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

開催日時開催日時開催日時開催日時 平成２４年１２月１３日（木） １３：０２～１４：４０平成２４年１２月１３日（木） １３：０２～１４：４０平成２４年１２月１３日（木） １３：０２～１４：４０平成２４年１２月１３日（木） １３：０２～１４：４０

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 ７名７名７名７名

岡 史朗 委員長岡 史朗 委員長岡 史朗 委員長岡 史朗 委員長

猪奥 美里 副委員長猪奥 美里 副委員長猪奥 美里 副委員長猪奥 美里 副委員長

阪口 保 委員阪口 保 委員阪口 保 委員阪口 保 委員

森山 賀文 委員森山 賀文 委員森山 賀文 委員森山 賀文 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

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

欠席委員欠席委員欠席委員欠席委員 １名１名１名１名

田中 惟允 委員田中 惟允 委員田中 惟允 委員田中 惟允 委員

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）１２月定例県議会提出議案について（１）１２月定例県議会提出議案について（１）１２月定例県議会提出議案について（１）１２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７１号 平成２４年度奈良県一般会計補正予算（第３号）議第７１号 平成２４年度奈良県一般会計補正予算（第３号）議第７１号 平成２４年度奈良県一般会計補正予算（第３号）議第７１号 平成２４年度奈良県一般会計補正予算（第３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）

議第７３号 奈良県付属機関に関する条例の一部を改正する条例議第７３号 奈良県付属機関に関する条例の一部を改正する条例議第７３号 奈良県付属機関に関する条例の一部を改正する条例議第７３号 奈良県付属機関に関する条例の一部を改正する条例

（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）

議第７４号 奈良県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例議第７４号 奈良県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例議第７４号 奈良県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例議第７４号 奈良県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例

（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〉

○岡委員長○岡委員長○岡委員長○岡委員長 それでは、ただいまから経済労働委員会を開会いたします。それでは、ただいまから経済労働委員会を開会いたします。それでは、ただいまから経済労働委員会を開会いたします。それでは、ただいまから経済労働委員会を開会いたします。

本日の欠席は田中委員です。よろしくお願いしたいと思います。本日の欠席は田中委員です。よろしくお願いしたいと思います。本日の欠席は田中委員です。よろしくお願いしたいと思います。本日の欠席は田中委員です。よろしくお願いしたいと思います。

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。それでは、案件に入ります。
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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ろしくお願いいたします。に記載のとおりでありますのでよろしくお願いいたします。に記載のとおりでありますのでよろしくお願いいたします。に記載のとおりでありますのでよろしくお願いいたします。

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についてのみとなりますので、あら申し合わせにより、付託を受けました議案の審査結果についてのみとなりますので、あら申し合わせにより、付託を受けました議案の審査結果についてのみとなりますので、あら申し合わせにより、付託を受けました議案の審査結果についてのみとなりますので、あら

かじめご了承願います。かじめご了承願います。かじめご了承願います。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 １２月定例県議会提出議案のうち、産業・雇用振興部に係り１２月定例県議会提出議案のうち、産業・雇用振興部に係り１２月定例県議会提出議案のうち、産業・雇用振興部に係り１２月定例県議会提出議案のうち、産業・雇用振興部に係り

ますものについてご説明を申し上げます。ますものについてご説明を申し上げます。ますものについてご説明を申し上げます。ますものについてご説明を申し上げます。

第３０９回定例県議会提出第３０９回定例県議会提出第３０９回定例県議会提出第３０９回定例県議会提出、、、、「平成２４年度一般会計補正予算案その他」をごらんいた「平成２４年度一般会計補正予算案その他」をごらんいた「平成２４年度一般会計補正予算案その他」をごらんいた「平成２４年度一般会計補正予算案その他」をごらんいた

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

１０ページ、議第７３号、奈良県附属機関に関する条例の一部を改正する条例でござい１０ページ、議第７３号、奈良県附属機関に関する条例の一部を改正する条例でござい１０ページ、議第７３号、奈良県附属機関に関する条例の一部を改正する条例でござい１０ページ、議第７３号、奈良県附属機関に関する条例の一部を改正する条例でござい

ます。これは、現在は要綱等に基づき設置を行っている会議等につきまして県全体で実態ます。これは、現在は要綱等に基づき設置を行っている会議等につきまして県全体で実態ます。これは、現在は要綱等に基づき設置を行っている会議等につきまして県全体で実態ます。これは、現在は要綱等に基づき設置を行っている会議等につきまして県全体で実態

調査を行った結果、新たに６７の会議等を県の附属機関に位置づける必要があるとの判断調査を行った結果、新たに６７の会議等を県の附属機関に位置づける必要があるとの判断調査を行った結果、新たに６７の会議等を県の附属機関に位置づける必要があるとの判断調査を行った結果、新たに６７の会議等を県の附属機関に位置づける必要があるとの判断

をしたため、条例改正を行うものでございます。１４ページに当部所管のものがございまをしたため、条例改正を行うものでございます。１４ページに当部所管のものがございまをしたため、条例改正を行うものでございます。１４ページに当部所管のものがございまをしたため、条例改正を行うものでございます。１４ページに当部所管のものがございま

す。す。す。す。

まず、奈良県営競輪あり方検討委員会のほか１５ページに伝統的工芸品指定委員会、そまず、奈良県営競輪あり方検討委員会のほか１５ページに伝統的工芸品指定委員会、そまず、奈良県営競輪あり方検討委員会のほか１５ページに伝統的工芸品指定委員会、そまず、奈良県営競輪あり方検討委員会のほか１５ページに伝統的工芸品指定委員会、そ

れから工業技術センター研究開発評価委員会、高付加価値獲得支援補助金事業評価委員会、れから工業技術センター研究開発評価委員会、高付加価値獲得支援補助金事業評価委員会、れから工業技術センター研究開発評価委員会、高付加価値獲得支援補助金事業評価委員会、れから工業技術センター研究開発評価委員会、高付加価値獲得支援補助金事業評価委員会、

奈良県高山第１工区立地基準等審査会、奈良県社員・シャ奈良県高山第１工区立地基準等審査会、奈良県社員・シャ奈良県高山第１工区立地基準等審査会、奈良県社員・シャ奈良県高山第１工区立地基準等審査会、奈良県社員・シャイイイイン職ン職ン職ン職場場場場づくりづくりづくりづくり推進推進推進推進会議等の委会議等の委会議等の委会議等の委

員会でございます。員会でございます。員会でございます。員会でございます。施施施施行の行の行の行の期期期期日につきましては、日につきましては、日につきましては、日につきましては、公布公布公布公布の日からを予定をしております。の日からを予定をしております。の日からを予定をしております。の日からを予定をしております。

以以以以上でございます。よろしくご審議のほ上でございます。よろしくご審議のほ上でございます。よろしくご審議のほ上でございます。よろしくご審議のほどどどどお願いいたします。お願いいたします。お願いいたします。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、平成２４年１２月定例県議会提出予定議案についてのご説明それでは、平成２４年１２月定例県議会提出予定議案についてのご説明それでは、平成２４年１２月定例県議会提出予定議案についてのご説明それでは、平成２４年１２月定例県議会提出予定議案についてのご説明

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。。。。「予算案の「予算案の「予算案の「予算案の概概概概要」の４ページ、農林業の振興のところでございます。要」の４ページ、農林業の振興のところでございます。要」の４ページ、農林業の振興のところでございます。要」の４ページ、農林業の振興のところでございます。

まず、農地まず、農地まず、農地まず、農地及び及び及び及び農業用農業用農業用農業用施施施施設設設設災害復旧災害復旧災害復旧災害復旧事業でございます。ことしの９月の事業でございます。ことしの９月の事業でございます。ことしの９月の事業でございます。ことしの９月の台風台風台風台風１７号な１７号な１７号な１７号などどどど

によりによりによりにより被災被災被災被災をいたしました奈良をいたしました奈良をいたしました奈良をいたしました奈良市市市市、山、山、山、山添村添村添村添村ななななど８市町村ど８市町村ど８市町村ど８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、あるいは農業用、あるいは農業用、あるいは農業用、あるいは農業用

水路水路水路水路ななななどどどどの農業用の農業用の農業用の農業用施施施施設の設の設の設の復旧復旧復旧復旧にににに対対対対する補助といたしまして９する補助といたしまして９する補助といたしまして９する補助といたしまして９，，，，１００１００１００１００万円万円万円万円の補正をお願いの補正をお願いの補正をお願いの補正をお願い

しております。しております。しております。しております。

続続続続いて、シいて、シいて、シいて、シイイイイタタタタケ原ケ原ケ原ケ原木木木木導導導導入入入入費費費費支援事業でございます。支援事業でございます。支援事業でございます。支援事業でございます。東東東東日本日本日本日本大震災大震災大震災大震災のののの影響影響影響影響によりまして、によりまして、によりまして、によりまして、

シシシシイイイイタタタタケ原ケ原ケ原ケ原木の木の木の木の不足や不足や不足や不足や価価価価格格格格の高の高の高の高騰騰騰騰がががが見見見見られ、られ、られ、られ、購購購購入先の入先の入先の入先の変更変更変更変更ななななどどどどによる経済的による経済的による経済的による経済的負担負担負担負担をををを強強強強いらいらいらいら

れた事業体にれた事業体にれた事業体にれた事業体に対対対対する助成といたしまして１３０する助成といたしまして１３０する助成といたしまして１３０する助成といたしまして１３０万円万円万円万円の補正をお願いしております。の補正をお願いしております。の補正をお願いしております。の補正をお願いしております。

６ページ、６ページ、６ページ、６ページ、繰繰繰繰越明越明越明越明許費許費許費許費の補正でございます。新の補正でございます。新の補正でございます。新の補正でございます。新規規規規といたしまして、といたしまして、といたしまして、といたしまして、治治治治山事業において２山事業において２山事業において２山事業において２
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億８，億８，億８，億８，５００５００５００５００万円万円万円万円のののの繰繰繰繰越明越明越明越明許費許費許費許費の補正をお願いしております。これはの補正をお願いしております。これはの補正をお願いしております。これはの補正をお願いしております。これは主主主主にににに紀伊半島大水害紀伊半島大水害紀伊半島大水害紀伊半島大水害

により山により山により山により山腹崩壊腹崩壊腹崩壊腹崩壊がががが生生生生じたじたじたじた箇箇箇箇所のうち、今年度の所のうち、今年度の所のうち、今年度の所のうち、今年度の台風台風台風台風によるによるによるによる被災被災被災被災で現で現で現で現況況況況がががが変化変化変化変化したため、工したため、工したため、工したため、工

法法法法の検討にの検討にの検討にの検討に不測不測不測不測日日日日数数数数を要したを要したを要したを要した箇箇箇箇所に係るものでございます。これらにつきましては工所に係るものでございます。これらにつきましては工所に係るものでございます。これらにつきましては工所に係るものでございます。これらにつきましては工期期期期をををを

確確確確保するとともに保するとともに保するとともに保するとともに来来来来年度の出年度の出年度の出年度の出水期水期水期水期までに工事をまでに工事をまでに工事をまでに工事を完完完完了し、了し、了し、了し、早期早期早期早期のののの復旧復旧復旧復旧・・・・復復復復興を興を興を興を図図図図るためにるためにるためにるために繰繰繰繰

越明越明越明越明許費許費許費許費の補正をお願いするものでございます。の補正をお願いするものでございます。の補正をお願いするものでございます。の補正をお願いするものでございます。

続続続続きまして、２の「一般会計補正予算案その他」のきまして、２の「一般会計補正予算案その他」のきまして、２の「一般会計補正予算案その他」のきまして、２の「一般会計補正予算案その他」の資料資料資料資料をお願いいたします。条例改正をお願いいたします。条例改正をお願いいたします。条例改正をお願いいたします。条例改正

についてのご説明でございます。についてのご説明でございます。についてのご説明でございます。についてのご説明でございます。

１０ページ、議第７３号、奈良県附属機関に関する条例の一部を改正する条例でござい１０ページ、議第７３号、奈良県附属機関に関する条例の一部を改正する条例でござい１０ページ、議第７３号、奈良県附属機関に関する条例の一部を改正する条例でござい１０ページ、議第７３号、奈良県附属機関に関する条例の一部を改正する条例でござい

ます。改正ます。改正ます。改正ます。改正趣旨趣旨趣旨趣旨は、は、は、は、前段前段前段前段で産業・雇用振興部長から説明があったとおりでございますが、で産業・雇用振興部長から説明があったとおりでございますが、で産業・雇用振興部長から説明があったとおりでございますが、で産業・雇用振興部長から説明があったとおりでございますが、

今回新たに附属機関に位置づける６７の会議等のうち、農林部といたしまして今回新たに附属機関に位置づける６７の会議等のうち、農林部といたしまして今回新たに附属機関に位置づける６７の会議等のうち、農林部といたしまして今回新たに附属機関に位置づける６７の会議等のうち、農林部といたしまして８８８８つお願いつお願いつお願いつお願い

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。

１５ページ、まず１５ページ、まず１５ページ、まず１５ページ、まず最初最初最初最初に奈良県農に奈良県農に奈良県農に奈良県農政推進政推進政推進政推進会議、それから会議、それから会議、それから会議、それからウメウメウメウメ輪輪輪輪紋ウイルス緊急防除紋ウイルス緊急防除紋ウイルス緊急防除紋ウイルス緊急防除評価評価評価評価

会、それから農産会、それから農産会、それから農産会、それから農産物物物物等の等の等の等の知知知知的的的的財財財財産に関する産に関する産に関する産に関する協協協協議会、農業議会、農業議会、農業議会、農業総総総総合センター研究第合センター研究第合センター研究第合センター研究第三者三者三者三者評価会議、評価会議、評価会議、評価会議、

みつみつみつみつばばばばちちちち転飼転飼転飼転飼調調調調整整整整委員会、それから１６ページにわたりますが、農業新委員会、それから１６ページにわたりますが、農業新委員会、それから１６ページにわたりますが、農業新委員会、それから１６ページにわたりますが、農業新規参規参規参規参入入入入者者者者支援事業支援事業支援事業支援事業

判定委員会、林産判定委員会、林産判定委員会、林産判定委員会、林産物物物物等の等の等の等の知知知知的的的的財財財財産に関する産に関する産に関する産に関する協協協協議会、議会、議会、議会、最後最後最後最後に森林技術研究評議会のに森林技術研究評議会のに森林技術研究評議会のに森林技術研究評議会の８８８８つの会つの会つの会つの会

議等でございます。議等でございます。議等でございます。議等でございます。

次に、２０ページ、議第７４号、奈良県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する次に、２０ページ、議第７４号、奈良県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する次に、２０ページ、議第７４号、奈良県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する次に、２０ページ、議第７４号、奈良県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する

条例でございます。条例でございます。条例でございます。条例でございます。市町村市町村市町村市町村が処理する事務をが処理する事務をが処理する事務をが処理する事務を追追追追加するな加するな加するな加するなどどどどのため、所要の改正を行うもののため、所要の改正を行うもののため、所要の改正を行うもののため、所要の改正を行うもの

でございますが、農林部所管の事務に関するものについて、２２ページ、１１でございますが、農林部所管の事務に関するものについて、２２ページ、１１でございますが、農林部所管の事務に関するものについて、２２ページ、１１でございますが、農林部所管の事務に関するものについて、２２ページ、１１番番番番でででで土土土土地改地改地改地改

良良良良法法法法からからからから始始始始まるまるまるまる表表表表になっている部分でございます。になっている部分でございます。になっている部分でございます。になっている部分でございます。土土土土地改良地改良地改良地改良法法法法に基づくに基づくに基づくに基づく土土土土地改良事業の工地改良事業の工地改良事業の工地改良事業の工

事事事事完完完完了の了の了の了の届届届届け出の受理等に係るけ出の受理等に係るけ出の受理等に係るけ出の受理等に係る知知知知事の事の事の事の権限権限権限権限に属する事務をに属する事務をに属する事務をに属する事務を大和大和大和大和高田高田高田高田市市市市、、、、五條市五條市五條市五條市、、、、宇陀市宇陀市宇陀市宇陀市、、、、

山山山山添村及び曽爾村添村及び曽爾村添村及び曽爾村添村及び曽爾村にににに権限移譲権限移譲権限移譲権限移譲するものでございます。するものでございます。するものでございます。するものでございます。施施施施行行行行期期期期日は平成２５年４月１日とな日は平成２５年４月１日とな日は平成２５年４月１日とな日は平成２５年４月１日とな

っています。っています。っています。っています。

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

○岡委員長○岡委員長○岡委員長○岡委員長 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発ご発ご発ご発言言言言願います。願います。願います。願います。

なお、その他の事なお、その他の事なお、その他の事なお、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ほほほど質疑ど質疑ど質疑ど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。

質疑質疑質疑質疑があれがあれがあれがあればばばば、発、発、発、発言言言言願います。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 議第７３号の奈良県農業新議第７３号の奈良県農業新議第７３号の奈良県農業新議第７３号の奈良県農業新規参規参規参規参入入入入者者者者支援事業判定委員会の支援事業判定委員会の支援事業判定委員会の支援事業判定委員会の目目目目的は的は的は的はどどどどういうもういうもういうもういうも

のかをおのかをおのかをおのかをお伺伺伺伺いしたいと思います。いしたいと思います。いしたいと思います。いしたいと思います。前前前前からもからもからもからも何何何何かそういう委員会というか評価会議のようなかそういう委員会というか評価会議のようなかそういう委員会というか評価会議のようなかそういう委員会というか評価会議のような

ものがあったとものがあったとものがあったとものがあったと伺伺伺伺ったのですけれったのですけれったのですけれったのですけれどどどども、今も、今も、今も、今どどどどこに行ってもこに行ってもこに行ってもこに行っても後継者難後継者難後継者難後継者難がががが言言言言われておりまして、われておりまして、われておりまして、われておりまして、
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たくたくたくたくささささんの方に農業に入ってきていただくことはんの方に農業に入ってきていただくことはんの方に農業に入ってきていただくことはんの方に農業に入ってきていただくことは大変大変大変大変ありがたいことだと思うのですけれありがたいことだと思うのですけれありがたいことだと思うのですけれありがたいことだと思うのですけれ

どどどども、も、も、も、募集募集募集募集と実と実と実と実際際際際振り分けられたのと振り分けられたのと振り分けられたのと振り分けられたのと比べ比べ比べ比べるとるとるとると半半半半分分分分ぐぐぐぐらいにらいにらいにらいに減減減減ってしまっているという実ってしまっているという実ってしまっているという実ってしまっているという実

績績績績をををを見見見見ましたので、ましたので、ましたので、ましたので、むむむむしろしろしろしろ応募さ応募さ応募さ応募された方をれた方をれた方をれた方をどどどどううううややややって定って定って定って定着さ着さ着さ着させるかという支援をするものせるかという支援をするものせるかという支援をするものせるかという支援をするもの

であってほしいと今思いましたので、そのあたりのことをおであってほしいと今思いましたので、そのあたりのことをおであってほしいと今思いましたので、そのあたりのことをおであってほしいと今思いましたので、そのあたりのことをお尋ね尋ね尋ね尋ねしたいと思います。したいと思います。したいと思います。したいと思います。

○川合地域農政課長○川合地域農政課長○川合地域農政課長○川合地域農政課長 ただいま今井委員から奈良県農業新ただいま今井委員から奈良県農業新ただいま今井委員から奈良県農業新ただいま今井委員から奈良県農業新規参規参規参規参入入入入者者者者支援事業判定委員会支援事業判定委員会支援事業判定委員会支援事業判定委員会及及及及

びびびびその事業その事業その事業その事業内容内容内容内容等についてご等についてご等についてご等についてご質問質問質問質問をををを賜賜賜賜りました。りました。りました。りました。

まず、この判定委員会のまず、この判定委員会のまず、この判定委員会のまず、この判定委員会のベベベベーーーーススススになっております事業でございますが、今おになっております事業でございますが、今おになっております事業でございますが、今おになっております事業でございますが、今お話話話話にもござにもござにもござにもござ

いましたように平成２１年度に設けた事業でございます。これ農業のいましたように平成２１年度に設けた事業でございます。これ農業のいましたように平成２１年度に設けた事業でございます。これ農業のいましたように平成２１年度に設けた事業でございます。これ農業の担担担担いいいい手手手手の高の高の高の高齢化齢化齢化齢化現現現現象象象象

がががが進む進む進む進む中で中で中で中で担担担担いいいい手手手手をををを育育育育成成成成確確確確保していく、そのための一保していく、そのための一保していく、そのための一保していく、そのための一環環環環としまして農業としまして農業としまして農業としまして農業以外以外以外以外からのからのからのからの参参参参入を入を入を入を

希望さ希望さ希望さ希望され、新たにれ、新たにれ、新たにれ、新たに就就就就農しようとする方、こういう農しようとする方、こういう農しようとする方、こういう農しようとする方、こういう希望者希望者希望者希望者に産地の指に産地の指に産地の指に産地の指導導導導的な農的な農的な農的な農家家家家のもとで、のもとで、のもとで、のもとで、

この農この農この農この農家家家家のご理のご理のご理のご理解解解解、ご、ご、ご、ご協力協力協力協力をををを賜賜賜賜って１年って１年って１年って１年間間間間技術的な研技術的な研技術的な研技術的な研修修修修、経営的な研、経営的な研、経営的な研、経営的な研修修修修をしようという事をしようという事をしようという事をしようという事

業でございます。業でございます。業でございます。業でございます。

この事業でございますけれこの事業でございますけれこの事業でございますけれこの事業でございますけれどどどども、１年も、１年も、１年も、１年間間間間にににに約約約約２回、２回、２回、２回、半半半半年年年年単単単単位位位位ぐぐぐぐらいにらいにらいにらいに募集募集募集募集をいたしましをいたしましをいたしましをいたしまし

て、て、て、て、応募さ応募さ応募さ応募されてきた方にれてきた方にれてきた方にれてきた方に対対対対しまして、この判定委員会によってしまして、この判定委員会によってしまして、この判定委員会によってしまして、この判定委員会によって面談面談面談面談を行って、実を行って、実を行って、実を行って、実際際際際に事業に事業に事業に事業

にににに参参参参加していただくか加していただくか加していただくか加していただくかどどどどうかを審査している、そういう委員会でございます。委員会のうかを審査している、そういう委員会でございます。委員会のうかを審査している、そういう委員会でございます。委員会のうかを審査している、そういう委員会でございます。委員会のメメメメ

ンンンンババババーとしましては、県職員３名のほかに農業ーとしましては、県職員３名のほかに農業ーとしましては、県職員３名のほかに農業ーとしましては、県職員３名のほかに農業者者者者の方にも３名入っていただいております。の方にも３名入っていただいております。の方にも３名入っていただいております。の方にも３名入っていただいております。

この農業この農業この農業この農業者者者者の方といいますのは、日ごろからの方といいますのは、日ごろからの方といいますのは、日ごろからの方といいますのは、日ごろから熱心熱心熱心熱心に農業に先に農業に先に農業に先に農業に先進進進進的に的に的に的に取取取取りりりり組組組組んでおられ、まんでおられ、まんでおられ、まんでおられ、ま

た地た地た地た地域域域域のののの後継者後継者後継者後継者あるいはあるいはあるいはあるいは若手若手若手若手農業農業農業農業者者者者の方の指の方の指の方の指の方の指導導導導ですとか、それからいろいろなですとか、それからいろいろなですとか、それからいろいろなですとか、それからいろいろな相談相談相談相談にににに乗乗乗乗っっっっ

ておられる方にておられる方にておられる方にておられる方にメメメメンンンンババババーに加わっていただいて、この委員会で審査を行っているものでごーに加わっていただいて、この委員会で審査を行っているものでごーに加わっていただいて、この委員会で審査を行っているものでごーに加わっていただいて、この委員会で審査を行っているものでご

ざいます。ざいます。ざいます。ざいます。

今、今井委員からご指今、今井委員からご指今、今井委員からご指今、今井委員からご指摘摘摘摘ございましたように、県といたしましても農業のございましたように、県といたしましても農業のございましたように、県といたしましても農業のございましたように、県といたしましても農業の担担担担いいいい手手手手をいかをいかをいかをいか

にににに育育育育成成成成確確確確保していくかは、保していくかは、保していくかは、保していくかは、非常非常非常非常にににに重重重重要な要な要な要な課題課題課題課題だとだとだとだと考え考え考え考えております。そういう中で一ております。そういう中で一ております。そういう中で一ております。そういう中で一人人人人でもでもでもでも

多多多多くの方にくの方にくの方にくの方に参参参参加していただけることが加していただけることが加していただけることが加していただけることが大切大切大切大切なことだとはなことだとはなことだとはなことだとは認識認識認識認識しているわけでございます。しているわけでございます。しているわけでございます。しているわけでございます。

またまたまたまた同時同時同時同時に、農業は申し上げるまでもなくこれをに、農業は申し上げるまでもなくこれをに、農業は申し上げるまでもなくこれをに、農業は申し上げるまでもなくこれを取取取取りりりり巻巻巻巻く経営く経営く経営く経営状況状況状況状況はははは非常非常非常非常にににに厳厳厳厳しいものがしいものがしいものがしいものが

ございます。また、ございます。また、ございます。また、ございます。また、自然自然自然自然をををを相手相手相手相手にして経営をにして経営をにして経営をにして経営を進進進進めていただくということで、めていただくということで、めていただくということで、めていただくということで、ややややはりご本はりご本はりご本はりご本人人人人

のののの意欲意欲意欲意欲とととと覚悟覚悟覚悟覚悟がががが極極極極めてめてめてめて重重重重要になると要になると要になると要にな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。

そういう中で、そういう中で、そういう中で、そういう中で、応募さ応募さ応募さ応募された方がれた方がれた方がれた方がどどどどういうういうういうういう志望動志望動志望動志望動機でこの研機でこの研機でこの研機でこの研修修修修にににに参参参参加し、また加し、また加し、また加し、また将来就将来就将来就将来就農し農し農し農し

たいとたいとたいとたいと考え考え考え考えておられるのか、またておられるのか、またておられるのか、またておられるのか、また将来ど将来ど将来ど将来どう経営をしていきたいとう経営をしていきたいとう経営をしていきたいとう経営をしていきたいと考え考え考え考えておられるのか、こておられるのか、こておられるのか、こておられるのか、こ

ういったことをういったことをういったことをういったことを丁寧丁寧丁寧丁寧にににに面談面談面談面談の中でおの中でおの中でおの中でお聞聞聞聞きしながら審査をきしながら審査をきしながら審査をきしながら審査を進進進進めております。特に事業にめております。特に事業にめております。特に事業にめております。特に事業に参参参参加加加加

していただくとなりますと、していただくとなりますと、していただくとなりますと、していただくとなりますと、冒頭冒頭冒頭冒頭ご説明しましたように１年ご説明しましたように１年ご説明しましたように１年ご説明しましたように１年間間間間その方ご本その方ご本その方ご本その方ご本人人人人にとってもにとってもにとってもにとっても非非非非
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常常常常にににに貴重貴重貴重貴重なななな時間時間時間時間をををを使使使使って研って研って研って研修修修修をしていただくということになりますので、そのをしていただくということになりますので、そのをしていただくということになりますので、そのをしていただくということになりますので、その後後後後のののの就就就就農も農も農も農も

にらみながら、この研にらみながら、この研にらみながら、この研にらみながら、この研修修修修にににに参参参参加していただくのがご本加していただくのがご本加していただくのがご本加していただくのがご本人人人人にとってもにとってもにとってもにとっても非常非常非常非常に価値あることかに価値あることかに価値あることかに価値あることか

どどどどうかもうかもうかもうかも含含含含めてめてめてめて慎重慎重慎重慎重に審査を行うようにしております。そして、その判定委員会のに審査を行うようにしております。そして、その判定委員会のに審査を行うようにしております。そして、その判定委員会のに審査を行うようにしております。そして、その判定委員会のメメメメンンンンババババ

ーであります先ほーであります先ほーであります先ほーであります先ほどどどど申し上げました農業申し上げました農業申し上げました農業申し上げました農業者者者者の方のごの方のごの方のごの方のご意見意見意見意見もももも十十十十分分分分含含含含みながら審査をみながら審査をみながら審査をみながら審査をささささせていせていせていせてい

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

今今今今後後後後ともともともともややややはり基本的には農業のはり基本的には農業のはり基本的には農業のはり基本的には農業の担担担担いいいい手手手手をしっかりとをしっかりとをしっかりとをしっかりと育育育育成し、また成し、また成し、また成し、また確確確確保していくことが保していくことが保していくことが保していくことが

重重重重要だと思いますので、ご本要だと思いますので、ご本要だと思いますので、ご本要だと思いますので、ご本人人人人のののの意見意見意見意見をしっかりとをしっかりとをしっかりとをしっかりと伺伺伺伺いながら、いながら、いながら、いながら、多多多多くの方にくの方にくの方にくの方に参参参参加していた加していた加していた加していた

だけるようにこの事業をだけるようにこの事業をだけるようにこの事業をだけるようにこの事業を積極積極積極積極的に的に的に的に進進進進めてまいりたいとめてまいりたいとめてまいりたいとめてまいりたいと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。

○今井委員○今井委員○今井委員○今井委員 平成２１年度から平成２１年度から平成２１年度から平成２１年度から始始始始まったとのことでまったとのことでまったとのことでまったとのことで資料資料資料資料ななななどどどどもいただいたのですけれもいただいたのですけれもいただいたのですけれもいただいたのですけれどどどども、も、も、も、

最初最初最初最初の年は１３の年は１３の年は１３の年は１３人人人人ほほほほど応募さど応募さど応募さど応募されていたのが、だんだんれていたのが、だんだんれていたのが、だんだんれていたのが、だんだん横ば横ば横ば横ばいになり平成２４年では７いになり平成２４年では７いになり平成２４年では７いになり平成２４年では７人人人人ほほほほ

