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

開催日時開催日時開催日時開催日時 平成２３年１２月１３日（火） １３：０３～１４：３５平成２３年１２月１３日（火） １３：０３～１４：３５平成２３年１２月１３日（火） １３：０３～１４：３５平成２３年１２月１３日（火） １３：０３～１４：３５

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）１１月定例県議会提出議案について（１）１１月定例県議会提出議案について（１）１１月定例県議会提出議案について（１）１１月定例県議会提出議案について

（付託議案）（付託議案）（付託議案）（付託議案）

議第５９号 平成２３年度奈良県一般会計補正予算（第７号）議第５９号 平成２３年度奈良県一般会計補正予算（第７号）議第５９号 平成２３年度奈良県一般会計補正予算（第７号）議第５９号 平成２３年度奈良県一般会計補正予算（第７号）

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

（２）その他（２）その他（２）その他（２）その他

＜会議の経過＞＜会議の経過＞＜会議の経過＞＜会議の経過＞

○大国委員長○大国委員長○大国委員長○大国委員長 皆さん、こんにちは。皆さん、こんにちは。皆さん、こんにちは。皆さん、こんにちは。

ただいまから、経済労働委員会を開会いたします。ただいまから、経済労働委員会を開会いたします。ただいまから、経済労働委員会を開会いたします。ただいまから、経済労働委員会を開会いたします。

案件に入ります前に、１０月１日付で理事者に異動がありましたので、産業・雇用振興案件に入ります前に、１０月１日付で理事者に異動がありましたので、産業・雇用振興案件に入ります前に、１０月１日付で理事者に異動がありましたので、産業・雇用振興案件に入ります前に、１０月１日付で理事者に異動がありましたので、産業・雇用振興

部長より商業振興課長を紹介願います。部長より商業振興課長を紹介願います。部長より商業振興課長を紹介願います。部長より商業振興課長を紹介願います。

○浪越産業・雇用振興部長○浪越産業・雇用振興部長○浪越産業・雇用振興部長○浪越産業・雇用振興部長 １０月１日付で異動のありました職員をご紹介いたします。１０月１日付で異動のありました職員をご紹介いたします。１０月１日付で異動のありました職員をご紹介いたします。１０月１日付で異動のありました職員をご紹介いたします。

桝井商業振興課長でございます。桝井商業振興課長でございます。桝井商業振興課長でございます。桝井商業振興課長でございます。

○桝井商業振興課長○桝井商業振興課長○桝井商業振興課長○桝井商業振興課長 桝井でございます。どうぞよろしくお願いします。桝井でございます。どうぞよろしくお願いします。桝井でございます。どうぞよろしくお願いします。桝井でございます。どうぞよろしくお願いします。
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○大国委員長○大国委員長○大国委員長○大国委員長 それでは、案件に入ります。それでは、案件に入ります。それでは、案件に入ります。それでは、案件に入ります。

まず、付託議案の審査を行います。まず、付託議案の審査を行います。まず、付託議案の審査を行います。まず、付託議案の審査を行います。

当委員会に付託を受けました議案は、委員会次第書に記載のとおりでありますので、よ当委員会に付託を受けました議案は、委員会次第書に記載のとおりでありますので、よ当委員会に付託を受けました議案は、委員会次第書に記載のとおりでありますので、よ当委員会に付託を受けました議案は、委員会次第書に記載のとおりでありますので、よ

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

なお、審査に先立ち申し上げておきますが、委員長報告については正副委員長会議の申なお、審査に先立ち申し上げておきますが、委員長報告については正副委員長会議の申なお、審査に先立ち申し上げておきますが、委員長報告については正副委員長会議の申なお、審査に先立ち申し上げておきますが、委員長報告については正副委員長会議の申

し合わせにより、付託を受けました議案の審査結果のみの報告となっておりますので、あし合わせにより、付託を受けました議案の審査結果のみの報告となっておりますので、あし合わせにより、付託を受けました議案の審査結果のみの報告となっておりますので、あし合わせにより、付託を受けました議案の審査結果のみの報告となっておりますので、あ

らかじめご了承願います。らかじめご了承願います。らかじめご了承願います。らかじめご了承願います。

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

○浪越産業・雇用振興部長○浪越産業・雇用振興部長○浪越産業・雇用振興部長○浪越産業・雇用振興部長 平成２３年度１１月定例県議会提出議案のうち、産業・雇用平成２３年度１１月定例県議会提出議案のうち、産業・雇用平成２３年度１１月定例県議会提出議案のうち、産業・雇用平成２３年度１１月定例県議会提出議案のうち、産業・雇用

振興部所管の議案についてご説明申し上げます。振興部所管の議案についてご説明申し上げます。振興部所管の議案についてご説明申し上げます。振興部所管の議案についてご説明申し上げます。

「平成２３年１１月定例議会提出予算案の概要」をごらんいただけますでしょうか。「平成２３年１１月定例議会提出予算案の概要」をごらんいただけますでしょうか。「平成２３年１１月定例議会提出予算案の概要」をごらんいただけますでしょうか。「平成２３年１１月定例議会提出予算案の概要」をごらんいただけますでしょうか。

４ページ、１の紀伊半島大水害からの復旧・復興に向けた取り組み（１）の災害地域の迅４ページ、１の紀伊半島大水害からの復旧・復興に向けた取り組み（１）の災害地域の迅４ページ、１の紀伊半島大水害からの復旧・復興に向けた取り組み（１）の災害地域の迅４ページ、１の紀伊半島大水害からの復旧・復興に向けた取り組み（１）の災害地域の迅

速な立ち直り・回復、ウ、生業・産業支援の、被災宿泊施設利子補給事業でございます。速な立ち直り・回復、ウ、生業・産業支援の、被災宿泊施設利子補給事業でございます。速な立ち直り・回復、ウ、生業・産業支援の、被災宿泊施設利子補給事業でございます。速な立ち直り・回復、ウ、生業・産業支援の、被災宿泊施設利子補給事業でございます。

台風１２号災害によりまして甚大な被害を受けました南部地域の基幹産業であります宿泊台風１２号災害によりまして甚大な被害を受けました南部地域の基幹産業であります宿泊台風１２号災害によりまして甚大な被害を受けました南部地域の基幹産業であります宿泊台風１２号災害によりまして甚大な被害を受けました南部地域の基幹産業であります宿泊

施設事業に支援を行い、事業再建の設備投資を促進し、地域経済の再建に寄与するため、施設事業に支援を行い、事業再建の設備投資を促進し、地域経済の再建に寄与するため、施設事業に支援を行い、事業再建の設備投資を促進し、地域経済の再建に寄与するため、施設事業に支援を行い、事業再建の設備投資を促進し、地域経済の再建に寄与するため、

さきの９月議会において予算化されました台風１２号災害復旧対策資金の設備資金を借りさきの９月議会において予算化されました台風１２号災害復旧対策資金の設備資金を借りさきの９月議会において予算化されました台風１２号災害復旧対策資金の設備資金を借りさきの９月議会において予算化されました台風１２号災害復旧対策資金の設備資金を借り

受けた宿泊施設事業者に対する利子補給でございます。補給率は上限年１％、補給期間は受けた宿泊施設事業者に対する利子補給でございます。補給率は上限年１％、補給期間は受けた宿泊施設事業者に対する利子補給でございます。補給率は上限年１％、補給期間は受けた宿泊施設事業者に対する利子補給でございます。補給率は上限年１％、補給期間は

融融融融資資資資実実実実行から５年間行から５年間行から５年間行から５年間実実実実施をいたします。平成２３年度の事業施をいたします。平成２３年度の事業施をいたします。平成２３年度の事業施をいたします。平成２３年度の事業費費費費は３８０は３８０は３８０は３８０万円万円万円万円でございますでございますでございますでございます

が、が、が、が、債務負担債務負担債務負担債務負担行行行行為為為為として８ページに記載をしておりますけれどとして８ページに記載をしておりますけれどとして８ページに記載をしておりますけれどとして８ページに記載をしておりますけれどもももも、期間を平成２４年度か、期間を平成２４年度か、期間を平成２４年度か、期間を平成２４年度か

ら平成２８年度までの５年間で、ら平成２８年度までの５年間で、ら平成２８年度までの５年間で、ら平成２８年度までの５年間で、融融融融資資資資額額額額１５１５１５１５億億億億２２２２，，，，００００００００００００万円万円万円万円を限度として年１％を上限を限度として年１％を上限を限度として年１％を上限を限度として年１％を上限

としたとしたとしたとした範囲内範囲内範囲内範囲内の金の金の金の金額額額額についてについてについてについて追追追追加の補正をお願いする加の補正をお願いする加の補正をお願いする加の補正をお願いするもももものでございます。のでございます。のでございます。のでございます。

６６６６ページ、ページ、ページ、ページ、６６６６、その他、給与、その他、給与、その他、給与、その他、給与等改等改等改等改定に定に定に定に伴伴伴伴うううう減額減額減額減額でございます。でございます。でございます。でございます。特別特別特別特別職職職職及び及び及び及び一般職の職員一般職の職員一般職の職員一般職の職員

の給与の給与の給与の給与等改等改等改等改定による定による定による定による減額減額減額減額で、一般職の職員の給与に関するで、一般職の職員の給与に関するで、一般職の職員の給与に関するで、一般職の職員の給与に関する条条条条例例例例等等等等の一部の一部の一部の一部改改改改正する正する正する正する条条条条例例例例等等等等にににに

よりましてよりましてよりましてよりまして減額減額減額減額補正する補正する補正する補正するもももものでございます。のでございます。のでございます。のでございます。

産業・雇用振興部の関係では、雇用産業・雇用振興部の関係では、雇用産業・雇用振興部の関係では、雇用産業・雇用振興部の関係では、雇用政政政政策策策策費費費費におきまして委員報におきまして委員報におきまして委員報におきまして委員報酬並び酬並び酬並び酬並びに職員給与に職員給与に職員給与に職員給与費費費費１１１１１１１１

９９９９万万万万５５５５，，，，００００００００００００円円円円のののの減額減額減額減額をお願いいたします。さらに、をお願いいたします。さらに、をお願いいたします。さらに、をお願いいたします。さらに、款款款款産業振興産業振興産業振興産業振興費費費費では、職員給与では、職員給与では、職員給与では、職員給与費費費費にににに

おいて２２２おいて２２２おいて２２２おいて２２２万万万万４４４４，，，，００００００００００００円円円円をををを減額減額減額減額するするするするもももものでございます。のでございます。のでございます。のでございます。

以以以以上で産業・雇用振興部の提出議案についてのご説明を上で産業・雇用振興部の提出議案についてのご説明を上で産業・雇用振興部の提出議案についてのご説明を上で産業・雇用振興部の提出議案についてのご説明を終終終終わります。ご審議のほど、よわります。ご審議のほど、よわります。ご審議のほど、よわります。ご審議のほど、よ

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

○冨岡農林部長○冨岡農林部長○冨岡農林部長○冨岡農林部長 それでは、それでは、それでは、それでは、引引引引きききき続続続続きまして、農林部に係ります一般会計補正予算第７号きまして、農林部に係ります一般会計補正予算第７号きまして、農林部に係ります一般会計補正予算第７号きまして、農林部に係ります一般会計補正予算第７号
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についてご説明申し上げます。についてご説明申し上げます。についてご説明申し上げます。についてご説明申し上げます。

「平成２３年１１月定例県議会提出予算案の概要」をご「平成２３年１１月定例県議会提出予算案の概要」をご「平成２３年１１月定例県議会提出予算案の概要」をご「平成２３年１１月定例県議会提出予算案の概要」をご覧覧覧覧ください。ください。ください。ください。

２ページ、紀伊半島大水害からの復旧・復興に向けた取り組みでございます２ページ、紀伊半島大水害からの復旧・復興に向けた取り組みでございます２ページ、紀伊半島大水害からの復旧・復興に向けた取り組みでございます２ページ、紀伊半島大水害からの復旧・復興に向けた取り組みでございます。。。。（１）の（１）の（１）の（１）の

被災地域の迅速な立ち直り・回復といたしまして、被災地域の迅速な立ち直り・回復といたしまして、被災地域の迅速な立ち直り・回復といたしまして、被災地域の迅速な立ち直り・回復といたしまして、アアアア、、、、道路等道路等道路等道路等のののの応急応急応急応急復旧・復旧・復旧・復旧・土砂ダム土砂ダム土砂ダム土砂ダム対策対策対策対策

のうち、林のうち、林のうち、林のうち、林道道道道災害復旧事業で１災害復旧事業で１災害復旧事業で１災害復旧事業で１６億６億６億６億２２２２，６，６，６，６００００００００万円万円万円万円の補正予算をお願いしております。の補正予算をお願いしております。の補正予算をお願いしております。の補正予算をお願いしております。十十十十

津津津津川村川村川村川村、野、野、野、野迫川村迫川村迫川村迫川村など１２など１２など１２など１２市村市村市村市村の被災しました林の被災しました林の被災しました林の被災しました林道道道道のうち、のうち、のうち、のうち、緊急性緊急性緊急性緊急性のののの高高高高いいいい路線路線路線路線についてについてについてについて早早早早

期に復旧するための経期に復旧するための経期に復旧するための経期に復旧するための経費費費費でございます。でございます。でございます。でございます。

続続続続いて、いて、いて、いて、荒廃山荒廃山荒廃山荒廃山地復旧地復旧地復旧地復旧整整整整備で１１備で１１備で１１備で１１億億億億７７７７，，，，４００４００４００４００万円万円万円万円の補正予算をお願いしております。の補正予算をお願いしております。の補正予算をお願いしております。の補正予算をお願いしております。

実実実実施施施施主体主体主体主体が国、県、が国、県、が国、県、が国、県、市町村市町村市町村市町村とそれぞれ異なるとそれぞれ異なるとそれぞれ異なるとそれぞれ異なるもももものではございますが、記載のとおり４９のではございますが、記載のとおり４９のではございますが、記載のとおり４９のではございますが、記載のとおり４９カカカカ

所の所の所の所の緊急性緊急性緊急性緊急性のののの高高高高い林地い林地い林地い林地崩壊箇崩壊箇崩壊箇崩壊箇所について所について所について所について早早早早期に復旧するための経期に復旧するための経期に復旧するための経期に復旧するための経費費費費でございます。でございます。でございます。でございます。

農業関係被害対策のうち、農地農業関係被害対策のうち、農地農業関係被害対策のうち、農地農業関係被害対策のうち、農地及び及び及び及び農業用施設災害復旧事業で２農業用施設災害復旧事業で２農業用施設災害復旧事業で２農業用施設災害復旧事業で２億億億億４４４４，，，，８００８００８００８００万円万円万円万円の補の補の補の補

正予算をお願いしております。正予算をお願いしております。正予算をお願いしております。正予算をお願いしております。宇陀市宇陀市宇陀市宇陀市、野、野、野、野迫川村迫川村迫川村迫川村など１３など１３など１３など１３市町村市町村市町村市町村の農地の農地の農地の農地及び及び及び及び農農農農道道道道、水、水、水、水路等路等路等路等

の農業用施設についての農業用施設についての農業用施設についての農業用施設について早早早早期に対期に対期に対期に対応応応応するための経するための経するための経するための経費費費費でございます。でございます。でございます。でございます。

３ページ、農業関係被害対策のうち、３ページ、農業関係被害対策のうち、３ページ、農業関係被害対策のうち、３ページ、農業関係被害対策のうち、山山山山間地域の間地域の間地域の間地域の特色特色特色特色ある農産ある農産ある農産ある農産物物物物産地復旧支援事業で５産地復旧支援事業で５産地復旧支援事業で５産地復旧支援事業で５

００００００００万円万円万円万円の補正予算をお願いしております。南部のの補正予算をお願いしております。南部のの補正予算をお願いしております。南部のの補正予算をお願いしております。南部の山山山山間地域において間地域において間地域において間地域において営営営営まれているまれているまれているまれているワサビワサビワサビワサビ

やホやホやホやホウウウウレンソレンソレンソレンソウなどの地域のウなどの地域のウなどの地域のウなどの地域の特色特色特色特色ある農業を支援するため、国の災害復旧事業の限度ある農業を支援するため、国の災害復旧事業の限度ある農業を支援するため、国の災害復旧事業の限度ある農業を支援するため、国の災害復旧事業の限度額額額額をををを

超え超え超え超えます事業ます事業ます事業ます事業費費費費に対して、に対して、に対して、に対して、村村村村ととととととととももももに支援するための経に支援するための経に支援するための経に支援するための経費費費費でございます。でございます。でございます。でございます。

続続続続いて、いて、いて、いて、園芸園芸園芸園芸施設施設施設施設等等等等復旧対策事業で２４０復旧対策事業で２４０復旧対策事業で２４０復旧対策事業で２４０万円万円万円万円の補正予算をお願いしております。これの補正予算をお願いしております。これの補正予算をお願いしております。これの補正予算をお願いしております。これ

はははは東東東東部部部部山山山山間地域を間地域を間地域を間地域を中心中心中心中心にににに倒壊倒壊倒壊倒壊をいたしました農業用をいたしました農業用をいたしました農業用をいたしました農業用ハハハハウウウウススススの復旧に対して補の復旧に対して補の復旧に対して補の復旧に対して補助助助助するするするするもももものでのでのでので

ございます。ございます。ございます。ございます。

続続続続いて、水産関係施設災害復旧事業で２いて、水産関係施設災害復旧事業で２いて、水産関係施設災害復旧事業で２いて、水産関係施設災害復旧事業で２，，，，２２４２２４２２４２２４万万万万５５５５，，，，００００００００００００円円円円の補正予算をお願いをの補正予算をお願いをの補正予算をお願いをの補正予算をお願いを

いたしております。いたしております。いたしております。いたしております。アマゴアマゴアマゴアマゴのののの種苗種苗種苗種苗生産施設などの生産施設などの生産施設などの生産施設などの共同共同共同共同利用施設を復旧するため、組合利用施設を復旧するため、組合利用施設を復旧するため、組合利用施設を復旧するため、組合や村や村や村や村

に対して補に対して補に対して補に対して補助助助助するするするするもももものでございます。のでございます。のでございます。のでございます。

４ページ、ウ、生業・産業支援のうち、４ページ、ウ、生業・産業支援のうち、４ページ、ウ、生業・産業支援のうち、４ページ、ウ、生業・産業支援のうち、アマゴ漁アマゴ漁アマゴ漁アマゴ漁業・業・業・業・養殖養殖養殖養殖業業業業緊急緊急緊急緊急対策事業で２２対策事業で２２対策事業で２２対策事業で２２６万６万６万６万９９９９，，，，

００００００００００００円円円円の補正予算をお願いしております。の補正予算をお願いしております。の補正予算をお願いしております。の補正予算をお願いしております。養魚養魚養魚養魚施設が施設が施設が施設が倒壊倒壊倒壊倒壊するだけでなく、生産するだけでなく、生産するだけでなく、生産するだけでなく、生産途途途途上の上の上の上の

アマゴアマゴアマゴアマゴががががへへへへいいいい死死死死しましたことから、生産者が事業しましたことから、生産者が事業しましたことから、生産者が事業しましたことから、生産者が事業継続継続継続継続できるようできるようできるようできるようアマゴアマゴアマゴアマゴのののの稚魚稚魚稚魚稚魚をををを確確確確保し、保し、保し、保し、

来来来来年３月の年３月の年３月の年３月の解禁解禁解禁解禁に向けてに向けてに向けてに向けて早早早早期に対期に対期に対期に対応応応応するためにするためにするためにするために必必必必要な経要な経要な経要な経費費費費に対しに対しに対しに対し助助助助成する成する成する成するもももものでございまのでございまのでございまのでございま

す。す。す。す。

５ページ、農林業の振興でございます。５ページ、農林業の振興でございます。５ページ、農林業の振興でございます。５ページ、農林業の振興でございます。西和西和西和西和地地地地区区区区農地農地農地農地陥没陥没陥没陥没対策事業で１対策事業で１対策事業で１対策事業で１，６，６，６，６５０５０５０５０万円万円万円万円のののの

補正予算をお願いしております。これは県補正予算をお願いしております。これは県補正予算をお願いしております。これは県補正予算をお願いしております。これは県営営営営農地開農地開農地開農地開発発発発事業により事業により事業により事業により整整整整備をいたしました備をいたしました備をいたしました備をいたしました西和西和西和西和
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地地地地区区区区第４第４第４第４団団団団地、平地、平地、平地、平群町群町群町群町でででで発発発発生をいたしました生をいたしました生をいたしました生をいたしました陥没陥没陥没陥没の復旧対策について復旧対策の復旧対策について復旧対策の復旧対策について復旧対策の復旧対策について復旧対策工工工工のののの検討検討検討検討、、、、

それからそれからそれからそれから実実実実施設計施設計施設計施設計及び損失及び損失及び損失及び損失補補補補償償償償に係る経に係る経に係る経に係る経費費費費でございます。復旧対策でございます。復旧対策でございます。復旧対策でございます。復旧対策工工工工につきましては、平につきましては、平につきましては、平につきましては、平

成２４年度、成２４年度、成２４年度、成２４年度、来来来来年度当年度当年度当年度当初初初初予算において予算において予算において予算において改改改改めてご審議をお願いする予定をしてございます。めてご審議をお願いする予定をしてございます。めてご審議をお願いする予定をしてございます。めてご審議をお願いする予定をしてございます。

６６６６ページ、その他でございますが、給与ページ、その他でございますが、給与ページ、その他でございますが、給与ページ、その他でございますが、給与改改改改定に定に定に定に伴伴伴伴うううう減額減額減額減額といたしまして、１１月３０日といたしまして、１１月３０日といたしまして、１１月３０日といたしまして、１１月３０日

に一般職の職員の給与に関するに一般職の職員の給与に関するに一般職の職員の給与に関するに一般職の職員の給与に関する条条条条例例例例等等等等の一部をの一部をの一部をの一部を改改改改正する正する正する正する条条条条例が議例が議例が議例が議決決決決されたことにより職員されたことにより職員されたことにより職員されたことにより職員

給与給与給与給与費費費費をををを減額減額減額減額補正する補正する補正する補正するももももので、このうち農林部に係るので、このうち農林部に係るので、このうち農林部に係るので、このうち農林部に係るもももものとしまして、第８のとしまして、第８のとしまして、第８のとしまして、第８款款款款農林水産業農林水産業農林水産業農林水産業

費費費費において１において１において１において１，，，，０９７０９７０９７０９７万万万万７７７７，，，，００００００００００００円円円円のののの減額減額減額減額をお願いするをお願いするをお願いするをお願いするもももものでございます。のでございます。のでございます。のでございます。

７ページ、７ページ、７ページ、７ページ、繰繰繰繰越明越明越明越明許費許費許費許費補正についてのお願いでございます。補正についてのお願いでございます。補正についてのお願いでございます。補正についてのお願いでございます。新規新規新規新規事業の事業の事業の事業のもももものとして紀伊のとして紀伊のとして紀伊のとして紀伊

半島の大水害からの復旧・復興に向けた取り組みに係る半島の大水害からの復旧・復興に向けた取り組みに係る半島の大水害からの復旧・復興に向けた取り組みに係る半島の大水害からの復旧・復興に向けた取り組みに係る繰繰繰繰越明越明越明越明許費許費許費許費のうち、のうち、のうち、のうち、治山治山治山治山事業につ事業につ事業につ事業につ

いてであります。先ほど３ページでご説明申し上げましたいてであります。先ほど３ページでご説明申し上げましたいてであります。先ほど３ページでご説明申し上げましたいてであります。先ほど３ページでご説明申し上げました荒廃山荒廃山荒廃山荒廃山地復旧地復旧地復旧地復旧整整整整備に係ります補備に係ります補備に係ります補備に係ります補

正予算について、正予算について、正予算について、正予算について、工費工費工費工費をををを確確確確保するため１１保するため１１保するため１１保するため１１億億億億７７７７，，，，４００４００４００４００万円万円万円万円のうち、７のうち、７のうち、７のうち、７億億億億２２２２，，，，４００４００４００４００万円万円万円万円

のののの繰繰繰繰り越しをお願いするり越しをお願いするり越しをお願いするり越しをお願いするもももものでございます。のでございます。のでございます。のでございます。

以以以以上、農林部所管の提出予定議案でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたしま上、農林部所管の提出予定議案でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたしま上、農林部所管の提出予定議案でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたしま上、農林部所管の提出予定議案でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたしま

す。す。す。す。

○大国委員長○大国委員長○大国委員長○大国委員長 ただいまの付託議案の説明について、ただいまの付託議案の説明について、ただいまの付託議案の説明について、ただいまの付託議案の説明について、質疑質疑質疑質疑があれがあれがあれがあればばばばごごごご発言発言発言発言願います。なお、願います。なお、願います。なお、願います。なお、

その他の事その他の事その他の事その他の事項項項項については、については、については、については、後後後後ほどほどほどほど質疑質疑質疑質疑を行いますので、ご了承願います。を行いますので、ご了承願います。を行いますので、ご了承願います。を行いますので、ご了承願います。

それでは、それでは、それでは、それでは、質疑質疑質疑質疑、よろしくお願い申し上げます。ありませんか。、よろしくお願い申し上げます。ありませんか。、よろしくお願い申し上げます。ありませんか。、よろしくお願い申し上げます。ありませんか。質疑質疑質疑質疑はいいですか。はいいですか。はいいですか。はいいですか。

（（（（「「「「賛否賛否賛否賛否は」とは」とは」とは」と呼ぶ呼ぶ呼ぶ呼ぶ者あり）者あり）者あり）者あり）

賛否賛否賛否賛否は次には次には次には次にややややります。ります。ります。ります。質疑質疑質疑質疑はなけれはなけれはなけれはなければばばば。。。。

それでは、ないということでございますので、それでは、ないということでございますので、それでは、ないということでございますので、それでは、ないということでございますので、質疑質疑質疑質疑はははは終終終終わりたいとわりたいとわりたいとわりたいと思思思思います。います。います。います。

続続続続いて、付託議案についての委員のいて、付託議案についての委員のいて、付託議案についての委員のいて、付託議案についての委員の意見意見意見意見をををを求求求求めます。ごめます。ごめます。ごめます。ご発言発言発言発言願います。願います。願います。願います。

○今井委員○今井委員○今井委員○今井委員 一般職の職員給与の一般職の職員給与の一般職の職員給与の一般職の職員給与の引引引引きききき下下下下げにつきましては、げにつきましては、げにつきましては、げにつきましては、民民民民間に与間に与間に与間に与ええええるるるる影響影響影響影響が大きく、が大きく、が大きく、が大きく、

地域の経済の地域の経済の地域の経済の地域の経済の疲弊疲弊疲弊疲弊につながっていくとにつながっていくとにつながっていくとにつながっていくと思思思思いますので、このいますので、このいますので、このいますので、この点点点点につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、反反反反対いたし対いたし対いたし対いたし

ます。ます。ます。ます。

○大国委員長○大国委員長○大国委員長○大国委員長 他にございませんでしょうか。ございませんか。他にございませんでしょうか。ございませんか。他にございませんでしょうか。ございませんか。他にございませんでしょうか。ございませんか。

それでは、ないということでございますので、ただいまより付託を受けました議案につそれでは、ないということでございますので、ただいまより付託を受けました議案につそれでは、ないということでございますので、ただいまより付託を受けました議案につそれでは、ないということでございますので、ただいまより付託を受けました議案につ

いて、いて、いて、いて、採決採決採決採決を行いたいとを行いたいとを行いたいとを行いたいと思思思思います。います。います。います。

議第５９号議第５９号議第５９号議第５９号中中中中、当委員会所管分については、委員より、当委員会所管分については、委員より、当委員会所管分については、委員より、当委員会所管分については、委員より反反反反対の対の対の対の意見意見意見意見がありましたので、がありましたので、がありましたので、がありましたので、起起起起

立により立により立により立により採決採決採決採決をいたします。をいたします。をいたします。をいたします。

議第５９号議第５９号議第５９号議第５９号中中中中、当委員会所管分について、、当委員会所管分について、、当委員会所管分について、、当委員会所管分について、原原原原案どおり案どおり案どおり案どおり可決可決可決可決することにすることにすることにすることに賛賛賛賛成の成の成の成の方方方方はごはごはごはご起起起起立立立立
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願います。願います。願います。願います。

（（（（賛賛賛賛成者成者成者成者起起起起立）立）立）立）

ありがとうございます。ごありがとうございます。ごありがとうございます。ごありがとうございます。ご着席着席着席着席願います。願います。願います。願います。

起起起起立立立立多数多数多数多数であります。であります。であります。であります。

よって、議第５９号よって、議第５９号よって、議第５９号よって、議第５９号中中中中、当委員会所管分については、、当委員会所管分については、、当委員会所管分については、、当委員会所管分については、原原原原案どおり案どおり案どおり案どおり可決可決可決可決することにすることにすることにすることに決決決決しましましましま

した。した。した。した。

これをこれをこれをこれをももももちまして、付託議案の審査をちまして、付託議案の審査をちまして、付託議案の審査をちまして、付託議案の審査を終終終終わりたいとわりたいとわりたいとわりたいと思思思思います。います。います。います。

次に、その他事次に、その他事次に、その他事次に、その他事項項項項についてでありますが、についてでありますが、についてでありますが、についてでありますが、初初初初めに、めに、めに、めに、陳情陳情陳情陳情２件、要２件、要２件、要２件、要望望望望１件が提出されてお１件が提出されてお１件が提出されてお１件が提出されてお

りますので、ご了承願います。りますので、ご了承願います。りますので、ご了承願います。りますので、ご了承願います。

続続続続いて、産業・雇用振興部長から今いて、産業・雇用振興部長から今いて、産業・雇用振興部長から今いて、産業・雇用振興部長から今冬冬冬冬のののの節電節電節電節電対策について、また産業・雇用振興部長と対策について、また産業・雇用振興部長と対策について、また産業・雇用振興部長と対策について、また産業・雇用振興部長と

