていく状

況にあると思うのですが、そろそろインフラ整備や電話やライフラインなどがつながりつ況にあると思うのですが、そろそろインフラ整備や電話やライフラインなどがつながりつ況にあると思うのですが、そろそろインフラ整備や電話やライフラインなどがつながりつ況にあると思うのですが、そろそろインフラ整備や電話やライフラインなどがつながりつ

つありますので、一刻も早く被害の状況を把握していただいて、引き続き対策をしていたつありますので、一刻も早く被害の状況を把握していただいて、引き続き対策をしていたつありますので、一刻も早く被害の状況を把握していただいて、引き続き対策をしていたつありますので、一刻も早く被害の状況を把握していただいて、引き続き対策をしていた

だくことを要望させていただきたいと思っております。だくことを要望させていただきたいと思っております。だくことを要望させていただきたいと思っております。だくことを要望させていただきたいと思っております。
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そして、被害状況を把握するために、今いろいろ回っているのですが、南部地域でしたそして、被害状況を把握するために、今いろいろ回っているのですが、南部地域でしたそして、被害状況を把握するために、今いろいろ回っているのですが、南部地域でしたそして、被害状況を把握するために、今いろいろ回っているのですが、南部地域でした

ら南部農林事務所だけでやっていると思うのですが、本当にいっぱいいっぱいの状況で回ら南部農林事務所だけでやっていると思うのですが、本当にいっぱいいっぱいの状況で回ら南部農林事務所だけでやっていると思うのですが、本当にいっぱいいっぱいの状況で回ら南部農林事務所だけでやっていると思うのですが、本当にいっぱいいっぱいの状況で回

っていただいております。今後、人的補充などをしていただきたいと思っておりますので、っていただいております。今後、人的補充などをしていただきたいと思っておりますので、っていただいております。今後、人的補充などをしていただきたいと思っておりますので、っていただいております。今後、人的補充などをしていただきたいと思っておりますので、

この点も要望させていただきたいのと、現在そういう予定をしておられるのかを、後で答この点も要望させていただきたいのと、現在そういう予定をしておられるのかを、後で答この点も要望させていただきたいのと、現在そういう予定をしておられるのかを、後で答この点も要望させていただきたいのと、現在そういう予定をしておられるのかを、後で答

えられたら答えていただきたいと思います。えられたら答えていただきたいと思います。えられたら答えていただきたいと思います。えられたら答えていただきたいと思います。

そして、台風に関連してですが、農林部の施策で山にも入れない状況が続いておりますそして、台風に関連してですが、農林部の施策で山にも入れない状況が続いておりますそして、台風に関連してですが、農林部の施策で山にも入れない状況が続いておりますそして、台風に関連してですが、農林部の施策で山にも入れない状況が続いております

ので、かなり遅れてくるものが増えてくるとは思うのですが、例えば奈良県緑の産業再生ので、かなり遅れてくるものが増えてくるとは思うのですが、例えば奈良県緑の産業再生ので、かなり遅れてくるものが増えてくるとは思うのですが、例えば奈良県緑の産業再生ので、かなり遅れてくるものが増えてくるとは思うのですが、例えば奈良県緑の産業再生

プロジェクトには、平成１８年度から２６億円のお金を使って、平成２３年度までの５年プロジェクトには、平成１８年度から２６億円のお金を使って、平成２３年度までの５年プロジェクトには、平成１８年度から２６億円のお金を使って、平成２３年度までの５年プロジェクトには、平成１８年度から２６億円のお金を使って、平成２３年度までの５年

間で主に森林整備、また高性能機械の導入など国の補助金制度があったのですが、恐らく間で主に森林整備、また高性能機械の導入など国の補助金制度があったのですが、恐らく間で主に森林整備、また高性能機械の導入など国の補助金制度があったのですが、恐らく間で主に森林整備、また高性能機械の導入など国の補助金制度があったのですが、恐らく

間伐だけではなしに、これは林道も作業道も使えるはずですが、山に手が入らないから多間伐だけではなしに、これは林道も作業道も使えるはずですが、山に手が入らないから多間伐だけではなしに、これは林道も作業道も使えるはずですが、山に手が入らないから多間伐だけではなしに、これは林道も作業道も使えるはずですが、山に手が入らないから多

分消化分消化分消化分消化できないだろうと。そしてまた、県できないだろうと。そしてまた、県できないだろうと。そしてまた、県できないだろうと。そしてまた、県民民民民の皆さの皆さの皆さの皆さんんんんにににに理解理解理解理解をいただいて、森林をいただいて、森林をいただいて、森林をいただいて、森林環境税環境税環境税環境税をををを

いただいて山の整備をしようとしておりまして、いただいて山の整備をしようとしておりまして、いただいて山の整備をしようとしておりまして、いただいて山の整備をしようとしておりまして、緊急緊急緊急緊急間伐事業もやっておりますが、今年間伐事業もやっておりますが、今年間伐事業もやっておりますが、今年間伐事業もやっておりますが、今年

度の事業度の事業度の事業度の事業実実実実施施施施箇箇箇箇所は所は所は所は決決決決まっておりますが、こういう状況ですので、それもまたなかなか手まっておりますが、こういう状況ですので、それもまたなかなか手まっておりますが、こういう状況ですので、それもまたなかなか手まっておりますが、こういう状況ですので、それもまたなかなか手

がついていかないだろうと。これはもう県がついていかないだろうと。これはもう県がついていかないだろうと。これはもう県がついていかないだろうと。これはもう県単単単単の事業になりますので、なかなか県の事業になりますので、なかなか県の事業になりますので、なかなか県の事業になりますので、なかなか県単単単単でででで繰繰繰繰りりりり

越しはできないとのお話もあるのですが、こういった越しはできないとのお話もあるのですが、こういった越しはできないとのお話もあるのですが、こういった越しはできないとのお話もあるのですが、こういった場合場合場合場合に、例えば奈良県緑の産業再生に、例えば奈良県緑の産業再生に、例えば奈良県緑の産業再生に、例えば奈良県緑の産業再生

プロジェクトに関しては、国に対して、こういう状況ですのでプロジェクトに関しては、国に対して、こういう状況ですのでプロジェクトに関しては、国に対して、こういう状況ですのでプロジェクトに関しては、国に対して、こういう状況ですので何何何何とかとかとかとか繰繰繰繰り越しをしていたり越しをしていたり越しをしていたり越しをしていた

だきたいとの要望もやっていただきたい。そして、だきたいとの要望もやっていただきたい。そして、だきたいとの要望もやっていただきたい。そして、だきたいとの要望もやっていただきたい。そして、緊急緊急緊急緊急間伐の事業に関しては県間伐の事業に関しては県間伐の事業に関しては県間伐の事業に関しては県費費費費ですのですのですのですの

で、県がで、県がで、県がで、県が判断判断判断判断していただいて、していただいて、していただいて、していただいて、翌翌翌翌年度に年度に年度に年度に繰繰繰繰り越しのり越しのり越しのり越しの措置措置措置措置をやっていただきたいと思っておをやっていただきたいと思っておをやっていただきたいと思っておをやっていただきたいと思ってお

りますので、りますので、りますので、りますので、何何何何かごかごかごかご意見意見意見意見がありましたら、要望をがありましたら、要望をがありましたら、要望をがありましたら、要望を踏踏踏踏まえて言まえて言まえて言まえて言わわわわせていただいておきます。せていただいておきます。せていただいておきます。せていただいておきます。

そして、山ばかりなので、あまりそして、山ばかりなので、あまりそして、山ばかりなので、あまりそして、山ばかりなので、あまり漁漁漁漁業といっても皆さ業といっても皆さ業といっても皆さ業といっても皆さんぴんんぴんんぴんんぴんとこないと思うのですが、とこないと思うのですが、とこないと思うのですが、とこないと思うのですが、

アマゴアマゴアマゴアマゴややややアユアユアユアユをををを養殖養殖養殖養殖しているところもありまして、しているところもありまして、しているところもありまして、しているところもありまして、沢沢沢沢からのからのからのからの洗洗洗洗い出しのい出しのい出しのい出しの土砂土砂土砂土砂などでなどでなどでなどで池池池池がががが埋埋埋埋

まってしまったり、いろいろな被害も出ておりますので、国のまってしまったり、いろいろな被害も出ておりますので、国のまってしまったり、いろいろな被害も出ておりますので、国のまってしまったり、いろいろな被害も出ておりますので、国の激激激激甚災害の甚災害の甚災害の甚災害の指指指指定も受けて補定も受けて補定も受けて補定も受けて補

助助助助率率率率のいいのいいのいいのいいメニューメニューメニューメニューでででで復復復復興していただけたらと思うのですが、とにかく興していただけたらと思うのですが、とにかく興していただけたらと思うのですが、とにかく興していただけたらと思うのですが、とにかく漁漁漁漁業者の方業者の方業者の方業者の方 々々々々にににに情情情情

報をきっ報をきっ報をきっ報をきっちちちちりと提りと提りと提りと提供供供供をしていただいて、をしていただいて、をしていただいて、をしていただいて、迅速迅速迅速迅速に対応していただきたいこと、要望させていに対応していただきたいこと、要望させていに対応していただきたいこと、要望させていに対応していただきたいこと、要望させてい

ただいておきます。ただいておきます。ただいておきます。ただいておきます。

ちょちょちょちょっと大きな話になると思いますが、いろいろっと大きな話になると思いますが、いろいろっと大きな話になると思いますが、いろいろっと大きな話になると思いますが、いろいろ行行行行きまして山きまして山きまして山きまして山腹腹腹腹が本当にあが本当にあが本当にあが本当にあちちちちらこらこらこらこちちちちらららら

でででで崩崩崩崩れているのですが、れているのですが、れているのですが、れているのですが、崩崩崩崩れている山の大れている山の大れている山の大れている山の大半半半半がががが針葉樹針葉樹針葉樹針葉樹林、人林、人林、人林、人工工工工林、林、林、林、杉杉杉杉、、、、ヒノキヒノキヒノキヒノキがががが植わ植わ植わ植わってってってって

いるところ。一いるところ。一いるところ。一いるところ。一般般般般にはにはにはには杉杉杉杉、、、、ヒノキヒノキヒノキヒノキがががが植わ植わ植わ植わっているところは、っているところは、っているところは、っているところは、根根根根がががが浅浅浅浅いということで、いということで、いということで、いということで、崩崩崩崩れれれれ

るるるる危険危険危険危険性が高いと思性が高いと思性が高いと思性が高いと思わわわわれているのですが、れているのですが、れているのですが、れているのですが、十十十十津津津津川村川村川村川村をををを走走走走っていましたら、あるところで一っていましたら、あるところで一っていましたら、あるところで一っていましたら、あるところで一

山、山、山、山、広葉樹広葉樹広葉樹広葉樹林が林が林が林が崩崩崩崩れているところもありまして、本当にれているところもありまして、本当にれているところもありまして、本当にれているところもありまして、本当に想想想想定定定定外外外外のののの雨雨雨雨がががが降降降降ったのでしったのでしったのでしったのでしょょょょうが、うが、うが、うが、
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果果果果たして、対策としてたして、対策としてたして、対策としてたして、対策として法面法面法面法面などになどになどになどに広葉樹広葉樹広葉樹広葉樹をををを植植植植えたらえたらえたらえたら安全安全安全安全ですというですというですというですという学学学学者もいる者もいる者もいる者もいるみみみみたいなのたいなのたいなのたいなの

ですが、もうですが、もうですが、もうですが、もう少少少少しししし検証検証検証検証していただいて、今後の山のあり方、これを生かして大きなしていただいて、今後の山のあり方、これを生かして大きなしていただいて、今後の山のあり方、これを生かして大きなしていただいて、今後の山のあり方、これを生かして大きな面面面面で考で考で考で考

えていっていただきたい。えていっていただきたい。えていっていただきたい。えていっていただきたい。

それと、あそれと、あそれと、あそれと、あちちちちらこらこらこらこちちちちらでらでらでらで川川川川のののの橋橋橋橋もももも飛ん飛ん飛ん飛んでいるのですが、でいるのですが、でいるのですが、でいるのですが、濁流濁流濁流濁流と一と一と一と一緒緒緒緒にににに木木木木がががが流流流流れてきて、れてきて、れてきて、れてきて、

そのそのそのその木木木木がががが橋橋橋橋ににににひひひひっかかって、っかかって、っかかって、っかかって、重量重量重量重量にににに耐耐耐耐えられずにえられずにえられずにえられずに飛ん飛ん飛ん飛んでしまったでしまったでしまったでしまったケースケースケースケースがほとがほとがほとがほとんんんんどだと思どだと思どだと思どだと思

うのですが、うのですが、うのですが、うのですが、見見見見ていますと間伐ていますと間伐ていますと間伐ていますと間伐材材材材がかなり山からがかなり山からがかなり山からがかなり山から洗洗洗洗い出しで出てくるのです。もい出しで出てくるのです。もい出しで出てくるのです。もい出しで出てくるのです。もちちちちろろろろん立ん立ん立ん立

ち倒ち倒ち倒ち倒れしたれしたれしたれした木木木木もあるのですが、間伐もあるのですが、間伐もあるのですが、間伐もあるのですが、間伐材材材材がががが洗洗洗洗い出しで出てくるということで、い出しで出てくるということで、い出しで出てくるということで、い出しで出てくるということで、緊急緊急緊急緊急間伐の事間伐の事間伐の事間伐の事

業で間伐をします。その林業で間伐をします。その林業で間伐をします。その林業で間伐をします。その林床床床床をそのままをそのままをそのままをそのまま放放放放っておいてもらったらっておいてもらったらっておいてもらったらっておいてもらったら困困困困りますので、あるりますので、あるりますので、あるりますので、ある程程程程度、度、度、度、

小切小切小切小切ってどこかにってどこかにってどこかにってどこかに積ん積ん積ん積んでおいてくださいというところまででおいてくださいというところまででおいてくださいというところまででおいてくださいというところまで仕仕仕仕事としてやっていただいてい事としてやっていただいてい事としてやっていただいてい事としてやっていただいてい

るるるるみみみみたいですが、例えば林たいですが、例えば林たいですが、例えば林たいですが、例えば林床床床床のことを思ったらのことを思ったらのことを思ったらのことを思ったら下草下草下草下草が生えないことから考えたら、もが生えないことから考えたら、もが生えないことから考えたら、もが生えないことから考えたら、もちちちちろろろろ

んんんんそこまでの事業をしていただいたらいいのでしそこまでの事業をしていただいたらいいのでしそこまでの事業をしていただいたらいいのでしそこまでの事業をしていただいたらいいのでしょょょょうが、それでこういうときにうが、それでこういうときにうが、それでこういうときにうが、それでこういうときに洗洗洗洗い出しい出しい出しい出し

でででで川川川川に出てきて、に出てきて、に出てきて、に出てきて、川川川川をせきとめるということがあれば大をせきとめるということがあれば大をせきとめるということがあれば大をせきとめるということがあれば大変変変変なので、なので、なので、なので、逆逆逆逆にその事業を、にその事業を、にその事業を、にその事業を、切切切切りりりり

っっっっ放放放放しの間伐にしてもいいのではないか。そうしたらしの間伐にしてもいいのではないか。そうしたらしの間伐にしてもいいのではないか。そうしたらしの間伐にしてもいいのではないか。そうしたら葉葉葉葉っぱもありっぱもありっぱもありっぱもあり枝枝枝枝もあり、どこかでともあり、どこかでともあり、どこかでともあり、どこかでと

まるだろうということも１点、まるだろうということも１点、まるだろうということも１点、まるだろうということも１点、走走走走っていて思ったことなので、そういうこともっていて思ったことなので、そういうこともっていて思ったことなので、そういうこともっていて思ったことなので、そういうことも踏踏踏踏まえて、まえて、まえて、まえて、

今後の山のあり方はしっかりと農林部で今後の山のあり方はしっかりと農林部で今後の山のあり方はしっかりと農林部で今後の山のあり方はしっかりと農林部で検討検討検討検討していっていただきたいと、このように思っしていっていただきたいと、このように思っしていっていただきたいと、このように思っしていっていただきたいと、このように思っ

ております。ごております。ごております。ごております。ご意見意見意見意見があったら言っていただけたらと思っております。があったら言っていただけたらと思っております。があったら言っていただけたらと思っております。があったら言っていただけたらと思っております。

そして、この災害そして、この災害そして、この災害そして、この災害復旧復旧復旧復旧の予の予の予の予算算算算が出ていたのですが、台風６号のが出ていたのですが、台風６号のが出ていたのですが、台風６号のが出ていたのですが、台風６号の分分分分が出ていたのですが、が出ていたのですが、が出ていたのですが、が出ていたのですが、

台風６号で災害を受けた台風６号で災害を受けた台風６号で災害を受けた台風６号で災害を受けた箇箇箇箇所が、今回、台風１２号で所が、今回、台風１２号で所が、今回、台風１２号で所が、今回、台風１２号で同じ箇同じ箇同じ箇同じ箇所をやられた所をやられた所をやられた所をやられた場合場合場合場合に、それはに、それはに、それはに、それは

もう整もう整もう整もう整理理理理して、例えば今、多して、例えば今、多して、例えば今、多して、例えば今、多分分分分恐らく恐らく恐らく恐らく激激激激甚災害になり、補助甚災害になり、補助甚災害になり、補助甚災害になり、補助率率率率が高くなる。そうしたら、が高くなる。そうしたら、が高くなる。そうしたら、が高くなる。そうしたら、

お金の話でいいますと、そお金の話でいいますと、そお金の話でいいますと、そお金の話でいいますと、そちちちちらにらにらにらに乗乗乗乗せてもらう方がせてもらう方がせてもらう方がせてもらう方が得得得得です。だから、です。だから、です。だから、です。だから、重重重重なっているところなっているところなっているところなっているところ

があるのかないのか、また、そういうがあるのかないのか、また、そういうがあるのかないのか、また、そういうがあるのかないのか、また、そういう乗乗乗乗せかえができるのか、せかえができるのか、せかえができるのか、せかえができるのか、初歩初歩初歩初歩的なことか的なことか的なことか的なことかわわわわかりませかりませかりませかりませ

んんんんが、おが、おが、おが、お尋ね尋ね尋ね尋ねしたい。したい。したい。したい。

そして、最後にもう１点だけ、プそして、最後にもう１点だけ、プそして、最後にもう１点だけ、プそして、最後にもう１点だけ、プレミアム商品券レミアム商品券レミアム商品券レミアム商品券についてですが、質問についてですが、質問についてですが、質問についてですが、質問通知通知通知通知はしていなはしていなはしていなはしていな

かったのですが、今、かったのですが、今、かったのですが、今、かったのですが、今、盛盛盛盛況で況で況で況で売売売売れているれているれているれているみみみみたいですが、吉野地たいですが、吉野地たいですが、吉野地たいですが、吉野地区区区区で使えるで使えるで使えるで使える場場場場所がないので所がないので所がないので所がないので

す。す。す。す。確確確確かにかにかにかにテナテナテナテナントもないのですが、多ントもないのですが、多ントもないのですが、多ントもないのですが、多分分分分、、、、聞聞聞聞いているところでは、吉野いているところでは、吉野いているところでは、吉野いているところでは、吉野町町町町で２で２で２で２軒軒軒軒あるのあるのあるのあるの

かなと思っているのですが、吉野郡で使えるかなと思っているのですが、吉野郡で使えるかなと思っているのですが、吉野郡で使えるかなと思っているのですが、吉野郡で使える場場場場所、今所、今所、今所、今わわわわかっていたらかっていたらかっていたらかっていたら教教教教えていただきたい。えていただきたい。えていただきたい。えていただきたい。

そして、そして、そして、そして、店店店店がないのはがないのはがないのはがないのはわわわわかるのですけれど、どうして使えるかるのですけれど、どうして使えるかるのですけれど、どうして使えるかるのですけれど、どうして使える場場場場所がないのか、もう所がないのか、もう所がないのか、もう所がないのか、もうちょちょちょちょっっっっ

とととと周知周知周知周知していただけたらとも思っていますので、そのしていただけたらとも思っていますので、そのしていただけたらとも思っていますので、そのしていただけたらとも思っていますので、その辺辺辺辺、、、、わわわわかるかるかるかる範囲範囲範囲範囲でででで結構結構結構結構ですので、おですので、おですので、おですので、お

答えしていただけたらと思います。答えしていただけたらと思います。答えしていただけたらと思います。答えしていただけたらと思います。以以以以上です。上です。上です。上です。

○冨岡農林部長○冨岡農林部長○冨岡農林部長○冨岡農林部長 ５点ばかりご質問いただきましたけれども、今回の災害についての感５点ばかりご質問いただきましたけれども、今回の災害についての感５点ばかりご質問いただきましたけれども、今回の災害についての感５点ばかりご質問いただきましたけれども、今回の災害についての感想想想想
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といいますか、災害発生２日後の６日といいますか、災害発生２日後の６日といいますか、災害発生２日後の６日といいますか、災害発生２日後の６日火曜火曜火曜火曜日に日に日に日にヘリコヘリコヘリコヘリコププププターターターターにににに乗乗乗乗って、林野って、林野って、林野って、林野庁庁庁庁の職員と一の職員と一の職員と一の職員と一

緒緒緒緒にににに合同調査合同調査合同調査合同調査をさせていただいて、そのをさせていただいて、そのをさせていただいて、そのをさせていただいて、その映像写真映像写真映像写真映像写真をずっとをずっとをずっとをずっと見見見見ていたのですけれども、ていたのですけれども、ていたのですけれども、ていたのですけれども、相相相相当当当当

荒荒荒荒れているとのれているとのれているとのれているとの実実実実感を感を感を感を持持持持ったのです。ったのです。ったのです。ったのです。実際実際実際実際ににににヘリコヘリコヘリコヘリコププププターターターターにににに乗乗乗乗ってってってって低空飛行低空飛行低空飛行低空飛行をすると、をすると、をすると、をすると、両両両両

ササササイイイイドドドドがががが見見見見えますのでずっとえますのでずっとえますのでずっとえますのでずっと見見見見ていますと、あていますと、あていますと、あていますと、あちちちちらこらこらこらこちちちちで山地で山地で山地で山地崩壊崩壊崩壊崩壊がががが起起起起こっている。もうこっている。もうこっている。もうこっている。もう

数数数数をををを勘勘勘勘定できない定できない定できない定できない市町村市町村市町村市町村もございました。今のところ、まだもございました。今のところ、まだもございました。今のところ、まだもございました。今のところ、まだ額額額額は出ていませは出ていませは出ていませは出ていませんんんんが、これはが、これはが、これはが、これは

相相相相当の被害当の被害当の被害当の被害箇箇箇箇所と被害所と被害所と被害所と被害額額額額になるだろうとになるだろうとになるだろうとになるだろうと推推推推定をしておりまして、今回、被災をされた方に定をしておりまして、今回、被災をされた方に定をしておりまして、今回、被災をされた方に定をしておりまして、今回、被災をされた方に

とってとってとってとって非常非常非常非常に大に大に大に大変変変変なことだろうとのなことだろうとのなことだろうとのなことだろうとの認識認識認識認識をををを持持持持った次第でございます。った次第でございます。った次第でございます。った次第でございます。

委員からは、職員のご心委員からは、職員のご心委員からは、職員のご心委員からは、職員のご心配配配配もしていただいているのですが、今現在はもしていただいているのですが、今現在はもしていただいているのですが、今現在はもしていただいているのですが、今現在は市町村市町村市町村市町村の方、の方、の方、の方、十十十十津津津津

川村川村川村川村やややや五條市五條市五條市五條市では大では大では大では大変変変変ですけれども、被災のですけれども、被災のですけれども、被災のですけれども、被災の少少少少ないないないない市町村市町村市町村市町村でしたら、でしたら、でしたら、でしたら、市市市市の職員の方、森林の職員の方、森林の職員の方、森林の職員の方、森林

組合組合組合組合と県南部農林振興事務所職員で現地と県南部農林振興事務所職員で現地と県南部農林振興事務所職員で現地と県南部農林振興事務所職員で現地確認確認確認確認を、主要を、主要を、主要を、主要幹線幹線幹線幹線のところからのところからのところからのところから枝線枝線枝線枝線に入って、入に入って、入に入って、入に入って、入

れる部れる部れる部れる部分分分分にににに安全安全安全安全をををを確認確認確認確認しながら入ってしながら入ってしながら入ってしながら入って調査箇調査箇調査箇調査箇所を所を所を所を押押押押さえていく作業をやりながら、さえていく作業をやりながら、さえていく作業をやりながら、さえていく作業をやりながら、片片片片一方一方一方一方

ででででヘリヘリヘリヘリのののの空撮写真空撮写真空撮写真空撮写真をもとに、をもとに、をもとに、をもとに、箇箇箇箇所と、所と、所と、所と、箇箇箇箇所の所の所の所の規模規模規模規模のののの推推推推定作業もあ定作業もあ定作業もあ定作業もあわわわわせてせてせてせて並行並行並行並行してやっていしてやっていしてやっていしてやってい

る状況でございます。る状況でございます。る状況でございます。る状況でございます。

そういうことで、まずは現そういうことで、まずは現そういうことで、まずは現そういうことで、まずは現場場場場の把握が最優先で、農林業についてはの把握が最優先で、農林業についてはの把握が最優先で、農林業についてはの把握が最優先で、農林業については取取取取りりりり組み組み組み組みをしておりをしておりをしておりをしており

まして、あるまして、あるまして、あるまして、ある程程程程度把握をしていきますと、度把握をしていきますと、度把握をしていきますと、度把握をしていきますと、並行並行並行並行してどういう対策してどういう対策してどういう対策してどういう対策工法工法工法工法がががが必必必必要なのかの要なのかの要なのかの要なのかの検討検討検討検討

にににに移移移移っていくっていくっていくっていく必必必必要がございます。一定要がございます。一定要がございます。一定要がございます。一定見見見見えたえたえたえた段階段階段階段階で、今後どういう作業が要るのか、そしで、今後どういう作業が要るのか、そしで、今後どういう作業が要るのか、そしで、今後どういう作業が要るのか、そし

てててて必必必必要要要要規模規模規模規模・事業・事業・事業・事業量量量量がどのくらいであるのか、そういった把握ができ、一がどのくらいであるのか、そういった把握ができ、一がどのくらいであるのか、そういった把握ができ、一がどのくらいであるのか、そういった把握ができ、一段落段落段落段落ついたついたついたついた時時時時点点点点

で、応で、応で、応で、応援援援援がががが必必必必要で、農林部だけで対応できないということであれば、応要で、農林部だけで対応できないということであれば、応要で、農林部だけで対応できないということであれば、応要で、農林部だけで対応できないということであれば、応援援援援も考えていかなも考えていかなも考えていかなも考えていかな

いといけないのかと。いといけないのかと。いといけないのかと。いといけないのかと。組織組織組織組織の話ではなく被災された方のの話ではなく被災された方のの話ではなく被災された方のの話ではなく被災された方の立場立場立場立場にににに立立立立って、って、って、って、迅速迅速迅速迅速な対応ができな対応ができな対応ができな対応ができ

るように考えていきたいと考えております。るように考えていきたいと考えております。るように考えていきたいと考えております。るように考えていきたいと考えております。

漁漁漁漁業も含めて災害の間伐業も含めて災害の間伐業も含めて災害の間伐業も含めて災害の間伐材材材材や山のあり方などいろいろお話しいただきまして、や山のあり方などいろいろお話しいただきまして、や山のあり方などいろいろお話しいただきまして、や山のあり方などいろいろお話しいただきまして、非常非常非常非常にににに貴貴貴貴

重重重重なお話だと思っていまして、今後の山をどうしていくのかとの長なお話だと思っていまして、今後の山をどうしていくのかとの長なお話だと思っていまして、今後の山をどうしていくのかとの長なお話だと思っていまして、今後の山をどうしていくのかとの長期期期期的な的な的な的なビビビビジジジジョョョョンの話にンの話にンの話にンの話に

つながっていくだろうと思いますが、つながっていくだろうと思いますが、つながっていくだろうと思いますが、つながっていくだろうと思いますが、知知知知事がおっし事がおっし事がおっし事がおっしゃゃゃゃっているのが、災害にっているのが、災害にっているのが、災害にっているのが、災害に強強強強くてくてくてくて希希希希望の望の望の望の

持持持持てるてるてるてる紀伊半島づ紀伊半島づ紀伊半島づ紀伊半島づくりをしていきたいと、当くりをしていきたいと、当くりをしていきたいと、当くりをしていきたいと、当面面面面はやはりはやはりはやはりはやはり行行行行方方方方不不不不明者の明者の明者の明者の捜索捜索捜索捜索、応、応、応、応急急急急手当が大手当が大手当が大手当が大

事ですけれども、事ですけれども、事ですけれども、事ですけれども、中中中中長長長長期期期期にはそういうにはそういうにはそういうにはそういうビビビビジジジジョョョョンもつくっていくと、そのためのいろいろなンもつくっていくと、そのためのいろいろなンもつくっていくと、そのためのいろいろなンもつくっていくと、そのためのいろいろな

検討検討検討検討もしていくもしていくもしていくもしていく必必必必要があるとの要があるとの要があるとの要があるとの知知知知事の事の事の事の基基基基本本本本認識認識認識認識も示されておりますので、委員がおっしも示されておりますので、委員がおっしも示されておりますので、委員がおっしも示されておりますので、委員がおっしゃゃゃゃ

るようにそのるようにそのるようにそのるようにその辺辺辺辺もももも見通見通見通見通しながら、いろしながら、いろしながら、いろしながら、いろんんんんな間伐な間伐な間伐な間伐材材材材や山のあり方についても考えていきたいや山のあり方についても考えていきたいや山のあり方についても考えていきたいや山のあり方についても考えていきたい

と思っております。と思っております。と思っております。と思っております。

私私私私からはからはからはからは以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○七尾林業振興課長○七尾林業振興課長○七尾林業振興課長○七尾林業振興課長 松尾委員のご質問にありました奈良県緑の産業再生プロジェクト事松尾委員のご質問にありました奈良県緑の産業再生プロジェクト事松尾委員のご質問にありました奈良県緑の産業再生プロジェクト事松尾委員のご質問にありました奈良県緑の産業再生プロジェクト事
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業につきましては、国からの業につきましては、国からの業につきましては、国からの業につきましては、国からの交付交付交付交付金を県で金を県で金を県で金を県で基基基基金に金に金に金に積み積み積み積みまして、平成２３年度まして、平成２３年度まして、平成２３年度まして、平成２３年度末末末末までに事業までに事業までに事業までに事業

をををを完了完了完了完了することですることですることですることで進進進進めてまいっているところでございます。めてまいっているところでございます。めてまいっているところでございます。めてまいっているところでございます。