どどどど、、、、最終最終最終最終的にはそれが４的にはそれが４的にはそれが４的にはそれが４人人人人という実という実という実という実績績績績であったように思います。であったように思います。であったように思います。であったように思います。ややややはりはりはりはりどどどどんなんなんなんな動動動動機であれ、機であれ、機であれ、機であれ、

農業を農業を農業を農業をややややりたいというおりたいというおりたいというおりたいというお気持気持気持気持ちをちをちをちを持持持持ってってってって参参参参加加加加さささされておりますので、れておりますので、れておりますので、れておりますので、確確確確かにかにかにかに大変厳大変厳大変厳大変厳しい分しい分しい分しい分野野野野

でもありますしでもありますしでもありますしでもありますし途途途途中で中で中で中で続続続続かないだろうという方もいらっしかないだろうという方もいらっしかないだろうという方もいらっしかないだろうという方もいらっしゃゃゃゃるかと思うのですけれるかと思うのですけれるかと思うのですけれるかと思うのですけれどどどども、も、も、も、

積極積極積極積極的に受け入れて支援するという立的に受け入れて支援するという立的に受け入れて支援するという立的に受け入れて支援するという立場場場場でこの委員会をでこの委員会をでこの委員会をでこの委員会を進進進進めていっていただきたいと要めていっていただきたいと要めていっていただきたいと要めていっていただきたいと要望望望望

しておきたいと思います。しておきたいと思います。しておきたいと思います。しておきたいと思います。

○岡委員長○岡委員長○岡委員長○岡委員長 答弁答弁答弁答弁、よろしいです、よろしいです、よろしいです、よろしいですねねねね。。。。

○今井委員○今井委員○今井委員○今井委員 はい。はい。はい。はい。

○岡委員長○岡委員長○岡委員長○岡委員長 ほかにございますか。よろしいですか。ほかにございますか。よろしいですか。ほかにございますか。よろしいですか。ほかにございますか。よろしいですか。

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

では、ほかになけれでは、ほかになけれでは、ほかになけれでは、ほかになければばばば、これをもちまして付託議案についての、これをもちまして付託議案についての、これをもちまして付託議案についての、これをもちまして付託議案についての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。

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。ご発めます。ご発めます。ご発めます。ご発言言言言願います。願います。願います。願います。

ございませんか。よろしいですございませんか。よろしいですございませんか。よろしいですございませんか。よろしいですねねねね。。。。

それでは、ただいまより付託を受けましたそれでは、ただいまより付託を受けましたそれでは、ただいまより付託を受けましたそれでは、ただいまより付託を受けました各各各各議案について議案について議案について議案について採決採決採決採決を行います。を行います。を行います。を行います。採決採決採決採決はははは簡易簡易簡易簡易

採決採決採決採決により一により一により一により一括括括括して行いたいと思いますが、ごして行いたいと思いますが、ごして行いたいと思いますが、ごして行いたいと思いますが、ご異異異異議ありませんか。議ありませんか。議ありませんか。議ありませんか。

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

それでは、おそれでは、おそれでは、おそれでは、お諮諮諮諮りいたします。りいたします。りいたします。りいたします。

議第７１号中当委員会所管分、議第７３号中当委員会所管分、議第７４号中当委員会所議第７１号中当委員会所管分、議第７３号中当委員会所管分、議第７４号中当委員会所議第７１号中当委員会所管分、議第７３号中当委員会所管分、議第７４号中当委員会所議第７１号中当委員会所管分、議第７３号中当委員会所管分、議第７４号中当委員会所

管分については、管分については、管分については、管分については、原原原原案案案案どどどどおりおりおりおり可決可決可決可決することにごすることにごすることにごすることにご異異異異議ありませんか。議ありませんか。議ありませんか。議ありませんか。

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

ごごごご異異異異議がないものと議がないものと議がないものと議がないものと認認認認めます。めます。めます。めます。
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よって、議第７１号中当委員会所管分、議第７３号中当委員会所管分、議第７４号中当よって、議第７１号中当委員会所管分、議第７３号中当委員会所管分、議第７４号中当よって、議第７１号中当委員会所管分、議第７３号中当委員会所管分、議第７４号中当よって、議第７１号中当委員会所管分、議第７３号中当委員会所管分、議第７４号中当

委員会所管分については、委員会所管分については、委員会所管分については、委員会所管分については、原原原原案案案案どどどどおりおりおり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た。しました。しました。しました。

これをもちまして付託議案の審査をこれをもちまして付託議案の審査をこれをもちまして付託議案の審査をこれをもちまして付託議案の審査を終終終終わります。わります。わります。わります。

次に、その他の事次に、その他の事次に、その他の事次に、その他の事項項項項に入ります。に入ります。に入ります。に入ります。

産業・雇用振興部長から産業・雇用振興部長から産業・雇用振興部長から産業・雇用振興部長からエネルギエネルギエネルギエネルギーーーービビビビジジジジョョョョンのンのンのンの骨骨骨骨子（案）について、産業・雇用振興部子（案）について、産業・雇用振興部子（案）について、産業・雇用振興部子（案）について、産業・雇用振興部

長長長長及び及び及び及び農林部長から農林部長から農林部長から農林部長から紀伊半島大水害復旧紀伊半島大水害復旧紀伊半島大水害復旧紀伊半島大水害復旧・・・・復復復復興の現興の現興の現興の現状状状状とととと取組取組取組取組について、農林部長から奈良について、農林部長から奈良について、農林部長から奈良について、農林部長から奈良

県中県中県中県中央央央央卸売卸売卸売卸売市場市場市場市場の改の改の改の改革革革革について報告を行いたいとの申し出がありましたので、ご報告願いについて報告を行いたいとの申し出がありましたので、ご報告願いについて報告を行いたいとの申し出がありましたので、ご報告願いについて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。ます。ます。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 それでは、それでは、それでは、それでは、エネルギエネルギエネルギエネルギーーーービビビビジジジジョョョョンのンのンのンの骨骨骨骨子子子子((((案案案案))))につきましてご説につきましてご説につきましてご説につきましてご説

明を申し上げたいと思います。これまで本会議等でご明を申し上げたいと思います。これまで本会議等でご明を申し上げたいと思います。これまで本会議等でご明を申し上げたいと思います。これまで本会議等でご答弁答弁答弁答弁ををををささささせていただいていました事せていただいていました事せていただいていました事せていただいていました事

柄柄柄柄についてについてについてについて取取取取りまとめたものについてご説明をしたいと思います。まだ検討の経りまとめたものについてご説明をしたいと思います。まだ検討の経りまとめたものについてご説明をしたいと思います。まだ検討の経りまとめたものについてご説明をしたいと思います。まだ検討の経過過過過状況状況状況状況でででで

ございますので、今ございますので、今ございますので、今ございますので、今後変更後変更後変更後変更もあり得るということをもあり得るということをもあり得るということをもあり得るということを前前前前提にしてお提にしてお提にしてお提にしてお聞聞聞聞きいただきたいと思っきいただきたいと思っきいただきたいと思っきいただきたいと思っ

ております。ております。ております。ております。

まず、１まず、１まず、１まず、１枚枚枚枚目目目目の奈良県のの奈良県のの奈良県のの奈良県の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の３本の３本の３本の３本柱柱柱柱でございますが、でございますが、でございますが、でございますが、多多多多様様様様なななな再再再再生可生可生可生可能能能能エネエネエネエネ

ルギルギルギルギーのーのーのーの普普普普及及及及拡拡拡拡大大大大、それから奈良らしい、それから奈良らしい、それから奈良らしい、それから奈良らしい省省省省エネエネエネエネ・・・・節電節電節電節電ススススタタタタイルイルイルイルのののの推進推進推進推進、、、、緊急時緊急時緊急時緊急時ののののエネルギエネルギエネルギエネルギ

ーーーー対対対対策策策策のののの推進推進推進推進、この３つを、この３つを、この３つを、この３つを柱柱柱柱にににに据据据据ええええたいとたいとたいと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。

計計計計画画画画のののの期間期間期間期間でありますが、平成２５年度から平成２７年度までの３年でありますが、平成２５年度から平成２７年度までの３年でありますが、平成２５年度から平成２７年度までの３年でありますが、平成２５年度から平成２７年度までの３年間間間間、その、その、その、その後後後後は３年は３年は３年は３年

ごとにごとにごとにごとに見見見見直直直直していくしていくしていくしていく形形形形でででで考え考え考え考えていっております。と申しますのは、ていっております。と申しますのは、ていっております。と申しますのは、ていっております。と申しますのは、固固固固定価定価定価定価格格格格買買買買取取取取制制制制度の度の度の度の単単単単

価、価、価、価、買買買買取取取取価価価価格格格格のののの見見見見直直直直しがしがしがしが毎毎毎毎年行われることになっておりますので、長年行われることになっておりますので、長年行われることになっておりますので、長年行われることになっておりますので、長期期期期のののの見見見見通通通通しというのしというのしというのしというの

はなかなかはなかなかはなかなかはなかなか難難難難しいところがございます。それとしいところがございます。それとしいところがございます。それとしいところがございます。それと国国国国でのでのでのでの目目目目標標標標年次も、平成２７年という設定年次も、平成２７年という設定年次も、平成２７年という設定年次も、平成２７年という設定

ももももさささされていることから、れていることから、れていることから、れていることから、比比比比較較較較検検検検証証証証を行うというを行うというを行うというを行うという意意意意味味味味もありまして、こういったもありまして、こういったもありまして、こういったもありまして、こういった期間期間期間期間にしたにしたにしたにした

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

それから、３の本それから、３の本それから、３の本それから、３の本ビビビビジジジジョョョョンのンのンのンの目目目目標標標標でございますけれでございますけれでございますけれでございますけれどどどども、１つも、１つも、１つも、１つ目目目目はははは供給供給供給供給面面面面からのからのからのからの目目目目標標標標設設設設

定ということで、２０１０年を定ということで、２０１０年を定ということで、２０１０年を定ということで、２０１０年をベベベベーーーーススススにいたしましてにいたしましてにいたしましてにいたしまして供給供給供給供給力ベ力ベ力ベ力ベーーーーススススというというというという形形形形でででで目目目目標標標標設定を設定を設定を設定を

したいと思っております。それから、したいと思っております。それから、したいと思っております。それから、したいと思っております。それから、需需需需要要要要面面面面からのからのからのからの目目目目標標標標設定につきましても設定につきましても設定につきましても設定につきましても同同同同様様様様に２０１に２０１に２０１に２０１

０年の０年の０年の０年の震災前震災前震災前震災前ををををベベベベーーーーススススにいたしまして平成２７年度までのにいたしまして平成２７年度までのにいたしまして平成２７年度までのにいたしまして平成２７年度までの目目目目標標標標設定という設定という設定という設定という形形形形にしたいと思にしたいと思にしたいと思にしたいと思

っております。っております。っております。っております。

※印※印※印※印でででで少少少少し書いておりますが、し書いておりますが、し書いておりますが、し書いておりますが、国国国国ののののグリグリグリグリーンーンーンーン政政政政策策策策大大大大綱が年綱が年綱が年綱が年末末末末にににに公表さ公表さ公表さ公表される予定でございれる予定でございれる予定でございれる予定でござい

ますので、こういったこともますので、こういったこともますので、こういったこともますので、こういったことも考え考え考え考えながら検討をながら検討をながら検討をながら検討を進進進進めていきたいとめていきたいとめていきたいとめていきたいと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。

４の県の果たす４の県の果たす４の県の果たす４の県の果たすべべべべきききき役割役割役割役割では５つ記載をしております。記載のとおりでございます。では５つ記載をしております。記載のとおりでございます。では５つ記載をしております。記載のとおりでございます。では５つ記載をしております。記載のとおりでございます。
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５の５の５の５のエネルギエネルギエネルギエネルギーーーービビビビジジジジョョョョンのンのンのンの推進推進推進推進体体体体制制制制でございますが、これまでの体でございますが、これまでの体でございますが、これまでの体でございますが、これまでの体制制制制に加に加に加に加ええええましてましてましてまして☆印☆印☆印☆印

で書いておりますが、新たに県で書いておりますが、新たに県で書いておりますが、新たに県で書いておりますが、新たに県庁庁庁庁内内内内にににに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を所管するを所管するを所管するを所管する組組組組織織織織を設置する予定で検を設置する予定で検を設置する予定で検を設置する予定で検

討を討を討を討を進進進進めております。めております。めております。めております。

２２２２枚枚枚枚目目目目にににに移移移移らせていただきます。まず、らせていただきます。まず、らせていただきます。まず、らせていただきます。まず、多多多多様様様様なななな再再再再生可生可生可生可能能能能エネルギエネルギエネルギエネルギーのーのーのーの普普普普及及及及拡拡拡拡大大大大というこというこというこというこ

とで、１つとで、１つとで、１つとで、１つ目目目目はははは太陽太陽太陽太陽光発光発光発光発電電電電でございます。でございます。でございます。でございます。

１の（１）１の（１）１の（１）１の（１）固固固固定価定価定価定価格格格格買買買買取取取取制制制制度等を度等を度等を度等を活活活活用した用した用した用した民民民民間大規間大規間大規間大規模太陽模太陽模太陽模太陽光発光発光発光発電電電電事業等の事業等の事業等の事業等の促促促促進進進進でございでございでございでござい

ます。そのます。そのます。そのます。その下下下下にににに戦略戦略戦略戦略的なことを書いてございます。的なことを書いてございます。的なことを書いてございます。的なことを書いてございます。②②②②にありますように、にありますように、にありますように、にありますように、民民民民間間間間事業事業事業事業者間者間者間者間にににに

おけるおけるおけるおける土土土土地・地・地・地・施施施施設の設の設の設の貸貸貸貸付等に係る県の付等に係る県の付等に係る県の付等に係る県のマッチマッチマッチマッチンンンンググググ支援といったことも支援といったことも支援といったことも支援といったことも考え考え考え考えていきたいと思ていきたいと思ていきたいと思ていきたいと思

っておりまして、っておりまして、っておりまして、っておりまして、登録窓登録窓登録窓登録窓口等の設置について検討しております。口等の設置について検討しております。口等の設置について検討しております。口等の設置について検討しております。

それからそれからそれからそれから、、、、（２）の（２）の（２）の（２）の家家家家庭庭庭庭用用用用太陽太陽太陽太陽光発光発光発光発電電電電の設置の設置の設置の設置促促促促進進進進では、では、では、では、昨昨昨昨今今今今太陽太陽太陽太陽光発光発光発光発電電電電の設の設の設の設備備備備の価の価の価の価格格格格帯帯帯帯

もももも少少少少しししし下下下下がってきているようでございます。この価がってきているようでございます。この価がってきているようでございます。この価がってきているようでございます。この価格格格格設定の設定の設定の設定の動動動動向向向向もももも踏踏踏踏ままままええええながら、ながら、ながら、ながら、家家家家庭庭庭庭用用用用

のののの太陽太陽太陽太陽光発光発光発光発電電電電施施施施設の設置の設の設置の設の設置の設の設置の継続継続継続継続支援をしていきたいと支援をしていきたいと支援をしていきたいと支援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。

（３）（３）（３）（３）公公公公共共共共施施施施設等設等設等設等へへへへのののの導導導導入入入入促促促促進進進進ということで、県ということで、県ということで、県ということで、県有有有有施施施施設をはじめ、設をはじめ、設をはじめ、設をはじめ、市町村施市町村施市町村施市町村施設について設について設について設について

もももも導導導導入を入を入を入を促促促促進進進進したいことから、したいことから、したいことから、したいことから、相談相談相談相談窓窓窓窓口についても設置をしていきたいと口についても設置をしていきたいと口についても設置をしていきたいと口についても設置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。

それからそれからそれからそれから、、、、（４）の農業用（４）の農業用（４）の農業用（４）の農業用施施施施設を設を設を設を活活活活用した発用した発用した発用した発電電電電施施施施設の設の設の設の導導導導入入入入促促促促進進進進では、では、では、では、市町村市町村市町村市町村、、、、団団団団体等が体等が体等が体等が

行う行う行う行う可可可可能性能性能性能性調査調査調査調査や導や導や導や導入に入に入に入に対対対対する支援する支援する支援する支援制制制制度を度を度を度を活活活活用した用した用した用した形形形形でででで普普普普及及及及促促促促進進進進をををを図図図図っていきたいと思っっていきたいと思っっていきたいと思っっていきたいと思っ

ております。ております。ております。ております。

２の２の２の２の小小小小水力水力水力水力発発発発電電電電でございますが、でございますが、でございますが、でございますが、前前前前回の委員会でも申し上げましたが、回の委員会でも申し上げましたが、回の委員会でも申し上げましたが、回の委員会でも申し上げましたが、採採採採算算算算性性性性のののの問題問題問題問題はははは

あるかと思いますけれあるかと思いますけれあるかと思いますけれあるかと思いますけれどどどども、も、も、も、河川河川河川河川、、、、水路水路水路水路等を等を等を等を活活活活用した地用した地用した地用した地域域域域振興に振興に振興に振興に役役役役立つ発立つ発立つ発立つ発電電電電施施施施設の設の設の設の導導導導入入入入促促促促

進進進進というというというという形形形形でででで市町村市町村市町村市町村等が行う等が行う等が行う等が行う導導導導入入入入可可可可能性能性能性能性調査調査調査調査へへへへの支援の支援の支援の支援やややや、、、、小小小小水力水力水力水力の発の発の発の発電電電電導導導導入入入入モデモデモデモデルルルル事業と事業と事業と事業と

いったものについて検討をしております。いったものについて検討をしております。いったものについて検討をしております。いったものについて検討をしております。

（２）の農業用（２）の農業用（２）の農業用（２）の農業用施施施施設を設を設を設を活活活活用した発用した発用した発用した発電電電電施施施施設の設の設の設の導導導導入入入入促促促促進進進進では、では、では、では、同同同同じくじくじくじく市町村市町村市町村市町村、、、、団団団団体等が行う体等が行う体等が行う体等が行う

可可可可能性能性能性能性調査調査調査調査や導や導や導や導入に入に入に入に対対対対する支援する支援する支援する支援制制制制度等を度等を度等を度等を活活活活用して用して用して用して普普普普及及及及促促促促進進進進をしたいと思っております。をしたいと思っております。をしたいと思っております。をしたいと思っております。

（３）の（３）の（３）の（３）の水道施水道施水道施水道施設を設を設を設を活活活活用した発用した発用した発用した発電電電電施施施施設の設の設の設の導導導導入入入入促促促促進進進進では、県営では、県営では、県営では、県営水道施水道施水道施水道施設における設における設における設における導導導導入入入入促促促促進進進進

とととと市町村市町村市町村市町村のののの水道施水道施水道施水道施設におきましても設におきましても設におきましても設におきましても導導導導入入入入促促促促進進進進をををを図図図図りたいとりたいとりたいと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。

３の３の３の３のバイバイバイバイオマオマオマオマスススス利活利活利活利活用では、木用では、木用では、木用では、木質バイ質バイ質バイ質バイオマオマオマオマススススのののの利利利利用用用用促促促促進進進進ということで、ということで、ということで、ということで、利活利活利活利活用の方用の方用の方用の方策策策策にににに

ついての検討とついての検討とついての検討とついての検討と具具具具現現現現化化化化へへへへのののの推進推進推進推進をををを図図図図っていきたいと思っております。っていきたいと思っております。っていきたいと思っております。っていきたいと思っております。

（２）の（２）の（２）の（２）の廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物系系系系ののののバイバイバイバイオマオマオマオマスススス有効利有効利有効利有効利用の用の用の用の促促促促進進進進では、一般では、一般では、一般では、一般廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物処理処理処理処理施施施施設、それから設、それから設、それから設、それからババババ

イイイイオオオオエエエエタタタタノノノノーーーールルルルのののの生生生生成研究、その他成研究、その他成研究、その他成研究、その他廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物系系系系バイバイバイバイオマオマオマオマススススのののの有効利有効利有効利有効利用の用の用の用の促促促促進進進進について検討をについて検討をについて検討をについて検討を

進進進進めたいと思っております。めたいと思っております。めたいと思っております。めたいと思っております。



---- 8888 ----

３ページ、４の３ページ、４の３ページ、４の３ページ、４の風力風力風力風力発発発発電電電電・地・地・地・地熱熱熱熱発発発発電電電電でございますがでございますがでございますがでございますが、、、、（１）（１）（１）（１）小型小型小型小型のののの風力風力風力風力発発発発電電電電のののの導導導導入入入入可可可可能能能能

性性性性について検討をについて検討をについて検討をについて検討を深深深深めたいと思っております。めたいと思っております。めたいと思っております。めたいと思っております。

それからそれからそれからそれから、、、、（２（２（２（２））））、、、、温泉温泉温泉温泉熱熱熱熱発発発発電電電電のののの導導導導入入入入可可可可能性能性能性能性の検討ということで、県の検討ということで、県の検討ということで、県の検討ということで、県内内内内には７０度には７０度には７０度には７０度以以以以上の上の上の上の

温泉温泉温泉温泉というというというという形形形形でででで十十十十津津津津川川川川村村村村に３に３に３に３カカカカ所ございますが、所ございますが、所ございますが、所ございますが、十十十十津津津津川川川川村村村村でででで村村村村とととと協力協力協力協力をしながらをしながらをしながらをしながら温泉温泉温泉温泉熱熱熱熱発発発発

電電電電のののの可可可可能性能性能性能性について検討したいと思っております。について検討したいと思っております。について検討したいと思っております。について検討したいと思っております。

５の５の５の５のエネルギエネルギエネルギエネルギーの高度ーの高度ーの高度ーの高度利活利活利活利活用についてでございますが用についてでございますが用についてでございますが用についてでございますが、、、、（１）県（１）県（１）県（１）県内内内内におけるにおけるにおけるにおけるススススママママーーーートトトトシシシシ

ティへティへティへティへのののの取取取取りりりり組組組組みということで、みということで、みということで、みということで、戦略戦略戦略戦略のところに書いてございますが、のところに書いてございますが、のところに書いてございますが、のところに書いてございますが、花吉花吉花吉花吉野野野野ガガガガーーーーデデデデンンンンヒヒヒヒ

ルルルルズズズズ、これは、これは、これは、これは大大大大淀淀淀淀町町町町福福福福神ですが、ここで神ですが、ここで神ですが、ここで神ですが、ここで再再再再生可生可生可生可能能能能エネルギエネルギエネルギエネルギー高度ー高度ー高度ー高度利活利活利活利活用の検討会を設置い用の検討会を設置い用の検討会を設置い用の検討会を設置い

たしまして、たしまして、たしまして、たしまして、モデモデモデモデルルルル事業等の実事業等の実事業等の実事業等の実施施施施をしていきたいとをしていきたいとをしていきたいと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。ささささらに工らに工らに工らに工場場場場団団団団地等に地等に地等に地等に

おけるおけるおけるおけるココココージージージージェェェェネネネネレレレレーシーシーシーショョョョン等のン等のン等のン等の導導導導入の支援といったことについても、検討をしていきた入の支援といったことについても、検討をしていきた入の支援といったことについても、検討をしていきた入の支援といったことについても、検討をしていきた

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

（２（２（２（２））））、、、、暮暮暮暮らしを支らしを支らしを支らしを支ええええるるるる電電電電気自動気自動気自動気自動車車車車等の等の等の等の活活活活用でございますが、用でございますが、用でございますが、用でございますが、電電電電気自動気自動気自動気自動車車車車をををを活活活活用した地用した地用した地用した地

域域域域ののののエネルギエネルギエネルギエネルギーーーーママママネネネネジジジジメメメメンンンントトトトの検討、それからの検討、それからの検討、それからの検討、それから水水水水素燃素燃素燃素燃料自動料自動料自動料自動車車車車等の等の等の等の導導導導入入入入可可可可能性能性能性能性検討もして検討もして検討もして検討もして

いきたいといきたいといきたいと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。

それからそれからそれからそれから、、、、（３）の（３）の（３）の（３）の太陽太陽太陽太陽熱熱熱熱・地中・地中・地中・地中熱熱熱熱利利利利用の用の用の用の導導導導入入入入可可可可能性能性能性能性検討でございますが、検討でございますが、検討でございますが、検討でございますが、都都都都市市市市部の部の部の部の集集集集

合合合合住宅住宅住宅住宅等での等での等での等での太陽太陽太陽太陽熱熱熱熱のののの給湯利給湯利給湯利給湯利用の用の用の用の普普普普及及及及拡拡拡拡大大大大、それから、地中、それから、地中、それから、地中、それから、地中熱熱熱熱利利利利用の先用の先用の先用の先進進進進事例等の事例等の事例等の事例等の情情情情報報報報収収収収

集や導集や導集や導集や導入入入入可可可可能性能性能性能性の検討をしていきたいと思っております。の検討をしていきたいと思っております。の検討をしていきたいと思っております。の検討をしていきたいと思っております。

右側右側右側右側でございますが、奈良らしいでございますが、奈良らしいでございますが、奈良らしいでございますが、奈良らしい省省省省エネエネエネエネ・・・・節電節電節電節電ススススタタタタイルイルイルイルのののの推進推進推進推進ではではではでは、、、、（１）の奈良の（１）の奈良の（１）の奈良の（１）の奈良の節節節節

電電電電ススススタタタタイルイルイルイルのののの推進推進推進推進ということで、奈良のということで、奈良のということで、奈良のということで、奈良の節電節電節電節電ススススタタタタイルイルイルイルの提案との提案との提案との提案と普普普普及及及及活活活活動動動動をををを推進推進推進推進していきたしていきたしていきたしていきた

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

それからそれからそれからそれから、、、、（２（２（２（２））））、事業所等、事業所等、事業所等、事業所等へへへへのののの省省省省エネエネエネエネ・・・・節電節電節電節電対対対対策策策策の支援で、の支援で、の支援で、の支援で、製造製造製造製造業業業業者者者者へへへへのののの省省省省エネエネエネエネ・・・・節電節電節電節電

へへへへの支援といったことも検討していきたいとの支援といったことも検討していきたいとの支援といったことも検討していきたいとの支援といったことも検討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。

またまたまたまた、、、、（３（３（３（３））））、、、、省省省省エネエネエネエネ・・・・節電グッズ節電グッズ節電グッズ節電グッズ等の開発支援等といったことについても等の開発支援等といったことについても等の開発支援等といったことについても等の開発支援等といったことについても取取取取りりりり組組組組みをしみをしみをしみをし

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

ささささらに、らに、らに、らに、緊急時緊急時緊急時緊急時ののののエネルギエネルギエネルギエネルギーーーー対対対対策策策策のののの推進推進推進推進でございますがでございますがでございますがでございますが、、、、（１）では（１）では（１）では（１）では避避避避難難難難所等所等所等所等へへへへのののの取取取取りりりり

組組組組みで、１つみで、１つみで、１つみで、１つ目目目目にににに市町村市町村市町村市町村が行うが行うが行うが行う避避避避難難難難所所所所へへへへのののの非常非常非常非常用発用発用発用発電電電電機の機の機の機の導導導導入に入に入に入に対対対対する支援、それからする支援、それからする支援、それからする支援、それから病病病病

院院院院、、、、公公公公共共共共施施施施設等の設等の設等の設等の非常非常非常非常用発用発用発用発電電電電機等の機等の機等の機等の整整整整備備備備の検討、それから３の検討、それから３の検討、それから３の検討、それから３番目番目番目番目にににに電電電電気自動気自動気自動気自動車車車車、、、、ＬＰガＬＰガＬＰガＬＰガスススス

発発発発電電電電等の等の等の等の緊急時緊急時緊急時緊急時のののの活活活活用検討といったことについて、今用検討といったことについて、今用検討といったことについて、今用検討といったことについて、今後後後後検討を検討を検討を検討を進進進進めていきたいと思っておめていきたいと思っておめていきたいと思っておめていきたいと思ってお

ります。ります。ります。ります。

続続続続きまして、きまして、きまして、きまして、紀伊半島大水害紀伊半島大水害紀伊半島大水害紀伊半島大水害のののの復旧復旧復旧復旧・・・・復復復復興の現興の現興の現興の現状状状状とととと取取取取りりりり組組組組みについてご説明を申し上げみについてご説明を申し上げみについてご説明を申し上げみについてご説明を申し上げ
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ます。ます。ます。ます。資料資料資料資料「「「「紀伊半島大水害紀伊半島大水害紀伊半島大水害紀伊半島大水害のののの復旧復旧復旧復旧・・・・復復復復興の現興の現興の現興の現状状状状とととと取組取組取組取組」をお開きいただきたいと思いま」をお開きいただきたいと思いま」をお開きいただきたいと思いま」をお開きいただきたいと思いま

す。す。す。す。

紀伊半島大水害紀伊半島大水害紀伊半島大水害紀伊半島大水害よりよりよりより約約約約１年３１年３１年３１年３カカカカ月が経月が経月が経月が経過過過過いたしました。いたしました。いたしました。いたしました。復旧復旧復旧復旧・・・・復復復復興につきまして９月興につきまして９月興につきまして９月興につきまして９月以以以以

降降降降のののの取取取取りりりり組組組組みとみとみとみと進進進進捗捗捗捗状況状況状況状況についてについてについてについて取取取取りまとめをいたしましたので、ご報告をりまとめをいたしましたので、ご報告をりまとめをいたしましたので、ご報告をりまとめをいたしましたので、ご報告をささささせていただせていただせていただせていただ

きます。きます。きます。きます。

１ページは１ページは１ページは１ページは復旧復旧復旧復旧・・・・復復復復興計興計興計興計画画画画のののの概概概概要につきまして記載をしております。要につきまして記載をしております。要につきまして記載をしております。要につきまして記載をしております。

続続続続きまして、２ページは平成２４年３月きまして、２ページは平成２４年３月きまして、２ページは平成２４年３月きまして、２ページは平成２４年３月以以以以降降降降のののの主主主主なななな動動動動きについて記載をしております。きについて記載をしております。きについて記載をしております。きについて記載をしております。