農林部長から奈良県紀伊半島大水害復旧・復興に向けた取り組みについて、農林部長から農林部長から奈良県紀伊半島大水害復旧・復興に向けた取り組みについて、農林部長から農林部長から奈良県紀伊半島大水害復旧・復興に向けた取り組みについて、農林部長から農林部長から奈良県紀伊半島大水害復旧・復興に向けた取り組みについて、農林部長から

奈良県奈良県奈良県奈良県食肉流通センタ食肉流通センタ食肉流通センタ食肉流通センター（とー（とー（とー（と畜畜畜畜・・・・市場市場市場市場）の）の）の）の改革検討改革検討改革検討改革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状況検討状況検討状況検討状況について、ほについて、ほについて、ほについて、ほ

か１件、報告を行いたいとの申し出がありましたので、ご報告願います。か１件、報告を行いたいとの申し出がありましたので、ご報告願います。か１件、報告を行いたいとの申し出がありましたので、ご報告願います。か１件、報告を行いたいとの申し出がありましたので、ご報告願います。

○浪越産業・雇用振興部長○浪越産業・雇用振興部長○浪越産業・雇用振興部長○浪越産業・雇用振興部長 おおおお手元手元手元手元の「今の「今の「今の「今冬冬冬冬のののの節電節電節電節電対策について」の資対策について」の資対策について」の資対策について」の資料料料料とあわせましてとあわせましてとあわせましてとあわせまして

奈良県奈良県奈良県奈良県エネルギエネルギエネルギエネルギーーーー政政政政策策策策特別講演特別講演特別講演特別講演の開の開の開の開催催催催についてというのについてというのについてというのについてというのももももあわせてあわせてあわせてあわせて見見見見ていただきたいとていただきたいとていただきたいとていただきたいと思思思思

います。います。います。います。

まず、今まず、今まず、今まず、今冬冬冬冬のののの節電節電節電節電対策についてでございます。まず、経対策についてでございます。まず、経対策についてでございます。まず、経対策についてでございます。まず、経緯緯緯緯についてでございますが、についてでございますが、についてでございますが、についてでございますが、東東東東

日日日日本本本本大大大大震震震震災に災に災に災に伴伴伴伴うううう原発原発原発原発事事事事故故故故のののの影響影響影響影響によりまして、このによりまして、このによりまして、このによりまして、この夏夏夏夏から関から関から関から関西西西西ででででも電力不足も電力不足も電力不足も電力不足にににに陥陥陥陥り、り、り、り、夏夏夏夏

のののの節電節電節電節電対策に取り組んだところでございます。この対策に取り組んだところでございます。この対策に取り組んだところでございます。この対策に取り組んだところでございます。この冬冬冬冬におきましてにおきましてにおきましてにおきましてもももも、、、、電力需電力需電力需電力需給が給が給が給が厳厳厳厳しいしいしいしい

見込見込見込見込みでございまして、県みでございまして、県みでございまして、県みでございまして、県内内内内一一一一体体体体となったとなったとなったとなった節電節電節電節電対策が対策が対策が対策が求求求求められているところでございます。められているところでございます。められているところでございます。められているところでございます。

１１月８日に開１１月８日に開１１月８日に開１１月８日に開催催催催いたしました第４回のいたしました第４回のいたしました第４回のいたしました第４回の節電協節電協節電協節電協議会において、議会において、議会において、議会において、以下以下以下以下のとおりののとおりののとおりののとおりの節電節電節電節電対策対策対策対策

をををを推推推推進することを申し合わせました。今進することを申し合わせました。今進することを申し合わせました。今進することを申し合わせました。今冬冬冬冬のののの節電節電節電節電の取り組みの取り組みの取り組みの取り組み内容内容内容内容につきましてでございまにつきましてでございまにつきましてでございまにつきましてでございま

すが、すが、すが、すが、節電節電節電節電期間といたしましては１２月１９日から３月２３日、期間といたしましては１２月１９日から３月２３日、期間といたしましては１２月１９日から３月２３日、期間といたしましては１２月１９日から３月２３日、時時時時間は平日の９間は平日の９間は平日の９間は平日の９時時時時から２から２から２から２

１１１１時時時時までということになっております。までということになっております。までということになっております。までということになっております。目標目標目標目標はははは健康健康健康健康にににに影響影響影響影響のないのないのないのない範囲範囲範囲範囲で、前年で、前年で、前年で、前年比比比比で１０％で１０％で１０％で１０％

以以以以上の上の上の上の節電節電節電節電を行うこと。を行うこと。を行うこと。を行うこと。節電節電節電節電ののののメニュメニュメニュメニューでございますが、ーでございますが、ーでございますが、ーでございますが、家庭家庭家庭家庭用では用では用では用ではエアコンエアコンエアコンエアコンの設定の設定の設定の設定温温温温度度度度

を２０度にするなどの３を２０度にするなどの３を２０度にするなどの３を２０度にするなどの３点点点点、それから業、それから業、それから業、それから業務務務務、産業用では、産業用では、産業用では、産業用ではエアコンエアコンエアコンエアコンの設定の設定の設定の設定温温温温度１９度、また、度１９度、また、度１９度、また、度１９度、また、

執務エリア執務エリア執務エリア執務エリアのののの照照照照明を明を明を明を約約約約５５５５割割割割間間間間引引引引くなどの提案をしているところでございます。くなどの提案をしているところでございます。くなどの提案をしているところでございます。くなどの提案をしているところでございます。

節電協節電協節電協節電協議会の取り組みの議会の取り組みの議会の取り組みの議会の取り組みの状況状況状況状況をごをごをごをご参照参照参照参照いただきたいといただきたいといただきたいといただきたいと思思思思います。います。います。います。

また、あわせまして１２月１５日にはまた、あわせまして１２月１５日にはまた、あわせまして１２月１５日にはまた、あわせまして１２月１５日には節電協節電協節電協節電協議会に先立って議会に先立って議会に先立って議会に先立ってエネルギエネルギエネルギエネルギーーーー政政政政策の策の策の策の特別講演特別講演特別講演特別講演

を予定しております。ごを予定しております。ごを予定しております。ごを予定しております。ご参考参考参考参考までにまでにまでにまでに聞聞聞聞きに行っていただけれきに行っていただけれきに行っていただけれきに行っていただければばばばということでご案ということでご案ということでご案ということでご案内内内内させてさせてさせてさせて
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いただきます。いただきます。いただきます。いただきます。

続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、「奈良県紀伊半島大水害復旧・復興に向けた取り組みについて」の「奈良県紀伊半島大水害復旧・復興に向けた取り組みについて」の「奈良県紀伊半島大水害復旧・復興に向けた取り組みについて」の「奈良県紀伊半島大水害復旧・復興に向けた取り組みについて」の冊冊冊冊子を子を子を子を

ごらんいただきたいとごらんいただきたいとごらんいただきたいとごらんいただきたいと思思思思います。います。います。います。

１ページは、今般の大水害の１ページは、今般の大水害の１ページは、今般の大水害の１ページは、今般の大水害の特徴特徴特徴特徴、、、、

２ページは、被害の２ページは、被害の２ページは、被害の２ページは、被害の状況状況状況状況について記載をしております。について記載をしております。について記載をしております。について記載をしております。

３ページは、復旧・復興の基３ページは、復旧・復興の基３ページは、復旧・復興の基３ページは、復旧・復興の基本的本的本的本的なななな考え方考え方考え方考え方でございます。復旧・復興に当たり、被害にでございます。復旧・復興に当たり、被害にでございます。復旧・復興に当たり、被害にでございます。復旧・復興に当たり、被害に

強強強強く、く、く、く、希望希望希望希望のののの持持持持てる地域をてる地域をてる地域をてる地域を目指目指目指目指し、１つし、１つし、１つし、１つ目目目目といたしまして被災地域の迅速な立ち直り・回といたしまして被災地域の迅速な立ち直り・回といたしまして被災地域の迅速な立ち直り・回といたしまして被災地域の迅速な立ち直り・回

復、２つ復、２つ復、２つ復、２つ目目目目、地域の再生・復興、３つ、地域の再生・復興、３つ、地域の再生・復興、３つ、地域の再生・復興、３つ目目目目、、、、安全安全安全安全・・・・安心へ安心へ安心へ安心への備の備の備の備ええええ、これらを、これらを、これらを、これらを柱柱柱柱として取り組として取り組として取り組として取り組

んでいくんでいくんでいくんでいく考え考え考え考えでございます。また、平成２３年度でございます。また、平成２３年度でございます。また、平成２３年度でございます。また、平成２３年度中中中中には、には、には、には、仮称仮称仮称仮称でございますけれどでございますけれどでございますけれどでございますけれどもももも、復、復、復、復

旧・復興計旧・復興計旧・復興計旧・復興計画画画画を策定することとしております。を策定することとしております。を策定することとしております。を策定することとしております。

４ページ、復旧・復興計４ページ、復旧・復興計４ページ、復旧・復興計４ページ、復旧・復興計画画画画のののの位置づ位置づ位置づ位置づけの案でございます。計けの案でございます。計けの案でございます。計けの案でございます。計画画画画の期間を１０年間、平成の期間を１０年間、平成の期間を１０年間、平成の期間を１０年間、平成

２３年度から平成３２年度までの１０年間とし、２３年度から平成３２年度までの１０年間とし、２３年度から平成３２年度までの１０年間とし、２３年度から平成３２年度までの１０年間とし、社社社社会会会会状況状況状況状況のののの変変変変化、地域の化、地域の化、地域の化、地域の新新新新たな動きにたな動きにたな動きにたな動きにもももも

柔軟柔軟柔軟柔軟に対に対に対に対応応応応し、し、し、し、必必必必要に要に要に要に応応応応じじじじ改改改改定をしていきたいと定をしていきたいと定をしていきたいと定をしていきたいと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。

５ページ、これまでの復旧・復興に向けた５ページ、これまでの復旧・復興に向けた５ページ、これまでの復旧・復興に向けた５ページ、これまでの復旧・復興に向けた主主主主な取り組みの経な取り組みの経な取り組みの経な取り組みの経緯緯緯緯をををを時系列時系列時系列時系列にまとめたにまとめたにまとめたにまとめたもももものののの

でございます。１０月７日にはでございます。１０月７日にはでございます。１０月７日にはでございます。１０月７日には知知知知事を事を事を事を本本本本部長といたします復旧・復興部長といたします復旧・復興部長といたします復旧・復興部長といたします復旧・復興推推推推進進進進本本本本部を設部を設部を設部を設置置置置いたいたいたいた

しました。また、しました。また、しました。また、しました。また、同同同同じく復旧・復興計じく復旧・復興計じく復旧・復興計じく復旧・復興計画画画画策定策定策定策定チチチチーーーームも発足ムも発足ムも発足ムも発足をさせていただいたところでごをさせていただいたところでごをさせていただいたところでごをさせていただいたところでご

ざいます。なお、今回の復旧・復興計ざいます。なお、今回の復旧・復興計ざいます。なお、今回の復旧・復興計ざいます。なお、今回の復旧・復興計画画画画の策定に当たっては、いろいろな分野が関係しての策定に当たっては、いろいろな分野が関係しての策定に当たっては、いろいろな分野が関係しての策定に当たっては、いろいろな分野が関係して

まいります。そのことから策定のまいります。そのことから策定のまいります。そのことから策定のまいります。そのことから策定の方法方法方法方法として、部として、部として、部として、部局局局局長を長を長を長をキャプテキャプテキャプテキャプテンンンンとした部とした部とした部とした部局局局局、、、、横断横断横断横断的的的的なななな

チチチチーーーームムムムに分けてに分けてに分けてに分けて検討検討検討検討することといたしました。することといたしました。することといたしました。することといたしました。

６６６６ページは、そのページは、そのページは、そのページは、そのチチチチーーーームムムム分けと分けと分けと分けとキャプテキャプテキャプテキャプテンンンンについてまとめたについてまとめたについてまとめたについてまとめたもももものでございます。産業・のでございます。産業・のでございます。産業・のでございます。産業・

雇用振興部の所管は、生業支援、産業支援を雇用振興部の所管は、生業支援、産業支援を雇用振興部の所管は、生業支援、産業支援を雇用振興部の所管は、生業支援、産業支援を担担担担当しております。当しております。当しております。当しております。

８ページ、９ページは被災８ページ、９ページは被災８ページ、９ページは被災８ページ、９ページは被災市町村市町村市町村市町村からの要からの要からの要からの要望望望望一一一一覧覧覧覧、、、、

１０ページから１３ページは国・１０ページから１３ページは国・１０ページから１３ページは国・１０ページから１３ページは国・三三三三県合県合県合県合同同同同会議の会議の会議の会議の共同共同共同共同提案、提案、提案、提案、

１４ページ、１５ページは１４ページ、１５ページは１４ページ、１５ページは１４ページ、１５ページは政政政政府府府府要要要要望望望望のののの内容内容内容内容を記載しております。ごらんいただけれを記載しております。ごらんいただけれを記載しております。ごらんいただけれを記載しております。ごらんいただければばばばとととと

思思思思います。います。います。います。

１１１１６６６６ページと１７ページは災害復旧・復興に関する補正予算ページと１７ページは災害復旧・復興に関する補正予算ページと１７ページは災害復旧・復興に関する補正予算ページと１７ページは災害復旧・復興に関する補正予算等等等等のののの状況状況状況状況でございます。今でございます。今でございます。今でございます。今

議会では４の補正予算案についてご審議をお願いしているところでございます。議会では４の補正予算案についてご審議をお願いしているところでございます。議会では４の補正予算案についてご審議をお願いしているところでございます。議会では４の補正予算案についてご審議をお願いしているところでございます。

１８ページから３０ページにつきましては、復旧・復興計１８ページから３０ページにつきましては、復旧・復興計１８ページから３０ページにつきましては、復旧・復興計１８ページから３０ページにつきましては、復旧・復興計画画画画策定策定策定策定チチチチーーーームムムムのののの現現現現時点時点時点時点でのでのでのでの検検検検

討状況討状況討状況討状況として、それぞれのとして、それぞれのとして、それぞれのとして、それぞれのチチチチーーーームムムムの復旧・復興計の復旧・復興計の復旧・復興計の復旧・復興計画画画画策定に向けた策定に向けた策定に向けた策定に向けた検討検討検討検討のののの方方方方向向向向性性性性とこれまでとこれまでとこれまでとこれまで

の取り組みをまとめております。産業・雇用振興部の所管は２２ページの生業・産業の支の取り組みをまとめております。産業・雇用振興部の所管は２２ページの生業・産業の支の取り組みをまとめております。産業・雇用振興部の所管は２２ページの生業・産業の支の取り組みをまとめております。産業・雇用振興部の所管は２２ページの生業・産業の支
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援についてでございます。被災地域の経済の迅速な立ち直り、回復を援についてでございます。被災地域の経済の迅速な立ち直り、回復を援についてでございます。被災地域の経済の迅速な立ち直り、回復を援についてでございます。被災地域の経済の迅速な立ち直り、回復を目指目指目指目指すため４つすため４つすため４つすため４つ項目項目項目項目

を上げておりますが、１つ、を上げておりますが、１つ、を上げておりますが、１つ、を上げておりますが、１つ、中中中中小企小企小企小企業業業業等等等等の事業再建と復興に向けた支援、２つ、地域の事業再建と復興に向けた支援、２つ、地域の事業再建と復興に向けた支援、２つ、地域の事業再建と復興に向けた支援、２つ、地域特性特性特性特性

を生かしたを生かしたを生かしたを生かした中山中山中山中山間地域の産業振興間地域の産業振興間地域の産業振興間地域の産業振興へへへへの支援、３つの支援、３つの支援、３つの支援、３つ目目目目、、、、交交交交流流流流産業産業産業産業へへへへの支援、４つの支援、４つの支援、４つの支援、４つ目目目目、農林水、農林水、農林水、農林水

産業の再生の４つの産業の再生の４つの産業の再生の４つの産業の再生の４つの柱柱柱柱によりまして対策をによりまして対策をによりまして対策をによりまして対策を実実実実施しております。施しております。施しております。施しております。

これまでの取り組みといたしましては、台風１２号災害復旧対策資金のこれまでの取り組みといたしましては、台風１２号災害復旧対策資金のこれまでの取り組みといたしましては、台風１２号災害復旧対策資金のこれまでの取り組みといたしましては、台風１２号災害復旧対策資金の創創創創設、経設、経設、経設、経営営営営・金・金・金・金

融融融融・雇用・雇用・雇用・雇用等等等等に関するに関するに関するに関する巡巡巡巡回回回回相談相談相談相談のののの実実実実施、災害施、災害施、災害施、災害発発発発生直生直生直生直後後後後よりよりよりより市町村市町村市町村市町村とととと連携連携連携連携して、して、して、して、現現現現地での農林地での農林地での農林地での農林

水産被害水産被害水産被害水産被害状況等状況等状況等状況等調調調調査とあわせて事査とあわせて事査とあわせて事査とあわせて事後後後後対策対策対策対策指指指指導導導導、、、、助言助言助言助言などをなどをなどをなどを実実実実施しているところでございま施しているところでございま施しているところでございま施しているところでございま

す。す。す。す。

以以以以上で産業・雇用振興部の報告案件について、ご説明を上で産業・雇用振興部の報告案件について、ご説明を上で産業・雇用振興部の報告案件について、ご説明を上で産業・雇用振興部の報告案件について、ご説明を終終終終わらせていただきます。よろわらせていただきます。よろわらせていただきます。よろわらせていただきます。よろ

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

○冨岡農林部長○冨岡農林部長○冨岡農林部長○冨岡農林部長 それでは、ただいまの「奈良県紀伊半島大水害復旧・復興に向けた取りそれでは、ただいまの「奈良県紀伊半島大水害復旧・復興に向けた取りそれでは、ただいまの「奈良県紀伊半島大水害復旧・復興に向けた取りそれでは、ただいまの「奈良県紀伊半島大水害復旧・復興に向けた取り

組みについて」のうち、農林部所管分の補組みについて」のうち、農林部所管分の補組みについて」のうち、農林部所管分の補組みについて」のうち、農林部所管分の補足足足足説明をさせていただきます。説明をさせていただきます。説明をさせていただきます。説明をさせていただきます。

６６６６ページ、ただいまページ、ただいまページ、ただいまページ、ただいまチチチチーーーームムムムのののの編制編制編制編制についてのご説明がありましたけれどについてのご説明がありましたけれどについてのご説明がありましたけれどについてのご説明がありましたけれどもももも、農林部所管、農林部所管、農林部所管、農林部所管

に関に関に関に関連連連連するところで、まず１で被災地域の迅速な立ち直り・回復の（１）でするところで、まず１で被災地域の迅速な立ち直り・回復の（１）でするところで、まず１で被災地域の迅速な立ち直り・回復の（１）でするところで、まず１で被災地域の迅速な立ち直り・回復の（１）で①①①①の林の林の林の林道等道等道等道等とととと

いうところ、それからいうところ、それからいうところ、それからいうところ、それから②②②②でででで土砂土砂土砂土砂災害対策の災害対策の災害対策の災害対策の中中中中でででで治山治山治山治山事業を進めております。それから、事業を進めております。それから、事業を進めております。それから、事業を進めております。それから、

（３）の生業・産業支援で、先ほどご説明ありました地域に（３）の生業・産業支援で、先ほどご説明ありました地域に（３）の生業・産業支援で、先ほどご説明ありました地域に（３）の生業・産業支援で、先ほどご説明ありました地域に根差根差根差根差した農林水産業の再生、した農林水産業の再生、した農林水産業の再生、した農林水産業の再生、

それから２の地域の再生・再興の（１）災害にそれから２の地域の再生・再興の（１）災害にそれから２の地域の再生・再興の（１）災害にそれから２の地域の再生・再興の（１）災害に強強強強いいいいイイイインンンンフラフラフラフラづづづづくりのくりのくりのくりの④④④④で災害にで災害にで災害にで災害に強強強強いいいい森森森森林林林林

づづづづくり、７ページくり、７ページくり、７ページくり、７ページ、、、、（３）の産業・雇用の（３）の産業・雇用の（３）の産業・雇用の（３）の産業・雇用の創造創造創造創造の林業として、の林業として、の林業として、の林業として、私私私私ををををキャプテキャプテキャプテキャプテンンンンとしましてとしましてとしましてとしまして

①①①①の林業の振興、の林業の振興、の林業の振興、の林業の振興、②②②②の地域産業の振興、それから、２３ページ、の地域産業の振興、それから、２３ページ、の地域産業の振興、それから、２３ページ、の地域産業の振興、それから、２３ページ、具具具具体的体的体的体的な取り組みのな取り組みのな取り組みのな取り組みの主主主主なななな

もももものですけれどのですけれどのですけれどのですけれどもももも、、、、④④④④災害に災害に災害に災害に強強強強いいいい森森森森林林林林づづづづくりといたしまして、林くりといたしまして、林くりといたしまして、林くりといたしまして、林道道道道については被災については被災については被災については被災箇箇箇箇所の所の所の所の

早早早早期期期期機能機能機能機能回復、また林地回復、また林地回復、また林地回復、また林地崩壊崩壊崩壊崩壊につきましては大につきましては大につきましては大につきましては大規規規規模模模模でででで高高高高度な度な度な度な技術技術技術技術を要するを要するを要するを要する箇箇箇箇所は国による所は国による所は国による所は国による

事業事業事業事業実実実実施を、またその他の施を、またその他の施を、またその他の施を、またその他の崩壊崩壊崩壊崩壊地については県による地については県による地については県による地については県による早早早早期復旧を期復旧を期復旧を期復旧を目指目指目指目指すこととしておりますこととしておりますこととしておりますこととしておりま

す。す。す。す。

２２２２６６６６ページページページページ、、、、（３）産業・雇用の（３）産業・雇用の（３）産業・雇用の（３）産業・雇用の創造創造創造創造、林業でございますが、、林業でございますが、、林業でございますが、、林業でございますが、希望希望希望希望がががが持持持持てる地域をてる地域をてる地域をてる地域を目指目指目指目指

してしてしてして以下以下以下以下のののの方方方方針針針針で林業、農業で林業、農業で林業、農業で林業、農業等等等等の雇用のの雇用のの雇用のの雇用の場場場場をををを創創創創出するといたしまして４出するといたしまして４出するといたしまして４出するといたしまして４項目項目項目項目上げさせてい上げさせてい上げさせてい上げさせてい

ただいています。地域雇用の受けただいています。地域雇用の受けただいています。地域雇用の受けただいています。地域雇用の受け皿皿皿皿となりとなりとなりとなり得得得得る林業、る林業、る林業、る林業、木材木材木材木材産業の振興、産業の振興、産業の振興、産業の振興、②②②②としまして地域としまして地域としまして地域としまして地域

のののの誇誇誇誇りとなる地域りとなる地域りとなる地域りとなる地域特特特特産産産産物物物物、加、加、加、加工工工工品品品品、、、、土土土土産産産産物物物物のののの発発発発掘掘掘掘、開、開、開、開発及び発及び発及び発及び販売販売販売販売、、、、③③③③としましてとしましてとしましてとしまして豊豊豊豊かな地かな地かな地かな地

域資域資域資域資源源源源をををを活活活活用した用した用した用した都都都都市市市市農農農農山村山村山村山村交交交交流流流流のののの推推推推進、進、進、進、最最最最後後後後に農地に農地に農地に農地やややや林林林林道等道等道等道等の地域を支の地域を支の地域を支の地域を支ええええる基る基る基る基盤盤盤盤整整整整備の備の備の備の

推推推推進を進を進を進を掲掲掲掲げております。げております。げております。げております。

これまでの取り組みとして２これまでの取り組みとして２これまでの取り組みとして２これまでの取り組みとして２点点点点上げておりますが、林業の振興として、上げておりますが、林業の振興として、上げておりますが、林業の振興として、上げておりますが、林業の振興として、流流流流木木木木発発発発生の要生の要生の要生の要因因因因
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調調調調査の査の査の査の実実実実施を９月補正をいただいて施を９月補正をいただいて施を９月補正をいただいて施を９月補正をいただいて実実実実施をしております。それから、県産施をしております。それから、県産施をしております。それから、県産施をしております。それから、県産材材材材安安安安定定定定供供供供給を給を給を給を維維維維

持持持持するためのするためのするためのするための緊急緊急緊急緊急支援として、支援として、支援として、支援として、同同同同じく９月補正をいただいて補じく９月補正をいただいて補じく９月補正をいただいて補じく９月補正をいただいて補助助助助をしております。をしております。をしております。をしております。

それから、それから、それから、それから、②②②②の地域産業の振興におきまして、の地域産業の振興におきまして、の地域産業の振興におきまして、の地域産業の振興におきまして、以下以下以下以下のとおり取り組んでおります。のとおり取り組んでおります。のとおり取り組んでおります。のとおり取り組んでおります。

概概概概略略略略でございますが、でございますが、でございますが、でございますが、以以以以上が今回の紀伊半島大水害関上が今回の紀伊半島大水害関上が今回の紀伊半島大水害関上が今回の紀伊半島大水害関連連連連の農林部の所管についてのご説の農林部の所管についてのご説の農林部の所管についてのご説の農林部の所管についてのご説

明でございます。明でございます。明でございます。明でございます。

別途別途別途別途２件、報告案件をお願いしております２件、報告案件をお願いしております２件、報告案件をお願いしております２件、報告案件をお願いしております。。。。「経済労働委員会資「経済労働委員会資「経済労働委員会資「経済労働委員会資料料料料」をお願いいたしま」をお願いいたしま」をお願いいたしま」をお願いいたしま

す。す。す。す。

１ページ１ページ１ページ１ページ、、、、「奈良県「奈良県「奈良県「奈良県食肉流通センタ食肉流通センタ食肉流通センタ食肉流通センター（とー（とー（とー（と畜畜畜畜・・・・市場市場市場市場））））改革検討改革検討改革検討改革検討委員会」におきます委員会」におきます委員会」におきます委員会」におきます検討検討検討検討

状況状況状況状況についてのご報告でございます。についてのご報告でございます。についてのご報告でございます。についてのご報告でございます。センタセンタセンタセンターのーのーのーの改革改革改革改革につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、本本本本年７月に年７月に年７月に年７月に改革検改革検改革検改革検

討討討討委員会を設委員会を設委員会を設委員会を設置置置置をし、これまで３回にわたって会議を開をし、これまで３回にわたって会議を開をし、これまで３回にわたって会議を開をし、これまで３回にわたって会議を開催催催催し、し、し、し、現現現現状状状状課課課課題題題題等等等等をををを整整整整理した上で、理した上で、理した上で、理した上で、

本質的本質的本質的本質的な議な議な議な議論論論論を行っていただいております。を行っていただいております。を行っていただいております。を行っていただいております。

センタセンタセンタセンターにつきましては、ーにつきましては、ーにつきましては、ーにつきましては、食肉食肉食肉食肉会会会会社社社社がががが中中中中核核核核業業業業務務務務でありますとでありますとでありますとでありますと畜解体畜解体畜解体畜解体業業業業務務務務と、それからと、それからと、それからと、それからもももも

う一つのう一つのう一つのう一つの市場市場市場市場業業業業務務務務をををを担担担担ってございます。あわせてってございます。あわせてってございます。あわせてってございます。あわせて食肉食肉食肉食肉公公公公社社社社ががががセンタセンタセンタセンター施設の管理ー施設の管理ー施設の管理ー施設の管理運運運運営営営営をををを担担担担

っているっているっているっている構造構造構造構造となってございます。となってございます。となってございます。となってございます。

前回の第２回前回の第２回前回の第２回前回の第２回目目目目の会議で、の会議で、の会議で、の会議で、改革改革改革改革に向けたに向けたに向けたに向けた方方方方策案をお示ししておりますが、大きくは策案をお示ししておりますが、大きくは策案をお示ししておりますが、大きくは策案をお示ししておりますが、大きくは構造構造構造構造

的的的的にににに不採不採不採不採算でありますと算でありますと算でありますと算でありますと畜畜畜畜業業業業務務務務をををを食肉食肉食肉食肉公公公公社社社社が直が直が直が直接接接接担担担担ってってってって改革改革改革改革に取り組に取り組に取り組に取り組むむむむ案でありますとか、案でありますとか、案でありますとか、案でありますとか、

将将将将来的来的来的来的にとにとにとにと畜畜畜畜だけとしてだけとしてだけとしてだけとして市場市場市場市場をををを廃廃廃廃止止止止していく案など、していく案など、していく案など、していく案など、複複複複数数数数案を事案を事案を事案を事務務務務局局局局から提示をさせていから提示をさせていから提示をさせていから提示をさせてい

ただいてご議ただいてご議ただいてご議ただいてご議論論論論をいただいております。をいただいております。をいただいております。をいただいております。

今回、１１月１７日に第３回今回、１１月１７日に第３回今回、１１月１７日に第３回今回、１１月１７日に第３回目目目目のののの検討検討検討検討委員会を開委員会を開委員会を開委員会を開催催催催いたしました。これらのいたしました。これらのいたしました。これらのいたしました。これらの改革改革改革改革案を提案を提案を提案を提

示の上、示の上、示の上、示の上、センタセンタセンタセンターの関係者からとーの関係者からとーの関係者からとーの関係者からと畜畜畜畜・・・・市場市場市場市場のののの存在存在存在存在意意意意義義義義やややや大大大大和和和和牛牛牛牛などのなどのなどのなどの畜畜畜畜産産産産ブラブラブラブランンンンドドドド、、、、畜畜畜畜産産産産

振興振興振興振興等等等等についてのについてのについてのについての意見聞意見聞意見聞意見聞き取りを事前にき取りを事前にき取りを事前にき取りを事前に実実実実施をしておりますが、その施をしておりますが、その施をしておりますが、その施をしておりますが、その内容内容内容内容を委員会にご報を委員会にご報を委員会にご報を委員会にご報

告し、告し、告し、告し、検討検討検討検討をいただいたところでございます。をいただいたところでございます。をいただいたところでございます。をいただいたところでございます。