今回の台風１２号によりまして、奈良県の森林、南部地域を今回の台風１２号によりまして、奈良県の森林、南部地域を今回の台風１２号によりまして、奈良県の森林、南部地域を今回の台風１２号によりまして、奈良県の森林、南部地域を中中中中心に甚大な被害を受けて心に甚大な被害を受けて心に甚大な被害を受けて心に甚大な被害を受けて

おりまして、事業のおりまして、事業のおりまして、事業のおりまして、事業の進捗進捗進捗進捗はははは滞滞滞滞ることはもうることはもうることはもうることはもう必至必至必至必至でございます。奈良県緑の産業再生プロジでございます。奈良県緑の産業再生プロジでございます。奈良県緑の産業再生プロジでございます。奈良県緑の産業再生プロジ

ェクト事業につきましては、県の林業振興をェクト事業につきましては、県の林業振興をェクト事業につきましては、県の林業振興をェクト事業につきましては、県の林業振興を図図図図るため、今後もるため、今後もるため、今後もるため、今後もぜひぜひぜひぜひともともともとも必必必必要だと考えてお要だと考えてお要だと考えてお要だと考えてお

りまして、県の上りまして、県の上りまして、県の上りまして、県の上半期半期半期半期のののの政府政府政府政府予予予予算算算算要望におきましても、事業の要望におきましても、事業の要望におきましても、事業の要望におきましても、事業の拡拡拡拡充、充、充、充、延延延延長を提案、要望し長を提案、要望し長を提案、要望し長を提案、要望し

てきたところでございます。今回の台風の被害を受けまして、林野てきたところでございます。今回の台風の被害を受けまして、林野てきたところでございます。今回の台風の被害を受けまして、林野てきたところでございます。今回の台風の被害を受けまして、林野庁庁庁庁のののの担担担担当者に対し、早当者に対し、早当者に対し、早当者に対し、早

速速速速、、、、改改改改めて事業のめて事業のめて事業のめて事業の延延延延長と長と長と長と繰繰繰繰り越しについて要望しているところでございます。り越しについて要望しているところでございます。り越しについて要望しているところでございます。り越しについて要望しているところでございます。

また、今回の台風災害につきましては、また、今回の台風災害につきましては、また、今回の台風災害につきましては、また、今回の台風災害につきましては、三重三重三重三重県、県、県、県、和和和和歌歌歌歌山県も含めた、山県も含めた、山県も含めた、山県も含めた、紀伊半島紀伊半島紀伊半島紀伊半島３県とも３県とも３県とも３県とも

大きな被害を受けていると大きな被害を受けていると大きな被害を受けていると大きな被害を受けていると認識認識認識認識しております。しております。しております。しております。三重三重三重三重県、県、県、県、和和和和歌歌歌歌山県も奈良県と山県も奈良県と山県も奈良県と山県も奈良県と同同同同様に緑の産様に緑の産様に緑の産様に緑の産

業再生プロジェクト事業も業再生プロジェクト事業も業再生プロジェクト事業も業再生プロジェクト事業も実実実実施しておりますので、３県施しておりますので、３県施しておりますので、３県施しておりますので、３県合同合同合同合同しての要望も今後しての要望も今後しての要望も今後しての要望も今後行行行行ってまいってまいってまいってまい

りたいと、今りたいと、今りたいと、今りたいと、今担担担担当者当者当者当者レレレレベルベルベルベルでででで調調調調整整整整中中中中でございます。でございます。でございます。でございます。

県としましては、今後とも事業の県としましては、今後とも事業の県としましては、今後とも事業の県としましては、今後とも事業の延延延延長と長と長と長と繰繰繰繰り越しにつきまして、国に対してり越しにつきまして、国に対してり越しにつきまして、国に対してり越しにつきまして、国に対して強強強強く要望をく要望をく要望をく要望を

行行行行ってまいりたいと考えております。ってまいりたいと考えております。ってまいりたいと考えております。ってまいりたいと考えております。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○田中森林整備課長○田中森林整備課長○田中森林整備課長○田中森林整備課長 松尾委員から、まず、森林松尾委員から、まず、森林松尾委員から、まず、森林松尾委員から、まず、森林環境税環境税環境税環境税事業でやっている事業でやっている事業でやっている事業でやっている緊急緊急緊急緊急間伐の話が、間伐の話が、間伐の話が、間伐の話が、

１点ございました。１点ございました。１点ございました。１点ございました。

これは５年たって、今、第２これは５年たって、今、第２これは５年たって、今、第２これは５年たって、今、第２期期期期目目目目のクのクのクのクーーーールルルルに入っております。第１に入っております。第１に入っております。第１に入っております。第１期期期期目目目目ククククーーーールルルルで３で３で３で３，，，，９９９９

７７７７００００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実実実施させていただきました。それで平成２３年度から第２ク施させていただきました。それで平成２３年度から第２ク施させていただきました。それで平成２３年度から第２ク施させていただきました。それで平成２３年度から第２クーーーールルルルに入っに入っに入っに入っ

ているのですが、今ているのですが、今ているのですが、今ているのですが、今般般般般の台風被害によりまして、今後の状況は大きくの台風被害によりまして、今後の状況は大きくの台風被害によりまして、今後の状況は大きくの台風被害によりまして、今後の状況は大きく変わ変わ変わ変わることがることがることがることが想想想想定さ定さ定さ定さ

れております。れております。れております。れております。各各各各市町村市町村市町村市町村のののの不不不不用用用用額額額額等等等等の早の早の早の早期期期期把握に把握に把握に把握に努努努努めまして、めまして、めまして、めまして、効効効効率率率率的な的な的な的な執執執執行行行行を考えていきを考えていきを考えていきを考えていき

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、災害も含めてそれから、災害も含めてそれから、災害も含めてそれから、災害も含めて何何何何らかのらかのらかのらかの形形形形で、これは年度で、これは年度で、これは年度で、これは年度内内内内完了完了完了完了がががが見見見見込込込込めない状況が出てくるめない状況が出てくるめない状況が出てくるめない状況が出てくる

のかと考えております。これものかと考えております。これものかと考えております。これものかと考えております。これも繰繰繰繰り越しの手続をり越しの手続をり越しの手続をり越しの手続を進進進進めるように、めるように、めるように、めるように、検討検討検討検討してまいりたいと思してまいりたいと思してまいりたいと思してまいりたいと思

っております。っております。っております。っております。

それから、山それから、山それから、山それから、山腹崩壊腹崩壊腹崩壊腹崩壊の話が委員からございました。９月１４日現在で、委員会の話が委員からございました。９月１４日現在で、委員会の話が委員からございました。９月１４日現在で、委員会の話が委員からございました。９月１４日現在で、委員会資料資料資料資料にもにもにもにも

出ていましたが、林地出ていましたが、林地出ていましたが、林地出ていましたが、林地崩壊箇崩壊箇崩壊箇崩壊箇所として今現在１３０所として今現在１３０所として今現在１３０所として今現在１３０カカカカ所を把握しております。所を把握しております。所を把握しております。所を把握しております。十十十十津津津津川村川村川村川村がががが

圧圧圧圧倒倒倒倒的に的に的に的に数数数数が多いという状が多いという状が多いという状が多いという状態態態態でございます。でございます。でございます。でございます。

それから、人それから、人それから、人それから、人工工工工林が多く、これは林が多く、これは林が多く、これは林が多く、これは根根根根がががが浅浅浅浅いので、いので、いので、いので、広葉樹広葉樹広葉樹広葉樹はははは根根根根がががが深深深深いからいからいからいから崩崩崩崩れにくいのでれにくいのでれにくいのでれにくいので

はないかとの話もございましたが、林野はないかとの話もございましたが、林野はないかとの話もございましたが、林野はないかとの話もございましたが、林野庁庁庁庁がやっておられますがやっておられますがやっておられますがやっておられます学学学学術術術術会議の報告会議の報告会議の報告会議の報告書書書書などによなどによなどによなどによ

りますと、要するにりますと、要するにりますと、要するにりますと、要するに放放放放っとらかしになっているのではなしに、っとらかしになっているのではなしに、っとらかしになっているのではなしに、っとらかしになっているのではなしに、適適適適切切切切に施業がされている人に施業がされている人に施業がされている人に施業がされている人
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工工工工林であれば林であれば林であれば林であれば天然天然天然天然林との大きな林との大きな林との大きな林との大きな差異差異差異差異はないとの報告もございます。はないとの報告もございます。はないとの報告もございます。はないとの報告もございます。

それから、それから、それから、それから、橋橋橋橋のののの下下下下ににににひひひひっかかっているのが間伐っかかっているのが間伐っかかっているのが間伐っかかっているのが間伐材材材材らしいと、これがらしいと、これがらしいと、これがらしいと、これが洗洗洗洗い出されて大い出されて大い出されて大い出されて大変変変変なななな

ことになっていることになっていることになっていることになっている原因原因原因原因をつくっているのではないかとのお話がございます。これはをつくっているのではないかとのお話がございます。これはをつくっているのではないかとのお話がございます。これはをつくっているのではないかとのお話がございます。これはダダダダムムムムにににに

流流流流れれれれ込込込込んんんんでいるでいるでいるでいる流木流木流木流木も含めて、もともとも含めて、もともとも含めて、もともとも含めて、もともと立立立立っていたっていたっていたっていた木木木木がががが崩崩崩崩れて出てきたものなのか、間伐れて出てきたものなのか、間伐れて出てきたものなのか、間伐れて出てきたものなのか、間伐

されて山のされて山のされて山のされて山の中中中中でででで寝寝寝寝ていたものが出てきたのか、さらには委員ががおっしていたものが出てきたのか、さらには委員ががおっしていたものが出てきたのか、さらには委員ががおっしていたものが出てきたのか、さらには委員ががおっしゃゃゃゃっていましたよっていましたよっていましたよっていましたよ

うに、今はうに、今はうに、今はうに、今は小小小小さくさくさくさく切切切切ってってってって段積み段積み段積み段積みにしていますが、そのようなことをするからにしていますが、そのようなことをするからにしていますが、そのようなことをするからにしていますが、そのようなことをするから余計余計余計余計に出てくに出てくに出てくに出てく

るのか、そのるのか、そのるのか、そのるのか、その辺辺辺辺はいろいろはいろいろはいろいろはいろいろ検証検証検証検証してしてしてしてみみみみたいと思います。たいと思います。たいと思います。たいと思います。紀伊半島紀伊半島紀伊半島紀伊半島３県３県３県３県合同合同合同合同会議の会議の会議の会議の復復復復興・興・興・興・復復復復

旧旧旧旧会議の会議の会議の会議の中中中中でもそのような話が出るかもしれませでもそのような話が出るかもしれませでもそのような話が出るかもしれませでもそのような話が出るかもしれませんんんん。。。。

それとそれとそれとそれと余談余談余談余談ですが、２００９年にですが、２００９年にですが、２００９年にですが、２００９年に兵庫兵庫兵庫兵庫県県県県佐佐佐佐用用用用町町町町で台風９号でで台風９号でで台風９号でで台風９号で同じ同じ同じ同じような水害が出まして、ような水害が出まして、ような水害が出まして、ような水害が出まして、

同同同同様に様に様に様に流木流木流木流木のことが問のことが問のことが問のことが問題題題題になったことがございます。これはになったことがございます。これはになったことがございます。これはになったことがございます。これは兵庫兵庫兵庫兵庫県の事例ですので、その県の事例ですので、その県の事例ですので、その県の事例ですので、その

まま当たるかどうかはまま当たるかどうかはまま当たるかどうかはまま当たるかどうかはわわわわかりませかりませかりませかりませんんんんが、そのときのが、そのときのが、そのときのが、そのときの調査調査調査調査によりますと、によりますと、によりますと、によりますと、根根根根がついて、がついて、がついて、がついて、立立立立っっっっ

ていた状ていた状ていた状ていた状態態態態のののの立木立木立木立木がががが流流流流されて出てきたものがされて出てきたものがされて出てきたものがされて出てきたものが約約約約８８８８割割割割であったとの報告もございます。であったとの報告もございます。であったとの報告もございます。であったとの報告もございます。

それから、台風６号で、今回８それから、台風６号で、今回８それから、台風６号で、今回８それから、台風６号で、今回８，，，，４００４００４００４００万万万万円の補正をお願いしておりますが、そこが台円の補正をお願いしておりますが、そこが台円の補正をお願いしておりますが、そこが台円の補正をお願いしておりますが、そこが台

風１２号でさらに被災を受けているのではないかとの話ですが、そういうものも風１２号でさらに被災を受けているのではないかとの話ですが、そういうものも風１２号でさらに被災を受けているのではないかとの話ですが、そういうものも風１２号でさらに被災を受けているのではないかとの話ですが、そういうものも実実実実はござはござはござはござ

います。それで、台風６号での被災います。それで、台風６号での被災います。それで、台風６号での被災います。それで、台風６号での被災箇箇箇箇所の所の所の所の査査査査定日定日定日定日程程程程はもうはもうはもうはもう既既既既にににに組ん組ん組ん組んでいるのですが、台風でいるのですが、台風でいるのですが、台風でいるのですが、台風

１２号の部１２号の部１２号の部１２号の部分分分分と台風６号の部と台風６号の部と台風６号の部と台風６号の部分分分分のののの査査査査定を定を定を定を分分分分けてやるのか一けてやるのか一けてやるのか一けてやるのか一括括括括でやるのか、あるいはでやるのか、あるいはでやるのか、あるいはでやるのか、あるいは分分分分けたけたけたけた

場合場合場合場合でも台風６号被災のでも台風６号被災のでも台風６号被災のでも台風６号被災の額額額額と台風１２号被災のと台風１２号被災のと台風１２号被災のと台風１２号被災の額額額額をををを合合合合併併併併してしてしてして将来将来将来将来発発発発注注注注するとか、するとか、するとか、するとか、激激激激甚災害甚災害甚災害甚災害

に当たるとか当たらないとか、台風６号だと当たらないと思うのですが、そのようなことに当たるとか当たらないとか、台風６号だと当たらないと思うのですが、そのようなことに当たるとか当たらないとか、台風６号だと当たらないと思うのですが、そのようなことに当たるとか当たらないとか、台風６号だと当たらないと思うのですが、そのようなこと

を今、林野を今、林野を今、林野を今、林野庁庁庁庁とととと鋭鋭鋭鋭意調意調意調意調整をしております。そういう整をしております。そういう整をしております。そういう整をしております。そういう段階段階段階段階でございます。でございます。でございます。でございます。

以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○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 ププププレミアム商品券レミアム商品券レミアム商品券レミアム商品券が吉野地が吉野地が吉野地が吉野地区区区区でなかなか使えない、使えるでなかなか使えない、使えるでなかなか使えない、使えるでなかなか使えない、使える店店店店がががが少少少少なななな

いとのご質問でございました。それで、今現在どこにある、どういうところが使えるのかいとのご質問でございました。それで、今現在どこにある、どういうところが使えるのかいとのご質問でございました。それで、今現在どこにある、どういうところが使えるのかいとのご質問でございました。それで、今現在どこにある、どういうところが使えるのか

とのことでございます。とのことでございます。とのことでございます。とのことでございます。

それにつきまして、それにつきまして、それにつきまして、それにつきまして、去去去去年プ年プ年プ年プレミアム商品券レミアム商品券レミアム商品券レミアム商品券の発の発の発の発行行行行事業には事業には事業には事業にはじじじじめてめてめてめて取取取取りりりり組み組み組み組みましたが、１ましたが、１ましたが、１ましたが、１

５５５５％％％％のプのプのプのプレミアムレミアムレミアムレミアムのののの魅力魅力魅力魅力からからからから非常非常非常非常にににに好評好評好評好評でございまして、一定のでございまして、一定のでございまして、一定のでございまして、一定の消費拡消費拡消費拡消費拡大大大大効効効効果果果果があったとがあったとがあったとがあったと

考えております。しかしながら、一方で多くの県考えております。しかしながら、一方で多くの県考えております。しかしながら、一方で多くの県考えております。しかしながら、一方で多くの県民民民民からからからから貴重貴重貴重貴重なごなごなごなご意見意見意見意見をいただいておりまをいただいておりまをいただいておりまをいただいておりま

して、委員ごして、委員ごして、委員ごして、委員ご指指指指摘摘摘摘のようなごのようなごのようなごのようなご意見意見意見意見もやはりいただきました。もやはりいただきました。もやはりいただきました。もやはりいただきました。

そこで２年そこで２年そこで２年そこで２年目目目目となる今年度につきましては、吉野郡といいますか、南部地域といいますとなる今年度につきましては、吉野郡といいますか、南部地域といいますとなる今年度につきましては、吉野郡といいますか、南部地域といいますとなる今年度につきましては、吉野郡といいますか、南部地域といいます

か、そういったところのか、そういったところのか、そういったところのか、そういったところの利利利利用が用が用が用が少少少少なかった。そのなかった。そのなかった。そのなかった。その原因原因原因原因はははは何何何何かということで、かということで、かということで、かということで、利利利利用できる用できる用できる用できる店店店店、、、、

特特特特に大きなに大きなに大きなに大きなスースースースーパパパパーーーーなどがなかったとの感などがなかったとの感などがなかったとの感などがなかったとの感じじじじがしております。がしております。がしております。がしております。
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そういうことで、そういうことで、そういうことで、そういうことで、実際実際実際実際にににに我我我我 々々々々も吉野郡の大きなも吉野郡の大きなも吉野郡の大きなも吉野郡の大きなスースースースーパパパパーーーーなどになどになどになどに個別個別個別個別に要に要に要に要請請請請にににに行行行行きました。きました。きました。きました。

なかなか今現在、なかなか今現在、なかなか今現在、なかなか今現在、協力協力協力協力にまでにまでにまでにまで至至至至っていない状況でございますけれども、っていない状況でございますけれども、っていない状況でございますけれども、っていない状況でございますけれども、参参参参加加加加店店店店のののの募集募集募集募集のののの締締締締

めめめめ切切切切りは９月２０日までということになっておりますので、この後も最りは９月２０日までということになっておりますので、この後も最りは９月２０日までということになっておりますので、この後も最りは９月２０日までということになっておりますので、この後も最善善善善をををを尽尽尽尽くしていきくしていきくしていきくしていき

たいと考えております。たいと考えております。たいと考えております。たいと考えております。

ただ、ただ、ただ、ただ、新新新新規店規店規店規店舗舗舗舗といたしまして、今、吉野といたしまして、今、吉野といたしまして、今、吉野といたしまして、今、吉野町町町町だけではだけではだけではだけではわわわわからないのですけれども、吉野からないのですけれども、吉野からないのですけれども、吉野からないのですけれども、吉野

郡といたしまして、郡といたしまして、郡といたしまして、郡といたしまして、ＴＳＵＴＡＹＡＴＳＵＴＡＹＡＴＳＵＴＡＹＡＴＳＵＴＡＹＡささささんんんんやややや中中中中久久久久保保保保米穀米穀米穀米穀店店店店ささささんんんん、フク、フク、フク、フクモモモモリリリリささささんんんんなど、など、など、など、新新新新たなたなたなたな

店店店店が入ってくださっているところでございます。が入ってくださっているところでございます。が入ってくださっているところでございます。が入ってくださっているところでございます。

それと、今、それと、今、それと、今、それと、今、登録登録登録登録中中中中でございますので、現在どれだけのところがでございますので、現在どれだけのところがでございますので、現在どれだけのところがでございますので、現在どれだけのところが登録登録登録登録されているかは、されているかは、されているかは、されているかは、

まだまだまだまだ具体具体具体具体的なところまでつか的なところまでつか的なところまでつか的なところまでつかんんんんでおりませでおりませでおりませでおりませんんんんので、そのので、そのので、そのので、その辺辺辺辺はごはごはごはご了了了了承承承承いただきたいと思いまいただきたいと思いまいただきたいと思いまいただきたいと思いま

す。す。す。す。

それとなそれとなそれとなそれとなぜぜぜぜかというかというかというかという理理理理由由由由がございましたけれども、がございましたけれども、がございましたけれども、がございましたけれども、ちょちょちょちょっとっとっとっと困困困困っているのですけれども、っているのですけれども、っているのですけれども、っているのですけれども、

やはり吉野郡やはり吉野郡やはり吉野郡やはり吉野郡全全全全体体体体が人が人が人が人数数数数もももも少少少少ないないないない中中中中で、で、で、で、余余余余りりりり利利利利用も用も用も用も見見見見込込込込めないというところでプめないというところでプめないというところでプめないというところでプレミアムレミアムレミアムレミアム

商品券商品券商品券商品券をををを買買買買わわわわれる方もれる方もれる方もれる方も少少少少ないかもないかもないかもないかもわわわわからないし、からないし、からないし、からないし、店店店店もそういうもそういうもそういうもそういう取取取取りりりり組み組み組み組みまでするまでするまでするまでする必必必必要があ要があ要があ要があ

るのかという感るのかという感るのかという感るのかという感じじじじがしているのですけれども、これはもうがしているのですけれども、これはもうがしているのですけれども、これはもうがしているのですけれども、これはもう個個個個人的な考え方でございます。人的な考え方でございます。人的な考え方でございます。人的な考え方でございます。

以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○松尾委員○松尾委員○松尾委員○松尾委員 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。

再度要望をさせていただきたいと思うのですが、まず人的補充のお願いをしたのですけ再度要望をさせていただきたいと思うのですが、まず人的補充のお願いをしたのですけ再度要望をさせていただきたいと思うのですが、まず人的補充のお願いをしたのですけ再度要望をさせていただきたいと思うのですが、まず人的補充のお願いをしたのですけ

れど、農林部長、状況・対策なりれど、農林部長、状況・対策なりれど、農林部長、状況・対策なりれど、農林部長、状況・対策なり検討検討検討検討して、して、して、して、必必必必要であればというお答えだったのですけれ要であればというお答えだったのですけれ要であればというお答えだったのですけれ要であればというお答えだったのですけれ

ど、恐らくど、恐らくど、恐らくど、恐らく必必必必要だと思っているのです。ただ、皆さ要だと思っているのです。ただ、皆さ要だと思っているのです。ただ、皆さ要だと思っているのです。ただ、皆さんんんんもももも忙忙忙忙しいしいしいしい中中中中で１人でもで１人でもで１人でもで１人でも送送送送るのは大るのは大るのは大るのは大変変変変

な作業だと思うのですが、本当にな作業だと思うのですが、本当にな作業だと思うのですが、本当にな作業だと思うのですが、本当に検討検討検討検討していただきたい、会議してしていただきたい、会議してしていただきたい、会議してしていただきたい、会議して決決決決めるのではなしに、めるのではなしに、めるのではなしに、めるのではなしに、

もうすもうすもうすもうすぐぐぐぐにでもにでもにでもにでも決断決断決断決断していただきたいと、そしていただきたいと、そしていただきたいと、そしていただきたいと、そんんんんなななな待待待待ったなしの状況で現ったなしの状況で現ったなしの状況で現ったなしの状況で現場場場場はははは動動動動いているといているといているといていると

認識認識認識認識しておりますので、どうしておりますので、どうしておりますので、どうしておりますので、どうぞぞぞぞよろしくお願いしたいと思います。よろしくお願いしたいと思います。よろしくお願いしたいと思います。よろしくお願いしたいと思います。

そして、緑の産業再生プロジェクトのそして、緑の産業再生プロジェクトのそして、緑の産業再生プロジェクトのそして、緑の産業再生プロジェクトの件件件件ですが、林業振興ですが、林業振興ですが、林業振興ですが、林業振興課課課課長、せっかく台風前にいろ長、せっかく台風前にいろ長、せっかく台風前にいろ長、せっかく台風前にいろ

いろいろいろいろ努力努力努力努力してしてしてして組み組み組み組みかえていただいて、平成２３年度まで農林部としてかえていただいて、平成２３年度まで農林部としてかえていただいて、平成２３年度まで農林部としてかえていただいて、平成２３年度まで農林部として執執執執行行行行しなければいけしなければいけしなければいけしなければいけ

ないということで、ごないということで、ごないということで、ごないということで、ご努力努力努力努力していただいたしていただいたしていただいたしていただいた直直直直後のこのことだったのですが、平成２３年度後のこのことだったのですが、平成２３年度後のこのことだったのですが、平成２３年度後のこのことだったのですが、平成２３年度

末繰末繰末繰末繰り越しできないようであれば、また大り越しできないようであれば、また大り越しできないようであれば、また大り越しできないようであれば、また大変変変変な思いをしていただかな思いをしていただかな思いをしていただかな思いをしていただかねねねねばならないと思いまばならないと思いまばならないと思いまばならないと思いま

すが、もう一度すが、もう一度すが、もう一度すが、もう一度組み組み組み組みかえてきっかえてきっかえてきっかえてきっちちちちりとりとりとりと執執執執行行行行できるできるできるできる形形形形によろしくお願いしたいと思っておりによろしくお願いしたいと思っておりによろしくお願いしたいと思っておりによろしくお願いしたいと思っており

ます。ます。ます。ます。

それと台風６号と台風１２号の災害それと台風６号と台風１２号の災害それと台風６号と台風１２号の災害それと台風６号と台風１２号の災害箇箇箇箇所の所の所の所の件件件件ですが、できるのかできないかですが、できるのかできないかですが、できるのかできないかですが、できるのかできないかわわわわからないからないからないからない

ですけれど、もう台風１２号のですけれど、もう台風１２号のですけれど、もう台風１２号のですけれど、もう台風１２号の激激激激甚災害に、甚災害に、甚災害に、甚災害に、変変変変えてもらえるようにしていただいた方が、えてもらえるようにしていただいた方が、えてもらえるようにしていただいた方が、えてもらえるようにしていただいた方が、
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町村町村町村町村ももももももももちちちちろろろろんんんん助かりますし、県もも助かりますし、県もも助かりますし、県もも助かりますし、県ももちちちちろろろろんんんん助かりますので、助かりますので、助かりますので、助かりますので、同じ箇同じ箇同じ箇同じ箇所ですから台風１２所ですから台風１２所ですから台風１２所ですから台風１２

号だと言い号だと言い号だと言い号だと言い切切切切っていただきたいと、このように思うのですが、どうっていただきたいと、このように思うのですが、どうっていただきたいと、このように思うのですが、どうっていただきたいと、このように思うのですが、どうぞぞぞぞよろしくお願いしまよろしくお願いしまよろしくお願いしまよろしくお願いしま

す。す。す。す。

ププププレミアム商品券レミアム商品券レミアム商品券レミアム商品券、、、、参参参参加できる加できる加できる加できる店店店店も、９月２０日まで、まだも、９月２０日まで、まだも、９月２０日まで、まだも、９月２０日まで、まだ参参参参加加加加募集募集募集募集できるできるできるできるみみみみたいなのたいなのたいなのたいなの

で、で、で、で、努力努力努力努力はもうはもうはもうはもうわわわわかっております、現状もかっております、現状もかっております、現状もかっております、現状も重々わ重々わ重々わ重々わかってはいるのですけれど、どうかってはいるのですけれど、どうかってはいるのですけれど、どうかってはいるのですけれど、どうぞぞぞぞそのそのそのその

辺辺辺辺もももも踏踏踏踏まえて、これからもよろしくお願いしたいと思います。まえて、これからもよろしくお願いしたいと思います。まえて、これからもよろしくお願いしたいと思います。まえて、これからもよろしくお願いしたいと思います。以以以以上で上で上で上で終終終終わわわわります。ります。ります。ります。

○阪口委員○阪口委員○阪口委員○阪口委員 ３点について質問をいたします。３点について質問をいたします。３点について質問をいたします。３点について質問をいたします。

１点１点１点１点目目目目は、は、は、は、省エネルギ省エネルギ省エネルギ省エネルギーーーー・再生・再生・再生・再生可可可可能能能能エネルギエネルギエネルギエネルギーーーーについての質問であります。２点についての質問であります。２点についての質問であります。２点についての質問であります。２点目目目目は、は、は、は、

東北東北東北東北産農産産農産産農産産農産物物物物県県県県内内内内流通流通流通流通支支支支援援援援事業についての質問であります。３点事業についての質問であります。３点事業についての質問であります。３点事業についての質問であります。３点目目目目は、奈良は、奈良は、奈良は、奈良競輪競輪競輪競輪についてについてについてについて

であります。であります。であります。であります。

まず、１点まず、１点まず、１点まず、１点目目目目のののの省エネルギ省エネルギ省エネルギ省エネルギーーーー・再生・再生・再生・再生可可可可能能能能エネルギエネルギエネルギエネルギーーーーについてでありますが、本県は、こについてでありますが、本県は、こについてでありますが、本県は、こについてでありますが、本県は、こ

とし、とし、とし、とし、節節節節電を電を電を電を求求求求めてこのめてこのめてこのめてこの夏夏夏夏をををを乗乗乗乗りりりり切切切切りました。しかし、関りました。しかし、関りました。しかし、関りました。しかし、関西西西西電電電電力力力力はことしのはことしのはことしのはことしの冬冬冬冬もももも節節節節電要電要電要電要請請請請

をしてくるとをしてくるとをしてくるとをしてくると聞聞聞聞いております。こういうもとで、やはりいております。こういうもとで、やはりいております。こういうもとで、やはりいております。こういうもとで、やはり守守守守りだけではなく、もっとりだけではなく、もっとりだけではなく、もっとりだけではなく、もっと積積積積極極極極的的的的

なななな省エネルギ省エネルギ省エネルギ省エネルギー政ー政ー政ー政策、再生策、再生策、再生策、再生可可可可能能能能エネルギエネルギエネルギエネルギー政ー政ー政ー政策をとっていく策をとっていく策をとっていく策をとっていく必必必必要があるのではないかと。要があるのではないかと。要があるのではないかと。要があるのではないかと。

この奈良県の補正予この奈良県の補正予この奈良県の補正予この奈良県の補正予算算算算をををを見見見見ましてがっかりいたしております。例えば奈良県ましてがっかりいたしております。例えば奈良県ましてがっかりいたしております。例えば奈良県ましてがっかりいたしております。例えば奈良県庁庁庁庁ののののＬＥＤＬＥＤＬＥＤＬＥＤ

照照照照明を明を明を明を推推推推しししし進進進進めていくとか、めていくとか、めていくとか、めていくとか、太陽太陽太陽太陽光発電を光発電を光発電を光発電を公共公共公共公共施施施施設設設設にににに設設設設置置置置をしてをしてをしてをして進進進進めていくというめていくというめていくというめていくという政政政政策が策が策が策が

補正予補正予補正予補正予算算算算にににに組組組組まれているのかと思いましたけれども、ほとまれているのかと思いましたけれども、ほとまれているのかと思いましたけれども、ほとまれているのかと思いましたけれども、ほとんんんんどどどど組組組組まれていない。まれていない。まれていない。まれていない。