３ページは３ページは３ページは３ページは復旧復旧復旧復旧・・・・復復復復興関係の予算興関係の予算興関係の予算興関係の予算概概概概要について要について要について要について取取取取りまとめを行っております。りまとめを行っております。りまとめを行っております。りまとめを行っております。

４ページは４ページは４ページは４ページは避避避避難者難者難者難者のののの仮仮仮仮設設設設住宅住宅住宅住宅のののの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。避避避避難者数難者数難者数難者数はははは寧生寧生寧生寧生２４年１１月１９日２４年１１月１９日２４年１１月１９日２４年１１月１９日

現在で１３９現在で１３９現在で１３９現在で１３９世帯世帯世帯世帯２２２２８８人８８人８８人８８人となっております。となっております。となっております。となっております。

５ページ、５ページ、５ページ、５ページ、避避避避難者難者難者難者のののの推移推移推移推移と今と今と今と今後後後後のののの帰宅帰宅帰宅帰宅予定予定予定予定時期時期時期時期をををを市町村市町村市町村市町村別別別別に記載をしております。９月に記載をしております。９月に記載をしております。９月に記載をしております。９月

にもご報告をにもご報告をにもご報告をにもご報告をささささせていただきましたが、せていただきましたが、せていただきましたが、せていただきましたが、避避避避難者難者難者難者のののの８８８８割割割割以以以以上の方上の方上の方上の方 々々々々に平成２５年度に平成２５年度に平成２５年度に平成２５年度末末末末までにまでにまでにまでに

ごごごご帰宅帰宅帰宅帰宅いただけるいただけるいただけるいただける見見見見込込込込みとなっております。みとなっております。みとなっております。みとなっております。

次に、６ページ、７ページでございますが、次に、６ページ、７ページでございますが、次に、６ページ、７ページでございますが、次に、６ページ、７ページでございますが、避避避避難者難者難者難者のののの多多多多いいいい五條市大五條市大五條市大五條市大塔塔塔塔町町町町辻堂辻堂辻堂辻堂地区、地区、地区、地区、野野野野迫迫迫迫

川川川川村村村村北股北股北股北股地区での地区での地区での地区での取取取取りりりり組組組組みみみみ及び及び及び及び帰宅帰宅帰宅帰宅予定予定予定予定時期時期時期時期を記載しております。を記載しております。を記載しております。を記載しております。両両両両地区とも地区とも地区とも地区とも対対対対策策策策工事の工事の工事の工事の

進進進進捗捗捗捗等を等を等を等を踏踏踏踏ままままええええまして、平成２６年３月まして、平成２６年３月まして、平成２６年３月まして、平成２６年３月末末末末にごにごにごにご帰宅帰宅帰宅帰宅をいただける予定でございます。をいただける予定でございます。をいただける予定でございます。をいただける予定でございます。

８８８８ページは新しいページは新しいページは新しいページは新しい集集集集落落落落づくりのづくりのづくりのづくりの取取取取りりりり組組組組みみみみ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。避避避避難者難者難者難者のののの早期早期早期早期帰宅帰宅帰宅帰宅についてについてについてについて

は、は、は、は、引引引引きききき続続続続きききき最最最最優優優優先先先先課題課題課題課題としてとしてとしてとして取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを進進進進めてまいります。めてまいります。めてまいります。めてまいります。

続続続続きまして、９ページからはきまして、９ページからはきまして、９ページからはきまして、９ページからはイイイインンンンフラフラフラフラ等の等の等の等の復旧状況復旧状況復旧状況復旧状況についてでございます。についてでございます。についてでございます。についてでございます。道路道路道路道路のののの災害災害災害災害

復旧復旧復旧復旧工事は県管理の１２５工事は県管理の１２５工事は県管理の１２５工事は県管理の１２５カカカカ所の記載所の記載所の記載所の記載箇箇箇箇所のうち所のうち所のうち所のうち既既既既に１２０に１２０に１２０に１２０カカカカ所で所で所で所で着着着着工済みでございます。工済みでございます。工済みでございます。工済みでございます。

また、また、また、また、完完完完了了了了箇箇箇箇所も３４所も３４所も３４所も３４カカカカ所となっております。おお所となっております。おお所となっております。おお所となっております。おおむねむねむねむね順調に順調に順調に順調に進進進進捗捗捗捗をしております。をしております。をしております。をしております。

１２ページから１６ページは１２ページから１６ページは１２ページから１６ページは１２ページから１６ページは堆堆堆堆積土積土積土積土砂撤去砂撤去砂撤去砂撤去、、、、大規大規大規大規模模模模崩崩崩崩落へ落へ落へ落へのののの対応対応対応対応、、、、河川河川河川河川・・・・砂砂砂砂防防防防のののの災害復災害復災害復災害復

旧旧旧旧のののの状況状況状況状況をあらわしたものでございまして、をあらわしたものでございまして、をあらわしたものでございまして、をあらわしたものでございまして、河川河川河川河川・・・・砂砂砂砂防防防防のののの災害復旧災害復旧災害復旧災害復旧事業も工事事業も工事事業も工事事業も工事着手着手着手着手が３５が３５が３５が３５

カカカカ所所所所ふふふふええええまして、まして、まして、まして、着手着手着手着手率率率率も９２も９２も９２も９２％％％％となっております。こちらも順調にとなっております。こちらも順調にとなっております。こちらも順調にとなっております。こちらも順調に進進進進捗捗捗捗をしております。をしております。をしております。をしております。

１７ページは１７ページは１７ページは１７ページは五條市大五條市大五條市大五條市大塔塔塔塔町町町町赤谷赤谷赤谷赤谷、、、、十十十十津津津津川川川川村村村村長長長長殿殿殿殿ななななどどどどのののの河河河河道道道道閉塞閉塞閉塞閉塞対対対対策策策策でございます。９月でございます。９月でございます。９月でございます。９月

末末末末のののの台風台風台風台風１７号の１７号の１７号の１７号の影響影響影響影響でででで十十十十津津津津川川川川村村村村栗栗栗栗平の平の平の平の河河河河道道道道閉塞閉塞閉塞閉塞部の一部に部の一部に部の一部に部の一部に侵食侵食侵食侵食ななななどどどどがありましたが、がありましたが、がありましたが、がありましたが、国国国国

によりによりによりにより対対対対策策策策工事が工事が工事が工事が進進進進められております。められております。められております。められております。

２１ページは産業の２１ページは産業の２１ページは産業の２１ページは産業の復復復復興興興興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。企企企企業の業の業の業の再建再建再建再建につきましては、一部につきましては、一部につきましては、一部につきましては、一部再建再建再建再建をしをしをしをし

ていた２事業ていた２事業ていた２事業ていた２事業者者者者がががが廃廃廃廃業となりまして、業となりまして、業となりまして、業となりまして、再建率再建率再建率再建率はははは前前前前回９０回９０回９０回９０．．．．１１１１％％％％と申し上げておりましたが、と申し上げておりましたが、と申し上げておりましたが、と申し上げておりましたが、

そのことからそのことからそのことからそのことから８８８８９９９９．．．．９９９９％％％％、、、、多多多多少少少少減減減減少少少少いたしました。いたしました。いたしました。いたしました。廃廃廃廃業業業業さささされた２業れた２業れた２業れた２業者者者者はいずれもはいずれもはいずれもはいずれも別別別別のののの仕仕仕仕事事事事
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についているとのことでございます。についているとのことでございます。についているとのことでございます。についているとのことでございます。

災害復旧対災害復旧対災害復旧対災害復旧対策策策策資資資資金の金の金の金の貸貸貸貸付付付付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、貸貸貸貸付件付件付件付件数数数数がががが前前前前回の１６０件から１６４件回の１６０件から１６４件回の１６０件から１６４件回の１６０件から１６４件

にににに増増増増加をいたしました。加をいたしました。加をいたしました。加をいたしました。貸貸貸貸付付付付額額額額もももも前前前前回の４３回の４３回の４３回の４３億億億億１１１１，，，，４００４００４００４００万円万円万円万円から４４から４４から４４から４４億億億億１１１１，，，，２００２００２００２００万円万円万円万円

にににに増増増増加をしております。加をしております。加をしております。加をしております。

また、また、また、また、物物物物産産産産展展展展の開の開の開の開催催催催状況状況状況状況につきましては、今回はじめて報告をにつきましては、今回はじめて報告をにつきましては、今回はじめて報告をにつきましては、今回はじめて報告をささささせていただきますが、せていただきますが、せていただきますが、せていただきますが、

紀伊半島大水害紀伊半島大水害紀伊半島大水害紀伊半島大水害によるによるによるによる災害災害災害災害地地地地域域域域のののの生生生生業の支援業の支援業の支援業の支援や風や風や風や風評評評評被害被害被害被害のののの払拭払拭払拭払拭をををを目目目目的に、的に、的に、的に、被災市町村被災市町村被災市町村被災市町村がががが物物物物

産産産産展展展展の開の開の開の開催催催催及び及び及び及び出出出出展展展展するものにするものにするものにするものに対対対対する補助でございます。平成２４年１１月２２日現在で、する補助でございます。平成２４年１１月２２日現在で、する補助でございます。平成２４年１１月２２日現在で、する補助でございます。平成２４年１１月２２日現在で、

１０１０１０１０市町村市町村市町村市町村で３５回開で３５回開で３５回開で３５回開催催催催ををををさささされました。れました。れました。れました。引引引引きききき続続続続きまして事業のきまして事業のきまして事業のきまして事業の再建再建再建再建についてきめについてきめについてきめについてきめ細細細細ややややかなかなかなかな

対応対応対応対応をしてまいりたいとをしてまいりたいとをしてまいりたいとをしてまいりたいと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。

２２ページは２２ページは２２ページは２２ページは観観観観光業の光業の光業の光業の復復復復興興興興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。南南南南部・部・部・部・東東東東部地部地部地部地域域域域のののの宿泊客宿泊客宿泊客宿泊客数数数数のののの動動動動向向向向につきにつきにつきにつき

ましては、記載のましては、記載のましては、記載のましては、記載のグラフグラフグラフグラフのとおり回のとおり回のとおり回のとおり回復復復復傾向傾向傾向傾向をををを示示示示しております。しております。しております。しております。プレミアム宿泊旅プレミアム宿泊旅プレミアム宿泊旅プレミアム宿泊旅行行行行券券券券につにつにつにつ

きましては、１２月分までで１きましては、１２月分までで１きましては、１２月分までで１きましては、１２月分までで１万万万万６６６６，，，，００００００００００００枚枚枚枚がががが既既既既にににに完完完完売売売売するなするなするなするなどどどど順調な順調な順調な順調な販売販売販売販売状況状況状況状況となっとなっとなっとなっ

ております。ております。ております。ております。

２３ページは２３ページは２３ページは２３ページは安安安安全・全・全・全・安安安安心心心心へへへへのののの備備備備ええええでございます。でございます。でございます。でございます。土土土土砂砂砂砂災害災害災害災害警戒情警戒情警戒情警戒情報の発報の発報の発報の発令令令令につきまして、につきまして、につきまして、につきまして、

これまでのこれまでのこれまでのこれまでの暫暫暫暫定基準を定基準を定基準を定基準を見見見見直直直直しまして、平成２４年１１月２７日１３しまして、平成２４年１１月２７日１３しまして、平成２４年１１月２７日１３しまして、平成２４年１１月２７日１３時時時時からからからから通通通通常常常常基準での基準での基準での基準での運運運運

用に用に用に用に戻戻戻戻すことになっております。すことになっております。すことになっております。すことになっております。

続続続続きまして、２４ページはきまして、２４ページはきまして、２４ページはきまして、２４ページは災害時災害時災害時災害時ののののラララライイイイフラフラフラフライイイインのンのンのンの強化強化強化強化についてでございます。今についてでございます。今についてでございます。今についてでございます。今後後後後のののの

災害災害災害災害にににに備備備備ええええ、、、、市町村市町村市町村市町村では県の補助では県の補助では県の補助では県の補助制制制制度を度を度を度を活活活活用し、用し、用し、用し、避避避避難難難難所所所所へへへへのののの非常非常非常非常用用用用電源電源電源電源のののの整整整整備備備備ななななどどどどがががが進進進進めめめめ

られております。また、県ではられております。また、県ではられております。また、県ではられております。また、県では南南南南部地部地部地部地域域域域の出先機関の出先機関の出先機関の出先機関へへへへのののの衛星衛星衛星衛星イイイインターンターンターンターネネネネットットットットのののの整整整整備備備備やややや、、、、大大大大

和路和路和路和路ハハハハイウイウイウイウェェェェイイイイのののの多重化多重化多重化多重化ななななどどどどを行っております。を行っております。を行っております。を行っております。引引引引きききき続続続続きこれらのきこれらのきこれらのきこれらのラララライイイイフラフラフラフライイイインのンのンのンの強化強化強化強化をををを

図図図図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。

２５ページは２５ページは２５ページは２５ページは重重重重点テ点テ点テ点テーーーーママママのののの取取取取りりりり組組組組みみみみ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。今後後後後のののの復復復復興におきまして、地興におきまして、地興におきまして、地興におきまして、地域域域域

産業の産業の産業の産業の復復復復興、興、興、興、観観観観光の光の光の光の復復復復興、興、興、興、福祉福祉福祉福祉のののの充充充充実について実について実について実について重重重重点点点点的に検討を的に検討を的に検討を的に検討を進進進進めめめめ取取取取りりりり組組組組んでいるところんでいるところんでいるところんでいるところ

でございます。でございます。でございます。でございます。

２６ページは２６ページは２６ページは２６ページは重重重重点テ点テ点テ点テーーーーママママのののの観観観観光と光と光と光と福祉福祉福祉福祉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。

２７ページにつきましては、２７ページにつきましては、２７ページにつきましては、２７ページにつきましては、ふふふふるるるるささささとととと復復復復興興興興協力協力協力協力隊隊隊隊についての部分でございます。現在１についての部分でございます。現在１についての部分でございます。現在１についての部分でございます。現在１

５名を５名を５名を５名を市町村市町村市町村市町村にににに配配配配置いたしております。置いたしております。置いたしております。置いたしております。仮仮仮仮設設設設住宅住宅住宅住宅入入入入居居居居者者者者のののの生生生生活活活活支援支援支援支援やややや観観観観光光光光情情情情報の発報の発報の発報の発信信信信ななななどどどど

の業務を行っているところでございます。の業務を行っているところでございます。の業務を行っているところでございます。の業務を行っているところでございます。

最後最後最後最後の２の２の２の２８８８８ページでございますが、ページでございますが、ページでございますが、ページでございますが、復旧復旧復旧復旧・・・・復復復復興関係の興関係の興関係の興関係の政政政政府府府府提案提案提案提案項目項目項目項目の一の一の一の一覧覧覧覧を記載しておを記載しておを記載しておを記載してお

ります。平成２４年１１月１４日から１６日にかけまして、ります。平成２４年１１月１４日から１６日にかけまして、ります。平成２４年１１月１４日から１６日にかけまして、ります。平成２４年１１月１４日から１６日にかけまして、各各各各省庁省庁省庁省庁に提案に提案に提案に提案活活活活動動動動を行いましを行いましを行いましを行いまし
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た。た。た。た。

以以以以上が、上が、上が、上が、復旧復旧復旧復旧・・・・復復復復興の現興の現興の現興の現状状状状とととと取取取取りりりり組組組組みについて、そのみについて、そのみについて、そのみについて、その概概概概略略略略のご説明を申し上げました。のご説明を申し上げました。のご説明を申し上げました。のご説明を申し上げました。

引引引引きききき続続続続きききき復旧復旧復旧復旧・・・・復復復復興に全興に全興に全興に全力力力力をををを挙挙挙挙げてげてげてげて取取取取りりりり組組組組んでまいりたいと思っております。ごんでまいりたいと思っております。ごんでまいりたいと思っております。ごんでまいりたいと思っております。ご意見意見意見意見をおをおをおをお

願いいたします。ありがとうございます。願いいたします。ありがとうございます。願いいたします。ありがとうございます。願いいたします。ありがとうございます。

○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ききき復旧復旧復旧復旧・・・・復復復復興の現興の現興の現興の現状状状状とととと取取取取りりりり組組組組みの農林部所管分についみの農林部所管分についみの農林部所管分についみの農林部所管分につい

てご説明を申し上げます。てご説明を申し上げます。てご説明を申し上げます。てご説明を申し上げます。

１１１１８８８８ページ、農林業関係のページ、農林業関係のページ、農林業関係のページ、農林業関係の復旧状況復旧状況復旧状況復旧状況でございます。農地、農業用でございます。農地、農業用でございます。農地、農業用でございます。農地、農業用施施施施設、林設、林設、林設、林道道道道ななななどどどどがががが被災被災被災被災

しておりますが、しておりますが、しておりますが、しておりますが、復旧復旧復旧復旧工事等、おお工事等、おお工事等、おお工事等、おおむねむねむねむね順調に順調に順調に順調に進進進進んでおります。まず農地ですが、んでおります。まず農地ですが、んでおります。まず農地ですが、んでおります。まず農地ですが、主主主主なななな被被被被

災箇災箇災箇災箇所７４所７４所７４所７４カカカカ所ございました。工事所ございました。工事所ございました。工事所ございました。工事着手着手着手着手済みが７２済みが７２済みが７２済みが７２カカカカ所、うち所、うち所、うち所、うち完完完完了了了了箇箇箇箇所所所所数数数数が４９が４９が４９が４９カカカカ所で所で所で所で着着着着

手手手手率率率率が９７が９７が９７が９７％％％％、、、、完完完完了了了了率率率率が６６が６６が６６が６６％％％％になってございます。それから次に農業用になってございます。それから次に農業用になってございます。それから次に農業用になってございます。それから次に農業用施施施施設（農設（農設（農設（農道道道道・・・・水水水水

路路路路・ため・ため・ため・ため池池池池）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、被災箇被災箇被災箇被災箇所が３５所が３５所が３５所が３５カカカカ所、所、所、所、着手着手着手着手済みが３４済みが３４済みが３４済みが３４カカカカ所、うち所、うち所、うち所、うち完完完完了が２了が２了が２了が２

２２２２カカカカ所となってございます。所となってございます。所となってございます。所となってございます。

１９ページ、林１９ページ、林１９ページ、林１９ページ、林道道道道でございます。でございます。でございます。でございます。被災箇被災箇被災箇被災箇所が１９０所が１９０所が１９０所が１９０カカカカ所ございまして、工事所ございまして、工事所ございまして、工事所ございまして、工事着手着手着手着手済みが済みが済みが済みが

１４０１４０１４０１４０カカカカ所、うち所、うち所、うち所、うち完完完完了が９０了が９０了が９０了が９０カカカカ所で所で所で所で着手着手着手着手率率率率７４７４７４７４％％％％、、、、完完完完了が４７了が４７了が４７了が４７％％％％になっております。それになっております。それになっております。それになっております。それ

から、から、から、から、治治治治山につきましては山につきましては山につきましては山につきましては被災箇被災箇被災箇被災箇所が１０７所が１０７所が１０７所が１０７カカカカ所、所、所、所、着手着手着手着手済みが５９済みが５９済みが５９済みが５９カカカカ所、うち所、うち所、うち所、うち完完完完了が２２了が２２了が２２了が２２

カカカカ所、所、所、所、着手着手着手着手率率率率５５５５５５５５％％％％、、、、完完完完了了了了率率率率が２１が２１が２１が２１％％％％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。

２０ページに２０ページに２０ページに２０ページに復旧状況復旧状況復旧状況復旧状況のののの写真写真写真写真をつけをつけをつけをつけささささせていただいております。せていただいております。せていただいております。せていただいております。少少少少しししし見見見見にくいですけれにくいですけれにくいですけれにくいですけれ

どどどども、も、も、も、被災被災被災被災直直直直後後後後のののの写真写真写真写真と、工事と、工事と、工事と、工事後後後後の現の現の現の現状状状状でございます。農林部といたしましては、県一でございます。農林部といたしましては、県一でございます。農林部といたしましては、県一でございます。農林部といたしましては、県一丸丸丸丸

となってとなってとなってとなって復旧復旧復旧復旧・・・・復復復復興に興に興に興に早期早期早期早期にににに取取取取りりりり組組組組んでいきたいとんでいきたいとんでいきたいとんで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。

続続続続きまして、もう１件、ご報告をきまして、もう１件、ご報告をきまして、もう１件、ご報告をきまして、もう１件、ご報告をささささせていただきたいと思います。経済労働委員会せていただきたいと思います。経済労働委員会せていただきたいと思います。経済労働委員会せていただきたいと思います。経済労働委員会資料資料資料資料

の報告事の報告事の報告事の報告事項項項項というというというという資料資料資料資料でございますけれでございますけれでございますけれでございますけれどどどども、奈良県中も、奈良県中も、奈良県中も、奈良県中央央央央卸売卸売卸売卸売市場市場市場市場の改の改の改の改革革革革についてでござについてでござについてでござについてでござ

います。います。います。います。

まず、１ページ、奈良県中まず、１ページ、奈良県中まず、１ページ、奈良県中まず、１ページ、奈良県中央央央央卸売卸売卸売卸売市場市場市場市場につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、昭昭昭昭和和和和５２年に開設をいたしてお５２年に開設をいたしてお５２年に開設をいたしてお５２年に開設をいたしてお

りますが、りますが、りますが、りますが、以来以来以来以来３５年が経３５年が経３５年が経３５年が経過過過過をいたしております。このをいたしております。このをいたしております。このをいたしております。この間間間間、、、、量販店量販店量販店量販店のののの進進進進出な出な出な出などどどどによりによりによりにより流通流通流通流通

形形形形態が態が態が態が大大大大きくきくきくきく変化変化変化変化し、し、し、し、取取取取扱扱扱扱高も高も高も高も著著著著しくしくしくしく減減減減少少少少してございます。してございます。してございます。してございます。ささささらに今らに今らに今らに今後後後後、本、本、本、本格格格格的な的な的な的な人人人人口口口口減減減減

少少少少やややや他他他他市場市場市場市場との競との競との競との競争激争激争激争激化化化化ななななどどどども予も予も予も予想想想想さささされております。れております。れております。れております。従従従従来ど来ど来ど来どおりの経営おりの経営おりの経営おりの経営手法手法手法手法ではではではでは生生生生きききき残残残残れれれれ

ないというないというないというないという懸念懸念懸念懸念がございます。今がございます。今がございます。今がございます。今後取後取後取後取扱扱扱扱高高高高拡拡拡拡大大大大にににに向向向向けて、けて、けて、けて、消消消消費者費者費者費者ニニニニーーーーズズズズをををを踏踏踏踏ままままええええた事業た事業た事業た事業者者者者

のののの創創創創意意意意あるあるあるある積極積極積極積極的な的な的な的な取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが強強強強くくくく求求求求められております。そのため県におきましては、先められております。そのため県におきましては、先められております。そのため県におきましては、先められております。そのため県におきましては、先

進進進進事例も事例も事例も事例も参考参考参考参考にしながらにしながらにしながらにしながら場内場内場内場内の事業の事業の事業の事業者者者者とととと協協協協議を議を議を議を重ね重ね重ね重ねてまいりました。その結果、事業てまいりました。その結果、事業てまいりました。その結果、事業てまいりました。その結果、事業者者者者とととと

も改も改も改も改革革革革の必要の必要の必要の必要性性性性についてについてについてについて共通共通共通共通認識認識認識認識をををを持持持持つことができましたので、平成２５年度から実行につことができましたので、平成２５年度から実行につことができましたので、平成２５年度から実行につことができましたので、平成２５年度から実行に
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移移移移していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。

そのそのそのその内容内容内容内容ですけれですけれですけれですけれどどどどもももも、、、、（１）県の基本的な（１）県の基本的な（１）県の基本的な（１）県の基本的な取取取取りりりり組組組組みのところでございます。みのところでございます。みのところでございます。みのところでございます。

まずまずまずまず消消消消費者費者費者費者、、、、取取取取引引引引規規規規制制制制のののの見見見見直直直直しが１しが１しが１しが１点点点点目目目目でございます。でございます。でございます。でございます。消消消消費者費者費者費者ニニニニーーーーズズズズをををを踏踏踏踏ままままええええたたたた川下川下川下川下重重重重

視視視視のののの市場市場市場市場にににに転転転転換換換換するためにするためにするためにするために卸売卸売卸売卸売業業業業者者者者が産地からが産地からが産地からが産地から仕仕仕仕入れた入れた入れた入れた青青青青果、果、果、果、水水水水産産産産物物物物、これらを次の、これらを次の、これらを次の、これらを次の仲卸仲卸仲卸仲卸

業業業業者者者者をををを通通通通じてじてじてじて小売小売小売小売業業業業者者者者にににに販売販売販売販売するというのがするというのがするというのがするというのが従従従従来来来来からのからのからのからの取取取取引引引引でございましたが、でございましたが、でございましたが、でございましたが、やややややややや硬直硬直硬直硬直

的になってきたこともございますので、この的になってきたこともございますので、この的になってきたこともございますので、この的になってきたこともございますので、この取取取取引引引引規規規規制制制制をををを見見見見直直直直していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと考え考え考え考えておりまておりまておりまておりま

す。す。す。す。

それから、あわせて２それから、あわせて２それから、あわせて２それから、あわせて２番目番目番目番目、入、入、入、入退去退去退去退去基準の明基準の明基準の明基準の明確化確化確化確化でございまする。でございまする。でございまする。でございまする。活活活活力力力力あるあるあるある健健健健全な全な全な全な市場市場市場市場

形形形形成に成に成に成に向向向向けまして、けまして、けまして、けまして、意欲意欲意欲意欲ある事業ある事業ある事業ある事業者者者者をををを積極積極積極積極的に的に的に的に誘致誘致誘致誘致したり、したり、したり、したり、使使使使用用用用料料料料をををを滞納滞納滞納滞納するなするなするなするなど将来ど将来ど将来ど将来性性性性

がががが見見見見込込込込めないと思われる事業めないと思われる事業めないと思われる事業めないと思われる事業者者者者をををを退去退去退去退去ささささせるための入せるための入せるための入せるための入退去退去退去退去基準を定めまして、事業基準を定めまして、事業基準を定めまして、事業基準を定めまして、事業者者者者に明に明に明に明

示示示示をしていきたいとをしていきたいとをしていきたいと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。

２ページで２ページで２ページで２ページで取取取取引引引引規規規規制制制制のののの見見見見直直直直しのしのしのしの概概概概要を書かせていただいております。要を書かせていただいております。要を書かせていただいております。要を書かせていただいております。

商流商流商流商流というかというかというかというか物物物物のののの流流流流れをれをれをれを矢印矢印矢印矢印で記載しております。上で記載しております。上で記載しております。上で記載しております。上段段段段のののの見見見見直直直直しししし前前前前のののの図図図図でございますけでございますけでございますけでございますけ

れれれれどどどども、も、も、も、生生生生鮮食鮮食鮮食鮮食料料料料品を品を品を品を卸卸卸卸業業業業者者者者がががが生生生生産産産産者者者者、産地等から、産地等から、産地等から、産地等から集集集集荷荷荷荷をして、そしてをして、そしてをして、そしてをして、そして仲卸仲卸仲卸仲卸業業業業者者者者、そして、そして、そして、そして

小売店小売店小売店小売店をををを通通通通じてじてじてじて消消消消費者費者費者費者にににに届届届届けられるというけられるというけられるというけられるという商流商流商流商流がございますが、がございますが、がございますが、がございますが、消消消消費者費者費者費者ニニニニーーーーズズズズが必ずしもが必ずしもが必ずしもが必ずしも

川川川川上、いわ上、いわ上、いわ上、いわゆゆゆゆる産地までる産地までる産地までる産地まで届届届届いていないという現いていないという現いていないという現いていないという現状状状状にございます。にございます。にございます。にございます。下下下下段段段段のののの見見見見直直直直しししし後後後後のののの図図図図でごでごでごでご

ざいますが、ざいますが、ざいますが、ざいますが、川下川下川下川下のののの消消消消費者費者費者費者ニニニニーーーーズズズズにこたにこたにこたにこたええええるるるる市場市場市場市場とするためとするためとするためとするため取取取取引形引形引形引形態の態の態の態の弾弾弾弾力化力化力化力化をををを図図図図っていっていっていってい

こうとこうとこうとこうと考え考え考え考えておりまして、１つておりまして、１つておりまして、１つておりまして、１つ目目目目はははは仲卸仲卸仲卸仲卸業業業業者者者者がががが消消消消費者費者費者費者ののののニニニニーーーーズズズズにこたにこたにこたにこたええええるるるるべべべべくくくく直接直接直接直接生生生生産産産産者者者者、、、、

産地から産地から産地から産地から仕仕仕仕入れる、いわ入れる、いわ入れる、いわ入れる、いわゆゆゆゆるるるる直荷引直荷引直荷引直荷引きときときときと呼呼呼呼んでおりますが、をんでおりますが、をんでおりますが、をんでおりますが、を積極積極積極積極的に的に的に的に推進推進推進推進することをすることをすることをすることを矢矢矢矢

印印印印でででで示示示示してございます。２つしてございます。２つしてございます。２つしてございます。２つ目目目目ですが、ですが、ですが、ですが、卸売卸売卸売卸売業業業業者者者者がががが集集集集荷荷荷荷したしたしたした商商商商品を品を品を品を仲卸仲卸仲卸仲卸業業業業者以外者以外者以外者以外のののの小売小売小売小売事事事事

業業業業者者者者等に等に等に等に直売直売直売直売する、いわする、いわする、いわする、いわゆゆゆゆる第る第る第る第三者三者三者三者販売販売販売販売とととと呼呼呼呼んでおりますが、をんでおりますが、をんでおりますが、をんでおりますが、を積極積極積極積極的に的に的に的に推進推進推進推進するするするする矢印矢印矢印矢印をををを

