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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２月２２日（水） １３：３３～１６：２６平成２４年２月２２日（水） １３：３３～１６：２６平成２４年２月２２日（水） １３：３３～１６：２６平成２４年２月２２日（水） １３：３３～１６：２６

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

出席委員出席委員出席委員出席委員 ８名８名８名８名

大国 正博 委員長大国 正博 委員長大国 正博 委員長大国 正博 委員長

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

阪口 保 委員阪口 保 委員阪口 保 委員阪口 保 委員

猪奥 美里 委員猪奥 美里 委員猪奥 美里 委員猪奥 美里 委員

神田加津代 委員神田加津代 委員神田加津代 委員神田加津代 委員

今井 光子 委員今井 光子 委員今井 光子 委員今井 光子 委員

松尾 勇臣 委員松尾 勇臣 委員松尾 勇臣 委員松尾 勇臣 委員

粒谷 友示 委員粒谷 友示 委員粒谷 友示 委員粒谷 友示 委員

欠席委員欠席委員欠席委員欠席委員 なしなしなしなし

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

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

傍聴者傍聴者傍聴者傍聴者 なしなしなしなし

議 事議 事議 事議 事

（１）２月定例県議会提出予定議案について（１）２月定例県議会提出予定議案について（１）２月定例県議会提出予定議案について（１）２月定例県議会提出予定議案について

（２）その他（２）その他（２）その他（２）その他

＜質疑応答＞＜質疑応答＞＜質疑応答＞＜質疑応答＞

○大国委員長○大国委員長○大国委員長○大国委員長 それでは、ただいまの説明、報告、またはその他の事項も含めまして、質それでは、ただいまの説明、報告、またはその他の事項も含めまして、質それでは、ただいまの説明、報告、またはその他の事項も含めまして、質それでは、ただいまの説明、報告、またはその他の事項も含めまして、質

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

○今井委員○今井委員○今井委員○今井委員 何点か、お伺いをしたいと思います。何点か、お伺いをしたいと思います。何点か、お伺いをしたいと思います。何点か、お伺いをしたいと思います。

一つは、ＴＰＰの問題でお尋ねをしたいと思いますけれども、７日に日米間協議が行わ一つは、ＴＰＰの問題でお尋ねをしたいと思いますけれども、７日に日米間協議が行わ一つは、ＴＰＰの問題でお尋ねをしたいと思いますけれども、７日に日米間協議が行わ一つは、ＴＰＰの問題でお尋ねをしたいと思いますけれども、７日に日米間協議が行わ

れております。日本側がすべての品目を交渉対象にする基本方針をアメリカに伝えておりれております。日本側がすべての品目を交渉対象にする基本方針をアメリカに伝えておりれております。日本側がすべての品目を交渉対象にする基本方針をアメリカに伝えておりれております。日本側がすべての品目を交渉対象にする基本方針をアメリカに伝えており

ます。もともとＴＰＰは例外のない関税撤廃を原則にしておりまして、事前協議で日本側ます。もともとＴＰＰは例外のない関税撤廃を原則にしておりまして、事前協議で日本側ます。もともとＴＰＰは例外のない関税撤廃を原則にしておりまして、事前協議で日本側ます。もともとＴＰＰは例外のない関税撤廃を原則にしておりまして、事前協議で日本側

が改めてこの原則に従う約束をしておりました。野田内閣総理大臣は国民に対しては国益が改めてこの原則に従う約束をしておりました。野田内閣総理大臣は国民に対しては国益が改めてこの原則に従う約束をしておりました。野田内閣総理大臣は国民に対しては国益が改めてこの原則に従う約束をしておりました。野田内閣総理大臣は国民に対しては国益

の視点と言っていたわけですけれども、事前協議の段階で日本側の基本方針としてすべての視点と言っていたわけですけれども、事前協議の段階で日本側の基本方針としてすべての視点と言っていたわけですけれども、事前協議の段階で日本側の基本方針としてすべての視点と言っていたわけですけれども、事前協議の段階で日本側の基本方針としてすべて

の品目を交渉対象にする姿勢を出しているわけです。アメリカはどうかといいますと、日の品目を交渉対象にする姿勢を出しているわけです。アメリカはどうかといいますと、日の品目を交渉対象にする姿勢を出しているわけです。アメリカはどうかといいますと、日の品目を交渉対象にする姿勢を出しているわけです。アメリカはどうかといいますと、日