近隣近隣近隣近隣のののの自治体自治体自治体自治体をををを調調調調べべべべててててみみみみました。生ました。生ました。生ました。生駒駒駒駒市市市市におきましては、本年の補正予におきましては、本年の補正予におきましては、本年の補正予におきましては、本年の補正予算算算算で、で、で、で、役役役役所の所の所の所の蛍蛍蛍蛍

光光光光灯灯灯灯５０５５０５５０５５０５基基基基、予、予、予、予算算算算にしまして３にしまして３にしまして３にしまして３，，，，３６０３６０３６０３６０万万万万円を円を円を円を計計計計上しまして上しまして上しまして上しましてＬＥＤ照ＬＥＤ照ＬＥＤ照ＬＥＤ照明にしていくと。明にしていくと。明にしていくと。明にしていくと。

また、また、また、また、太陽太陽太陽太陽光発電光発電光発電光発電装装装装置置置置ををををふふふふやすという予やすという予やすという予やすという予算算算算をををを組ん組ん組ん組んでおります。これはでおります。これはでおります。これはでおります。これは環境政環境政環境政環境政策策策策課課課課でありまでありまでありまでありま

す。す。す。す。堺堺堺堺市市市市におきましては、ものにおきましては、ものにおきましては、ものにおきましては、ものづづづづくりくりくりくり支支支支援援援援課課課課ががががＬＥＤ照ＬＥＤ照ＬＥＤ照ＬＥＤ照明を明を明を明を設設設設置置置置するするするする市市市市内内内内のののの中小中小中小中小企企企企業に業に業に業に費費費費

用の３用の３用の３用の３分分分分の１を補助するという制度をの１を補助するという制度をの１を補助するという制度をの１を補助するという制度を設設設設置置置置いたしております。きいたしております。きいたしております。きいたしております。きょょょょうううう聞聞聞聞きましたら、そのきましたら、そのきましたら、そのきましたら、その

予予予予算算算算として１億５として１億５として１億５として１億５，，，，００００００００００００万万万万円円円円計計計計上したと。上したと。上したと。上したと。７７７７月に申月に申月に申月に申請請請請をして、８月にをして、８月にをして、８月にをして、８月に打打打打ち切ち切ち切ち切りまして、りまして、りまして、りまして、

４４４４７件７件７件７件の申の申の申の申請請請請があったとがあったとがあったとがあったと聞聞聞聞いております。また、いております。また、いております。また、いております。また、京都京都京都京都市市市市ではではではでは街路灯街路灯街路灯街路灯ののののＬＥＤＬＥＤＬＥＤＬＥＤ化化化化のののの支支支支援援援援、そ、そ、そ、そ

れかられかられかられから兵庫兵庫兵庫兵庫県におきましては、県におきましては、県におきましては、県におきましては、太陽太陽太陽太陽光発電施光発電施光発電施光発電施設設設設をををを淡路淡路淡路淡路島島島島にににに設設設設置置置置するするするする計画計画計画計画、電、電、電、電力力力力のののの自給自給自給自給をををを進進進進

めるめるめるめる計画計画計画計画をつくっております。しかしながら、本県におきましては、そのようなをつくっております。しかしながら、本県におきましては、そのようなをつくっております。しかしながら、本県におきましては、そのようなをつくっております。しかしながら、本県におきましては、そのような積積積積極極極極的な的な的な的な

政政政政策が策が策が策が見見見見られないとられないとられないとられないと理解理解理解理解をいたしております。をいたしております。をいたしております。をいたしております。

当当当当然然然然、この会議では答えられない部、この会議では答えられない部、この会議では答えられない部、この会議では答えられない部分分分分もあると思いますが、もあると思いますが、もあると思いますが、もあると思いますが、担担担担当所当所当所当所管管管管で答えられる部で答えられる部で答えられる部で答えられる部分分分分

につきまして、これからのことをどのように考えておられるのか、おにつきまして、これからのことをどのように考えておられるのか、おにつきまして、これからのことをどのように考えておられるのか、おにつきまして、これからのことをどのように考えておられるのか、お聞聞聞聞きしたいと思ってきしたいと思ってきしたいと思ってきしたいと思って

おります。おります。おります。おります。
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２点２点２点２点目目目目のののの東北東北東北東北産農産産農産産農産産農産物販物販物販物販売売売売支支支支援援援援についてでありますが、このについてでありますが、このについてでありますが、このについてでありますが、この政政政政策につきましては、策につきましては、策につきましては、策につきましては、基基基基本本本本

的には的には的には的には賛賛賛賛成をいたしております。しかしながら、県成をいたしております。しかしながら、県成をいたしております。しかしながら、県成をいたしております。しかしながら、県民民民民はははは食食食食のののの安全安全安全安全性について性について性について性について不安不安不安不安をををを持持持持ってってってって

いますので、このいますので、このいますので、このいますので、この東北東北東北東北産農産産農産産農産産農産物物物物につきまして、どのようににつきまして、どのようににつきまして、どのようににつきまして、どのように安全安全安全安全性の性の性の性の確認確認確認確認をしてをしてをしてをして販販販販売売売売されるされるされるされる

のか、おのか、おのか、おのか、お聞聞聞聞きをしたい。きをしたい。きをしたい。きをしたい。

また、関連して、県また、関連して、県また、関連して、県また、関連して、県内内内内の農作の農作の農作の農作物物物物につきましても、につきましても、につきましても、につきましても、放放放放射射射射性性性性物物物物質について質について質について質について検査検査検査検査をされているをされているをされているをされている

のか。例えば８月２９日の日本のか。例えば８月２９日の日本のか。例えば８月２９日の日本のか。例えば８月２９日の日本経済新経済新経済新経済新聞聞聞聞では、では、では、では、米米米米のののの自自自自主主主主検査検査検査検査をしているところとして、をしているところとして、をしているところとして、をしているところとして、近近近近

隣隣隣隣のののの福福福福井県、井県、井県、井県、京都京都京都京都府府府府、それから、それから、それから、それから滋賀滋賀滋賀滋賀県は県は県は県は行行行行っておりますが、奈良県は入っていないっておりますが、奈良県は入っていないっておりますが、奈良県は入っていないっておりますが、奈良県は入っていないわわわわけでけでけでけで

す。す。す。す。市民市民市民市民から、どのようになっているのかと、たまにから、どのようになっているのかと、たまにから、どのようになっているのかと、たまにから、どのようになっているのかと、たまに聞聞聞聞かれるかれるかれるかれるわわわわけです。この点につきまけです。この点につきまけです。この点につきまけです。この点につきま

して、県でもして、県でもして、県でもして、県でも実際実際実際実際のところはされているかものところはされているかものところはされているかものところはされているかもわわわわかりませかりませかりませかりませんんんんので、どのような対策がとられので、どのような対策がとられので、どのような対策がとられので、どのような対策がとられ

ているのか、おているのか、おているのか、おているのか、お聞聞聞聞きをしたいと思います。きをしたいと思います。きをしたいと思います。きをしたいと思います。

３点３点３点３点目目目目は、奈良県は、奈良県は、奈良県は、奈良県営競輪営競輪営競輪営競輪につきましてでありますが、委員会でもにつきましてでありますが、委員会でもにつきましてでありますが、委員会でもにつきましてでありますが、委員会でも廃止廃止廃止廃止がががが検討検討検討検討されて、されて、されて、されて、意意意意

見見見見が出たと思います。そういうもとで、平成２３年８月１１日、奈良県が出たと思います。そういうもとで、平成２３年８月１１日、奈良県が出たと思います。そういうもとで、平成２３年８月１１日、奈良県が出たと思います。そういうもとで、平成２３年８月１１日、奈良県営競輪経営営競輪経営営競輪経営営競輪経営検討検討検討検討委委委委

員会が員会が員会が員会が持持持持たれていると、奈良県たれていると、奈良県たれていると、奈良県たれていると、奈良県営競輪営競輪営競輪営競輪についてのについてのについてのについての存存存存在も含めて、在も含めて、在も含めて、在も含めて、経営経営経営経営改改改改善善善善をををを抜抜抜抜本的にされ本的にされ本的にされ本的にされ

るのか、そのるのか、そのるのか、そのるのか、その辺辺辺辺りのりのりのりの進捗進捗進捗進捗状況について、状況について、状況について、状況について、わわわわかりましたらおかりましたらおかりましたらおかりましたらお聞聞聞聞きしたいと考えております。きしたいと考えております。きしたいと考えております。きしたいと考えております。

質問は３点であります。質問は３点であります。質問は３点であります。質問は３点であります。

○浪越産業・雇用振興部長○浪越産業・雇用振興部長○浪越産業・雇用振興部長○浪越産業・雇用振興部長 阪口委員から阪口委員から阪口委員から阪口委員からエネルギエネルギエネルギエネルギーーーーのお話をいただきまして、さきの委のお話をいただきまして、さきの委のお話をいただきまして、さきの委のお話をいただきまして、さきの委

員会でも、所員会でも、所員会でも、所員会でも、所管管管管をするのはどこかというのを県をするのはどこかというのを県をするのはどこかというのを県をするのはどこかというのを県庁庁庁庁内内内内で議で議で議で議論論論論をするとお話をさせていただきをするとお話をさせていただきをするとお話をさせていただきをするとお話をさせていただき

ました。ました。ました。ました。

言ってましたように、言ってましたように、言ってましたように、言ってましたように、我我我我 々々々々、産業・雇用振興部とくらし、産業・雇用振興部とくらし、産業・雇用振興部とくらし、産業・雇用振興部とくらし創造創造創造創造部の２部で連部の２部で連部の２部で連部の２部で連携携携携をして、こをして、こをして、こをして、こ

ののののエネルギエネルギエネルギエネルギーーーー対策は考えていくことに、対策は考えていくことに、対策は考えていくことに、対策は考えていくことに、変わ変わ変わ変わりはございませりはございませりはございませりはございませんんんんけれども、主たるけれども、主たるけれども、主たるけれども、主たる担担担担当とい当とい当とい当とい

うううう形形形形で産業・雇用振興部が受けるで産業・雇用振興部が受けるで産業・雇用振興部が受けるで産業・雇用振興部が受ける形形形形になりました。そういったになりました。そういったになりました。そういったになりました。そういった意意意意味味味味で、今回、まずご報告で、今回、まずご報告で、今回、まずご報告で、今回、まずご報告

をさせていただきたいと思います。をさせていただきたいと思います。をさせていただきたいと思います。をさせていただきたいと思います。

それから、今、阪口委員からごそれから、今、阪口委員からごそれから、今、阪口委員からごそれから、今、阪口委員からご指指指指摘摘摘摘のありましたように、のありましたように、のありましたように、のありましたように、エネルギエネルギエネルギエネルギーーーー問問問問題題題題についてはやについてはやについてはやについてはや

はりはりはりはり需需需需要と要と要と要と供供供供給給給給といった、その２点から、といった、その２点から、といった、その２点から、といった、その２点から、単単単単にににに需需需需要の要の要の要の面面面面だけのだけのだけのだけの節節節節電ということではなくて、電ということではなくて、電ということではなくて、電ということではなくて、

積積積積極極極極的な的な的な的な形形形形でのでのでのでの取取取取りりりり組み組み組み組みがががが必必必必要ではないかとのご要ではないかとのご要ではないかとのご要ではないかとのご意見意見意見意見、そのとおりだろうと思っておりま、そのとおりだろうと思っておりま、そのとおりだろうと思っておりま、そのとおりだろうと思っておりま

す。す。す。す。

これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取取取取りりりり組み組み組み組み、いろいろご、いろいろご、いろいろご、いろいろご紹介紹介紹介紹介いただきました。県でも、例えば県いただきました。県でも、例えば県いただきました。県でも、例えば県いただきました。県でも、例えば県立図立図立図立図書書書書情情情情報報報報館館館館

でありますとか、それからでありますとか、それからでありますとか、それからでありますとか、それから五條市五條市五條市五條市の上水道といったところにもの上水道といったところにもの上水道といったところにもの上水道といったところにも太陽太陽太陽太陽光発電、今回、光発電、今回、光発電、今回、光発電、今回、工工工工業業業業技技技技

術セ術セ術セ術センンンンターターターターにもにもにもにも太陽太陽太陽太陽光発電光発電光発電光発電装装装装置置置置をつけましたが、そういったをつけましたが、そういったをつけましたが、そういったをつけましたが、そういった取取取取りりりり組み組み組み組みをしています。ただ、をしています。ただ、をしています。ただ、をしています。ただ、

これでこれでこれでこれで十分十分十分十分かといったら、さらさらかといったら、さらさらかといったら、さらさらかといったら、さらさら十分十分十分十分だとは思っておりませだとは思っておりませだとは思っておりませだとは思っておりませんんんん。。。。
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また、また、また、また、ババババイイイイオオオオマスマスマスマスや、や、や、や、小小小小水水水水力力力力発電などいろいろな発電などいろいろな発電などいろいろな発電などいろいろな形形形形で、今、で、今、で、今、で、今、自然エネルギ自然エネルギ自然エネルギ自然エネルギーーーー・再生・再生・再生・再生可可可可能能能能

エネルギエネルギエネルギエネルギーーーーと言っておられる議と言っておられる議と言っておられる議と言っておられる議論論論論の対の対の対の対象象象象になっているになっているになっているになっているエネルギエネルギエネルギエネルギーーーーの問の問の問の問題題題題もございます。まもございます。まもございます。まもございます。ま

た、た、た、た、スマースマースマースマートトトトググググリリリリッッッッドドドドということで、どのようにして最ということで、どのようにして最ということで、どのようにして最ということで、どのようにして最適適適適化化化化をををを図図図図るかといったことが、議るかといったことが、議るかといったことが、議るかといったことが、議

論論論論になっております。になっております。になっております。になっております。

こういったことも含めまして、今後、こういったことも含めまして、今後、こういったことも含めまして、今後、こういったことも含めまして、今後、我我我我 々々々々のののの中中中中でででで民民民民間も間も間も間も交交交交えまして、えまして、えまして、えまして、ワワワワーキーキーキーキンンンンググルググルググルググルーーーー

プをつくってプをつくってプをつくってプをつくって検討検討検討検討するという方するという方するという方するという方向向向向ができないかと、今現在ができないかと、今現在ができないかと、今現在ができないかと、今現在検討検討検討検討をしております。できればをしております。できればをしております。できればをしております。できれば

委員会を委員会を委員会を委員会を立立立立てて、その委員会のてて、その委員会のてて、その委員会のてて、その委員会の下下下下にそにそにそにそんんんんななななワワワワーキーキーキーキンンンンググルググルググルググルーーーープをプをプをプを置置置置くくくく形形形形で議で議で議で議論論論論をををを進進進進めていめていめていめてい

きたい。きたい。きたい。きたい。少少少少なくとも奈良県らしいなくとも奈良県らしいなくとも奈良県らしいなくとも奈良県らしい形形形形でいいますと、なかなか風でいいますと、なかなか風でいいますと、なかなか風でいいますと、なかなか風力力力力などのなどのなどのなどの適適適適地、地、地、地、太陽太陽太陽太陽光でも光でも光でも光でも

メメメメガソガソガソガソーーーーララララーーーーといったといったといったといった形形形形のののの適適適適地はなかなか地はなかなか地はなかなか地はなかなか難難難難しくございます。そういったしくございます。そういったしくございます。そういったしくございます。そういった面面面面も含めまして、も含めまして、も含めまして、も含めまして、

検討検討検討検討していくしていくしていくしていく仕組み仕組み仕組み仕組みをつくっていきたいと考えているところでございます。をつくっていきたいと考えているところでございます。をつくっていきたいと考えているところでございます。をつくっていきたいと考えているところでございます。

今後、また、その今後、また、その今後、また、その今後、また、その進捗進捗進捗進捗についてはご報告をさせていただくことになろうかと思います。についてはご報告をさせていただくことになろうかと思います。についてはご報告をさせていただくことになろうかと思います。についてはご報告をさせていただくことになろうかと思います。

以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○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 東北東北東北東北産農産産農産産農産産農産物物物物売売売売支支支支援援援援についてでございます。についてでございます。についてでございます。についてでございます。

これまで、５月、これまで、５月、これまで、５月、これまで、５月、７７７７月と２回に月と２回に月と２回に月と２回にわわわわたりまして、たりまして、たりまして、たりまして、東京東京東京東京ののののアアアアンンンンテナテナテナテナシシシショョョョッッッップであります奈良プであります奈良プであります奈良プであります奈良

まほろばまほろばまほろばまほろば館館館館や、県や、県や、県や、県内内内内のののの直直直直売売売売所にご所にご所にご所にご協力協力協力協力をいただきまして、１回につき大をいただきまして、１回につき大をいただきまして、１回につき大をいただきまして、１回につき大体体体体１１１１１１１１軒軒軒軒から１４から１４から１４から１４

軒軒軒軒、、、、店店店店舗舗舗舗にごにごにごにご協力協力協力協力をいただきましたけれども、をいただきましたけれども、をいただきましたけれども、をいただきましたけれども、福福福福島島島島産産産産、、、、「「「「ががががんんんんばろうばろうばろうばろうふふふふくしまくしまくしまくしま」」」」フェフェフェフェアアアアとととと

いうことでいうことでいうことでいうことで実実実実施をしてまいりました。施をしてまいりました。施をしてまいりました。施をしてまいりました。

そのときもそうでございますけれども、そのときもそうでございますけれども、そのときもそうでございますけれども、そのときもそうでございますけれども、福福福福島島島島県、県、県、県、岩岩岩岩手県、それから手県、それから手県、それから手県、それから宮城宮城宮城宮城県、県、県、県、東北東北東北東北３県３県３県３県全全全全

部一部一部一部一緒緒緒緒ですけれども、農林水産ですけれども、農林水産ですけれども、農林水産ですけれども、農林水産物物物物につきまして、地域ごとに事につきまして、地域ごとに事につきまして、地域ごとに事につきまして、地域ごとに事細細細細かくかくかくかく放放放放射射射射性性性性物物物物質を質を質を質を測測測測定す定す定す定す

るるるるモモモモニタリニタリニタリニタリンンンンググググ調査調査調査調査をををを行行行行ったったったった結果結果結果結果、それをまた県の、それをまた県の、それをまた県の、それをまた県のホホホホームームームームペペペペーーーージにもジにもジにもジにも公表公表公表公表されております。されております。されております。されております。

基基基基本的にはそういったもの、本的にはそういったもの、本的にはそういったもの、本的にはそういったもの、基基基基準値準値準値準値をををを超超超超えたものについてはえたものについてはえたものについてはえたものについては採採採採取取取取や出や出や出や出荷荷荷荷そのものが制そのものが制そのものが制そのものが制限限限限をををを

されている状況でございます。したがいまして、されている状況でございます。したがいまして、されている状況でございます。したがいまして、されている状況でございます。したがいまして、扱扱扱扱うううう場合場合場合場合には、そういった状況のには、そういった状況のには、そういった状況のには、そういった状況の確認確認確認確認をををを

しながら、しながら、しながら、しながら、相相相相手方の県とも連手方の県とも連手方の県とも連手方の県とも連絡絡絡絡をとりながら、をとりながら、をとりながら、をとりながら、安全安全安全安全性が性が性が性が確認確認確認確認された農産された農産された農産された農産物物物物だけをだけをだけをだけを取取取取りりりり扱扱扱扱うううう

ということでやってございます。ということでやってございます。ということでやってございます。ということでやってございます。

今回、補正をお願いしております２つの事業につきましても、今回、補正をお願いしております２つの事業につきましても、今回、補正をお願いしております２つの事業につきましても、今回、補正をお願いしております２つの事業につきましても、同じ同じ同じ同じようなようなようなような立場立場立場立場、、、、取取取取りりりり扱扱扱扱

いで応いで応いで応いで応援援援援をしていきたいと考えております。をしていきたいと考えております。をしていきたいと考えております。をしていきたいと考えております。何何何何よりもよりもよりもよりも安全安全安全安全でででで新鮮新鮮新鮮新鮮なななな東北東北東北東北産の農産産の農産産の農産産の農産物物物物を、県を、県を、県を、県

内内内内の方あるいはの方あるいはの方あるいはの方あるいは東京東京東京東京のののの客客客客に対しまして提に対しまして提に対しまして提に対しまして提供供供供をしていこうと思っているところでございますをしていこうと思っているところでございますをしていこうと思っているところでございますをしていこうと思っているところでございます

ので、ので、ので、ので、店店店店頭頭頭頭でももっとでももっとでももっとでももっと安全安全安全安全性を性を性を性を周知周知周知周知するというところでするというところでするというところでするというところで工工工工夫夫夫夫をいたしまして、をいたしまして、をいたしまして、をいたしまして、特特特特にににに東北東北東北東北産産産産

農産農産農産農産物物物物の風の風の風の風評評評評被害被害被害被害防止防止防止防止にににに努努努努めまして、めまして、めまして、めまして、東東東東日本大日本大日本大日本大震震震震災からの災からの災からの災からの復旧復旧復旧復旧とととと復復復復興の一助になるように興の一助になるように興の一助になるように興の一助になるように

工工工工夫夫夫夫をををを重ね重ね重ね重ねてまいりたいと考えております。てまいりたいと考えております。てまいりたいと考えております。てまいりたいと考えております。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。
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○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 県産農産県産農産県産農産県産農産物物物物、、、、特特特特におにおにおにお米米米米についてのについてのについてのについての放放放放射射射射性性性性物物物物質の質の質の質の検査検査検査検査についてでについてでについてでについてで

ございます。ございます。ございます。ございます。

県では、平成県では、平成県では、平成県では、平成元元元元年から年から年から年から空空空空間間間間放放放放射射射射線量率線量率線量率線量率、、、、浮遊物浮遊物浮遊物浮遊物、、、、降下降下降下降下物物物物などのなどのなどのなどの環境中環境中環境中環境中のののの放放放放射射射射線量線量線量線量のののの測測測測定定定定

をををを行行行行ってまいりました。ってまいりました。ってまいりました。ってまいりました。福福福福島島島島原原原原発の事発の事発の事発の事故故故故後、後、後、後、値値値値はすはすはすはすべべべべて正て正て正て正常範囲常範囲常範囲常範囲でございまして、県産農でございまして、県産農でございまして、県産農でございまして、県産農

産産産産物へ物へ物へ物へのののの影響影響影響影響はない、はない、はない、はない、安全安全安全安全・・・・安安安安心であるというのが心であるというのが心であるというのが心であるというのが基基基基本的本的本的本的スタスタスタスタンンンンススススでございます。しかしでございます。しかしでございます。しかしでございます。しかし

ながら、ながら、ながら、ながら、東北等東北等東北等東北等の農産の農産の農産の農産物物物物で、で、で、で、厚厚厚厚生生生生労働省労働省労働省労働省が定めましたが定めましたが定めましたが定めました暫暫暫暫定定定定基基基基準値準値準値準値をををを超超超超えるえるえるえる放放放放射射射射性性性性物物物物質が質が質が質が検検検検

出されているとの事出されているとの事出されているとの事出されているとの事実実実実もございますし、もございますし、もございますし、もございますし、食食食食のののの安全安全安全安全に対しに対しに対しに対し信頼信頼信頼信頼がががが揺揺揺揺らいでいる状況となってらいでいる状況となってらいでいる状況となってらいでいる状況となって

おります。おります。おります。おります。

こうしたことから、県産農産こうしたことから、県産農産こうしたことから、県産農産こうしたことから、県産農産物物物物のののの安全安全安全安全性について、性について、性について、性について、念念念念のためにのためにのためにのために確認確認確認確認をいたしまして、県をいたしまして、県をいたしまして、県をいたしまして、県

民民民民のののの不安不安不安不安感を一感を一感を一感を一掃掃掃掃するため、県産主要農産するため、県産主要農産するため、県産主要農産するため、県産主要農産物物物物についてについてについてについてササササンプンプンプンプリリリリンンンンググググのののの検査検査検査検査をををを行行行行っている状っている状っている状っている状

況でございます。況でございます。況でございます。況でございます。

米米米米については、については、については、については、去去去去る９月１日、大る９月１日、大る９月１日、大る９月１日、大和和和和高高高高原原原原のあきたこまのあきたこまのあきたこまのあきたこまちちちちというというというという品品品品種種種種をををを測測測測定いたしました。定いたしました。定いたしました。定いたしました。

ヨウヨウヨウヨウ素１３１、素１３１、素１３１、素１３１、セシウセシウセシウセシウムムムム１３４、１３１３４、１３１３４、１３１３４、１３７７７７、いずれも、いずれも、いずれも、いずれも検検検検出されませ出されませ出されませ出されませんんんんでした。平たでした。平たでした。平たでした。平たんんんん部の主部の主部の主部の主

用用用用品品品品種種種種でありますでありますでありますでありますヒノヒヒノヒヒノヒヒノヒカカカカリリリリにつきましては、１０月ににつきましては、１０月ににつきましては、１０月ににつきましては、１０月に実実実実施する予定でございます。この施する予定でございます。この施する予定でございます。この施する予定でございます。この

ほか、ほか、ほか、ほか、夏夏夏夏からからからから飲飲飲飲用用用用茶茶茶茶でありますとか、県の主でありますとか、県の主でありますとか、県の主でありますとか、県の主力力力力品品品品種種種種でありますでありますでありますでありますハウハウハウハウスススス柿柿柿柿、また、また、また、またナスナスナスナスについについについについ

てててて検査検査検査検査をいたしましたが、いずれもをいたしましたが、いずれもをいたしましたが、いずれもをいたしましたが、いずれも検検検検出されませ出されませ出されませ出されませんんんんでした。今後、でした。今後、でした。今後、でした。今後、ホウホウホウホウレレレレンンンンソウソウソウソウ、大、大、大、大和和和和まままま

な、な、な、な、路路路路地の地の地の地の柿等柿等柿等柿等 々々々々をををを検査検査検査検査する予定でございます。これらのする予定でございます。これらのする予定でございます。これらのする予定でございます。これらの結果結果結果結果、予定については、いずれ、予定については、いずれ、予定については、いずれ、予定については、いずれ

も県のも県のも県のも県のホホホホームームームームペペペペーーーージでジでジでジで広広広広報を報を報を報を図図図図っているところでございます。っているところでございます。っているところでございます。っているところでございます。

今後とも県産農産今後とも県産農産今後とも県産農産今後とも県産農産物物物物のののの安全安全安全安全性を性を性を性を確認確認確認確認いたしまして、いたしまして、いたしまして、いたしまして、安安安安心を心を心を心を担担担担保すると、それを保すると、それを保すると、それを保すると、それを積積積積極極極極的に的に的に的に

ＰＲＰＲＰＲＰＲしてまいりたいと考えております。してまいりたいと考えております。してまいりたいと考えております。してまいりたいと考えております。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○江畑地域産業課長○江畑地域産業課長○江畑地域産業課長○江畑地域産業課長 競輪競輪競輪競輪のののの検討検討検討検討委員会についてのご質問でございます。委員会についてのご質問でございます。委員会についてのご質問でございます。委員会についてのご質問でございます。

本年度、第１回本年度、第１回本年度、第１回本年度、第１回目目目目のののの経営経営経営経営検討検討検討検討委員会につきましては、８月１１日に委員会につきましては、８月１１日に委員会につきましては、８月１１日に委員会につきましては、８月１１日に開催開催開催開催をさせていただをさせていただをさせていただをさせていただ

きました。平成２２年度のきました。平成２２年度のきました。平成２２年度のきました。平成２２年度の決算決算決算決算状況の報告、状況の報告、状況の報告、状況の報告、既既既既にごにごにごにご承承承承知知知知かと思いますが、平成２２年度はかと思いますが、平成２２年度はかと思いますが、平成２２年度はかと思いますが、平成２２年度は

１億３１億３１億３１億３，，，，００００００００００００万万万万円円円円余余余余のののの赤字赤字赤字赤字でございました。そのでございました。そのでございました。そのでございました。その経緯経緯経緯経緯についてについてについてについて少少少少しご説明をさせていたしご説明をさせていたしご説明をさせていたしご説明をさせていた

だき、あだき、あだき、あだき、あわわわわせまして、せまして、せまして、せまして、全全全全国的な国的な国的な国的な競輪競輪競輪競輪のののの厳厳厳厳しいしいしいしい経営経営経営経営環境環境環境環境のののの中中中中で、国、で、国、で、国、で、国、経済経済経済経済産業産業産業産業省省省省のののの競輪競輪競輪競輪事業事業事業事業

のあり方のあり方のあり方のあり方検討小検討小検討小検討小委員会の報告委員会の報告委員会の報告委員会の報告書書書書が、が、が、が、去去去去る６月にまとまりましたので、そのる６月にまとまりましたので、そのる６月にまとまりましたので、そのる６月にまとまりましたので、その内容内容内容内容についてあについてあについてあについてあ

わわわわせてご説明をいたしました。また、せてご説明をいたしました。また、せてご説明をいたしました。また、せてご説明をいたしました。また、７７７７月月月月末末末末に、産業・雇用振興部長とともに国の関係機に、産業・雇用振興部長とともに国の関係機に、産業・雇用振興部長とともに国の関係機に、産業・雇用振興部長とともに国の関係機

関を回りまして、その関を回りまして、その関を回りまして、その関を回りまして、その改改改改善善善善方策方策方策方策等等等等 々々々々についていろいろについていろいろについていろいろについていろいろ情情情情報報報報収集収集収集収集をしてまいりました。をしてまいりました。をしてまいりました。をしてまいりました。既既既既にににに

話をさせていただいたかもしれませ話をさせていただいたかもしれませ話をさせていただいたかもしれませ話をさせていただいたかもしれませんんんんが、が、が、が、競輪選競輪選競輪選競輪選手会で、おお手会で、おお手会で、おお手会で、おおむむむむねねねね３３３３割割割割の人間のの人間のの人間のの人間の削減削減削減削減とのとのとのとの

話がございます。それを話がございます。それを話がございます。それを話がございます。それを見見見見据据据据えた今後のえた今後のえた今後のえた今後の収支収支収支収支のののの改改改改善善善善の方の方の方の方向向向向性、そういったものについても性、そういったものについても性、そういったものについても性、そういったものについても
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委員会でご説明をさせていただいたところでございます。委員会でご説明をさせていただいたところでございます。委員会でご説明をさせていただいたところでございます。委員会でご説明をさせていただいたところでございます。

ただ、いずれにいたしましても、ただ、いずれにいたしましても、ただ、いずれにいたしましても、ただ、いずれにいたしましても、ＪＫＡＪＫＡＪＫＡＪＫＡのののの交付交付交付交付金の金の金の金の改改改改正のあり方、あるいはまた、今後正のあり方、あるいはまた、今後正のあり方、あるいはまた、今後正のあり方、あるいはまた、今後

の制度的なの制度的なの制度的なの制度的な抜抜抜抜本的な本的な本的な本的な改改改改正ということがいま一つはっきりしておりませ正ということがいま一つはっきりしておりませ正ということがいま一つはっきりしておりませ正ということがいま一つはっきりしておりませんんんんので、また引き続ので、また引き続ので、また引き続ので、また引き続