書いてございます。これらは書いてございます。これらは書いてございます。これらは書いてございます。これらは川下川下川下川下重重重重視視視視のののの市場市場市場市場としてとしてとしてとして消消消消費者費者費者費者ニニニニーーーーズズズズにこたにこたにこたにこたええええるるるる仕仕仕仕組組組組みとしてみとしてみとしてみとして

取取取取扱扱扱扱高の高の高の高の拡拡拡拡大大大大をををを目目目目指していきたいと指していきたいと指していきたいと指していきたいと考え考え考え考えております。それから３つております。それから３つております。それから３つております。それから３つ目目目目、この、この、この、この取取取取引引引引のののの内容内容内容内容でででで

ございますが、県が設置をしておりますございますが、県が設置をしておりますございますが、県が設置をしておりますございますが、県が設置をしております取取取取引引引引委員会というのがございますが、ここでこの委員会というのがございますが、ここでこの委員会というのがございますが、ここでこの委員会というのがございますが、ここでこの

成果を検成果を検成果を検成果を検証証証証しながらしながらしながらしながら消消消消費者費者費者費者ニニニニーーーーズズズズのののの把握把握把握把握とととと適適適適正な正な正な正な取取取取引引引引のののの確確確確保を保を保を保を図図図図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考え考え考え考えておておておてお

ります。ります。ります。ります。

また、１ページまた、１ページまた、１ページまた、１ページ、、、、（２）の事業（２）の事業（２）の事業（２）の事業者者者者と県のと県のと県のと県の個別個別個別個別取取取取りりりり組組組組みについてでございます。今、申しみについてでございます。今、申しみについてでございます。今、申しみについてでございます。今、申し

上げました上げました上げました上げました川下川下川下川下重重重重視視視視のののの取取取取引引引引規規規規制制制制のののの見見見見直直直直しをしをしをしを踏踏踏踏ままままええええまして、４まして、４まして、４まして、４点点点点書いております。書いております。書いております。書いております。取取取取扱扱扱扱高の高の高の高の

拡拡拡拡大大大大、それから２、それから２、それから２、それから２番目番目番目番目に関に関に関に関連棟連棟連棟連棟のののの活性活性活性活性化化化化、これは、これは、これは、これは消消消消費者対応費者対応費者対応費者対応機機機機能能能能を付加していこうというを付加していこうというを付加していこうというを付加していこうという

ものでございます。３ものでございます。３ものでございます。３ものでございます。３点点点点目目目目ががががココココーーーールルルルドドドドチェチェチェチェーン、いわーン、いわーン、いわーン、いわゆゆゆゆる保る保る保る保冷冷冷冷機機機機能能能能ですが、ですが、ですが、ですが、ココココーーーールルルルドドドドチェチェチェチェ
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ーン機ーン機ーン機ーン機能能能能をををを生生生生産から産から産から産から消消消消費費費費までつなげる、そういう機までつなげる、そういう機までつなげる、そういう機までつなげる、そういう機能能能能のののの充充充充実を実を実を実を図図図図っていきたい。それからっていきたい。それからっていきたい。それからっていきたい。それから

４４４４点点点点目目目目が事業が事業が事業が事業者者者者の経営改の経営改の経営改の経営改善善善善のののの取取取取りりりり組組組組み、他み、他み、他み、他市場市場市場市場では合では合では合では合併併併併とかとかとかとか系系系系列列列列化化化化とかいうことで経営改とかいうことで経営改とかいうことで経営改とかいうことで経営改

善善善善にににに取取取取りりりり組組組組まれているところがまれているところがまれているところがまれているところがふふふふええええております。こうしたております。こうしたております。こうしたております。こうした取取取取りりりり組組組組みも支援をしていきたいみも支援をしていきたいみも支援をしていきたいみも支援をしていきたい

とととと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。

これらを今これらを今これらを今これらを今後後後後、、、、積極積極積極積極的な的な的な的な取取取取りりりり組組組組みをみをみをみをさささされるれるれるれる意欲意欲意欲意欲ある事業ある事業ある事業ある事業者者者者、、、、ググググルルルルーーーーププププと実と実と実と実施協施協施協施協定を準定を準定を準定を準備備備備、、、、

結定を結定を結定を結定をささささせていただいて、準せていただいて、準せていただいて、準せていただいて、準備備備備、実行に、実行に、実行に、実行に移移移移していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと考え考え考え考えております。これらております。これらております。これらております。これら個別個別個別個別のののの

取取取取りりりり組組組組みにつきましては、みにつきましては、みにつきましては、みにつきましては、毎毎毎毎年度ごとにその年度ごとにその年度ごとにその年度ごとにその取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの効効効効果等を検果等を検果等を検果等を検証証証証いたしまして改いたしまして改いたしまして改いたしまして改革革革革のののの

実実実実効性効性効性効性がががが確確確確保できているか保できているか保できているか保できているかどどどどうかをうかをうかをうかをＰＰＰＰＤＣＡサＤＣＡサＤＣＡサＤＣＡサイイイイククククルルルルででででチェッチェッチェッチェッククククをしていきたいとをしていきたいとをしていきたいとをしていきたいと考え考え考え考えてててて

ございます。ございます。ございます。ございます。

市場市場市場市場の報告についてはの報告についてはの報告についてはの報告については以以以以上でございます。ご審議のほ上でございます。ご審議のほ上でございます。ご審議のほ上でございます。ご審議のほどどどどよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。

○岡委員長○岡委員長○岡委員長○岡委員長 ただいまの報告、またはその他の事ただいまの報告、またはその他の事ただいまの報告、またはその他の事ただいまの報告、またはその他の事項項項項もももも含含含含めて、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発ご発ご発ご発言言言言願いま願いま願いま願いま

す。す。す。す。

○今井委員○今井委員○今井委員○今井委員 今今今今エネルギエネルギエネルギエネルギーのご報告をいただきまして、新たに県ーのご報告をいただきまして、新たに県ーのご報告をいただきまして、新たに県ーのご報告をいただきまして、新たに県庁庁庁庁内内内内にににに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をををを

所管する所管する所管する所管する組組組組織織織織を設置予定とを設置予定とを設置予定とを設置予定と聞聞聞聞かせていただきまして、かせていただきまして、かせていただきまして、かせていただきまして、大変大変大変大変うれしく思っております。うれしく思っております。うれしく思っております。うれしく思っております。ぜひぜひぜひぜひ

積極積極積極積極的に的に的に的に進進進進めていっていただきたいと思います。めていっていただきたいと思います。めていっていただきたいと思います。めていっていただきたいと思います。

１つは奈良県の木１つは奈良県の木１つは奈良県の木１つは奈良県の木材材材材のののの活活活活用の用の用の用の問題問題問題問題です。です。です。です。公公公公共共共共事業に木事業に木事業に木事業に木材材材材をををを使使使使うことで奈良県でも計うことで奈良県でも計うことで奈良県でも計うことで奈良県でも計画画画画がががが

つけられているのですけれつけられているのですけれつけられているのですけれつけられているのですけれどどどども、も、も、も、公公公公共建共建共建共建築築築築物物物物における奈良の木における奈良の木における奈良の木における奈良の木利利利利用用用用推進推進推進推進方方方方針針針針で現在のとこで現在のとこで現在のとこで現在のとこ

ろはろはろはろは建建建建築築築築物物物物に特に特に特に特化さ化さ化さ化された方れた方れた方れた方針針針針となっているのではないかと思います。いろいろなとなっているのではないかと思います。いろいろなとなっているのではないかと思います。いろいろなとなっているのではないかと思います。いろいろな公公公公共共共共事業事業事業事業

にもっと木をにもっと木をにもっと木をにもっと木を使使使使ううううべべべべきではないかと思うのですけれきではないかと思うのですけれきではないかと思うのですけれきではないかと思うのですけれどどどども、今回の議案でもも、今回の議案でもも、今回の議案でもも、今回の議案でも川川川川上上上上村村村村のののの国国国国道道道道１１１１

６９号の６９号の６９号の６９号の橋橋橋橋のつけかのつけかのつけかのつけかええええのののの問題問題問題問題ななななどどどども上がっております。例も上がっております。例も上がっております。例も上がっております。例えばえばえばえば源流源流源流源流に位置する林業のに位置する林業のに位置する林業のに位置する林業の村村村村でででで

ございますので、そのございますので、そのございますので、そのございますので、その役役役役場場場場にかけるにかけるにかけるにかける橋橋橋橋であれであれであれであればばばばもっともっともっともっと手手手手すりの部分だとかいろいろ工すりの部分だとかいろいろ工すりの部分だとかいろいろ工すりの部分だとかいろいろ工夫夫夫夫をををを

して木がして木がして木がして木が使え使え使え使えないかも研究するないかも研究するないかも研究するないかも研究するべべべべきではないかと思います。きではないかと思います。きではないかと思います。きではないかと思います。

また、今、平また、今、平また、今、平また、今、平城宮跡城宮跡城宮跡城宮跡のののの舗装舗装舗装舗装のののの問題問題問題問題もいろいろ議もいろいろ議もいろいろ議もいろいろ議論論論論になっておりますけれになっておりますけれになっておりますけれになっておりますけれどどどども、奈良県のも、奈良県のも、奈良県のも、奈良県の

森林技術センターで実森林技術センターで実森林技術センターで実森林技術センターで実験験験験さささされました木れました木れました木れました木質質質質チップチップチップチップのののの舗装舗装舗装舗装もももも既既既既にににに具具具具体体体体化さ化さ化さ化されてれてれてれて商商商商品品品品化さ化さ化さ化されていれていれていれてい

るともるともるともるとも聞聞聞聞いております。いております。いております。いております。吸吸吸吸水水水水といいますか、といいますか、といいますか、といいますか、浸透浸透浸透浸透率率率率も高いようなこともも高いようなこともも高いようなこともも高いようなことも聞聞聞聞いております。いております。いております。いております。

今の計今の計今の計今の計画画画画では、では、では、では、土土土土ににににココココンンンンククククリリリリーーーートトトトを４を４を４を４％％％％ままままぜぜぜぜるというるというるというるという舗装舗装舗装舗装で計で計で計で計画画画画ををををさささされておりますけれれておりますけれれておりますけれれておりますけれどどどど

も、も、も、も、専門専門専門専門家家家家のののの意見意見意見意見をををを聞聞聞聞きますと、それだと、がちがちのきますと、それだと、がちがちのきますと、それだと、がちがちのきますと、それだと、がちがちのココココンンンンククククリリリリーーーートトトト舗装舗装舗装舗装になってしまうになってしまうになってしまうになってしまう

ともともともとも聞聞聞聞いておりますので、こうしたことも一つの検討いておりますので、こうしたことも一つの検討いておりますので、こうしたことも一つの検討いておりますので、こうしたことも一つの検討課題課題課題課題に入るのではないかと思います。に入るのではないかと思います。に入るのではないかと思います。に入るのではないかと思います。

また、また、また、また、兵庫兵庫兵庫兵庫県県県県佐佐佐佐用用用用町町町町では今、では今、では今、では今、大大大大型型型型のののの太陽太陽太陽太陽光光光光パパパパネルネルネルネルの設置のの設置のの設置のの設置の際際際際、、、、パパパパネルネルネルネルのののの枠枠枠枠として地として地として地として地元元元元企企企企

業の木業の木業の木業の木枠枠枠枠をををを使使使使うともうともうともうとも聞聞聞聞いておりますし、いておりますし、いておりますし、いておりますし、私私私私の地の地の地の地元元元元ではではではでは王寺駅王寺駅王寺駅王寺駅の長いの長いの長いの長い通通通通路路路路のところに木ののところに木ののところに木ののところに木の手手手手
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すりをつけてほしいというすりをつけてほしいというすりをつけてほしいというすりをつけてほしいという希望希望希望希望ななななどどどどもももも聞聞聞聞いておりまして、いておりまして、いておりまして、いておりまして、住民住民住民住民の方はいろいろなところでの方はいろいろなところでの方はいろいろなところでの方はいろいろなところで

木を木を木を木を使使使使ってほしいという要ってほしいという要ってほしいという要ってほしいという要望望望望もかなりあるのではないかと思います。もかなりあるのではないかと思います。もかなりあるのではないかと思います。もかなりあるのではないかと思います。

ことし、ことし、ことし、ことし、私私私私はお正月にはお正月にはお正月にはお正月にパパパパリリリリに行く機会があって行ってきたのですけれに行く機会があって行ってきたのですけれに行く機会があって行ってきたのですけれに行く機会があって行ってきたのですけれどどどども、も、も、も、非常非常非常非常にににに町町町町中中中中

のののの手手手手すりだとかそれから高すりだとかそれから高すりだとかそれから高すりだとかそれから高速速速速道路道路道路道路の上のの上のの上のの上の土ど土ど土ど土どめとか、いろいろなめとか、いろいろなめとか、いろいろなめとか、いろいろな場場場場所に木が所に木が所に木が所に木が使使使使われておりわれておりわれておりわれており

まして、もっと日本でもこうした木のまして、もっと日本でもこうした木のまして、もっと日本でもこうした木のまして、もっと日本でもこうした木の活活活活用ができないかと用ができないかと用ができないかと用ができないかと非常非常非常非常にににに感感感感じてじてじてじて帰帰帰帰ってきました。ってきました。ってきました。ってきました。

先日、中先日、中先日、中先日、中央自動央自動央自動央自動車車車車道道道道ののののトトトトンンンンネルネルネルネルのののの天天天天井の井の井の井の崩崩崩崩落落落落事事事事故故故故がありましたけれがありましたけれがありましたけれがありましたけれどどどども、これまでも、これまでも、これまでも、これまでココココンンンン

ククククリリリリーーーートトトトでつくられてきたでつくられてきたでつくられてきたでつくられてきた構構構構造造造造物物物物が５０年が５０年が５０年が５０年ぐぐぐぐらいたってくると、いろいろなところでらいたってくると、いろいろなところでらいたってくると、いろいろなところでらいたってくると、いろいろなところで寿命寿命寿命寿命

がががが来来来来ているというているというているというているという状況状況状況状況がががが起起起起きてきます。きてきます。きてきます。きてきます。人人人人口は口は口は口は減減減減少少少少して予算もして予算もして予算もして予算も減減減減少少少少していく、そういうとしていく、そういうとしていく、そういうとしていく、そういうと

きにきにきにきに初期初期初期初期の経の経の経の経費費費費だけで木だけで木だけで木だけで木造造造造とととと鉄筋鉄筋鉄筋鉄筋ココココンンンンククククリリリリーーーートトトトをををを比べ比べ比べ比べるのではなく、そのるのではなく、そのるのではなく、そのるのではなく、その後後後後ののののメメメメンンンンテテテテナナナナンンンン

ススススとかとかとかとか解解解解体、そうしたことも体、そうしたことも体、そうしたことも体、そうしたことも考え考え考え考えて、例て、例て、例て、例えばえばえばえば木を木を木を木を使使使使うことでうことでうことでうことで修修修修理が必要なその部分だけ理が必要なその部分だけ理が必要なその部分だけ理が必要なその部分だけ交交交交

換換換換すれすれすれすればばばば維維維維持持持持ができるということにもなりますので、今ができるということにもなりますので、今ができるということにもなりますので、今ができるということにもなりますので、今後後後後社会的に必要な社会的に必要な社会的に必要な社会的に必要なささささまざまなものまざまなものまざまなものまざまなもの

にもっと木をにもっと木をにもっと木をにもっと木を使使使使うことにうことにうことにうことに大変重大変重大変重大変重要な要な要な要な意意意意味味味味があるのではないかと思っております。があるのではないかと思っております。があるのではないかと思っております。があるのではないかと思っております。

そのそのそのその点点点点で、奈良県で木で、奈良県で木で、奈良県で木で、奈良県で木材材材材のののの活活活活用、用、用、用、具具具具体的に体的に体的に体的にどどどどのようにのようにのようにのようにさささされようとしているのか、また、れようとしているのか、また、れようとしているのか、また、れようとしているのか、また、

このこのこのこの利利利利用方用方用方用方針針針針をををを見見見見ましたら、必要にましたら、必要にましたら、必要にましたら、必要に応応応応じてじてじてじて見見見見直直直直しを行うとしを行うとしを行うとしを行うと掲掲掲掲げておりますけれげておりますけれげておりますけれげておりますけれどどどども、それも、それも、それも、それ

についての検討がについての検討がについての検討がについての検討がどどどどのようになっているのか、そののようになっているのか、そののようになっているのか、そののようになっているのか、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尋ね尋ね尋ね尋ねをしたいと思います。をしたいと思います。をしたいと思います。をしたいと思います。

それから、それから、それから、それから、川川川川上上上上村村村村迫迫迫迫のののの崩崩崩崩落落落落のところですけれのところですけれのところですけれのところですけれどどどども、木が立ったままですも、木が立ったままですも、木が立ったままですも、木が立ったままですべべべべててててダダダダムムムム湖湖湖湖にににに沈沈沈沈

んでいったということで、現んでいったということで、現んでいったということで、現んでいったということで、現状状状状はははは仮仮仮仮説の説の説の説の橋橋橋橋がかかってておりますけれがかかってておりますけれがかかってておりますけれがかかってておりますけれどどどども、山はも、山はも、山はも、山は土土土土のままのままのままのまま

になっております。になっております。になっております。になっております。

崩崩崩崩落落落落のののの直直直直後後後後に現地に行ったのですけれに現地に行ったのですけれに現地に行ったのですけれに現地に行ったのですけれどどどども、も、も、も、村村村村のののの人人人人たちが２、３たちが２、３たちが２、３たちが２、３人人人人で一で一で一で一生生生生懸懸懸懸命命命命崩崩崩崩れたとれたとれたとれたと

ころのころのころのころの土土土土の上をの上をの上をの上を歩歩歩歩いて、いて、いて、いて、何何何何かをかをかをかを探探探探しているしているしているしている姿姿姿姿に会いました。に会いました。に会いました。に会いました。何何何何をををを探探探探しているのですかとおしているのですかとおしているのですかとおしているのですかとお

尋ね尋ね尋ね尋ねしましたら、もともとしましたら、もともとしましたら、もともとしましたら、もともとダダダダムムムムがががが沈沈沈沈む前む前む前む前にににに村村村村でででで大切大切大切大切にににに祭祭祭祭ってきたお地ってきたお地ってきたお地ってきたお地蔵蔵蔵蔵ささささんがありまして、んがありまして、んがありまして、んがありまして、

そのお地そのお地そのお地そのお地蔵蔵蔵蔵ささささんも一んも一んも一んも一緒緒緒緒に高に高に高に高台台台台にににに移転移転移転移転をしたようです。そして、をしたようです。そして、をしたようです。そして、をしたようです。そして、移転移転移転移転したお地したお地したお地したお地蔵蔵蔵蔵ささささんはんはんはんは橋橋橋橋のののの

たもとのところにたもとのところにたもとのところにたもとのところに大大大大事に事に事に事に村村村村のののの人人人人たちがおたちがおたちがおたちがお祭祭祭祭りをしていたのですけれりをしていたのですけれりをしていたのですけれりをしていたのですけれどどどども、今回、も、今回、も、今回、も、今回、物物物物すごいすごいすごいすごい

事事事事故故故故だったのにだったのにだったのにだったのに亡亡亡亡くなった方もけがくなった方もけがくなった方もけがくなった方もけが人人人人も一も一も一も一人人人人も出なかったのはお地も出なかったのはお地も出なかったのはお地も出なかったのはお地蔵蔵蔵蔵様様様様がががが身身身身がわりになっがわりになっがわりになっがわりになっ

て助けてくれたのではないかと。だから、て助けてくれたのではないかと。だから、て助けてくれたのではないかと。だから、て助けてくれたのではないかと。だから、どどどどうしてもうしてもうしてもうしても捜捜捜捜し出しておし出しておし出しておし出してお祭祭祭祭りをしたいのだといりをしたいのだといりをしたいのだといりをしたいのだとい

うううう気持気持気持気持ちをちをちをちを聞聞聞聞かせていただきました。そこにかせていただきました。そこにかせていただきました。そこにかせていただきました。そこに来来来来ておられた工事のておられた工事のておられた工事のておられた工事の人人人人には、には、には、には、村村村村のののの人人人人たちがたちがたちがたちが大大大大

切切切切にしているお地にしているお地にしているお地にしているお地蔵蔵蔵蔵ささささんがもしんがもしんがもしんがもし見見見見つかったらつかったらつかったらつかったらぜひぜひぜひぜひ取取取取っておいてくだっておいてくだっておいてくだっておいてくだささささいとお願いはしてきいとお願いはしてきいとお願いはしてきいとお願いはしてき

たのですけれたのですけれたのですけれたのですけれどどどども、も、も、も、何何何何しろしろしろしろダダダダムムムムの中までかなりのの中までかなりのの中までかなりのの中までかなりの土土土土が入りましたので、とてもそれがが入りましたので、とてもそれがが入りましたので、とてもそれがが入りましたので、とてもそれが見見見見つつつつ

かるというかるというかるというかるという状況状況状況状況ではないのだろうと思います。ではないのだろうと思います。ではないのだろうと思います。ではないのだろうと思います。

今、奈良県で美しい今、奈良県で美しい今、奈良県で美しい今、奈良県で美しい紅葉紅葉紅葉紅葉ななななどどどど植植植植林をいろいろしようという計林をいろいろしようという計林をいろいろしようという計林をいろいろしようという計画画画画をしているとをしているとをしているとをしていると聞聞聞聞いていまいていまいていまいていま
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すけれすけれすけれすけれどどどども、例も、例も、例も、例えばえばえばえばそこの山のところにそこの山のところにそこの山のところにそこの山のところに秋秋秋秋になったらお地になったらお地になったらお地になったらお地蔵蔵蔵蔵ささささんのんのんのんの姿姿姿姿がががが浮浮浮浮かんでくるようかんでくるようかんでくるようかんでくるよう

なななな植樹植樹植樹植樹ができれができれができれができればばばばいいのではないかと思っておりまして、いいのではないかと思っておりまして、いいのではないかと思っておりまして、いいのではないかと思っておりまして、前前前前のののの村村村村長にもそのお長にもそのお長にもそのお長にもそのお話話話話をしましをしましをしましをしまし

たらたらたらたら大変大変大変大変喜喜喜喜んで、それはんで、それはんで、それはんで、それは大大大大賛賛賛賛成だと成だと成だと成だと言言言言っていただきました。今っていただきました。今っていただきました。今っていただきました。今後後後後まだまだ工事は先のまだまだ工事は先のまだまだ工事は先のまだまだ工事は先の話話話話だだだだ

と思うのですけれと思うのですけれと思うのですけれと思うのですけれどどどどももももぜひぜひぜひぜひそうしたことが、そうしたことが、そうしたことが、そうしたことが、具具具具体体体体化化化化できるようになっていけできるようになっていけできるようになっていけできるようになっていけばばばば、その、その、その、その後後後後のののの

皆皆皆皆ささささんの思いだとか、んの思いだとか、んの思いだとか、んの思いだとか、ダダダダムムムムをををを祭祭祭祭ってくれているようなそのってくれているようなそのってくれているようなそのってくれているようなその姿姿姿姿だとか、一つのだとか、一つのだとか、一つのだとか、一つのスススストトトトーーーーリリリリーにーにーにーに

なってなってなってなって観観観観光にもなるのではないかとも思います。そうしたものも光にもなるのではないかとも思います。そうしたものも光にもなるのではないかとも思います。そうしたものも光にもなるのではないかとも思います。そうしたものもぜひぜひぜひぜひ検討をいただけたら検討をいただけたら検討をいただけたら検討をいただけたら

と思っておりますので、要と思っておりますので、要と思っておりますので、要と思っておりますので、要望望望望とととと意見意見意見意見ということでということでということでということで言言言言わせていただきたいと思います。わせていただきたいと思います。わせていただきたいと思います。わせていただきたいと思います。

それから、ずっとこのそれから、ずっとこのそれから、ずっとこのそれから、ずっとこの間間間間、、、、質問質問質問質問してきましたしてきましたしてきましたしてきましたＥＣＥＣＥＣＥＣココココーーーーディディディディネネネネーターのーターのーターのーターの話話話話です。です。です。です。最終最終最終最終的な的な的な的な

返還返還返還返還の金の金の金の金額額額額、、、、幾幾幾幾らららら返還返還返還返還ををををささささせたのか、せたのか、せたのか、せたのか、延延延延滞滞滞滞金は金は金は金は幾幾幾幾らで、それはだれがらで、それはだれがらで、それはだれがらで、それはだれが負担負担負担負担しているのか。しているのか。しているのか。しているのか。

そのあたりの県のそのあたりの県のそのあたりの県のそのあたりの県の最終最終最終最終的な処理結果についてお的な処理結果についてお的な処理結果についてお的な処理結果についてお尋ね尋ね尋ね尋ねをしたいと思います。をしたいと思います。をしたいと思います。をしたいと思います。

○岡野奈良の木ブランド課長○岡野奈良の木ブランド課長○岡野奈良の木ブランド課長○岡野奈良の木ブランド課長 公公公公共共共共事業等事業等事業等事業等へへへへの県産の県産の県産の県産材材材材のののの利利利利用な用な用な用などどどどについてのごについてのごについてのごについてのご質問質問質問質問がござがござがござがござ

いましたので、おいましたので、おいましたので、おいましたので、お答えさ答えさ答えさ答えさせていただきます。せていただきます。せていただきます。せていただきます。

まず、今井委員からのごまず、今井委員からのごまず、今井委員からのごまず、今井委員からのご質問質問質問質問の中で、の中で、の中で、の中で、公公公公共建共建共建共建築築築築物物物物における奈良の木のにおける奈良の木のにおける奈良の木のにおける奈良の木の利利利利用用用用推進推進推進推進方方方方針針針針の中の中の中の中

でででで建建建建物物物物優優優優先になっているのではないかというご指先になっているのではないかというご指先になっているのではないかというご指先になっているのではないかというご指摘摘摘摘がございました。がございました。がございました。がございました。ややややはりはりはりはり建建建建物物物物はははは利利利利用用用用量量量量

がががが多多多多くなりますのでくなりますのでくなりますのでくなりますので建建建建物物物物のところはのところはのところはのところはメメメメーンに書いておりますけれーンに書いておりますけれーンに書いておりますけれーンに書いておりますけれどどどども、この中でもも、この中でもも、この中でもも、この中でも建建建建築築築築物物物物

以外以外以外以外へへへへの奈良の木のの奈良の木のの奈良の木のの奈良の木の利利利利用の用の用の用の推進推進推進推進を位置づけております。例を位置づけております。例を位置づけております。例を位置づけております。例えば公えば公えば公えば公共共共共工事の工工事の工工事の工工事の工作作作作物物物物、工事用、工事用、工事用、工事用

のののの資資資資材材材材についてのについてのについてのについての利利利利用を用を用を用を図図図図っていきましっていきましっていきましっていきましょょょょうというものであったり、県産うというものであったり、県産うというものであったり、県産うというものであったり、県産材材材材をををを原料原料原料原料としたとしたとしたとした

備備備備品とか品とか品とか品とか消消消消耗耗耗耗品についても品についても品についても品についても利利利利用用用用拡拡拡拡大大大大をををを図図図図っていきましっていきましっていきましっていきましょょょょうというものでございます。うというものでございます。うというものでございます。うというものでございます。

その中でその中でその中でその中で公公公公共共共共工事における工工事における工工事における工工事における工作作作作物や物や物や物や工事用工事用工事用工事用資資資資材材材材でのでのでのでの積極積極積極積極的な的な的な的な利利利利用に用に用に用に向向向向けまして、県ではけまして、県ではけまして、県ではけまして、県では

農林部と農林部と農林部と農林部と土土土土木部の関係木部の関係木部の関係木部の関係課課課課でででで構構構構成成成成さささされましたれましたれましたれました公公公公共共共共事業等に係る事業等に係る事業等に係る事業等に係る間間間間伐材伐材伐材伐材のののの利活利活利活利活用検討会を設け用検討会を設け用検討会を設け用検討会を設け

ておりまして、その中で県産ておりまして、その中で県産ておりまして、その中で県産ておりまして、その中で県産材材材材をををを利利利利用する工用する工用する工用する工種種種種のののの選選選選定でありますとか、技術的定でありますとか、技術的定でありますとか、技術的定でありますとか、技術的課題課題課題課題の検討の検討の検討の検討

ななななどどどどを行っているところでございます。平成２３年度におきましても、を行っているところでございます。平成２３年度におきましても、を行っているところでございます。平成２３年度におきましても、を行っているところでございます。平成２３年度におきましても、治治治治山事業におきま山事業におきま山事業におきま山事業におきま

してしてしてして谷谷谷谷どどどどめ工事め工事め工事め工事や土どや土どや土どや土どめ工、それから林め工、それから林め工、それから林め工、それから林道道道道事業におきまして事業におきまして事業におきまして事業におきまして型型型型枠枠枠枠や防や防や防や防護護護護ささささくくくくへへへへのののの利活利活利活利活用を用を用を用を

図図図図っているものでございます。っているものでございます。っているものでございます。っているものでございます。

木木木木材材材材はもともとはもともとはもともとはもともと軽軽軽軽量量量量で加工がで加工がで加工がで加工が容易容易容易容易でありまして、でありまして、でありまして、でありまして、周辺周辺周辺周辺のののの景景景景観観観観にもなじみにもなじみにもなじみにもなじみややややすいといったすいといったすいといったすいといった

利点利点利点利点がありますけれがありますけれがありますけれがありますけれどどどども、も、も、も、ややややはりはりはりはり天天天天然然然然のののの生物生物生物生物材材材材料料料料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腐腐腐腐りりりりややややすいという欠すいという欠すいという欠すいという欠点点点点がががが