本のＴＰＰ参加の業界団体や企業からの意見を集めておりまして、そこには関税撤廃だけ本のＴＰＰ参加の業界団体や企業からの意見を集めておりまして、そこには関税撤廃だけ本のＴＰＰ参加の業界団体や企業からの意見を集めておりまして、そこには関税撤廃だけ本のＴＰＰ参加の業界団体や企業からの意見を集めておりまして、そこには関税撤廃だけ
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ではなく、食品の添加物、残留農薬規制の緩和、アメリカ産の牛肉の輸入規制撤廃、税関ではなく、食品の添加物、残留農薬規制の緩和、アメリカ産の牛肉の輸入規制撤廃、税関ではなく、食品の添加物、残留農薬規制の緩和、アメリカ産の牛肉の輸入規制撤廃、税関ではなく、食品の添加物、残留農薬規制の緩和、アメリカ産の牛肉の輸入規制撤廃、税関

の手続緩和など、食の安全にかかわる重大な問題が提起されております。アメリカの業界の手続緩和など、食の安全にかかわる重大な問題が提起されております。アメリカの業界の手続緩和など、食の安全にかかわる重大な問題が提起されております。アメリカの業界の手続緩和など、食の安全にかかわる重大な問題が提起されております。アメリカの業界

団体はアメリカの投資家保護の名目で日本政府を訴えることができる制度の構築、また自団体はアメリカの投資家保護の名目で日本政府を訴えることができる制度の構築、また自団体はアメリカの投資家保護の名目で日本政府を訴えることができる制度の構築、また自団体はアメリカの投資家保護の名目で日本政府を訴えることができる制度の構築、また自

国の自動車業界の救済のための輸出の拡大策などを求めておりまして、例えば軽四自動車国の自動車業界の救済のための輸出の拡大策などを求めておりまして、例えば軽四自動車国の自動車業界の救済のための輸出の拡大策などを求めておりまして、例えば軽四自動車国の自動車業界の救済のための輸出の拡大策などを求めておりまして、例えば軽四自動車

という日本だけの車に対しましては、それも取っ払えということまで言われているわけでという日本だけの車に対しましては、それも取っ払えということまで言われているわけでという日本だけの車に対しましては、それも取っ払えということまで言われているわけでという日本だけの車に対しましては、それも取っ払えということまで言われているわけで

す。公式文書には英語の使用を拡大することを要求しております。す。公式文書には英語の使用を拡大することを要求しております。す。公式文書には英語の使用を拡大することを要求しております。す。公式文書には英語の使用を拡大することを要求しております。

このＴＰＰ交渉は、政府間協議を秘密にするこのＴＰＰ交渉は、政府間協議を秘密にするこのＴＰＰ交渉は、政府間協議を秘密にするこのＴＰＰ交渉は、政府間協議を秘密にする合合合合意が意が意が意が既既既既にありまして、一体どにありまして、一体どにありまして、一体どにありまして、一体どんんんんなことのなことのなことのなことの

協議が行われているのかの協議が行われているのかの協議が行われているのかの協議が行われているのかの情情情情報も国民には入っておりま報も国民には入っておりま報も国民には入っておりま報も国民には入っておりませんせんせんせん。政府の。政府の。政府の。政府の担当者担当者担当者担当者にににによよよよる説明会る説明会る説明会る説明会

がががが高知高知高知高知県や県や県や県や埼玉埼玉埼玉埼玉県、神県、神県、神県、神奈川奈川奈川奈川県で県で県で県で始始始始まっておりますけれども、まっておりますけれども、まっておりますけれども、まっておりますけれども、徹底徹底徹底徹底した秘密した秘密した秘密した秘密主義主義主義主義であるためであるためであるためであるため

に、県の行政職員からはに、県の行政職員からはに、県の行政職員からはに、県の行政職員からは情情情情報をできるだけ報をできるだけ報をできるだけ報をできるだけスピーディースピーディースピーディースピーディーに公に公に公に公開開開開して、アメリカなどからのして、アメリカなどからのして、アメリカなどからのして、アメリカなどからの