２ページには、その２ページには、その２ページには、その２ページには、その聞聞聞聞き取りの概要をまとめてございます。き取りの概要をまとめてございます。き取りの概要をまとめてございます。き取りの概要をまとめてございます。列列列列としては、としては、としては、としては、食肉食肉食肉食肉会会会会社社社社、生、生、生、生

産者、産者、産者、産者、食肉食肉食肉食肉業者と関係者、と業者と関係者、と業者と関係者、と業者と関係者、と畜畜畜畜のののの存在存在存在存在意意意意義義義義、、、、市場市場市場市場のののの存在存在存在存在意意意意義義義義、、、、畜畜畜畜産振興、産振興、産振興、産振興、改革改革改革改革に対する基に対する基に対する基に対する基

本的本的本的本的なななな考え方考え方考え方考え方というというというというママママトトトトリリリリックックックックススススでででで整整整整理をしておりますが、まずと理をしておりますが、まずと理をしておりますが、まずと理をしておりますが、まずと畜畜畜畜のののの存在存在存在存在意意意意義義義義についてについてについてについて

でありますが、これはでありますが、これはでありますが、これはでありますが、これは言言言言いかいかいかいかええええますと、とますと、とますと、とますと、と畜場畜場畜場畜場をををを仮仮仮仮にににに廃廃廃廃止止止止したしたしたした場場場場合どうかということでご合どうかということでご合どうかということでご合どうかということでご

ざいますが、ざいますが、ざいますが、ざいますが、食肉食肉食肉食肉会会会会社社社社は、は、は、は、牛牛牛牛やややや豚豚豚豚をををを食肉食肉食肉食肉としてとしてとしてとして消消消消費費費費者に者に者に者に供供供供給するため、と給するため、と給するため、と給するため、と畜畜畜畜部部部部門門門門はははは不可不可不可不可欠欠欠欠

といったといったといったといった意見意見意見意見がございました。生産農がございました。生産農がございました。生産農がございました。生産農家家家家からは、からは、からは、からは、流通流通流通流通機能機能機能機能と一と一と一と一体体体体になったとになったとになったとになったと畜畜畜畜機能機能機能機能がががが必必必必要要要要

とのとのとのとの意見意見意見意見がございました。それから、がございました。それから、がございました。それから、がございました。それから、自自自自家割家割家割家割業者は、ほかに業者は、ほかに業者は、ほかに業者は、ほかに自自自自家割家割家割家割でででで持持持持っていくところがっていくところがっていくところがっていくところが

なく、なく、なく、なく、自自自自家割家割家割家割としての利用としての利用としての利用としての利用価値価値価値価値はははは高高高高いとのいとのいとのいとの意見も意見も意見も意見もございました。ございました。ございました。ございました。
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次に、次に、次に、次に、市場市場市場市場のののの存在存在存在存在意意意意義義義義についてでございますが、これはについてでございますが、これはについてでございますが、これはについてでございますが、これは言言言言いかいかいかいかええええますと、ますと、ますと、ますと、仮仮仮仮にににに市場市場市場市場、、、、競競競競

りりりり機能機能機能機能をををを廃廃廃廃止止止止したしたしたした場場場場合の合の合の合の影響影響影響影響に対してでございますが、生産者からは、に対してでございますが、生産者からは、に対してでございますが、生産者からは、に対してでございますが、生産者からは、公公公公正で正で正で正で透透透透明な明な明な明な価格価格価格価格

形形形形成のため成のため成のため成のため市場市場市場市場はははは必必必必要、要、要、要、市場市場市場市場のののの全全全全頭頭頭頭取取取取引引引引によってによってによってによって安心安心安心安心して出して出して出して出荷荷荷荷できる、できる、できる、できる、相相相相対取対取対取対取引引引引ではではではでは全全全全頭頭頭頭

をををを引引引引き取ってき取ってき取ってき取ってももももららららええええないないないない不安不安不安不安があるといったごがあるといったごがあるといったごがあるといったご意見や意見や意見や意見や、他、他、他、他市場へ市場へ市場へ市場への出の出の出の出荷荷荷荷は今のは今のは今のは今のブラブラブラブランンンンドドドド力力力力

ではではではでは困難困難困難困難といったといったといったといった意見意見意見意見がございました。また、がございました。また、がございました。また、がございました。また、買買買買い受けい受けい受けい受け人人人人からは、からは、からは、からは、近隣近隣近隣近隣市場市場市場市場においてはにおいてはにおいてはにおいては希希希希

望望望望するするするする品品品品がががが確確確確保し保し保し保しづづづづらく、らく、らく、らく、実実実実態態態態としてとしてとしてとして本本本本格格格格的的的的なななな参参参参入は入は入は入は困難困難困難困難、他、他、他、他市場へ市場へ市場へ市場へのののの参参参参入は入は入は入は困難困難困難困難といっといっといっといっ

たごたごたごたご意見意見意見意見がございました。また、がございました。また、がございました。また、がございました。また、畜畜畜畜産振興産振興産振興産振興やややや大大大大和和和和牛牛牛牛、、、、ヤヤヤヤママママトポトポトポトポーーーーククククにつきましては、生産につきましては、生産につきましては、生産につきましては、生産

者からは、者からは、者からは、者からは、ブラブラブラブランンンンドドドドへへへへのののの転換転換転換転換やややや増頭増頭増頭増頭のののの推推推推進など出進など出進など出進など出荷荷荷荷意意意意欲欲欲欲はははは高高高高いとのいとのいとのいとの意見意見意見意見がございましたが、がございましたが、がございましたが、がございましたが、

一一一一方方方方で、今で、今で、今で、今後後後後の生産の生産の生産の生産増頭増頭増頭増頭についてはについてはについてはについては高高高高齢齢齢齢化化化化等等等等のののの問題問題問題問題ももももあり、あり、あり、あり、難難難難しいというしいというしいというしいという意見も意見も意見も意見もございまございまございまございま

した。した。した。した。買買買買い受けい受けい受けい受け人人人人からからからからもももも、大、大、大、大和畜和畜和畜和畜産産産産ブラブラブラブランンンンドドドドのののの評価評価評価評価はははは高高高高いとのいとのいとのいとの意見意見意見意見がございましたが、一がございましたが、一がございましたが、一がございましたが、一

方方方方で、生産、出で、生産、出で、生産、出で、生産、出荷量荷量荷量荷量がががが少少少少なく、なく、なく、なく、ももももっとっとっとっと増頭増頭増頭増頭がががが必必必必要との要との要との要との意見も聞意見も聞意見も聞意見も聞かれました。かれました。かれました。かれました。

改革改革改革改革に対するに対するに対するに対する意見意見意見意見につきましてですが、会につきましてですが、会につきましてですが、会につきましてですが、会社社社社からは、とからは、とからは、とからは、と畜畜畜畜については県またはについては県またはについては県またはについては県または公公公公社社社社がががが主主主主

体体体体となってとなってとなってとなって運運運運営営営営し、し、し、し、市場市場市場市場については会については会については会については会社社社社、その他関係者により、その他関係者により、その他関係者により、その他関係者により自自自自主主主主独独独独立立立立運運運運営営営営していくしていくしていくしていく方法方法方法方法

がががが望望望望ましいといったごましいといったごましいといったごましいといったご意見や意見や意見や意見や、生産者からは、県、生産者からは、県、生産者からは、県、生産者からは、県内内内内にににに最低最低最低最低１１１１カカカカ所の所の所の所の流通流通流通流通拠拠拠拠点点点点がががが必必必必要、要、要、要、十十十十分分分分

とはとはとはとは言え言え言え言えないが、ないが、ないが、ないが、市場市場市場市場としてとしてとしてとして機能機能機能機能しているとしているとしているとしていると思思思思う、県う、県う、県う、県内内内内にとにとにとにと畜場畜場畜場畜場とととと市場市場市場市場をををを残残残残してしてしてしてももももららららええええれれれれ

ばばばばありがたいとのありがたいとのありがたいとのありがたいとの意見意見意見意見がございました。がございました。がございました。がございました。買買買買い受けい受けい受けい受け人人人人からは、からは、からは、からは、ブラブラブラブランンンンドドドドをこれまでどおりをこれまでどおりをこれまでどおりをこれまでどおり買買買買

い受けできるようにい受けできるようにい受けできるようにい受けできるように維維維維持持持持してしてしてしてももももらいたい。らいたい。らいたい。らいたい。自自自自家割家割家割家割業者から業者から業者から業者からもももも、、、、自自自自家割家割家割家割とととと畜畜畜畜をををを維維維維持持持持してしてしてしてももももらららら

いたいなどのごいたいなどのごいたいなどのごいたいなどのご意見意見意見意見がございました。がございました。がございました。がございました。

以以以以上が関係上が関係上が関係上が関係団体等団体等団体等団体等からのからのからのからの意見意見意見意見でございますが、このごでございますが、このごでございますが、このごでございますが、このご意見も意見も意見も意見も踏踏踏踏ままままええええましてましてましてまして検討検討検討検討委員会で委員会で委員会で委員会で

ご議ご議ご議ご議論論論論をいただいたをいただいたをいただいたをいただいたもももものが、１ページの２で第３回のが、１ページの２で第３回のが、１ページの２で第３回のが、１ページの２で第３回検討検討検討検討委員会の委員会の委員会の委員会の主主主主なななな意見意見意見意見のののの欄欄欄欄に記載をさに記載をさに記載をさに記載をさ

せていただいてます。せていただいてます。せていただいてます。せていただいてます。各各各各委員からは、大委員からは、大委員からは、大委員からは、大和和和和牛牛牛牛、、、、ヤヤヤヤママママトポトポトポトポーーーーククククの出の出の出の出荷荷荷荷者である生産農者である生産農者である生産農者である生産農家家家家はははは市市市市

場場場場をををを必必必必要としているが、生産農要としているが、生産農要としているが、生産農要としているが、生産農家家家家戸戸戸戸数数数数はそれほどはそれほどはそれほどはそれほど多多多多くないくないくないくない中中中中で、そこにかかわっている関で、そこにかかわっている関で、そこにかかわっている関で、そこにかかわっている関

係者との議係者との議係者との議係者との議論論論論ややややとととと畜畜畜畜・・・・市場市場市場市場のののの存在存在存在存在意意意意義義義義などについてのなどについてのなどについてのなどについての共通共通共通共通認識認識認識認識をををを深深深深めていくめていくめていくめていく必必必必要がある。要がある。要がある。要がある。

それから、今それから、今それから、今それから、今後後後後の議の議の議の議論論論論としては、奈良県としてのとしては、奈良県としてのとしては、奈良県としてのとしては、奈良県としての畜畜畜畜産振興と産振興と産振興と産振興と消消消消費費費費者行者行者行者行政政政政などをどうかじ取などをどうかじ取などをどうかじ取などをどうかじ取

りしていくかということがりしていくかということがりしていくかということがりしていくかということが必必必必要になってきている。このため、生産者、要になってきている。このため、生産者、要になってきている。このため、生産者、要になってきている。このため、生産者、自自自自家割家割家割家割業者業者業者業者等等等等のののの川川川川

上上上上側側側側だけでなく、だけでなく、だけでなく、だけでなく、消消消消費費費費者、者、者、者、流通流通流通流通業者業者業者業者等等等等のののの川下川下川下川下側側側側のののの意見も聞意見も聞意見も聞意見も聞いていていていて煮詰煮詰煮詰煮詰めていくめていくめていくめていくべべべべきである。きである。きである。きである。

それから、今それから、今それから、今それから、今後後後後のありのありのありのあり方方方方をををを検討検討検討検討する上で、する上で、する上で、する上で、食肉流通食肉流通食肉流通食肉流通のののの実実実実態態態態やややや過去過去過去過去の経の経の経の経緯緯緯緯をををを踏踏踏踏ままままええええ、、、、構造構造構造構造的的的的

にににに不採不採不採不採算であると算であると算であると算であると畜畜畜畜部部部部門門門門について、について、について、について、食肉食肉食肉食肉会会会会社や社や社や社や生産者、生産者、生産者、生産者、食肉食肉食肉食肉業者業者業者業者等等等等関係者と関係者と関係者と関係者と協協協協議を行い、議を行い、議を行い、議を行い、

県の支出を県の支出を県の支出を県の支出を抑抑抑抑ええええるるるる仕仕仕仕組みをつくる組みをつくる組みをつくる組みをつくる必必必必要があるなどのご要があるなどのご要があるなどのご要があるなどのご意見意見意見意見をいただいております。をいただいております。をいただいております。をいただいております。

今今今今後後後後の取り組みについてでございますが、さらに関係者の取り組みについてでございますが、さらに関係者の取り組みについてでございますが、さらに関係者の取り組みについてでございますが、さらに関係者等等等等との議との議との議との議論論論論をををを深深深深めるととめるととめるととめるととももももに、に、に、に、
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検討検討検討検討委員会において委員会において委員会において委員会において改革改革改革改革に向けたご議に向けたご議に向けたご議に向けたご議論論論論をいただき、今年度をいただき、今年度をいただき、今年度をいただき、今年度中中中中をををを目途目途目途目途にににに改革改革改革改革のののの方方方方向向向向性性性性を取を取を取を取

りまとめていきたいとりまとめていきたいとりまとめていきたいとりまとめていきたいと考え考え考え考えてございます。てございます。てございます。てございます。

３ページ、第３５回３ページ、第３５回３ページ、第３５回３ページ、第３５回全全全全国国国国育樹祭育樹祭育樹祭育樹祭の開の開の開の開催催催催結果についてのご報告でございます。先般１１月結果についてのご報告でございます。先般１１月結果についてのご報告でございます。先般１１月結果についてのご報告でございます。先般１１月

１９日から２１日にかけまして開１９日から２１日にかけまして開１９日から２１日にかけまして開１９日から２１日にかけまして開催催催催をいたしました第３５回をいたしました第３５回をいたしました第３５回をいたしました第３５回全全全全国国国国育樹祭育樹祭育樹祭育樹祭並び並び並び並びにににに併併併併催催催催・記・記・記・記念念念念

行事の開行事の開行事の開行事の開催催催催結果でございますが、結果でございますが、結果でございますが、結果でございますが、皇太皇太皇太皇太子子子子殿殿殿殿下下下下をおをおをおをお迎迎迎迎ええええして平して平して平して平城宮跡城宮跡城宮跡城宮跡で開で開で開で開催催催催をいたしましたをいたしましたをいたしましたをいたしました

式典式典式典式典はははは緑豊緑豊緑豊緑豊かなかなかなかな郷郷郷郷土土土土をををを守守守守り、り、り、り、森森森森がはがはがはがはぐぐぐぐくんできたくんできたくんできたくんできた歴史歴史歴史歴史とととと文文文文化を次の化を次の化を次の化を次の世世世世代に代に代に代に引引引引きききき継継継継ぐぐぐぐことをことをことをことを

基基基基本コンセ本コンセ本コンセ本コンセプトプトプトプトにににに吉吉吉吉野野野野町町町町からのからのからのからの中継や十中継や十中継や十中継や十津津津津川村川村川村川村のののの映像映像映像映像紹介など、紹介など、紹介など、紹介など、本本本本県の県の県の県の森森森森林林業を林林業を林林業を林林業をアアアアピピピピーーーー

ルルルルし、し、し、し、育樹育樹育樹育樹のののの精精精精神の大神の大神の大神の大切切切切さをさをさをさを全全全全面面面面に出したに出したに出したに出したメメメメッッッッセセセセージとージとージとージと簡素簡素簡素簡素でわかりでわかりでわかりでわかりややややすいすいすいすい演演演演出で出で出で出で参参参参加者加者加者加者

からからからからももももごごごご好評好評好評好評いただき、所期のいただき、所期のいただき、所期のいただき、所期の目標目標目標目標をををを達達達達成することができました。成することができました。成することができました。成することができました。

ごごごご協力協力協力協力をいただきました県をいただきました県をいただきました県をいただきました県民民民民のののの参参参参加者加者加者加者ややややボラボラボラボランンンンティティティティアアアアのののの方方方方 々々々々はじめ、さらに議員の皆はじめ、さらに議員の皆はじめ、さらに議員の皆はじめ、さらに議員の皆様様様様

にこのにこのにこのにこの場場場場をおかりしておをおかりしておをおかりしておをおかりしてお礼礼礼礼を申し上げます。を申し上げます。を申し上げます。を申し上げます。

今今今今後後後後でございますが、記でございますが、記でございますが、記でございますが、記録誌録誌録誌録誌をををを作作作作成の上、成の上、成の上、成の上、来来来来年３月には、年３月には、年３月には、年３月には、最最最最後後後後のののの実実実実行委員会を開行委員会を開行委員会を開行委員会を開催催催催をしをしをしをし

て取りまとめたいとて取りまとめたいとて取りまとめたいとて取りまとめたいと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。

各各各各行事の行事の行事の行事の参参参参加者加者加者加者数数数数は、この３日間では、この３日間では、この３日間では、この３日間で延べ延べ延べ延べ１１１１万万万万２２２２，，，，８００８００８００８００人人人人でございました。南部地域あでございました。南部地域あでございました。南部地域あでございました。南部地域あ

るいはるいはるいはるいは東東東東部地域の振興には林業の振興が部地域の振興には林業の振興が部地域の振興には林業の振興が部地域の振興には林業の振興が欠欠欠欠かせないかせないかせないかせない観観観観点点点点から、から、から、から、育樹祭育樹祭育樹祭育樹祭開開開開催催催催をををを契機契機契機契機に県としに県としに県としに県とし

ては今ては今ては今ては今後も後も後も後も緑緑緑緑化化化化やややや森森森森林林業の林林業の林林業の林林業の推推推推進に一進に一進に一進に一層層層層力力力力を入れて取り組んでまいる所を入れて取り組んでまいる所を入れて取り組んでまいる所を入れて取り組んでまいる所存存存存でございます。でございます。でございます。でございます。

以以以以上が農林部の報告案件でございます。よろしくお願いいたします。上が農林部の報告案件でございます。よろしくお願いいたします。上が農林部の報告案件でございます。よろしくお願いいたします。上が農林部の報告案件でございます。よろしくお願いいたします。

○大国委員長○大国委員長○大国委員長○大国委員長 ごごごご苦苦苦苦労労労労様様様様でした。でした。でした。でした。

それでは、ただいまの報告またはその他の事それでは、ただいまの報告またはその他の事それでは、ただいまの報告またはその他の事それでは、ただいまの報告またはその他の事項も項も項も項も含含含含めて、めて、めて、めて、質疑質疑質疑質疑があれがあれがあれがあればばばばごごごご発言発言発言発言願います。願います。願います。願います。

○今井委員○今井委員○今井委員○今井委員 ご説明ありがとうございます。ご説明ありがとうございます。ご説明ありがとうございます。ご説明ありがとうございます。

食肉流通センタ食肉流通センタ食肉流通センタ食肉流通センターにつきましてーにつきましてーにつきましてーにつきまして質質質質問問問問したいとしたいとしたいとしたいと思思思思いますが、いますが、いますが、いますが、食肉流通センタ食肉流通センタ食肉流通センタ食肉流通センターーーー改革検討改革検討改革検討改革検討委委委委

員会を、ずっと員会を、ずっと員会を、ずっと員会を、ずっと傍聴傍聴傍聴傍聴させていただいておりますが、さきに行われました委員会のときに、させていただいておりますが、さきに行われました委員会のときに、させていただいておりますが、さきに行われました委員会のときに、させていただいておりますが、さきに行われました委員会のときに、

農林部長から、今年度農林部長から、今年度農林部長から、今年度農林部長から、今年度中中中中に結に結に結に結論論論論を出すとを出すとを出すとを出すと言言言言っていたけれどっていたけれどっていたけれどっていたけれどもももも、おくれること、おくれること、おくれること、おくれることももももあるかあるかあるかあるかももももしししし

れないというごれないというごれないというごれないというご発言発言発言発言がありまして、そのあたりのながありまして、そのあたりのながありまして、そのあたりのながありまして、そのあたりのなぜぜぜぜおくれるとおくれるとおくれるとおくれると言言言言われているのか、いつわれているのか、いつわれているのか、いつわれているのか、いつ

ごろに結ごろに結ごろに結ごろに結論論論論を出されようとしているのか、そのを出されようとしているのか、そのを出されようとしているのか、そのを出されようとしているのか、その点点点点について一定おについて一定おについて一定おについて一定お伺伺伺伺いをしたいといをしたいといをしたいといをしたいと思思思思います。います。います。います。

それから、大それから、大それから、大それから、大和和和和牛牛牛牛についてですけれどについてですけれどについてですけれどについてですけれどもももも、当日、当日、当日、当日配配配配られました資られました資られました資られました資料料料料のののの中中中中に関係者のに関係者のに関係者のに関係者の意見意見意見意見とととと

して、これだけ県にして、これだけ県にして、これだけ県にして、これだけ県にバックバックバックバックアアアアップップップップしてしてしてしてももももらっているらっているらっているらっているブラブラブラブランンンンドドドドはははは少少少少ないというようなないというようなないというようなないというようなコメンコメンコメンコメン

トトトトがございました。奈良県はがございました。奈良県はがございました。奈良県はがございました。奈良県は畜畜畜畜産振興産振興産振興産振興やややや大大大大和和和和牛牛牛牛ののののブラブラブラブランンンンドドドドに対してどれに対してどれに対してどれに対してどれぐぐぐぐらいの支援をさらいの支援をさらいの支援をさらいの支援をさ

れてこられたのか、そのあたりのれてこられたのか、そのあたりのれてこられたのか、そのあたりのれてこられたのか、そのあたりの点点点点をおをおをおをお尋ね尋ね尋ね尋ねをしたいとをしたいとをしたいとをしたいと思思思思います。います。います。います。

○福住畜産流通振興室長○福住畜産流通振興室長○福住畜産流通振興室長○福住畜産流通振興室長 今井委員から第３回の今井委員から第３回の今井委員から第３回の今井委員から第３回の検討検討検討検討委員会での農林部長の委員会での農林部長の委員会での農林部長の委員会での農林部長の発言発言発言発言趣旨趣旨趣旨趣旨につにつにつにつ
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いてのごいてのごいてのごいてのご質質質質問問問問でございました。先ほど農林部長からご報告をさせていただきましたように、でございました。先ほど農林部長からご報告をさせていただきましたように、でございました。先ほど農林部長からご報告をさせていただきましたように、でございました。先ほど農林部長からご報告をさせていただきましたように、

この第３回の委員会で関係者からこの第３回の委員会で関係者からこの第３回の委員会で関係者からこの第３回の委員会で関係者から聞聞聞聞き取りをした結果をご報告をさせていただきまして、き取りをした結果をご報告をさせていただきまして、き取りをした結果をご報告をさせていただきまして、き取りをした結果をご報告をさせていただきまして、

そしていろいろそしていろいろそしていろいろそしていろいろ意見意見意見意見をいただいたところでございます。そのをいただいたところでございます。そのをいただいたところでございます。そのをいただいたところでございます。その中中中中でございましたように、かでございましたように、かでございましたように、かでございましたように、か

かわっておられる関係者かわっておられる関係者かわっておられる関係者かわっておられる関係者等等等等と、とと、とと、とと、と畜畜畜畜あるいはそのあるいはそのあるいはそのあるいはその市場市場市場市場のののの存在存在存在存在意意意意義義義義についてのについてのについてのについての共通共通共通共通認識認識認識認識をさをさをさをさ

らにらにらにらに深深深深めていくめていくめていくめていく必必必必要があるだろうと、また、奈良県としての今要があるだろうと、また、奈良県としての今要があるだろうと、また、奈良県としての今要があるだろうと、また、奈良県としての今後後後後のののの畜畜畜畜産振興あるいは産振興あるいは産振興あるいは産振興あるいは消消消消費費費費

者行者行者行者行政政政政をどうかじ取りをしていくのかということがをどうかじ取りをしていくのかということがをどうかじ取りをしていくのかということがをどうかじ取りをしていくのかということが必必必必要であると、そのために要であると、そのために要であると、そのために要であると、そのためにもももも消消消消費費費費者あ者あ者あ者あ

るいはるいはるいはるいは流通流通流通流通業者業者業者業者等等等等のののの川下川下川下川下側側側側のののの意見意見意見意見をををを川川川川上上上上側側側側のののの意見意見意見意見と合わせてと合わせてと合わせてと合わせて聞聞聞聞いていくいていくいていくいていく必必必必要があるという要があるという要があるという要があるという

ごごごご指指指指摘摘摘摘ももももございました。ございました。ございました。ございました。

また、今また、今また、今また、今後後後後このこのこのこの改革改革改革改革を行っていく上で、を行っていく上で、を行っていく上で、を行っていく上で、過去過去過去過去の経の経の経の経緯も緯も緯も緯も踏踏踏踏ままままええええまして今まして今まして今まして今後後後後のありのありのありのあり方方方方あるいあるいあるいあるい

はははは運運運運営営営営形態形態形態形態や方法や方法や方法や方法をををを手手手手順を順を順を順を踏踏踏踏んでんでんでんで丁寧丁寧丁寧丁寧に議に議に議に議論論論論をををを重ね重ね重ね重ねていくていくていくていく必必必必要があると要があると要があると要があると考え考え考え考えております。ております。ております。ております。

こういうことこういうことこういうことこういうことももももございまして、ございまして、ございまして、ございまして、鋭鋭鋭鋭意意意意取り組みを進めていきたいと取り組みを進めていきたいと取り組みを進めていきたいと取り組みを進めていきたいと思思思思っておりますが、先っておりますが、先っておりますが、先っておりますが、先

ほど農林部長ほど農林部長ほど農林部長ほど農林部長もももも申しましたように、今年度を申しましたように、今年度を申しましたように、今年度を申しましたように、今年度を目途目途目途目途に今に今に今に今後後後後のののの方方方方向向向向性性性性を取りまとめていきたいを取りまとめていきたいを取りまとめていきたいを取りまとめていきたい

ということについてはということについてはということについてはということについては変変変変わりはございません。わりはございません。わりはございません。わりはございません。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。

○西浦畜産課長○西浦畜産課長○西浦畜産課長○西浦畜産課長 大大大大和和和和牛牛牛牛、、、、ヤヤヤヤママママトポトポトポトポーーーークククク等等等等ののののブラブラブラブランンンンドドドドに対する支援というに対する支援というに対する支援というに対する支援という形形形形でございます。でございます。でございます。でございます。

大大大大和和和和牛牛牛牛につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、黒毛黒毛黒毛黒毛のののの和和和和牛牛牛牛、、、、雌雌雌雌でございます。農でございます。農でございます。農でございます。農家家家家の皆の皆の皆の皆様様様様方方方方にそのようなにそのようなにそのようなにそのような黒毛黒毛黒毛黒毛

和和和和牛牛牛牛のののの雌雌雌雌のののの牛牛牛牛にににに転換転換転換転換をしていただく、をしていただく、をしていただく、をしていただく、増頭増頭増頭増頭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活活活活動をしていただくための支援動をしていただくための支援動をしていただくための支援動をしていただくための支援

をさせていただいています。をさせていただいています。をさせていただいています。をさせていただいています。

また、また、また、また、ヤヤヤヤママママトポトポトポトポーーーーククククにつきましてにつきましてにつきましてにつきましてもももも、、、、ヤヤヤヤママママトポトポトポトポーーーーク自ク自ク自ク自体体体体の生産の生産の生産の生産頭頭頭頭数数数数を上げるためのご支を上げるためのご支を上げるためのご支を上げるためのご支

援をさせていただいています。援をさせていただいています。援をさせていただいています。援をさせていただいています。

さらに、これはさらに、これはさらに、これはさらに、これはブラブラブラブランンンンドドドド全体全体全体全体でございますが、大でございますが、大でございますが、大でございますが、大和和和和ブラブラブラブランンンンドドドドにつきましてのにつきましてのにつきましてのにつきましてのＰＲＰＲＰＲＰＲ等等等等、、、、ブブブブ

ラララランンンンド週ド週ド週ド週間を設けるなどいたしまして、また間を設けるなどいたしまして、また間を設けるなどいたしまして、また間を設けるなどいたしまして、またホホホホーーーームムムムページページページページ等等等等 々々々々をををを活活活活用いたしまして用いたしまして用いたしまして用いたしまして広広広広く皆く皆く皆く皆

様様様様方方方方にににに知知知知っていただくというっていただくというっていただくというっていただくという活活活活動が動が動が動が必必必必要でございますので、それに対する取り組みをして要でございますので、それに対する取り組みをして要でございますので、それに対する取り組みをして要でございますので、それに対する取り組みをして

おります。おります。おります。おります。

今、どの今、どの今、どの今、どのぐぐぐぐらいかというごらいかというごらいかというごらいかというご質質質質問問問問がございました。これらのがございました。これらのがございました。これらのがございました。これらのブラブラブラブランンンンドドドドが、大が、大が、大が、大和和和和牛牛牛牛につきまにつきまにつきまにつきま

しては平成１５年から、しては平成１５年から、しては平成１５年から、しては平成１５年から、ヤヤヤヤママママトポトポトポトポーーーーククククにつきましては平成２０年から開につきましては平成２０年から開につきましては平成２０年から開につきましては平成２０年から開始始始始しておりまして、しておりまして、しておりまして、しておりまして、

大大大大体体体体ざくっとしたざくっとしたざくっとしたざくっとした数数数数字字字字でございますけれどでございますけれどでございますけれどでございますけれどもももも、８、８、８、８，，，，４００４００４００４００万円万円万円万円弱弱弱弱という県という県という県という県費費費費をご支援させをご支援させをご支援させをご支援させ

ていただいているところでございます。ていただいているところでございます。ていただいているところでございます。ていただい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。

○今井委員○今井委員○今井委員○今井委員 今年度を今年度を今年度を今年度を目途目途目途目途にということでございますので、そうしたにということでございますので、そうしたにということでございますので、そうしたにということでございますので、そうした方方方方向で向で向で向でぜひぜひぜひぜひ進めてい進めてい進めてい進めてい