ありまして、これまでありまして、これまでありまして、これまでありまして、これまで利利利利用できる工用できる工用できる工用できる工種種種種がががが非常非常非常非常にににに限限限限られたものであったわけでございます。られたものであったわけでございます。られたものであったわけでございます。られたものであったわけでございます。

委員からもいろいろな事例を上げられましたけれ委員からもいろいろな事例を上げられましたけれ委員からもいろいろな事例を上げられましたけれ委員からもいろいろな事例を上げられましたけれどどどども、も、も、も、最最最最近近近近になりましてになりましてになりましてになりまして防防防防腐腐腐腐加工技術が加工技術が加工技術が加工技術が

かなり発かなり発かなり発かなり発達達達達してきておりまして、してきておりまして、してきておりまして、してきておりまして、利利利利用用用用拡拡拡拡大大大大がががが期期期期待待待待できることとなっております。こうしたできることとなっております。こうしたできることとなっております。こうしたできることとなっております。こうした

中、本県におきましても先中、本県におきましても先中、本県におきましても先中、本県におきましても先進進進進事例等を事例等を事例等を事例等を広広広広く研究して、経済く研究して、経済く研究して、経済く研究して、経済性性性性とととと耐久耐久耐久耐久性性性性を検を検を検を検証証証証しながらしながらしながらしながら利利利利用用用用
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拡拡拡拡大大大大にににに努努努努めていきたいと思っております。めていきたいと思っております。めていきたいと思っております。めていきたいと思っております。

それともう一つ、それともう一つ、それともう一つ、それともう一つ、ウウウウッッッッドドドドチップチップチップチップのののの舗装舗装舗装舗装のののの話話話話が出ておりましたけれが出ておりましたけれが出ておりましたけれが出ておりましたけれどどどども、このも、このも、このも、このウウウウッッッッドドドドチッチッチッチッ

ププププのののの舗装舗装舗装舗装につきましては、委員おにつきましては、委員おにつきましては、委員おにつきましては、委員お述述述述べべべべのとおりのとおりのとおりのとおりククククッッッッシシシショョョョンンンン性性性性がありましてがありましてがありましてがありまして透透透透水水水水性性性性にすにすにすにすぐぐぐぐれれれれ

て、て、て、て、歩歩歩歩道や道や道や道や沿沿沿沿道道道道、そういったものに、そういったものに、そういったものに、そういったものに適適適適しているという事例も出てきております。ただ、しているという事例も出てきております。ただ、しているという事例も出てきております。ただ、しているという事例も出てきております。ただ、施施施施

工工工工単単単単価かなり高くなっておるということでございますので、工価かなり高くなっておるということでございますので、工価かなり高くなっておるということでございますので、工価かなり高くなっておるということでございますので、工法法法法のののの選選選選定に当たりましては、定に当たりましては、定に当たりましては、定に当たりましては、

事業事業事業事業効効効効果な果な果な果など十ど十ど十ど十分な検分な検分な検分な検証証証証が必要かと思っております。が必要かと思っております。が必要かと思っております。が必要かと思っております。

それから、方それから、方それから、方それから、方針針針針をををを見見見見直直直直すと書いてあるではないかということでございますけれすと書いてあるではないかということでございますけれすと書いてあるではないかということでございますけれすと書いてあるではないかということでございますけれどどどども、こも、こも、こも、こ

の方の方の方の方針針針針は、ことしの３月には、ことしの３月には、ことしの３月には、ことしの３月に策策策策定しております。これからこの方定しております。これからこの方定しております。これからこの方定しております。これからこの方針針針針にににに従従従従いましていろいろないましていろいろないましていろいろないましていろいろな

建建建建物物物物ができてくると思いますけれができてくると思いますけれができてくると思いますけれができてくると思いますけれどどどども、この方も、この方も、この方も、この方針針針針に基づきまして奈良の木のに基づきまして奈良の木のに基づきまして奈良の木のに基づきまして奈良の木の利利利利用用用用推進協推進協推進協推進協議議議議

会という会という会という会という推進組推進組推進組推進組織織織織を設けております。これはを設けております。これはを設けております。これはを設けております。これは建建建建築築築築部部部部門門門門の方の方の方の方や土や土や土や土木、農林の職員が入って木、農林の職員が入って木、農林の職員が入って木、農林の職員が入ってやややや

っておりますけれっておりますけれっておりますけれっておりますけれどどどども、こういった中でいろいろな事例の検も、こういった中でいろいろな事例の検も、こういった中でいろいろな事例の検も、こういった中でいろいろな事例の検証証証証を行いまして改良すを行いまして改良すを行いまして改良すを行いまして改良すべべべべきききき点点点点

はないかとか新たにこういうところにはないかとか新たにこういうところにはないかとか新たにこういうところにはないかとか新たにこういうところに使え使え使え使えるのではないか、こういった議るのではないか、こういった議るのではないか、こういった議るのではないか、こういった議論論論論をして必要にをして必要にをして必要にをして必要に

応応応応じてじてじてじて見見見見直直直直しも行っていきたいと思っています。しも行っていきたいと思っています。しも行っていきたいと思っています。しも行っていきたいと思っています。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。

○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 ＥＣＥＣＥＣＥＣココココーーーーディディディディネネネネーターについてご回ーターについてご回ーターについてご回ーターについてご回答答答答を申し上げます。を申し上げます。を申し上げます。を申し上げます。

ご指ご指ご指ご指摘摘摘摘、ご、ご、ご、ご質問質問質問質問いただいておりました平成２２年度いただいておりました平成２２年度いただいておりました平成２２年度いただいておりました平成２２年度及び及び及び及び平成２３年度の当平成２３年度の当平成２３年度の当平成２３年度の当該該該該事業におき事業におき事業におき事業におき

まして、本まして、本まして、本まして、本来来来来経経経経費費費費としてはとしてはとしてはとしては認認認認められない支出がめられない支出がめられない支出がめられない支出が確認さ確認さ確認さ確認されましたことから、事業れましたことから、事業れましたことから、事業れましたことから、事業者者者者にににに対対対対してしてしてして

過払過払過払過払いいいい額額額額のののの返還並返還並返還並返還並びびびびにににに返還返還返還返還金に関する金に関する金に関する金に関する利利利利息息息息の支の支の支の支払払払払いをいをいをいを求求求求めたところでございます。めたところでございます。めたところでございます。めたところでございます。

そこでそこでそこでそこで返還返還返還返還金金金金額額額額とととと返還返還返還返還金に関する金に関する金に関する金に関する利利利利息息息息の金の金の金の金額額額額ですけれですけれですけれですけれどどどども、も、も、も、法対象外法対象外法対象外法対象外の経の経の経の経費費費費としてとしてとしてとして返還返還返還返還

請請請請求求求求しましたしましたしましたしました額額額額は７１は７１は７１は７１万８，８万８，８万８，８万８，８９３９３９３９３円円円円、、、、利利利利息息息息としまして支としまして支としまして支としまして支払払払払いをいをいをいを求求求求めためためためた額額額額は２は２は２は２万万万万５５５５，，，，７４７４７４７４

８円８円８円８円、こちらは事業、こちらは事業、こちらは事業、こちらは事業者者者者のののの負担負担負担負担となっております。１０月３１日までにとなっております。１０月３１日までにとなっております。１０月３１日までにとなっております。１０月３１日までに収納収納収納収納をををを確認確認確認確認したとこしたとこしたとこしたとこ

ろでございます。ろでございます。ろでございます。ろでございます。

当当当当該該該該事業は事業は事業は事業は厚厚厚厚生生生生労働労働労働労働省省省省がががが創創創創成した成した成した成したふふふふるるるるささささと雇用と雇用と雇用と雇用再再再再生生生生特特特特別別別別基金により実基金により実基金により実基金により実施施施施した事業でござした事業でござした事業でござした事業でござ

います。今回います。今回います。今回います。今回収納収納収納収納したしたしたした返還返還返還返還金金金金並並並並びびびびにににに利利利利息息息息につきましては現在につきましては現在につきましては現在につきましては現在厚厚厚厚生生生生労働労働労働労働省省省省にににに返還返還返還返還する準する準する準する準備備備備をををを

行っているところでございまして、年度行っているところでございまして、年度行っているところでございまして、年度行っているところでございまして、年度内内内内にはにはにはには返還返還返還返還をををを終え終え終え終えるるるる見見見見込込込込みとなっております。みとなっております。みとなっております。みとなっております。以以以以

上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○岡委員長○岡委員長○岡委員長○岡委員長 ささささっきのお地っきのお地っきのお地っきのお地蔵蔵蔵蔵ささささんのんのんのんの話話話話についてについてについてについて何何何何かかかか答弁答弁答弁答弁ないですか。ないですか。ないですか。ないですか。景景景景観観観観のののの話話話話になるのでになるのでになるのでになるので

すけれすけれすけれすけれどどどど、お、お、お、お考え考え考え考えがあれがあれがあれがあればばばば。。。。

農林部長、一農林部長、一農林部長、一農林部長、一言言言言お願いします。お願いします。お願いします。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 今、地す今、地す今、地す今、地すべべべべり工事をり工事をり工事をり工事をややややっているのは、ご案っているのは、ご案っているのは、ご案っているのは、ご案内内内内のとおりのとおりのとおりのとおり土土土土木部で所管して木部で所管して木部で所管して木部で所管して

いただいています。その工事のいただいています。その工事のいただいています。その工事のいただいています。その工事の状況状況状況状況をををを見見見見ながら地ながら地ながら地ながら地元元元元の方の願いとかの方の願いとかの方の願いとかの方の願いとか希望希望希望希望とかをとかをとかをとかを役役役役場場場場をををを通通通通じじじじ
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て、今て、今て、今て、今村村村村長が長が長が長が変変変変わられていますけれわられていますけれわられていますけれわられていますけれどどどども、新しいも、新しいも、新しいも、新しい村村村村長にも長にも長にも長にも話話話話をををを聞聞聞聞きながらきながらきながらきながらどどどどういうういうういうういう対応対応対応対応がががが

できるのか、よりよくなれできるのか、よりよくなれできるのか、よりよくなれできるのか、よりよくなればばばば一一一一番番番番いいのかと思いますし、県の農林部で所管しているのはいいのかと思いますし、県の農林部で所管しているのはいいのかと思いますし、県の農林部で所管しているのはいいのかと思いますし、県の農林部で所管しているのは

森林を森林を森林を森林を整整整整備備備備していくときのしていくときのしていくときのしていくときの眺眺眺眺望望望望ということで、いわということで、いわということで、いわということで、いわゆゆゆゆるるるる彩彩彩彩り事業、り事業、り事業、り事業、植栽植栽植栽植栽事業を事業を事業を事業をややややっておりっておりっておりっており

ますけれますけれますけれますけれどどどども、その事業の中でそういうものはも、その事業の中でそういうものはも、その事業の中でそういうものはも、その事業の中でそういうものは取取取取り入れてり入れてり入れてり入れてふふふふささささわしいかわしいかわしいかわしいかどどどどうかを検討して、うかを検討して、うかを検討して、うかを検討して、

可可可可能能能能なななな限限限限りりりり対応対応対応対応できれできれできれできればばばばと思います。と思います。と思います。と思います。以以以以上です。上です。上です。上です。

○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。

もう一もう一もう一もう一点点点点、、、、聞聞聞聞こうと思ってこうと思ってこうと思ってこうと思って忘忘忘忘れていたことがあります。れていたことがあります。れていたことがあります。れていたことがあります。最最最最低賃低賃低賃低賃金のことでお金のことでお金のことでお金のことでお尋ね尋ね尋ね尋ねしたいしたいしたいしたい

のですけれのですけれのですけれのですけれどどどども、も、も、も、最最最最低賃低賃低賃低賃金がことし改正金がことし改正金がことし改正金がことし改正さささされまして、奈良県はれまして、奈良県はれまして、奈良県はれまして、奈良県は８円８円８円８円上がりまして６９９上がりまして６９９上がりまして６９９上がりまして６９９円円円円

になっています。になっています。になっています。になっています。大大大大阪阪阪阪府府府府はははは８８８８００００００００円円円円になりまして、になりまして、になりまして、になりまして、前前前前回のときは奈良県が６９１回のときは奈良県が６９１回のときは奈良県が６９１回のときは奈良県が６９１円円円円、、、、大大大大阪阪阪阪

府府府府が７７９が７７９が７７９が７７９円円円円で、で、で、で、前前前前回は回は回は回は大大大大阪阪阪阪府府府府とととと８８円８８円８８円８８円のののの差差差差だったのですけれだったのですけれだったのですけれだったのですけれどどどども、今回は１０１も、今回は１０１も、今回は１０１も、今回は１０１円円円円で改で改で改で改

定のた定のた定のた定のたびびびびに地に地に地に地域間格域間格域間格域間格差差差差がががが広広広広がっているがっているがっているがっている状況状況状況状況がががが起起起起こっております。今、こっております。今、こっております。今、こっております。今、時時時時給給給給１１１１，，，，００００００００００００円円円円にににに

ということがということがということがということが非常非常非常非常にににに言言言言われておりまして、われておりまして、われておりまして、われておりまして、国国国国でも全でも全でも全でも全国国国国平平平平均均均均１１１１，，，，００００００００００００円円円円をををを目目目目指すことが指すことが指すことが指すことが目目目目

標標標標ににににさささされているのですけれれているのですけれれているのですけれれているのですけれどどどども、も、も、も、国国国国ではではではでは最最最最低賃低賃低賃低賃金の金の金の金の引引引引き上げにき上げにき上げにき上げに向向向向けた中けた中けた中けた中小企小企小企小企業の支援業の支援業の支援業の支援策策策策にににに

ついては、２０２０年までのできるだけついては、２０２０年までのできるだけついては、２０２０年までのできるだけついては、２０２０年までのできるだけ早早早早いいいい時期時期時期時期に全に全に全に全国国国国最最最最低低低低８８８８００００００００円円円円をををを確確確確保し、保し、保し、保し、景景景景気状況気状況気状況気状況

にににに配配配配慮慮慮慮しつつ全しつつ全しつつ全しつつ全国国国国平平平平均均均均１１１１，，，，００００００００００００円円円円をををを目目目目指すことが指すことが指すことが指すことが目目目目標標標標ということで、そうした中ということで、そうした中ということで、そうした中ということで、そうした中小企小企小企小企業業業業

を支援するを支援するを支援するを支援する政政政政策策策策をををを始始始始めておりますけれめておりますけれめておりますけれめておりますけれどどどども、実も、実も、実も、実際際際際、奈良県で、奈良県で、奈良県で、奈良県でどどどどれれれれぐぐぐぐらいらいらいらい活活活活用用用用さささされているのれているのれているのれているの

か、そのか、そのか、そのか、その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かせをいただきたいと思います。かせをいただきたいと思います。かせをいただきたいと思います。かせをいただきたいと思います。

○加納雇用労政課長○加納雇用労政課長○加納雇用労政課長○加納雇用労政課長 今井委員からお今井委員からお今井委員からお今井委員からお尋ね尋ね尋ね尋ねのののの最最最最低賃低賃低賃低賃金ですけれ金ですけれ金ですけれ金ですけれどどどども、今おっしも、今おっしも、今おっしも、今おっしゃゃゃゃっていたっていたっていたっていた

だいたように奈良県のだいたように奈良県のだいたように奈良県のだいたように奈良県の最最最最低賃低賃低賃低賃金は平成２４年１０月６日から６９９金は平成２４年１０月６日から６９９金は平成２４年１０月６日から６９９金は平成２４年１０月６日から６９９円円円円となっております。となっております。となっております。となっております。

これは、先ほこれは、先ほこれは、先ほこれは、先ほどどどどおっしおっしおっしおっしゃゃゃゃっていた６９１っていた６９１っていた６９１っていた６９１円円円円から上がっております。これについてから上がっております。これについてから上がっております。これについてから上がっております。これについて国国国国といたといたといたといた

しましては、先ほしましては、先ほしましては、先ほしましては、先ほどどどど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２０２０年度までにできるっていただいたように２０２０年度までにできるっていただいたように２０２０年度までにできるっていただいたように２０２０年度までにできる限限限限りりりり早期早期早期早期にににに

全全全全国国国国最最最最低低低低でででで８８８８００００００００円円円円をををを確確確確保すると、その保すると、その保すると、その保すると、その際際際際には当には当には当には当然然然然のことながらのことながらのことながらのことながら景景景景気状況気状況気状況気状況もももも配配配配慮慮慮慮してそのしてそのしてそのしてその

目目目目標標標標の実現にの実現にの実現にの実現に取取取取りりりり組む組む組む組むというというというという姿勢姿勢姿勢姿勢を出を出を出を出さささされておられます。れておられます。れておられます。れておられます。

これを実現するための一つの方これを実現するための一つの方これを実現するための一つの方これを実現するための一つの方策策策策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相談相談相談相談窓窓窓窓口の設置、それからもう一つと口の設置、それからもう一つと口の設置、それからもう一つと口の設置、それからもう一つと

してはしてはしてはしては最最最最低賃低賃低賃低賃金が７００金が７００金が７００金が７００円以円以円以円以下下下下の中の中の中の中小企小企小企小企業に業に業に業に対対対対しまして事業所のしまして事業所のしまして事業所のしまして事業所の最最最最もももも低低低低いいいい賃賃賃賃金を計金を計金を計金を計画画画画的に的に的に的に

８８８８００００００００円円円円にににに引引引引き上げるというき上げるというき上げるというき上げるという場場場場合に、その合に、その合に、その合に、その際際際際のののの就就就就業業業業規規規規則則則則のののの作作作作成、あるいはそれに成、あるいはそれに成、あるいはそれに成、あるいはそれに伴伴伴伴いましいましいましいまし

て労働て労働て労働て労働能率能率能率能率を高めるための設を高めるための設を高めるための設を高めるための設備備備備機機機機器器器器をををを購購購購入する、あるいはそれに入する、あるいはそれに入する、あるいはそれに入する、あるいはそれに伴伴伴伴っての研っての研っての研っての研修修修修ををををさささされる、れる、れる、れる、

そういった経そういった経そういった経そういった経費費費費の２分の１をの２分の１をの２分の１をの２分の１を国国国国で助成するで助成するで助成するで助成する制制制制度がございます。この度がございます。この度がございます。この度がございます。この制制制制度について労働度について労働度について労働度について労働局局局局にににに

確認確認確認確認をいたしますと、平成２３年度実をいたしますと、平成２３年度実をいたしますと、平成２３年度実をいたしますと、平成２３年度実績績績績で２５件あったとで２５件あったとで２５件あったとで２５件あったと聞聞聞聞いています。今年度においていています。今年度においていています。今年度においていています。今年度において

は平成２４年１２月１２日現在ですけれは平成２４年１２月１２日現在ですけれは平成２４年１２月１２日現在ですけれは平成２４年１２月１２日現在ですけれどどどども、７も、７も、７も、７８８８８件のご件のご件のご件のご利利利利用があるとお用があるとお用があるとお用があるとお聞聞聞聞きしておりまきしておりまきしておりまきしておりま
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す。す。す。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。

○岡委員長○岡委員長○岡委員長○岡委員長 どどどどうですか。うですか。うですか。うですか。

○今井委員○今井委員○今井委員○今井委員 いいです。いいです。いいです。いいです。

○岡委員長○岡委員長○岡委員長○岡委員長 じじじじゃゃゃゃあ、ほかに。あ、ほかに。あ、ほかに。あ、ほかに。

○阪口委員○阪口委員○阪口委員○阪口委員 先ほ先ほ先ほ先ほどどどど浪越産業・雇用振興部長から奈良県の浪越産業・雇用振興部長から奈良県の浪越産業・雇用振興部長から奈良県の浪越産業・雇用振興部長から奈良県のエネルギエネルギエネルギエネルギーーーービビビビジジジジョョョョンのンのンのンの骨骨骨骨子子子子((((案案案案))))

ということで説明をおということで説明をおということで説明をおということで説明をお聞聞聞聞きしまして、これをきしまして、これをきしまして、これをきしまして、これを見見見見ていますと県のていますと県のていますと県のていますと県の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が一が一が一が一歩歩歩歩前進前進前進前進

したかと評価はいたしております。したかと評価はいたしております。したかと評価はいたしております。したかと評価はいたしております。

１１１１枚枚枚枚目目目目の県の果たすの県の果たすの県の果たすの県の果たすべべべべきききき役割役割役割役割ということで、ということで、ということで、ということで、役割役割役割役割が１から５で結が１から５で結が１から５で結が１から５で結構構構構明明明明確確確確になっているこになっているこになっているこになっているこ

とも上げられるかと思います。とも上げられるかと思います。とも上げられるかと思います。とも上げられるかと思います。

２２２２枚枚枚枚目目目目ですけれですけれですけれですけれどどどども、も、も、も、戦略戦略戦略戦略のところでのところでのところでのところで国国国国のののの融融融融資資資資制制制制度の度の度の度の情情情情報提報提報提報提供供供供等と、これについては今等と、これについては今等と、これについては今等と、これについては今

まで経済労働委員会でまで経済労働委員会でまで経済労働委員会でまで経済労働委員会で少少少少しししし弱弱弱弱いのではないかと指いのではないかと指いのではないかと指いのではないかと指摘摘摘摘していましたので、していましたので、していましたので、していましたので、ぜひぜひぜひぜひこの分についこの分についこの分についこの分につい

てもてもてもても普普普普及及及及啓啓啓啓発等を発等を発等を発等を進進進進めていただきたいと思います。めていただきたいと思います。めていただきたいと思います。めていただきたいと思います。

（３）の（３）の（３）の（３）の公公公公共共共共施施施施設等設等設等設等へへへへのののの導導導導入入入入促促促促進進進進でででで②②②②、県、県、県、県有有有有施施施施設を設を設を設を活活活活用した用した用した用した民民民民間間間間等による等による等による等による太陽太陽太陽太陽光発光発光発光発電電電電施施施施

設の設の設の設の導導導導入入入入手法手法手法手法の検討とありますが、これはの検討とありますが、これはの検討とありますが、これはの検討とありますが、これは少少少少しししし抽抽抽抽象象象象的なので、一般的なので、一般的なので、一般的なので、一般質問質問質問質問でででで質問さ質問さ質問さ質問させていたせていたせていたせていた

だきましたけれだきましたけれだきましたけれだきましたけれどどどども、県も、県も、県も、県有有有有施施施施設を設を設を設を民民民民間間間間のののの企企企企業に業に業に業に貸貸貸貸して、して、して、して、貸貸貸貸すかわりにすかわりにすかわりにすかわりに使使使使用用用用料料料料をををを取取取取ると、そると、そると、そると、そ

ういうことをういうことをういうことをういうことを意意意意味味味味しているのかとしているのかとしているのかとしているのかと考え考え考え考えているのですけれているのですけれているのですけれているのですけれどどどども、そこはも、そこはも、そこはも、そこは少少少少しししし聞聞聞聞きしたいと思きしたいと思きしたいと思きしたいと思

います。います。います。います。

県県県県有有有有施施施施設だけでは設だけでは設だけでは設だけではややややはりはりはりはり限限限限られていますので、ここに書かれているように（１）のられていますので、ここに書かれているように（１）のられていますので、ここに書かれているように（１）のられていますので、ここに書かれているように（１）の②②②②のののの

民民民民間間間間事業事業事業事業者間者間者間者間におけるにおけるにおけるにおける屋根屋根屋根屋根貸貸貸貸ののののマッチマッチマッチマッチンンンンググググですか。これは結ですか。これは結ですか。これは結ですか。これは結構構構構いろいろなところがあるといろいろなところがあるといろいろなところがあるといろいろなところがあると

思いますので、思いますので、思いますので、思いますので、太陽太陽太陽太陽光発光発光発光発電電電電のののの促促促促進進進進にににに進む進む進む進むだろうということで、そのだろうということで、そのだろうということで、そのだろうということで、その辺辺辺辺もももも期期期期待待待待をいたしておをいたしておをいたしておをいたしてお

ります。ります。ります。ります。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。

○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 県県県県有有有有施施施施設設設設へへへへのののの導導導導入ですけれ入ですけれ入ですけれ入ですけれどどどども、今いろいろなも、今いろいろなも、今いろいろなも、今いろいろな施施施施設の設の設の設の洗洗洗洗い出い出い出い出

しをしていまして、本当にしをしていまして、本当にしをしていまして、本当にしをしていまして、本当に導導導導入が入が入が入が可可可可能能能能なのか。なのか。なのか。なのか。直接直接直接直接的に県が的に県が的に県が的に県が導導導導入する入する入する入する場場場場合と、今阪口委員合と、今阪口委員合と、今阪口委員合と、今阪口委員

がががが言言言言われたようにわれたようにわれたようにわれたように民民民民間間間間にというにというにというにという形形形形のことものことものことものことも考え考え考え考えられると思っておりまして、そのられると思っておりまして、そのられると思っておりまして、そのられると思っておりまして、その両両両両面面面面で検で検で検で検

討を討を討を討を進進進進めたいと思っております。めたいと思っております。めたいと思っております。めたいと思っております。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○岡委員長○岡委員長○岡委員長○岡委員長 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。

○阪口委員○阪口委員○阪口委員○阪口委員 はい。はい。はい。はい。

○岡委員長○岡委員長○岡委員長○岡委員長 ほかにございませんか。ほかにございませんか。ほかにございませんか。ほかにございませんか。

○神田委員○神田委員○神田委員○神田委員 中中中中央央央央卸売卸売卸売卸売市場市場市場市場の改の改の改の改革革革革についてについてについてについて、、、、「経済労働委員会「経済労働委員会「経済労働委員会「経済労働委員会資料資料資料資料」の改」の改」の改」の改革革革革のののの内容内容内容内容についについについについ

て、て、て、て、卸卸卸卸市場市場市場市場、、、、仲卸仲卸仲卸仲卸業業業業者者者者とかそのとかそのとかそのとかその辺辺辺辺のののの詳詳詳詳しいことがわからないのですが、県の基本的なしいことがわからないのですが、県の基本的なしいことがわからないのですが、県の基本的なしいことがわからないのですが、県の基本的な取取取取りりりり
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組組組組みのところのみのところのみのところのみのところの仲卸仲卸仲卸仲卸業業業業者者者者をををを通通通通じてじてじてじて小売小売小売小売業業業業者者者者にににに販売販売販売販売するというのからするというのからするというのからするというのから変変変変わって、２わって、２わって、２わって、２番目番目番目番目のののの項項項項

目目目目に改に改に改に改革革革革したということですしたということですしたということですしたということですねねねね。。。。仲卸仲卸仲卸仲卸業業業業者者者者をををを通通通通じるのはものすごくじるのはものすごくじるのはものすごくじるのはものすごく規規規規制制制制というのか、というのか、というのか、というのか、販売販売販売販売

とかとかとかとか市場市場市場市場のののの繁栄繁栄繁栄繁栄にににに何何何何か支か支か支か支障障障障をををを来来来来していたのでししていたのでししていたのでししていたのでしょょょょうか。はっきりわからないのですけれうか。はっきりわからないのですけれうか。はっきりわからないのですけれうか。はっきりわからないのですけれどどどど、、、、

このこのこのこの図図図図のののの流流流流れもれもれもれも私私私私のののの頭頭頭頭では理では理では理では理解解解解しにくいので、そのしにくいので、そのしにくいので、そのしにくいので、その辺辺辺辺、また、また、また、また後後後後で説明をしていただけたらで説明をしていただけたらで説明をしていただけたらで説明をしていただけたら

と思います。と思います。と思います。と思います。私私私私は奈良県中は奈良県中は奈良県中は奈良県中央央央央卸売卸売卸売卸売市場市場市場市場のののの運運運運営営営営協協協協議会に入っているので、もう議会に入っているので、もう議会に入っているので、もう議会に入っているので、もう少少少少し中し中し中し中身身身身をしをしをしをし

っかりとわからないといけないかと思って、この改っかりとわからないといけないかと思って、この改っかりとわからないといけないかと思って、この改っかりとわからないといけないかと思って、この改革革革革によってによってによってによって随随随随分分分分変変変変わるのかというとこわるのかというとこわるのかというとこわるのかというとこ

ろをろをろをろを確認さ確認さ確認さ確認させていただきたいと思いますので、もうせていただきたいと思いますので、もうせていただきたいと思いますので、もうせていただきたいと思いますので、もう少少少少しししし詳詳詳詳しくまたしくまたしくまたしくまた教教教教ええええてくだてくだてくだてくだささささい。い。い。い。

それと、今、先ほそれと、今、先ほそれと、今、先ほそれと、今、先ほどどどど今井委員からも出ていました今井委員からも出ていました今井委員からも出ていました今井委員からも出ていました彩彩彩彩りのりのりのりの町町町町づくりとかづくりとかづくりとかづくりとか植栽植栽植栽植栽ということでということでということでということで

取取取取りりりり組組組組んでいただいていますし、んでいただいていますし、んでいただいていますし、んでいただいていますし、私私私私もももも橿橿橿橿原市原市原市原市をををを何何何何とかとかとかとか秋秋秋秋のののの観観観観光光光光客客客客ををををふふふふややややしたいということしたいということしたいということしたいということ

で、で、で、で、秋秋秋秋にににに彩彩彩彩りをりをりをりを去去去去年年年年ぐぐぐぐらいかららいかららいかららいから取取取取りりりり組組組組んでいます。まずはんでいます。まずはんでいます。まずはんでいます。まずは橿橿橿橿原原原原神神神神宮宮宮宮のののの辺辺辺辺からもみじの名所からもみじの名所からもみじの名所からもみじの名所

をつくっていきたいということはをつくっていきたいということはをつくっていきたいということはをつくっていきたいということは前前前前もももも質問質問質問質問したのですけれしたのですけれしたのですけれしたのですけれどどどども、も、も、も、橿橿橿橿原市原市原市原市のののの観観観観光光光光客客客客は本当には本当には本当には本当に