要要要要望望望望ががががよよよよりりりり具具具具体体体体化化化化してきたら、してきたら、してきたら、してきたら、ぜひぜひぜひぜひ関係関係関係関係者者者者やややや住住住住民に民に民に民に丁寧丁寧丁寧丁寧な説明を行い、国民な説明を行い、国民な説明を行い、国民な説明を行い、国民的的的的な議な議な議な議論論論論のののの上上上上

にににに立立立立って参加をするかどうかって参加をするかどうかって参加をするかどうかって参加をするかどうか決決決決めてほしいめてほしいめてほしいめてほしい声声声声も出ております。も出ております。も出ております。も出ております。

ＴＰＰに関して国から県に何らかの説明や、また県としてのＴＰＰに関して国から県に何らかの説明や、また県としてのＴＰＰに関して国から県に何らかの説明や、また県としてのＴＰＰに関して国から県に何らかの説明や、また県としての考考考考えを意見えを意見えを意見えを意見聴聴聴聴取するなど、取するなど、取するなど、取するなど、

そうしたことを言ってきているのかどうか、この点について農林部にお尋ねをしたいと思そうしたことを言ってきているのかどうか、この点について農林部にお尋ねをしたいと思そうしたことを言ってきているのかどうか、この点について農林部にお尋ねをしたいと思そうしたことを言ってきているのかどうか、この点について農林部にお尋ねをしたいと思

います。います。います。います。

昨昨昨昨年１２月２３日に年１２月２３日に年１２月２３日に年１２月２３日に奈奈奈奈良県文良県文良県文良県文化化化化会会会会館館館館でもＴＰＰでもＴＰＰでもＴＰＰでもＴＰＰ反反反反対の対の対の対の決決決決起集会が起集会が起集会が起集会が開開開開かれました。県議会かれました。県議会かれました。県議会かれました。県議会

議員も１１名が議員も１１名が議員も１１名が議員も１１名が反反反反対ということで名前を出していただきました。い対ということで名前を出していただきました。い対ということで名前を出していただきました。い対ということで名前を出していただきました。いろろろろいいいいろろろろな団体の方がな団体の方がな団体の方がな団体の方が来来来来

てくださいましたが、意外だったのは、てくださいましたが、意外だったのは、てくださいましたが、意外だったのは、てくださいましたが、意外だったのは、森森森森林林林林組合組合組合組合の方のご意見です。の方のご意見です。の方のご意見です。の方のご意見です。木材木材木材木材につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては

昭昭昭昭和３和３和３和３９９９９年から自年から自年から自年から自由化由化由化由化されておりますので、今さら自されておりますので、今さら自されておりますので、今さら自されておりますので、今さら自由化由化由化由化といっても、そといっても、そといっても、そといっても、そんんんんなに大きななに大きななに大きななに大きな影影影影

響響響響がないと思っておりましたけれども、林家の大がないと思っておりましたけれども、林家の大がないと思っておりましたけれども、林家の大がないと思っておりましたけれども、林家の大半半半半が農家林家で農業をが農家林家で農業をが農家林家で農業をが農家林家で農業を営み営み営み営みながら林業をながら林業をながら林業をながら林業を

守守守守っているっているっているっている状況状況状況状況ですので、農業がですので、農業がですので、農業がですので、農業が立ち立ち立ち立ち行かなければ林業も行かなければ林業も行かなければ林業も行かなければ林業も守守守守れないと言われておりました。れないと言われておりました。れないと言われておりました。れないと言われておりました。

労働労働労働労働の部の部の部の部門門門門では、外国では、外国では、外国では、外国人人人人のののの労働者労働者労働者労働者が平成２１年１が平成２１年１が平成２１年１が平成２１年１００００月月月月時時時時点で全国で点で全国で点で全国で点で全国で５５５５６６６６万人万人万人万人、、、、奈奈奈奈良県で良県で良県で良県で

は３８４の事業は３８４の事業は３８４の事業は３８４の事業所所所所に２に２に２に２，，，，２３３２３３２３３２３３人人人人が雇用されて、２４３が雇用されて、２４３が雇用されて、２４３が雇用されて、２４３人人人人が外国が外国が外国が外国人人人人のののの派遣派遣派遣派遣の方だというこの方だというこの方だというこの方だというこ