いて議いて議いて議いて議論論論論をををを進進進進めて、今後のめて、今後のめて、今後のめて、今後の競輪経営競輪経営競輪経営競輪経営の方の方の方の方向向向向性を議性を議性を議性を議論論論論していただこうと考えているところでしていただこうと考えているところでしていただこうと考えているところでしていただこうと考えているところで

ございます。ございます。ございます。ございます。

なお、それなお、それなお、それなお、それ以外以外以外以外に、に、に、に、競輪競輪競輪競輪の活性の活性の活性の活性化化化化対策ということで、対策ということで、対策ということで、対策ということで、既既既既にににに女女女女子子子子競輪競輪競輪競輪というお話がというお話がというお話がというお話が中中中中央央央央でででで

進ん進ん進ん進んでおりまして、でおりまして、でおりまして、でおりまして、来来来来年年年年７７７７月に月に月に月に女女女女子子子子競輪競輪競輪競輪のののの開催開催開催開催ががががスタースタースタースタートされるとのことでございまして、トされるとのことでございまして、トされるとのことでございまして、トされるとのことでございまして、

奈良県奈良県奈良県奈良県営競輪営競輪営競輪営競輪でもそれに手をでもそれに手をでもそれに手をでもそれに手を挙挙挙挙げさせていただこうと。また、他げさせていただこうと。また、他げさせていただこうと。また、他げさせていただこうと。また、他府府府府県でやられております県でやられております県でやられております県でやられております

ミミミミッッッッドナドナドナドナイトイトイトイト競輪競輪競輪競輪、こういったものについても、こういったものについても、こういったものについても、こういったものについても少少少少しししし検討検討検討検討しようではないかとの議しようではないかとの議しようではないかとの議しようではないかとの議論論論論も出ても出ても出ても出て

おりました。おりました。おりました。おりました。

いずれにいたしましても、今後まだ、あと２回いずれにいたしましても、今後まだ、あと２回いずれにいたしましても、今後まだ、あと２回いずれにいたしましても、今後まだ、あと２回程程程程度度度度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何何何何とか報告とか報告とか報告とか報告書書書書をまをまをまをま

とめていきたい、こういうような状況でございます。とめていきたい、こういうような状況でございます。とめていきたい、こういうような状況でございます。とめていきたい、こういうような状況でございます。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○阪口委員○阪口委員○阪口委員○阪口委員 県県県県内内内内の農産の農産の農産の農産物物物物のののの放放放放射射射射性性性性物物物物質のことについてですけれども、今の説明でよく質のことについてですけれども、今の説明でよく質のことについてですけれども、今の説明でよく質のことについてですけれども、今の説明でよくわわわわ

かりました。県かりました。県かりました。県かりました。県民民民民はははは不安不安不安不安をををを持持持持っていますので、やはり今言っていますので、やはり今言っていますので、やはり今言っていますので、やはり今言わわわわれたれたれたれたヨウヨウヨウヨウ素、素、素、素、セシウセシウセシウセシウムムムムについについについについ

ておておておてお茶茶茶茶やややや柿柿柿柿、、、、米等米等米等米等にそのにそのにそのにその放放放放射射射射性性性性物物物物質が含まれていないということを、質が含まれていないということを、質が含まれていないということを、質が含まれていないということを、ぜひぜひぜひぜひ記記記記者会者会者会者会見見見見をををを通通通通しししし

ててててマスコミマスコミマスコミマスコミに報道するというに報道するというに報道するというに報道するという積積積積極極極極的な手だてを的な手だてを的な手だてを的な手だてを打打打打っていただきたいと。そのことによって、っていただきたいと。そのことによって、っていただきたいと。そのことによって、っていただきたいと。そのことによって、

県県県県内内内内の農産の農産の農産の農産物物物物のののの販販販販売売売売促促促促進進進進にもつながっていくのではないかと考えておりますので、にもつながっていくのではないかと考えておりますので、にもつながっていくのではないかと考えておりますので、にもつながっていくのではないかと考えておりますので、ぜひぜひぜひぜひおおおお

願いをいたします。願いをいたします。願いをいたします。願いをいたします。

続きまして、再生続きまして、再生続きまして、再生続きまして、再生可可可可能能能能エネルギエネルギエネルギエネルギーーーーのことにつきましては、本会議での猪奥委員の質問にのことにつきましては、本会議での猪奥委員の質問にのことにつきましては、本会議での猪奥委員の質問にのことにつきましては、本会議での猪奥委員の質問に

対して、平成２３年６月第３０３回定例奈良県議会会議対して、平成２３年６月第３０３回定例奈良県議会会議対して、平成２３年６月第３０３回定例奈良県議会会議対して、平成２３年６月第３０３回定例奈良県議会会議録録録録の２６５の２６５の２６５の２６５ペペペペーーーージをジをジをジを読読読読みみみみますと、ますと、ますと、ますと、

知知知知事は、事は、事は、事は、エネルギエネルギエネルギエネルギーーーーのののの自給計画自給計画自給計画自給計画がなかったががなかったががなかったががなかったが積積積積極極極極的に的に的に的に自給計画自給計画自給計画自給計画を今年度つくっていく、そを今年度つくっていく、そを今年度つくっていく、そを今年度つくっていく、そ

れかられかられかられからソソソソーーーーララララーーーーパネルパネルパネルパネルをををを設設設設けるかということについてもけるかということについてもけるかということについてもけるかということについても検討検討検討検討にににに取取取取りかかっていくと、答りかかっていくと、答りかかっていくと、答りかかっていくと、答弁弁弁弁

しているしているしているしているわわわわけです。こういうけです。こういうけです。こういうけです。こういう知知知知事の答事の答事の答事の答弁弁弁弁ですから、当ですから、当ですから、当ですから、当然然然然、、、、各各各各部部部部局局局局でででで積積積積極極極極的に的に的に的に検討検討検討検討していたしていたしていたしていた

だき、この問だき、この問だき、この問だき、この問題題題題についてはについてはについてはについてはススススピピピピードードードード感が要ると思うのです。例えば県感が要ると思うのです。例えば県感が要ると思うのです。例えば県感が要ると思うのです。例えば県庁庁庁庁にににに行行行行きますと、室きますと、室きますと、室きますと、室

温温温温は２８度です。県の職員はは２８度です。県の職員はは２８度です。県の職員はは２８度です。県の職員は汗汗汗汗をかきながらをかきながらをかきながらをかきながら仕仕仕仕事をしている、事をしている、事をしている、事をしている、非常非常非常非常にににに耐耐耐耐えさせてやっていえさせてやっていえさせてやっていえさせてやってい

くと、そういうくと、そういうくと、そういうくと、そういう耐耐耐耐ええええ忍ぶ忍ぶ忍ぶ忍ぶようなやり方ではまずいと。ようなやり方ではまずいと。ようなやり方ではまずいと。ようなやり方ではまずいと。実際実際実際実際、、、、涼涼涼涼しくしくしくしく快快快快適適適適にににに仕仕仕仕事ができるよ事ができるよ事ができるよ事ができるよ

うに、そのためにはうに、そのためにはうに、そのためにはうに、そのためには自給計画自給計画自給計画自給計画をきっをきっをきっをきっちちちちりつくって、再生りつくって、再生りつくって、再生りつくって、再生可可可可能能能能エネルギエネルギエネルギエネルギーーーーのののの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めめめ

ていく、こういうていく、こういうていく、こういうていく、こういう改改改改善善善善策が要るのではないかと考えています。策が要るのではないかと考えています。策が要るのではないかと考えています。策が要るのではないかと考えています。ススススピピピピードードードード感を感を感を感を持持持持っていただっていただっていただっていただ

きたいということです。きたいということです。きたいということです。きたいということです。

○今井委員○今井委員○今井委員○今井委員 何何何何点か質問をさせていただきたいと思います。点か質問をさせていただきたいと思います。点か質問をさせていただきたいと思います。点か質問をさせていただきたいと思います。
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１つは、１つは、１つは、１つは、テレテレテレテレワワワワーーーークの関係で、クの関係で、クの関係で、クの関係で、新新新新たに雇用対策で３０名を予たに雇用対策で３０名を予たに雇用対策で３０名を予たに雇用対策で３０名を予算化算化算化算化されておりますけれどされておりますけれどされておりますけれどされておりますけれど

も、定員に対して６も、定員に対して６も、定員に対して６も、定員に対して６倍倍倍倍の応の応の応の応募募募募があったとのことですが、３０名でがあったとのことですが、３０名でがあったとのことですが、３０名でがあったとのことですが、３０名で足足足足りるのかどうか、そのりるのかどうか、そのりるのかどうか、そのりるのかどうか、その

あたり、おあたり、おあたり、おあたり、お尋ね尋ね尋ね尋ねをしたいと思います。をしたいと思います。をしたいと思います。をしたいと思います。

それから、それから、それから、それから、住住住住民民民民訴訟訴訟訴訟訴訟のののの弁護士弁護士弁護士弁護士費費費費用の関係です。用の関係です。用の関係です。用の関係です。

これは、これは、これは、これは、私私私私もずっとかかもずっとかかもずっとかかもずっとかかわわわわってまいりまして、最ってまいりまして、最ってまいりまして、最ってまいりまして、最初初初初から言いましたら１０年越しでから言いましたら１０年越しでから言いましたら１０年越しでから言いましたら１０年越しで裁裁裁裁判判判判

にににに取取取取りりりり組ん組ん組ん組んできた最できた最できた最できた最終終終終的な的な的な的な結結結結論論論論となりますけれども、となりますけれども、となりますけれども、となりますけれども、結結結結局局局局、２０億円の、２０億円の、２０億円の、２０億円の中小中小中小中小企企企企業高度業高度業高度業高度化化化化資資資資

金を金を金を金を貸貸貸貸して、回して、回して、回して、回収収収収率率率率が１が１が１が１割割割割もない状況のもない状況のもない状況のもない状況の中中中中で、県としてはきっで、県としてはきっで、県としてはきっで、県としてはきっちちちちりとしたりとしたりとしたりとした請求請求請求請求もしてこなもしてこなもしてこなもしてこな

かった、そうしたかった、そうしたかった、そうしたかった、そうした責任責任責任責任を問うとのを問うとのを問うとのを問うとの裁裁裁裁判判判判だったのですが、それでは最だったのですが、それでは最だったのですが、それでは最だったのですが、それでは最終終終終的に、だれが的に、だれが的に、だれが的に、だれが責任責任責任責任をををを

とるのかというあたりが一とるのかというあたりが一とるのかというあたりが一とるのかというあたりが一番番番番ののののネッネッネッネックだったと思います。クだったと思います。クだったと思います。クだったと思います。

それが、それが、それが、それが、結結結結局局局局、最高、最高、最高、最高裁裁裁裁判判判判所は所は所は所は憲憲憲憲法判断法判断法判断法判断をををを行行行行うものでないとうものでないとうものでないとうものでないと扱扱扱扱わわわわないとのことで、こないとのことで、こないとのことで、こないとのことで、こちちちちらららら

がががが負負負負けたというけたというけたというけたという結結結結論論論論になっておりますけれども、今のになっておりますけれども、今のになっておりますけれども、今のになっておりますけれども、今の時時時時点で、この点で、この点で、この点で、この中小中小中小中小企企企企業高度業高度業高度業高度化化化化資資資資金の金の金の金の

返返返返済済済済状況は一状況は一状況は一状況は一体体体体どうなっているのか、もう一度、どうなっているのか、もう一度、どうなっているのか、もう一度、どうなっているのか、もう一度、確認確認確認確認をさせていただきたいと思います。をさせていただきたいと思います。をさせていただきたいと思います。をさせていただきたいと思います。

それから、それから、それから、それから、労働労働労働労働会会会会館館館館の使用についての問の使用についての問の使用についての問の使用についての問題題題題です。です。です。です。

これは、もうこれは、もうこれは、もうこれは、もう毎毎毎毎年年年年毎毎毎毎年このことを年このことを年このことを年このことを繰繰繰繰りりりり返返返返しししし行行行行っておりますけれども、これは質問ではあっておりますけれども、これは質問ではあっておりますけれども、これは質問ではあっておりますけれども、これは質問ではあ

りませりませりませりませんんんん。。。。審審審審査査査査要項と、それから要項と、それから要項と、それから要項と、それから審審審審査実査実査実査実施をした日、また、ど施をした日、また、ど施をした日、また、ど施をした日、また、どんんんんなななな意見意見意見意見が出たのかが出たのかが出たのかが出たのか審審審審査査査査のののの

中中中中身身身身について後でについて後でについて後でについて後で資料資料資料資料をいただきたいと思います。お願いします。をいただきたいと思います。お願いします。をいただきたいと思います。お願いします。をいただきたいと思います。お願いします。

それから、先ほど松尾委員からお話がありましたけれども、今回の台風が大それから、先ほど松尾委員からお話がありましたけれども、今回の台風が大それから、先ほど松尾委員からお話がありましたけれども、今回の台風が大それから、先ほど松尾委員からお話がありましたけれども、今回の台風が大変変変変な状況だな状況だな状況だな状況だ

というのを、というのを、というのを、というのを、私私私私も現地にも現地にも現地にも現地に行行行行かせてもらいましてかせてもらいましてかせてもらいましてかせてもらいまして痛痛痛痛切切切切に感に感に感に感じじじじております。早い対応がております。早い対応がております。早い対応がております。早い対応が必必必必要で要で要で要で

すけれども、被害状況をつかすけれども、被害状況をつかすけれども、被害状況をつかすけれども、被害状況をつかんんんんでででで確確確確定しないことには、国からの災害対策のお金もなかな定しないことには、国からの災害対策のお金もなかな定しないことには、国からの災害対策のお金もなかな定しないことには、国からの災害対策のお金もなかな

かおりてこないということもありますので、先ほど人がかおりてこないということもありますので、先ほど人がかおりてこないということもありますので、先ほど人がかおりてこないということもありますので、先ほど人が足足足足らないとのお話がありましたが、らないとのお話がありましたが、らないとのお話がありましたが、らないとのお話がありましたが、

南南南南和和和和地域のいろいろな県の施地域のいろいろな県の施地域のいろいろな県の施地域のいろいろな県の施設設設設をををを訪訪訪訪問いたしますと、所長があっ問いたしますと、所長があっ問いたしますと、所長があっ問いたしますと、所長があっちちちちもこっもこっもこっもこっちちちちもももも兼兼兼兼務で、き務で、き務で、き務で、き

ょょょょうはおりませうはおりませうはおりませうはおりませんんんんということにたということにたということにたということにたびびびびたたたたびびびび出会ったりしておりまして、やはりそこには出会ったりしておりまして、やはりそこには出会ったりしておりまして、やはりそこには出会ったりしておりまして、やはりそこには必必必必要要要要

な人手をきっな人手をきっな人手をきっな人手をきっちちちちりとりとりとりと配置配置配置配置していただいて、早していただいて、早していただいて、早していただいて、早急急急急に被害状況を把握し、そしてに被害状況を把握し、そしてに被害状況を把握し、そしてに被害状況を把握し、そして必必必必要な対策を要な対策を要な対策を要な対策を

とっていただきたいと思います。これは要望にしておきます。とっていただきたいと思います。これは要望にしておきます。とっていただきたいと思います。これは要望にしておきます。とっていただきたいと思います。これは要望にしておきます。

それから、今回、山がかなりそれから、今回、山がかなりそれから、今回、山がかなりそれから、今回、山がかなり崩落崩落崩落崩落したということで、これにつきましても話がありまししたということで、これにつきましても話がありまししたということで、これにつきましても話がありまししたということで、これにつきましても話がありまし

た。山にたくさた。山にたくさた。山にたくさた。山にたくさんんんんの間伐の間伐の間伐の間伐材材材材がががが放置放置放置放置されておりまして、きのうも野されておりまして、きのうも野されておりまして、きのうも野されておりまして、きのうも野迫迫迫迫川村川村川村川村へへへへ行行行行ってきましたってきましたってきましたってきました

けれども、そのけれども、そのけれども、そのけれども、その真真真真横横横横の道をの道をの道をの道を通通通通ると、あのると、あのると、あのると、あの木木木木がががが真真真真っすっすっすっすぐぐぐぐ落ち落ち落ち落ちてくるのではないかと感てくるのではないかと感てくるのではないかと感てくるのではないかと感じじじじましましましまし

た。また、た。また、た。また、た。また、ダダダダムムムム湖湖湖湖にたくさにたくさにたくさにたくさんんんんのののの木木木木が入っているが、どういうが入っているが、どういうが入っているが、どういうが入っているが、どういうふふふふうに最うに最うに最うに最終終終終的に的に的に的に片づ片づ片づ片づけるのかけるのかけるのかけるのか

が大が大が大が大変変変変気気気気になるところですけれども、やはりになるところですけれども、やはりになるところですけれども、やはりになるところですけれども、やはり木木木木質の質の質の質のチチチチッッッップやプやプやプや木木木木質質質質ババババイイイイオオオオマスマスマスマスなどを、地などを、地などを、地などを、地元元元元

で活用したで活用したで活用したで活用した新新新新たな電たな電たな電たな電力力力力ややややエネルギエネルギエネルギエネルギーーーーだとかについてもだとかについてもだとかについてもだとかについても検討検討検討検討がががが必必必必要ではないのかと感要ではないのかと感要ではないのかと感要ではないのかと感じじじじましましましまし
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た。それにつきまして、もした。それにつきまして、もした。それにつきまして、もした。それにつきまして、もし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尋ね尋ね尋ね尋ねをしたいと思います。をしたいと思います。をしたいと思います。をしたいと思います。

それから、先ほど阪口委員の質問に、県では産業・雇用振興部がこのそれから、先ほど阪口委員の質問に、県では産業・雇用振興部がこのそれから、先ほど阪口委員の質問に、県では産業・雇用振興部がこのそれから、先ほど阪口委員の質問に、県では産業・雇用振興部がこの自然エネルギ自然エネルギ自然エネルギ自然エネルギーーーーのののの

問問問問題題題題を受けると言を受けると言を受けると言を受けると言わわわわれましたけれども、どこのれましたけれども、どこのれましたけれども、どこのれましたけれども、どこの課課課課にににに担担担担当させるのか、当させるのか、当させるのか、当させるのか、新新新新たにそうしたたにそうしたたにそうしたたにそうした課課課課をををを

設設設設置置置置するつもりなのか、そのあたりのことがありましたらおするつもりなのか、そのあたりのことがありましたらおするつもりなのか、そのあたりのことがありましたらおするつもりなのか、そのあたりのことがありましたらお聞聞聞聞かせいただきたいと思いまかせいただきたいと思いまかせいただきたいと思いまかせいただきたいと思いま

す。す。す。す。

いろいろ言いましたけれども、いろいろ言いましたけれども、いろいろ言いましたけれども、いろいろ言いましたけれども、私私私私がきがきがきがきょょょょう一う一う一う一番番番番言いたかった、最言いたかった、最言いたかった、最言いたかった、最低低低低賃賃賃賃金の問金の問金の問金の問題題題題についてについてについてについて

質問をしたいと思います。質問をしたいと思います。質問をしたいと思います。質問をしたいと思います。

奈良県の最奈良県の最奈良県の最奈良県の最低低低低賃賃賃賃金が、１０月から６９３円ということで、６９１円が６９３円に２円上金が、１０月から６９３円ということで、６９１円が６９３円に２円上金が、１０月から６９３円ということで、６９１円が６９３円に２円上金が、１０月から６９３円ということで、６９１円が６９３円に２円上

がりました。がりました。がりました。がりました。近隣近隣近隣近隣府府府府県の最県の最県の最県の最低低低低賃賃賃賃金を金を金を金を見見見見ますと、大阪ますと、大阪ますと、大阪ますと、大阪府府府府がががが７７７７８６円、８６円、８６円、８６円、兵庫兵庫兵庫兵庫県が県が県が県が７７７７３９円、３９円、３９円、３９円、京京京京

都都都都府府府府が前年のが前年のが前年のが前年の分分分分でででで７７７７４９円、４９円、４９円、４９円、滋賀滋賀滋賀滋賀県が県が県が県が７７７７０６円、０６円、０６円、０６円、三重三重三重三重県が県が県が県が７７７７１１１１７７７７円、円、円、円、和和和和歌歌歌歌山県だけが６８山県だけが６８山県だけが６８山県だけが６８

５円と６００円台ですが、いずれも５円と６００円台ですが、いずれも５円と６００円台ですが、いずれも５円と６００円台ですが、いずれも７７７７００円を００円を００円を００円を超超超超えている最えている最えている最えている最低低低低賃賃賃賃金になっています。金になっています。金になっています。金になっています。

この最この最この最この最低低低低賃賃賃賃金ですと、１年間金ですと、１年間金ですと、１年間金ですと、１年間働働働働いたときに、大阪いたときに、大阪いたときに、大阪いたときに、大阪府府府府でででで働働働働いたのとどれいたのとどれいたのとどれいたのとどれぐぐぐぐらいらいらいらい違違違違うかうかうかうか計計計計算算算算

しましたら大しましたら大しましたら大しましたら大体体体体１９１９１９１９万万万万円円円円以以以以上上上上違違違違ってきますので、奈良県で１２月いっぱいまでってきますので、奈良県で１２月いっぱいまでってきますので、奈良県で１２月いっぱいまでってきますので、奈良県で１２月いっぱいまで働働働働くくくく分分分分のののの収収収収

入を、大阪入を、大阪入を、大阪入を、大阪府府府府だったら１１月のだったら１１月のだったら１１月のだったら１１月の初初初初めまでめまでめまでめまで働働働働けばけばけばけば得得得得られるられるられるられるぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの賃賃賃賃金の金の金の金の格格格格差差差差があるがあるがあるがあるわわわわけでけでけでけで

す。す。す。す。看護師看護師看護師看護師がががが足足足足らないとか、いろらないとか、いろらないとか、いろらないとか、いろんんんんなことを言なことを言なことを言なことを言わわわわれますけれども、こういう状況であれば、れますけれども、こういう状況であれば、れますけれども、こういう状況であれば、れますけれども、こういう状況であれば、

当当当当然然然然、、、、働働働働く人たく人たく人たく人たちちちちは他は他は他は他府府府府県に県に県に県に流流流流れていくと思うれていくと思うれていくと思うれていくと思うわわわわけです。けです。けです。けです。

それで、最それで、最それで、最それで、最低低低低賃賃賃賃金が金が金が金が低低低低いことが、今いろいろなところにいことが、今いろいろなところにいことが、今いろいろなところにいことが、今いろいろなところに影響影響影響影響をををを与与与与えているのですけれどえているのですけれどえているのですけれどえているのですけれど

も、も、も、も、非非非非正正正正規規規規雇用が今、国雇用が今、国雇用が今、国雇用が今、国全全全全体体体体で大で大で大で大体体体体３３３３３３３３％％％％、３０代前、３０代前、３０代前、３０代前半半半半のののの男男男男性の４９性の４９性の４９性の４９％％％％がまだがまだがまだがまだ未婚未婚未婚未婚というというというという

状状状状態態態態です。２０代後です。２０代後です。２０代後です。２０代後半半半半ではではではでは７割７割７割７割がががが未婚未婚未婚未婚、２０代から３０代の、２０代から３０代の、２０代から３０代の、２０代から３０代の女女女女性が性が性が性が結結結結婚婚婚婚相相相相手に手に手に手に求求求求める年める年める年める年収収収収

は４００は４００は４００は４００万万万万円だと言円だと言円だと言円だと言わわわわれておりますけれども、れておりますけれども、れておりますけれども、れておりますけれども、実際実際実際実際にそれだけのにそれだけのにそれだけのにそれだけの収収収収入が入が入が入が得得得得られる人は２られる人は２られる人は２られる人は２割割割割

ぐぐぐぐらいしかいないと。年らいしかいないと。年らいしかいないと。年らいしかいないと。年収収収収が上がったらが上がったらが上がったらが上がったら結結結結婚婚婚婚にににに結結結結びびびびつくとの、こうしたつくとの、こうしたつくとの、こうしたつくとの、こうした割割割割合合合合は正は正は正は正比比比比例をし例をし例をし例をし

ていると言ていると言ていると言ていると言わわわわれているのです。今のれているのです。今のれているのです。今のれているのです。今の小学小学小学小学生の生の生の生の夢夢夢夢は、正は、正は、正は、正社社社社員になることだとか、３０代前員になることだとか、３０代前員になることだとか、３０代前員になることだとか、３０代前半半半半

の人のの人のの人のの人の半分半分半分半分がががが結結結結婚婚婚婚したいというしたいというしたいというしたいという夢夢夢夢をををを持持持持っているという状況になっているっているという状況になっているっているという状況になっているっているという状況になっているわわわわけです。けです。けです。けです。

もう一つ、これは年もう一つ、これは年もう一つ、これは年もう一つ、これは年収収収収がどれがどれがどれがどれぐぐぐぐらいになるかということですけれども、６９３円のらいになるかということですけれども、６９３円のらいになるかということですけれども、６９３円のらいになるかということですけれども、６９３円の時時時時給給給給

でいいますと、平でいいますと、平でいいますと、平でいいますと、平均均均均をををを調調調調べべべべましたら、大ましたら、大ましたら、大ましたら、大体体体体月に１月に１月に１月に１７７７７３３３３．．．．８８８８時時時時間とありましたので、それを間とありましたので、それを間とありましたので、それを間とありましたので、それを

掛掛掛掛けけけけ合わ合わ合わ合わせますと１４４せますと１４４せますと１４４せますと１４４万万万万５５５５，，，，０００円の年０００円の年０００円の年０００円の年収収収収になります。になります。になります。になります。時時時時給給給給８００円に上がると１６８００円に上がると１６８００円に上がると１６８００円に上がると１６

６６６６万万万万８８８８，，，，０００円、０００円、０００円、０００円、時時時時給給給給１１１１，，，，０００円だったら２０８０００円だったら２０８０００円だったら２０８０００円だったら２０８万万万万５５５５，，，，０００円ということで、１０００円ということで、１０００円ということで、１０００円ということで、１，，，，

０００円になると２０００００円になると２０００００円になると２０００００円になると２００万万万万円円円円以以以以上の年上の年上の年上の年収収収収がががが確確確確保できることになる保できることになる保できることになる保できることになるわわわわけです。けです。けです。けです。

そうしたら、そうしたら、そうしたら、そうしたら、税税税税金はどれ金はどれ金はどれ金はどれぐぐぐぐらい入ってくるのかを、先ほどらい入ってくるのかを、先ほどらい入ってくるのかを、先ほどらい入ってくるのかを、先ほど税税税税務務務務課課課課の方にお願いしての方にお願いしての方にお願いしての方にお願いして調調調調べべべべ

てもらいましたら、てもらいましたら、てもらいましたら、てもらいましたら、個個個個人県人県人県人県民税民税民税民税、、、、個個個個人人人人市町村民税市町村民税市町村民税市町村民税、所、所、所、所得税得税得税得税、、、、控除控除控除控除とかもとかもとかもとかも全全全全部入れまして６部入れまして６部入れまして６部入れまして６
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９３円の９３円の９３円の９３円の時時時時給給給給の人は２の人は２の人は２の人は２万万万万１１１１，，，，５００円の５００円の５００円の５００円の税税税税金を金を金を金を納納納納める、８００円の人は４める、８００円の人は４める、８００円の人は４める、８００円の人は４万万万万８８８８，７，７，７，７００円００円００円００円

のののの税税税税金を金を金を金を納納納納める、１める、１める、１める、１，，，，０００円であれば８０００円であれば８０００円であれば８０００円であれば８万万万万５５５５，，，，４００円の４００円の４００円の４００円の税税税税金を金を金を金を納納納納めるということです。めるということです。めるということです。めるということです。

この５月の奈良県のこの５月の奈良県のこの５月の奈良県のこの５月の奈良県の非非非非正正正正規規規規雇用の雇用の雇用の雇用の数数数数が１２が１２が１２が１２万万万万３３３３，，，，０００人ですので、１２０００人ですので、１２０００人ですので、１２０００人ですので、１２万万万万３３３３，，，，００００００００００００

人の方が人の方が人の方が人の方がみんみんみんみんな６９３円というな６９３円というな６９３円というな６９３円というわわわわけではありませけではありませけではありませけではありませんんんんけれども、もっと高い人もいれば、フけれども、もっと高い人もいれば、フけれども、もっと高い人もいれば、フけれども、もっと高い人もいれば、フ

ルルルルにににに仕仕仕仕事がない人がおりますのででこ事がない人がおりますのででこ事がない人がおりますのででこ事がない人がおりますのででこぼぼぼぼこがあるとは思いますが、６９３円でこがあるとは思いますが、６９３円でこがあるとは思いますが、６９３円でこがあるとは思いますが、６９３円で納納納納めるめるめるめる税税税税金金金金

は２６億４は２６億４は２６億４は２６億４，，，，４５０４５０４５０４５０万万万万円になります。８００円だったら５９億９円になります。８００円だったら５９億９円になります。８００円だったら５９億９円になります。８００円だったら５９億９，，，，０１００１００１００１０万万万万円、１円、１円、１円、１，，，，００００００００

０円だったら１０５億４２００円だったら１０５億４２００円だったら１０５億４２００円だったら１０５億４２０万万万万円となりまして、６９３円から８００円に円となりまして、６９３円から８００円に円となりまして、６９３円から８００円に円となりまして、６９３円から８００円に時時時時給給給給を上げるにを上げるにを上げるにを上げるに

はははは幾幾幾幾らのお金があればできるかというのもらのお金があればできるかというのもらのお金があればできるかというのもらのお金があればできるかというのも調調調調べべべべましたら、２ましたら、２ましたら、２ましたら、２７７７７億４億４億４億４，，，，２９０２９０２９０２９０万万万万円のお金が円のお金が円のお金が円のお金が

あればあればあればあれば時時時時給給給給８００円が８００円が８００円が８００円が可可可可能になります。それで、１能になります。それで、１能になります。それで、１能になります。それで、１，，，，０００円にするには０００円にするには０００円にするには０００円にするには７７７７８億８億８億８億７，７，７，７，２０２０２０２０

００００万万万万円のお金が円のお金が円のお金が円のお金が必必必必要だと。そうしましたら、今の６９３円から８００円に上がったとき、要だと。そうしましたら、今の６９３円から８００円に上がったとき、要だと。そうしましたら、今の６９３円から８００円に上がったとき、要だと。そうしましたら、今の６９３円から８００円に上がったとき、

税税税税金が金が金が金がふふふふえるのは３３億円ですので、２えるのは３３億円ですので、２えるのは３３億円ですので、２えるのは３３億円ですので、２７７７７億円を億円を億円を億円を投投投投資資資資しても３３億円がしても３３億円がしても３３億円がしても３３億円が税税税税収収収収でででで返返返返ってくるってくるってくるってくる