秋秋秋秋になるとになるとになるとになると春春春春の３分の１になるのです。これはの３分の１になるのです。これはの３分の１になるのです。これはの３分の１になるのです。これはややややはりはりはりはり彩彩彩彩りというりというりというりという秋秋秋秋のののの観観観観光の名光の名光の名光の名物物物物のもみじのもみじのもみじのもみじ

の名所がないことかと思って、そういうところをつくっていきたいという思いで、まずはの名所がないことかと思って、そういうところをつくっていきたいという思いで、まずはの名所がないことかと思って、そういうところをつくっていきたいという思いで、まずはの名所がないことかと思って、そういうところをつくっていきたいという思いで、まずは

橿橿橿橿原原原原神神神神宮宮宮宮のののの深深深深田田田田池池池池のののの周周周周りに、りに、りに、りに、橿橿橿橿原原原原学学学学院院院院高高高高校校校校がある方ですけれがある方ですけれがある方ですけれがある方ですけれどどどど、あそこは、あそこは、あそこは、あそこはカカカカワワワワウウウウのののの被害被害被害被害でででで

随随随随分木が分木が分木が分木が枯枯枯枯れてしまってれてしまってれてしまってれてしまって伐伐伐伐採採採採もきれいにもきれいにもきれいにもきれいにさささされたので、その一れたので、その一れたので、その一れたので、その一帯帯帯帯をもみじでと思ってをもみじでと思ってをもみじでと思ってをもみじでと思って奉奉奉奉仕団仕団仕団仕団

体の方に３０本体の方に３０本体の方に３０本体の方に３０本ぐぐぐぐらいらいらいらい植植植植ええええていただきました。あとはていただきました。あとはていただきました。あとはていただきました。あとは拝拝拝拝殿殿殿殿のののの前前前前に特に特に特に特徴徴徴徴のあるしだれもみじのあるしだれもみじのあるしだれもみじのあるしだれもみじ

をををを植植植植ええええてもらって、てもらって、てもらって、てもらって、毎毎毎毎年そのような年そのような年そのような年そのような形形形形でまずはでまずはでまずはでまずは橿橿橿橿原原原原神神神神宮宮宮宮のののの公公公公園園園園の中からと思ってしているの中からと思ってしているの中からと思ってしているの中からと思ってしている

のですけれのですけれのですけれのですけれどどどども、県の事業の中でも、県の事業の中でも、県の事業の中でも、県の事業の中で畝傍畝傍畝傍畝傍山の山の山の山のふふふふもとのもとのもとのもとの辺辺辺辺りからそういう計りからそういう計りからそういう計りからそういう計画画画画をつくってもらをつくってもらをつくってもらをつくってもら

ええええたらありがたいと思うのです。たらありがたいと思うのです。たらありがたいと思うのです。たらありがたいと思うのです。橿橿橿橿原原原原神神神神宮宮宮宮の中はの中はの中はの中は幾幾幾幾つかもう、奈良つかもう、奈良つかもう、奈良つかもう、奈良公公公公園園園園ほほほほどどどどはありませんはありませんはありませんはありません

けれけれけれけれどどどども、もみじもも、もみじもも、もみじもも、もみじも植植植植わっているので、そのわっているので、そのわっているので、そのわっているので、その辺辺辺辺を名所にしていくのはまあまあ基本ができを名所にしていくのはまあまあ基本ができを名所にしていくのはまあまあ基本ができを名所にしていくのはまあまあ基本ができ

ているからいいかと思っています。ているからいいかと思っています。ているからいいかと思っています。ているからいいかと思っています。畝傍畝傍畝傍畝傍山の山の山の山の辺辺辺辺りから計りから計りから計りから計画画画画をしてもらをしてもらをしてもらをしてもらええええるかるかるかるかどどどどうか説明にうか説明にうか説明にうか説明に

来来来来られたのですが、られたのですが、られたのですが、られたのですが、忙忙忙忙しくてその説明はあまりしくてその説明はあまりしくてその説明はあまりしくてその説明はあまり聞聞聞聞いていなかったので、それをいていなかったので、それをいていなかったので、それをいていなかったので、それを聞聞聞聞かせていかせていかせていかせてい

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

それから、それから、それから、それから、万万万万葉葉葉葉の森のことはここでいいのでしの森のことはここでいいのでしの森のことはここでいいのでしの森のことはここでいいのでしょょょょうか、農林部ですか。うか、農林部ですか。うか、農林部ですか。うか、農林部ですか。

くらしくらしくらしくらし創造創造創造創造部ですか、それじ部ですか、それじ部ですか、それじ部ですか、それじゃゃゃゃだめですだめですだめですだめですねねねね。。。。万万万万葉葉葉葉の森もの森もの森もの森も整整整整備備備備はしてもらったのですけれはしてもらったのですけれはしてもらったのですけれはしてもらったのですけれ

どどどど、一、一、一、一服服服服してしてしてして眺眺眺眺めるにはいすもないし、めるにはいすもないし、めるにはいすもないし、めるにはいすもないし、屋根屋根屋根屋根もないし、もないし、もないし、もないし、炎天炎天炎天炎天下下下下でででで前前前前のののの景色景色景色景色をををを見見見見ないといけないといけないといけないといけ

ない、これではない、これではない、これではない、これでは何何何何にもならないと思う。してもらってにもならないと思う。してもらってにもならないと思う。してもらってにもならないと思う。してもらって悪悪悪悪いのですけれいのですけれいのですけれいのですけれどどどどそんなこともあるそんなこともあるそんなこともあるそんなこともある

ので、それは所管の方ので、それは所管の方ので、それは所管の方ので、それは所管の方へへへへ聞聞聞聞きますけれきますけれきますけれきますけれどどどども、この２も、この２も、この２も、この２点点点点だけお願いします。だけお願いします。だけお願いします。だけお願いします。

○嶋本農林部次長（市場担当）○嶋本農林部次長（市場担当）○嶋本農林部次長（市場担当）○嶋本農林部次長（市場担当） 今、委員から中今、委員から中今、委員から中今、委員から中央央央央卸売卸売卸売卸売市場市場市場市場のまずのまずのまずのまず物物物物流流流流、、、、卸卸卸卸、、、、仲卸仲卸仲卸仲卸のののの役割役割役割役割

と、あるいはそのと、あるいはそのと、あるいはそのと、あるいはその流流流流れをれをれをれをどどどどうううう見見見見直直直直すのかというごすのかというごすのかというごすのかというご質問質問質問質問をいただきました。をいただきました。をいただきました。をいただきました。



---- 22220000 ----

中中中中央央央央卸売卸売卸売卸売市場市場市場市場の中にはの中にはの中にはの中には卸卸卸卸業業業業者者者者、これは、これは、これは、これは生生生生産地から産地から産地から産地から物物物物をををを集集集集荷荷荷荷するというするというするというするという役割役割役割役割をををを持持持持っておりっておりっておりっており

ます。次にます。次にます。次にます。次に仲卸仲卸仲卸仲卸業業業業者者者者はははは卸卸卸卸がががが仕仕仕仕入れた入れた入れた入れた商商商商品を品を品を品を卸売卸売卸売卸売業業業業者者者者からからからから仕仕仕仕入れて、それを県入れて、それを県入れて、それを県入れて、それを県内内内内のののの小売店小売店小売店小売店やややや

かかかかススススーーーーパパパパーなーなーなーなどどどどのののの小売小売小売小売業業業業者者者者にににに卸売卸売卸売卸売をする。そして、をする。そして、をする。そして、をする。そして、各各各各店店店店からからからから消消消消費者費者費者費者のののの皆皆皆皆ささささんがんがんがんが生生生生鮮食鮮食鮮食鮮食料料料料品品品品

をおをおをおをお買買買買いいいい求求求求めいただくというめいただくというめいただくというめいただくという流流流流れがれがれがれが原原原原則則則則でございます。これはでございます。これはでございます。これはでございます。これは卸売卸売卸売卸売市場法市場法市場法市場法、あるいは条例、あるいは条例、あるいは条例、あるいは条例

におきまして、におきまして、におきまして、におきまして、卸売卸売卸売卸売業業業業者者者者はははは仕仕仕仕入れた入れた入れた入れた商商商商品を品を品を品を場内場内場内場内のののの仲卸仲卸仲卸仲卸業業業業者者者者、もしくは特定の、もしくは特定の、もしくは特定の、もしくは特定の許可許可許可許可を得たを得たを得たを得た小小小小

売売売売業業業業者者者者でありますでありますでありますであります買買買買参人参人参人参人にしかにしかにしかにしか売売売売ってはいけないことになってございます。一方で、ってはいけないことになってございます。一方で、ってはいけないことになってございます。一方で、ってはいけないことになってございます。一方で、仲卸仲卸仲卸仲卸

事業事業事業事業者者者者はははは場内場内場内場内のののの卸売卸売卸売卸売事業事業事業事業者者者者からしかからしかからしかからしか仕仕仕仕入れてはいけないというのが入れてはいけないというのが入れてはいけないというのが入れてはいけないというのが法法法法、条例上の、条例上の、条例上の、条例上の大原大原大原大原則則則則でででで

ございます。ございます。ございます。ございます。

ただし、そのいずれもただし書きがございまして、例ただし、そのいずれもただし書きがございまして、例ただし、そのいずれもただし書きがございまして、例ただし、そのいずれもただし書きがございまして、例えばえばえばえば仲卸仲卸仲卸仲卸事業事業事業事業者者者者がががが消消消消費者費者費者費者からの要からの要からの要からの要

望望望望があってこんながあってこんながあってこんながあってこんな商商商商品が品が品が品が欲欲欲欲しいということをしいということをしいということをしいということを卸売卸売卸売卸売事業事業事業事業者者者者にににに注注注注文を出した文を出した文を出した文を出した場場場場合。ただ、これ合。ただ、これ合。ただ、これ合。ただ、これ

はいろいろな要はいろいろな要はいろいろな要はいろいろな要素素素素があると思うのですが、があると思うのですが、があると思うのですが、があると思うのですが、余余余余りにもりにもりにもりにもロロロロットットットットがががが小小小小ささささいとか、これまでのいとか、これまでのいとか、これまでのいとか、これまでの取取取取引引引引

のないところののないところののないところののないところの商商商商品であったり、価品であったり、価品であったり、価品であったり、価格面格面格面格面のこともあるかもわかりませんが、そういったこのこともあるかもわかりませんが、そういったこのこともあるかもわかりませんが、そういったこのこともあるかもわかりませんが、そういったこ

とでとでとでとで場内場内場内場内のののの卸売卸売卸売卸売業業業業者者者者からからからから購購購購入することができない入することができない入することができない入することができない場場場場合には合には合には合には卸売卸売卸売卸売業業業業者以外者以外者以外者以外からからからから購購購購入してもい入してもい入してもい入してもい

いという例いという例いという例いという例外規外規外規外規定がございます。一方、定がございます。一方、定がございます。一方、定がございます。一方、卸売卸売卸売卸売業業業業者者者者にににに対対対対してはせっかくしてはせっかくしてはせっかくしてはせっかく仕仕仕仕入れたけれ入れたけれ入れたけれ入れたけれどどどども、も、も、も、

場内場内場内場内のののの仲卸仲卸仲卸仲卸業業業業者者者者にににに売売売売って、なおかつって、なおかつって、なおかつって、なおかつ残残残残品が発品が発品が発品が発生生生生する、する、する、する、売売売売れないれないれないれない場場場場合がある。それは先ほ合がある。それは先ほ合がある。それは先ほ合がある。それは先ほどどどど

申しました申しました申しました申しました仲卸仲卸仲卸仲卸業業業業者者者者、、、、買買買買参人以外参人以外参人以外参人以外のののの者者者者に、第に、第に、第に、第三者三者三者三者にににに販売販売販売販売をしてもいいというをしてもいいというをしてもいいというをしてもいいという規規規規定がござい定がござい定がござい定がござい

ます。ます。ます。ます。

ただ、これが開設ただ、これが開設ただ、これが開設ただ、これが開設後後後後３０年の３０年の３０年の３０年の商商商商いの中でいの中でいの中でいの中で有有有有意意意意義義義義にににに活活活活用が用が用が用がさささされていない部分がございます。れていない部分がございます。れていない部分がございます。れていない部分がございます。

言言言言いかいかいかいかええええましたら、先ほましたら、先ほましたら、先ほましたら、先ほどどどど農林部長の説明で農林部長の説明で農林部長の説明で農林部長の説明で川川川川上という上という上という上という言言言言葉葉葉葉が出ましたけれが出ましたけれが出ましたけれが出ましたけれどどどども、も、も、も、生生生生産産産産者者者者

とととと卸卸卸卸、この、この、この、この取取取取引引引引によるによるによるによる仕仕仕仕入れ、その品入れ、その品入れ、その品入れ、その品ぞぞぞぞろろろろええええとかとかとかとか量量量量、それが、それが、それが、それがメメメメーンでーンでーンでーンで動動動動いてしまっているいてしまっているいてしまっているいてしまっている

というというというという決決決決まりまりまりまり切切切切ったようなったようなったようなったような流流流流れがありました。今回の改定でそういったれがありました。今回の改定でそういったれがありました。今回の改定でそういったれがありました。今回の改定でそういった卸卸卸卸業業業業者者者者、、、、仲卸仲卸仲卸仲卸業業業業者者者者

はははは消消消消費者費者費者費者ののののニニニニーーーーズズズズをもっとをもっとをもっとをもっと卸卸卸卸業業業業者者者者にににに注注注注文しな文しな文しな文しなささささいと。それを受けたら、いと。それを受けたら、いと。それを受けたら、いと。それを受けたら、卸卸卸卸業業業業者者者者はできるだはできるだはできるだはできるだ

けそれにこたけそれにこたけそれにこたけそれにこたええええるようなるようなるようなるような努努努努力力力力をしなをしなをしなをしなささささいと。いと。いと。いと。仲卸仲卸仲卸仲卸業業業業者者者者はははは逆逆逆逆にににに販売販売販売販売のののの努努努努力力力力を、もっとを、もっとを、もっとを、もっと販販販販路路路路のののの

拡拡拡拡大大大大であるとかそういうであるとかそういうであるとかそういうであるとかそういう努努努努力力力力をしなをしなをしなをしなささささいということをいということをいということをいということを促促促促すことによってすことによってすことによってすことによって両両両両方の方の方の方の役割役割役割役割をををを強化強化強化強化

して、して、して、して、半半半半分競分競分競分競争争争争意識意識意識意識みたいなものをみたいなものをみたいなものをみたいなものを持持持持ってもらって、よりってもらって、よりってもらって、よりってもらって、より注注注注文、文、文、文、需需需需要に要に要に要に応応応応じた品じた品じた品じた品ぞぞぞぞろろろろえやえやえやえや

取取取取引引引引高の高の高の高の拡拡拡拡大大大大をををを図図図図りたいと思っているところでございます。りたいと思っているところでございます。りたいと思っているところでございます。りたいと思っているところでございます。

２２２２枚枚枚枚目目目目のののの図図図図もそういったもそういったもそういったもそういった意意意意味味味味であらわしたつもりではございますけれであらわしたつもりではございますけれであらわしたつもりではございますけれであらわしたつもりではございますけれどどどども、わかりにくも、わかりにくも、わかりにくも、わかりにく

いいいい点点点点につきましては、おっしにつきましては、おっしにつきましては、おっしにつきましては、おっしゃゃゃゃっていただきましたらまた改めてっていただきましたらまた改めてっていただきましたらまた改めてっていただきましたらまた改めて詳詳詳詳細細細細をご説明に上がりたをご説明に上がりたをご説明に上がりたをご説明に上がりた

いと思います。よろしくお願いいたします。いと思います。よろしくお願いいたします。いと思います。よろしくお願いいたします。いと思います。よろしくお願いいたします。

○田中農林部次長（林務担当、森林整備課長事務取扱）○田中農林部次長（林務担当、森林整備課長事務取扱）○田中農林部次長（林務担当、森林整備課長事務取扱）○田中農林部次長（林務担当、森林整備課長事務取扱） 神田委員からありました神田委員からありました神田委員からありました神田委員からありました橿橿橿橿原原原原畝畝畝畝
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傍傍傍傍山山山山周辺周辺周辺周辺の一の一の一の一帯帯帯帯で計で計で計で計画画画画をできれをできれをできれをできればどばどばどばどうかということですが、所管がうかということですが、所管がうかということですが、所管がうかということですが、所管が違違違違うのですが、うのですが、うのですが、うのですが、風風風風致致致致景景景景

観観観観課課課課で今県全体ので今県全体ので今県全体ので今県全体の植栽植栽植栽植栽指指指指針針針針をつくっております。それで、県をつくっております。それで、県をつくっております。それで、県をつくっております。それで、県下下下下を４９を４９を４９を４９エエエエリアリアリアリアに分けまして、に分けまして、に分けまして、に分けまして、

そのそのそのそのエエエエリアリアリアリアごとにごとにごとにごとに植栽植栽植栽植栽計計計計画画画画なり処方せんをつくってなり処方せんをつくってなり処方せんをつくってなり処方せんをつくってどどどどのようなのようなのようなのような手手手手を加を加を加を加ええええれれれればばばばいいかとか、いいかとか、いいかとか、いいかとか、

どどどどんなんなんなんな彩彩彩彩りのある木をりのある木をりのある木をりのある木を植植植植ええええたらいいかをたらいいかをたらいいかをたらいいかをプラプラプラプランンンンニニニニンンンンググググしております。その中の一つに、しております。その中の一つに、しております。その中の一つに、しております。その中の一つに、橿橿橿橿

原原原原とかそういう位置づけもあるかと思うのですが、その４９とかそういう位置づけもあるかと思うのですが、その４９とかそういう位置づけもあるかと思うのですが、その４９とかそういう位置づけもあるかと思うのですが、その４９エエエエリアリアリアリアのののの詳詳詳詳細細細細を今を今を今を今持持持持っておりっておりっておりっており

ませんので、またませんので、またませんので、またませんので、また風風風風致致致致景景景景観観観観課課課課とご説明に上がりたいと思います。だから、そのとご説明に上がりたいと思います。だから、そのとご説明に上がりたいと思います。だから、そのとご説明に上がりたいと思います。だから、そのエエエエリアリアリアリアの中の中の中の中

の一部として、森林の一部として、森林の一部として、森林の一部として、森林整整整整備備備備課課課課の部分は、例の部分は、例の部分は、例の部分は、例えばえばえばえば森との森との森との森とのふふふふれあいれあいれあいれあい推進推進推進推進であるとか山をであるとか山をであるとか山をであるとか山を眺眺眺眺めるなめるなめるなめるな

どどどどの事業があるということです。それの事業があるということです。それの事業があるということです。それの事業があるということです。それぞぞぞぞれの事業れの事業れの事業れの事業課課課課でそのでそのでそのでそのエエエエリアリアリアリア、、、、エエエエリアリアリアリアででででややややられる所管られる所管られる所管られる所管

が方が方が方が方 々々々々にまたがっていることになります。にまたがっていることになります。にまたがっていることになります。にまたがっていることになります。

○神田委員○神田委員○神田委員○神田委員 済みません。済みません。済みません。済みません。少少少少しわかりましたけれしわかりましたけれしわかりましたけれしわかりましたけれどどどども、も、も、も、卸売卸売卸売卸売市場市場市場市場のところは今までからこのところは今までからこのところは今までからこのところは今までからこ

のただし書きをのただし書きをのただし書きをのただし書きを利利利利用していたら用していたら用していたら用していたら別別別別に改に改に改に改革革革革はしなくてももうはしなくてももうはしなくてももうはしなくてももう少少少少し発し発し発し発展展展展したのかとは思いますしたのかとは思いますしたのかとは思いますしたのかとは思います

けれけれけれけれどどどども、そのも、そのも、そのも、その辺辺辺辺これをこれをこれをこれを外外外外すというか、改すというか、改すというか、改すというか、改革革革革することですることですることですることで活活活活発になれ発になれ発になれ発になればばばばいいのかいいのかいいのかいいのかどどどどうかうかうかうか期期期期待待待待

しております。結しております。結しております。結しております。結局局局局はははは残残残残品があると品があると品があると品があるとややややはりはりはりはり卸売卸売卸売卸売業業業業者さ者さ者さ者さんはんはんはんは困困困困るので、るので、るので、るので、仲卸仲卸仲卸仲卸の方からの方からの方からの方から注注注注文が文が文が文が

あってもあまり入あってもあまり入あってもあまり入あってもあまり入荷荷荷荷しないとか、そういうしないとか、そういうしないとか、そういうしないとか、そういう悪循悪循悪循悪循環環環環がががが続続続続いていたのかなと思いますけれいていたのかなと思いますけれいていたのかなと思いますけれいていたのかなと思いますけれどどどど、、、、

卸売卸売卸売卸売業業業業者者者者がががが直接直接直接直接ただし書きのとおり、ただし書きのとおり、ただし書きのとおり、ただし書きのとおり、小売小売小売小売というか一般の方にというか一般の方にというか一般の方にというか一般の方に売売売売ったり、ったり、ったり、ったり、注注注注文があったら文があったら文があったら文があったら

売売売売ったりしてもいいのかですけれったりしてもいいのかですけれったりしてもいいのかですけれったりしてもいいのかですけれどどどど。そいうことは。そいうことは。そいうことは。そいうことはややややっておられるのですか、っておられるのですか、っておられるのですか、っておられるのですか、ややややってもいってもいってもいってもい

いのですかということと、それからいのですかということと、それからいのですかということと、それからいのですかということと、それから植栽植栽植栽植栽の方は、そうしたらの方は、そうしたらの方は、そうしたらの方は、そうしたら風風風風致致致致景景景景観観観観課課課課でででで聞聞聞聞いたらいいのいたらいいのいたらいいのいたらいいの

かもしれませんけれかもしれませんけれかもしれませんけれかもしれませんけれどどどども、も、も、も、彩彩彩彩りとかのことに関しては農林部ではないのですか。りとかのことに関しては農林部ではないのですか。りとかのことに関しては農林部ではないのですか。りとかのことに関しては農林部ではないのですか。

（関係（関係（関係（関係者者者者が方が方が方が方 々々々々にまたがるのです」とにまたがるのです」とにまたがるのです」とにまたがるのです」と呼ぶ者呼ぶ者呼ぶ者呼ぶ者あり）あり）あり）あり）

ですから、ですから、ですから、ですから、私私私私はこの委員会の所属なのでこの委員会ではこの委員会の所属なのでこの委員会ではこの委員会の所属なのでこの委員会ではこの委員会の所属なのでこの委員会で言言言言わせてもらわせてもらわせてもらわせてもらええええたらと思いますのたらと思いますのたらと思いますのたらと思いますの

で。で。で。で。

そうしたら、もうついでにこれもここではないかもわかりませんが、そうしたら、もうついでにこれもここではないかもわかりませんが、そうしたら、もうついでにこれもここではないかもわかりませんが、そうしたら、もうついでにこれもここではないかもわかりませんが、最最最最近近近近、、、、甘樫丘甘樫丘甘樫丘甘樫丘やややや畝畝畝畝

傍傍傍傍山に山に山に山に登登登登ってってってって下下下下をををを見見見見るには、木がるには、木がるには、木がるには、木が大大大大きくなって全きくなって全きくなって全きくなって全然見然見然見然見晴晴晴晴らしがらしがらしがらしが悪悪悪悪くなっているのです。くなっているのです。くなっているのです。くなっているのです。昔昔昔昔

甘樫丘甘樫丘甘樫丘甘樫丘へ登へ登へ登へ登ったらずっとったらずっとったらずっとったらずっと大和大和大和大和平平平平野野野野がががが見え見え見え見えたのに。山たのに。山たのに。山たのに。山登登登登りするりするりするりする人人人人もももも多多多多いので、いので、いので、いので、見見見見晴晴晴晴らしがいらしがいらしがいらしがい

いように、いように、いように、いように、何何何何とかあれをうまくとかあれをうまくとかあれをうまくとかあれをうまく切切切切ってもらってもらってもらってもらええええないかというないかというないかというないかという話話話話は今よくは今よくは今よくは今よく聞聞聞聞くのです。こことくのです。こことくのです。こことくのです。ここと

違違違違うかもわかりませんけれうかもわかりませんけれうかもわかりませんけれうかもわかりませんけれどどどど、またがっているのだったら、またがっているのだったら、またがっているのだったら、またがっているのだったら言言言言ってくだってくだってくだってくだささささい。い。い。い。

○嶋本農林部次長（市場担当）○嶋本農林部次長（市場担当）○嶋本農林部次長（市場担当）○嶋本農林部次長（市場担当） 改改改改革革革革することによって、第することによって、第することによって、第することによって、第三者三者三者三者販売販売販売販売ということでということでということでということで卸卸卸卸がががが直直直直

接消接消接消接消費者費者費者費者のののの皆皆皆皆ささささんにんにんにんに小売小売小売小売するようなこともするようなこともするようなこともするようなことも考え考え考え考えられるかというごられるかというごられるかというごられるかというご質問質問質問質問かと思います。かと思います。かと思います。かと思います。

ここでここでここでここで言言言言っております第っております第っております第っております第三者三者三者三者販売販売販売販売と申しますのは、と申しますのは、と申しますのは、と申しますのは、従従従従来来来来からもあるにはあるのですけれからもあるにはあるのですけれからもあるにはあるのですけれからもあるにはあるのですけれ

どどどども、これは他も、これは他も、これは他も、これは他市場市場市場市場のののの卸卸卸卸であったりであったりであったりであったり仲卸仲卸仲卸仲卸ささささんんんんへ売へ売へ売へ売る、一般的にる、一般的にる、一般的にる、一般的に転転転転送送送送とととと言言言言っている部分なのっている部分なのっている部分なのっている部分なの
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です。あるいは区です。あるいは区です。あるいは区です。あるいは区域外域外域外域外のののの小売店へ小売店へ小売店へ小売店へのののの卸売卸売卸売卸売ななななどどどどをををを想想想想定しておりまして、定しておりまして、定しておりまして、定しておりまして、卸卸卸卸があのがあのがあのがあの場場場場所で所で所で所で消消消消費費費費

者者者者にににに直接小売直接小売直接小売直接小売ということは今のところということは今のところということは今のところということは今のところ考え考え考え考えていないです。ていないです。ていないです。ていないです。

ただ、ただ、ただ、ただ、各各各各他他他他市場市場市場市場におきましてのにおきましてのにおきましてのにおきましての消消消消費者対応費者対応費者対応費者対応、例、例、例、例えばえばえばえば京京京京都都都都市市市市中中中中央央央央卸売卸売卸売卸売市場市場市場市場のすしのすしのすしのすし棟棟棟棟でありでありでありであり

ますとか、神ますとか、神ますとか、神ますとか、神戸戸戸戸市市市市中中中中央央央央卸売卸売卸売卸売市場市場市場市場でも関でも関でも関でも関連売連売連売連売りりりり場場場場棟棟棟棟に一般の方が入りに一般の方が入りに一般の方が入りに一般の方が入りややややすくするとか、いろすくするとか、いろすくするとか、いろすくするとか、いろ

いろないろないろないろな魅魅魅魅力力力力づくりというづくりというづくりというづくりという点点点点でででで取取取取りりりり組組組組みをみをみをみをさささされています。そういうれています。そういうれています。そういうれています。そういう意意意意味味味味ではではではではメイメイメイメインはンはンはンは仲卸仲卸仲卸仲卸かかかか

もわかりませんけれもわかりませんけれもわかりませんけれもわかりませんけれどどどども、奈良県でも関も、奈良県でも関も、奈良県でも関も、奈良県でも関連棟連棟連棟連棟をををを活活活活用して、もう用して、もう用して、もう用して、もう少少少少しししし消消消消費者費者費者費者のののの皆皆皆皆ささささんに中んに中んに中んに中央央央央

卸売卸売卸売卸売市場市場市場市場というものをというものをというものをというものを認識認識認識認識していただけるようなしていただけるようなしていただけるようなしていただけるような取取取取りりりり組組組組みもしたいとみもしたいとみもしたいとみもしたいと考え考え考え考えております。だております。だております。だております。だ

れがそういったことにれがそういったことにれがそういったことにれがそういったことに取取取取りりりり組組組組んでいくかは、これこそこれからんでいくかは、これこそこれからんでいくかは、これこそこれからんでいくかは、これこそこれから意欲意欲意欲意欲をををを持持持持ってもらう業ってもらう業ってもらう業ってもらう業者さ者さ者さ者さ

んごとにんごとにんごとにんごとにどどどどんなことをしたいかをんなことをしたいかをんなことをしたいかをんなことをしたいかをメメメメニニニニュュュューーーー化化化化していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと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。以以以以上でござ上でござ上でござ上でござ

います。います。います。います。

○神田委員○神田委員○神田委員○神田委員 では、それでよろしくお願いいたします。だから、中では、それでよろしくお願いいたします。だから、中では、それでよろしくお願いいたします。だから、中では、それでよろしくお願いいたします。だから、中央央央央卸売卸売卸売卸売市場市場市場市場の関の関の関の関連棟連棟連棟連棟のののの

魅魅魅魅力力力力をもうをもうをもうをもう少少少少しししし考え考え考え考えて、一般のて、一般のて、一般のて、一般の人人人人でも奈良県中でも奈良県中でも奈良県中でも奈良県中央央央央卸売卸売卸売卸売市場市場市場市場へ買へ買へ買へ買いいいい物物物物に行きたいと、に行きたいと、に行きたいと、に行きたいと、少少少少ししししＰＰＰＰ

ＲＲＲＲができていないのかと思いますので、それを要ができていないのかと思いますので、それを要ができていないのかと思いますので、それを要ができていないのかと思いますので、それを要望望望望しておいてしておいてしておいてしておいて終終終終わりです。わりです。わりです。わりです。