っていただきたいとっていただきたいとっていただきたいとっていただきたいと思思思思います。います。います。います。

それから、このそれから、このそれから、このそれから、この畜畜畜畜産振興の関係ですけれど産振興の関係ですけれど産振興の関係ですけれど産振興の関係ですけれどもももも、例、例、例、例えばえばえばえばとととと畜場畜場畜場畜場ででででポポポポーーーーククククのとのとのとのと畜畜畜畜が平成１９が平成１９が平成１９が平成１９
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年までは年までは年までは年まではゼロゼロゼロゼロだったとだったとだったとだったと思思思思うのですが、平成１９年うのですが、平成１９年うのですが、平成１９年うのですが、平成１９年以以以以降降降降、、、、頭頭頭頭数数数数ががががふふふふええええてきておりまして、こてきておりまして、こてきておりまして、こてきておりまして、こ

れで今、れで今、れで今、れで今、畜畜畜畜産課長のお産課長のお産課長のお産課長のお話話話話ではではではではヤヤヤヤママママトポトポトポトポーーーーククククは平成２０年から支援をされているというようは平成２０年から支援をされているというようは平成２０年から支援をされているというようは平成２０年から支援をされているというよう

なことですが、この間のなことですが、この間のなことですが、この間のなことですが、この間のセンタセンタセンタセンターと支援のありーと支援のありーと支援のありーと支援のあり方方方方をををを見見見見ますと、ますと、ますと、ますと、本来本来本来本来はそうしたはそうしたはそうしたはそうした畜畜畜畜産振興と産振興と産振興と産振興と

いうことが先にあって、いうことが先にあって、いうことが先にあって、いうことが先にあって、センタセンタセンタセンターがーがーがーが後後後後にににに来来来来るのではないかとるのではないかとるのではないかとるのではないかと思思思思うのですけれどうのですけれどうのですけれどうのですけれどもももも、どう、どう、どう、どうもももも

センタセンタセンタセンターを動かすためにーを動かすためにーを動かすためにーを動かすために畜畜畜畜産振興をするような、そんな産振興をするような、そんな産振興をするような、そんな産振興をするような、そんな雰雰雰雰囲囲囲囲気気気気もももも少少少少しししし感感感感じられるようなじられるようなじられるようなじられるような気気気気

がしておりまして、大がしておりまして、大がしておりまして、大がしておりまして、大和和和和牛牛牛牛ということで県はということで県はということで県はということで県は力力力力を入れておりますけれどを入れておりますけれどを入れておりますけれどを入れておりますけれどもももも、、、、私私私私たちたちたちたち消消消消費費費費者者者者

ののののももももとにはとにはとにはとには余余余余りりりり広広広広くくくく普普普普及及及及されていないというか、なじみがないというか、そういうされていないというか、なじみがないというか、そういうされていないというか、なじみがないというか、そういうされていないというか、なじみがないというか、そういう状況状況状況状況でででで

はないかとはないかとはないかとはないかと思思思思います。います。います。います。

今今今今後後後後、、、、消消消消費費費費者の者の者の者の意見も聞意見も聞意見も聞意見も聞いてということでございますので、いろいろな関係者のいてということでございますので、いろいろな関係者のいてということでございますので、いろいろな関係者のいてということでございますので、いろいろな関係者の声声声声をよをよをよをよ

くくくく聞聞聞聞いていただきまして、今いていただきまして、今いていただきまして、今いていただきまして、今後後後後のののの検討検討検討検討委員会、どんな委員会、どんな委員会、どんな委員会、どんなふふふふうになってくるのかとうになってくるのかとうになってくるのかとうになってくるのかと注注注注目目目目をしてをしてをしてをして

いきたいといきたいといきたいといきたいと思思思思っております。っております。っております。っております。

それから、次のそれから、次のそれから、次のそれから、次の問題問題問題問題ですが、これはここの部ですが、これはここの部ですが、これはここの部ですが、これはここの部局局局局にならないかにならないかにならないかにならないかももももしれないのですが、奈良しれないのですが、奈良しれないのですが、奈良しれないのですが、奈良

県の経済という県の経済という県の経済という県の経済という点点点点で、で、で、で、若若若若いいいい芸芸芸芸術術術術家家家家のののの方方方方から、この間ちょっとから、この間ちょっとから、この間ちょっとから、この間ちょっと言言言言われたことがございました。われたことがございました。われたことがございました。われたことがございました。

奈良県の奈良県の奈良県の奈良県の単独単独単独単独のののの映映映映画画画画館館館館、、、、ミミミミニニニニシシシシアタアタアタアターがなくなったということで、奈良ーがなくなったということで、奈良ーがなくなったということで、奈良ーがなくなったということで、奈良市市市市のののの観観観観光会光会光会光会館館館館の地の地の地の地

下下下下劇劇劇劇場場場場が２００９年３月１３日にが２００９年３月１３日にが２００９年３月１３日にが２００９年３月１３日に閉館閉館閉館閉館になっております。そのになっております。そのになっております。そのになっております。その後後後後、、、、単独館単独館単独館単独館がなくなってしがなくなってしがなくなってしがなくなってし

まっておりまして、今、まっておりまして、今、まっておりまして、今、まっておりまして、今、知知知知事は事は事は事は東ア東ア東ア東アジジジジアアアアとのとのとのとの交交交交流流流流にいろいろにいろいろにいろいろにいろいろ力力力力を入れられておりますけれを入れられておりますけれを入れられておりますけれを入れられておりますけれ

どどどどもももも、、、、東ア東ア東ア東アジジジジアアアアのののの映映映映画画画画がががが非常非常非常非常におにおにおにおももももしろくなってきているというごしろくなってきているというごしろくなってきているというごしろくなってきているというご意見意見意見意見などなどなどなどももももありまして、ありまして、ありまして、ありまして、

今そうした今そうした今そうした今そうした映映映映画画画画をををを見見見見ようとようとようとようと思思思思いましたら、大阪まで行かないといましたら、大阪まで行かないといましたら、大阪まで行かないといましたら、大阪まで行かないと見見見見ることができないと。あることができないと。あることができないと。あることができないと。あ

そこのそこのそこのそこの場場場場所は、奈良の所は、奈良の所は、奈良の所は、奈良の観観観観光の光の光の光の拠拠拠拠点点点点ににににももももなるようななるようななるようななるような場場場場所で、一たん所で、一たん所で、一たん所で、一たん喫茶店喫茶店喫茶店喫茶店かかかか何何何何かになりましかになりましかになりましかになりまし

たけれど、今またそれたけれど、今またそれたけれど、今またそれたけれど、今またそれももももつつつつぶぶぶぶれているようなれているようなれているようなれているような話話話話も聞も聞も聞も聞いておりますが、いておりますが、いておりますが、いておりますが、ぜひぜひぜひぜひそうした復そうした復そうした復そうした復活活活活とととと

して、県としてして、県としてして、県としてして、県として何何何何かかかか応応応応援して援して援して援してももももららららええええないかというようなおないかというようなおないかというようなおないかというようなお話話話話がございましたので、これにがございましたので、これにがございましたので、これにがございましたので、これに

関して関して関して関して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、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をしたいとをしたいとをしたいと思思思思います。います。います。います。

それから、雇用の関係ですけれどそれから、雇用の関係ですけれどそれから、雇用の関係ですけれどそれから、雇用の関係ですけれどもももも、、、、私私私私たちがたちがたちがたちが学校学校学校学校をををを卒卒卒卒業して業して業して業して就就就就職する当職する当職する当職する当時時時時はははは石石石石の上にの上にの上にの上に

もももも三三三三年と先生から年と先生から年と先生から年と先生から言言言言われまして、３年たてわれまして、３年たてわれまして、３年たてわれまして、３年たてばばばば、その職、その職、その職、その職場場場場でのでのでのでの存在感存在感存在感存在感もももも出てくるし、いろい出てくるし、いろい出てくるし、いろい出てくるし、いろい

ろろろろ意見意見意見意見があってがあってがあってがあってもももも周周周周りのりのりのりの人人人人も聞も聞も聞も聞くくくく耳耳耳耳をををを持持持持ってってってってももももららららええええるというようなことで、いろいろあるるというようなことで、いろいろあるるというようなことで、いろいろあるるというようなことで、いろいろある

かかかかももももしれないけれどしれないけれどしれないけれどしれないけれどもももも、３年は、３年は、３年は、３年は頑張頑張頑張頑張りなさいということを先生からりなさいということを先生からりなさいということを先生からりなさいということを先生から言言言言われてわれてわれてわれて就就就就職をした職をした職をした職をした時時時時

代でございました。しかし、今どういうことが代でございました。しかし、今どういうことが代でございました。しかし、今どういうことが代でございました。しかし、今どういうことが起起起起きているかといいますと、３年たったらきているかといいますと、３年たったらきているかといいますと、３年たったらきているかといいますと、３年たったら

首首首首になるというような、になるというような、になるというような、になるというような、特特特特にににに自自自自治体治体治体治体で働く労働者とか、で働く労働者とか、で働く労働者とか、で働く労働者とか、自自自自治体治体治体治体のののの外郭外郭外郭外郭団体団体団体団体とか、関係とか、関係とか、関係とか、関係法法法法人人人人

で働く労働者ので働く労働者ので働く労働者ので働く労働者の中中中中で３年で雇いどめになってしまうというで３年で雇いどめになってしまうというで３年で雇いどめになってしまうというで３年で雇いどめになってしまうという問題問題問題問題が結が結が結が結構構構構起起起起こってきておりまこってきておりまこってきておりまこってきておりま

して、せっかくして、せっかくして、せっかくして、せっかく仕仕仕仕事になれたところで事になれたところで事になれたところで事になれたところでややややめざるをめざるをめざるをめざるを得得得得ない、ごない、ごない、ごない、ご本本本本人自身人自身人自身人自身ももももキャキャキャキャリアリアリアリアをををを積積積積めなめなめなめな
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い、い、い、い、何何何何年働いて年働いて年働いて年働いてもももも賃賃賃賃上げ上げ上げ上げやややや昇昇昇昇給給給給ももももない、正ない、正ない、正ない、正規規規規職員には職員には職員には職員にはボボボボーーーーナナナナスやスやスやスや退退退退職金があるのにそれ職金があるのにそれ職金があるのにそれ職金があるのにそれもももも

ない。しかない。しかない。しかない。しかもももも、その、その、その、その方方方方がががが退退退退職をしてその職をしてその職をしてその職をしてその仕仕仕仕事が事が事が事が抜抜抜抜けたけたけたけた後後後後、また、また、また、また同同同同じじじじ仕仕仕仕事を事を事を事を別別別別のののの人人人人を雇ってを雇ってを雇ってを雇って

働かせているということが県働かせているということが県働かせているということが県働かせているということが県内内内内のののの自自自自治体治体治体治体にににに多多多多 々々々々見見見見られるられるられるられる状況状況状況状況があります。しかがあります。しかがあります。しかがあります。しかもももも、その、その、その、その契契契契

約約約約をするときに、をするときに、をするときに、をするときに、自自自自治体治体治体治体に直に直に直に直接接接接雇用されているのか、雇用されているのか、雇用されているのか、雇用されているのか、外郭外郭外郭外郭団体団体団体団体に雇用されているのか、そに雇用されているのか、そに雇用されているのか、そに雇用されているのか、そ

のことのことのことのことももももはっきりわからないままにはっきりわからないままにはっきりわからないままにはっきりわからないままに採採採採用されたり、きっちりとした労働用されたり、きっちりとした労働用されたり、きっちりとした労働用されたり、きっちりとした労働条条条条件などにつきま件などにつきま件などにつきま件などにつきま

してしてしてしてもももも具具具具体的体的体的体的に取りに取りに取りに取り交交交交わしがされていないという、そわしがされていないという、そわしがされていないという、そわしがされていないという、そももももそそそそもももものところがきっちりとされてのところがきっちりとされてのところがきっちりとされてのところがきっちりとされて

いないまま雇用されているといういないまま雇用されているといういないまま雇用されているといういないまま雇用されているという現現現現状状状状などなどなどなどももももございます。ございます。ございます。ございます。同同同同じ職じ職じ職じ職場場場場のののの中中中中に正に正に正に正規規規規の職員のの職員のの職員のの職員の人人人人、、、、

非非非非正正正正規規規規の職員のの職員のの職員のの職員の人人人人、、、、外郭外郭外郭外郭団体団体団体団体の職員のの職員のの職員のの職員の人人人人、日給の、日給の、日給の、日給の人人人人、月給の、月給の、月給の、月給の人人人人といろいろな労働といろいろな労働といろいろな労働といろいろな労働条条条条件の件の件の件の人人人人

が１つの職が１つの職が１つの職が１つの職場場場場でででで同同同同じようなじようなじようなじような仕仕仕仕事に当たっているというようなことがございまして、こうい事に当たっているというようなことがございまして、こうい事に当たっているというようなことがございまして、こうい事に当たっているというようなことがございまして、こうい

うううう状状状状態態態態では職では職では職では職場場場場のののの統統統統一とか一とか一とか一とか団団団団結というのは、結というのは、結というのは、結というのは、困難困難困難困難ではないかとではないかとではないかとではないかと思思思思います。います。います。います。表表表表面面面面的的的的にはにはにはには毎毎毎毎日日日日

のことですので、一のことですので、一のことですので、一のことですので、一応応応応うまく回っているようですけれどうまく回っているようですけれどうまく回っているようですけれどうまく回っているようですけれどもももも、それぞれの、それぞれの、それぞれの、それぞれの内心内心内心内心のののの気気気気持持持持ちの上ちの上ちの上ちの上

ではきっちりとではきっちりとではきっちりとではきっちりと自自自自分が分が分が分が扱扱扱扱われていないのではないかということをわれていないのではないかということをわれていないのではないかということをわれていないのではないかということを感感感感じておられるのではなじておられるのではなじておられるのではなじておられるのではな

いかといかといかといかと思思思思います。給います。給います。給います。給料料料料ででででもももも、名、名、名、名目目目目で１４で１４で１４で１４万円万円万円万円ぐぐぐぐらい、らい、らい、らい、手手手手取りにしたら１２取りにしたら１２取りにしたら１２取りにしたら１２万円万円万円万円ぐぐぐぐらいといらいといらいといらいとい

うことで、それではとてうことで、それではとてうことで、それではとてうことで、それではとてもももも自自自自立をして生立をして生立をして生立をして生活活活活するということはするということはするということはするということは困難困難困難困難ではないかとではないかとではないかとではないかと思思思思うわけでうわけでうわけでうわけで

す。これは職す。これは職す。これは職す。これは職場場場場のののの方方方方にとりましてにとりましてにとりましてにとりましてもももも大大大大変変変変なななな損失損失損失損失で、せっかくなれていろいろなで、せっかくなれていろいろなで、せっかくなれていろいろなで、せっかくなれていろいろな人人人人間関係間関係間関係間関係もももも

できてきているのが、できてきているのが、できてきているのが、できてきているのが、突然突然突然突然その日がその日がその日がその日が来来来来たということでたということでたということでたということでややややめてめてめてめてももももらわなくてはいけないといらわなくてはいけないといらわなくてはいけないといらわなくてはいけないとい

うことになりますし、うことになりますし、うことになりますし、うことになりますし、住住住住民民民民のののの側側側側からからからから見見見見ましてましてましてましてもももも、例、例、例、例えばえばえばえば保保保保育育育育所で所で所で所で預預預預かってくださる先生、かってくださる先生、かってくださる先生、かってくださる先生、

せっかくなれているのに、先生がせっかくなれているのに、先生がせっかくなれているのに、先生がせっかくなれているのに、先生が急急急急ににににややややめるというようなことになりますので、めるというようなことになりますので、めるというようなことになりますので、めるというようなことになりますので、住住住住民サ民サ民サ民サーーーー

ビスビスビスビスのののの側側側側からからからから言言言言いましていましていましていましても不安も不安も不安も不安ではないかとではないかとではないかとではないかと思思思思います。います。います。います。

今、今、今、今、自自自自治体治体治体治体で働くで働くで働くで働く非非非非正正正正規規規規の職員がの職員がの職員がの職員が既既既既に３分の１というようなに３分の１というようなに３分の１というようなに３分の１というような状況状況状況状況で、で、で、で、中中中中には半分ほどがには半分ほどがには半分ほどがには半分ほどが

ももももうううう非非非非正正正正規規規規がががが占占占占めているというようなめているというようなめているというようなめているというような状況も状況も状況も状況もございまして、ございまして、ございまして、ございまして、ももももう行う行う行う行政政政政運運運運営営営営のののの中中中中ではなくてではなくてではなくてではなくて

はならないようなはならないようなはならないようなはならないような存在存在存在存在になっているのではないかとになっているのではないかとになっているのではないかとになっているのではないかと思思思思います。います。います。います。

国の国の国の国の自自自自治体治体治体治体というのは、というのは、というのは、というのは、重重重重要な要な要な要な役役役役割割割割をををを持持持持っているのに、っているのに、っているのに、っているのに、劣悪劣悪劣悪劣悪な労働な労働な労働な労働条条条条件を件を件を件を押押押押しつけていしつけていしつけていしつけてい

る。る。る。る。自自自自治体治体治体治体のののの非非非非正正正正規規規規労働者に対しては３年から５年の雇用年限を労働者に対しては３年から５年の雇用年限を労働者に対しては３年から５年の雇用年限を労働者に対しては３年から５年の雇用年限を押押押押しつけて、しつけて、しつけて、しつけて、指指指指定管理者定管理者定管理者定管理者

ののののももももとで働く労働者にはとで働く労働者にはとで働く労働者にはとで働く労働者には指指指指定が定が定が定がええええを口を口を口を口実実実実にしたにしたにしたにした賃賃賃賃下下下下げとかげとかげとかげとか首切首切首切首切りがりがりがりが横横横横行して、行して、行して、行して、住住住住民サ民サ民サ民サーーーービビビビ

ススススのののの低低低低下下下下、職、職、職、職場場場場のののの混乱混乱混乱混乱も起も起も起も起こってきているわけです。こってきているわけです。こってきているわけです。こってきているわけです。

こういうことはこういうことはこういうことはこういうことは非常非常非常非常に大きなに大きなに大きなに大きな問題問題問題問題ではないかとではないかとではないかとではないかと考え考え考え考えておりまして、ておりまして、ておりまして、ておりまして、ＩＬＯＩＬＯＩＬＯＩＬＯではではではではデデデディィィィーーーーセセセセ

ンンンントトトト・・・・ワワワワーーーーククククというようなというようなというようなというような考え方考え方考え方考え方が１９９９年の第８７回のが１９９９年の第８７回のが１９９９年の第８７回のが１９９９年の第８７回の総総総総会ではじめて用いられてお会ではじめて用いられてお会ではじめて用いられてお会ではじめて用いられてお

ります。このります。このります。このります。このデデデディィィィーーーーセンセンセンセントトトト・・・・ワワワワーーーーククククを、ごを、ごを、ごを、ご存存存存じでしょうか。働きがいのあるじでしょうか。働きがいのあるじでしょうか。働きがいのあるじでしょうか。働きがいのある人人人人間らしい間らしい間らしい間らしい仕仕仕仕

事と事と事と事と訳訳訳訳されております。これは働く上でされております。これは働く上でされております。これは働く上でされております。これは働く上で人々人々人々人々のののの希望希望希望希望をををを集集集集大成したというような大成したというような大成したというような大成したというような考え方考え方考え方考え方で、で、で、で、
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生産生産生産生産的的的的で、で、で、で、公公公公正な正な正な正な収収収収入が入が入が入が得得得得られるられるられるられる仕仕仕仕事につく事につく事につく事につく機機機機会、職会、職会、職会、職場場場場におけるにおけるにおけるにおける安全安全安全安全とととと家家家家族族族族に対するに対するに対するに対する社社社社会会会会

的的的的な保な保な保な保護護護護、、、、個個個個人人人人のののの育育育育成と成と成と成と社社社社会会会会的的的的統統統統合に向けたよりよき合に向けたよりよき合に向けたよりよき合に向けたよりよき展展展展望望望望、、、、人々人々人々人々がががが自自自自分たちの概分たちの概分たちの概分たちの概念念念念をををを表表表表明明明明

し、し、し、し、団団団団結し、結し、結し、結し、自自自自分たちの生分たちの生分たちの生分たちの生活活活活にににに影響影響影響影響するするするする決決決決定に定に定に定に参参参参加する加する加する加する自自自自由由由由、す、す、す、すべべべべてのてのてのての男女男女男女男女のののの機機機機会と会と会と会と男女男女男女男女

の平の平の平の平等等等等とととと待遇待遇待遇待遇のののの均均均均等等等等をををを伴伴伴伴ううううもももものであると理のであると理のであると理のであると理解解解解をされておりまして、日をされておりまして、日をされておりまして、日をされておりまして、日本本本本のののの政政政政府自身府自身府自身府自身もももも平成平成平成平成

２２年に２２年に２２年に２２年に作作作作成されました成されました成されました成されました新新新新成長成長成長成長戦戦戦戦略略略略においてにおいてにおいてにおいてデデデディィィィーーーーセンセンセンセントトトト・・・・ワワワワーーーーククククのののの実実実実現現現現というのがというのがというのがというのが盛盛盛盛りりりり

込込込込まれております。まれております。まれております。まれております。

こうしたこうしたこうしたこうしたもももものをのをのをのを踏踏踏踏ままままええええて奈良県におきましてて奈良県におきましてて奈良県におきましてて奈良県におきましてもももも、このような、このような、このような、このような自自自自治体治体治体治体で働く職員の雇用ので働く職員の雇用ので働く職員の雇用ので働く職員の雇用の

実実実実態態態態などを県としてなどを県としてなどを県としてなどを県としてもももも、ち、ち、ち、ちゃゃゃゃんとつかんで、きっちりとした働きんとつかんで、きっちりとした働きんとつかんで、きっちりとした働きんとつかんで、きっちりとした働き方方方方にするようにするにするようにするにするようにするにするようにするべべべべきききき

ではないかとではないかとではないかとではないかと思思思思っておりますけれどっておりますけれどっておりますけれどっておりますけれどもももも、、、、デデデディィィィーーーーセンセンセンセントトトト・・・・ワワワワーーーーククククのののの具具具具体体体体化というので、県は化というので、県は化というので、県は化というので、県は

こうしたこうしたこうしたこうした問題問題問題問題を、どういうを、どういうを、どういうを、どういうふふふふうに進めていこうとしているのか、そのことをおうに進めていこうとしているのか、そのことをおうに進めていこうとしているのか、そのことをおうに進めていこうとしているのか、そのことをお尋ね尋ね尋ね尋ねをしたをしたをしたをした

いといといといと思思思思っております。っております。っております。っております。

それとあわせまして、あと今年度でそれとあわせまして、あと今年度でそれとあわせまして、あと今年度でそれとあわせまして、あと今年度で緊急緊急緊急緊急雇用対策雇用対策雇用対策雇用対策ややややふふふふるさと雇用という国の事業がなくるさと雇用という国の事業がなくるさと雇用という国の事業がなくるさと雇用という国の事業がなく

なってしまうわけですが、この関係でなってしまうわけですが、この関係でなってしまうわけですが、この関係でなってしまうわけですが、この関係でも多も多も多も多くのくのくのくの方方方方がががが仕仕仕仕事を事を事を事を失失失失うといううといううといううという状況状況状況状況がございます。がございます。がございます。がございます。

これにこれにこれにこれに携携携携わったわったわったわった方方方方、、、、実実実実際際際際雇われた雇われた雇われた雇われた方方方方がががが何人ぐ何人ぐ何人ぐ何人ぐらいいるのか、らいいるのか、らいいるのか、らいいるのか、退退退退職職職職後後後後、再、再、再、再就就就就職の職の職の職の希望希望希望希望をしたをしたをしたをした

場場場場合にそうした合にそうした合にそうした合にそうした道道道道がないのかどうか、そのがないのかどうか、そのがないのかどうか、そのがないのかどうか、その点点点点についておについておについておについてお聞聞聞聞かせをいただきたいとかせをいただきたいとかせをいただきたいとかせをいただきたいと思思思思います。います。います。います。

それから、いろいろそれから、いろいろそれから、いろいろそれから、いろいろ言言言言いますけれど、いますけれど、いますけれど、いますけれど、ももももう１う１う１う１点点点点、、、、公公公公共共共共事業に県産事業に県産事業に県産事業に県産材材材材を利用するというこを利用するというこを利用するというこを利用するというこ

とで、そうしたとで、そうしたとで、そうしたとで、そうした条条条条例をつくる例をつくる例をつくる例をつくるべべべべきだというのを９月に代きだというのを９月に代きだというのを９月に代きだというのを９月に代表表表表質質質質問問問問をさせていただきまして、をさせていただきまして、をさせていただきまして、をさせていただきまして、

県として県として県として県としても検討も検討も検討も検討していただくということだったとしていただくということだったとしていただくということだったとしていただくということだったと思思思思うのですが、今うのですが、今うのですが、今うのですが、今実実実実際際際際にどんなことをにどんなことをにどんなことをにどんなことを検検検検

討討討討していただいているのか、その取り組みのしていただいているのか、その取り組みのしていただいているのか、その取り組みのしていただいているのか、その取り組みの状況状況状況状況をおをおをおをお聞聞聞聞かせいただきたいとかせいただきたいとかせいただきたいとかせいただきたいと思思思思います。います。います。います。

○浪越産業・雇用振興部長○浪越産業・雇用振興部長○浪越産業・雇用振興部長○浪越産業・雇用振興部長 言言言言われるとおり、直われるとおり、直われるとおり、直われるとおり、直接接接接的的的的なおなおなおなお話話話話では所管のところにどうでは所管のところにどうでは所管のところにどうでは所管のところにどう影響影響影響影響

が出てくるのかというが出てくるのかというが出てくるのかというが出てくるのかという話話話話かとかとかとかと思思思思うのですけど、うのですけど、うのですけど、うのですけど、映映映映画画画画館館館館をををを創創創創業されるといった業されるといった業されるといった業されるといった場場場場合に合に合に合に我我我我 々々々々のののの

ところでところでところでところで制制制制度度度度融融融融資の資の資の資の活活活活用というの用というの用というの用というのももももありありありあり得得得得るかとはるかとはるかとはるかとは思思思思いますし、あとそれをどういういますし、あとそれをどういういますし、あとそれをどういういますし、あとそれをどういう位置位置位置位置

づづづづけをするか、地域振興にするのか、けをするか、地域振興にするのか、けをするか、地域振興にするのか、けをするか、地域振興にするのか、観観観観光でいくのかとか、そういったこと光でいくのかとか、そういったこと光でいくのかとか、そういったこと光でいくのかとか、そういったことももももあるのですあるのですあるのですあるのです

けれどけれどけれどけれどもももも、、、、私私私私どどどどもももものところにごのところにごのところにごのところにご相談相談相談相談があれがあれがあれがあればばばば、そういったことできめこま、そういったことできめこま、そういったことできめこま、そういったことできめこまややややかに対かに対かに対かに対応応応応をしをしをしをし

てまいりたいとてまいりたいとてまいりたいとてまいりたいと思思思思っております。っております。っております。っております。以以以以上です。上です。上です。上です。

○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 委員がお委員がお委員がお委員がお述述述述べべべべになりました１になりました１になりました１になりました１点目点目点目点目のののの非非非非正正正正規規規規労働者の件についてご説労働者の件についてご説労働者の件についてご説労働者の件についてご説

明をさせていただきます。明をさせていただきます。明をさせていただきます。明をさせていただきます。

非非非非正正正正規規規規労働者についてでございますけれど労働者についてでございますけれど労働者についてでございますけれど労働者についてでございますけれどもももも、平成１９年の、平成１９年の、平成１９年の、平成１９年の就就就就業業業業構造構造構造構造基基基基本本本本調調調調査によりま査によりま査によりま査によりま

すと、平成１４年の前回のすと、平成１４年の前回のすと、平成１４年の前回のすと、平成１４年の前回の調調調調査に査に査に査に比比比比べべべべてててて非非非非正正正正規規規規労働者が４労働者が４労働者が４労働者が４万万万万１１１１，，，，００００００００００００人ふ人ふ人ふ人ふええええていると、ていると、ていると、ていると、

そして、またそして、またそして、またそして、また全体全体全体全体の３９の３９の３９の３９．．．．９％を９％を９％を９％を占占占占めているのが奈良県のめているのが奈良県のめているのが奈良県のめているのが奈良県の現現現現状状状状でございます。この３９でございます。この３９でございます。この３９でございます。この３９．．．．
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９％は９％は９％は９％は非常非常非常非常にににに高高高高いいいい数数数数字字字字で、で、で、で、全全全全国７国７国７国７位位位位というというというという形形形形でございます。でございます。でございます。でございます。

非非非非正正正正規規規規労働者については、労働者については、労働者については、労働者については、キャキャキャキャリアアリアアリアアリアアップップップップのののの機機機機会に会に会に会に恵恵恵恵まれないこと、あるいは正まれないこと、あるいは正まれないこと、あるいは正まれないこと、あるいは正規規規規労働労働労働労働

者と者と者と者と比比比比較較較較して、委員して、委員して、委員して、委員ももももるるるるるるるる述述述述べべべべられましたけれどられましたけれどられましたけれどられましたけれどもももも、、、、賃賃賃賃金が金が金が金が低低低低いなど、いなど、いなど、いなど、問題問題問題問題点点点点がございまがございまがございまがございま

す。そのす。そのす。そのす。その点点点点については、については、については、については、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。

それから、委員のおっしそれから、委員のおっしそれから、委員のおっしそれから、委員のおっしゃゃゃゃっていただきました平成２２年っていただきました平成２２年っていただきました平成２２年っていただきました平成２２年６６６６月に月に月に月に閣閣閣閣議議議議決決決決定されました定されました定されました定されました新新新新