ことになることになることになることになるわわわわけです。今よりも、１けです。今よりも、１けです。今よりも、１けです。今よりも、１，，，，０００円にしようと思えば０００円にしようと思えば０００円にしようと思えば０００円にしようと思えば７７７７８億円のお金が要りま８億円のお金が要りま８億円のお金が要りま８億円のお金が要りま

すけれども、すけれども、すけれども、すけれども、税税税税金でも金でも金でも金でも７７７７８億円が８億円が８億円が８億円が返返返返ってくるということになりまして、この最ってくるということになりまして、この最ってくるということになりまして、この最ってくるということになりまして、この最低低低低賃賃賃賃金を引金を引金を引金を引

き上げることが、き上げることが、き上げることが、き上げることが、経済効経済効経済効経済効果果果果としてとしてとしてとして非常非常非常非常にににに有有有有効効効効ではないかということを言いたいではないかということを言いたいではないかということを言いたいではないかということを言いたいわわわわけです。けです。けです。けです。

それで、８００円にとりあえずするということで、今、それで、８００円にとりあえずするということで、今、それで、８００円にとりあえずするということで、今、それで、８００円にとりあえずするということで、今、厚厚厚厚生生生生労働省労働省労働省労働省がががが中小中小中小中小企企企企業業業業相相相相談支談支談支談支援援援援

事業を事業を事業を事業を始始始始めておりまして、事業所めておりまして、事業所めておりまして、事業所めておりまして、事業所内内内内で最もで最もで最もで最も低低低低いいいい時時時時給給給給を４年を４年を４年を４年以以以以内内内内に８００円に８００円に８００円に８００円以以以以上にする上にする上にする上にする計画計画計画計画

を作成し、１年当たりのを作成し、１年当たりのを作成し、１年当たりのを作成し、１年当たりの時時時時間間間間給給給給を４０円を４０円を４０円を４０円以以以以上の引き上げを上の引き上げを上の引き上げを上の引き上げを実実実実施する施する施する施する場合場合場合場合に、に、に、に、経経経経費費費費の２の２の２の２分分分分のののの

１、上１、上１、上１、上限限限限１００１００１００１００万万万万円までを円までを円までを円までを中小中小中小中小企企企企業に業に業に業に支支支支援援援援しますとの制度があります。これはことしからしますとの制度があります。これはことしからしますとの制度があります。これはことしからしますとの制度があります。これはことしから

始始始始まった制度で、奈良県では２まった制度で、奈良県では２まった制度で、奈良県では２まった制度で、奈良県では２カカカカ所、所、所、所、相相相相談談談談窓窓窓窓口がつくられているのですが、どれ口がつくられているのですが、どれ口がつくられているのですが、どれ口がつくられているのですが、どれぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの

実実実実施状況かということを施状況かということを施状況かということを施状況かということを聞聞聞聞きましたら、奈良きましたら、奈良きましたら、奈良きましたら、奈良労働労働労働労働局局局局では１では１では１では１件件件件だけですと。それで、ほかのだけですと。それで、ほかのだけですと。それで、ほかのだけですと。それで、ほかの

２つの２つの２つの２つの相相相相談談談談所でど所でど所でど所でどんんんんなななな相相相相談談談談がががが来来来来ていますかと言ったら、１ていますかと言ったら、１ていますかと言ったら、１ていますかと言ったら、１件件件件もありませもありませもありませもありませんんんんという状況ですという状況ですという状況ですという状況です

ので、こういうので、こういうので、こういうので、こういうふふふふうにあるものを使っていただいて、うにあるものを使っていただいて、うにあるものを使っていただいて、うにあるものを使っていただいて、ぜひぜひぜひぜひ啓啓啓啓発をして、それで奈良県の最発をして、それで奈良県の最発をして、それで奈良県の最発をして、それで奈良県の最

低低低低賃賃賃賃金を引き上げることを金を引き上げることを金を引き上げることを金を引き上げることを積積積積極極極極的にやっていただきたいと思います。その点での県のお考的にやっていただきたいと思います。その点での県のお考的にやっていただきたいと思います。その点での県のお考的にやっていただきたいと思います。その点での県のお考

えをおえをおえをおえをお尋ね尋ね尋ね尋ねをしたいと思います。をしたいと思います。をしたいと思います。をしたいと思います。

○大国委員長○大国委員長○大国委員長○大国委員長 先ほど先ほど先ほど先ほど資料請求資料請求資料請求資料請求がございましたがございましたがございましたがございました労働労働労働労働会会会会館館館館に関するに関するに関するに関する資料資料資料資料は、出せますか。は、出せますか。は、出せますか。は、出せますか。

（（（（「「「「はいはいはいはい」」」」とととと呼ぶ呼ぶ呼ぶ呼ぶ者あり）者あり）者あり）者あり）

大大大大丈丈丈丈夫夫夫夫ですか。では、後ほどお願いします。ですか。では、後ほどお願いします。ですか。では、後ほどお願いします。ですか。では、後ほどお願いします。

○江畑地域産業課長○江畑地域産業課長○江畑地域産業課長○江畑地域産業課長 住住住住民民民民訴訟訴訟訴訟訴訟に係るに係るに係るに係る弁護士弁護士弁護士弁護士報報報報酬酬酬酬のののの負負負負担担担担についてということにかかについてということにかかについてということにかかについてということにかかわわわわりまりまりまりま

して、して、して、して、ヤヤヤヤママママトトトトハハハハイイイイミーミーミーミール食ル食ル食ル食品品品品協協協協業業業業組合組合組合組合に対してに対してに対してに対して貸貸貸貸しししし付付付付けけけけ決決決決定を定を定を定を行行行行ったったったった貸貸貸貸付付付付金の回金の回金の回金の回収収収収状況に状況に状況に状況に

ついてご説明をさせていただきます。ついてご説明をさせていただきます。ついてご説明をさせていただきます。ついてご説明をさせていただきます。



---- 11116666 ----

平成２３年本日現在で、平成２３年本日現在で、平成２３年本日現在で、平成２３年本日現在で、合合合合計計計計６６６６，，，，８０８０８０８０７万７万７万７万３３３３，，，，４８２円となっております。４８２円となっております。４８２円となっております。４８２円となっております。組合組合組合組合からのからのからのからの

償還償還償還償還あるいはあるいはあるいはあるいは担担担担保保保保物件物件物件物件のののの競競競競売売売売、連、連、連、連帯帯帯帯保保保保証証証証人の人の人の人の自自自自宅宅宅宅、、、、土土土土地、地、地、地、建建建建物物物物、、、、任任任任意売意売意売意売却却却却やややや強強強強制制制制競競競競売売売売等等等等 々々々々

によりまして、によりまして、によりまして、によりまして、以以以以上の金上の金上の金上の金額額額額となっております。となっております。となっております。となっております。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○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 今井委員のご質問にあった今井委員のご質問にあった今井委員のご質問にあった今井委員のご質問にあったテレテレテレテレワワワワーーーークと、それから最クと、それから最クと、それから最クと、それから最低低低低賃賃賃賃金の金の金の金の件件件件のののの

答答答答弁弁弁弁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。

まず最まず最まず最まず最初初初初ににににテレテレテレテレワワワワーーーークですけれども、今回、補正をあげさせていただいておりますが、クですけれども、今回、補正をあげさせていただいておりますが、クですけれども、今回、補正をあげさせていただいておりますが、クですけれども、今回、補正をあげさせていただいておりますが、

理理理理由由由由としては、先ほど産業・雇用振興部長が説明いたしましたように、としては、先ほど産業・雇用振興部長が説明いたしましたように、としては、先ほど産業・雇用振興部長が説明いたしましたように、としては、先ほど産業・雇用振興部長が説明いたしましたように、ひひひひとりとりとりとり親親親親、、、、寡婦寡婦寡婦寡婦、、、、

障障障障害者、そういった、い害者、そういった、い害者、そういった、い害者、そういった、いわわわわゆゆゆゆるるるる外外外外へへへへ出るのが出るのが出るのが出るのが困困困困難難難難な方な方な方な方 々々々々を対を対を対を対象象象象に生きるに生きるに生きるに生きるスキスキスキスキルルルルをををを身身身身につけにつけにつけにつけ

るるるる訓練訓練訓練訓練をしていただく。そして、それををしていただく。そして、それををしていただく。そして、それををしていただく。そして、それを仕仕仕仕事に事に事に事に結結結結びびびびつけるということ。またそれをつけるということ。またそれをつけるということ。またそれをつけるということ。またそれを訓練訓練訓練訓練終終終終

了了了了後も後も後も後も就就就就労支労支労支労支援援援援にににに結結結結びびびびつけていく事業でございます。つけていく事業でございます。つけていく事業でございます。つけていく事業でございます。

中中中中身身身身的には、的には、的には、的には、基基基基礎訓練礎訓練礎訓練礎訓練を３を３を３を３カカカカ月やっていただいて、その後、応用月やっていただいて、その後、応用月やっていただいて、その後、応用月やっていただいて、その後、応用訓練訓練訓練訓練を６を６を６を６カカカカ月やってい月やってい月やってい月やってい

ただくただくただくただく形形形形になっております。になっております。になっております。になっております。

応用応用応用応用訓練訓練訓練訓練については、については、については、については、実際実際実際実際にににに基基基基礎訓練礎訓練礎訓練礎訓練でででで学ん学ん学ん学んだことをトだことをトだことをトだことをトレーナーレーナーレーナーレーナーのののの指指指指示のもと、示のもと、示のもと、示のもと、契契契契約約約約しししし

た会た会た会た会社社社社が受が受が受が受注注注注した業務を、した業務を、した業務を、した業務を、実際実際実際実際ににににＯＯＯＯＪＴＪＴＪＴＪＴとしてやっていただくというとしてやっていただくというとしてやっていただくというとしてやっていただくという中中中中身身身身でございます。でございます。でございます。でございます。

それで、６それで、６それで、６それで、６倍倍倍倍の申しの申しの申しの申し込込込込みみみみに対して３０名はいかがかとのご質問かと思うのですけれども、に対して３０名はいかがかとのご質問かと思うのですけれども、に対して３０名はいかがかとのご質問かと思うのですけれども、に対して３０名はいかがかとのご質問かと思うのですけれども、

今申しましたように、この事業については、ただ今申しましたように、この事業については、ただ今申しましたように、この事業については、ただ今申しましたように、この事業については、ただ単単単単にににに訓練訓練訓練訓練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ではございませではございませではございませではございませ

んんんん。。。。訓練訓練訓練訓練を受けていただいて、その上にを受けていただいて、その上にを受けていただいて、その上にを受けていただいて、その上に実際実際実際実際ににににＯＯＯＯＪＴＪＴＪＴＪＴ、つまり、業務を、つまり、業務を、つまり、業務を、つまり、業務をみみみみつけていただくつけていただくつけていただくつけていただく

こともこともこともことも必必必必要になってきます。そしてさらに、それを今後の要になってきます。そしてさらに、それを今後の要になってきます。そしてさらに、それを今後の要になってきます。そしてさらに、それを今後の就就就就労支労支労支労支援援援援にもにもにもにも結結結結びびびびつけていただつけていただつけていただつけていただ

くくくく形形形形になっていきますので、そういった業務の点から３０名がになっていきますので、そういった業務の点から３０名がになっていきますので、そういった業務の点から３０名がになっていきますので、そういった業務の点から３０名が適適適適当だろうとの当だろうとの当だろうとの当だろうとの判断判断判断判断をいたをいたをいたをいた

しております。それが、しております。それが、しております。それが、しております。それが、テレテレテレテレワワワワーーーークのクのクのクの件件件件でございます。でございます。でございます。でございます。

それから、２点それから、２点それから、２点それから、２点目目目目が最が最が最が最低低低低賃賃賃賃金の金の金の金の件件件件です。です。です。です。

最最最最低低低低賃賃賃賃金については、委員からお話ししていただいたように、この金については、委員からお話ししていただいたように、この金については、委員からお話ししていただいたように、この金については、委員からお話ししていただいたように、この決決決決め方といたしましめ方といたしましめ方といたしましめ方といたしまし

ては、国のては、国のては、国のては、国の中中中中央央央央最最最最低低低低賃賃賃賃金金金金審審審審議会において、議会において、議会において、議会において、都都都都道道道道府府府府県の県の県の県の経済経済経済経済実実実実態態態態に応に応に応に応じじじじまして、まして、まして、まして、都都都都道道道道府府府府県を県を県を県を

それそれそれそれぞぞぞぞれ４ランクにれ４ランクにれ４ランクにれ４ランクに分分分分けるけるけるける形形形形でございます。そして、奈良県はでございます。そして、奈良県はでございます。そして、奈良県はでございます。そして、奈良県は和和和和歌歌歌歌山県などと山県などと山県などと山県などと同じ同じ同じ同じＣＣＣＣランランランラン

クになっています。クになっています。クになっています。クになっています。ＡＡＡＡランクがランクがランクがランクが東京都東京都東京都東京都、大阪、大阪、大阪、大阪府府府府など５など５など５など５都都都都府府府府県、それから県、それから県、それから県、それからＢＢＢＢランクがランクがランクがランクが兵庫兵庫兵庫兵庫県、県、県、県、

京都京都京都京都府府府府、、、、滋賀滋賀滋賀滋賀県など１１県など１１県など１１県など１１府府府府県、県、県、県、ＣＣＣＣランクが先ほど申しました奈良県、ランクが先ほど申しました奈良県、ランクが先ほど申しました奈良県、ランクが先ほど申しました奈良県、和和和和歌歌歌歌山県など１４県、山県など１４県、山県など１４県、山県など１４県、

ＤＤＤＤランクが１ランクが１ランクが１ランクが１７７７７県となっております。ランクを県となっております。ランクを県となっております。ランクを県となっております。ランクを分分分分けまして、けまして、けまして、けまして、中中中中央央央央の最の最の最の最低低低低賃賃賃賃金金金金審審審審議会の議会の議会の議会の目目目目安安安安

がそれがそれがそれがそれぞぞぞぞれのランクごとに提示をされます。その提示を受けまして、れのランクごとに提示をされます。その提示を受けまして、れのランクごとに提示をされます。その提示を受けまして、れのランクごとに提示をされます。その提示を受けまして、都都都都道道道道府府府府県の県の県の県の労働労働労働労働局局局局のののの

地方最地方最地方最地方最低低低低賃賃賃賃金金金金審審審審議会で議議会で議議会で議議会で議論論論論をされます。そこでをされます。そこでをされます。そこでをされます。そこで各各各各地方における地方における地方における地方における景気景気景気景気動向動向動向動向やややや賃賃賃賃金金金金実実実実態態態態、そう、そう、そう、そう

いうことをいうことをいうことをいうことを勘勘勘勘案して案して案して案して審審審審議がなされて、最議がなされて、最議がなされて、最議がなされて、最低低低低賃賃賃賃金が金が金が金が決決決決まるとのまるとのまるとのまるとのシシシシステムステムステムステムをとっておられます。をとっておられます。をとっておられます。をとっておられます。



---- 11117777 ----

参参参参考に、最考に、最考に、最考に、最低低低低賃賃賃賃金金金金審審審審議会は、それ議会は、それ議会は、それ議会は、それぞぞぞぞれれれれ公公公公益益益益委員、それから委員、それから委員、それから委員、それから労働労働労働労働者者者者側側側側の委員、それから使の委員、それから使の委員、それから使の委員、それから使

用者用者用者用者側側側側の委員というの委員というの委員というの委員というババババランランランランススススをとってをとってをとってをとって構構構構成されております。奈良県の成されております。奈良県の成されております。奈良県の成されております。奈良県の場合場合場合場合にはにはにはには各各各各５名ずつ５名ずつ５名ずつ５名ずつ

とととと聞聞聞聞いております。いております。いております。いております。

本年度は、先ほど委員からのお話にもありましたように、奈良県は本年度は、先ほど委員からのお話にもありましたように、奈良県は本年度は、先ほど委員からのお話にもありましたように、奈良県は本年度は、先ほど委員からのお話にもありましたように、奈良県はＣＣＣＣランクですけれどランクですけれどランクですけれどランクですけれど

も、も、も、も、ＣＣＣＣランクではランクではランクではランクでは中中中中央央央央からは１円というからは１円というからは１円というからは１円という値値値値上げの上げの上げの上げの目目目目安安安安が提示されております。これをが提示されております。これをが提示されております。これをが提示されております。これを踏踏踏踏まままま

えまして、えまして、えまして、えまして、審審審審議していただいた議していただいた議していただいた議していただいた結果結果結果結果が２円の引き上げとなりまして、１０月が２円の引き上げとなりまして、１０月が２円の引き上げとなりまして、１０月が２円の引き上げとなりまして、１０月７７７７日から６９日から６９日から６９日から６９

１円が６９３円になるとの予定になっております。１円が６９３円になるとの予定になっております。１円が６９３円になるとの予定になっております。１円が６９３円になるとの予定になっております。

それで、委員からいろいろそれで、委員からいろいろそれで、委員からいろいろそれで、委員からいろいろ表表表表を提示していただき、県を提示していただき、県を提示していただき、県を提示していただき、県外外外外就就就就業と業と業と業と賃賃賃賃金との関係について大金との関係について大金との関係について大金との関係について大

阪阪阪阪府府府府の例など出していただきました。それはそのとおりでございます。今のの例など出していただきました。それはそのとおりでございます。今のの例など出していただきました。それはそのとおりでございます。今のの例など出していただきました。それはそのとおりでございます。今の賃賃賃賃金、今の現金、今の現金、今の現金、今の現

行行行行におきましても、大阪におきましても、大阪におきましても、大阪におきましても、大阪府府府府ではではではでは７７７７７７７７９円となっていますので、現９円となっていますので、現９円となっていますので、現９円となっていますので、現行行行行の６９１円からいきまの６９１円からいきまの６９１円からいきまの６９１円からいきま

すと８８円のすと８８円のすと８８円のすと８８円の差差差差があります。そこにがあります。そこにがあります。そこにがあります。そこに歴歴歴歴然然然然とととと差差差差があるのは事があるのは事があるのは事があるのは事実実実実でございます。でございます。でございます。でございます。

しかし、その一方で、県がことし５月にしかし、その一方で、県がことし５月にしかし、その一方で、県がことし５月にしかし、その一方で、県がことし５月に実実実実施いたしました県施いたしました県施いたしました県施いたしました県民ア民ア民ア民アンンンンケーケーケーケートによりますと、トによりますと、トによりますと、トによりますと、

県県県県外外外外就就就就業者に対しまして県業者に対しまして県業者に対しまして県業者に対しまして県外外外外でででで働働働働くくくく理理理理由由由由をおをおをおをお聞聞聞聞きしたところ、最も多かったのが、きしたところ、最も多かったのが、きしたところ、最も多かったのが、きしたところ、最も多かったのが、希希希希望し望し望し望し

た会た会た会た会社社社社が県が県が県が県外外外外にあったからで２６にあったからで２６にあったからで２６にあったからで２６．．．．８８８８％％％％、次いで、もともと県、次いで、もともと県、次いで、もともと県、次いで、もともと県外外外外でででで働働働働いていて、県いていて、県いていて、県いていて、県内内内内にににに転転転転

居居居居したからが２６したからが２６したからが２６したからが２６．．．．４４４４％％％％という状況でございます。それで県という状況でございます。それで県という状況でございます。それで県という状況でございます。それで県外外外外の会の会の会の会社社社社の方がの方がの方がの方が賃賃賃賃金などの雇金などの雇金などの雇金などの雇

用用用用条条条条件件件件がよかったというご回答は５がよかったというご回答は５がよかったというご回答は５がよかったというご回答は５．．．．４４４４％％％％でございました。また、でございました。また、でございました。また、でございました。また、同じ調査同じ調査同じ調査同じ調査によりまして、によりまして、によりまして、によりまして、

現在の現在の現在の現在の仕仕仕仕事を事を事を事を選選選選んんんんだだだだ理理理理由由由由をををを聞聞聞聞いたところ、最も回答が多かったのは、いたところ、最も回答が多かったのは、いたところ、最も回答が多かったのは、いたところ、最も回答が多かったのは、専門専門専門専門的な的な的な的な資資資資格格格格やややや技術技術技術技術、、、、

経経経経験験験験が生かせられるからというご回答が３２が生かせられるからというご回答が３２が生かせられるからというご回答が３２が生かせられるからというご回答が３２．．．．９９９９％％％％、次いで、やりがいのある、次いで、やりがいのある、次いで、やりがいのある、次いで、やりがいのある仕仕仕仕事だから事だから事だから事だから

とおっしとおっしとおっしとおっしゃゃゃゃったのが３０ったのが３０ったのが３０ったのが３０．．．．３３３３％％％％であります。それに対しまして、であります。それに対しまして、であります。それに対しまして、であります。それに対しまして、収収収収入がよいからというの入がよいからというの入がよいからというの入がよいからというの

は４は４は４は４．．．．８８８８％％％％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。

こういった状況から、こういった状況から、こういった状況から、こういった状況から、賃賃賃賃金が高いことが金が高いことが金が高いことが金が高いことが就就就就労労労労のののの条条条条件件件件とする方もとする方もとする方もとする方も確確確確かにおられます。しかかにおられます。しかかにおられます。しかかにおられます。しか

し、その一方で、し、その一方で、し、その一方で、し、その一方で、賃賃賃賃金が高いことが県金が高いことが県金が高いことが県金が高いことが県内内内内のののの就就就就労労労労を高めるための要を高めるための要を高めるための要を高めるための要因因因因のすのすのすのすべべべべてではないといてではないといてではないといてではないとい

うううう具具具具合合合合に思います。に思います。に思います。に思います。

それから、最それから、最それから、最それから、最低低低低賃賃賃賃金に金に金に金に絡絡絡絡んんんんでのもう一つおでのもう一つおでのもう一つおでのもう一つお尋ね尋ね尋ね尋ねがありました最がありました最がありました最がありました最低低低低賃賃賃賃金を引き上げるため金を引き上げるため金を引き上げるため金を引き上げるため

の国の施策に関してでございます。の国の施策に関してでございます。の国の施策に関してでございます。の国の施策に関してでございます。

先ほど委員がおっし先ほど委員がおっし先ほど委員がおっし先ほど委員がおっしゃゃゃゃっていただいたように、国では２０２０年度までのできっていただいたように、国では２０２０年度までのできっていただいたように、国では２０２０年度までのできっていただいたように、国では２０２０年度までのでき得得得得る早る早る早る早期期期期

にににに全全全全国最国最国最国最低低低低８００円を８００円を８００円を８００円を確確確確保して、保して、保して、保して、景気景気景気景気状況に状況に状況に状況に配配配配慮慮慮慮しつつ、しつつ、しつつ、しつつ、全全全全国平国平国平国平均均均均１１１１，，，，０００円を０００円を０００円を０００円を目目目目指指指指すすすす

こととのこととのこととのこととの目目目目標標標標をををを立立立立てておられて、これのてておられて、これのてておられて、これのてておられて、これの実実実実現に現に現に現に向向向向けておられます。けておられます。けておられます。けておられます。

先ほどおっし先ほどおっし先ほどおっし先ほどおっしゃゃゃゃっていただいたように、そういった最っていただいたように、そういった最っていただいたように、そういった最っていただいたように、そういった最低低低低賃賃賃賃金の引き上げによる金の引き上げによる金の引き上げによる金の引き上げによる影響影響影響影響を受を受を受を受

けるけるけるける中小中小中小中小企企企企業に対しまして、最業に対しまして、最業に対しまして、最業に対しまして、最低低低低賃賃賃賃金を引き上げる金を引き上げる金を引き上げる金を引き上げる支支支支援援援援事業を国ではやっておられます。事業を国ではやっておられます。事業を国ではやっておられます。事業を国ではやっておられます。



---- 11118888 ----

内容内容内容内容といたしましては、先ほど委員のお話にありましたように、といたしましては、先ほど委員のお話にありましたように、といたしましては、先ほど委員のお話にありましたように、といたしましては、先ほど委員のお話にありましたように、ワワワワンンンンスススストトトトッッッッププププサービスサービスサービスサービス、、、、

いいいいわわわわゆゆゆゆるるるる中小中小中小中小企企企企業業業業支支支支援援援援のののの形形形形で、で、で、で、経営経営経営経営改改改改善善善善にににに取取取取りりりり組組組組むむむむ中小中小中小中小企企企企業の業の業の業の相相相相談談談談をお受けしますというをお受けしますというをお受けしますというをお受けしますという

のが県のが県のが県のが県内内内内２２２２カカカカ所でやられておるようでございます。所でやられておるようでございます。所でやられておるようでございます。所でやられておるようでございます。

それからもう一つ大きなものといたしまして、地域それからもう一つ大きなものといたしまして、地域それからもう一つ大きなものといたしまして、地域それからもう一つ大きなものといたしまして、地域別別別別として事業として事業として事業として事業場場場場内内内内での最もでの最もでの最もでの最も低低低低いいいい時時時時間間間間

給給給給をををを計画計画計画計画的に８００円に引き上げる的に８００円に引き上げる的に８００円に引き上げる的に８００円に引き上げる中小中小中小中小企企企企業に対しまして、補助金を１００業に対しまして、補助金を１００業に対しまして、補助金を１００業に対しまして、補助金を１００万万万万円を円を円を円を限限限限度と度と度と度と

いたしました２いたしました２いたしました２いたしました２分分分分の１補助がございます。これらについて、今のところの１補助がございます。これらについて、今のところの１補助がございます。これらについて、今のところの１補助がございます。これらについて、今のところ労働労働労働労働局局局局においては、においては、においては、においては、

経営経営経営経営者者者者団団団団体体体体などをなどをなどをなどを通じ通じ通じ通じましてましてましてまして中小中小中小中小企企企企業に業に業に業に呼び呼び呼び呼びかけをかけをかけをかけを行行行行っておられるようですけれども、っておられるようですけれども、っておられるようですけれども、っておられるようですけれども、利利利利

用者は用者は用者は用者は少少少少ないとないとないと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。

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、働働働働く方のく方のく方のく方の勤勤勤勤務務務務条条条条件件件件のののの改改改改善善善善は当は当は当は当然然然然重重重重要でございます。要でございます。要でございます。要でございます。働働働働きやすい職きやすい職きやすい職きやすい職

場づ場づ場づ場づくりのくりのくりのくりの実実実実現のために、現のために、現のために、現のために、直直直直接接接接、、、、企企企企業を業を業を業を訪訪訪訪問したり問したり問したり問したり普及啓普及啓普及啓普及啓発を発を発を発を行行行行ったり、そしてったり、そしてったり、そしてったり、そして取取取取りりりり組み組み組み組み

がががが進ん進ん進ん進んでいるでいるでいるでいる企企企企業に対しましては、業に対しましては、業に対しましては、業に対しましては、私私私私どもとしてはどもとしてはどもとしてはどもとしては社社社社員・員・員・員・シシシシャャャャイン職イン職イン職イン職場づ場づ場づ場づくりくりくりくり推進推進推進推進事業と事業と事業と事業と

いうものをいうものをいうものをいうものを実実実実施しております。あるいは雇用施しております。あるいは雇用施しております。あるいは雇用施しております。あるいは雇用労労労労政政政政課課課課でのでのでのでのホホホホームームームームペペペペーーーージ、ならジ、ならジ、ならジ、なら労働労働労働労働時時時時報とい報とい報とい報とい

ったったったった啓啓啓啓発発発発誌誌誌誌がございます。そういったものを使いまして、いろいろな事業についてがございます。そういったものを使いまして、いろいろな事業についてがございます。そういったものを使いまして、いろいろな事業についてがございます。そういったものを使いまして、いろいろな事業について周知周知周知周知をををを

図図図図っているところでございます。っているところでございます。っているところでございます。っているところでございます。

この最この最この最この最低低低低賃賃賃賃金の引き上げを含めましても、金の引き上げを含めましても、金の引き上げを含めましても、金の引き上げを含めましても、中小中小中小中小企企企企業の業の業の業の支支支支援援援援策、これらについては、やは策、これらについては、やは策、これらについては、やは策、これらについては、やは

りりりり働働働働きやすい職きやすい職きやすい職きやすい職場づ場づ場づ場づくりのくりのくりのくりの実実実実現のために現のために現のために現のために重重重重要かと思いますので、この制度の要かと思いますので、この制度の要かと思いますので、この制度の要かと思いますので、この制度の周知周知周知周知にはにはにはには努努努努めめめめ

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

○七尾林業振興課長○七尾林業振興課長○七尾林業振興課長○七尾林業振興課長 木木木木質質質質ババババイイイイオオオオマスマスマスマスのののの利利利利活用についてのご質問かと思います。活用についてのご質問かと思います。活用についてのご質問かと思います。活用についてのご質問かと思います。

県県県県内内内内におけるにおけるにおけるにおける木木木木質質質質ババババイイイイオオオオマスマスマスマスのののの燃燃燃燃料利料利料利料利用ということで、用ということで、用ということで、用ということで、私私私私どもがつかどもがつかどもがつかどもがつかんんんんでおりますのはでおりますのはでおりますのはでおりますのは

製製製製材材材材廃廃廃廃材材材材のののの利利利利用が１２用が１２用が１２用が１２件件件件ほどございます。あと林地ほどございます。あと林地ほどございます。あと林地ほどございます。あと林地残残残残材材材材といいますか、間伐といいますか、間伐といいますか、間伐といいますか、間伐材材材材ををををボボボボイライライライラーーーー

燃燃燃燃料料料料に使っているところもございます。それと、に使っているところもございます。それと、に使っているところもございます。それと、に使っているところもございます。それと、ダダダダム流木ム流木ム流木ム流木等等等等のののの木木木木くずをくずをくずをくずをＪＪＪＪーーーーＰＰＰＰＯＷＯＷＯＷＯＷＥＲ等ＥＲ等ＥＲ等ＥＲ等

ダダダダムムムム管管管管理理理理者が発者が発者が発者が発注注注注しまして、しまして、しまして、しまして、ボボボボイライライライラーーーー燃燃燃燃料料料料にしてもらって、いいものはにしてもらって、いいものはにしてもらって、いいものはにしてもらって、いいものは製紙製紙製紙製紙用用用用チチチチッッッップにしプにしプにしプにし

ているところもございます。ているところもございます。ているところもございます。ているところもございます。

森林森林森林森林資資資資源源源源のののの利利利利用を考えるときに、用を考えるときに、用を考えるときに、用を考えるときに、材材材材料料料料をできるだけ高いをできるだけ高いをできるだけ高いをできるだけ高い価価価価値値値値のものに使っていきたいとのものに使っていきたいとのものに使っていきたいとのものに使っていきたいと