そっちのもみじについて。そっちのもみじについて。そっちのもみじについて。そっちのもみじについて。

○冨岡農林部長○冨岡農林部長○冨岡農林部長○冨岡農林部長 ２２２２点点点点あったと思うのですけれあったと思うのですけれあったと思うのですけれあったと思うのですけれどどどども、部がまたがってということです。一も、部がまたがってということです。一も、部がまたがってということです。一も、部がまたがってということです。一

応応応応県でいろいろな県でいろいろな県でいろいろな県でいろいろな場場場場所所所所場場場場所で、例所で、例所で、例所で、例えばえばえばえば河川河川河川河川であったりであったりであったりであったり公公公公園園園園であったり、農林でしたら森林であったり、農林でしたら森林であったり、農林でしたら森林であったり、農林でしたら森林

と。そういうものを所管というかと。そういうものを所管というかと。そういうものを所管というかと。そういうものを所管というか面面面面的に的に的に的に持持持持っておりますので、その中でっておりますので、その中でっておりますので、その中でっておりますので、その中で有効有効有効有効なななな手段手段手段手段をををを講講講講じじじじ

てててて彩彩彩彩りをつくっていくことを、これもりをつくっていくことを、これもりをつくっていくことを、これもりをつくっていくことを、これもばばばばららららばばばばらにらにらにらにややややっていくと奈良県全体としてっていくと奈良県全体としてっていくと奈良県全体としてっていくと奈良県全体として景景景景観観観観がよがよがよがよ

くならないという、くならないという、くならないという、くならないという、逆逆逆逆にににに悪悪悪悪くなるくなるくなるくなる可可可可能性能性能性能性もありますので、これはもありますので、これはもありますので、これはもありますので、これは知知知知事の事の事の事の命命命命で県で県で県で県庁庁庁庁１本で、１本で、１本で、１本で、

まずくらしまずくらしまずくらしまずくらし創造創造創造創造部に本部をつくって、その中に次長部に本部をつくって、その中に次長部に本部をつくって、その中に次長部に本部をつくって、その中に次長ククククララララスススス、、、、課課課課長長長長ククククララララススススが入って一が入って一が入って一が入って一緒緒緒緒になになになにな

ってってってって整整整整合をとりながらまずは合をとりながらまずは合をとりながらまずは合をとりながらまずはプラプラプラプランをつくろうということで今ンをつくろうということで今ンをつくろうということで今ンをつくろうということで今作作作作業をしてもらっていまし業をしてもらっていまし業をしてもらっていまし業をしてもらっていまし

て、当て、当て、当て、当然然然然我我我我 々々々々もももも担担担担当当当当課課課課ががががメメメメンンンンババババーに入っています。その中でそれーに入っています。その中でそれーに入っています。その中でそれーに入っています。その中でそれぞぞぞぞれのれのれのれのエエエエリアリアリアリアを、先ほを、先ほを、先ほを、先ほどどどど

申しました４０申しました４０申しました４０申しました４０何何何何カカカカ所を所を所を所を決決決決めて、順次計めて、順次計めて、順次計めて、順次計画画画画的に的に的に的に段段段段階階階階的に予算の的に予算の的に予算の的に予算の範囲範囲範囲範囲内内内内ででででややややっていこうと、っていこうと、っていこうと、っていこうと、

こういう全体のこういう全体のこういう全体のこういう全体のススススキキキキーーーームムムムになっています。になっています。になっています。になっています。

その中で、今その中で、今その中で、今その中で、今個別具個別具個別具個別具体の体の体の体の箇箇箇箇所が出てきましたので、それがその所が出てきましたので、それがその所が出てきましたので、それがその所が出てきましたので、それがそのエエエエリアリアリアリアの中でこういうの中でこういうの中でこういうの中でこういう景景景景

観観観観、、、、彩彩彩彩りをした方がいいとか、そのりをした方がいいとか、そのりをした方がいいとか、そのりをした方がいいとか、その場場場場所でも所でも所でも所でもややややはりはりはりはり植栽植栽植栽植栽のののの仕仕仕仕方も方も方も方も違違違違うし、うし、うし、うし、何何何何をををを植植植植ええええたらいたらいたらいたらい

いのかもありますから、いのかもありますから、いのかもありますから、いのかもありますから、ココココンセンセンセンセプトプトプトプトもももも大大大大事にしながら事にしながら事にしながら事にしながら具具具具体の事業体の事業体の事業体の事業費費費費をををを使使使使いながら県全体といながら県全体といながら県全体といながら県全体と

してしてしてして整整整整合合合合性性性性をとって事業ををとって事業ををとって事業ををとって事業をややややっていこうと、こういうっていこうと、こういうっていこうと、こういうっていこうと、こういう仕仕仕仕組組組組みになっておりますので。ですみになっておりますので。ですみになっておりますので。ですみになっておりますので。です

からからからから個別個別個別個別のおっしのおっしのおっしのおっしゃゃゃゃっているっているっているっている箇箇箇箇所については、また所については、また所については、また所については、また後後後後ほほほほど図面ど図面ど図面ど図面でででで聞聞聞聞きききき取取取取らせていただいて、らせていただいて、らせていただいて、らせていただいて、

本部会議で本部会議で本部会議で本部会議でどどどどういうものが一ういうものが一ういうものが一ういうものが一番番番番ふふふふささささわしいのか、わしいのか、わしいのか、わしいのか、可可可可能能能能な実な実な実な実施時期施時期施時期施時期についていつこういうもについていつこういうもについていつこういうもについていつこういうも
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のができるのかとかも、もうのができるのかとかも、もうのができるのかとかも、もうのができるのかとかも、もう少少少少しししし具具具具体的に、一たん体的に、一たん体的に、一たん体的に、一たん手手手手を入れてしまうともとにを入れてしまうともとにを入れてしまうともとにを入れてしまうともとに戻戻戻戻すのがすのがすのがすのが大大大大

変変変変なことになりますからなことになりますからなことになりますからなことになりますから慎重慎重慎重慎重ににににややややる必要もありますので、ご理る必要もありますので、ご理る必要もありますので、ご理る必要もありますので、ご理解解解解をいただきたいと思いまをいただきたいと思いまをいただきたいと思いまをいただきたいと思いま

す。す。す。す。

それから、それから、それから、それから、甘樫丘甘樫丘甘樫丘甘樫丘については明日については明日については明日については明日香香香香法法法法がかかっていまして、がかかっていまして、がかかっていまして、がかかっていまして、甘樫丘甘樫丘甘樫丘甘樫丘はははは多多多多分第１分第１分第１分第１種種種種の一の一の一の一番番番番

厳厳厳厳しいところだと理しいところだと理しいところだと理しいところだと理解解解解していますので、木をしていますので、木をしていますので、木をしていますので、木を切切切切るにしてもきっちりしたるにしてもきっちりしたるにしてもきっちりしたるにしてもきっちりした規規規規制制制制をををを守守守守りながらりながらりながらりながら

ということになりますので、そこはまたということになりますので、そこはまたということになりますので、そこはまたということになりますので、そこはまた慎重慎重慎重慎重ににににややややらないといけないと思います。所管らないといけないと思います。所管らないといけないと思います。所管らないといけないと思います。所管課課課課がががが

違違違違いまして、くらしいまして、くらしいまして、くらしいまして、くらし創造創造創造創造部の部の部の部の風風風風致致致致景景景景観観観観課課課課になります。よろしくお願いします。になります。よろしくお願いします。になります。よろしくお願いします。になります。よろしくお願いします。

○神田委員○神田委員○神田委員○神田委員 そうすると、そうすると、そうすると、そうすると、言言言言っているところもっているところもっているところもっているところもエエエエリアリアリアリアに入るように。またに入るように。またに入るように。またに入るように。また後後後後でででで教教教教ええええてくだてくだてくだてくだ

ささささい。い。い。い。以以以以上です。上です。上です。上です。

○岡委員長○岡委員長○岡委員長○岡委員長 私私私私からもからもからもからも重ね重ね重ね重ねてお願いします。よろしく。てお願いします。よろしく。てお願いします。よろしく。てお願いします。よろしく。

ほかにございませんか。ほかにございませんか。ほかにございませんか。ほかにございませんか。

○森山委員○森山委員○森山委員○森山委員 私私私私からは１からは１からは１からは１点点点点、、、、企企企企業立地について業立地について業立地について業立地について質問さ質問さ質問さ質問させていただきたいと思います。せていただきたいと思います。せていただきたいと思います。せていただきたいと思います。

県からいろいろな県からいろいろな県からいろいろな県からいろいろな規規規規制制制制緩緩緩緩和和和和を行って、県を行って、県を行って、県を行って、県外外外外から県から県から県から県内内内内へへへへともう１００社ともう１００社ともう１００社ともう１００社以以以以上の会社上の会社上の会社上の会社やややや、、、、企企企企

業が設立業が設立業が設立業が設立さささされたということで順調にいっているというれたということで順調にいっているというれたということで順調にいっているというれたということで順調にいっているという話話話話はははは聞聞聞聞いておりますし、いておりますし、いておりますし、いておりますし、人人人人口が口が口が口が減減減減少少少少

していくし、働きしていくし、働きしていくし、働きしていくし、働き手手手手も県も県も県も県外外外外へへへへ出る出る出る出る人人人人がががが多多多多い県い県い県い県内内内内のののの状況状況状況状況ではではではでは企企企企業業業業誘致誘致誘致誘致するのはするのはするのはするのは非常非常非常非常にいろいにいろいにいろいにいろい

ろなろなろなろな意意意意味味味味でででで効効効効果があると、奈良県にとって果があると、奈良県にとって果があると、奈良県にとって果があると、奈良県にとって大切大切大切大切なことだとなことだとなことだとなことだと認識認識認識認識はしております。これからはしております。これからはしております。これからはしております。これから

もももも引引引引きききき続続続続いて、県いて、県いて、県いて、県外外外外からのからのからのからの企企企企業も県業も県業も県業も県内内内内にににに誘致誘致誘致誘致をしていただきたいと思います。きをしていただきたいと思います。きをしていただきたいと思います。きをしていただきたいと思います。きょょょょうううう質問質問質問質問

ささささせていただきたいのは県せていただきたいのは県せていただきたいのは県せていただきたいのは県内内内内にににに既既既既にあるにあるにあるにある企企企企業工業工業工業工場場場場についてのことですが、いろいろなについてのことですが、いろいろなについてのことですが、いろいろなについてのことですが、いろいろな優優優優遇遇遇遇

施施施施策策策策があってがあってがあってがあって規規規規制制制制緩緩緩緩和和和和ががががさささされて県れて県れて県れて県外外外外から奈良県から奈良県から奈良県から奈良県下へ下へ下へ下へ来来来来ている工ている工ている工ている工場場場場であると、今までは調であると、今までは調であると、今までは調であると、今までは調整整整整

区区区区域域域域でででで建建建建てられなかったけれてられなかったけれてられなかったけれてられなかったけれどどどども、こういう条件ならも、こういう条件ならも、こういう条件ならも、こういう条件なら緩緩緩緩和和和和をしてをしてをしてをして認認認認めましめましめましめましょょょょうということうということうということうということ

で、で、で、で、建建建建てられなかったところに新たにてられなかったところに新たにてられなかったところに新たにてられなかったところに新たに建建建建てられるようなてられるようなてられるようなてられるような形形形形でででで進進進進められるようになったがためられるようになったがためられるようになったがためられるようになったがた

めに県めに県めに県めに県内内内内へへへへ呼べ呼べ呼べ呼べるというるというるというるという形形形形になるところもたくになるところもたくになるところもたくになるところもたくささささんあります。一方、県んあります。一方、県んあります。一方、県んあります。一方、県下下下下で奈良県がで奈良県がで奈良県がで奈良県が人人人人口口口口

ががががふふふふええええるるるる前前前前から工から工から工から工場場場場をずっと経営をしていた、そういうをずっと経営をしていた、そういうをずっと経営をしていた、そういうをずっと経営をしていた、そういう存存存存在のところについて在のところについて在のところについて在のところについてどどどどれだけ工れだけ工れだけ工れだけ工

場場場場をををを守守守守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施施施施策策策策は行われているのかをは行われているのかをは行われているのかをは行われているのかを尋ね尋ね尋ね尋ねたいと思います。たいと思います。たいと思います。たいと思います。

具具具具体的に体的に体的に体的に言言言言うと、うと、うと、うと、場場場場所によりけりですけれ所によりけりですけれ所によりけりですけれ所によりけりですけれどどどども、奈良県は新興も、奈良県は新興も、奈良県は新興も、奈良県は新興住宅住宅住宅住宅ががががふふふふええええていきましたていきましたていきましたていきました

から例から例から例から例えばえばえばえばもともと工もともと工もともと工もともと工場場場場があったところのがあったところのがあったところのがあったところの周周周周りにりにりにりに住宅住宅住宅住宅ががががふふふふええええていって、ていって、ていって、ていって、ややややがて用がて用がて用がて用途途途途区区区区域域域域がががが

ここはもうここはもうここはもうここはもう住宅住宅住宅住宅がががが多多多多いのでいのでいのでいので住宅住宅住宅住宅区区区区域域域域にしていきましにしていきましにしていきましにしていきましょょょょうと指定うと指定うと指定うと指定さささされて、今れて、今れて、今れて、今住宅住宅住宅住宅の中にまじの中にまじの中にまじの中にまじ

ってってってって運運運運営営営営さささされている会社がありますけれれている会社がありますけれれている会社がありますけれれている会社がありますけれどどどども、もう４０年も５０年もたっていくと当も、もう４０年も５０年もたっていくと当も、もう４０年も５０年もたっていくと当も、もう４０年も５０年もたっていくと当然然然然老老老老

朽朽朽朽化化化化して、それを今度新しくそのして、それを今度新しくそのして、それを今度新しくそのして、それを今度新しくその場場場場所で所で所で所で建建建建てかてかてかてかええええましましましましょょょょうとうとうとうと考え考え考え考えたときに、いたときに、いたときに、いたときに、いやややや、ここは、ここは、ここは、ここは

既既既既にもうにもうにもうにもう住宅住宅住宅住宅区区区区域域域域になっているから新しい工になっているから新しい工になっているから新しい工になっているから新しい工場場場場のののの建建建建設は設は設は設は認認認認められませんとなってしまうのめられませんとなってしまうのめられませんとなってしまうのめられませんとなってしまうの



---- 22224444 ----

が今の用が今の用が今の用が今の用途途途途区区区区域域域域でかかっているでかかっているでかかっているでかかっている規規規規制制制制です。そうであると結です。そうであると結です。そうであると結です。そうであると結局局局局この地この地この地この地域域域域でででで生生生生まれまれまれまれ育育育育った産業った産業った産業った産業

がそこから出ていかなけれがそこから出ていかなけれがそこから出ていかなけれがそこから出ていかなければばばばならないならないならないならない状状状状態になってしまうのです。態になってしまうのです。態になってしまうのです。態になってしまうのです。

奈良県から奈良県から奈良県から奈良県から見見見見るとるとるとると別別別別にそれがにそれがにそれがにそれが橿橿橿橿原市原市原市原市からからからから桜桜桜桜井井井井市市市市にににに移移移移ったり、ったり、ったり、ったり、橿橿橿橿原市原市原市原市からからからから広陵広陵広陵広陵町町町町へへへへ移移移移ったったったった

りということがあっても、りということがあっても、りということがあっても、りということがあっても、同同同同じ県じ県じ県じ県内内内内ではあるかもわかりませんけれではあるかもわかりませんけれではあるかもわかりませんけれではあるかもわかりませんけれどどどども、そのも、そのも、そのも、その市町村市町村市町村市町村の中の中の中の中

ではではではではぐぐぐぐくんできた事業所がそのくんできた事業所がそのくんできた事業所がそのくんできた事業所がその市町村市町村市町村市町村からからからから外外外外に出るということは、そのに出るということは、そのに出るということは、そのに出るということは、その市町村市町村市町村市町村にとってはにとってはにとってはにとっては

ややややはりはりはりはり痛痛痛痛いことでもありますし、その工いことでもありますし、その工いことでもありますし、その工いことでもありますし、その工場場場場が地が地が地が地域域域域で果たしてきたで果たしてきたで果たしてきたで果たしてきた貢献貢献貢献貢献度から度から度から度から見見見見てもてもてもても市町村市町村市町村市町村

からからからから見見見見ても出ていってもらったらても出ていってもらったらても出ていってもらったらても出ていってもらったら困困困困ると思っている方がると思っている方がると思っている方がると思っている方が多多多多いのです。そういういのです。そういういのです。そういういのです。そういう形形形形で、地で、地で、地で、地域域域域

のののの住宅住宅住宅住宅の中ではありますけれの中ではありますけれの中ではありますけれの中ではありますけれどどどども、ともにも、ともにも、ともにも、ともに歩歩歩歩んできたような工んできたような工んできたような工んできたような工場場場場がいざがいざがいざがいざ古古古古くなってきたかくなってきたかくなってきたかくなってきたか

ら、ら、ら、ら、建建建建てかてかてかてかええええましましましましょょょょうとなったときに、そこではうとなったときに、そこではうとなったときに、そこではうとなったときに、そこでは建建建建てかてかてかてかええええがががが認認認認められない、それはめられない、それはめられない、それはめられない、それは住宅住宅住宅住宅区区区区

域域域域に指定に指定に指定に指定さささされているからということですけれれているからということですけれれているからということですけれれているからということですけれどどどども、そういうところをも、そういうところをも、そういうところをも、そういうところを規規規規制制制制緩緩緩緩和和和和してあげるしてあげるしてあげるしてあげる

ことがことがことがことが意意意意味味味味のあることだと思うのです。そのあたりのところは今のところはのあることだと思うのです。そのあたりのところは今のところはのあることだと思うのです。そのあたりのところは今のところはのあることだと思うのです。そのあたりのところは今のところは変変変変わらないらわらないらわらないらわらないら

しいのです。そうするとその会社、工しいのです。そうするとその会社、工しいのです。そうするとその会社、工しいのです。そうするとその会社、工場場場場はははは残念残念残念残念だけれだけれだけれだけれどどどどもうそこの地もうそこの地もうそこの地もうそこの地域域域域をををを去去去去って、って、って、って、遠遠遠遠いといといといと

ころに工ころに工ころに工ころに工場場場場をつくらないとをつくらないとをつくらないとをつくらないと仕仕仕仕方がないという方がないという方がないという方がないという状状状状態になるのです。もともとそこから発態になるのです。もともとそこから発態になるのです。もともとそこから発態になるのです。もともとそこから発祥祥祥祥しししし

た工た工た工た工場場場場がががが繁栄繁栄繁栄繁栄してしてしてして住宅住宅住宅住宅もできてきたという条件にあるところでは、もうもできてきたという条件にあるところでは、もうもできてきたという条件にあるところでは、もうもできてきたという条件にあるところでは、もう少少少少しその地しその地しその地しその地域域域域でこでこでこでこ

れからもれからもれからもれからも生生生生きていくというか、ずっときていくというか、ずっときていくというか、ずっときていくというか、ずっと企企企企業を業を業を業を続続続続けられるようなそういうけられるようなそういうけられるようなそういうけられるようなそういう規規規規制制制制緩緩緩緩和和和和もももも含含含含めるめるめるめる

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考え考え考え考えているのですけれているのですけれているのですけれているのですけれどどどども、そのあたりはも、そのあたりはも、そのあたりはも、そのあたりはどどどどのようにおのようにおのようにおのようにお考え考え考え考えなのかおなのかおなのかおなのかお尋尋尋尋

ねねねねしたいと思います。したいと思います。したいと思います。したいと思います。

○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、森山委員お今、森山委員お今、森山委員お今、森山委員お尋ね尋ね尋ね尋ねの、もともと奈良県の地の、もともと奈良県の地の、もともと奈良県の地の、もともと奈良県の地域域域域の中で長年事業の中で長年事業の中で長年事業の中で長年事業

活活活活動さ動さ動さ動されているれているれているれている企企企企業の業の業の業の拡拡拡拡張投張投張投張投資資資資、工、工、工、工場場場場をををを拡拡拡拡張張張張したいというしたいというしたいというしたいという場場場場合の事例のお合の事例のお合の事例のお合の事例のお話話話話でございましでございましでございましでございまし

たが、実は森山委員ご指たが、実は森山委員ご指たが、実は森山委員ご指たが、実は森山委員ご指摘摘摘摘の事案、結の事案、結の事案、結の事案、結構構構構件件件件数数数数はありまして、はありまして、はありまして、はありまして、我我我我 々々々々としても日ごろからそうとしても日ごろからそうとしても日ごろからそうとしても日ごろからそう

いういういういう場場場場合には合には合には合にはどどどどううううややややってってってって応応応応援したらいいのかと、いろいろ援したらいいのかと、いろいろ援したらいいのかと、いろいろ援したらいいのかと、いろいろ知知知知恵恵恵恵をめをめをめをめぐぐぐぐらしながら研究はらしながら研究はらしながら研究はらしながら研究は続続続続

けているところです。けているところです。けているところです。けているところです。

おっしおっしおっしおっしゃゃゃゃいますいますいますいます住居系住居系住居系住居系の区の区の区の区域域域域、、、、市市市市街街街街化化化化区区区区域域域域の中での中での中での中で住居系住居系住居系住居系の用の用の用の用途途途途地地地地域域域域に指定に指定に指定に指定さささされているとれているとれているとれていると

ころは、ご指ころは、ご指ころは、ご指ころは、ご指摘摘摘摘のとおり工のとおり工のとおり工のとおり工場場場場としてはもう５０平方としてはもう５０平方としてはもう５０平方としてはもう５０平方メメメメーーーートトトトル以ル以ル以ル以下下下下のののの小小小小規規規規模模模模なもの、あるいなもの、あるいなもの、あるいなもの、あるい

は用は用は用は用途途途途地地地地域域域域の設定の設定の設定の設定以前以前以前以前からからからから建建建建っている工っている工っている工っている工場場場場のののの拡拡拡拡張張張張については工については工については工については工場面積場面積場面積場面積の２の２の２の２割割割割までのまでのまでのまでの増増増増築築築築、、、、

そこはそこはそこはそこは法法法法律律律律でもでもでもでも認認認認められているのですが、このめられているのですが、このめられているのですが、このめられているのですが、この点点点点に関してはに関してはに関してはに関しては建建建建築築築築基準基準基準基準法法法法の中でのの中でのの中でのの中での別別別別表表表表で明で明で明で明

記してあるものでございまして、今のところ記してあるものでございまして、今のところ記してあるものでございまして、今のところ記してあるものでございまして、今のところ我我我我 々々々々としてとしてとしてとして法法法法律律律律のののの枠枠枠枠内内内内でででで動動動動かざるを得ないよかざるを得ないよかざるを得ないよかざるを得ないよ

うなうなうなうな状況状況状況状況というのが正というのが正というのが正というのが正直直直直なところです。なところです。なところです。なところです。

そこで、かといって森山委員がおっしそこで、かといって森山委員がおっしそこで、かといって森山委員がおっしそこで、かといって森山委員がおっしゃゃゃゃるように県るように県るように県るように県内内内内のののの企企企企業、しかも工業、しかも工業、しかも工業、しかも工場場場場拡拡拡拡張張張張しよう、しよう、しよう、しよう、

投投投投資資資資をしようというをしようというをしようというをしようという企企企企業は本当に地業は本当に地業は本当に地業は本当に地域域域域にとってのにとってのにとってのにとっての財財財財産だと思っておりまして、その産だと思っておりまして、その産だと思っておりまして、その産だと思っておりまして、その点点点点はははは何何何何
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とかとかとかとか我我我我 々々々々もももも応応応応援したいという援したいという援したいという援したいという意識意識意識意識はははは強強強強くくくく持持持持っています。そこで、当っています。そこで、当っています。そこで、当っています。そこで、当面面面面代代代代替替替替的な的な的な的な対対対対策策策策というというというという

ことで、おっしことで、おっしことで、おっしことで、おっしゃゃゃゃるように、できるだけるように、できるだけるように、できるだけるように、できるだけ同同同同じじじじ市町村市町村市町村市町村の中での中での中での中で動動動動きたいというきたいというきたいというきたいという希望希望希望希望がががが多多多多うござうござうござうござ

いますのでいますのでいますのでいますので同同同同じじじじ市町村市町村市町村市町村の中での中での中での中で見見見見つけられるように、これはつけられるように、これはつけられるように、これはつけられるように、これは別別別別のののの規規規規制制制制緩緩緩緩和和和和でございますが、でございますが、でございますが、でございますが、

市市市市街街街街化化化化調調調調整整整整区区区区域域域域の中でもともと地の中でもともと地の中でもともと地の中でもともと地場場場場産業として産業として産業として産業として認認認認められている一定の業められている一定の業められている一定の業められている一定の業種種種種に関しては調に関しては調に関しては調に関しては調整整整整

区区区区域域域域の中で立地がの中で立地がの中で立地がの中で立地が可可可可能能能能になるようにになるようにになるようにになるように同同同同じじじじ大大大大字字字字、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは隣隣隣隣接接接接大大大大字字字字で２事業所、で２事業所、で２事業所、で２事業所、同同同同じ業じ業じ業じ業種種種種がががが

あれあれあれあればばばば立地ができると、そういう立地ができると、そういう立地ができると、そういう立地ができると、そういう規規規規制制制制緩緩緩緩和和和和を設けておりますので、を設けておりますので、を設けておりますので、を設けておりますので、極力極力極力極力そのそのそのその制制制制度を度を度を度を使使使使いまいまいまいま

して現在の事業所のして現在の事業所のして現在の事業所のして現在の事業所の近近近近くのくのくのくの敷敷敷敷地をご地をご地をご地をご紹介紹介紹介紹介すると。それを一すると。それを一すると。それを一すると。それを一番番番番今、代今、代今、代今、代替替替替案としては案としては案としては案としては使使使使いながいながいながいなが

らららら努努努努力力力力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。

今今今今後後後後も、も、も、も、法法法法律律律律でででで決決決決められた事められた事められた事められた事項項項項ですので、そこをですので、そこをですので、そこをですので、そこをどどどどうしていけるかはすうしていけるかはすうしていけるかはすうしていけるかはすぐぐぐぐにはにはにはには妙妙妙妙案は案は案は案は持持持持

ち合わせていないのですが、当ち合わせていないのですが、当ち合わせていないのですが、当ち合わせていないのですが、当面面面面、ご指、ご指、ご指、ご指摘摘摘摘いただいたような事例もいただいたような事例もいただいたような事例もいただいたような事例も含含含含めまして、県めまして、県めまして、県めまして、県内内内内でもでもでもでも

ともとずっと長くともとずっと長くともとずっと長くともとずっと長く活活活活動さ動さ動さ動されているれているれているれている企企企企業の業の業の業の投投投投資資資資というというというという場場場場合も合も合も合も企企企企業の業の業の業の声声声声をじっくりをじっくりをじっくりをじっくり聞聞聞聞きながら、きながら、きながら、きながら、

かつ、きっちりとかつ、きっちりとかつ、きっちりとかつ、きっちりと近近近近くでくでくでくで投投投投資資資資ができるようにができるようにができるようにができるように粘粘粘粘りりりり強強強強くくくく応応応応援はしていくつもりでおりますの援はしていくつもりでおりますの援はしていくつもりでおりますの援はしていくつもりでおりますの

で、で、で、で、引引引引きききき続続続続きそういうきそういうきそういうきそういう形形形形でででで進進進進めていきたいとめていきたいとめていきたいとめていきたいと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。

○森山委員○森山委員○森山委員○森山委員 どどどどうもうもうもうも答弁答弁答弁答弁ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。

地地地地域域域域振興産業がそういう条件で振興産業がそういう条件で振興産業がそういう条件で振興産業がそういう条件で周周周周りのりのりのりの町村町村町村町村に２つに２つに２つに２つ以以以以上あったら上あったら上あったら上あったら認認認認めることができるといめることができるといめることができるといめることができるとい

うううう制制制制度があることはわかっているのです。その度があることはわかっているのです。その度があることはわかっているのです。その度があることはわかっているのです。その場場場場合は、今合は、今合は、今合は、今言言言言った件でいうと、今あるとこった件でいうと、今あるとこった件でいうと、今あるとこった件でいうと、今あるとこ

ろからろからろからろから同同同同じじじじ市市市市ではありますけれではありますけれではありますけれではありますけれどどどどもももも違違違違うううう場場場場所に所に所に所に移動移動移動移動しなけれしなけれしなけれしなければばばばならない。もともと工ならない。もともと工ならない。もともと工ならない。もともと工場場場場をををを

始始始始めたところは、調めたところは、調めたところは、調めたところは、調べべべべてみるとてみるとてみるとてみると自自自自分が分が分が分が住住住住んでいたんでいたんでいたんでいた家家家家のののの横横横横のののの庭庭庭庭のののの敷敷敷敷地のところに工地のところに工地のところに工地のところに工場場場場をつくをつくをつくをつく

って、そこからって、そこからって、そこからって、そこから大大大大きくなっていったので、きくなっていったので、きくなっていったので、きくなっていったので、家家家家のののの隣隣隣隣に工に工に工に工場場場場があるというがあるというがあるというがあるというケケケケーーーーススススがががが割割割割とととと多多多多いといといといと

思うのです。だから、思うのです。だから、思うのです。だから、思うのです。だから、隣隣隣隣だからだからだからだから利利利利便便便便性性性性も高くていいということなのですが、今のおも高くていいということなのですが、今のおも高くていいということなのですが、今のおも高くていいということなのですが、今のお話話話話では、では、では、では、

今の今の今の今の場場場場所はもう所はもう所はもう所はもうどどどどうしてもだめだからうしてもだめだからうしてもだめだからうしてもだめだから別別別別のののの場場場場所に所に所に所に移動移動移動移動するようなするようなするようなするような形形形形でででで進進進進めないといけないめないといけないめないといけないめないといけない