成長成長成長成長戦戦戦戦略略略略、この、この、この、この中中中中においてにおいてにおいてにおいてデデデディィィィーーーーセンセンセンセントトトト・・・・ワワワワーーーーククククのののの実実実実現現現現に向けての取り組みのに向けての取り組みのに向けての取り組みのに向けての取り組みの方方方方針針針針が明示が明示が明示が明示

されておるようです。されておるようです。されておるようです。されておるようです。デデデディィィィーーーーセンセンセンセントトトト・・・・ワワワワーーーーククククというのは、先ほど委員というのは、先ほど委員というのは、先ほど委員というのは、先ほど委員ももももおっしおっしおっしおっしゃゃゃゃっていたっていたっていたっていた

だきましたけれどだきましたけれどだきましたけれどだきましたけれどもももも、働きがいのある、働きがいのある、働きがいのある、働きがいのある人人人人間らしい間らしい間らしい間らしい仕仕仕仕事を事を事を事を確確確確立するという立するという立するという立するというもももものです。これにのです。これにのです。これにのです。これに

はははは非非非非正正正正規も規も規も規も正正正正規も規も規も規もないということは、ないということは、ないということは、ないということは、認識認識認識認識はいたしております。はいたしております。はいたしております。はいたしております。

私私私私どどどどももももといたしまして、県で働くといたしまして、県で働くといたしまして、県で働くといたしまして、県で働く方方方方、正、正、正、正規も規も規も規も非非非非正正正正規も規も規も規も含含含含めてですけれどめてですけれどめてですけれどめてですけれどもももも、労働、労働、労働、労働条条条条件の件の件の件の

改改改改善善善善というというというというもももものは当のは当のは当のは当然然然然重重重重要であると要であると要であると要であると認識認識認識認識しております。そういったことをしております。そういったことをしております。そういったことをしております。そういったことを踏踏踏踏ままままええええまして直まして直まして直まして直

接接接接県から県から県から県から企企企企業に出向きまして、働き業に出向きまして、働き業に出向きまして、働き業に出向きまして、働きややややすい職すい職すい職すい職場づ場づ場づ場づくり、そういったくり、そういったくり、そういったくり、そういった実実実実現現現現のために取り組んのために取り組んのために取り組んのために取り組ん

でいただくということを年間１００でいただくということを年間１００でいただくということを年間１００でいただくということを年間１００社社社社ほどほどほどほど企企企企業を業を業を業を訪訪訪訪問問問問してしてしてして周周周周知知知知をををを図図図図っているところでござっているところでござっているところでござっているところでござ

います。います。います。います。社社社社員・員・員・員・シャイシャイシャイシャインンンン職職職職場づ場づ場づ場づくりくりくりくり推推推推進事業として、先ほど申しました職進事業として、先ほど申しました職進事業として、先ほど申しました職進事業として、先ほど申しました職場づ場づ場づ場づくりのくりのくりのくりの改改改改善善善善

に向けてに向けてに向けてに向けて仕仕仕仕事と生事と生事と生事と生活活活活とのとのとのとの調調調調和和和和などになどになどになどに積積積積極極極極的的的的に取り組んでいただくようにに取り組んでいただくようにに取り組んでいただくようにに取り組んでいただくように周周周周知知知知、、、、啓啓啓啓発発発発をををを図図図図っっっっ

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

それから、２それから、２それから、２それから、２点目点目点目点目のののの緊急緊急緊急緊急雇用についてでございます。雇用についてでございます。雇用についてでございます。雇用についてでございます。ふふふふるさと雇用とそれからるさと雇用とそれからるさと雇用とそれからるさと雇用とそれから緊急緊急緊急緊急雇用雇用雇用雇用

創創創創出事業について、労働者の出事業について、労働者の出事業について、労働者の出事業について、労働者の状況状況状況状況はどうかというはどうかというはどうかというはどうかという形形形形でございます。県では、でございます。県では、でございます。県では、でございます。県では、緊急緊急緊急緊急雇用対策雇用対策雇用対策雇用対策

といたしまして地域におけるといたしまして地域におけるといたしまして地域におけるといたしまして地域における継続的継続的継続的継続的な雇用な雇用な雇用な雇用創創創創出を出を出を出を目的目的目的目的としてのとしてのとしてのとしてのふふふふるさと雇用再生るさと雇用再生るさと雇用再生るさと雇用再生特別特別特別特別対策対策対策対策

事業、そしてまた事業、そしてまた事業、そしてまた事業、そしてまた失失失失業者のための一業者のための一業者のための一業者のための一時的時的時的時的な雇用をな雇用をな雇用をな雇用を図図図図るというためのるというためのるというためのるというための緊急緊急緊急緊急雇用雇用雇用雇用創創創創出事業の２出事業の２出事業の２出事業の２

種種種種類類類類の事業を取り組んでいるところでございます。の事業を取り組んでいるところでございます。の事業を取り組んでいるところでございます。の事業を取り組んでいるところでございます。

これまでの雇用のこれまでの雇用のこれまでの雇用のこれまでの雇用の創創創創出の出の出の出の状況状況状況状況でございますけれどでございますけれどでございますけれどでございますけれどもももも、平成２２年度までの、平成２２年度までの、平成２２年度までの、平成２２年度までの実実実実績績績績といたしといたしといたしといたし

まして、県まして、県まして、県まして、県及び市町村及び市町村及び市町村及び市町村を合わせまして、を合わせまして、を合わせまして、を合わせまして、ふふふふるさと雇用についてはるさと雇用についてはるさと雇用についてはるさと雇用については延べ延べ延べ延べ７５１７５１７５１７５１人人人人の雇用のの雇用のの雇用のの雇用の創創創創

出につながっております。出につながっております。出につながっております。出につながっております。緊急緊急緊急緊急雇用については雇用については雇用については雇用については延べ延べ延べ延べ４４４４，，，，４０２４０２４０２４０２人人人人の雇用の雇用の雇用の雇用創創創創出となっており出となっており出となっており出となっており

ます。平成２３年度についてます。平成２３年度についてます。平成２３年度についてます。平成２３年度についてもももも、、、、ふふふふるさと雇用についてはるさと雇用についてはるさと雇用についてはるさと雇用については約約約約５３０名、また５３０名、また５３０名、また５３０名、また緊急緊急緊急緊急雇用につ雇用につ雇用につ雇用につ

いてはいてはいてはいては約約約約２２２２，６，６，６，６００名の雇用００名の雇用００名の雇用００名の雇用創創創創出を出を出を出を図図図図るように今、取り組んでいるところでございます。るように今、取り組んでいるところでございます。るように今、取り組んでいるところでございます。るように今、取り組んでいるところでございます。

なお、なお、なお、なお、継続的継続的継続的継続的な雇用な雇用な雇用な雇用創創創創出を出を出を出を目的目的目的目的といたしておりますといたしておりますといたしておりますといたしておりますふふふふるさと雇用、これについては平成るさと雇用、これについては平成るさと雇用、これについては平成るさと雇用、これについては平成

２３年度１０月２３年度１０月２３年度１０月２３年度１０月末末末末現在現在現在現在で、そのうち正で、そのうち正で、そのうち正で、そのうち正社社社社員となられたのが１９４員となられたのが１９４員となられたのが１９４員となられたのが１９４人人人人とおとおとおとお聞聞聞聞きしております。きしております。きしております。きしております。

緊急緊急緊急緊急雇用雇用雇用雇用創創創創出事業については、このた出事業については、このた出事業については、このた出事業については、このたびびびびの国の第３次補正の成立を受けまして、の国の第３次補正の成立を受けまして、の国の第３次補正の成立を受けまして、の国の第３次補正の成立を受けまして、来来来来年度年度年度年度もももも

引引引引きききき続続続続き事業をき事業をき事業をき事業を実実実実施することとなっております。施することとなっております。施することとなっております。施することとなっております。ふふふふるさと雇用については、国のるさと雇用については、国のるさと雇用については、国のるさと雇用については、国の実実実実施要施要施要施要領領領領
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上、今年度で上、今年度で上、今年度で上、今年度で終終終終了する予定になっております。了する予定になっております。了する予定になっております。了する予定になっております。

ふふふふるさと雇用については、県るさと雇用については、県るさと雇用については、県るさと雇用については、県及び市町村及び市町村及び市町村及び市町村のののの各各各各事業課において、地域事業課において、地域事業課において、地域事業課において、地域内内内内ののののニニニニーーーーズズズズややややあるいあるいあるいあるい

は地域のは地域のは地域のは地域の発発発発展展展展性性性性などといったなどといったなどといったなどといったもももものをのをのをのを考考考考慮慮慮慮しながらしながらしながらしながら終終終終了了了了後も継続性後も継続性後も継続性後も継続性がががが認認認認められる事業についめられる事業についめられる事業についめられる事業につい

て、て、て、て、民民民民間の事業者などに委託して間の事業者などに委託して間の事業者などに委託して間の事業者などに委託して実実実実施しておる施しておる施しておる施しておるもももものでございます。のでございます。のでございます。のでございます。以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 公公公公共共共共建建建建築築築築物等物等物等物等のののの整整整整備におきます備におきます備におきます備におきます木材木材木材木材利用を進めるに当たりましては、利用を進めるに当たりましては、利用を進めるに当たりましては、利用を進めるに当たりましては、

さまざまなさまざまなさまざまなさまざまな解決解決解決解決すすすすべべべべき課き課き課き課題題題題がございます。がございます。がございます。がございます。

まず、まず、まず、まず、供供供供給給給給側側側側の課の課の課の課題題題題といたしまして、といたしまして、といたしまして、といたしまして、山山山山側側側側でのでのでのでの素材素材素材素材生産生産生産生産コスコスコスコストトトトのののの縮縮縮縮減や減や減や減や木材木材木材木材業業業業界界界界におけにおけにおけにおけ

るるるる流通流通流通流通のののの簡素簡素簡素簡素化化化化等等等等による生産による生産による生産による生産コスコスコスコストトトトのののの縮縮縮縮減減減減、また、また、また、また製製製製品品品品のののの安安安安定した定した定した定した品品品品質質質質のののの確確確確保保保保やややや価格価格価格価格の明の明の明の明確確確確

化化化化等等等等でございます。一でございます。一でございます。一でございます。一方方方方、、、、発発発発注注注注者者者者側側側側の課の課の課の課題題題題といたしまして、施設の利用といたしまして、施設の利用といたしまして、施設の利用といたしまして、施設の利用目的や目的や目的や目的や利用者の利用者の利用者の利用者の視視視視

点点点点に立ちまして、に立ちまして、に立ちまして、に立ちまして、木材木材木材木材のよさをのよさをのよさをのよさを引引引引き出すためのき出すためのき出すためのき出すためのデザデザデザデザイイイインンンンのののの整整整整備備備備やややや奈良県の奈良県の奈良県の奈良県の気気気気象象象象条条条条件に合っ件に合っ件に合っ件に合っ

たたたた木材木材木材木材のののの使使使使用用用用箇箇箇箇所、所、所、所、素材素材素材素材選選選選定などの建定などの建定などの建定などの建築築築築仕様仕様仕様仕様のののの検討検討検討検討などがございます。などがございます。などがございます。などがございます。

これらの課これらの課これらの課これらの課題題題題のののの解決解決解決解決には、には、には、には、供供供供給者給者給者給者側側側側とととと発発発発注注注注者者者者側側側側のののの相相相相互互互互理理理理解解解解がががが不可不可不可不可欠欠欠欠であるとであるとであるとであると考え考え考え考えまして、まして、まして、まして、

県、県、県、県、市町村市町村市町村市町村、それと、それと、それと、それと木材木材木材木材関係関係関係関係団体団体団体団体、建、建、建、建築築築築関係関係関係関係団体団体団体団体とでとでとでとで構構構構成します奈良県成します奈良県成します奈良県成します奈良県木造木造木造木造・・・・木木木木質質質質建建建建築築築築物物物物

等整等整等整等整備促進備促進備促進備促進連連連連絡絡絡絡会議を１０月から会議を１０月から会議を１０月から会議を１０月から現在現在現在現在まで３回開まで３回開まで３回開まで３回開催催催催してございます。今してございます。今してございます。今してございます。今週週週週４回４回４回４回目目目目、開、開、開、開催催催催ささささ

せていただきます。そこで、せていただきます。そこで、せていただきます。そこで、せていただきます。そこで、供供供供給者給者給者給者側側側側とととと発発発発注注注注者者者者側側側側とでとでとでとで幅幅幅幅広広広広くくくく意見意見意見意見交換交換交換交換を行いながらを行いながらを行いながらを行いながら協協協協議議議議検検検検

討討討討を進めているところでございます。を進めているところでございます。を進めているところでございます。を進めているところでございます。

同時同時同時同時に、このに、このに、このに、この連連連連絡絡絡絡会議の付会議の付会議の付会議の付随随随随しました成果といたしまして、しました成果といたしまして、しました成果といたしまして、しました成果といたしまして、供供供供給者給者給者給者側側側側で、設計で、設計で、設計で、設計側側側側にににに使使使使っっっっ

ていただきていただきていただきていただきややややすいすいすいすい仕仕仕仕組み組み組み組みづづづづくりの取り組みということで加くりの取り組みということで加くりの取り組みということで加くりの取り組みということで加工工工工板板板板材材材材のののの製製製製品品品品リスリスリスリスト作ト作ト作ト作成を進め成を進め成を進め成を進め

ており、ており、ており、ており、品品品品質質質質、、、、企企企企画画画画、、、、価格価格価格価格の明の明の明の明確確確確化に取り組んでいるところでございます。化に取り組んでいるところでございます。化に取り組んでいるところでございます。化に取り組んでいるところでございます。以以以以上でござい上でござい上でござい上でござい

ます。ます。ます。ます。

○今井委員○今井委員○今井委員○今井委員 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。

映映映映画画画画館館館館のののの方方方方はははは相談相談相談相談があれがあれがあれがあれば融ば融ば融ば融資ということですけれど資ということですけれど資ということですけれど資ということですけれどもももも、また、また、また、また文文文文化の関係の化の関係の化の関係の化の関係の方方方方に、に、に、に、ぜひぜひぜひぜひ

奈良県の奈良県の奈良県の奈良県の観観観観光ということでこういう光ということでこういう光ということでこういう光ということでこういう意見意見意見意見があったということをよくがあったということをよくがあったということをよくがあったということをよく伝伝伝伝ええええておいていただきておいていただきておいていただきておいていただき

たいとたいとたいとたいと思思思思います。います。います。います。

それから、雇用のそれから、雇用のそれから、雇用のそれから、雇用の問題問題問題問題につきましては、なかなか地につきましては、なかなか地につきましては、なかなか地につきましては、なかなか地方方方方自自自自治体治体治体治体で働くということになりまで働くということになりまで働くということになりまで働くということになりま

すと、県の雇用労すと、県の雇用労すと、県の雇用労すと、県の雇用労政政政政課としては対課としては対課としては対課としては対応応応応が大が大が大が大変変変変だというだというだというだという話話話話も聞も聞も聞も聞いているわけですが、いているわけですが、いているわけですが、いているわけですが、本本本本当にこ当にこ当にこ当にこ

うした地うした地うした地うした地方方方方自自自自治体治体治体治体のののの非非非非正正正正規規規規雇用が当たり前のように雇用が当たり前のように雇用が当たり前のように雇用が当たり前のようにふふふふええええてきているというてきているというてきているというてきているという状況状況状況状況のののの中中中中で、で、で、で、民民民民

間に間に間に間にももももそれがそれがそれがそれが非常非常非常非常に大きくに大きくに大きくに大きく影響影響影響影響してきているとしてきているとしてきているとしてきていると思思思思います。います。います。います。

ですから、奈良県で今でどれですから、奈良県で今でどれですから、奈良県で今でどれですから、奈良県で今でどれぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの非非非非正正正正規規規規のののの実実実実態態態態があるのかというのをこの雇用労があるのかというのをこの雇用労があるのかというのをこの雇用労があるのかというのをこの雇用労政政政政

課がつか課がつか課がつか課がつかむむむむのか、のか、のか、のか、市町村市町村市町村市町村振興課がつか振興課がつか振興課がつか振興課がつかむむむむのか、それはよくわかりませんけれどのか、それはよくわかりませんけれどのか、それはよくわかりませんけれどのか、それはよくわかりませんけれどもももも、どこか、どこか、どこか、どこか
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できっちりとできっちりとできっちりとできっちりと把握把握把握把握をするをするをするをするべべべべきではないかときではないかときではないかときではないかと思思思思いますので、それについてはいますので、それについてはいますので、それについてはいますので、それについてはぜひぜひぜひぜひ要要要要望望望望しておしておしておしてお

きたいときたいときたいときたいと思思思思います。います。います。います。

特特特特に、に、に、に、若若若若いいいい世世世世代の代の代の代の人人人人たちがこういう雇用のされたちがこういう雇用のされたちがこういう雇用のされたちがこういう雇用のされ方方方方がががが多多多多いということで、これではいということで、これではいということで、これではいということで、これでは将将将将来来来来のののの

自自自自立の立の立の立の問題問題問題問題もももも含含含含めまして、めまして、めまして、めまして、若若若若いいいい人人人人たちがこれから先行きのたちがこれから先行きのたちがこれから先行きのたちがこれから先行きの展展展展望望望望がなかなかがなかなかがなかなかがなかなか見え見え見え見えないというないというないというないという

ことにことにことにことにももももつながっていくとつながっていくとつながっていくとつながっていくと思思思思いますので、いますので、いますので、いますので、ぜひぜひぜひぜひそのそのそのその点点点点につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、何何何何らかの対策、らかの対策、らかの対策、らかの対策、デデデデ

ィィィィーーーーセンセンセンセントトトト・・・・ワワワワーーーーククククというというというという考え方考え方考え方考え方に基に基に基に基づづづづいて、いて、いて、いて、本本本本当にこうした働かせ当にこうした働かせ当にこうした働かせ当にこうした働かせ方方方方がいいのかどうかがいいのかどうかがいいのかどうかがいいのかどうか

をよくをよくをよくをよく研究研究研究研究、、、、検討検討検討検討ををををぜひぜひぜひぜひしていただきたいということを要していただきたいということを要していただきたいということを要していただきたいということを要望望望望しておきたいとしておきたいとしておきたいとしておきたいと思思思思います。います。います。います。

それから、それから、それから、それから、木材木材木材木材の関係ですが、いろいろ今、の関係ですが、いろいろ今、の関係ですが、いろいろ今、の関係ですが、いろいろ今、検討検討検討検討をしていただいているということでごをしていただいているということでごをしていただいているということでごをしていただいているということでご

ざいますけれどざいますけれどざいますけれどざいますけれどもももも、これについては、これについては、これについては、これについては条条条条例化をしようという例化をしようという例化をしようという例化をしようという見通見通見通見通しをしをしをしを持持持持ってってってってややややっているのか、っているのか、っているのか、っているのか、

そのあたりがどうなっているのか、そのあたりがどうなっているのか、そのあたりがどうなっているのか、そのあたりがどうなっているのか、ももももう一つう一つう一つう一つ詳詳詳詳しくしくしくしく教教教教ええええていただきたいとていただきたいとていただきたいとていただきたいと思思思思います。います。います。います。

○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 木材木材木材木材につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、方方方方針針針針をつくるということでをつくるということでをつくるということでをつくるということで現在現在現在現在、取り組んで、取り組んで、取り組んで、取り組んで

おります。おります。おります。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。

○今井委員○今井委員○今井委員○今井委員 全全全全国で国で国で国で条条条条例化がどんどん進んできている例化がどんどん進んできている例化がどんどん進んできている例化がどんどん進んできている状況状況状況状況にありますけれどにありますけれどにありますけれどにありますけれどもももも、県として、県として、県として、県として

こういうこういうこういうこういう公公公公共共共共事業に事業に事業に事業に木材木材木材木材をををを使使使使うといううといううといううという条条条条例をつくろうという例をつくろうという例をつくろうという例をつくろうという考え方考え方考え方考え方はないのでしょうか。はないのでしょうか。はないのでしょうか。はないのでしょうか。

そのそのそのその点点点点、、、、ももももう一度おう一度おう一度おう一度お伺伺伺伺いしたいといしたいといしたいといしたいと思思思思います。います。います。います。

○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 今、今井委員がおっし今、今井委員がおっし今、今井委員がおっし今、今井委員がおっしゃゃゃゃいましたいましたいましたいました全全全全国で進んでおりますのは、県と国で進んでおりますのは、県と国で進んでおりますのは、県と国で進んでおりますのは、県と

してのしてのしてのしての方方方方針針針針づづづづくりが進んでいるというくりが進んでいるというくりが進んでいるというくりが進んでいるという状況状況状況状況でございます。奈良県でございます。奈良県でございます。奈良県でございます。奈良県も方も方も方も方針針針針づづづづくりに取り組んくりに取り組んくりに取り組んくりに取り組ん

でいるところでございます。でいるところでございます。でいるところでございます。で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。

○大国委員長○大国委員長○大国委員長○大国委員長 よろしいですか。よろしいですか。よろしいですか。よろしいですか。

他にございますでしょうか。他にございますでしょうか。他にございますでしょうか。他にございますでしょうか。

○猪奥委員○猪奥委員○猪奥委員○猪奥委員 ２２２２点点点点おおおお伺伺伺伺いいたします。いいたします。いいたします。いいたします。

まず１まず１まず１まず１点目点目点目点目が、ことしの２月に開が、ことしの２月に開が、ことしの２月に開が、ことしの２月に開催催催催されて、またされて、またされて、またされて、また来来来来年の２月に開年の２月に開年の２月に開年の２月に開催催催催が予定されておりまが予定されておりまが予定されておりまが予定されておりま

すすすす京京京京都都都都ビビビビジジジジネスネスネスネス交交交交流流流流フフフフェェェェアアアアがございまして、今年度が１度がございまして、今年度が１度がございまして、今年度が１度がございまして、今年度が１度目目目目で奈良県で奈良県で奈良県で奈良県も参も参も参も参加していたよう加していたよう加していたよう加していたよう

でございますが、でございますが、でございますが、でございますが、来来来来年にあります２回年にあります２回年にあります２回年にあります２回目目目目ののののビビビビジジジジネスネスネスネスフフフフェェェェアアアアには奈良県はには奈良県はには奈良県はには奈良県は参参参参加しないようで加しないようで加しないようで加しないようで

ございます。ございます。ございます。ございます。

これは奈良県のこれは奈良県のこれは奈良県のこれは奈良県の場場場場合、合、合、合、中中中中小企小企小企小企業支援業支援業支援業支援センタセンタセンタセンターがーがーがーが窓窓窓窓口になるようですけれど口になるようですけれど口になるようですけれど口になるようですけれどもももも、まずどう、まずどう、まずどう、まずどう

してしてしてして参参参参加しないのかというのが一つ加しないのかというのが一つ加しないのかというのが一つ加しないのかというのが一つ疑疑疑疑問問問問にございまして、県からおにございまして、県からおにございまして、県からおにございまして、県からお話話話話をををを伺伺伺伺ったところによったところによったところによったところによ

ると、前回は８ると、前回は８ると、前回は８ると、前回は８社参社参社参社参加があって、その８加があって、その８加があって、その８加があって、その８社社社社に受に受に受に受注注注注がなかった、成果がなかったということがなかった、成果がなかったということがなかった、成果がなかったということがなかった、成果がなかったということ

から、から、から、から、参参参参加を加を加を加を見見見見合わせた合わせた合わせた合わせた原原原原因因因因だとだとだとだとももももおおおお聞聞聞聞きしました。しかしながら、こういうきしました。しかしながら、こういうきしました。しかしながら、こういうきしました。しかしながら、こういう中中中中小企小企小企小企業の業の業の業の

受受受受注注注注のののの機機機機会は会は会は会は多多多多いいいい方方方方がいいとがいいとがいいとがいいとも思も思も思も思いますし、そのいますし、そのいますし、そのいますし、その場場場場でででで戦戦戦戦ええええる奈良県のる奈良県のる奈良県のる奈良県の企企企企業に業に業に業に力力力力をつけていをつけていをつけていをつけてい
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ただくのただくのただくのただくのもももも、成果はなかったとして、成果はなかったとして、成果はなかったとして、成果はなかったとしてもももも一つの成果と一つの成果と一つの成果と一つの成果とも思も思も思も思います。います。います。います。

このこのこのこの点点点点について１について１について１について１点点点点おおおお伺伺伺伺いしたいのと、それと、先ほどご説明のいしたいのと、それと、先ほどご説明のいしたいのと、それと、先ほどご説明のいしたいのと、それと、先ほどご説明の中中中中ででででエネルギエネルギエネルギエネルギーーーー政政政政策策策策特特特特

別講演別講演別講演別講演が今度あると、代が今度あると、代が今度あると、代が今度あると、代表表表表質質質質問問問問のののの知知知知事の事の事の事の答弁答弁答弁答弁ででででもももも、その、その、その、その後後後後に利に利に利に利活活活活用用用用研究研究研究研究会が開かれるとい会が開かれるとい会が開かれるとい会が開かれるとい

うおうおうおうお話話話話がありました。５つのがありました。５つのがありました。５つのがありました。５つのワワワワーーーーキキキキンンンンググググチチチチーーーームもムもムもムも開かれております開かれております開かれております開かれております中中中中でででで太太太太陽陽陽陽光光光光発電発電発電発電が１つが１つが１つが１つ

あるかとあるかとあるかとあるかと思思思思うのですけれどうのですけれどうのですけれどうのですけれどもももも、今のところ県の、今のところ県の、今のところ県の、今のところ県の太太太太陽陽陽陽光光光光パパパパネルネルネルネルの設の設の設の設置置置置に対するに対するに対するに対する助助助助成は、利子成は、利子成は、利子成は、利子

補給を県がされていますが、その補給を県がされていますが、その補給を県がされていますが、その補給を県がされていますが、そのワワワワーーーーキキキキンンンンググググチチチチーーーームムムムのののの中中中中で今で今で今で今後後後後直直直直接接接接補補補補助助助助をををを考え考え考え考えられているられているられているられている

のかということをのかということをのかということをのかということを教教教教ええええてください。てください。てください。てください。以以以以上です。上です。上です。上です。

○鈴木工業振興課長○鈴木工業振興課長○鈴木工業振興課長○鈴木工業振興課長 委員お委員お委員お委員お尋ね尋ね尋ね尋ねのののの近近近近畿畿畿畿・・・・四四四四国国国国広広広広域合域合域合域合同同同同商商商商談談談談会ですけれど会ですけれど会ですけれど会ですけれどもももも、こちらは、こちらは、こちらは、こちらは全全全全

国国国国中中中中小企小企小企小企業取業取業取業取引引引引振興振興振興振興協協協協会の会の会の会の緊急緊急緊急緊急広広広広域商域商域商域商談談談談会事業という会事業という会事業という会事業というもももものにのにのにのに公公公公益財益財益財益財団法団法団法団法人人人人京京京京都都都都産業２１が産業２１が産業２１が産業２１が

応応応応募募募募し、し、し、し、採採採採択択択択を受けた事業でございます。ここにはを受けた事業でございます。ここにはを受けた事業でございます。ここにはを受けた事業でございます。ここには近近近近畿畿畿畿２２２２府府府府５県５県５県５県及び及び及び及び四四四四国４県と国４県と国４県と国４県と全全全全国国国国下下下下請請請請

取取取取引引引引振興振興振興振興協協協協会が合会が合会が合会が合同同同同でででで下下下下請請請請取取取取引引引引振興事業として振興事業として振興事業として振興事業として来来来来年２月に年２月に年２月に年２月に京京京京都都都都市内市内市内市内でででで実実実実施する施する施する施するもももものでござのでござのでござのでござ

います。います。います。います。

本本本本商商商商談談談談会は会は会は会は本本本本年２月に年２月に年２月に年２月にもももも、今ご紹介ございましたけれど、今ご紹介ございましたけれど、今ご紹介ございましたけれど、今ご紹介ございましたけれどもももも、第１回が、第１回が、第１回が、第１回が京京京京都都都都市内市内市内市内で開で開で開で開催催催催ささささ

れ、れ、れ、れ、本本本本県県県県も参画も参画も参画も参画させていただき、させていただき、させていただき、させていただき、発発発発注側注側注側注側のののの企企企企業１業１業１業１社社社社、受、受、受、受注企注企注企注企業８業８業８業８社社社社がががが参参参参加したところでご加したところでご加したところでご加したところでご

ざいまして、先ほどざいまして、先ほどざいまして、先ほどざいまして、先ほどももももおっしおっしおっしおっしゃゃゃゃっていただきましたけれどっていただきましたけれどっていただきましたけれどっていただきましたけれどもももも、、、、発発発発注注注注案件に案件に案件に案件に応応応応じて８じて８じて８じて８社社社社の受の受の受の受

注企注企注企注企業が業が業が業が面談面談面談面談にににに臨臨臨臨みましたけれどみましたけれどみましたけれどみましたけれどもももも、、、、残念残念残念残念ながら商ながら商ながら商ながら商談談談談に結に結に結に結びびびびつく結果が出ているつく結果が出ているつく結果が出ているつく結果が出ているもももものではのではのではのでは

ございません。ございません。ございません。ございません。

こういった商こういった商こういった商こういった商談談談談会は会は会は会は発発発発注企注企注企注企業が出す案件を業が出す案件を業が出す案件を業が出す案件を最最最最も安も安も安も安くする、くする、くする、くする、安安安安く受く受く受く受注注注注するするするする下下下下請請請請をををを探探探探すすすす最最最最適適適適

調達調達調達調達を支援するを支援するを支援するを支援する意意意意味味味味合いが合いが合いが合いが強強強強く、受く、受く、受く、受注企注企注企注企業にとって業にとって業にとって業にとって最最最最適適適適な受な受な受な受注機注機注機注機会がこの会がこの会がこの会がこのチチチチャャャャンスンスンスンスであるであるであるである