とです。とです。とです。とです。

畜畜畜畜産農業産農業産農業産農業組合組合組合組合の方も、ＴＰＰ参加にの方も、ＴＰＰ参加にの方も、ＴＰＰ参加にの方も、ＴＰＰ参加によよよより日本の肉用牛り日本の肉用牛り日本の肉用牛り日本の肉用牛生生生生産農家の７産農家の７産農家の７産農家の７５％５％５％５％、、、、養豚養豚養豚養豚業の７業の７業の７業の７

０％０％０％０％が廃業にが廃業にが廃業にが廃業に追追追追いいいい込込込込まれる。そうするとまれる。そうするとまれる。そうするとまれる。そうすると奈奈奈奈良県の良県の良県の良県の酪酪酪酪農は、なくなってしまい、さらに、農は、なくなってしまい、さらに、農は、なくなってしまい、さらに、農は、なくなってしまい、さらに、養養養養

蜂蜂蜂蜂業の方は、水田があって業の方は、水田があって業の方は、水田があって業の方は、水田があってレンゲレンゲレンゲレンゲがががが咲咲咲咲いて、いて、いて、いて、果樹果樹果樹果樹の交の交の交の交配配配配ででででハチミツハチミツハチミツハチミツをとっているけれども、をとっているけれども、をとっているけれども、をとっているけれども、

ハチミツハチミツハチミツハチミツもとれなくなって日本の原もとれなくなって日本の原もとれなくなって日本の原もとれなくなって日本の原風景風景風景風景もももも失失失失われるというご意見が、われるというご意見が、われるというご意見が、われるというご意見が、各各各各界の方からその集界の方からその集界の方からその集界の方からその集

会の会の会の会の中中中中で出ておりました。で出ておりました。で出ておりました。で出ておりました。

奈奈奈奈良県の産業を良県の産業を良県の産業を良県の産業を守守守守っていこうとするならば、今この事前協議をされて、秘密でっていこうとするならば、今この事前協議をされて、秘密でっていこうとするならば、今この事前協議をされて、秘密でっていこうとするならば、今この事前協議をされて、秘密でよよよよくわかくわかくわかくわか
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りまりまりまりませんせんせんせんけれども、今のけれども、今のけれども、今のけれども、今の時時時時点でＴＰＰに点でＴＰＰに点でＴＰＰに点でＴＰＰに反反反反対する対する対する対するよよよように、国に求めるべきではないかと思うに、国に求めるべきではないかと思うに、国に求めるべきではないかと思うに、国に求めるべきではないかと思

います。その点についてどのいます。その点についてどのいます。その点についてどのいます。その点についてどのよよよようにおうにおうにおうにお考考考考えかお伺いをしたいと思います。えかお伺いをしたいと思います。えかお伺いをしたいと思います。えかお伺いをしたいと思います。

それから、食肉それから、食肉それから、食肉それから、食肉流通センター流通センター流通センター流通センターについて、説明をいただきました。いについて、説明をいただきました。いについて、説明をいただきました。いについて、説明をいただきました。いろろろろいいいいろろろろとととと検討検討検討検討をされをされをされをされ

て公て公て公て公社社社社でという方でという方でという方でという方向向向向が今、示されているわけですけれども、食肉が今、示されているわけですけれども、食肉が今、示されているわけですけれども、食肉が今、示されているわけですけれども、食肉流通センター流通センター流通センター流通センターのののの検討検討検討検討につにつにつにつ

きましては、平成１きましては、平成１きましては、平成１きましては、平成１５５５５年に外部年に外部年に外部年に外部監査監査監査監査で問題がで問題がで問題がで問題が指摘指摘指摘指摘されまして、平成２されまして、平成２されまして、平成２されまして、平成２００００年に食肉年に食肉年に食肉年に食肉流通セン流通セン流通セン流通セン

ターターターターのののの経営経営経営経営改改改改革等検討革等検討革等検討革等検討委員会が提言を出し、その委員会が提言を出し、その委員会が提言を出し、その委員会が提言を出し、その後経営後経営後経営後経営改改改改革等評価革等評価革等評価革等評価委員会がまとめを出し委員会がまとめを出し委員会がまとめを出し委員会がまとめを出し

ております。今、第４ております。今、第４ております。今、第４ております。今、第４回回回回のののの経営経営経営経営改改改改革等検討革等検討革等検討革等検討委員会が委員会が委員会が委員会が設置設置設置設置されましてされましてされましてされまして具具具具体体体体化化化化をされをされをされをされよよよようというというというとい