いうのがいうのがいうのがいうのが根根根根本でございまして、素本でございまして、素本でございまして、素本でございまして、素材材材材をををを利利利利用するときに用するときに用するときに用するときに製製製製材品材品材品材品、その次には、その次には、その次には、その次には集集集集成成成成材材材材、、、、合合合合板板板板、、、、

チチチチッッッップ、最プ、最プ、最プ、最終終終終的には的には的には的には燃燃燃燃料料料料というというというという段階段階段階段階的的的的利利利利用になるかと思います。用になるかと思います。用になるかと思います。用になるかと思います。

奈良県の奈良県の奈良県の奈良県の場合場合場合場合は、吉野郡をは、吉野郡をは、吉野郡をは、吉野郡を中中中中心に優良心に優良心に優良心に優良材材材材生産をしてきましたので、生産をしてきましたので、生産をしてきましたので、生産をしてきましたので、木材木材木材木材の生産の生産の生産の生産コスコスコスコストをトをトをトを

抑抑抑抑えることがえることがえることがえることが難難難難しく、一しく、一しく、一しく、一般般般般的な的な的な的な製製製製材品材品材品材品であってもであってもであってもであっても販販販販売売売売価格価格価格価格と生産と生産と生産と生産コスコスコスコストがつりトがつりトがつりトがつり合わ合わ合わ合わず、ず、ず、ず、木木木木

材材材材が出てこない状況でございます。が出てこない状況でございます。が出てこない状況でございます。が出てこない状況でございます。

県としましては、県としましては、県としましては、県としましては、昨昨昨昨年、奈良県森林年、奈良県森林年、奈良県森林年、奈良県森林づづづづくりくりくりくり並並並並びびびびに林業に林業に林業に林業及び及び及び及び木材木材木材木材産業振興産業振興産業振興産業振興条条条条例例例例指針指針指針指針を策定を策定を策定を策定
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しまして、作業道整備、機械しまして、作業道整備、機械しまして、作業道整備、機械しまして、作業道整備、機械化化化化、、、、利利利利用間伐の用間伐の用間伐の用間伐の推進推進推進推進をををを図図図図り、り、り、り、木材木材木材木材生産の生産の生産の生産の低コス低コス低コス低コストトトト化化化化をををを図図図図ろうろうろうろう

というというというという矢矢矢矢先でございます。それを先でございます。それを先でございます。それを先でございます。それを鋭鋭鋭鋭意進意進意進意進めてまいりたいのですが、めてまいりたいのですが、めてまいりたいのですが、めてまいりたいのですが、取取取取引引引引価格価格価格価格がががが低低低低いいいい木木木木質質質質ババババ

イイイイオオオオマスマスマスマスのののの燃燃燃燃料料料料は、は、は、は、採採採採算算算算性性性性確確確確保がまだ保がまだ保がまだ保がまだ十分十分十分十分にできるような事にできるような事にできるような事にできるような事態態態態にはにはにはには至至至至っておらないっておらないっておらないっておらない段階段階段階段階でででで

ございます。ございます。ございます。ございます。量量量量とととと価格価格価格価格がよほどがよほどがよほどがよほど安安安安定した定した定した定したババババイイイイオオオオマスマスマスマス燃燃燃燃料料料料をををを確確確確保できる保できる保できる保できる見見見見込込込込みみみみがないがないがないがない限限限限り、り、り、り、

ボボボボイライライライラーーーー等等等等燃燃燃燃料料料料に使うのもしに使うのもしに使うのもしに使うのもしんんんんどい、大きなどい、大きなどい、大きなどい、大きな投投投投資資資資になるかと思っております。になるかと思っております。になるかと思っております。になるかと思っております。

それで、今年度、他部それで、今年度、他部それで、今年度、他部それで、今年度、他部局局局局ではございますが、南部振興ではございますが、南部振興ではございますが、南部振興ではございますが、南部振興課課課課と連と連と連と連携携携携しまして、一定の地域でしまして、一定の地域でしまして、一定の地域でしまして、一定の地域で

木木木木質質質質ババババイイイイオオオオマスマスマスマスを活用したを活用したを活用したを活用したエネルギエネルギエネルギエネルギーーーーのののの利利利利用用用用シシシシステムステムステムステムをををを構構構構築築築築するためのするためのするためのするための可可可可能性能性能性能性調査調査調査調査をををを実実実実施施施施

する予定でございます。このようにする予定でございます。このようにする予定でございます。このようにする予定でございます。このように各各各各部部部部局局局局とも連とも連とも連とも連携携携携しながら、しながら、しながら、しながら、木木木木質質質質ババババイイイイオオオオマスマスマスマスのののの利利利利活用を活用を活用を活用を

山山山山村村村村の活性の活性の活性の活性化化化化につなげてまいるようにつなげてまいるようにつなげてまいるようにつなげてまいるよう進進進進めてまいりたいと思っております。めてまいりたいと思っております。めてまいりたいと思っております。めてまいりたいと思っております。以以以以上でございま上でございま上でございま上でございま

す。す。す。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 エネルギエネルギエネルギエネルギーーーーのののの担担担担当当当当課課課課の話でございます。の話でございます。の話でございます。の話でございます。

産業・雇用振興部では、産業・雇用振興部では、産業・雇用振興部では、産業・雇用振興部では、企画管企画管企画管企画管理理理理室、それと室、それと室、それと室、それと工工工工業振興業振興業振興業振興課課課課、この２室で、この２室で、この２室で、この２室で担担担担当していきたい当していきたい当していきたい当していきたい

と考えております。と考えております。と考えております。と考えております。

○今井委員○今井委員○今井委員○今井委員 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。

最最最最低低低低賃賃賃賃金の問金の問金の問金の問題題題題ですけれども、ですけれども、ですけれども、ですけれども、確確確確かに大阪かに大阪かに大阪かに大阪府府府府などになどになどになどに就就就就労労労労するするするする場合場合場合場合にににに賃賃賃賃金が高いというこ金が高いというこ金が高いというこ金が高いというこ

とでとでとでとで希希希希望する人はそ望する人はそ望する人はそ望する人はそんんんんなにいないと先ほどお答えをいただきましたけれども、なにいないと先ほどお答えをいただきましたけれども、なにいないと先ほどお答えをいただきましたけれども、なにいないと先ほどお答えをいただきましたけれども、実際実際実際実際にににに不安不安不安不安

定定定定就就就就労労労労の方の２の方の２の方の２の方の２割ぐ割ぐ割ぐ割ぐらいは、もうその人だけのらいは、もうその人だけのらいは、もうその人だけのらいは、もうその人だけの収収収収入で生活をしているのが入で生活をしているのが入で生活をしているのが入で生活をしているのが実実実実態態態態のようです。のようです。のようです。のようです。

親親親親のののの扶扶扶扶養養養養とか、ほかのとか、ほかのとか、ほかのとか、ほかの支支支支援援援援がががが得得得得られる方もたくさられる方もたくさられる方もたくさられる方もたくさんんんんいらっしいらっしいらっしいらっしゃゃゃゃいますけれども、そうなりいますけれども、そうなりいますけれども、そうなりいますけれども、そうなり

ましたときにやはり最ましたときにやはり最ましたときにやはり最ましたときにやはり最低低低低２００２００２００２００万万万万円円円円以以以以上の上の上の上の給料給料給料給料を保を保を保を保障障障障することをするのは、大することをするのは、大することをするのは、大することをするのは、大変変変変大事なこ大事なこ大事なこ大事なこ

とではないかと思いますし、そのことがとではないかと思いますし、そのことがとではないかと思いますし、そのことがとではないかと思いますし、そのことが経済経済経済経済活活活活動動動動の活性の活性の活性の活性化化化化においてもにおいてもにおいてもにおいても消費消費消費消費をををを促促促促していくとしていくとしていくとしていくと

いうことで、いうことで、いうことで、いうことで、非常非常非常非常に大事なことになるのではないかと思っております。に大事なことになるのではないかと思っております。に大事なことになるのではないかと思っております。に大事なことになるのではないかと思っております。

きのうきのうきのうきのうテレビテレビテレビテレビをををを見見見見ておりましたら、ておりましたら、ておりましたら、ておりましたら、ギギギギリリリリシシシシャャャャのののの経済経済経済経済破綻破綻破綻破綻のことが言のことが言のことが言のことが言わわわわれておりまして、れておりまして、れておりまして、れておりまして、

ギギギギリリリリシシシシャャャャではではではでは給料給料給料給料をををを下下下下げたとか、げたとか、げたとか、げたとか、消費税消費税消費税消費税を上げたとか、を上げたとか、を上げたとか、を上げたとか、公公公公務員を務員を務員を務員を減減減減らしただとか、そういらしただとか、そういらしただとか、そういらしただとか、そうい

ういろいろな方策のういろいろな方策のういろいろな方策のういろいろな方策の結果結果結果結果、、、、ユーユーユーユーロも大ロも大ロも大ロも大変変変変だと言だと言だと言だと言わわわわれておりましたけれども、やっぱり県れておりましたけれども、やっぱり県れておりましたけれども、やっぱり県れておりましたけれども、やっぱり県民民民民

にお金が回るにお金が回るにお金が回るにお金が回る仕組みづ仕組みづ仕組みづ仕組みづくりをくりをくりをくりをぜひぜひぜひぜひ考えていただきたいと思いますし、また、年考えていただきたいと思いますし、また、年考えていただきたいと思いますし、また、年考えていただきたいと思いますし、また、年 々々々々、最、最、最、最低低低低賃賃賃賃

金が金が金が金が見見見見直直直直されるたされるたされるたされるたびびびびにににに格格格格差差差差がががが広広広広がっていることが大がっていることが大がっていることが大がっていることが大変変変変気気気気になります。になります。になります。になります。原原原原子子子子力力力力発電所のこと発電所のこと発電所のこと発電所のこと

もももも調調調調べべべべておりますと、やはり地域ておりますと、やはり地域ておりますと、やはり地域ておりますと、やはり地域格格格格差差差差だとか所だとか所だとか所だとか所得得得得のののの格格格格差差差差によってによってによってによって立立立立地がされたり、地がされたり、地がされたり、地がされたり、非常非常非常非常にににに

無権無権無権無権利利利利状状状状態態態態の作業員の方が一の作業員の方が一の作業員の方が一の作業員の方が一番番番番危険危険危険危険なところでなところでなところでなところで働働働働いているということが出てきておりますいているということが出てきておりますいているということが出てきておりますいているということが出てきております

けれども、奈良県もどけれども、奈良県もどけれども、奈良県もどけれども、奈良県もどんんんんどどどどんんんんそういうそういうそういうそういう格格格格差差差差でいくような状況に、この最でいくような状況に、この最でいくような状況に、この最でいくような状況に、この最低低低低賃賃賃賃金のところだ金のところだ金のところだ金のところだ

けけけけ見見見見ておりますとておりますとておりますとておりますと非常非常非常非常に感に感に感に感じじじじるるるるわわわわけです。けです。けです。けです。
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ききききょょょょうもうもうもうも労働労働労働労働相相相相談談談談のところに、今どのところに、今どのところに、今どのところに、今どんんんんな状な状な状な状態態態態ですかと先ほどですかと先ほどですかと先ほどですかと先ほど行行行行ってお話をってお話をってお話をってお話を聞聞聞聞いていたのいていたのいていたのいていたの

ですが、最ですが、最ですが、最ですが、最低低低低賃賃賃賃金金金金以下以下以下以下というのはもというのはもというのはもというのはもちちちちろろろろんんんん職業職業職業職業紹介紹介紹介紹介ですのでありませですのでありませですのでありませですのでありませんんんんけれども、年けれども、年けれども、年けれども、年 々々々々やややや

っぱりっぱりっぱりっぱり下下下下がっていると、がっていると、がっていると、がっていると、パパパパーーーートの金トの金トの金トの金額額額額がががが下下下下がっているがっているがっているがっている気気気気がしますと、がしますと、がしますと、がしますと、統統統統計計計計的なものは的なものは的なものは的なものはわわわわかかかか

りませりませりませりませんんんんが、が、が、が、相相相相談談談談を受けていて、そを受けていて、そを受けていて、そを受けていて、そんんんんなななな気気気気がしますと言がしますと言がしますと言がしますと言わわわわれております。れております。れております。れております。

そういうそういうそういうそういう意意意意味味味味では、できれば本当に国として一では、できれば本当に国として一では、できれば本当に国として一では、できれば本当に国として一律律律律の最の最の最の最低低低低賃賃賃賃金制にしてもらって、それで金制にしてもらって、それで金制にしてもらって、それで金制にしてもらって、それで

１１１１，，，，０００円の０００円の０００円の０００円の時時時時給給給給というのをというのをというのをというのを確立確立確立確立をしていただく。をしていただく。をしていただく。をしていただく。税税税税収収収収からからからから見見見見ましてもましてもましてもましても十分十分十分十分採採採採算算算算がががが合合合合うううう

と思いますし、いろいろなと思いますし、いろいろなと思いますし、いろいろなと思いますし、いろいろな経済経済経済経済のののの波及波及波及波及効効効効果果果果から考えましても、大から考えましても、大から考えましても、大から考えましても、大変変変変有有有有意意意意義義義義にいくものではにいくものではにいくものではにいくものでは

ないかと思いますので、その点で、産業・雇用振興部長、ないかと思いますので、その点で、産業・雇用振興部長、ないかと思いますので、その点で、産業・雇用振興部長、ないかと思いますので、その点で、産業・雇用振興部長、何何何何かお考えがありましたらおかお考えがありましたらおかお考えがありましたらおかお考えがありましたらお聞聞聞聞

かせをいただきたいと思います。かせをいただきたいと思います。かせをいただきたいと思います。かせをいただきたいと思います。

○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 最最最最低低低低賃賃賃賃金の話ですが、先ほど加金の話ですが、先ほど加金の話ですが、先ほど加金の話ですが、先ほど加納納納納雇用雇用雇用雇用労労労労政政政政課課課課長からも申し上長からも申し上長からも申し上長からも申し上

げたとおりですけれど、いろげたとおりですけれど、いろげたとおりですけれど、いろげたとおりですけれど、いろんんんんなななな仕組み仕組み仕組み仕組みがありますので、国の制度もありますので、そうがありますので、国の制度もありますので、そうがありますので、国の制度もありますので、そうがありますので、国の制度もありますので、そう

いったことをいったことをいったことをいったことを周知周知周知周知する。やはり事業者の方にもごする。やはり事業者の方にもごする。やはり事業者の方にもごする。やはり事業者の方にもご理解理解理解理解いただくことがいただくことがいただくことがいただくことが必必必必要になってくるか要になってくるか要になってくるか要になってくるか

と思います。と思います。と思います。と思います。

委員がおっし委員がおっし委員がおっし委員がおっしゃゃゃゃられたように、今、られたように、今、られたように、今、られたように、今、投投投投資資資資、雇用、、雇用、、雇用、、雇用、消費消費消費消費が県が県が県が県内内内内で回ることをで回ることをで回ることをで回ることを目目目目指指指指して、して、して、して、何何何何

とか活性とか活性とか活性とか活性化化化化しようというしようというしようというしようという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おりますので、しっかりとめておりますので、しっかりとめておりますので、しっかりとめておりますので、しっかりと取取取取りりりり組ん組ん組ん組んでいきたいでいきたいでいきたいでいきたい

と思っております。と思っております。と思っております。と思っております。以以以以上です。上です。上です。上です。

○猪奥委員○猪奥委員○猪奥委員○猪奥委員 新エネルギ新エネルギ新エネルギ新エネルギーーーー・再生・再生・再生・再生可可可可能能能能エネルギエネルギエネルギエネルギーーーーについておについておについておについてお伺伺伺伺いしたいのですけれども、いしたいのですけれども、いしたいのですけれども、いしたいのですけれども、

６月議会で質問したときは、６月議会で質問したときは、６月議会で質問したときは、６月議会で質問したときは、節節節節電電電電協協協協議会がもう議会がもう議会がもう議会がもうじじじじきできるから、そこできできるから、そこできできるから、そこできできるから、そこで自然エネルギ自然エネルギ自然エネルギ自然エネルギーーーーにににに

ついてもついてもついてもついても協協協協議する、だから関議する、だから関議する、だから関議する、だから関西西西西電電電電力力力力のののの社社社社長にも入っていただという長にも入っていただという長にも入っていただという長にも入っていただという知知知知事答事答事答事答弁弁弁弁をいただいたをいただいたをいただいたをいただいた

のですが、先ほどのお話でしたらのですが、先ほどのお話でしたらのですが、先ほどのお話でしたらのですが、先ほどのお話でしたらワワワワーキーキーキーキンンンンググルググルググルググルーーーープをつくってそこですると。プをつくってそこですると。プをつくってそこですると。プをつくってそこですると。節節節節電電電電協協協協議議議議

会について、この間、２回会について、この間、２回会について、この間、２回会について、この間、２回目目目目の会の会の会の会合合合合の議事の議事の議事の議事録録録録をををを見見見見ましたけれども、ましたけれども、ましたけれども、ましたけれども、自然エネルギ自然エネルギ自然エネルギ自然エネルギーーーーとか再とか再とか再とか再

生生生生可可可可能能能能エネルギエネルギエネルギエネルギーーーーとかという話は一つも出てこずに、ずっととかという話は一つも出てこずに、ずっととかという話は一つも出てこずに、ずっととかという話は一つも出てこずに、ずっと節節節節電の話をしていたと。電の話をしていたと。電の話をしていたと。電の話をしていたと。ちょちょちょちょ

っとっとっとっと知知知知事答事答事答事答弁弁弁弁もももも何何何何だったのかと今となれば思うのですけれども、それについてだったのかと今となれば思うのですけれども、それについてだったのかと今となれば思うのですけれども、それについてだったのかと今となれば思うのですけれども、それについて役割役割役割役割分担分担分担分担がががが

あるのかないのかおあるのかないのかおあるのかないのかおあるのかないのかお聞聞聞聞かせいただきたいのと、台風１２号災害かせいただきたいのと、台風１２号災害かせいただきたいのと、台風１２号災害かせいただきたいのと、台風１２号災害復旧復旧復旧復旧対策対策対策対策資資資資金ができました。金ができました。金ができました。金ができました。

これのこれのこれのこれの周知周知周知周知ののの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教教教教えてください。えてください。えてください。えてください。以以以以上２点です。上２点です。上２点です。上２点です。

○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 エネルギエネルギエネルギエネルギーーーーの関係ですけれども、の関係ですけれども、の関係ですけれども、の関係ですけれども、節節節節電電電電協協協協議会とは一応議会とは一応議会とは一応議会とは一応立ち立ち立ち立ち上上上上

げて、げて、げて、げて、夏夏夏夏のののの節節節節電を最大電を最大電を最大電を最大テーマテーマテーマテーマということで、これまでということで、これまでということで、これまでということで、これまで取取取取りりりり組ん組ん組ん組んできました。できました。できました。できました。

先ほど阪口委員のご質問にありましたように、先ほど阪口委員のご質問にありましたように、先ほど阪口委員のご質問にありましたように、先ほど阪口委員のご質問にありましたように、需需需需要と要と要と要と供供供供給給給給のののの両両両両方の方の方の方の立場立場立場立場からからからから物物物物事を考え事を考え事を考え事を考え

ていこうということで、今後、ていこうということで、今後、ていこうということで、今後、ていこうということで、今後、節節節節電電電電協協協協議会はこのまま議議会はこのまま議議会はこのまま議議会はこのまま議論論論論をしていこうと思っておりますをしていこうと思っておりますをしていこうと思っておりますをしていこうと思っております

が、そのが、そのが、そのが、その分分分分をできればをできればをできればをできれば需需需需要の方に要の方に要の方に要の方に比比比比重重重重をををを移移移移し、つまり、例えばし、つまり、例えばし、つまり、例えばし、つまり、例えば節節節節電も入ってきますけれど電も入ってきますけれど電も入ってきますけれど電も入ってきますけれど
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も、も、も、も、節節節節電の電の電の電のスタスタスタスタイイイイルルルルと、そういったことを議と、そういったことを議と、そういったことを議と、そういったことを議論論論論をするということになろうかと思っておりをするということになろうかと思っておりをするということになろうかと思っておりをするということになろうかと思っており

ます。ます。ます。ます。

それだけでは、今度はそれだけでは、今度はそれだけでは、今度はそれだけでは、今度は供供供供給給給給側側側側がががが必必必必要になってまいりますので、その部要になってまいりますので、その部要になってまいりますので、その部要になってまいりますので、その部分分分分についてはについてはについてはについては研究研究研究研究

会という会という会という会という形形形形をををを立ち立ち立ち立ち上げたり、上げたり、上げたり、上げたり、ワワワワーキーキーキーキンンンンググルググルググルググルーーーープをつくって、そこでプをつくって、そこでプをつくって、そこでプをつくって、そこで具体具体具体具体的な的な的な的な検討検討検討検討をするをするをするをする

仕組み仕組み仕組み仕組みにしたいと思っています。にしたいと思っています。にしたいと思っています。にしたいと思っています。

知知知知事もそういうこと、もともといろ事もそういうこと、もともといろ事もそういうこと、もともといろ事もそういうこと、もともといろんんんんなことを、なことを、なことを、なことを、節節節節電電電電協協協協議会一発でやるのか、そういう議会一発でやるのか、そういう議会一発でやるのか、そういう議会一発でやるのか、そういう

グルグルグルグルーーーープでやるのかまではプでやるのかまではプでやるのかまではプでやるのかまでは具体具体具体具体の議の議の議の議論論論論をしていませをしていませをしていませをしていませんんんんでしたので、これからでしたので、これからでしたので、これからでしたので、これからちょちょちょちょっとやっっとやっっとやっっとやっ

ていく方ていく方ていく方ていく方向向向向で考えております。で考えております。で考えております。で考えております。以以以以上です。上です。上です。上です。

○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 台風１２号の災害台風１２号の災害台風１２号の災害台風１２号の災害復旧復旧復旧復旧資資資資金についての金についての金についての金についての周知周知周知周知方方方方法法法法についてのご質問でについてのご質問でについてのご質問でについてのご質問で

ございます。ございます。ございます。ございます。

スタースタースタースタートそのものは、９月２０日からとなっております。それに先トそのものは、９月２０日からとなっております。それに先トそのものは、９月２０日からとなっております。それに先トそのものは、９月２０日からとなっております。それに先立ち立ち立ち立ちまして、今度のまして、今度のまして、今度のまして、今度の

金金金金曜曜曜曜日に金日に金日に金日に金融融融融機関を機関を機関を機関を集集集集めまして説明会をめまして説明会をめまして説明会をめまして説明会を開催開催開催開催をさせていただきたいと思っております。をさせていただきたいと思っております。をさせていただきたいと思っております。をさせていただきたいと思っております。

このこのこのこの資資資資金の対金の対金の対金の対象象象象というのが、災害というのが、災害というのが、災害というのが、災害救救救救助助助助法法法法のののの適適適適用になります１０用になります１０用になります１０用になります１０市町村市町村市町村市町村の事業者の方の事業者の方の事業者の方の事業者の方 々々々々、、、、

そこに事業所そこに事業所そこに事業所そこに事業所等等等等 々々々々がある方がある方がある方がある方 々々々々でございます。また、いろいろなでございます。また、いろいろなでございます。また、いろいろなでございます。また、いろいろな形形形形で被害を受けた方というで被害を受けた方というで被害を受けた方というで被害を受けた方という

ことでございますので、あることでございますので、あることでございますので、あることでございますので、ある意意意意味味味味、、、、限限限限定的な定的な定的な定的な形形形形になるのかと考えておりますが、いずれにになるのかと考えておりますが、いずれにになるのかと考えておりますが、いずれにになるのかと考えておりますが、いずれに

いたしましても、いたしましても、いたしましても、いたしましても、通常通常通常通常、、、、商工商工商工商工会会会会等等等等からからからから情情情情報提報提報提報提供供供供をやらせていただきたいと思いますし、関をやらせていただきたいと思いますし、関をやらせていただきたいと思いますし、関をやらせていただきたいと思いますし、関

係の係の係の係の市町村市町村市町村市町村のののの商工商工商工商工関係の関係の関係の関係の担担担担当部当部当部当部局局局局からのからのからのからの周知周知周知周知もももも行わ行わ行わ行わせていただくと。あせていただくと。あせていただくと。あせていただくと。あわわわわせまして、県でせまして、県でせまして、県でせまして、県で

はもはもはもはもちちちちろろろろんんんんホホホホームームームームペペペペーーーージを使ってジを使ってジを使ってジを使って周知周知周知周知をををを行わ行わ行わ行わせていただきたい。そして、当せていただきたい。そして、当せていただきたい。そして、当せていただきたい。そして、当然然然然のことながのことながのことながのことなが

ら地ら地ら地ら地元元元元の金の金の金の金融融融融機関では、そういったような機関では、そういったような機関では、そういったような機関では、そういったような資資資資金金金金需需需需要というのが要というのが要というのが要というのが中小中小中小中小企企企企業者の方からござい業者の方からござい業者の方からござい業者の方からござい

ますので、そのあたりますので、そのあたりますので、そのあたりますので、そのあたり積積積積極極極極的な的な的な的なＰＲＰＲＰＲＰＲをこの金をこの金をこの金をこの金曜曜曜曜日にはお願いをしたいと、このように考え日にはお願いをしたいと、このように考え日にはお願いをしたいと、このように考え日にはお願いをしたいと、このように考え

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。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○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。

質問をしたのは６月２８日だったかと思います。その前の質問をしたのは６月２８日だったかと思います。その前の質問をしたのは６月２８日だったかと思います。その前の質問をしたのは６月２８日だったかと思います。その前の理理理理事者との説明の事者との説明の事者との説明の事者との説明の中中中中でもそうでもそうでもそうでもそう

いう話だったのですけれど、それから３いう話だったのですけれど、それから３いう話だったのですけれど、それから３いう話だったのですけれど、それから３カカカカ月もたっているのに、まだ、どこの月もたっているのに、まだ、どこの月もたっているのに、まだ、どこの月もたっているのに、まだ、どこのステーステーステーステージでジでジでジで

話をするのか話をするのか話をするのか話をするのかわわわわからない、やります、やりますって、早く整からない、やります、やりますって、早く整からない、やります、やりますって、早く整からない、やります、やりますって、早く整理理理理をして話ををして話ををして話ををして話を進進進進めていっていめていっていめていっていめていってい

ただきたいと思います。ただきたいと思います。ただきたいと思います。ただきたいと思います。

それと、県の対策それと、県の対策それと、県の対策それと、県の対策資資資資金の金の金の金の周知周知周知周知のののの仕仕仕仕方ですけれども、方ですけれども、方ですけれども、方ですけれども、常常常常に言に言に言に言わわわわれていることですけれども、れていることですけれども、れていることですけれども、れていることですけれども、

奈良県の奈良県の奈良県の奈良県のホホホホームームームームペペペペーーーージはジはジはジは非常非常非常非常にににに見見見見にくい、にくい、にくい、にくい、ＰＤＰＤＰＤＰＤＦＦＦＦが一が一が一が一括括括括で上がっているだけだ。これは今で上がっているだけだ。これは今で上がっているだけだ。これは今で上がっているだけだ。これは今

回の災害のときもそうでして、報道回の災害のときもそうでして、報道回の災害のときもそうでして、報道回の災害のときもそうでして、報道資料資料資料資料がそのまま一がそのまま一がそのまま一がそのまま一括ＰＤ括ＰＤ括ＰＤ括ＰＤＦＦＦＦになって上がっている。になって上がっている。になって上がっている。になって上がっている。同同同同

じじじじようにようにようにように和和和和歌歌歌歌山県の方が被害が山県の方が被害が山県の方が被害が山県の方が被害がひひひひどかったのですけれども、どかったのですけれども、どかったのですけれども、どかったのですけれども、和和和和歌歌歌歌山県の対策本部の山県の対策本部の山県の対策本部の山県の対策本部のホホホホームームームーム
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ペペペペーーーージをジをジをジを見見見見ますと、道ますと、道ますと、道ますと、道路路路路は今こういう状況です、は今こういう状況です、は今こういう状況です、は今こういう状況です、困困困困ってる人はここに電話してくださいと、ってる人はここに電話してくださいと、ってる人はここに電話してくださいと、ってる人はここに電話してくださいと、

ユーユーユーユーザザザザーーーー側側側側、被害に、被害に、被害に、被害に遭遭遭遭っているっているっているっている側側側側、、、、支支支支援援援援にににに行行行行きたいきたいきたいきたい側側側側のののの目目目目線線線線にににに立立立立ってってってってホホホホームームームームペペペペーーーージがジがジがジが構構構構築築築築

されていると感されていると感されていると感されていると感じじじじます。ます。ます。ます。

ですから、産業・雇用振興部の、どこのですから、産業・雇用振興部の、どこのですから、産業・雇用振興部の、どこのですから、産業・雇用振興部の、どこの課課課課になるのでしたっけ、そこのになるのでしたっけ、そこのになるのでしたっけ、そこのになるのでしたっけ、そこのホホホホームームームームペペペペーーーージにジにジにジに

行行行行かないとかないとかないとかないと見見見見れないれないれないれない資料資料資料資料ではなくて、対策本部のではなくて、対策本部のではなくて、対策本部のではなくて、対策本部の中中中中にににに困困困困っているっているっているっている中小中小中小中小企企企企業の方がおられた業の方がおられた業の方がおられた業の方がおられた

らここをらここをらここをらここを見見見見たらいいですというような、たらいいですというような、たらいいですというような、たらいいですというような、困困困困っている方っている方っている方っている方目目目目線線線線のののの周知周知周知周知のののの仕仕仕仕方をしていただきた方をしていただきた方をしていただきた方をしていただきた

いと要望します。いと要望します。いと要望します。いと要望します。

それと、もう１点要望があるのですけれども、この委員会のそれと、もう１点要望があるのですけれども、この委員会のそれと、もう１点要望があるのですけれども、この委員会のそれと、もう１点要望があるのですけれども、この委員会の中中中中でででで競輪競輪競輪競輪事業がずっと事業がずっと事業がずっと事業がずっと取取取取りりりり

上げられてはきていますが、この間、阪口委員の質問にあった上げられてはきていますが、この間、阪口委員の質問にあった上げられてはきていますが、この間、阪口委員の質問にあった上げられてはきていますが、この間、阪口委員の質問にあった協協協協議会ですか、議会ですか、議会ですか、議会ですか、ワワワワーキーキーキーキンンンンググググ

チチチチームームームームですか、ですか、ですか、ですか、検討検討検討検討会ですか、があったのを事後の会ですか、があったのを事後の会ですか、があったのを事後の会ですか、があったのを事後の新新新新聞聞聞聞報道で報道で報道で報道で知知知知りました。そういったこりました。そういったこりました。そういったこりました。そういったこ