とはとはとはとは言言言言いがたいいがたいいがたいいがたいもももものでございますので、のでございますので、のでございますので、のでございますので、京京京京都府都府都府都府、、、、兵庫兵庫兵庫兵庫県、大阪県、大阪県、大阪県、大阪府府府府といったといったといったといった発発発発注企注企注企注企業を業を業を業を多多多多くくくく

擁擁擁擁するするするする府府府府県にとっては県にとっては県にとっては県にとっては本本本本商商商商談談談談会は会は会は会は非常非常非常非常ににににメリメリメリメリットットットットが大きいが大きいが大きいが大きいもももものではございますけれどのではございますけれどのではございますけれどのではございますけれどもももも、、、、

受受受受注企注企注企注企業が大業が大業が大業が大勢勢勢勢をををを占占占占めるめるめるめる本本本本県にとって、県にとって、県にとって、県にとって、負担負担負担負担金を金を金を金を払払払払ってってってって参参参参加する加する加する加するメリメリメリメリットットットットはははは必必必必ずしずしずしずしもももも大き大き大き大き

くはないくはないくはないくはないもももものとのとのとのと考え考え考え考えておりまして、こういったておりまして、こういったておりまして、こういったておりまして、こういった判判判判断断断断ののののももももと、と、と、と、本本本本県では今年度の県では今年度の県では今年度の県では今年度の参参参参加を加を加を加を見見見見送送送送

ったところでございます。ったところでございます。ったところでございます。ったところでございます。

我我我我が県としては、県が県としては、県が県としては、県が県としては、県内内内内の産業のの産業のの産業のの産業の競競競競争争争争力力力力のののの強強強強化ですとか経化ですとか経化ですとか経化ですとか経営力営力営力営力のののの強強強強化を化を化を化を図図図図る取り組みにる取り組みにる取り組みにる取り組みに力力力力

を入れてまいりたいとを入れてまいりたいとを入れてまいりたいとを入れてまいりたいと考え考え考え考えておりまして、ておりまして、ておりまして、ておりまして、具具具具体的体的体的体的にはにはにはにはブラブラブラブランンンンドドドド化の支援、化の支援、化の支援、化の支援、デザデザデザデザイイイイン力ン力ン力ン力の向の向の向の向

上支援、上支援、上支援、上支援、技術技術技術技術開開開開発発発発支援支援支援支援並び並び並び並びに経に経に経に経営営営営品品品品質質質質の向上に取り組みの支援をの向上に取り組みの支援をの向上に取り組みの支援をの向上に取り組みの支援を実実実実施しているところでご施しているところでご施しているところでご施しているところでご

ざいます。ざいます。ざいます。ざいます。

県としては、まずこうした県としては、まずこうした県としては、まずこうした県としては、まずこうした観観観観点点点点からからからから引引引引きききき続続続続き県き県き県き県内内内内企企企企業の業の業の業の競競競競争争争争力強力強力強力強化のためのきめ化のためのきめ化のためのきめ化のためのきめ細細細細ややややかかかか

な支援をな支援をな支援をな支援を実実実実施してまいりたいと施してまいりたいと施してまいりたいと施してまいりたいと考え考え考え考えておりますけれどておりますけれどておりますけれどておりますけれどもももも、委員ご、委員ご、委員ご、委員ご指指指指摘摘摘摘のとおりのとおりのとおりのとおり全全全全くくくくメリメリメリメリッッッッ
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トトトトがないがないがないがないもももものではございませんので、のではございませんので、のではございませんので、のではございませんので、来来来来年２月に年２月に年２月に年２月に実実実実施される商施される商施される商施される商談談談談会について、こちらの受会について、こちらの受会について、こちらの受会について、こちらの受

注側注側注側注側のののの企企企企業にとっての成果といった業にとっての成果といった業にとっての成果といった業にとっての成果といったももももののののももももフフフフォォォォロロロローーーーアアアアップップップップをして、こちらのをして、こちらのをして、こちらのをして、こちらのメリメリメリメリットットットットあるあるあるある

ももももの、委員おっしの、委員おっしの、委員おっしの、委員おっしゃゃゃゃるるるるママママッッッッチンチンチンチンググググのののの機機機機会会会会確確確確保については、保については、保については、保については、メリメリメリメリットットットットあるあるあるあるもももものをのをのをのを選択選択選択選択しながしながしながしなが

ららららややややってまいりたいとってまいりたいとってまいりたいとってまいりたいと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。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。

○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 太太太太陽陽陽陽光光光光パパパパネルネルネルネルの補の補の補の補助助助助のおのおのおのお話話話話でございますが、直でございますが、直でございますが、直でございますが、直接接接接事業として事業として事業として事業として

所管をしておりますのは所管をしておりますのは所管をしておりますのは所管をしておりますのは景景景景観観観観・・・・環境環境環境環境局局局局でございまして、補でございまして、補でございまして、補でございまして、補助助助助制制制制度としてはそこが所管をし度としてはそこが所管をし度としてはそこが所管をし度としてはそこが所管をし

ております。基ております。基ております。基ております。基本的本的本的本的にににに太太太太陽陽陽陽光光光光発電発電発電発電ののののワワワワーーーーキキキキンンンンググググチチチチーーーームムムム、そこが、そこが、そこが、そこが中心中心中心中心となっていろいろな議となっていろいろな議となっていろいろな議となっていろいろな議

論論論論をしていくことになりますけれどをしていくことになりますけれどをしていくことになりますけれどをしていくことになりますけれどもももも、今この補、今この補、今この補、今この補助助助助制制制制度をどうするかということについて度をどうするかということについて度をどうするかということについて度をどうするかということについて

結結結結論論論論が出たとはが出たとはが出たとはが出たとは聞聞聞聞いておりません。今いておりません。今いておりません。今いておりません。今後後後後、いろいろな、いろいろな、いろいろな、いろいろな検討検討検討検討のののの中中中中でどうするのかという議でどうするのかという議でどうするのかという議でどうするのかという議論論論論

を進めていくことになろうかとを進めていくことになろうかとを進めていくことになろうかとを進めていくことになろうかと思思思思いますけれどいますけれどいますけれどいますけれどもももも、今のところはそういう、今のところはそういう、今のところはそういう、今のところはそういう状況状況状況状況でございまでございまでございまでございま

す。す。す。す。

○猪奥委員○猪奥委員○猪奥委員○猪奥委員 所管が所管が所管が所管が違違違違ったのですったのですったのですったのですねねねね。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。

広広広広域商域商域商域商談談談談会ですけれど会ですけれど会ですけれど会ですけれどもももも、おっし、おっし、おっし、おっしゃゃゃゃっていただいたようにっていただいたようにっていただいたようにっていただいたように機機機機会というのはたくさんあっ会というのはたくさんあっ会というのはたくさんあっ会というのはたくさんあっ

たたたた方方方方がいいとがいいとがいいとがいいと思思思思うのです。うのです。うのです。うのです。発発発発注側注側注側注側ですとか受ですとか受ですとか受ですとか受注側注側注側注側ですとかに回っているこのご案ですとかに回っているこのご案ですとかに回っているこのご案ですとかに回っているこのご案内内内内の用の用の用の用紙紙紙紙

には、このたには、このたには、このたには、このたびびびび近近近近畿畿畿畿（奈良県（奈良県（奈良県（奈良県除除除除く）く）く）く）四四四四国の１０国の１０国の１０国の１０府府府府県が合県が合県が合県が合同同同同でと書かれているのでと書かれているのでと書かれているのでと書かれているのもももも、、、、何何何何か奈か奈か奈か奈

良県にとっては良県にとっては良県にとっては良県にとっては悲悲悲悲しいことだとしいことだとしいことだとしいことだと思思思思いますし、いますし、いますし、いますし、ももももちろんこちらにごちろんこちらにごちろんこちらにごちろんこちらにご参参参参加の加の加の加の四四四四国ですとか、先国ですとか、先国ですとか、先国ですとか、先

ほどおっしほどおっしほどおっしほどおっしゃゃゃゃられた大阪られた大阪られた大阪られた大阪府府府府、、、、京京京京都府都府都府都府、、、、兵庫兵庫兵庫兵庫県、その県、その県、その県、その強強強強い県い県い県い県以以以以外外外外の県の県の県の県ももももももももちろんちろんちろんちろんメリメリメリメリットットットットがががが

あって、あって、あって、あって、コスコスコスコスト競ト競ト競ト競争争争争だけではないだけではないだけではないだけではないメリメリメリメリットットットットをこちらにをこちらにをこちらにをこちらに求求求求めてめてめてめて参画参画参画参画、、、、参参参参加されているのだと加されているのだと加されているのだと加されているのだと

思思思思いますので、いますので、いますので、いますので、ブラブラブラブランンンンドドドド化ですとか、そういう化ですとか、そういう化ですとか、そういう化ですとか、そういう企企企企業の業の業の業の体力体力体力体力をををを高高高高めることはめることはめることはめることはややややっていただくっていただくっていただくっていただく

一一一一方方方方で、で、で、で、仕仕仕仕事をとって事をとって事をとって事をとって来来来来れるというところれるというところれるというところれるというところも力づも力づも力づも力づけられるようなこういうけられるようなこういうけられるようなこういうけられるようなこういう機機機機会会会会ももももどんどんどんどんどんどんどんどん

参参参参加していっていただけれ加していっていただけれ加していっていただけれ加していっていただければばばばとととと思思思思います。います。います。います。以以以以上です。ありがとうございました。上です。ありがとうございました。上です。ありがとうございました。上です。ありがとうございました。

○阪口委員○阪口委員○阪口委員○阪口委員 ３３３３点質点質点質点質問問問問をいたします。をいたします。をいたします。をいたします。

１１１１点目点目点目点目は、は、は、は、高山サ高山サ高山サ高山サイイイイエンスタエンスタエンスタエンスタウウウウンンンンのところののところののところののところのＡＡＡＡ地地地地区区区区のののの企企企企業業業業誘致誘致誘致誘致につきまして、前回要につきまして、前回要につきまして、前回要につきまして、前回要望望望望

いたしましたが、そのいたしましたが、そのいたしましたが、そのいたしましたが、その後後後後、進、進、進、進展展展展をしているのか、進をしているのか、進をしているのか、進をしているのか、進捗捗捗捗状況状況状況状況がわかりましたらおがわかりましたらおがわかりましたらおがわかりましたらお聞聞聞聞きしたいきしたいきしたいきしたい

とととと思思思思っております。っております。っております。っております。

２２２２点目点目点目点目につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、節電節電節電節電対策につきまして、浪越産業・雇用振興部長の説明で理対策につきまして、浪越産業・雇用振興部長の説明で理対策につきまして、浪越産業・雇用振興部長の説明で理対策につきまして、浪越産業・雇用振興部長の説明で理解解解解

をいたしました。ただ、前回をいたしました。ただ、前回をいたしました。ただ、前回をいたしました。ただ、前回もももも申しましたように、再生申しましたように、再生申しましたように、再生申しましたように、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をどう進めていくーをどう進めていくーをどう進めていくーをどう進めていく

のか、県としてののか、県としてののか、県としてののか、県としての最最最最適適適適なななな電電電電源源源源の組み合わせの組み合わせの組み合わせの組み合わせ等等等等を、を、を、を、ワワワワーーーーキキキキンンンンググググチチチチーーーームムムムということはかということはかということはかということはかねねねねががががねねねね

聞聞聞聞いておりますが、産業・雇用振興部長のいておりますが、産業・雇用振興部長のいておりますが、産業・雇用振興部長のいておりますが、産業・雇用振興部長の方方方方でででで特特特特に奈良県に向く再生に奈良県に向く再生に奈良県に向く再生に奈良県に向く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、何何何何

か案がありましたらか案がありましたらか案がありましたらか案がありましたら教教教教ええええていただきたいというていただきたいというていただきたいというていただきたいという質質質質問問問問であります。であります。であります。であります。
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３３３３点目点目点目点目につきましては、奈良につきましては、奈良につきましては、奈良につきましては、奈良競競競競輪輪輪輪についてでありますが、この間についてでありますが、この間についてでありますが、この間についてでありますが、この間、、、、「奈良県「奈良県「奈良県「奈良県営営営営競競競競輪輪輪輪検討検討検討検討

委員会委員会委員会委員会最最最最終終終終報告案」が出ました。その１９ページを報告案」が出ました。その１９ページを報告案」が出ました。その１９ページを報告案」が出ました。その１９ページを読読読読みますと、みますと、みますと、みますと、競競競競輪輪輪輪事業の事業の事業の事業の存存存存廃廃廃廃をををを判判判判断断断断すすすす

るについては県にるについては県にるについては県にるについては県に慎慎慎慎重重重重なななな検討検討検討検討をををを望望望望むむむむと、結と、結と、結と、結局局局局、経、経、経、経営検討営検討営検討営検討委員会では委員会では委員会では委員会では抜抜抜抜本的本的本的本的な案が出ていなな案が出ていなな案が出ていなな案が出ていな

いといといといと思思思思うのです。県でうのです。県でうのです。県でうのです。県で検討検討検討検討していくしていくしていくしていく方方方方向に今向に今向に今向に今後後後後なっていくのかということであります。そなっていくのかということであります。そなっていくのかということであります。そなっていくのかということであります。そ

のののの点点点点につきまして、につきまして、につきまして、につきまして、ももももうううう少少少少しおしおしおしお聞聞聞聞きをしたいときをしたいときをしたいときをしたいと思思思思っております。っております。っております。っております。

この資この資この資この資料料料料のののの中中中中で、５年間ので、５年間ので、５年間ので、５年間の収収収収支支支支見込見込見込見込みという資みという資みという資みという資料料料料があります。そこの部分で２があります。そこの部分で２があります。そこの部分で２があります。そこの部分で２点質点質点質点質問問問問をををを

いたします。いたします。いたします。いたします。

１１１１点目点目点目点目は、は、は、は、場内場内場内場内駐車駐車駐車駐車場場場場用地用地用地用地使使使使用用用用料料料料というというというという項目項目項目項目があります。これは地があります。これは地があります。これは地があります。これは地権権権権者から８者から８者から８者から８カカカカ所ほど所ほど所ほど所ほど

用地を借りていると用地を借りていると用地を借りていると用地を借りていると判判判判断断断断をいたしております。ただ、この用地をいたしております。ただ、この用地をいたしております。ただ、この用地をいたしております。ただ、この用地使使使使用用用用料料料料が平成２３年ですとが平成２３年ですとが平成２３年ですとが平成２３年ですと

３３３３，，，，９９９９６６６６２２２２万６，万６，万６，万６，００００００００００００円円円円、平成２８年、平成２８年、平成２８年、平成２８年ももももそのようなそのようなそのようなそのような推推推推移移移移でありますので、でありますので、でありますので、でありますので、競競競競輪輪輪輪にににに来来来来られられられられ

ているているているている方方方方がががが少少少少なけれなけれなけれなければばばば、８、８、８、８カカカカ所所所所もももも要るのか、また経要るのか、また経要るのか、また経要るのか、また経営営営営がががが赤赤赤赤字字字字であるのであれであるのであれであるのであれであるのであればばばば、経、経、経、経費節減費節減費節減費節減

ももももももももうううう少少少少しししし可可可可能能能能なのかと。なのかと。なのかと。なのかと。

ももももう１う１う１う１点点点点は、は、は、は、周周周周辺辺辺辺対策対策対策対策費費費費であります。平成２３年は１であります。平成２３年は１であります。平成２３年は１であります。平成２３年は１，，，，４０２４０２４０２４０２万万万万９９９９，，，，００００００００００００円円円円です。こです。こです。こです。こ

のののの周周周周辺辺辺辺対策対策対策対策費費費費につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、競競競競輪輪輪輪事業をすることで事業をすることで事業をすることで事業をすることで近隣近隣近隣近隣のののの自自自自治治治治会に会に会に会に迷惑迷惑迷惑迷惑をかけているかをかけているかをかけているかをかけているか

らららら迷惑迷惑迷惑迷惑料料料料として支として支として支として支払払払払われているとわれているとわれているとわれていると自自自自分では分では分では分では判判判判断断断断いたしておりますけれどいたしておりますけれどいたしておりますけれどいたしておりますけれどもももも、、、、実実実実際際際際のところ、のところ、のところ、のところ、

近隣近隣近隣近隣のどれのどれのどれのどれぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの自自自自治治治治会に会に会に会に払払払払われているのか、そのわれているのか、そのわれているのか、そのわれているのか、その辺辺辺辺のところがわかりましたら。これのところがわかりましたら。これのところがわかりましたら。これのところがわかりましたら。これ

についてはについてはについてはについては少少少少しずつ経しずつ経しずつ経しずつ経費費費費はははは削削削削減減減減されているのかと、このされているのかと、このされているのかと、このされているのかと、この収収収収支支支支見込見込見込見込みではみではみではみでは判判判判断断断断いたしておりいたしておりいたしておりいたしており

ます。ます。ます。ます。

○森田企業立地推進課長○森田企業立地推進課長○森田企業立地推進課長○森田企業立地推進課長 高山サ高山サ高山サ高山サイイイイエンスタエンスタエンスタエンスタウウウウンンンンのののの企企企企業業業業誘致誘致誘致誘致の進の進の進の進捗捗捗捗状況状況状況状況についてのおについてのおについてのおについてのお尋ね尋ね尋ね尋ね

でございます。でございます。でございます。でございます。改改改改めてのご説明で申し上げますと、こちらのめてのご説明で申し上げますと、こちらのめてのご説明で申し上げますと、こちらのめてのご説明で申し上げますと、こちらの高山高山高山高山地地地地区区区区に関しましては、平に関しましては、平に関しましては、平に関しましては、平

成２１年７月と平成２３年２月の２回、成２１年７月と平成２３年２月の２回、成２１年７月と平成２３年２月の２回、成２１年７月と平成２３年２月の２回、研究研究研究研究開開開開発発発発型型型型の産業施設、いわの産業施設、いわの産業施設、いわの産業施設、いわゆゆゆゆるるるる研究研究研究研究開開開開発発発発プラプラプラプラスススス

工場工場工場工場という施設が立地できるようにという施設が立地できるようにという施設が立地できるようにという施設が立地できるように規規規規制制制制緩緩緩緩和和和和を行いましてを行いましてを行いましてを行いまして誘致誘致誘致誘致活活活活動に動に動に動に努努努努めているところでめているところでめているところでめているところで

ございます。ございます。ございます。ございます。

そのそのそのその後後後後、前回、前回、前回、前回もももも少少少少しご報告申し上げましたけれどしご報告申し上げましたけれどしご報告申し上げましたけれどしご報告申し上げましたけれどもももも、委員ご、委員ご、委員ご、委員ご指指指指摘摘摘摘ののののＡＡＡＡ地地地地区区区区、いわ、いわ、いわ、いわゆゆゆゆる奈る奈る奈る奈

良県の良県の良県の良県の土土土土地開地開地開地開発発発発公公公公社社社社が所が所が所が所有有有有しておりますしておりますしておりますしております土土土土地、それから、それ地、それから、それ地、それから、それ地、それから、それもももも含含含含めましてめましてめましてめまして民民民民有有有有地地地地ももももござござござござ

いまして、そこいまして、そこいまして、そこいまして、そこもももも含含含含めめめめ幾幾幾幾つかのつかのつかのつかの企企企企業から業から業から業から具具具具体的体的体的体的なななな打診打診打診打診はははは来来来来ているているているている状況状況状況状況でございます。でございます。でございます。でございます。現在現在現在現在

こちらの地こちらの地こちらの地こちらの地区区区区の、先ほど申し上げましたの、先ほど申し上げましたの、先ほど申し上げましたの、先ほど申し上げました研究研究研究研究開開開開発発発発型型型型産業施設と、そういう立地の基産業施設と、そういう立地の基産業施設と、そういう立地の基産業施設と、そういう立地の基準準準準にににに適適適適

合するかどうか、そういうところ合するかどうか、そういうところ合するかどうか、そういうところ合するかどうか、そういうところもももも含含含含めましてめましてめましてめまして具具具具体的体的体的体的にににに引引引引き合いのある事業者からのき合いのある事業者からのき合いのある事業者からのき合いのある事業者からの聞聞聞聞きききき

取りを進めながら、立地基取りを進めながら、立地基取りを進めながら、立地基取りを進めながら、立地基準準準準にににに適適適適合するかどうかの合するかどうかの合するかどうかの合するかどうかの検討検討検討検討を行っているを行っているを行っているを行っている状状状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。

そのあたりのそのあたりのそのあたりのそのあたりの適適適適合がきっちりと合がきっちりと合がきっちりと合がきっちりと見通見通見通見通しが立ったしが立ったしが立ったしが立った段階段階段階段階でででで具具具具体的体的体的体的にににに購購購購入入入入等等等等の次のの次のの次のの次の段階段階段階段階のののの交交交交渉渉渉渉にににに



---- 22221111 ----

進めていきたいと進めていきたいと進めていきたいと進めていきたいと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。状況状況状況状況につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、以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。

○浪越産業・雇用振興部長○浪越産業・雇用振興部長○浪越産業・雇用振興部長○浪越産業・雇用振興部長 再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のことでございますが、今のーのことでございますが、今のーのことでございますが、今のーのことでございますが、今の時点時点時点時点でででで太太太太陽陽陽陽

光光光光発電発電発電発電でありますとか、でありますとか、でありますとか、でありますとか、小小小小水水水水力発電力発電力発電力発電でありますとか、地でありますとか、地でありますとか、地でありますとか、地熱熱熱熱発電発電発電発電でありますとか、いろいろでありますとか、いろいろでありますとか、いろいろでありますとか、いろいろ

なななな方途方途方途方途についてについてについてについて模模模模索索索索をしておりまして、どれが今、奈良県としてをしておりまして、どれが今、奈良県としてをしておりまして、どれが今、奈良県としてをしておりまして、どれが今、奈良県としてママママッッッッチンチンチンチンググググしないとか、しないとか、しないとか、しないとか、

これはこれはこれはこれは見見見見送送送送ろうという結ろうという結ろうという結ろうという結論論論論までは出しておりません。ただ、きょうのまでは出しておりません。ただ、きょうのまでは出しておりません。ただ、きょうのまでは出しておりません。ただ、きょうの毎毎毎毎日日日日新聞新聞新聞新聞の一の一の一の一面面面面ににににもももも

技術技術技術技術開開開開発発発発によってによってによってによってコスコスコスコスト面ト面ト面ト面でのでのでのでの削削削削減減減減が出てきているという記事が出ておりました。今が出てきているという記事が出ておりました。今が出てきているという記事が出ておりました。今が出てきているという記事が出ておりました。今後後後後いいいい

ろいろなろいろなろいろなろいろな技術技術技術技術開開開開発発発発をすると、をすると、をすると、をすると、コスコスコスコスト面ト面ト面ト面でのでのでのでの検討も検討も検討も検討も少少少少し加わってくるのかとし加わってくるのかとし加わってくるのかとし加わってくるのかと思思思思います。います。います。います。

それぞれ例それぞれ例それぞれ例それぞれ例えばえばえばえば、その、その、その、その効効効効率率率率性性性性でありますとか、でありますとか、でありますとか、でありますとか、採採採採算算算算性性性性でありますとか、そういったことでありますとか、そういったことでありますとか、そういったことでありますとか、そういったこと

をををを考え考え考え考えなけれなけれなけれなければばばばいけないといけないといけないといけないと思思思思います。例います。例います。例います。例えばえばえばえば小小小小水水水水力発電力発電力発電力発電で県のところでで県のところでで県のところでで県のところでもやもやもやもやっているのでっているのでっているのでっているので

すが、それですが、それですが、それですが、それでもやもやもやもやはりはりはりはり場内場内場内場内のののの電力電力電力電力をををを少少少少し１５％だとか、４０％だとかいったし１５％だとか、４０％だとかいったし１５％だとか、４０％だとかいったし１５％だとか、４０％だとかいった形形形形でででで賄賄賄賄ええええていていていてい

るというるというるというるという現現現現状状状状であります。それが今、例であります。それが今、例であります。それが今、例であります。それが今、例えばえばえばえば買買買買電電電電をしたをしたをしたをした場場場場合を合を合を合を想想想想定して定して定して定して採採採採算算算算性性性性をををを考え考え考え考えると、ると、ると、ると、

少少少少しししし厳厳厳厳しいところしいところしいところしいところももももあるのかということで、あるのかということで、あるのかということで、あるのかということで、現現現現状状状状においてにおいてにおいてにおいてももももそのそのそのその採採採採算算算算性性性性はどうなのかといはどうなのかといはどうなのかといはどうなのかとい

うことうことうことうこともももも含含含含めてめてめてめて検討検討検討検討していくことしていくことしていくことしていくことも必も必も必も必要かと。そういうことをな要かと。そういうことをな要かと。そういうことをな要かと。そういうことをなぜぜぜぜ考え考え考え考えるかと申し上げまるかと申し上げまるかと申し上げまるかと申し上げま

すと、例すと、例すと、例すと、例えばえばえばえば風風風風力発電力発電力発電力発電でありますとか、でありますとか、でありますとか、でありますとか、小小小小水水水水力発電力発電力発電力発電でありますとか、そのでありますとか、そのでありますとか、そのでありますとか、その規規規規模模模模によってによってによってによって採採採採

算算算算性性性性がががが変変変変わってくるのではないかということをわってくるのではないかということをわってくるのではないかということをわってくるのではないかということを思思思思っておりまして、そういったことっておりまして、そういったことっておりまして、そういったことっておりまして、そういったことももももいろいろいろいろ

いろないろないろないろな検討検討検討検討をしたいとをしたいとをしたいとをしたいと思思思思います。います。います。います。

今、今、今、今、ワワワワーーーーキキキキンンンンググググチチチチーーーームムムムでそういった事でそういった事でそういった事でそういった事柄柄柄柄もももも含含含含めて議めて議めて議めて議論論論論をさせていただいておりまして、をさせていただいておりまして、をさせていただいておりまして、をさせていただいておりまして、

今回１５日の今回１５日の今回１５日の今回１５日の研究研究研究研究会では、その会では、その会では、その会では、そのワワワワーーーーキキキキンンンンググググのところでいろいろな議のところでいろいろな議のところでいろいろな議のところでいろいろな議論論論論をして、いろいろをして、いろいろをして、いろいろをして、いろいろ検検検検

討討討討したしたしたした内容内容内容内容についてご説明を申し上げて、についてご説明を申し上げて、についてご説明を申し上げて、についてご説明を申し上げて、学識学識学識学識経経経経験験験験者の者の者の者の方方方方であるとか、であるとか、であるとか、であるとか、企企企企業からいろんな業からいろんな業からいろんな業からいろんな

ごごごご意見意見意見意見をいただいて、それをまたをいただいて、それをまたをいただいて、それをまたをいただいて、それをまた踏踏踏踏ままままええええてててて検討検討検討検討を進めたいとを進めたいとを進めたいとを進めたいと思思思思っております。っております。っております。っております。

現現現現時点時点時点時点のところでは、これはなじのところでは、これはなじのところでは、これはなじのところでは、これはなじむむむむ、これはなじまないという、これはなじまないという、これはなじまないという、これはなじまないという形形形形の結の結の結の結論論論論は出ておりませは出ておりませは出ておりませは出ておりませ

んが、ただんが、ただんが、ただんが、ただ若若若若干干干干私私私私見見見見でいいますと、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、なかなか風力発電力発電力発電力発電はははは難難難難しいのかというしいのかというしいのかというしいのかという感感感感触触触触をををを持持持持ってはってはってはっては

いるのですけれどいるのですけれどいるのですけれどいるのですけれどもももも、これ、これ、これ、これももももあくまであくまであくまであくまでもももも私私私私見見見見でございます。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 競競競競輪輪輪輪場場場場についてのごについてのごについてのごについてのご質質質質問問問問、お、お、お、お答答答答ええええをさせていただきたいとをさせていただきたいとをさせていただきたいとをさせていただきたいと思思思思います。います。います。います。

検討検討検討検討委員会がございまして、その委員会がございまして、その委員会がございまして、その委員会がございまして、その中中中中での資での資での資での資料料料料についてのごについてのごについてのごについてのご質質質質問問問問、２、２、２、２点点点点ございました。ございました。ございました。ございました。

１１１１点点点点は、は、は、は、駐車駐車駐車駐車場場場場の借り上げに対するの借り上げに対するの借り上げに対するの借り上げに対する使使使使用用用用料料料料、定、定、定、定額額額額でずっと計上しているがというおでずっと計上しているがというおでずっと計上しているがというおでずっと計上しているがというお話話話話でででで

ございました。奈良ございました。奈良ございました。奈良ございました。奈良競競競競輪輪輪輪場場場場のののの来場来場来場来場者用の者用の者用の者用の駐車駐車駐車駐車場場場場、第１から第８、第１から第８、第１から第８、第１から第８駐車駐車駐車駐車場場場場までございまして、までございまして、までございまして、までございまして、

そのうち県そのうち県そのうち県そのうち県有有有有の第５の第５の第５の第５駐車駐車駐車駐車場場場場をををを除除除除きまして７きまして７きまして７きまして７カカカカ所につきましては、借地をしてございます。所につきましては、借地をしてございます。所につきましては、借地をしてございます。所につきましては、借地をしてございます。

特特特特にににに稼稼稼稼働率の働率の働率の働率の低低低低いいいいもももものが第７と第８ののが第７と第８ののが第７と第８ののが第７と第８の駐車駐車駐車駐車場場場場がございます。これにつきましては、がございます。これにつきましては、がございます。これにつきましては、がございます。これにつきましては、現在現在現在現在、、、、

返還返還返還返還をするをするをするをする方方方方向で向で向で向で交交交交渉渉渉渉を進めているところでございます。第８を進めているところでございます。第８を進めているところでございます。第８を進めているところでございます。第８駐車駐車駐車駐車場場場場につきましては、今につきましては、今につきましては、今につきましては、今
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年度年度年度年度末末末末でででで契契契契約終約終約終約終了の大了の大了の大了の大筋筋筋筋合合合合意意意意をををを得得得得ておりまして、ておりまして、ておりまして、ておりまして、原状原状原状原状復旧復旧復旧復旧等等等等、、、、若若若若干返還干返還干返還干返還作作作作業に業に業に業にもももも細細細細部を部を部を部を詰詰詰詰