というのが今の条件になってくるということですけれというのが今の条件になってくるということですけれというのが今の条件になってくるということですけれというのが今の条件になってくるということですけれどどどども、も、も、も、ささささきほきほきほきほどどどどの奈良県の今のの奈良県の今のの奈良県の今のの奈良県の今の規規規規制制制制

緩緩緩緩和和和和では、今まで調では、今まで調では、今まで調では、今まで調整整整整区区区区域域域域でででで建建建建たなかったところでもたなかったところでもたなかったところでもたなかったところでも建建建建てられるようになってきたというてられるようになってきたというてられるようになってきたというてられるようになってきたという

規規規規制制制制緩緩緩緩和和和和が、が、が、が、企企企企業業業業誘致誘致誘致誘致するに当たってするに当たってするに当たってするに当たって非常非常非常非常にににに大大大大きなきなきなきな効効効効果を出しているということがありま果を出しているということがありま果を出しているということがありま果を出しているということがありま

す。もともと本す。もともと本す。もともと本す。もともと本来来来来建建建建ってはいけないってはいけないってはいけないってはいけない場場場場所に所に所に所に建建建建てられるようにてられるようにてられるようにてられるように規規規規制制制制緩緩緩緩和和和和したというのは、そしたというのは、そしたというのは、そしたというのは、そ

れはれはれはれは環環環環境境境境をををを悪悪悪悪くしないでくしないでくしないでくしないでややややるとか、いろいろなるとか、いろいろなるとか、いろいろなるとか、いろいろな線線線線引引引引きはしながらきはしながらきはしながらきはしながら許さ許さ許さ許されるところはれるところはれるところはれるところはぎぎぎぎりりりりぎぎぎぎ

りまでりまでりまでりまで許許許許していこうということでしていこうということでしていこうということでしていこうということで進進進進めていっていると思うのです。だから、めていっていると思うのです。だから、めていっていると思うのです。だから、めていっていると思うのです。だから、公害公害公害公害とか、今とか、今とか、今とか、今

までなかったところにまでなかったところにまでなかったところにまでなかったところに建建建建てたからてたからてたからてたから公害公害公害公害がががが起起起起こってしまって要らないということは当こってしまって要らないということは当こってしまって要らないということは当こってしまって要らないということは当然然然然ですですですです

けれけれけれけれどどどども、も、も、も、私私私私のののの言言言言っている工っている工っている工っている工場場場場は、は、は、は、周周周周りにりにりにりに住宅住宅住宅住宅があるような中でがあるような中でがあるような中でがあるような中で何十何十何十何十年年年年ややややっていますけれっていますけれっていますけれっていますけれ

どどどども、も、も、も、周周周周りのりのりのりの住宅住宅住宅住宅のののの人人人人たちにもたちにもたちにもたちにも認認認認められてめられてめられてめられて仲仲仲仲よく地よく地よく地よく地域域域域でででで繁栄繁栄繁栄繁栄している会社です。そこにもしている会社です。そこにもしている会社です。そこにもしている会社です。そこにも
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う一度う一度う一度う一度建建建建てかてかてかてかええええをしたからといってをしたからといってをしたからといってをしたからといって公害公害公害公害がががが生生生生まれるわけでもない、まれるわけでもない、まれるわけでもない、まれるわけでもない、騒音騒音騒音騒音がががが生生生生まれるわけでまれるわけでまれるわけでまれるわけで

もないし、地もないし、地もないし、地もないし、地域域域域とこれからもとこれからもとこれからもとこれからも仲仲仲仲よくもよくもよくもよくもややややっていけるかと思われます。っていけるかと思われます。っていけるかと思われます。っていけるかと思われます。望望望望まれるのはそこのまれるのはそこのまれるのはそこのまれるのはそこの

自自自自分のところの分のところの分のところの分のところの土土土土地で地で地で地で建建建建てられることが本てられることが本てられることが本てられることが本来希望来希望来希望来希望しておられることですけれしておられることですけれしておられることですけれしておられることですけれどどどども、今の県も、今の県も、今の県も、今の県

下下下下のののの規規規規制制制制緩緩緩緩和和和和の中ではそれができないからの中ではそれができないからの中ではそれができないからの中ではそれができないからささささきほきほきほきほどどどど企企企企業立地業立地業立地業立地推進課推進課推進課推進課長がおっし長がおっし長がおっし長がおっしゃゃゃゃったったったった近近近近いいいい

場場場場所であったらいけるような条件、地所であったらいけるような条件、地所であったらいけるような条件、地所であったらいけるような条件、地域域域域振興産業にかなうものがありますと。今振興産業にかなうものがありますと。今振興産業にかなうものがありますと。今振興産業にかなうものがありますと。今言言言言っていっていっていってい

るのは地るのは地るのは地るのは地域域域域振興産業に入っているのでそれができるのですけれ振興産業に入っているのでそれができるのですけれ振興産業に入っているのでそれができるのですけれ振興産業に入っているのでそれができるのですけれどどどども、も、も、も、ややややはりそこのはりそこのはりそこのはりそこの場場場場所が所が所が所が

一一一一番番番番利利利利便便便便性性性性が高くてが高くてが高くてが高くて望望望望まれているもともとの会社であるのです。そういう奈良県の発まれているもともとの会社であるのです。そういう奈良県の発まれているもともとの会社であるのです。そういう奈良県の発まれているもともとの会社であるのです。そういう奈良県の発展展展展とととと

ともにずっとともにずっとともにずっとともにずっと歩歩歩歩んできたような工んできたような工んできたような工んできたような工場場場場がいきにいくようながいきにいくようながいきにいくようながいきにいくような形形形形のののの規規規規制制制制緩緩緩緩和和和和をもうをもうをもうをもう少少少少しししし探探探探っていっていっていってい

けけけけばばばば、、、、公害公害公害公害をををを起起起起こすとか、こすとか、こすとか、こすとか、環環環環境境境境をををを破破破破壊壊壊壊するとか、そんなことは全するとか、そんなことは全するとか、そんなことは全するとか、そんなことは全然然然然ない、ない、ない、ない、周周周周りからりからりからりから敬遠敬遠敬遠敬遠ささささ

れるということは全れるということは全れるということは全れるということは全然然然然ない会社ですからそういうところがいきにいくようなない会社ですからそういうところがいきにいくようなない会社ですからそういうところがいきにいくようなない会社ですからそういうところがいきにいくような緩緩緩緩和和和和をお願いをお願いをお願いをお願い

します。この先も一します。この先も一します。この先も一します。この先も一緒緒緒緒にににに知知知知恵恵恵恵をををを絞絞絞絞りながらりながらりながらりながら考え考え考え考えていっていただけたらありがたいと思ってていっていただけたらありがたいと思ってていっていただけたらありがたいと思ってていっていただけたらありがたいと思って

いるところです。よろしくお願いします。いるところです。よろしくお願いします。いるところです。よろしくお願いします。いるところです。よろしくお願いします。

○岡委員長○岡委員長○岡委員長○岡委員長 要要要要望望望望でよろしいですか。でよろしいですか。でよろしいですか。でよろしいですか。

○森山委員○森山委員○森山委員○森山委員 要要要要望望望望で結で結で結で結構構構構です。はい、お願いします。です。はい、お願いします。です。はい、お願いします。です。はい、お願いします。

○岡委員長○岡委員長○岡委員長○岡委員長 では、ほかに。では、ほかに。では、ほかに。では、ほかに。

○猪奥副委員長○猪奥副委員長○猪奥副委員長○猪奥副委員長 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ビビビビジジジジョョョョンのンのンのンの再再再再生可生可生可生可能能能能エネルギエネルギエネルギエネルギーについて２ーについて２ーについて２ーについて２点点点点おおおお尋ね尋ね尋ね尋ねをををを

します。します。します。します。

１１１１点点点点目目目目はははは太陽太陽太陽太陽光発光発光発光発電電電電の（４）農業用の（４）農業用の（４）農業用の（４）農業用施施施施設を設を設を設を活活活活用した発用した発用した発用した発電電電電施施施施設の設の設の設の導導導導入入入入促促促促進進進進とていうところとていうところとていうところとていうところ

ですけれですけれですけれですけれどどどども、これはも、これはも、これはも、これはどどどどういうことをういうことをういうことをういうことをイメイメイメイメージしたらいいのかわからないので、ご説明いージしたらいいのかわからないので、ご説明いージしたらいいのかわからないので、ご説明いージしたらいいのかわからないので、ご説明い

ただけれただけれただけれただければばばばと思います。と思います。と思います。と思います。

２２２２点点点点目目目目が、５のが、５のが、５のが、５のエネルギエネルギエネルギエネルギーの高度ーの高度ーの高度ーの高度利活利活利活利活用の（２）の用の（２）の用の（２）の用の（２）の②②②②水水水水素燃素燃素燃素燃料自動料自動料自動料自動車車車車等の等の等の等の導導導導入入入入可可可可能性能性能性能性検検検検

討というところですけれ討というところですけれ討というところですけれ討というところですけれどどどども、も、も、も、去去去去年でしたか、年でしたか、年でしたか、年でしたか、福福福福岡県に岡県に岡県に岡県に視視視視察察察察にににに寄寄寄寄せていただきせていただきせていただきせていただき水水水水素素素素発発発発電電電電のののの

見見見見学学学学ををををささささせていただいた次の日に断せていただいた次の日に断せていただいた次の日に断せていただいた次の日に断念念念念という記事をという記事をという記事をという記事を見見見見ましたが、経済産業ましたが、経済産業ましたが、経済産業ましたが、経済産業省省省省はははは福福福福岡県岡県岡県岡県北北北北九九九九

州州州州市市市市はははは水水水水素素素素はもうはもうはもうはもう無無無無理だ、ペ理だ、ペ理だ、ペ理だ、ペイイイイしないというご判断だったかと思うのですけれしないというご判断だったかと思うのですけれしないというご判断だったかと思うのですけれしないというご判断だったかと思うのですけれどどどども、今のも、今のも、今のも、今の

時期時期時期時期になって奈良県がになって奈良県がになって奈良県がになって奈良県がどどどどうしてこれを検討しようとうしてこれを検討しようとうしてこれを検討しようとうしてこれを検討しようと言言言言うのかよくわからないので、ご説明うのかよくわからないので、ご説明うのかよくわからないので、ご説明うのかよくわからないので、ご説明

をいただけれをいただけれをいただけれをいただければばばばと思います。と思います。と思います。と思います。

○岡委員長○岡委員長○岡委員長○岡委員長 以以以以上です上です上です上ですねねねね。。。。

○猪奥副委員長○猪奥副委員長○猪奥副委員長○猪奥副委員長 ２２２２点点点点お願いします。お願いします。お願いします。お願いします。

○菅谷農村振興課長○菅谷農村振興課長○菅谷農村振興課長○菅谷農村振興課長 エネルギエネルギエネルギエネルギーーーービビビビジジジジョョョョンの中で農業用ンの中で農業用ンの中で農業用ンの中で農業用施施施施設を設を設を設を活活活活用した用した用した用した太陽太陽太陽太陽光発光発光発光発電電電電というというというという

ことに関するごことに関するごことに関するごことに関するご質問質問質問質問ですけれですけれですけれですけれどどどども、ここでいいます農業用も、ここでいいます農業用も、ここでいいます農業用も、ここでいいます農業用施施施施設というのは農設というのは農設というのは農設というのは農村村村村部におきま部におきま部におきま部におきま
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しては、例しては、例しては、例しては、例えばえばえばえばためためためため池池池池とか農業用とか農業用とか農業用とか農業用水路水路水路水路とかいろいろなこれまでのつくられてきた農業に関とかいろいろなこれまでのつくられてきた農業に関とかいろいろなこれまでのつくられてきた農業に関とかいろいろなこれまでのつくられてきた農業に関

するするするする施施施施設がございまして、こういった部分の中で設がございまして、こういった部分の中で設がございまして、こういった部分の中で設がございまして、こういった部分の中で面面面面的に的に的に的に利利利利用できる用できる用できる用できる土土土土地地地地資資資資源源源源としてとしてとしてとして利利利利用で用で用で用で

きるところがあれきるところがあれきるところがあれきるところがあればばばば、例、例、例、例えばえばえばえばためためためため池池池池ですとですとですとですと堤堤堤堤体部分で体部分で体部分で体部分で太陽太陽太陽太陽光発光発光発光発電電電電パパパパネルネルネルネルをををを並並並並べべべべたたたた場場場場合に合に合に合に太太太太

陽陽陽陽光発光発光発光発電電電電がががが利利利利用できるのではないかと、そういう用できるのではないかと、そういう用できるのではないかと、そういう用できるのではないかと、そういう形形形形で今検討をで今検討をで今検討をで今検討を進進進進めているところでございめているところでございめているところでございめているところでござい

ます。ます。ます。ます。

もうもうもうもう少少少少しししし具具具具体的に体的に体的に体的に言言言言いますと、いますと、いますと、いますと、大大大大きなためきなためきなためきなため池池池池として県にとして県にとして県にとして県に倉橋倉橋倉橋倉橋ためためためため池池池池というところがあるというところがあるというところがあるというところがある

のんですけれのんですけれのんですけれのんですけれどどどども、そこの部分ののりも、そこの部分ののりも、そこの部分ののりも、そこの部分ののり面面面面とかとかとかとか湖湖湖湖面面面面ななななどどどどもももも利利利利用した用した用した用した場場場場合に合に合に合にどどどどうかということうかということうかということうかということ

を検討してまいりまして、これまでのところ、を検討してまいりまして、これまでのところ、を検討してまいりまして、これまでのところ、を検討してまいりまして、これまでのところ、倉橋倉橋倉橋倉橋ためためためため池池池池でででで言言言言いますといますといますといますと堤堤堤堤体の体の体の体の内内内内のりのりのりのり面面面面とととと

いいますか、いいますか、いいますか、いいますか、南南南南西西西西の方をの方をの方をの方を向向向向いているのですけれいているのですけれいているのですけれいているのですけれどどどども、そこであれも、そこであれも、そこであれも、そこであれば採ば採ば採ば採算がとれそうな算がとれそうな算がとれそうな算がとれそうな状況状況状況状況

になっておるということで、今になっておるということで、今になっておるということで、今になっておるということで、今後さ後さ後さ後さらに設らに設らに設らに設備備備備やややや電電電電力力力力のののの利利利利用方用方用方用方法法法法、それから、それから、それから、それから採採採採算算算算性性性性についてについてについてについて

詳詳詳詳細細細細をもうをもうをもうをもう少少少少し検討していきながらし検討していきながらし検討していきながらし検討していきながら導導導導入実現に入実現に入実現に入実現に向向向向けてけてけてけて進進進進めていきたいとめていきたいとめていきたいとめていきたいと考え考え考え考えておるところておるところておるところておるところ

でございます。でございます。でございます。でございます。

○村上産業・雇用振興部次長（企画管理室長事務取扱）○村上産業・雇用振興部次長（企画管理室長事務取扱）○村上産業・雇用振興部次長（企画管理室長事務取扱）○村上産業・雇用振興部次長（企画管理室長事務取扱） 水水水水素燃素燃素燃素燃料料料料のののの自動自動自動自動車車車車等の等の等の等の導導導導入の入の入の入の可可可可

能性能性能性能性の検討でございますけれの検討でございますけれの検討でございますけれの検討でございますけれどどどども、これにつきましては平成２７年に経済産業も、これにつきましては平成２７年に経済産業も、これにつきましては平成２７年に経済産業も、これにつきましては平成２７年に経済産業省省省省で全で全で全で全国国国国１１１１

００００００００カカカカ所の基地と申しますか、所の基地と申しますか、所の基地と申しますか、所の基地と申しますか、エネルギエネルギエネルギエネルギーーーー供給供給供給供給のののの拠拠拠拠点点点点を設けるという計を設けるという計を設けるという計を設けるという計画画画画があるとがあるとがあるとがあると伺伺伺伺ってってってって

おりますことから、おりますことから、おりますことから、おりますことから、更更更更に１００に１００に１００に１００カカカカ所のうちには奈良も１所のうちには奈良も１所のうちには奈良も１所のうちには奈良も１カカカカ所入っておるという所入っておるという所入っておるという所入っておるという情情情情報があり報があり報があり報があり

ましたので、平成２５年度からましたので、平成２５年度からましたので、平成２５年度からましたので、平成２５年度から勉勉勉勉強強強強会を立ち上げる会を立ち上げる会を立ち上げる会を立ち上げる程程程程度の度の度の度の取取取取りりりり組組組組みをみをみをみをささささせていただいて、せていただいて、せていただいて、せていただいて、

今今今今後後後後平成２５年、２６年と方平成２５年、２６年と方平成２５年、２６年と方平成２５年、２６年と方向性向性向性向性をををを模模模模索索索索していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと考え考え考え考えている次第でございます。ている次第でございます。ている次第でございます。ている次第でございます。

○猪奥副委員長○猪奥副委員長○猪奥副委員長○猪奥副委員長 ありがとうございます。そういありがとうございます。そういありがとうございます。そういありがとうございます。そういえばえばえばえば、ため、ため、ため、ため池池池池のののの話話話話はもうはもうはもうはもう随随随随分分分分前前前前からからからから知知知知事事事事

がご発がご発がご発がご発言さ言さ言さ言されていたかと思います。これをれていたかと思います。これをれていたかと思います。これをれていたかと思います。これを見見見見ても思うのですけれても思うのですけれても思うのですけれても思うのですけれどどどども、も、も、も、前前前前ののののババババージージージージョョョョンのンのンのンの

ものが今のこのものが今のこのものが今のこのものが今のこの資料資料資料資料ににににどどどどうううう落落落落としとしとしとし込込込込まれているかがまれているかがまれているかがまれているかが非常非常非常非常にわかりにくくて、にわかりにくくて、にわかりにくくて、にわかりにくくて、初初初初めは５つのめは５つのめは５つのめは５つの

ワワワワーーーーキキキキンンンングチグチグチグチーーーームムムムをつくってをつくってをつくってをつくって云云云云 々々々々というご説明だったのが、というご説明だったのが、というご説明だったのが、というご説明だったのが、恐恐恐恐らくらくらくらくワワワワーーーーキキキキンンンングチグチグチグチーーーームムムムががががふふふふ

ええええてててて緊急時緊急時緊急時緊急時ののののエネルギエネルギエネルギエネルギーーーー対対対対策策策策ののののワワワワーーーーキキキキンンンングチグチグチグチーーーームムムムが新しく発が新しく発が新しく発が新しく発足足足足してご検討いただいているしてご検討いただいているしてご検討いただいているしてご検討いただいている

のかとのかとのかとのかと想想想想像像像像はするのですけれはするのですけれはするのですけれはするのですけれどどどども、議も、議も、議も、議論論論論をしていった結果、こういうものがをしていった結果、こういうものがをしていった結果、こういうものがをしていった結果、こういうものがややややはり必要だはり必要だはり必要だはり必要だ

ったからこれは新しいとかったからこれは新しいとかったからこれは新しいとかったからこれは新しいとか前言前言前言前言ってたものがこれにってたものがこれにってたものがこれにってたものがこれに落落落落としとしとしとし込込込込まれていますよというようなまれていますよというようなまれていますよというようなまれていますよというような

ことが、今ことが、今ことが、今ことが、今最最最最新の新の新の新の骨骨骨骨子案を子案を子案を子案を見見見見たらわかるようなペーたらわかるようなペーたらわかるようなペーたらわかるようなペーパパパパーをつくっていただいておけれーをつくっていただいておけれーをつくっていただいておけれーをつくっていただいておければばばばとととと

要要要要望望望望します。します。します。します。

もう一つ、もう一つ、もう一つ、もう一つ、水水水水素燃素燃素燃素燃料料料料のののの話話話話ですけれですけれですけれですけれどどどども、も、も、も、再再再再生可生可生可生可能能能能エネルギエネルギエネルギエネルギーというのはーというのはーというのはーというのはどどどどんんんんどどどどんんんん普普普普及及及及しししし

ていくていくていくていくべべべべきだとは思ってはいますが、きだとは思ってはいますが、きだとは思ってはいますが、きだとは思ってはいますが、ややややはりはりはりはりココココスススストトトトのこともありますし、研究出のこともありますし、研究出のこともありますし、研究出のこともありますし、研究出版版版版をををを見見見見たたたた

結果、結果、結果、結果、国国国国から予算がつくから研究はするけれから予算がつくから研究はするけれから予算がつくから研究はするけれから予算がつくから研究はするけれどどどども、も、も、も、ややややってみた結果ってみた結果ってみた結果ってみた結果無無無無理だと思ったら、理だと思ったら、理だと思ったら、理だと思ったら、むむむむ



---- 22228888 ----

だだと思ったらだだと思ったらだだと思ったらだだと思ったらややややめるめるめるめるべべべべきというのも判断の一つとしてきというのも判断の一つとしてきというのも判断の一つとしてきというのも判断の一つとして持持持持っていただけれっていただけれっていただけれっていただければばばばとお願いをしとお願いをしとお願いをしとお願いをし

ます。ます。ます。ます。

もう一つ、もう一つ、もう一つ、もう一つ、質問質問質問質問したいのですが、先日の代したいのですが、先日の代したいのですが、先日の代したいのですが、先日の代表質問表質問表質問表質問で職業で職業で職業で職業訓練訓練訓練訓練とととと求求求求職職職職者者者者支援支援支援支援訓練訓練訓練訓練のののの情情情情報を報を報を報を

共有共有共有共有した方がいいのではないかとした方がいいのではないかとした方がいいのではないかとした方がいいのではないかと質問質問質問質問しました。そのしました。そのしました。そのしました。その質問質問質問質問した中のした中のした中のした中の大大大大部分はお部分はお部分はお部分はお答え答え答え答えいただいただいただいただ

いたのですけれいたのですけれいたのですけれいたのですけれどどどども、も、も、も、情情情情報報報報共有共有共有共有を一を一を一を一括化括化括化括化して、して、して、して、求求求求職職職職者者者者の方に２つのの方に２つのの方に２つのの方に２つの訓練訓練訓練訓練はははは違違違違うけれうけれうけれうけれどどどどもこもこもこもこ

ういうのがありますということが１ういうのがありますということが１ういうのがありますということが１ういうのがありますということが１カカカカ所でわかるようなものができれ所でわかるようなものができれ所でわかるようなものができれ所でわかるようなものができればばばばいいのではないかいいのではないかいいのではないかいいのではないか

とととと考え考え考え考えておりまして、それにておりまして、それにておりまして、それにておりまして、それに対対対対してごしてごしてごしてご答弁答弁答弁答弁をちをちをちをちょょょょうだいしていなかったうだいしていなかったうだいしていなかったうだいしていなかったややややに思うのですけに思うのですけに思うのですけに思うのですけ

れれれれどどどども、ごも、ごも、ごも、ご答弁答弁答弁答弁いただけれいただけれいただけれいただければばばばと思います。と思います。と思います。と思います。

○加納雇用労政課長○加納雇用労政課長○加納雇用労政課長○加納雇用労政課長 今、副委員長からお今、副委員長からお今、副委員長からお今、副委員長からお尋ね尋ね尋ね尋ねのありましたのありましたのありましたのありました公公公公共共共共職業職業職業職業訓練訓練訓練訓練とととと求求求求職職職職者者者者支援支援支援支援訓訓訓訓

練練練練とのとのとのとの間間間間のののの連連連連携携携携ということかと思います。ということかと思います。ということかと思います。ということかと思います。

そのそのその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、答弁さ答弁さ答弁さ答弁させていただいたようにせていただいたようにせていただいたようにせていただいたように求求求求職職職職者者者者支援支援支援支援訓練訓練訓練訓練ををををややややっておるのはっておるのはっておるのはっておるのはポポポポリリリリ

テテテテククククセンターでございます。それから、センターでございます。それから、センターでございます。それから、センターでございます。それから、私私私私どどどどもではもではもではもでは公公公公共共共共職業職業職業職業訓練訓練訓練訓練と、その中でも委託と、その中でも委託と、その中でも委託と、その中でも委託訓練訓練訓練訓練

というというというという形形形形のことをのことをのことをのことをややややっております。その中っております。その中っております。その中っております。その中身身身身については、については、については、については、どどどどちらにしても労働ちらにしても労働ちらにしても労働ちらにしても労働局局局局をををを介介介介してしてしてして

このこのこのこの訓練訓練訓練訓練を受けていただくことになりますので、労働を受けていただくことになりますので、労働を受けていただくことになりますので、労働を受けていただくことになりますので、労働局局局局のののの窓窓窓窓口においては口においては口においては口においてはポポポポリテリテリテリテククククセンタセンタセンタセンタ

ーではこういうーではこういうーではこういうーではこういう訓練訓練訓練訓練ををををややややっています、それから、県ではこういう委託っています、それから、県ではこういう委託っています、それから、県ではこういう委託っています、それから、県ではこういう委託訓練訓練訓練訓練ををををややややっていますっていますっていますっています

というというというという形形形形で、実で、実で、実で、実際際際際にににに訓練訓練訓練訓練をごをごをごをご希望さ希望さ希望さ希望される方ないしれる方ないしれる方ないしれる方ないし求求求求職職職職者者者者の方については労働の方については労働の方については労働の方については労働局局局局のののの窓窓窓窓口にお口にお口にお口にお

いて１本いて１本いて１本いて１本化さ化さ化さ化されたれたれたれた形形形形でのでのでのでの情情情情報提報提報提報提供供供供というというというという形形形形になっております。したがいまして、その中でになっております。したがいまして、その中でになっております。したがいまして、その中でになっております。したがいまして、その中で

どどどどちらをちらをちらをちらを選択選択選択選択さささされるか、もしくは労働れるか、もしくは労働れるか、もしくは労働れるか、もしくは労働局局局局からからからからどどどどういうごういうごういうごういうご相談相談相談相談で、こちらの方がいいのではで、こちらの方がいいのではで、こちらの方がいいのではで、こちらの方がいいのでは

ないですかというないですかというないですかというないですかというアアアアドドドドバイスバイスバイスバイスもしているもしているもしているもし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。

○猪奥副委員長○猪奥副委員長○猪奥副委員長○猪奥副委員長 労働労働労働労働局局局局ではそういうではそういうではそういうではそういうふふふふうにしていただいていることはわかってはいるのうにしていただいていることはわかってはいるのうにしていただいていることはわかってはいるのうにしていただいていることはわかってはいるの

ですけれですけれですけれですけれどどどども、委託も、委託も、委託も、委託訓練訓練訓練訓練ををををややややっているのは県ですから県もっているのは県ですから県もっているのは県ですから県もっているのは県ですから県も求求求求職職職職者者者者支援支援支援支援訓練訓練訓練訓練のののの情情情情報を入れて報を入れて報を入れて報を入れて

県として提県として提県として提県として提示示示示することもすることもすることもすることも可可可可能能能能なのではないかと思います。なのではないかと思います。なのではないかと思います。なのではないかと思います。どどどどちらがはっきりとつくっておちらがはっきりとつくっておちらがはっきりとつくっておちらがはっきりとつくってお

られるのかわからないのですけれられるのかわからないのですけれられるのかわからないのですけれられるのかわからないのですけれどどどども、も、も、も、富富富富山県な山県な山県な山県などどどどでは県の雇用労では県の雇用労では県の雇用労では県の雇用労政課政課政課政課みたいなところのみたいなところのみたいなところのみたいなところの

ホホホホーーーームムムムページからページからページからページから両両両両方の方の方の方の施施施施策策策策が合が合が合が合致致致致したようなものがしたようなものがしたようなものがしたようなものが見見見見られるのです。られるのです。られるのです。られるのです。ホホホホーーーームムムムページにそページにそページにそページにそ

ううううややややって県がって県がって県がって県が努努努努力力力力してしてしてしてアップアップアップアップすることによってすることによってすることによってすることによって求求求求職職職職者者者者が、ああこんなことができるのだっが、ああこんなことができるのだっが、ああこんなことができるのだっが、ああこんなことができるのだっ

たらたらたらたらハハハハロロロローーーーワワワワーーーーククククに行ってみようかという第一に行ってみようかという第一に行ってみようかという第一に行ってみようかという第一歩歩歩歩にもなるかもしれませんし、こういうにもなるかもしれませんし、こういうにもなるかもしれませんし、こういうにもなるかもしれませんし、こういう後後後後

押押押押しは、県としてはできるのではないかと思います。また、しは、県としてはできるのではないかと思います。また、しは、県としてはできるのではないかと思います。また、しは、県としてはできるのではないかと思います。また、富富富富山県の山県の山県の山県のホホホホーーーームムムムページでもページでもページでもページでも見見見見

てみてくだてみてくだてみてくだてみてくだささささい。い。い。い。以以以以上です。上です。上です。上です。

○岡委員長○岡委員長○岡委員長○岡委員長 もうもうもうもう答弁答弁答弁答弁、よろしいか。、よろしいか。、よろしいか。、よろしいか。

○猪奥副委員長○猪奥副委員長○猪奥副委員長○猪奥副委員長 はい。はい。はい。はい。
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○岡委員長○岡委員長○岡委員長○岡委員長 ほかにございませんか。ほかにございませんか。ほかにございませんか。ほかにございませんか。

（（（（「「「「なし」となし」となし」となし」と呼ぶ者呼ぶ者呼ぶ者呼ぶ者あり）あり）あり）あり）

なけれなけれなけれなければばばば、これをもちまして、これをもちまして、これをもちまして、これをも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、正副委員長に一次に、委員長報告についてでありますが、正副委員長に一次に、委員長報告についてでありますが、正副委員長に一次に、委員長報告についてでありますが、正副委員長に一任任任任願願願願ええええますか。ますか。ますか。ますか。

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

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

これをもちまして、本日の委員会をこれをもちまして、本日の委員会をこれをもちまして、本日の委員会をこれをもちまして、本日の委員会を終終終終わります。ごわります。ごわります。ごわります。ご苦苦苦苦労労労労ささささまでございました。までございました。までございました。までございました。