とがあるのでしたら、事前にとがあるのでしたら、事前にとがあるのでしたら、事前にとがあるのでしたら、事前に教教教教えていただければえていただければえていただければえていただければ傍聴傍聴傍聴傍聴にににに行行行行けたのにと思いました。そういけたのにと思いました。そういけたのにと思いました。そういけたのにと思いました。そうい

うのは議員を入れないでするものでしうのは議員を入れないでするものでしうのは議員を入れないでするものでしうのは議員を入れないでするものでしょょょょうけれども、ここでご報告をいただくのではなくうけれども、ここでご報告をいただくのではなくうけれども、ここでご報告をいただくのではなくうけれども、ここでご報告をいただくのではなく

て、生に現て、生に現て、生に現て、生に現場場場場でででで見見見見れたらいいのではないかと思いました。なので今度あったられたらいいのではないかと思いました。なので今度あったられたらいいのではないかと思いました。なので今度あったられたらいいのではないかと思いました。なので今度あったら教教教教えていたえていたえていたえていた

だきたいと思います。だきたいと思います。だきたいと思います。だきたいと思います。以以以以上です。上です。上です。上です。

○神田委員○神田委員○神田委員○神田委員 ２～３、関連も入れて質問をさせていただきたいと思います。２～３、関連も入れて質問をさせていただきたいと思います。２～３、関連も入れて質問をさせていただきたいと思います。２～３、関連も入れて質問をさせていただきたいと思います。

まず、質問をさせていただく前に、皆さまず、質問をさせていただく前に、皆さまず、質問をさせていただく前に、皆さまず、質問をさせていただく前に、皆さんんんんもおっしもおっしもおっしもおっしゃゃゃゃっておられますように、今回の台っておられますように、今回の台っておられますように、今回の台っておられますように、今回の台

風１２号に関する南部地域の被害の大きさには風１２号に関する南部地域の被害の大きさには風１２号に関する南部地域の被害の大きさには風１２号に関する南部地域の被害の大きさには驚驚驚驚いております。いております。いております。いております。午午午午前前前前中中中中の委員会でも申しの委員会でも申しの委員会でも申しの委員会でも申し

ていたのですけれども、南部振興議員連ていたのですけれども、南部振興議員連ていたのですけれども、南部振興議員連ていたのですけれども、南部振興議員連盟盟盟盟のののの中中中中でででで北北北北海海海海道の道の道の道の新新新新十十十十津津津津川村川村川村川村、今は、今は、今は、今は町町町町ですけれど、ですけれど、ですけれど、ですけれど、

あそこのあそこのあそこのあそこの創創創創立立立立１２０１２０１２０１２０周周周周年という年という年という年という記記記記念念念念式典式典式典式典に出に出に出に出席席席席させていただいたのです。そのときに１２させていただいたのです。そのときに１２させていただいたのです。そのときに１２させていただいたのです。そのときに１２

０年前の、明０年前の、明０年前の、明０年前の、明治治治治２２年の大水害、大被害で、そのときのご２２年の大水害、大被害で、そのときのご２２年の大水害、大被害で、そのときのご２２年の大水害、大被害で、そのときのご苦苦苦苦労労労労をいろいろをいろいろをいろいろをいろいろ聞聞聞聞かせていただかせていただかせていただかせていただ

いておりまして、本当にいておりまして、本当にいておりまして、本当にいておりまして、本当に複雑複雑複雑複雑な思いでな思いでな思いでな思いで帰帰帰帰ってまいりましたけれども。それから今のこの状ってまいりましたけれども。それから今のこの状ってまいりましたけれども。それから今のこの状ってまいりましたけれども。それから今のこの状

況、本当に況、本当に況、本当に況、本当に何何何何かかかか十十十十津津津津川村川村川村川村の皆様にはの皆様にはの皆様にはの皆様には何何何何てててて声声声声をかけさせてもらったらいいのかとの思いで日をかけさせてもらったらいいのかとの思いで日をかけさせてもらったらいいのかとの思いで日をかけさせてもらったらいいのかとの思いで日

ごろのごろのごろのごろのニュースニュースニュースニュースをををを見見見見ております。ております。ております。ております。

地地地地元元元元にににに寄寄寄寄せていただくのが本せていただくのが本せていただくのが本せていただくのが本意意意意でしでしでしでしょょょょうけれども、かえってうけれども、かえってうけれども、かえってうけれども、かえって迷惑迷惑迷惑迷惑かなとの思いもあって、かなとの思いもあって、かなとの思いもあって、かなとの思いもあって、

知知知知人の方にお電話をしたりして人の方にお電話をしたりして人の方にお電話をしたりして人の方にお電話をしたりして聞聞聞聞かせていただいているかせていただいているかせていただいているかせていただいている中中中中でございますので、松尾委員、でございますので、松尾委員、でございますので、松尾委員、でございますので、松尾委員、

地地地地元元元元で、その思いというのは本当にで、その思いというのは本当にで、その思いというのは本当にで、その思いというのは本当に私私私私たたたたち以ち以ち以ち以上の思いを上の思いを上の思いを上の思いを持持持持っておられると思いますし、県っておられると思いますし、県っておられると思いますし、県っておられると思いますし、県

民民民民の一人としてやっぱり一日も早く日の一人としてやっぱり一日も早く日の一人としてやっぱり一日も早く日の一人としてやっぱり一日も早く日常常常常の生活をの生活をの生活をの生活を取取取取りりりり戻戻戻戻されるように、一されるように、一されるように、一されるように、一層層層層の皆さの皆さの皆さの皆さんんんんのののの頑頑頑頑

張張張張りをお願いしておきたいと、そりをお願いしておきたいと、そりをお願いしておきたいと、そりをお願いしておきたいと、そんんんんななななふふふふうに思います。うに思います。うに思います。うに思います。

テレビテレビテレビテレビでででで見見見見ておりましたら、あるておりましたら、あるておりましたら、あるておりましたら、あるコメコメコメコメンンンンテーターテーターテーターテーターが、が、が、が、紀伊半島紀伊半島紀伊半島紀伊半島は風水害には風水害には風水害には風水害に強強強強いいいい半島半島半島半島だとだとだとだと

今まで今まで今まで今まで認識認識認識認識していたけれどというしていたけれどというしていたけれどというしていたけれどというコメコメコメコメントがありましたけれども、さっきントがありましたけれども、さっきントがありましたけれども、さっきントがありましたけれども、さっき知知知知事の言事の言事の言事の言葉葉葉葉で、で、で、で、
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強強強強いいいい紀伊半島紀伊半島紀伊半島紀伊半島という言という言という言という言葉葉葉葉をををを聞聞聞聞かせていただきましたので、かせていただきましたので、かせていただきましたので、かせていただきましたので、改改改改めてそういうことも再めてそういうことも再めてそういうことも再めてそういうことも再認識認識認識認識、、、、

そうして本当に、そうして本当に、そうして本当に、そうして本当に、断断断断腸腸腸腸の思いでの思いでの思いでの思いで聞聞聞聞かせていただいておりましたし、一かせていただいておりましたし、一かせていただいておりましたし、一かせていただいておりましたし、一層層層層のののの取取取取りりりり組み組み組み組みをしてをしてをしてをして

いただきたいということをいただきたいということをいただきたいということをいただきたいということを重ね重ね重ね重ねてお願いをしておきたいと思います。てお願いをしておきたいと思います。てお願いをしておきたいと思います。てお願いをしておきたいと思います。

そそそそんんんんなななな中中中中で、で、で、で、ちょちょちょちょっとっとっとっと気気気気になったこととして、よくになったこととして、よくになったこととして、よくになったこととして、よく土砂土砂土砂土砂ダダダダムムムムというのが出てまいりましというのが出てまいりましというのが出てまいりましというのが出てまいりまし

て、それは今、どて、それは今、どて、それは今、どて、それは今、どんんんんな状況なのだろうかと、これをここで質問しようかと思ったら、それな状況なのだろうかと、これをここで質問しようかと思ったら、それな状況なのだろうかと、これをここで質問しようかと思ったら、それな状況なのだろうかと、これをここで質問しようかと思ったら、それ

はこの委員会とはこの委員会とはこの委員会とはこの委員会と違違違違いますよと言いますよと言いますよと言いますよと言わわわわれたのですけれども、れたのですけれども、れたのですけれども、れたのですけれども、ヘリコヘリコヘリコヘリコププププターターターターにににに乗乗乗乗ってってってって見見見見ていただていただていただていただ

いている部長もいておられるし、いている部長もいておられるし、いている部長もいておられるし、いている部長もいておられるし、わわわわかるところでかるところでかるところでかるところで結構結構結構結構です。もう本当にです。もう本当にです。もう本当にです。もう本当に雨雨雨雨がががが降降降降らないようらないようらないようらないよう

にと、あのにと、あのにと、あのにと、あの土砂土砂土砂土砂ダダダダムムムムがあるがあるがあるがある程程程程度度度度解決解決解決解決できるまでは、どうできるまでは、どうできるまでは、どうできるまでは、どうぞぞぞぞ雨雨雨雨よよよよ降降降降らないでと、そらないでと、そらないでと、そらないでと、そんんんんなななな祈祈祈祈りりりり

にもにもにもにも似似似似たたたた気気気気持ち持ち持ち持ちでででで毎毎毎毎日日日日過過過過ごしているごしているごしているごしている中中中中で、もし、で、もし、で、もし、で、もし、わわわわかるかるかるかる範囲範囲範囲範囲であれば、ここの部であれば、ここの部であれば、ここの部であれば、ここの部署署署署ではなではなではなではな

いかもしれないけれどいかもしれないけれどいかもしれないけれどいかもしれないけれど聞聞聞聞かせていただきたい、それができなかったら松尾委員にかせていただきたい、それができなかったら松尾委員にかせていただきたい、それができなかったら松尾委員にかせていただきたい、それができなかったら松尾委員に聞聞聞聞いた方いた方いた方いた方

がいいかとの思いもしておりますので、よろしくお願いします。がいいかとの思いもしておりますので、よろしくお願いします。がいいかとの思いもしておりますので、よろしくお願いします。がいいかとの思いもしておりますので、よろしくお願いします。

それと、先ほど、これも松尾委員から出ておりましたけれども、プそれと、先ほど、これも松尾委員から出ておりましたけれども、プそれと、先ほど、これも松尾委員から出ておりましたけれども、プそれと、先ほど、これも松尾委員から出ておりましたけれども、プレミアム商品券レミアム商品券レミアム商品券レミアム商品券につにつにつにつ

いて、もう一回、いて、もう一回、いて、もう一回、いて、もう一回、改改改改めてめてめてめて教教教教えていただきたい。えていただきたい。えていただきたい。えていただきたい。

これを使うにはこれを使うにはこれを使うにはこれを使うには商店商店商店商店、会、会、会、会社社社社、お、お、お、お店店店店の方も会員になっておかなければいけないということの方も会員になっておかなければいけないということの方も会員になっておかなければいけないということの方も会員になっておかなければいけないということ

なのですよなのですよなのですよなのですよねねねね。この会員になるには。この会員になるには。この会員になるには。この会員になるには何何何何かいろいろかいろいろかいろいろかいろいろ条条条条件件件件があるのでしがあるのでしがあるのでしがあるのでしょょょょうか。このうか。このうか。このうか。この商品券商品券商品券商品券はははは

地地地地元元元元でないと使えないのか、それとも県でないと使えないのか、それとも県でないと使えないのか、それとも県でないと使えないのか、それとも県内内内内だったらいいのか、だったらいいのか、だったらいいのか、だったらいいのか、私私私私は県は県は県は県内内内内でいいというでいいというでいいというでいいという認識認識認識認識

をしていたのですけれど、もをしていたのですけれど、もをしていたのですけれど、もをしていたのですけれど、もちちちちろろろろんんんん自自自自分分分分のののの住住住住んんんんでいるところのおでいるところのおでいるところのおでいるところのお店店店店で使うのが一で使うのが一で使うのが一で使うのが一番番番番いいのいいのいいのいいの

でしでしでしでしょょょょうけれども、そのうけれども、そのうけれども、そのうけれども、その辺ちょ辺ちょ辺ちょ辺ちょっともう一度っともう一度っともう一度っともう一度確認確認確認確認を、とにかくおを、とにかくおを、とにかくおを、とにかくお店店店店側側側側がががが登録登録登録登録するするするする場合場合場合場合につにつにつにつ

いて、いて、いて、いて、何何何何かかかか詳詳詳詳しいことがあればしいことがあればしいことがあればしいことがあれば教教教教えてください。えてください。えてください。えてください。

そしてもう一つは、そしてもう一つは、そしてもう一つは、そしてもう一つは、耳耳耳耳成高成高成高成高校跡校跡校跡校跡の農産の農産の農産の農産物直物直物直物直売売売売所、これは事業主所、これは事業主所、これは事業主所、これは事業主体体体体ががががＪＡＪＡＪＡＪＡということはもということはもということはもということはも

うううう承承承承知知知知しておりますけれども、県としてもいろいろとしておりますけれども、県としてもいろいろとしておりますけれども、県としてもいろいろとしておりますけれども、県としてもいろいろと側側側側面面面面から応から応から応から応援援援援をしていかれると思いをしていかれると思いをしていかれると思いをしていかれると思い

ますし、また、ますし、また、ますし、また、ますし、また、ＪＡＪＡＪＡＪＡの方で今も農産の方で今も農産の方で今も農産の方で今も農産物物物物の出の出の出の出店店店店者などを者などを者などを者などを募集募集募集募集しておられるというのも、このしておられるというのも、このしておられるというのも、このしておられるというのも、この

間、間、間、間、ＪＡＪＡＪＡＪＡのののの冊冊冊冊子で子で子で子で見見見見たのですけれども、そのたのですけれども、そのたのですけれども、そのたのですけれども、その辺辺辺辺、、、、わわわわかるかるかるかる範囲範囲範囲範囲というのか、応というのか、応というのか、応というのか、応援援援援はこういうはこういうはこういうはこういう

分分分分野で応野で応野で応野で応援援援援していくというところの、していくというところの、していくというところの、していくというところの、進捗進捗進捗進捗状況状況状況状況みみみみたいなものがあればたいなものがあればたいなものがあればたいなものがあれば教教教教えてください。こえてください。こえてください。こえてください。こ

の３つです。の３つです。の３つです。の３つです。

○冨岡農林部長○冨岡農林部長○冨岡農林部長○冨岡農林部長 本日の本日の本日の本日の資料「資料「資料「資料「台風１２号災害による被害の状況と県の対応について台風１２号災害による被害の状況と県の対応について台風１２号災害による被害の状況と県の対応について台風１２号災害による被害の状況と県の対応について」」」」１１１１

５５５５ペペペペーーーージ、ジ、ジ、ジ、河河河河川川川川等等等等被害の状況被害の状況被害の状況被害の状況等等等等の１の１の１の１番番番番目目目目で、県の対応方で、県の対応方で、県の対応方で、県の対応方針針針針とととと書書書書いてございます。いてございます。いてございます。いてございます。

１５１５１５１５ペペペペーーーージ、ジ、ジ、ジ、資料資料資料資料がががが膨膨膨膨大なので多大なので多大なので多大なので多分分分分はしはしはしはしょょょょったと思いますので、ったと思いますので、ったと思いますので、ったと思いますので、知知知知っているっているっているっている範囲範囲範囲範囲で。で。で。で。

基基基基本的に本的に本的に本的に土木土木土木土木部などとなり、国部などとなり、国部などとなり、国部などとなり、国土交通土交通土交通土交通省省省省ササササイイイイドドドドでいろいろでいろいろでいろいろでいろいろ取取取取りりりり組み組み組み組みをををを積積積積極極極極的にしていた的にしていた的にしていた的にしていた

だいているのですけれども、ここにだいているのですけれども、ここにだいているのですけれども、ここにだいているのですけれども、ここに書書書書いてございますように、いてございますように、いてございますように、いてございますように、土砂崩落土砂崩落土砂崩落土砂崩落によるによるによるによる河河河河道道道道閉塞閉塞閉塞閉塞、、、、



---- 22224444 ----

土砂土砂土砂土砂ダダダダムムムム７カ７カ７カ７カ所が所が所が所が全全全全閉塞閉塞閉塞閉塞、９、９、９、９カカカカ所が部所が部所が部所が部分分分分閉塞閉塞閉塞閉塞、９月１３日、９月１３日、９月１３日、９月１３日時時時時点でございますけれども。点でございますけれども。点でございますけれども。点でございますけれども。

７カ７カ７カ７カ所の所の所の所の全全全全閉塞閉塞閉塞閉塞箇箇箇箇所のう所のう所のう所のうちちちち、、、、規模規模規模規模の大きい３の大きい３の大きい３の大きい３カカカカ所については、所については、所については、所については、土砂土砂土砂土砂災害災害災害災害防止防止防止防止法法法法、これは、これは、これは、これは

土木土木土木土木部の部の部の部の砂砂砂砂防課防課防課防課で所で所で所で所管管管管していただいております。国していただいております。国していただいております。国していただいております。国土交通土交通土交通土交通省省省省がががが緊急調査緊急調査緊急調査緊急調査をををを実実実実施をしている施をしている施をしている施をしている

と。と。と。と。残残残残りの４りの４りの４りの４カカカカ所について、県が所について、県が所について、県が所について、県が毎毎毎毎日、現地状況を日、現地状況を日、現地状況を日、現地状況を確認確認確認確認し、し、し、し、土砂土砂土砂土砂の状況あるいは水の状況あるいは水の状況あるいは水の状況あるいは水位位位位をををを確確確確

認認認認しているという現在の状況でございます。しているという現在の状況でございます。しているという現在の状況でございます。しているという現在の状況でございます。

このこのこのこの土砂土砂土砂土砂ダダダダムムムムについて、人命のについて、人命のについて、人命のについて、人命の安全安全安全安全が大事でございますので、が大事でございますので、が大事でございますので、が大事でございますので、二二二二次災害の次災害の次災害の次災害の防止防止防止防止にににに向向向向けてけてけてけて

国と県が国と県が国と県が国と県が情情情情報を報を報を報を共共共共有有有有し、し、し、し、監視監視監視監視、、、、警戒警戒警戒警戒、、、、避避避避難体難体難体難体制を制を制を制を確立確立確立確立するために、国、これはするために、国、これはするために、国、これはするために、国、これは近近近近畿畿畿畿地方整地方整地方整地方整

備備備備局局局局になりますが、あになりますが、あになりますが、あになりますが、あわわわわせて大阪の森林せて大阪の森林せて大阪の森林せて大阪の森林管管管管理理理理局局局局のののの技術技術技術技術者、それから県が者、それから県が者、それから県が者、それから県が土木土木土木土木部と農林部で部と農林部で部と農林部で部と農林部で

ございます、ございます、ございます、ございます、土砂土砂土砂土砂ダダダダムムムムに関する対策会議をに関する対策会議をに関する対策会議をに関する対策会議を設設設設立立立立しました。しました。しました。しました。近近近近 々々々々、本日にももう１回、本日にももう１回、本日にももう１回、本日にももう１回目目目目の会の会の会の会

合合合合をををを開開開開こうというので、今こうというので、今こうというので、今こうというので、今調調調調整をさせていただいております。整をさせていただいております。整をさせていただいております。整をさせていただいております。

このこのこのこの中中中中で、もう１点は、これはで、もう１点は、これはで、もう１点は、これはで、もう１点は、これは二二二二次災害と、次災害と、次災害と、次災害と、緊急緊急緊急緊急対応という話を今、対応という話を今、対応という話を今、対応という話を今、取取取取りりりり組み組み組み組みのご報告のご報告のご報告のご報告

ですけれども、あですけれども、あですけれども、あですけれども、あわわわわせてこの前、せてこの前、せてこの前、せてこの前、内内内内閣総閣総閣総閣総理理理理大臣なり大臣なり大臣なり大臣なり鹿鹿鹿鹿野農林水産大臣が野農林水産大臣が野農林水産大臣が野農林水産大臣が来来来来られたときに、られたときに、られたときに、られたときに、

いいいいわわわわゆゆゆゆるるるる深深深深層層層層崩壊崩壊崩壊崩壊といいます、山地災害、といいます、山地災害、といいます、山地災害、といいます、山地災害、根根根根っこよりまだっこよりまだっこよりまだっこよりまだ底底底底にににに土砂土砂土砂土砂、、、、土土土土塊塊塊塊がある。それががある。それががある。それががある。それが

滑滑滑滑っているっているっているっている箇箇箇箇所がかなりあると、大所がかなりあると、大所がかなりあると、大所がかなりあると、大規模崩壊規模崩壊規模崩壊規模崩壊のののの深深深深層層層層崩壊崩壊崩壊崩壊現現現現象象象象がががが起起起起こっていると、これにつこっていると、これにつこっていると、これにつこっていると、これにつ

いて、すいて、すいて、すいて、すぐぐぐぐ今の現今の現今の現今の現行行行行の事業制度での事業制度での事業制度での事業制度で復旧復復旧復復旧復復旧復興ができるのかどうか、それはやや疑問もござい興ができるのかどうか、それはやや疑問もござい興ができるのかどうか、それはやや疑問もござい興ができるのかどうか、それはやや疑問もござい

ます。このます。このます。このます。このメメメメカカカカニニニニズズズズムムムムのののの解解解解明が大事であるということで、明が大事であるということで、明が大事であるということで、明が大事であるということで、知知知知事から事から事から事から内内内内閣総閣総閣総閣総理理理理大臣なり大臣なり大臣なり大臣なり鹿鹿鹿鹿野野野野

農林水産大臣に要望させていただいて、農林水産大臣に要望させていただいて、農林水産大臣に要望させていただいて、農林水産大臣に要望させていただいて、原因原因原因原因究究究究明に明に明に明に努努努努めていくのに国のめていくのに国のめていくのに国のめていくのに国の技術力技術力技術力技術力をおかりしをおかりしをおかりしをおかりし

たいという要望をしております。これについても、またたいという要望をしております。これについても、またたいという要望をしております。これについても、またたいという要望をしております。これについても、また近近近近 々々々々動動動動きあるのかときあるのかときあるのかときあるのかと我我我我 々々々々はははは期期期期待待待待をををを

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。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○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 私私私私には、プには、プには、プには、プレミアム商品券レミアム商品券レミアム商品券レミアム商品券のののの参参参参加加加加店店店店のののの登録登録登録登録条条条条件件件件があるのかどうかとがあるのかどうかとがあるのかどうかとがあるのかどうかと

いうのと、もう一つは、地いうのと、もう一つは、地いうのと、もう一つは、地いうのと、もう一つは、地元元元元でしか使えないのか、あるいは県でしか使えないのか、あるいは県でしか使えないのか、あるいは県でしか使えないのか、あるいは県内内内内で使えるのかというご質で使えるのかというご質で使えるのかというご質で使えるのかというご質

問だったと思います。問だったと思います。問だったと思います。問だったと思います。

基基基基本的には本的には本的には本的には登録登録登録登録のののの条条条条件件件件というのはないと思っていただいてというのはないと思っていただいてというのはないと思っていただいてというのはないと思っていただいて結構結構結構結構です。というのは、もうです。というのは、もうです。というのは、もうです。というのは、もう

飲食飲食飲食飲食店店店店であろうと例えばどであろうと例えばどであろうと例えばどであろうと例えばどんんんんなななな小売店小売店小売店小売店であろうと、大きなであろうと、大きなであろうと、大きなであろうと、大きな店店店店であろうと、どういうところであろうと、どういうところであろうと、どういうところであろうと、どういうところ

であってもであってもであってもであっても結構結構結構結構です。ただ、一つ、対です。ただ、一つ、対です。ただ、一つ、対です。ただ、一つ、対象象象象にならないものがございます。例えば出にならないものがございます。例えば出にならないものがございます。例えば出にならないものがございます。例えば出資資資資とか、とか、とか、とか、

あるいはあるいはあるいはあるいは債債債債務の務の務の務の支支支支払払払払い、こういったものとか、あるいはたばこなどのい、こういったものとか、あるいはたばこなどのい、こういったものとか、あるいはたばこなどのい、こういったものとか、あるいはたばこなどの販販販販売売売売のところ、あるのところ、あるのところ、あるのところ、ある

いは風いは風いは風いは風俗俗俗俗営営営営業業業業法法法法に係るようなもの、また、に係るようなもの、また、に係るようなもの、また、に係るようなもの、また、特特特特定の定の定の定の宗宗宗宗教教教教・・・・政政政政治治治治団団団団体体体体に係るもの、あるいはに係るもの、あるいはに係るもの、あるいはに係るもの、あるいは公公公公

序序序序良良良良俗俗俗俗にににに反反反反するもの、あるいはするもの、あるいはするもの、あるいはするもの、あるいは土土土土地、地、地、地、家屋家屋家屋家屋のののの売売売売買買買買の関係とか、そういったの関係とか、そういったの関係とか、そういったの関係とか、そういった特特特特殊殊殊殊なものはなものはなものはなものは別別別別

でございますけれども、本当にでございますけれども、本当にでございますけれども、本当にでございますけれども、本当に幅幅幅幅広広広広く、いろく、いろく、いろく、いろんんんんなところ、なところ、なところ、なところ、営営営営業所から業所から業所から業所から参参参参加いただいており加いただいており加いただいており加いただいており

ます。ます。ます。ます。石屋石屋石屋石屋やややや散髪屋散髪屋散髪屋散髪屋などもありますし、いろなどもありますし、いろなどもありますし、いろなどもありますし、いろんんんんなところがございます。なところがございます。なところがございます。なところがございます。
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本当にありとあら本当にありとあら本当にありとあら本当にありとあらゆゆゆゆるるるる小小小小さなところにもいろいろ入っていただいてますので、さなところにもいろいろ入っていただいてますので、さなところにもいろいろ入っていただいてますので、さなところにもいろいろ入っていただいてますので、具体具体具体具体的に的に的に的に

どこででもいいとのどこででもいいとのどこででもいいとのどこででもいいとの理解理解理解理解をしていただいてをしていただいてをしていただいてをしていただいて結構結構結構結構だと思います。だと思います。だと思います。だと思います。

それと地それと地それと地それと地元元元元でしか使えないのかということでございますけれども、これは県でしか使えないのかということでございますけれども、これは県でしか使えないのかということでございますけれども、これは県でしか使えないのかということでございますけれども、これは県民民民民のののの消費消費消費消費のののの

拡拡拡拡大を大を大を大を目目目目的としておりますので、県的としておりますので、県的としておりますので、県的としておりますので、県内内内内どこでも使えるということで、大どこでも使えるということで、大どこでも使えるということで、大どこでも使えるということで、大体体体体２～３２～３２～３２～３店店店店ぐぐぐぐらいらいらいらい

はははは参参参参加加加加店店店店舗舗舗舗として今として今として今として今募集募集募集募集をををを募募募募っているところでございます。そういうことでよろしいですっているところでございます。そういうことでよろしいですっているところでございます。そういうことでよろしいですっているところでございます。そういうことでよろしいです

か。か。か。か。

○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 旧旧旧旧耳耳耳耳成高成高成高成高校跡校跡校跡校跡地の農産地の農産地の農産地の農産物物物物の大の大の大の大型型型型直直直直売売売売所の所の所の所の件件件件でございます。でございます。でございます。でございます。

今、奈良県関係今、奈良県関係今、奈良県関係今、奈良県関係課課課課、、、、総総総総務部、農林部、それから務部、農林部、それから務部、農林部、それから務部、農林部、それから観観観観光光光光ササササイイイイドドドド、、、、商商商商業、そういった業、そういった業、そういった業、そういった面面面面ででででＪＡＪＡＪＡＪＡ

と定と定と定と定期期期期的に連的に連的に連的に連絡絡絡絡調調調調整会議を整会議を整会議を整会議を設設設設置置置置いたしまして、いたしまして、いたしまして、いたしまして、調調調調整、整、整、整、情情情情報提報提報提報提供供供供等等等等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

ざいます。ざいます。ざいます。ざいます。

そのそのそのその中中中中で報告を受けているで報告を受けているで報告を受けているで報告を受けている範囲範囲範囲範囲でありますと、現在、でありますと、現在、でありますと、現在、でありますと、現在、支支支支出関係につきましては、出関係につきましては、出関係につきましては、出関係につきましては、基基基基本本本本設設設設

計計計計をををを行行行行いながら大いながら大いながら大いながら大規模小売店規模小売店規模小売店規模小売店舗舗舗舗立立立立地地地地法法法法やややや都都都都市市市市計画計画計画計画法法法法などでなどでなどでなどで必必必必要となってまいります手続を要となってまいります手続を要となってまいります手続を要となってまいります手続を

進進進進めるために、関係機関とめるために、関係機関とめるために、関係機関とめるために、関係機関と協協協協議を議を議を議を行行行行っておられるとのことでございます。っておられるとのことでございます。っておられるとのことでございます。っておられるとのことでございます。

また、また、また、また、直直直直売売売売所に関しましては、委員も先ほどおっし所に関しましては、委員も先ほどおっし所に関しましては、委員も先ほどおっし所に関しましては、委員も先ほどおっしゃゃゃゃっていただきましたけれども、まっていただきましたけれども、まっていただきましたけれども、まっていただきましたけれども、ま

ず地ず地ず地ず地元元元元のののの橿橿橿橿原原原原市市市市からからからから始始始始まりまして、まりまして、まりまして、まりまして、何何何何よりもよりもよりもよりも品品品品ぞぞぞぞろえという点で多くの出ろえという点で多くの出ろえという点で多くの出ろえという点で多くの出荷登録荷登録荷登録荷登録会員を会員を会員を会員を集集集集

めたいとのことでございますので、そういう説明会をめたいとのことでございますので、そういう説明会をめたいとのことでございますので、そういう説明会をめたいとのことでございますので、そういう説明会を開開開開いておられます。これから２月いておられます。これから２月いておられます。これから２月いておられます。これから２月ぐぐぐぐ

らいまでかかるとらいまでかかるとらいまでかかるとらいまでかかると聞聞聞聞いておりますけれども、このいておりますけれども、このいておりますけれども、このいておりますけれども、この場場場場を今後だを今後だを今後だを今後だんんんんだだだだん広ん広ん広ん広めていって、めていって、めていって、めていって、全全全全県そ県そ県そ県そ

ういう説明会をして会員をういう説明会をして会員をういう説明会をして会員をういう説明会をして会員を募集募集募集募集していきたいとのしていきたいとのしていきたいとのしていきたいとの動動動動きでございます。きでございます。きでございます。きでございます。

それから、それから、それから、それから、レスレスレスレストランにつきましても、県トランにつきましても、県トランにつきましても、県トランにつきましても、県内内内内外外外外で、で、で、で、参参参参考となる事例の考となる事例の考となる事例の考となる事例の調査調査調査調査をいたしましをいたしましをいたしましをいたしまし