めなけれめなけれめなけれめなければばばばなりませんけれどなりませんけれどなりませんけれどなりませんけれどもももも、そういったいろいろ、そういったいろいろ、そういったいろいろ、そういったいろいろ状況状況状況状況でございます。そして、また第でございます。そして、また第でございます。そして、また第でございます。そして、また第

７７７７駐車駐車駐車駐車場場場場ですが、これはですが、これはですが、これはですが、これは交交交交渉渉渉渉を行っているを行っているを行っているを行っているもももものの、合のの、合のの、合のの、合意意意意にはにはにはには至至至至っておりません。ただ、っておりません。ただ、っておりません。ただ、っておりません。ただ、駐駐駐駐

車車車車場場場場のののの賃賃賃賃貸貸貸貸借借借借契契契契約約約約は１年度限りの年間のは１年度限りの年間のは１年度限りの年間のは１年度限りの年間の更更更更新新新新契契契契約約約約になっておりますので、になっておりますので、になっておりますので、になっておりますので、契契契契約約約約更更更更新新新新をしなをしなをしなをしな

いいいい方方方方向で地向で地向で地向で地権権権権者の理者の理者の理者の理解解解解をををを得得得得ようかとようかとようかとようかと考え考え考え考えているところでございます。ているところでございます。ているところでございます。ているところでございます。

それから、いま１それから、いま１それから、いま１それから、いま１点点点点、、、、周周周周辺辺辺辺対策経対策経対策経対策経費費費費についてのについてのについてのについての考え方考え方考え方考え方ということでございます。ごということでございます。ごということでございます。ごということでございます。ご指指指指摘摘摘摘

のように奈良のように奈良のように奈良のように奈良競競競競輪輪輪輪場場場場のののの来場時来場時来場時来場時にににに周周周周辺辺辺辺地域に地域に地域に地域に来場来場来場来場者がごみを投げ者がごみを投げ者がごみを投げ者がごみを投げ捨捨捨捨てるとか、あるいはてるとか、あるいはてるとか、あるいはてるとか、あるいは車車車車でででで

のののの来場時来場時来場時来場時にににに違違違違法法法法駐車駐車駐車駐車がががが起起起起こったり、あるいはこったり、あるいはこったり、あるいはこったり、あるいは交交交交通通通通渋滞渋滞渋滞渋滞をををを引引引引きききき起起起起こすなどとした経こすなどとした経こすなどとした経こすなどとした経緯緯緯緯から、から、から、から、

その対策に係る経その対策に係る経その対策に係る経その対策に係る経費費費費ということでということでということでということで各自各自各自各自治治治治会に支会に支会に支会に支払払払払ってきたところでございます。ってきたところでございます。ってきたところでございます。ってきたところでございます。過去過去過去過去のいのいのいのい

ろんな経ろんな経ろんな経ろんな経緯も緯も緯も緯もございまして、おおございまして、おおございまして、おおございまして、おおむね周むね周むね周むね周辺辺辺辺２２２２キロキロキロキロメメメメーーーートトトトルルルルの５４のの５４のの５４のの５４の自自自自治治治治会に対してお支会に対してお支会に対してお支会に対してお支払払払払

いをしております。ご承いをしております。ご承いをしております。ご承いをしております。ご承知知知知のようにのようにのようにのように競競競競輪輪輪輪場場場場のののの来場来場来場来場者者者者数数数数のののの減減減減少少少少ももももございまして、またございまして、またございまして、またございまして、また車車車車でのでのでのでの

来場も来場も来場も来場も非常非常非常非常にににに落落落落ちてきております。そういったようなことから、ちてきております。そういったようなことから、ちてきております。そういったようなことから、ちてきております。そういったようなことから、過去過去過去過去に一度ごに一度ごに一度ごに一度ご指指指指摘摘摘摘もももも受け受け受け受け

まして、平成２１年度まして、平成２１年度まして、平成２１年度まして、平成２１年度下下下下期からこの経期からこの経期からこの経期からこの経費費費費を２を２を２を２割割割割削削削削減減減減をしております。そして、また今年度をしております。そして、また今年度をしております。そして、また今年度をしております。そして、また今年度

のののの下下下下期からいろいろご期からいろいろご期からいろいろご期からいろいろご協力も協力も協力も協力も得得得得るるるる中中中中で、さらに３で、さらに３で、さらに３で、さらに３割割割割のののの削削削削減減減減をををを実実実実施したところでございます。施したところでございます。施したところでございます。施した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。

○浪越産業・雇用振興部長○浪越産業・雇用振興部長○浪越産業・雇用振興部長○浪越産業・雇用振興部長 今の今の今の今の答弁答弁答弁答弁のののの中中中中でででで少少少少し、１９ページの議し、１９ページの議し、１９ページの議し、１９ページの議論論論論でででで検討検討検討検討委員会の委員会の委員会の委員会の話話話話がががが

出ていたかと出ていたかと出ていたかと出ていたかと思思思思うのですが、一うのですが、一うのですが、一うのですが、一応応応応一定の期間と申し上げて結果報告ということが出ており一定の期間と申し上げて結果報告ということが出ており一定の期間と申し上げて結果報告ということが出ており一定の期間と申し上げて結果報告ということが出ており

ます。今のところ平成２４年度は開ます。今のところ平成２４年度は開ます。今のところ平成２４年度は開ます。今のところ平成２４年度は開催催催催の他の他の他の他場場場場との関係がございますので、平成２４年度はとの関係がございますので、平成２４年度はとの関係がございますので、平成２４年度はとの関係がございますので、平成２４年度は

継続継続継続継続をする。そのをする。そのをする。そのをする。その中中中中ででででももももいろいろ議いろいろ議いろいろ議いろいろ議論論論論がありますけれどがありますけれどがありますけれどがありますけれどもももも、、、、ＪＫＡＪＫＡＪＫＡＪＫＡ交交交交付金の率がまだ付金の率がまだ付金の率がまだ付金の率がまだ決決決決まままま

っておりません。どうなっていくのかというのがあります。それをっておりません。どうなっていくのかというのがあります。それをっておりません。どうなっていくのかというのがあります。それをっておりません。どうなっていくのかというのがあります。それを見見見見きわめた上で、またきわめた上で、またきわめた上で、またきわめた上で、また

検討検討検討検討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になろうかとになろうかとになろうかとになろうかと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。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 １１１１点目点目点目点目のののの企企企企業業業業誘致誘致誘致誘致のことにつきましては、のことにつきましては、のことにつきましては、のことにつきましては、現在現在現在現在の経済の経済の経済の経済不況下不況下不況下不況下でありますので、でありますので、でありますので、でありますので、

誘致誘致誘致誘致担担担担当の当の当の当の方方方方はごはごはごはご苦苦苦苦労かと労かと労かと労かと思思思思うのですけどうのですけどうのですけどうのですけどもももも、、、、ぜひぜひぜひぜひ誘致誘致誘致誘致できるようにしていただきたいとできるようにしていただきたいとできるようにしていただきたいとできるようにしていただきたいと

願っております。よろしくお願いします。願っております。よろしくお願いします。願っております。よろしくお願いします。願っております。よろしくお願いします。

２２２２点目点目点目点目につきまして、再生につきまして、再生につきまして、再生につきまして、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のことについてですけれどーのことについてですけれどーのことについてですけれどーのことについてですけれどもももも、浪越産業・雇、浪越産業・雇、浪越産業・雇、浪越産業・雇

用振興部長が、用振興部長が、用振興部長が、用振興部長が、私私私私見見見見とおっしとおっしとおっしとおっしゃゃゃゃられまして、きょうられまして、きょうられまして、きょうられまして、きょうもももも日日日日本本本本経済経済経済経済新聞新聞新聞新聞にににに洋洋洋洋上風上風上風上風力発電力発電力発電力発電のことのことのことのこと

が載っていました。奈良県はが載っていました。奈良県はが載っていました。奈良県はが載っていました。奈良県は海海海海がががが遠遠遠遠いですので、風いですので、風いですので、風いですので、風力発電力発電力発電力発電についてはちょっと向かないかについてはちょっと向かないかについてはちょっと向かないかについてはちょっと向かないか

とととと僕僕僕僕自身自身自身自身も思も思も思も思います。います。います。います。僕僕僕僕自身自身自身自身ももももかなりそれについてはかなりそれについてはかなりそれについてはかなりそれについては調べ調べ調べ調べています。しかし、ています。しかし、ています。しかし、ています。しかし、専専専専門門門門家家家家ではではではでは

ありませんので、ありませんので、ありませんので、ありませんので、ぜひぜひぜひぜひワワワワーーーーキキキキンンンンググググチチチチーーーームムムムでででで最最最最もももも奈良県に向く再生奈良県に向く再生奈良県に向く再生奈良県に向く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をーをーをーを追求追求追求追求しししし

ていただきたいとていただきたいとていただきたいとていただきたいと思思思思っております。っております。っております。っております。
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３３３３点目点目点目点目につきまして、奈良につきまして、奈良につきまして、奈良につきまして、奈良競競競競輪輪輪輪のことにつきましては、平成２４年度はのことにつきましては、平成２４年度はのことにつきましては、平成２４年度はのことにつきましては、平成２４年度は継続継続継続継続のののの方方方方向とい向とい向とい向とい

うううう感感感感じをおじをおじをおじをお聞聞聞聞きしました。きしました。きしました。きしました。僕僕僕僕自身自身自身自身、、、、競競競競輪輪輪輪検討検討検討検討委員会を委員会を委員会を委員会を何何何何回回回回もももも傍聴傍聴傍聴傍聴いたしております。ちょいたしております。ちょいたしております。ちょいたしております。ちょ

っと今回、っと今回、っと今回、っと今回、抜抜抜抜本的本的本的本的な合理化策が出ていないので、またまたな合理化策が出ていないので、またまたな合理化策が出ていないので、またまたな合理化策が出ていないので、またまた赤赤赤赤字字字字になるのかというになるのかというになるのかというになるのかという印象印象印象印象をををを持持持持

っている次第です。っている次第です。っている次第です。っている次第です。近隣近隣近隣近隣のののの自自自自治治治治会に会に会に会に払払払払われているわれているわれているわれている迷惑迷惑迷惑迷惑料料料料につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、僕僕僕僕自身自身自身自身もももも資資資資料料料料をををを

見見見見て、今て、今て、今て、今後後後後精精精精査していきたいと査していきたいと査していきたいと査していきたいと思思思思いますので、いますので、いますので、いますので、具具具具体的体的体的体的に５４のに５４のに５４のに５４の自自自自治治治治会、どのような会、どのような会、どのような会、どのような形形形形でででで払払払払

われているのかにつきましては、また資われているのかにつきましては、また資われているのかにつきましては、また資われているのかにつきましては、また資料料料料のののの請請請請求求求求をいたしますので、よろしくお願いいたをいたしますので、よろしくお願いいたをいたしますので、よろしくお願いいたをいたしますので、よろしくお願いいた

します。します。します。します。以以以以上であります。上であります。上であります。上であります。

○粒谷委員○粒谷委員○粒谷委員○粒谷委員 ちょっと今、阪口委員の関ちょっと今、阪口委員の関ちょっと今、阪口委員の関ちょっと今、阪口委員の関連連連連でででで競競競競輪輪輪輪事業についてお事業についてお事業についてお事業についてお聞聞聞聞かせ願いたいとかせ願いたいとかせ願いたいとかせ願いたいと思思思思うのうのうのうの

ですけれどですけれどですけれどですけれどもももも、県として、、県として、、県として、、県として、本本本本当を当を当を当を言えば知言えば知言えば知言えば知事に事に事に事に聞聞聞聞かなけれかなけれかなけれかなければばばばいけないといけないといけないといけないと思思思思うのですけれどうのですけれどうのですけれどうのですけれど

もももも、、、、競競競競輪輪輪輪事業事業事業事業自身自身自身自身をををを継続継続継続継続するということですけれどするということですけれどするということですけれどするということですけれどもももも、、、、廃廃廃廃止止止止をするというをするというをするというをするという検討検討検討検討、例、例、例、例えば廃えば廃えば廃えば廃

止止止止をしたならをしたならをしたならをしたならばばばばどうなのだという、そういうどうなのだという、そういうどうなのだという、そういうどうなのだという、そういうススススキキキキーーーームムムムはおはおはおはお考え考え考え考えになったことはあるのですになったことはあるのですになったことはあるのですになったことはあるのです

か。か。か。か。

○浪越産業・雇用振興部長○浪越産業・雇用振興部長○浪越産業・雇用振興部長○浪越産業・雇用振興部長 一一一一応応応応、、、、廃廃廃廃止止止止したしたしたした場場場場合のいろいろな課合のいろいろな課合のいろいろな課合のいろいろな課題題題題というというというという形形形形ではではではでは検討検討検討検討いたいたいたいた

します。例します。例します。例します。例えばえばえばえば、一、一、一、一番番番番大きな大きな大きな大きな問題問題問題問題としては、雇用のとしては、雇用のとしては、雇用のとしては、雇用の問題問題問題問題がございます。他がございます。他がございます。他がございます。他場場場場ででででも廃も廃も廃も廃止止止止をしをしをしをし

たところがその雇用をどうするかということで、たところがその雇用をどうするかということで、たところがその雇用をどうするかということで、たところがその雇用をどうするかということで、ササササテライトテライトテライトテライトみたいなみたいなみたいなみたいな形形形形でででで売売売売りりりり場場場場をををを継続継続継続継続すすすす

るということをるということをるということをるということを模模模模索索索索しているところ、しているところ、しているところ、しているところ、違違違違うところにお願いをして、半分うところにお願いをして、半分うところにお願いをして、半分うところにお願いをして、半分もももも満満満満たないようなたないようなたないようなたないような

形形形形の雇用でしかとどまらなかった例といったの雇用でしかとどまらなかった例といったの雇用でしかとどまらなかった例といったの雇用でしかとどまらなかった例といったももももののののもももも過去過去過去過去の例ではあろうかとの例ではあろうかとの例ではあろうかとの例ではあろうかと思思思思います。います。います。います。

それと、次の大きなそれと、次の大きなそれと、次の大きなそれと、次の大きな問題問題問題問題、、、、跡跡跡跡地をどうするのかと、こういう議地をどうするのかと、こういう議地をどうするのかと、こういう議地をどうするのかと、こういう議論論論論があろうかとがあろうかとがあろうかとがあろうかと思思思思います。います。います。います。

一部一部一部一部競競競競輪輪輪輪場内場内場内場内には借地がございますので、そのことには借地がございますので、そのことには借地がございますので、そのことには借地がございますので、そのこともももも含含含含めまして、例めまして、例めまして、例めまして、例えばえばえばえばそれをそれをそれをそれを売売売売却却却却できできできでき

るのか、それとるのか、それとるのか、それとるのか、それともももも賃賃賃賃貸貸貸貸ののののややややりりりり方方方方はできるのかといったことはできるのかといったことはできるのかといったことはできるのかといったことも検討も検討も検討も検討になってくるわけです。になってくるわけです。になってくるわけです。になってくるわけです。

当当当当然然然然いろいろないろいろないろいろないろいろな競競競競輪輪輪輪場場場場が設立をされ、が設立をされ、が設立をされ、が設立をされ、運運運運営営営営されてきたまでの経されてきたまでの経されてきたまでの経されてきたまでの経過過過過でありますとか、それかでありますとか、それかでありますとか、それかでありますとか、それか

ら地ら地ら地ら地元元元元のごのごのごのご意見意見意見意見と、そういったことが今と、そういったことが今と、そういったことが今と、そういったことが今後後後後いろいろな議いろいろな議いろいろな議いろいろな議論論論論のののの中中中中で出てくるかとで出てくるかとで出てくるかとで出てくるかと思思思思いますが、いますが、いますが、いますが、

我我我我 々々々々がががが売売売売りたいとりたいとりたいとりたいと思思思思ってってってってもももも、その、その、その、その条条条条件が件が件が件が整整整整うかどうかといったことうかどうかといったことうかどうかといったことうかどうかといったことももももあります。例あります。例あります。例あります。例えばえばえばえば、、、、

単単単単純純純純ですけれどですけれどですけれどですけれどもももも、今３２０、今３２０、今３２０、今３２０億円億円億円億円ほどの一般会計にほどの一般会計にほどの一般会計にほどの一般会計に繰繰繰繰り出しをしてまいりました。これをり出しをしてまいりました。これをり出しをしてまいりました。これをり出しをしてまいりました。これを

単単単単純純純純に年に年に年に年数数数数でででで割割割割りますと５りますと５りますと５りますと５億円億円億円億円ぐぐぐぐらいの年間平らいの年間平らいの年間平らいの年間平均均均均になるわけです、一般会計のになるわけです、一般会計のになるわけです、一般会計のになるわけです、一般会計の繰繰繰繰り出しとり出しとり出しとり出しと

いうことになるわけです。ここいうことになるわけです。ここいうことになるわけです。ここいうことになるわけです。ここ数数数数年はしんどい年はしんどい年はしんどい年はしんどい状況状況状況状況ではございましたですけれどではございましたですけれどではございましたですけれどではございましたですけれどもももも、それ、それ、それ、それ

を例を例を例を例えばえばえばえば丸丸丸丸 々々々々今のある今のある今のある今のある土土土土地を地を地を地を賃賃賃賃貸貸貸貸をしたとしたをしたとしたをしたとしたをしたとした場場場場合に大合に大合に大合に大体体体体どのどのどのどのぐぐぐぐらいになるのかと、らいになるのかと、らいになるのかと、らいになるのかと、単単単単純純純純

計算ですけれど、まさに管計算ですけれど、まさに管計算ですけれど、まさに管計算ですけれど、まさに管財財財財課の利率で課の利率で課の利率で課の利率で個個個個人人人人的的的的に計算をしてみると、大に計算をしてみると、大に計算をしてみると、大に計算をしてみると、大体体体体３３３３億円億円億円億円ぐぐぐぐらいにらいにらいにらいに

なる。つまりそんなことをいろいろなる。つまりそんなことをいろいろなる。つまりそんなことをいろいろなる。つまりそんなことをいろいろ考え考え考え考えますと、ますと、ますと、ますと、条条条条件件件件的的的的にどういうにどういうにどういうにどういう条条条条件が件が件が件が整整整整ってくるのか、ってくるのか、ってくるのか、ってくるのか、

そういったことをそういったことをそういったことをそういったことを踏踏踏踏ままままええええて先ほどて先ほどて先ほどて先ほど言言言言われたわれたわれたわれた廃廃廃廃止止止止ののののススススキキキキーーーームムムムとか、とか、とか、とか、廃廃廃廃止止止止をするをするをするをする場場場場合にどうな合にどうな合にどうな合にどうな
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っていくのかということっていくのかということっていくのかということっていくのかということも検討も検討も検討も検討を進めていきたいとを進めていきたいとを進めていきたいとを進めていきたいと思思思思って、今のところではそういったって、今のところではそういったって、今のところではそういったって、今のところではそういった状状状状

況況況況で、先ほど申し上げたようにで、先ほど申し上げたようにで、先ほど申し上げたようにで、先ほど申し上げたようにＪＫＡＪＫＡＪＫＡＪＫＡ交交交交付金でありますとか、付金でありますとか、付金でありますとか、付金でありますとか、将将将将来来来来ののののススススキキキキーーーームムムムがどうなのがどうなのがどうなのがどうなの

か、か、か、か、シミシミシミシミュレュレュレュレーーーーシシシショョョョンンンンがどうなるのかといったことを今がどうなるのかといったことを今がどうなるのかといったことを今がどうなるのかといったことを今最最最最大の大の大の大の注注注注視視視視をしているところでごをしているところでごをしているところでごをしているところでご

ざいまして、そのざいまして、そのざいまして、そのざいまして、その後後後後、いろいろな、いろいろな、いろいろな、いろいろな形形形形で、例で、例で、例で、例えば解体えば解体えば解体えば解体といった経といった経といった経といった経費費費費のことのことのことのことも考えも考えも考えも考えていかなけていかなけていかなけていかなけ

れれれればばばばいけない。例いけない。例いけない。例いけない。例えばえばえばえば売売売売却却却却するのでするのでするのでするのでも解体も解体も解体も解体するのでするのでするのでするのでもももも、、、、競競競競輪輪輪輪場場場場のののの場場場場合は合は合は合はババババンンンンククククがございまがございまがございまがございま

して、そのして、そのして、そのして、そのババババンンンンククククのののの下下下下に地に地に地に地下通路も下通路も下通路も下通路もございますので、かなりございますので、かなりございますので、かなりございますので、かなり解体費解体費解体費解体費用が出てくるのかと用が出てくるのかと用が出てくるのかと用が出てくるのかと思思思思

っておりますので、それはなかなかっておりますので、それはなかなかっておりますので、それはなかなかっておりますので、それはなかなか単単単単純純純純にににに素人素人素人素人がががが見見見見積積積積ももももれるようなれるようなれるようなれるような額額額額ではありませんので、ではありませんので、ではありませんので、ではありませんので、

そのことそのことそのことそのこともももも踏踏踏踏ままままええええて今て今て今て今後後後後どうするかということをどうするかということをどうするかということをどうするかということを検討検討検討検討していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと思思思思います。います。います。います。以以以以上です。上です。上です。上です。

○粒谷委員○粒谷委員○粒谷委員○粒谷委員 産業・雇用振興部長、いろいろと産業・雇用振興部長、いろいろと産業・雇用振興部長、いろいろと産業・雇用振興部長、いろいろと危惧危惧危惧危惧されている部分、よくわかります。されている部分、よくわかります。されている部分、よくわかります。されている部分、よくわかります。現現現現

場も知場も知場も知場も知っているし、っているし、っているし、っているし、状況状況状況状況わかるのです。わかるのです。わかるのです。わかるのです。私自身私自身私自身私自身のののの物物物物のののの考え方考え方考え方考え方なのです。行なのです。行なのです。行なのです。行政政政政とは、この間とは、この間とは、この間とは、この間

もももも一般一般一般一般質質質質問問問問させてさせてさせてさせてももももらったように、経らったように、経らったように、経らったように、経営的営的営的営的なななな観念観念観念観念というのをというのをというのをというのを持持持持たなけれたなけれたなけれたなければばばばいけないといういけないといういけないといういけないという

ことをよくことをよくことをよくことをよく言言言言います。そうすると、行います。そうすると、行います。そうすると、行います。そうすると、行政政政政がががが本来本来本来本来すすすすべべべべき分野というのは、例き分野というのは、例き分野というのは、例き分野というのは、例えばえばえばえば福祉福祉福祉福祉とかとかとかとか教教教教

育育育育とかいうのは、これはとかいうのは、これはとかいうのは、これはとかいうのは、これは数数数数字字字字で出てこない部分です。これをあまりで出てこない部分です。これをあまりで出てこない部分です。これをあまりで出てこない部分です。これをあまりコスコスコスコストトトトばばばばかりかりかりかり言言言言うのはうのはうのはうのは

おかしいとおかしいとおかしいとおかしいと思思思思うのです。このうのです。このうのです。このうのです。この競競競競輪輪輪輪場場場場のような事業というのは、これはのような事業というのは、これはのような事業というのは、これはのような事業というのは、これはももももうあるうあるうあるうある意意意意味味味味ではではではではビビビビ

ジジジジネス的ネス的ネス的ネス的ななななコスコスコスコストトトトのののの問題問題問題問題しかないわけです。しかないわけです。しかないわけです。しかないわけです。民民民民間の間の間の間の発発発発想想想想です。前回です。前回です。前回です。前回もももも申し上げたように、申し上げたように、申し上げたように、申し上げたように、

この事業はこの事業はこの事業はこの事業はももももうかって当たり前の事業なのです。 今までうかって当たり前の事業なのです。 今までうかって当たり前の事業なのです。 今までうかって当たり前の事業なのです。 今までもももものすごくごのすごくごのすごくごのすごくご苦苦苦苦労されて、労されて、労されて、労されて、ももももうううう

経経経経営営営営努努努努力力力力されて、されて、されて、されて、外外外外部部部部監監監監査を入れて査を入れて査を入れて査を入れて努努努努力力力力されているけれどされているけれどされているけれどされているけれどもももも、、、、何何何何でそこまででそこまででそこまででそこまでややややらなけれらなけれらなけれらなければばばば

いけないのか、はっきりいけないのか、はっきりいけないのか、はっきりいけないのか、はっきり言言言言ってわからない。例ってわからない。例ってわからない。例ってわからない。例えばえばえばえばこの事業この事業この事業この事業家家家家だったら、だったら、だったら、だったら、ももももうこれを今うこれを今うこれを今うこれを今やややや

めて、そのかわりめて、そのかわりめて、そのかわりめて、そのかわりややややめたらめたらめたらめたら相相相相当な当な当な当なコスコスコスコストトトトがかかります。あれをがかかります。あれをがかかります。あれをがかかります。あれを壊壊壊壊すの、どれすの、どれすの、どれすの、どれぐぐぐぐらいかかるらいかかるらいかかるらいかかる

かと、かと、かと、かと、何何何何億円億円億円億円とかかります。とかかります。とかかります。とかかります。人人人人件件件件費費費費のののの問題問題問題問題、、、、退退退退職金の職金の職金の職金の問題問題問題問題もももも含含含含めてめてめてめて相相相相当なお金がかかりま当なお金がかかりま当なお金がかかりま当なお金がかかりま

す。それは、わかります。けれどす。それは、わかります。けれどす。それは、わかります。けれどす。それは、わかります。けれどもももも、今日まで所期の、今日まで所期の、今日まで所期の、今日まで所期の目的目的目的目的のように３２０のように３２０のように３２０のように３２０億円も億円も億円も億円も稼稼稼稼いでくいでくいでくいでく

れた、そのためにれた、そのためにれた、そのためにれた、そのためにややややめるときにはこれにいくら、めるときにはこれにいくら、めるときにはこれにいくら、めるときにはこれにいくら、何何何何十億円十億円十億円十億円要るかわからない。これは要るかわからない。これは要るかわからない。これは要るかわからない。これは民民民民間間間間

の商の商の商の商売売売売だってそうなのです。だってそうなのです。だってそうなのです。だってそうなのです。ややややっっっっぱぱぱぱりりりりももももうけてうけてうけてうけてももももらって、今度らって、今度らって、今度らって、今度ややややめるときのめるときのめるときのめるときの方方方方が大が大が大が大変変変変なのなのなのなの

です。会です。会です。会です。会社社社社を立ち上げるときはまだを立ち上げるときはまだを立ち上げるときはまだを立ち上げるときはまだ簡単簡単簡単簡単なのです。なのです。なのです。なのです。ややややめるときはめるときはめるときはめるときは相相相相当、それ当、それ当、それ当、それ以以以以上の上の上の上の苦苦苦苦労が労が労が労が

要るのです。だから、今おっし要るのです。だから、今おっし要るのです。だから、今おっし要るのです。だから、今おっしゃゃゃゃったいろいろなったいろいろなったいろいろなったいろいろな問題問題問題問題、当、当、当、当然然然然あります。あります。あります。あります。

僕僕僕僕自身自身自身自身だったら、このままだったら、このままだったら、このままだったら、このまま無無無無理して経理して経理して経理して経営営営営するのだったら、今するのだったら、今するのだったら、今するのだったら、今言言言言われたように県のわれたように県のわれたように県のわれたように県の土土土土地、地、地、地、

ほとんど７ほとんど７ほとんど７ほとんど７割割割割、８、８、８、８割割割割が県のが県のが県のが県の土土土土地です。地です。地です。地です。相相相相当な当な当な当な広広広広大な大な大な大な敷敷敷敷地です。この地です。この地です。この地です。この土土土土地の地の地の地の跡跡跡跡地利用を地利用を地利用を地利用を有効有効有効有効

利用したとするなら利用したとするなら利用したとするなら利用したとするならばばばば、例、例、例、例えばえばえばえば大大大大型型型型の商業施設をまたの商業施設をまたの商業施設をまたの商業施設をまた誘致誘致誘致誘致するとか、するとか、するとか、するとか、方法方法方法方法はいろいろあるはいろいろあるはいろいろあるはいろいろある

とととと思思思思うのです。そのときのそろうのです。そのときのそろうのです。そのときのそろうのです。そのときのそろばばばばんんんん勘勘勘勘定、当定、当定、当定、当然然然然民民民民間間間間企企企企業だったら業だったら業だったら業だったら考え考え考え考えます。そうしたらどます。そうしたらどます。そうしたらどます。そうしたらど

うかと。うかと。うかと。うかと。
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だから、今だから、今だから、今だから、今ややややっておられるっておられるっておられるっておられるややややりりりり方方方方というのは、というのは、というのは、というのは、非常非常非常非常にににに苦苦苦苦労されています。労されています。労されています。労されています。ももももうううう競競競競輪輪輪輪事業事業事業事業

は、産業・雇用振興部長は、産業・雇用振興部長は、産業・雇用振興部長は、産業・雇用振興部長ももももごごごご存存存存じのようにはっきりじのようにはっきりじのようにはっきりじのようにはっきり言言言言ってってってって完完完完全全全全右肩右肩右肩右肩下下下下がりでがりでがりでがりで斜陽斜陽斜陽斜陽産業です。産業です。産業です。産業です。

これをいろいろなこれをいろいろなこれをいろいろなこれをいろいろな努努努努力力力力されてされてされてされてもももも、、、、多多多多分そんな利分そんな利分そんな利分そんな利益益益益は生まないとは生まないとは生まないとは生まないと思思思思います。そうしたら、そいます。そうしたら、そいます。そうしたら、そいます。そうしたら、そ

れよりれよりれよりれよりももももももももっとっとっとっと楽楽楽楽というか、というか、というか、というか、ももももっと今あるっと今あるっと今あるっと今ある方法方法方法方法論論論論というのは、ほんとうにというのは、ほんとうにというのは、ほんとうにというのは、ほんとうに考え考え考え考えなけれなけれなけれなければばばばいいいい

けないのとけないのとけないのとけないのと違違違違うかとうかとうかとうかと思思思思うのですけれどうのですけれどうのですけれどうのですけれどもももも、そういうお、そういうお、そういうお、そういうお考え考え考え考え、今、今、今、今言言言言われたように建われたように建われたように建われたように建物物物物をををを壊壊壊壊しししし

たらいくら要るとか、いくら要るのかはわかります。だけれど、ほんとうにたらいくら要るとか、いくら要るのかはわかります。だけれど、ほんとうにたらいくら要るとか、いくら要るのかはわかります。だけれど、ほんとうにたらいくら要るとか、いくら要るのかはわかります。だけれど、ほんとうに検討検討検討検討しなけれしなけれしなけれしなけれ

ばばばばいけないのといけないのといけないのといけないのと違違違違いますか、どうですか。いますか、どうですか。いますか、どうですか。いますか、どうですか。

○浪越産業・雇用振興部長○浪越産業・雇用振興部長○浪越産業・雇用振興部長○浪越産業・雇用振興部長 競競競競輪輪輪輪の経の経の経の経営営営営、、、、シミシミシミシミュレュレュレュレーーーーシシシショョョョンンンンをするときに、今、国からをするときに、今、国からをするときに、今、国からをするときに、今、国から選選選選

手手手手のののの数数数数をををを削削削削減減減減するということで、するということで、するということで、するということで、選選選選手手手手賞賞賞賞金とかをかなり金とかをかなり金とかをかなり金とかをかなり減減減減らしてきています。それとらしてきています。それとらしてきています。それとらしてきています。それとシミシミシミシミ

ュレュレュレュレーーーーシシシショョョョンンンン、今、今、今、今後後後後５％ずつ５％ずつ５％ずつ５％ずつ売売売売り上げがり上げがり上げがり上げが落落落落ちたとすれちたとすれちたとすれちたとすればばばばということで、この前お出しをさということで、この前お出しをさということで、この前お出しをさということで、この前お出しをさ

せていただいて、そんなにせていただいて、そんなにせていただいて、そんなにせていただいて、そんなに短短短短い期間であるい期間であるい期間であるい期間である程程程程度その度その度その度その収収収収支が支が支が支が改改改改善善善善するというするというするというするというシミシミシミシミュレュレュレュレーーーーシシシショョョョ

ンンンンになります。ただ、ここに加になります。ただ、ここに加になります。ただ、ここに加になります。ただ、ここに加ええええててててＪＫＡＪＫＡＪＫＡＪＫＡ交交交交付金、今３付金、今３付金、今３付金、今３．．．．１％、当１％、当１％、当１％、当該該該該年度で年度で年度で年度で払払払払って、って、って、って、翌翌翌翌年年年年

１％１％１％１％返返返返ってくるというってくるというってくるというってくるという仕仕仕仕組みになっていまして、それを組みになっていまして、それを組みになっていまして、それを組みになっていまして、それを単単単単純純純純にににに売売売売り上げり上げり上げり上げベベベベーーーーススススでいくと３でいくと３でいくと３でいくと３

億円億円億円億円とかいったとかいったとかいったとかいったオオオオーーーーダダダダー、それがどのー、それがどのー、それがどのー、それがどのぐぐぐぐらいらいらいらい削削削削減減減減されるのかによって、まさに１されるのかによって、まさに１されるのかによって、まさに１されるのかによって、まさに１億円億円億円億円オオオオーーーー

ダダダダー、２ー、２ー、２ー、２億円億円億円億円オオオオーーーーダダダダーのーのーのーの改改改改善善善善が出てくるが出てくるが出てくるが出てくる話話話話だろうと。今のところ、そのことだろうと。今のところ、そのことだろうと。今のところ、そのことだろうと。今のところ、そのことももももあるあるあるある程程程程度度度度見見見見

きわめること、それと今のきわめること、それと今のきわめること、それと今のきわめること、それと今の選選選選手手手手賞賞賞賞金とか金とか金とか金とか選選選選手手手手のののの削削削削減減減減、そういったこと、それから今、国で、そういったこと、それから今、国で、そういったこと、それから今、国で、そういったこと、それから今、国で

ははははレレレレデデデディィィィーーーースススス競競競競輪輪輪輪みたいなことみたいなことみたいなことみたいなことももももいろいろいろいろいろいろいろいろややややっておりますので、っておりますので、っておりますので、っておりますので、少少少少しその取り組みはあるしその取り組みはあるしその取り組みはあるしその取り組みはある

程程程程度度度度見見見見きわめたいということはきわめたいということはきわめたいということはきわめたいということは思思思思います。います。います。います。

当当当当然然然然、粒谷委員、粒谷委員、粒谷委員、粒谷委員ももももおっしおっしおっしおっしゃゃゃゃられるように、今られるように、今られるように、今られるように、今後後後後、、、、廃場廃場廃場廃場したしたしたした場場場場合にどういう合にどういう合にどういう合にどういう形形形形になるのかになるのかになるのかになるのか

というのは、というのは、というのは、というのは、具具具具体体体体のののの話話話話としてとしてとしてとして我我我我 々々々々のののの中中中中ででででもももも議議議議論論論論を進めていくことにしたいとはを進めていくことにしたいとはを進めていくことにしたいとはを進めていくことにしたいとは思思思思いますけいますけいますけいますけ

れどれどれどれどもももも、ただそれは一定の、ただそれは一定の、ただそれは一定の、ただそれは一定の方方方方向向向向性性性性を出すというか、経を出すというか、経を出すというか、経を出すというか、経費費費費のかかることのかかることのかかることのかかることももももございますので、ございますので、ございますので、ございますので、

そういったそういったそういったそういった時時時時期期期期ももももあるあるあるある程程程程度は度は度は度は考え考え考え考えていかなけれていかなけれていかなけれていかなければばばばいけないといけないといけないといけないと思思思思っています。今のところ、っています。今のところ、っています。今のところ、っています。今のところ、

そのそのそのそのＪＫＡＪＫＡＪＫＡＪＫＡ交交交交付金、国の動きについて付金、国の動きについて付金、国の動きについて付金、国の動きについて注注注注視視視視をしているところでございます。をしているところでございます。をしているところでございます。をしているところでございます。以以以以上でござい上でござい上でござい上でござい

ます。ます。ます。ます。

○粒谷委員○粒谷委員○粒谷委員○粒谷委員 産業・雇用振興部長で産業・雇用振興部長で産業・雇用振興部長で産業・雇用振興部長で答弁答弁答弁答弁いただくのに、大いただくのに、大いただくのに、大いただくのに、大変変変変しんどい部分があるとしんどい部分があるとしんどい部分があるとしんどい部分があると思思思思うのうのうのうの

です。これはです。これはです。これはです。これはトップトップトップトップのののの決決決決断断断断というというというというももももの、の、の、の、方方方方向向向向づづづづけがこうしないといけないという一つのけがこうしないといけないという一つのけがこうしないといけないという一つのけがこうしないといけないという一つの方方方方

向向向向づづづづけが要りますけが要りますけが要りますけが要りますももももののののねねねね。産業・雇用振興部長にあまりこれ。産業・雇用振興部長にあまりこれ。産業・雇用振興部長にあまりこれ。産業・雇用振興部長にあまりこれ以以以以上上上上言言言言うと大うと大うと大うと大変変変変苦苦苦苦労されるの労されるの労されるの労されるの

で、これでで、これでで、これでで、これで言言言言いませんけれどいませんけれどいませんけれどいませんけれどもももも、ほんとうに、ほんとうに、ほんとうに、ほんとうに個個個個人人人人的見解的見解的見解的見解ででででもももも一度あの一度あの一度あの一度あの広広広広大な大な大な大な跡跡跡跡地、地、地、地、相相相相当な当な当な当な

評価評価評価評価はあるとはあるとはあるとはあると思思思思うのです。そうしたら、今このままうのです。そうしたら、今このままうのです。そうしたら、今このままうのです。そうしたら、今このまま無無無無理してしんどいと理してしんどいと理してしんどいと理してしんどいと言言言言いながらいながらいながらいながら続続続続けてけてけてけて

いくことがいくことがいくことがいくことが本本本本当にいいのか。働いていただいている当にいいのか。働いていただいている当にいいのか。働いていただいている当にいいのか。働いていただいている方方方方のことのことのことのことも考えも考えも考えも考えたら、あるたら、あるたら、あるたら、ある程程程程度一つの度一つの度一つの度一つの
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方方方方向向向向づづづづけをお示しをされることのけをお示しをされることのけをお示しをされることのけをお示しをされることの方方方方がいいとがいいとがいいとがいいと思思思思うのです。ほかのところでしたら、うのです。ほかのところでしたら、うのです。ほかのところでしたら、うのです。ほかのところでしたら、ももももううううやややや

めてしまうといってめてしまうといってめてしまうといってめてしまうといって急急急急ににににややややめてしまうところめてしまうところめてしまうところめてしまうところももももあって、大あって、大あって、大あって、大変変変変混乱混乱混乱混乱しているところしているところしているところしているところももももありまありまありまありま

す。そういうす。そういうす。そういうす。そういう意意意意味味味味では、長い間働いていただいているでは、長い間働いていただいているでは、長い間働いていただいているでは、長い間働いていただいている方方方方のことのことのことのことも思えばも思えばも思えばも思えば、一つの、一つの、一つの、一つの方方方方向向向向づづづづけけけけ

は１年、２年というわけにはいきませんので、これどちらがは１年、２年というわけにはいきませんので、これどちらがは１年、２年というわけにはいきませんので、これどちらがは１年、２年というわけにはいきませんので、これどちらが本本本本当に県にとって、県当に県にとって、県当に県にとって、県当に県にとって、県民民民民のののの貴貴貴貴

重重重重なななな税税税税金を金を金を金を使使使使うことがいいのかどうか。正直うことがいいのかどうか。正直うことがいいのかどうか。正直うことがいいのかどうか。正直言言言言ってこれは例ってこれは例ってこれは例ってこれは例えばもえばもえばもえばもう次う次う次う次赤赤赤赤字字字字が出たら、こが出たら、こが出たら、こが出たら、こ

んなのんなのんなのんなのももももうううう私私私私らでらでらでらでもももも黙黙黙黙っていられませんから。だから、次のっていられませんから。だから、次のっていられませんから。だから、次のっていられませんから。だから、次の状況状況状況状況をををを見見見見せてはいただきますせてはいただきますせてはいただきますせてはいただきます

けれどけれどけれどけれどもももも、ほんとうに、ほんとうに、ほんとうに、ほんとうに検討検討検討検討してください。それだけはお願いしておきます。してください。それだけはお願いしておきます。してください。それだけはお願いしておきます。してください。それだけはお願いしておきます。

○大国委員長○大国委員長○大国委員長○大国委員長 いいですか。ほかに。いいですか。ほかに。いいですか。ほかに。いいですか。ほかに。

○藤野副委員長○藤野副委員長○藤野副委員長○藤野副委員長 簡簡簡簡潔潔潔潔にににに質質質質問問問問いたします。いたします。いたします。いたします。

まず、奈良県まず、奈良県まず、奈良県まず、奈良県食肉流通センタ食肉流通センタ食肉流通センタ食肉流通センターの件についてですけれどーの件についてですけれどーの件についてですけれどーの件についてですけれどもももも、今、第３回の、今、第３回の、今、第３回の、今、第３回の検討検討検討検討委員会を委員会を委員会を委員会を

終え終え終え終えられ、今年度られ、今年度られ、今年度られ、今年度中中中中に一定の結に一定の結に一定の結に一定の結論論論論を基を基を基を基本的本的本的本的に出していくということでございますので、そに出していくということでございますので、そに出していくということでございますので、そに出していくということでございますので、そ

こはこはこはこは見見見見守守守守っていきたいとっていきたいとっていきたいとっていきたいと思思思思います。ただ、地います。ただ、地います。ただ、地います。ただ、地元元元元のののの環境環境環境環境整整整整備に対する取り組みは備に対する取り組みは備に対する取り組みは備に対する取り組みは引引引引きききき続続続続きききき変変変変

わらわらわらわらぬぬぬぬ取り組みとして行っていただきたいということを要取り組みとして行っていただきたいということを要取り組みとして行っていただきたいということを要取り組みとして行っていただきたいということを要望望望望するとするとするとすると同時同時同時同時に、いろいろあっに、いろいろあっに、いろいろあっに、いろいろあっ

たたたた中中中中でのでのでのでの検討検討検討検討された施設でございますので、された施設でございますので、された施設でございますので、された施設でございますので、新聞新聞新聞新聞に出た部分に出た部分に出た部分に出た部分ももももあって地あって地あって地あって地元元元元の関の関の関の関心心心心がががが非常非常非常非常にににに

高高高高いということいということいということいということももももありまして、あるありまして、あるありまして、あるありまして、ある意意意意味味味味その結その結その結その結論論論論については地については地については地については地元元元元の理の理の理の理解解解解をををを得得得得られるようなられるようなられるようなられるような

方方方方向向向向性性性性というか、そういうというか、そういうというか、そういうというか、そういうももももののののもももも一定期一定期一定期一定期待待待待をいたしておりますので、どうかよろしくお願をいたしておりますので、どうかよろしくお願をいたしておりますので、どうかよろしくお願をいたしておりますので、どうかよろしくお願

い申し上げます。要い申し上げます。要い申し上げます。要い申し上げます。要望望望望とさせていただきます。とさせていただきます。とさせていただきます。とさせていただきます。

私私私私のののの質質質質問問問問は、先般１１月２９日、は、先般１１月２９日、は、先般１１月２９日、は、先般１１月２９日、東東東東京京京京でででで企企企企業立地業立地業立地業立地セセセセミナミナミナミナーが行われたということがーが行われたということがーが行われたということがーが行われたということが新聞新聞新聞新聞

報報報報道道道道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ももも、この概要、どのような、この概要、どのような、この概要、どのような、この概要、どのようなセセセセミナミナミナミナーの概要であったのか、あるーの概要であったのか、あるーの概要であったのか、あるーの概要であったのか、ある

いはいはいはいは参参参参加者はどれ加者はどれ加者はどれ加者はどれぐぐぐぐらいあったのか、そしてまたらいあったのか、そしてまたらいあったのか、そしてまたらいあったのか、そしてまた参参参参加者に対するその加者に対するその加者に対するその加者に対するその後後後後ののののアアアアプロプロプロプローーーーチチチチがどがどがどがど

のように取り組まれるのか、ちょっとおのように取り組まれるのか、ちょっとおのように取り組まれるのか、ちょっとおのように取り組まれるのか、ちょっとお聞聞聞聞きいたします。きいたします。きいたします。きいたします。

○森田企業立地推進課長○森田企業立地推進課長○森田企業立地推進課長○森田企業立地推進課長 東東東東京京京京でのでのでのでの企企企企業立地業立地業立地業立地セセセセミナミナミナミナーについてのおーについてのおーについてのおーについてのお尋ね尋ね尋ね尋ねでございます。先でございます。先でございます。先でございます。先

月月月月末末末末、１１月２９日に、１１月２９日に、１１月２９日に、１１月２９日に東東東東京京京京都都都都のののの品品品品川区川区川区川区で開で開で開で開催催催催いたしました。いたしました。いたしました。いたしました。

セセセセミナミナミナミナーのーのーのーの参参参参加者は１５３名でございました。おお加者は１５３名でございました。おお加者は１５３名でございました。おお加者は１５３名でございました。おおむね首都むね首都むね首都むね首都圏圏圏圏のののの製製製製造造造造業、金業、金業、金業、金融融融融関係、関係、関係、関係、不不不不

動産関係、それから建設関係、大動産関係、それから建設関係、大動産関係、それから建設関係、大動産関係、それから建設関係、大体体体体業業業業種種種種、分野、分野、分野、分野満遍満遍満遍満遍なくおなくおなくおなくお集集集集まりいただきました。それかまりいただきました。それかまりいただきました。それかまりいただきました。それか

ら、あとら、あとら、あとら、あとコンサルタンコンサルタンコンサルタンコンサルタントトトト関係の会関係の会関係の会関係の会社社社社のののの方方方方です。です。です。です。ももももうほとんどがそういううほとんどがそういううほとんどがそういううほとんどがそういう企企企企業関係の業関係の業関係の業関係の方方方方 々々々々がががが

おおおお集集集集まりいただいたということです。まりいただいたということです。まりいただいたということです。まりいただいたということです。

それで、それで、それで、それで、内容内容内容内容につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、知知知知事の事の事の事のププププレレレレゼゼゼゼンンンンテテテテーーーーシシシショョョョンンンン、いわ、いわ、いわ、いわゆゆゆゆるるるる企企企企業立地の業立地の業立地の業立地のププププレレレレゼゼゼゼ

ンンンンテテテテーーーーシシシショョョョンンンンのほかにのほかにのほかにのほかに森精機森精機森精機森精機製製製製作作作作所の所の所の所の森森森森社社社社長のご長のご長のご長のご講演講演講演講演をいただきましたのと、をいただきましたのと、をいただきましたのと、をいただきましたのと、京京京京都都都都大大大大学学学学のののの

松松松松本本本本総総総総長のご長のご長のご長のご講演も講演も講演も講演もいただいております。順いただいております。順いただいております。順いただいております。順番番番番でいきますと、松でいきますと、松でいきますと、松でいきますと、松本本本本総総総総長の長の長の長の講演講演講演講演、、、、森森森森社社社社長の長の長の長の
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ごごごご講演講演講演講演、それで、それで、それで、それで知知知知事の事の事の事のププププレレレレゼゼゼゼンンンンテテテテーーーーシシシショョョョンンンンと、そういうと、そういうと、そういうと、そういう内容内容内容内容でございます。あとでございます。あとでございます。あとでございます。あと森森森森社社社社長と長と長と長と

知知知知事との対事との対事との対事との対談談談談もももも行っていただきまして、行っていただきまして、行っていただきまして、行っていただきまして、セセセセミナミナミナミナーのーのーのーの後後後後にににに交交交交流流流流会会会会も引も引も引も引きききき続続続続き行っております。き行っております。き行っております。き行っております。

それとそれとそれとそれと参参参参加者に対するその加者に対するその加者に対するその加者に対するその後後後後ののののフフフフォォォォロロロローーーーアアアアップップップップの件でございますが、まず一の件でございますが、まず一の件でございますが、まず一の件でございますが、まず一通通通通り今、り今、り今、り今、礼礼礼礼

状状状状をををを送送送送りましたりましたりましたりました後後後後に、に、に、に、参参参参加者の加者の加者の加者の方方方方 々々々々ににににアンアンアンアンケケケケーーーートトトトのののの準準準準備をしております。備をしております。備をしております。備をしております。参参参参加いただいた加いただいた加いただいた加いただいた

皆さん皆さん皆さん皆さん方方方方にまずにまずにまずにまずセセセセミナミナミナミナーに対するーに対するーに対するーに対する評価評価評価評価に加に加に加に加ええええて、今て、今て、今て、今後後後後の奈良県に対してのの奈良県に対してのの奈良県に対してのの奈良県に対しての接接接接点点点点のののの持持持持ちちちち方方方方でででで

すが、いきなりすすが、いきなりすすが、いきなりすすが、いきなりすぐぐぐぐに投資というに投資というに投資というに投資という方方方方はなかなかはなかなかはなかなかはなかなか少少少少なかろうとなかろうとなかろうとなかろうと思思思思いますが、今いますが、今いますが、今いますが、今後後後後奈良県にど奈良県にど奈良県にど奈良県にど

のように関のように関のように関のように関心心心心をををを持持持持っていかれるか、そのあたりのっていかれるか、そのあたりのっていかれるか、そのあたりのっていかれるか、そのあたりのアンアンアンアンケケケケーーーートトトトをまずとらせていただいて、をまずとらせていただいて、をまずとらせていただいて、をまずとらせていただいて、

少少少少しでしでしでしでもももも関関関関心心心心をををを持持持持っていただけるっていただけるっていただけるっていただける企企企企業から順業から順業から順業から順番番番番にににに接接接接触触触触をををを図図図図って、って、って、って、近近近近いいいい将将将将来来来来にににに具具具具体的体的体的体的な奈良な奈良な奈良な奈良

県県県県へへへへの投資の投資の投資の投資へへへへと、と、と、と、何何何何社社社社かでかでかでかでもももも結結結結びびびびつけていきたいとつけていきたいとつけていきたいとつけていきたいと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。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。

○藤野副委員長○藤野副委員長○藤野副委員長○藤野副委員長 今、今、今、今、参参参参加者に対しては加者に対しては加者に対しては加者に対してはアンアンアンアンケケケケーーーートトトトもももも含含含含めためためためた準準準準備をされておられるという備をされておられるという備をされておられるという備をされておられるという

ことで、ことで、ことで、ことで、参参参参加者がどのような加者がどのような加者がどのような加者がどのような思思思思いでこのいでこのいでこのいでこのセセセセミナミナミナミナーにーにーにーに参参参参加されておられるのかというのは、加されておられるのかというのは、加されておられるのかというのは、加されておられるのかというのは、

それぞれそれぞれそれぞれそれぞれ違違違違うとはうとはうとはうとは思思思思うのですけれどうのですけれどうのですけれどうのですけれどもももも、、、、ぜひぜひぜひぜひ引引引引きききき続続続続ききききアアアアプロプロプロプローーーーチチチチをかけていただいて、をかけていただいて、をかけていただいて、をかけていただいて、ぜぜぜぜ

ひひひひとととともももも細細細細いいいい線線線線からだんだんからだんだんからだんだんからだんだん太太太太いいいい線線線線につながっていくようなにつながっていくようなにつながっていくようなにつながっていくようなスタスタスタスタイイイイルルルルで県で県で県で県もももも取り組みを期取り組みを期取り組みを期取り組みを期待待待待

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。

ももももう１う１う１う１点点点点、今、、今、、今、、今、東東東東京京京京都都都都で結で結で結で結構構構構、例、例、例、例えばえばえばえばこの間でこの間でこの間でこの間でもももも地地地地場場場場産業の産業の産業の産業の活活活活性性性性化策の一化策の一化策の一化策の一環環環環として次のとして次のとして次のとして次の

ブラブラブラブランンンンドドドド化に向けた化に向けた化に向けた化に向けた展展展展示会など示会など示会など示会なども東も東も東も東京京京京都都都都でされておりますし、またでされておりますし、またでされておりますし、またでされておりますし、また市町村市町村市町村市町村ででででもももも、この前、、この前、、この前、、この前、

王寺王寺王寺王寺町町町町、明日、明日、明日、明日香香香香村村村村、、、、十十十十津津津津川村川村川村川村ととととブブブブーーーーススススの出の出の出の出展展展展、、、、東東東東京京京京都都都都でされましたでされましたでされましたでされました物物物物産産産産展展展展ですか。こういですか。こういですか。こういですか。こうい

うことでかなりうことでかなりうことでかなりうことでかなり東東東東京京京京都都都都ではいろいろなことをされておられるのですが、なかなかこちらにではいろいろなことをされておられるのですが、なかなかこちらにではいろいろなことをされておられるのですが、なかなかこちらにではいろいろなことをされておられるのですが、なかなかこちらに

はそういうはそういうはそういうはそういう情情情情報が入ってこないというのと報が入ってこないというのと報が入ってこないというのと報が入ってこないというのと同時同時同時同時に、どれだけのに、どれだけのに、どれだけのに、どれだけの実実実実績績績績があったのかと。また、があったのかと。また、があったのかと。また、があったのかと。また、

例例例例えばえばえばえば観観観観光にして光にして光にして光にしてもももも、、、、観観観観光光光光ＰＲＰＲＰＲＰＲをををを東東東東京京京京都都都都でされておられるのですけれどでされておられるのですけれどでされておられるのですけれどでされておられるのですけれどもももも、、、、本本本本当にそれが当にそれが当にそれが当にそれが

きっちりときっちりときっちりときっちりと観観観観光光光光客客客客のののの誘致誘致誘致誘致につながっているのかというような、かなり予算をかけてにつながっているのかというような、かなり予算をかけてにつながっているのかというような、かなり予算をかけてにつながっているのかというような、かなり予算をかけてややややってってってって

おられるにおられるにおられるにおられるにももももかかわらず、そこまで果たして県がしっかりとそのかかわらず、そこまで果たして県がしっかりとそのかかわらず、そこまで果たして県がしっかりとそのかかわらず、そこまで果たして県がしっかりとその後後後後のののの調調調調査査査査もももも含含含含めて、分めて、分めて、分めて、分析析析析

ももももされてされてされてされてややややっておられるのかと、ちょっとっておられるのかと、ちょっとっておられるのかと、ちょっとっておられるのかと、ちょっと疑疑疑疑問問問問視視視視されるので、そのされるので、そのされるので、そのされるので、その辺辺辺辺の今、の今、の今、の今、現現現現状状状状の取り組の取り組の取り組の取り組

みはどうなっていますか、おみはどうなっていますか、おみはどうなっていますか、おみはどうなっていますか、お聞聞聞聞きしたいときしたいときしたいときしたいと思思思思います。います。います。います。

○森田企業立地推進課長○森田企業立地推進課長○森田企業立地推進課長○森田企業立地推進課長 今回の今回の今回の今回の企企企企業立地関係の業立地関係の業立地関係の業立地関係のセセセセミナミナミナミナーは、ーは、ーは、ーは、実実実実はははは首都首都首都首都圏圏圏圏ででででややややりましたのりましたのりましたのりましたの

は今回がは今回がは今回がは今回が初初初初めてでございますので、それに関しては、今めてでございますので、それに関しては、今めてでございますので、それに関しては、今めてでございますので、それに関しては、今後後後後どういうどういうどういうどういう形形形形でそのでそのでそのでその後後後後フフフフォォォォロロロローーーーアアアア

ップップップップできたかというのはきっちりとできたかというのはきっちりとできたかというのはきっちりとできたかというのはきっちりと把握把握把握把握はしていこうとはしていこうとはしていこうとはしていこうと思思思思います。います。います。います。

それと、それそれと、それそれと、それそれと、それ以以以以外外外外のののの物物物物産産産産展展展展等等等等、ちょっと今す、ちょっと今す、ちょっと今す、ちょっと今すぐぐぐぐにににに手元手元手元手元にどれだけの開にどれだけの開にどれだけの開にどれだけの開催実催実催実催実績績績績があって、があって、があって、があって、

それがどのような成果を出しているかというところまではそれがどのような成果を出しているかというところまではそれがどのような成果を出しているかというところまではそれがどのような成果を出しているかというところまでは把握把握把握把握できておりませんので、そできておりませんので、そできておりませんので、そできておりませんので、そ

のののの点点点点はははは調調調調査いたしまして、査いたしまして、査いたしまして、査いたしまして、追追追追ってご報告申し上げたいとってご報告申し上げたいとってご報告申し上げたいとってご報告申し上げたいと思思思思います。います。います。います。
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観観観観光の分野に関しては光の分野に関しては光の分野に関しては光の分野に関しては担担担担当部当部当部当部局局局局がががが違違違違いますが、部いますが、部いますが、部いますが、部局局局局にににに伝伝伝伝ええええまして、そのまして、そのまして、そのまして、その旨旨旨旨整整整整理するよう理するよう理するよう理するよう

にににに伝伝伝伝ええええておきます。ておきます。ておきます。ておきます。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○大国委員長○大国委員長○大国委員長○大国委員長 では、他にないようでございますので、なけれでは、他にないようでございますので、なけれでは、他にないようでございますので、なけれでは、他にないようでございますので、なければばばば、これを、これを、これを、これをももももちましてちましてちましてちまして質疑質疑質疑質疑

をををを終終終終わります。わります。わります。わります。

次に、委員長報告についてでありますが、次に、委員長報告についてでありますが、次に、委員長報告についてでありますが、次に、委員長報告についてでありますが、本本本本会議で会議で会議で会議で反反反反対対対対討討討討論論論論をされるをされるをされるをされる場場場場合は、委員長報合は、委員長報合は、委員長報合は、委員長報

告に告に告に告に反反反反対対対対意見意見意見意見を記載しないこととなっております。日を記載しないこととなっております。日を記載しないこととなっております。日を記載しないこととなっております。日本共本共本共本共産産産産党党党党はははは反反反反対対対対討討討討論論論論をされますでしをされますでしをされますでしをされますでし

ょうか。ょうか。ょうか。ょうか。

（（（（「「「「はい、します」とはい、します」とはい、します」とはい、します」と呼ぶ呼ぶ呼ぶ呼ぶ者あり）者あり）者あり）者あり）

されますされますされますされますねねねね。。。。

では、議第５９号では、議第５９号では、議第５９号では、議第５９号中中中中、当委員会所管分については、委員長報告に、当委員会所管分については、委員長報告に、当委員会所管分については、委員長報告に、当委員会所管分については、委員長報告に反反反反対対対対意見意見意見意見を記載しませを記載しませを記載しませを記載しませ

んので、よろしくお願い申し上げます。んので、よろしくお願い申し上げます。んので、よろしくお願い申し上げます。んので、よろしくお願い申し上げます。

次に、委員長報告についてでありますが、正副委員長にご一次に、委員長報告についてでありますが、正副委員長にご一次に、委員長報告についてでありますが、正副委員長にご一次に、委員長報告についてでありますが、正副委員長にご一任任任任願願願願ええええますでしょうか。ますでしょうか。ますでしょうか。ますでしょうか。

（（（（「「「「はい」とはい」とはい」とはい」と呼ぶ呼ぶ呼ぶ呼ぶ者あり）者あり）者あり）者あり）

それでは、そのようにさせていただきます。それでは、そのようにさせていただきます。それでは、そのようにさせていただきます。それでは、そのようにさせていただきます。

これをこれをこれをこれをももももちまして、ちまして、ちまして、ちまして、本本本本日の委員会を日の委員会を日の委員会を日の委員会を終終終終わります。わります。わります。わります。