て、て、て、て、計画計画計画計画のののの具体具体具体具体化化化化をしている状況でございます。をしている状況でございます。をしている状況でございます。をしている状況でございます。

そそそそんんんんなななな中中中中で、で、で、で、私私私私どもといたしましては、もどもといたしましては、もどもといたしましては、もどもといたしましては、もちちちちろろろろんんんん提案者であります提案者であります提案者であります提案者でありますＪＡＪＡＪＡＪＡのそこの部のそこの部のそこの部のそこの部分分分分はははは

尊尊尊尊重重重重しつつ、しつつ、しつつ、しつつ、中中中中南部地域の南部地域の南部地域の南部地域の複複複複合合合合的な活性的な活性的な活性的な活性化化化化のののの拠拠拠拠点というものを点というものを点というものを点というものを目目目目指指指指しているしているしているしているわわわわけでございけでございけでございけでござい

ますので、そういったことをますので、そういったことをますので、そういったことをますので、そういったことを念頭念頭念頭念頭にににに置置置置きながら、きながら、きながら、きながら、直直直直売売売売所につきましては県所につきましては県所につきましては県所につきましては県内内内内の農産の農産の農産の農産物物物物あるあるあるある

いは加いは加いは加いは加工品工品工品工品、、、、特特特特産産産産物物物物、そういったものがもうそこ、そういったものがもうそこ、そういったものがもうそこ、そういったものがもうそこへへへへ行行行行ったらほとったらほとったらほとったらほとんんんんどあるというどあるというどあるというどあるというぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの

ことをことをことをことを目目目目指指指指してやってほしいと思っておりますし、また、してやってほしいと思っておりますし、また、してやってほしいと思っておりますし、また、してやってほしいと思っておりますし、また、周辺周辺周辺周辺のののの既存既存既存既存のののの直直直直売売売売所であります所であります所であります所であります

とかとかとかとか量量量量販販販販店店店店、それらもその地域ということでとらえれば、それらもその地域ということでとらえれば、それらもその地域ということでとらえれば、それらもその地域ということでとらえれば共存共共存共共存共共存共栄栄栄栄できるようなできるようなできるようなできるような形形形形をとってをとってをとってをとって

ほしい、ほしい、ほしい、ほしい、工工工工夫夫夫夫してほしいということをしてほしいということをしてほしいということをしてほしいということを指指指指導、助言を導、助言を導、助言を導、助言を行行行行っているところでございます。っているところでございます。っているところでございます。っているところでございます。将来将来将来将来

的には県が的には県が的には県が的には県が協協協協定を定を定を定を結ん結ん結ん結んでおりますでおりますでおりますでおります直直直直売売売売所、地の所、地の所、地の所、地の味味味味土土土土のののの香香香香のののの旗艦旗艦旗艦旗艦店店店店、、、、リーリーリーリーダダダダーーーーシッシッシッシップを発プを発プを発プを発揮揮揮揮

できるようなできるようなできるようなできるような店店店店にもなっていただきたいということを申し入れているところでございます。にもなっていただきたいということを申し入れているところでございます。にもなっていただきたいということを申し入れているところでございます。にもなっていただきたいということを申し入れているところでございます。

レスレスレスレストランに関しましては、トランに関しましては、トランに関しましては、トランに関しましては、建建建建設設設設、、、、運運運運営営営営に関することや、に関することや、に関することや、に関することや、料料料料理理理理ののののレレレレシシシシピピピピとか、とか、とか、とか、料料料料理理理理のののの面面面面
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におきましてもにおきましてもにおきましてもにおきましても専門家専門家専門家専門家のののの紹介等紹介等紹介等紹介等をををを行行行行ってまいりたいと考えております。ってまいりたいと考えております。ってまいりたいと考えております。ってまいりたいと考えております。

○神田委員○神田委員○神田委員○神田委員 ププププレミアム商品券レミアム商品券レミアム商品券レミアム商品券ははははわわわわかりました。かりました。かりました。かりました。ちょちょちょちょっとっとっとっと聞聞聞聞きききき逃逃逃逃したのですけれど、まだしたのですけれど、まだしたのですけれど、まだしたのですけれど、まだ

まだ加入する、まだ加入する、まだ加入する、まだ加入する、登録登録登録登録するするするする余余余余地はあるのですか。地はあるのですか。地はあるのですか。地はあるのですか。

土砂土砂土砂土砂ダダダダムムムムのののの件件件件は、大は、大は、大は、大変変変変なものです。なものです。なものです。なものです。天天天天気気気気の間にの間にの間にの間にちょちょちょちょっとずつっとずつっとずつっとずつ抜抜抜抜ければいいのかとか、だければいいのかとか、だければいいのかとか、だければいいのかとか、だ

からからからから天天天天気気気気が続いてほしいと思っています。こが続いてほしいと思っています。こが続いてほしいと思っています。こが続いてほしいと思っています。こんんんんなななな難難難難しいことがあるというのは本当に大しいことがあるというのは本当に大しいことがあるというのは本当に大しいことがあるというのは本当に大変変変変

なことですので、この会なことですので、この会なことですので、この会なことですので、この会合合合合をしっかりとをしっかりとをしっかりとをしっかりと重ね重ね重ね重ねながら、一日も早くながら、一日も早くながら、一日も早くながら、一日も早く解決解決解決解決してほしいと思いましてほしいと思いましてほしいと思いましてほしいと思いま

す。す。す。す。

それとそれとそれとそれと耳耳耳耳成高成高成高成高校跡校跡校跡校跡のののの件件件件ですが、今、そういうですが、今、そういうですが、今、そういうですが、今、そういう進捗進捗進捗進捗状況だというのは状況だというのは状況だというのは状況だというのは私私私私ののののわわわわかっているとかっているとかっているとかっていると

ころところところところと同じ同じ同じ同じぐぐぐぐらいかと思っていたのですが、前にも言いましたけれども、らいかと思っていたのですが、前にも言いましたけれども、らいかと思っていたのですが、前にも言いましたけれども、らいかと思っていたのですが、前にも言いましたけれども、福福福福岡県の岡県の岡県の岡県の糸糸糸糸島島島島のののの

道の道の道の道の駅駅駅駅、、、、伊伊伊伊都都都都菜彩菜彩菜彩菜彩にににに行行行行ってきました。そこのってきました。そこのってきました。そこのってきました。そこの店店店店長は長は長は長は和和和和歌歌歌歌山県のめっけも山県のめっけも山県のめっけも山県のめっけもん広場ん広場ん広場ん広場へへへへ１年間１年間１年間１年間修修修修

行行行行にににに行行行行ってってってって勉勉勉勉強強強強したとおっししたとおっししたとおっししたとおっしゃゃゃゃっていましたので、これはめっけもっていましたので、これはめっけもっていましたので、これはめっけもっていましたので、これはめっけもん広場ん広場ん広場ん広場にににに行行行行かないといかないといかないといかないとい

けないと思ってめっけもけないと思ってめっけもけないと思ってめっけもけないと思ってめっけもん広場ん広場ん広場ん広場にもにもにもにも行行行行ってきました。すごいおってきました。すごいおってきました。すごいおってきました。すごいお客客客客ささささんんんんが多いのですけれど、が多いのですけれど、が多いのですけれど、が多いのですけれど、

この２つはこの２つはこの２つはこの２つは全全全全然然然然またまたまたまた雰雰雰雰囲囲囲囲気気気気がががが違違違違って、それって、それって、それって、それぞぞぞぞれのれのれのれの特特特特徴徴徴徴を出しておられると思いながら、今を出しておられると思いながら、今を出しておられると思いながら、今を出しておられると思いながら、今

度の度の度の度の耳耳耳耳成高成高成高成高校跡校跡校跡校跡ももももＪＡＪＡＪＡＪＡですし、そういうところをですし、そういうところをですし、そういうところをですし、そういうところをＪＡＪＡＪＡＪＡ同同同同士士士士でいろでいろでいろでいろんんんんなななな協力協力協力協力をしながらうまをしながらうまをしながらうまをしながらうま

くやっていただけるのかと思ってくやっていただけるのかと思ってくやっていただけるのかと思ってくやっていただけるのかと思って期期期期待待待待をしております。そういうをしております。そういうをしております。そういうをしております。そういう中中中中では、この今の南部地では、この今の南部地では、この今の南部地では、この今の南部地

域の被害、域の被害、域の被害、域の被害、果果果果物物物物にしても野にしても野にしても野にしても野菜菜菜菜にしても早くにしても早くにしても早くにしても早く立ち立ち立ち立ち直直直直っていただいて、っていただいて、っていただいて、っていただいて、全全全全戸戸戸戸がががが耳耳耳耳成高成高成高成高校跡校跡校跡校跡のののの直直直直

売売売売所にしっかりと出していただけるようになってほしいと今思ったのです。所にしっかりと出していただけるようになってほしいと今思ったのです。所にしっかりと出していただけるようになってほしいと今思ったのです。所にしっかりと出していただけるようになってほしいと今思ったのです。

そそそそんんんんなななな中中中中で、で、で、で、私私私私ももももレスレスレスレストランに関しては、やっぱりいろトランに関しては、やっぱりいろトランに関しては、やっぱりいろトランに関しては、やっぱりいろんんんんな思いもな思いもな思いもな思いも持持持持っておりまして、っておりまして、っておりまして、っておりまして、

県も多県も多県も多県も多分持分持分持分持っておられると思うので、そこはっておられると思うので、そこはっておられると思うので、そこはっておられると思うので、そこはＪＡＪＡＪＡＪＡともめずに、すばらしいもの、ともめずに、すばらしいもの、ともめずに、すばらしいもの、ともめずに、すばらしいもの、両両両両方方方方協力協力協力協力

しししし合合合合って、うって、うって、うって、うちちちちはこうしたい、いや、うはこうしたい、いや、うはこうしたい、いや、うはこうしたい、いや、うちちちちはこうやというところがはこうやというところがはこうやというところがはこうやというところがひょひょひょひょっとしてあるかもっとしてあるかもっとしてあるかもっとしてあるかも

わわわわからないけれども、できるだけ平からないけれども、できるだけ平からないけれども、できるだけ平からないけれども、できるだけ平城城城城遷遷遷遷都都都都１３００年１３００年１３００年１３００年祭祭祭祭のときや、この前とかでもいろのときや、この前とかでもいろのときや、この前とかでもいろのときや、この前とかでもいろんんんん

なすばらしいおなすばらしいおなすばらしいおなすばらしいお店店店店が出て、が出て、が出て、が出て、何何何何という事業かという事業かという事業かという事業か忘忘忘忘れたけれど、そういうこともあるので、それたけれど、そういうこともあるので、それたけれど、そういうこともあるので、それたけれど、そういうこともあるので、そんんんん

なこともなこともなこともなことも頭頭頭頭に入れながら、に入れながら、に入れながら、に入れながら、レスレスレスレストランだけでもトランだけでもトランだけでもトランだけでも行行行行きたいと言きたいと言きたいと言きたいと言わわわわれるような、そういうものれるような、そういうものれるような、そういうものれるような、そういうもの

をつくってほしいと、そをつくってほしいと、そをつくってほしいと、そをつくってほしいと、そんんんんな思いでおりますので、これからまたな思いでおりますので、これからまたな思いでおりますので、これからまたな思いでおりますので、これからまた見見見見守守守守っていきたい。当っていきたい。当っていきたい。当っていきたい。当初初初初

は平成２６年は平成２６年は平成２６年は平成２６年オオオオーーーープンということでしたけれども、１年早くなって平成２５年ということプンということでしたけれども、１年早くなって平成２５年ということプンということでしたけれども、１年早くなって平成２５年ということプンということでしたけれども、１年早くなって平成２５年ということ

なので、そういうなので、そういうなので、そういうなので、そういう意意意意味味味味ではではではでは急急急急がれると思いますので、がれると思いますので、がれると思いますので、がれると思いますので、ぜひぜひぜひぜひまたそこのところまたそこのところまたそこのところまたそこのところ協力協力協力協力しししし合合合合って、って、って、って、

よろしくお願いしたいと思います。よろしくお願いしたいと思います。よろしくお願いしたいと思います。よろしくお願いしたいと思います。

○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 ププププレミアム商品券レミアム商品券レミアム商品券レミアム商品券、、、、参参参参加加加加店店店店の申しの申しの申しの申し込込込込み期み期み期み期間でございますけれども、間でございますけれども、間でございますけれども、間でございますけれども、

先ほども松尾委員の回答の先ほども松尾委員の回答の先ほども松尾委員の回答の先ほども松尾委員の回答の中中中中で申し上げましたが、９月２０日までが一応で申し上げましたが、９月２０日までが一応で申し上げましたが、９月２０日までが一応で申し上げましたが、９月２０日までが一応期期期期限限限限となっておとなっておとなっておとなってお

りますので、まだ受けりますので、まだ受けりますので、まだ受けりますので、まだ受け付付付付けを、どけを、どけを、どけを、どんんんんどどどどんんんんさせていただいておりますので、よろしくお願いさせていただいておりますので、よろしくお願いさせていただいておりますので、よろしくお願いさせていただいておりますので、よろしくお願い
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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。

○神田委員○神田委員○神田委員○神田委員 数数数数にはにはにはには限限限限定などはないのですか。定などはないのですか。定などはないのですか。定などはないのですか。

○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 いや、いや、いや、いや、数数数数にににに限限限限定はありませ定はありませ定はありませ定はありませんんんん。たくさ。たくさ。たくさ。たくさんんんんある方がいいと思っておりある方がいいと思っておりある方がいいと思っておりある方がいいと思っており

ますので。ますので。ますので。ますので。

それで、一応申それで、一応申それで、一応申それで、一応申込込込込先につきましては、奈良県のプ先につきましては、奈良県のプ先につきましては、奈良県のプ先につきましては、奈良県のプレミアム商品券コーレミアム商品券コーレミアム商品券コーレミアム商品券コールセルセルセルセンンンンターターターターとなっとなっとなっとなっ

ておりまして、これはておりまして、これはておりまして、これはておりまして、これは詳詳詳詳しくはしくはしくはしくは専専専専用の用の用の用のホホホホームームームームペペペペーーーージがありますので、それをごらジがありますので、それをごらジがありますので、それをごらジがありますので、それをごらんんんんいただいただいただいただ

くか、くか、くか、くか、チチチチララララシ等シ等シ等シ等にもにもにもにも載載載載っておりますのでごらっておりますのでごらっておりますのでごらっておりますのでごらんんんん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。

○神田委員○神田委員○神田委員○神田委員 このこのこのこの登録登録登録登録を、を、を、を、結構知結構知結構知結構知らない人が多いのです。らない人が多いのです。らない人が多いのです。らない人が多いのです。

○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 そうですそうですそうですそうですねねねね。それと、予。それと、予。それと、予。それと、予約約約約申し申し申し申し込込込込みみみみというというというという形形形形で今やっておりまして、で今やっておりまして、で今やっておりまして、で今やっておりまして、

ちょちょちょちょっとっとっとっとＰＲＰＲＰＲＰＲになりますけれども、９月１日から今月いっぱい予になりますけれども、９月１日から今月いっぱい予になりますけれども、９月１日から今月いっぱい予になりますけれども、９月１日から今月いっぱい予約約約約受け受け受け受け付付付付けということでけということでけということでけということで

やっております。きのう現在ですけれどもやっております。きのう現在ですけれどもやっております。きのう現在ですけれどもやっております。きのう現在ですけれども約約約約３３３３万万万万通通通通がががが来来来来ておりまして、３ておりまして、３ておりまして、３ておりまして、３万万万万通通通通ということということということということ

になりますと大になりますと大になりますと大になりますと大体体体体１５１５１５１５万万万万冊冊冊冊。それで発。それで発。それで発。それで発行行行行総総総総数数数数３０３０３０３０万万万万冊冊冊冊ということでございます、ということでございます、ということでございます、ということでございます、約約約約半分半分半分半分ぐぐぐぐ

らいらいらいらい来来来来ているているているているわわわわけでございますけれども、また皆さけでございますけれども、また皆さけでございますけれども、また皆さけでございますけれども、また皆さんんんん方も方も方も方も奮奮奮奮ってご応ってご応ってご応ってご応募募募募していただけたらしていただけたらしていただけたらしていただけたら

ありがたいと、よろしくお願いします。ありがたいと、よろしくお願いします。ありがたいと、よろしくお願いします。ありがたいと、よろしくお願いします。

○神田委員○神田委員○神田委員○神田委員 買買買買うまでにうまでにうまでにうまでに売売売売れるのですれるのですれるのですれるのですねねねね。はい、。はい、。はい、。はい、終終終終わわわわります。ります。ります。ります。

○藤野副委員長○藤野副委員長○藤野副委員長○藤野副委員長 それでは、それでは、それでは、それでは、簡潔簡潔簡潔簡潔にににに行行行行います。います。います。います。

まずは、台風１２号における被災地の皆様におまずは、台風１２号における被災地の皆様におまずは、台風１２号における被災地の皆様におまずは、台風１２号における被災地の皆様にお見見見見舞舞舞舞い申し上げますとともに、野田い申し上げますとともに、野田い申し上げますとともに、野田い申し上げますとともに、野田内内内内閣閣閣閣

総総総総理理理理大臣あるいは前田国大臣あるいは前田国大臣あるいは前田国大臣あるいは前田国土交通土交通土交通土交通大臣、大臣、大臣、大臣、鹿鹿鹿鹿野農林水産大臣が野農林水産大臣が野農林水産大臣が野農林水産大臣が来来来来県され、県され、県され、県され、政府政府政府政府がががが全全全全力力力力をををを挙挙挙挙げてげてげてげて

取取取取りりりり組組組組むむむむとのことでございますので、とのことでございますので、とのことでございますので、とのことでございますので、期期期期待待待待をしながら皆様にはまたさらにごをしながら皆様にはまたさらにごをしながら皆様にはまたさらにごをしながら皆様にはまたさらにご尽力尽力尽力尽力をををを賜賜賜賜りたりたりたりた

いと思うところでございます。いと思うところでございます。いと思うところでございます。いと思うところでございます。

さて、そのさて、そのさて、そのさて、その中中中中、林業におきましては、まだこれから現、林業におきましては、まだこれから現、林業におきましては、まだこれから現、林業におきましては、まだこれから現場場場場に入っていかなければなりませに入っていかなければなりませに入っていかなければなりませに入っていかなければなりませ

んんんんし、また、し、また、し、また、し、また、深深深深層層層層崩壊崩壊崩壊崩壊については、国との連については、国との連については、国との連については、国との連携携携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究究究究明をしなければならないと明をしなければならないと明をしなければならないと明をしなければならないと

いうことですので、今後のいうことですので、今後のいうことですので、今後のいうことですので、今後の推移推移推移推移をををを見見見見守守守守っていきたいと、このように思っております。っていきたいと、このように思っております。っていきたいと、このように思っております。っていきたいと、このように思っております。

ただ、ただ、ただ、ただ、企企企企業の業の業の業の支支支支援援援援についてでございますけれどもについてでございますけれどもについてでございますけれどもについてでございますけれども、、、、「「「「台風１２号災害による被害の状況台風１２号災害による被害の状況台風１２号災害による被害の状況台風１２号災害による被害の状況

と県の対応についてと県の対応についてと県の対応についてと県の対応について」」」」の１８の１８の１８の１８ペペペペーーーージ、ジ、ジ、ジ、別別別別紙紙紙紙７７７７－－－－２にもう大２にもう大２にもう大２にもう大体体体体の被害の状況がここにの被害の状況がここにの被害の状況がここにの被害の状況がここに判判判判明を明を明を明を

されておられるということでされておられるということでされておられるということでされておられるということで記載記載記載記載されておられます。４１されておられます。４１されておられます。４１されておられます。４１社社社社５０５０５０５０件件件件ということで、このということで、このということで、このということで、この内内内内

容容容容をををを見見見見ますとかなりますとかなりますとかなりますとかなりひひひひどい状況というのがどい状況というのがどい状況というのがどい状況というのがわわわわかるかるかるかるわわわわけでございます。けでございます。けでございます。けでございます。

そういったそういったそういったそういった中中中中で、今回、先ほどで、今回、先ほどで、今回、先ほどで、今回、先ほど来来来来、質問もありましたように対策、質問もありましたように対策、質問もありましたように対策、質問もありましたように対策資資資資金の金の金の金の創設等創設等創設等創設等も県としも県としも県としも県とし

ては考えておられるということでございますけれども、このては考えておられるということでございますけれども、このては考えておられるということでございますけれども、このては考えておられるということでございますけれども、この具体具体具体具体的な被害状況を把握して的な被害状況を把握して的な被害状況を把握して的な被害状況を把握して

いるいるいるいる中中中中で、県としては、対策で、県としては、対策で、県としては、対策で、県としては、対策資資資資金の金の金の金の創設創設創設創設以外以外以外以外にににに何何何何かかかか側側側側面面面面的的的的支支支支援援援援を今現在を今現在を今現在を今現在検討検討検討検討されておられされておられされておられされておられ
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るのか、その１点だけおるのか、その１点だけおるのか、その１点だけおるのか、その１点だけお聞聞聞聞きをいたします。きをいたします。きをいたします。きをいたします。

○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 このこのこのこの企企企企業被害業被害業被害業被害等等等等につきまして、につきまして、につきまして、につきまして、我我我我 々々々々のところでのところでのところでのところで集計集計集計集計をし、まをし、まをし、まをし、ま

とめているのですが、まだ被害がとめているのですが、まだ被害がとめているのですが、まだ被害がとめているのですが、まだ被害が起起起起こって、それからのこって、それからのこって、それからのこって、それからの期期期期間でできる間でできる間でできる間でできる限限限限り早いり早いり早いり早い段階段階段階段階でででで資資資資金金金金

をつくろうということで、今、をつくろうということで、今、をつくろうということで、今、をつくろうということで、今、既存既存既存既存の予の予の予の予算算算算枠枠枠枠のののの中中中中でででで資資資資金をつくったというのが現状でござ金をつくったというのが現状でござ金をつくったというのが現状でござ金をつくったというのが現状でござ

います。います。います。います。

この状況をこの状況をこの状況をこの状況を踏踏踏踏まえまして、今後どまえまして、今後どまえまして、今後どまえまして、今後どんんんんな対策がな対策がな対策がな対策が必必必必要なのか、例えば要なのか、例えば要なのか、例えば要なのか、例えば貸貸貸貸しししし付付付付けであればけであればけであればけであれば利利利利率率率率

の問の問の問の問題題題題、そういったことも、そういったことも、そういったことも、そういったことも検討検討検討検討していくことになろうかと思っております。ただ、していくことになろうかと思っております。ただ、していくことになろうかと思っております。ただ、していくことになろうかと思っております。ただ、ちょちょちょちょっっっっ

と今のと今のと今のと今の時時時時点でこうだというのは、まだ申し上げることには点でこうだというのは、まだ申し上げることには点でこうだというのは、まだ申し上げることには点でこうだというのは、まだ申し上げることには至至至至っておりませっておりませっておりませっておりませんんんん。。。。

○藤野副委員長○藤野副委員長○藤野副委員長○藤野副委員長 東東東東日本大日本大日本大日本大震震震震災における対応でも、いろいろ災における対応でも、いろいろ災における対応でも、いろいろ災における対応でも、いろいろ企企企企業に対しての業に対しての業に対しての業に対しての支支支支援援援援、、、、全全全全国国国国各各各各

地あるいは奈良県でも事務所の提地あるいは奈良県でも事務所の提地あるいは奈良県でも事務所の提地あるいは奈良県でも事務所の提供供供供等等等等 々々々々もされておられます。そのもされておられます。そのもされておられます。そのもされておられます。その側側側側面面面面的的的的支支支支援援援援、、、、評評評評価価価価をすをすをすをす

るところでありますけども、るところでありますけども、るところでありますけども、るところでありますけども、同じ同じ同じ同じようなようなようなような支支支支援援援援ををををぜひぜひぜひぜひともお願いしたい。できればともお願いしたい。できればともお願いしたい。できればともお願いしたい。できれば企企企企業のご業のご業のご業のご

要望になる要望になる要望になる要望になるべべべべく県でこたえていただきたいと、このことをお願いを申し上げるところです。く県でこたえていただきたいと、このことをお願いを申し上げるところです。く県でこたえていただきたいと、このことをお願いを申し上げるところです。く県でこたえていただきたいと、このことをお願いを申し上げるところです。

もう１点、これはもう要望とさせていただきますけれども、今回、もう１点、これはもう要望とさせていただきますけれども、今回、もう１点、これはもう要望とさせていただきますけれども、今回、もう１点、これはもう要望とさせていただきますけれども、今回、食食食食肉肉肉肉流通流通流通流通セセセセンンンンター改ター改ター改ター改

革革革革検討検討検討検討委員会における委員会における委員会における委員会における検討検討検討検討状況について報告がございました。状況について報告がございました。状況について報告がございました。状況について報告がございました。

このこのこのこの食食食食肉肉肉肉流通流通流通流通セセセセンンンンターターターターは、さまざまなは、さまざまなは、さまざまなは、さまざまな経経経経過過過過をををを経経経経てててて設設設設置置置置されたされたされたされたセセセセンンンンターターターターでございます。でございます。でございます。でございます。私私私私

は地は地は地は地元元元元でございますので、そのときはまだまだでございますので、そのときはまだまだでございますので、そのときはまだまだでございますので、そのときはまだまだわわわわからない年代だったのですけれども、いからない年代だったのですけれども、いからない年代だったのですけれども、いからない年代だったのですけれども、い

ろいろとそのときのろいろとそのときのろいろとそのときのろいろとそのときの情情情情報、お話もお報、お話もお報、お話もお報、お話もお聞聞聞聞きをいたしております。このきをいたしております。このきをいたしております。このきをいたしております。このメメメメンンンンババババーーーーの方の方の方の方 々々々々がどこがどこがどこがどこ

までのまでのまでのまでの経経経経過過過過を把握されておられるのかを把握されておられるのかを把握されておられるのかを把握されておられるのかわわわわかりませかりませかりませかりませんんんんけれども、そのときから、もうけれども、そのときから、もうけれども、そのときから、もうけれども、そのときから、もう既既既既に、に、に、に、

赤字赤字赤字赤字をををを垂垂垂垂れれれれ流流流流すような状況になるであろうという予すような状況になるであろうという予すような状況になるであろうという予すような状況になるであろうという予測測測測も当も当も当も当時時時時からされておられます。まさからされておられます。まさからされておられます。まさからされておられます。まさ

しくそのような状況になってしまったと今現しくそのような状況になってしまったと今現しくそのような状況になってしまったと今現しくそのような状況になってしまったと今現時時時時点では感点では感点では感点では感じじじじております。ております。ております。ております。

このこのこのこの廃止廃止廃止廃止、、、、存存存存続ということになる、続ということになる、続ということになる、続ということになる、結結結結論論論論的には、的には、的には、的には、存存存存続に続に続に続に至至至至っても第っても第っても第っても第三三三三者あるいは第者あるいは第者あるいは第者あるいは第三三三三セセセセ

ククククター並ター並ター並ター並びびびびにににに指指指指定定定定管管管管理理理理者者者者等等等等 々々々々の方の方の方の方向向向向になっていくのか。しかしながら、ここはになっていくのか。しかしながら、ここはになっていくのか。しかしながら、ここはになっていくのか。しかしながら、ここは行政行政行政行政がしっがしっがしっがしっ

かりとかりとかりとかりと管管管管理理理理把握をしていただきたいと。これは把握をしていただきたいと。これは把握をしていただきたいと。これは把握をしていただきたいと。これは建建建建物物物物のののの老朽老朽老朽老朽化化化化も含めて、かなりも含めて、かなりも含めて、かなりも含めて、かなり消消消消臭臭臭臭の問の問の問の問題題題題、、、、

煙煙煙煙の問の問の問の問題題題題、さまざまな、さまざまな、さまざまな、さまざまな環境環境環境環境の問の問の問の問題題題題、ここは地、ここは地、ここは地、ここは地元元元元としては大としては大としては大としては大変変変変気気気気になるところでありますし、になるところでありますし、になるところでありますし、になるところでありますし、

また、今現在、また、今現在、また、今現在、また、今現在、環境環境環境環境対策委員会ですか、地対策委員会ですか、地対策委員会ですか、地対策委員会ですか、地元元元元とととと同じ同じ同じ同じく県く県く県く県行政行政行政行政とやっておられるのですけれとやっておられるのですけれとやっておられるのですけれとやっておられるのですけれ

ども、そういったさまざまなども、そういったさまざまなども、そういったさまざまなども、そういったさまざまな配配配配慮慮慮慮面面面面も含めてお願いしたいと。も含めてお願いしたいと。も含めてお願いしたいと。も含めてお願いしたいと。廃止廃止廃止廃止にににに至至至至っては、あのっては、あのっては、あのっては、あの立立立立っっっっ

ているところはているところはているところはているところは湧湧湧湧水水水水池池池池ですので、そのこともですので、そのこともですので、そのこともですので、そのことも踏踏踏踏まえて今後のまえて今後のまえて今後のまえて今後の検討検討検討検討策をこの策をこの策をこの策をこのメメメメンンンンババババーーーーの方の方の方の方 々々々々

に考えていただきたいと、このことをまた県からも、に考えていただきたいと、このことをまた県からも、に考えていただきたいと、このことをまた県からも、に考えていただきたいと、このことをまた県からも、ぜひぜひぜひぜひとも皆様にお願いをしていただとも皆様にお願いをしていただとも皆様にお願いをしていただとも皆様にお願いをしていただ

きたいと要望させていただいて、質問きたいと要望させていただいて、質問きたいと要望させていただいて、質問きたいと要望させていただいて、質問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。

○大国委員長○大国委員長○大国委員長○大国委員長 他にございますか。ないですか。他にございますか。ないですか。他にございますか。ないですか。他にございますか。ないですか。
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他になければ、これをも他になければ、これをも他になければ、これをも他になければ、これをもちちちちまして質疑をまして質疑をまして質疑をまして質疑を終終終終わわわわります。ります。ります。ります。

次に、議会次に、議会次に、議会次に、議会閉閉閉閉会会会会中中中中のののの審審審審査査査査事事事事件件件件に係る委員長報告につきましては、正副委員長に一に係る委員長報告につきましては、正副委員長に一に係る委員長報告につきましては、正副委員長に一に係る委員長報告につきましては、正副委員長に一任任任任願え願え願え願え

ますでしますでしますでしますでしょょょょうか。うか。うか。うか。

（（（（「「「「はいはいはいはい」」」」とととと呼ぶ呼ぶ呼ぶ呼ぶ者あり）者あり）者あり）者あり）

では、では、では、では、以以以以上で本日の委員会を上で本日の委員会を上で本日の委員会を上で本日の委員会を終終終終わわわわります。ります。ります。ります。