うことでごうことでごうことでごうことでござざざざいますけれども、このいますけれども、このいますけれども、このいますけれども、この経営経営経営経営改改改改革等検討革等検討革等検討革等検討委員会のまとめの委員会のまとめの委員会のまとめの委員会のまとめの中中中中にもにもにもにも広広広広く県民の意く県民の意く県民の意く県民の意

見を見を見を見を踏踏踏踏まえてということがごまえてということがごまえてということがごまえてということがござざざざいまして、いまして、いまして、いまして、傍聴傍聴傍聴傍聴に４に４に４に４回回回回ほど出ておりますけれども、ほど出ておりますけれども、ほど出ておりますけれども、ほど出ておりますけれども、非常非常非常非常にににに

いいいいろろろろいいいいろろろろな意見が出てきておりな意見が出てきておりな意見が出てきておりな意見が出てきており中身中身中身中身の議の議の議の議論論論論がされていることをがされていることをがされていることをがされていることを承知承知承知承知しておりますが、県民しておりますが、県民しておりますが、県民しておりますが、県民

の意見はどうかということをの意見はどうかということをの意見はどうかということをの意見はどうかということをよよよよくくくく踏踏踏踏まえて県としての方まえて県としての方まえて県としての方まえて県としての方向向向向を出すべきではないかと思ってを出すべきではないかと思ってを出すべきではないかと思ってを出すべきではないかと思って

おりますので、おりますので、おりますので、おりますので、結論結論結論結論を出すにを出すにを出すにを出すに当当当当たって県民の意見をどのたって県民の意見をどのたって県民の意見をどのたって県民の意見をどのよよよようにうにうにうに聴聴聴聴取するのかという点につ取するのかという点につ取するのかという点につ取するのかという点につ

いてお尋ねをしたいと思います。いてお尋ねをしたいと思います。いてお尋ねをしたいと思います。いてお尋ね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、学校給学校給学校給学校給食の食の食の食の地地地地産産産産地消地消地消地消の問題です。県でもの問題です。県でもの問題です。県でもの問題です。県でも地元地元地元地元の農業をの農業をの農業をの農業を促進促進促進促進するさまするさまするさまするさまざざざざまなまなまなまな新新新新

しいメしいメしいメしいメニューニューニューニューも出ておりますけれども、今、も出ておりますけれども、今、も出ておりますけれども、今、も出ておりますけれども、今、奈奈奈奈良県の良県の良県の良県の学校給学校給学校給学校給食におきまして、県の食食におきまして、県の食食におきまして、県の食食におきまして、県の食材材材材のののの

利利利利用が２用が２用が２用が２５％程５％程５％程５％程度といわれております。度といわれております。度といわれております。度といわれております。額額額額にいたしますと大体１にいたしますと大体１にいたしますと大体１にいたしますと大体１０億円ぐ０億円ぐ０億円ぐ０億円ぐらいにらいにらいにらいに当当当当たるのたるのたるのたるの

ではないかと思いますけれども、ではないかと思いますけれども、ではないかと思いますけれども、ではないかと思いますけれども、中学校給中学校給中学校給中学校給食の食の食の食の実施実施実施実施がががが奈奈奈奈良県は、良県は、良県は、良県は、生徒数生徒数生徒数生徒数でででで５５５５２２２２％％％％、、、、学校数学校数学校数学校数

では７では７では７では７割割割割で、全国で、全国で、全国で、全国的的的的にはにはにはには非常非常非常非常にににに中学校給中学校給中学校給中学校給食がおくれている県だと思っておりますが、こと食がおくれている県だと思っておりますが、こと食がおくれている県だと思っておりますが、こと食がおくれている県だと思っておりますが、こと

しからしからしからしから奈奈奈奈良良良良市市市市や大和や大和や大和や大和郡山市郡山市郡山市郡山市などでなどでなどでなどで中学校給中学校給中学校給中学校給食を食を食を食を進進進進める方める方める方める方向向向向も出ております。も出ております。も出ております。も出ております。地元地元地元地元のののの広陵町広陵町広陵町広陵町

でも、でも、でも、でも、町町町町議会では全会一議会では全会一議会では全会一議会では全会一致致致致でででで中学校給中学校給中学校給中学校給食を食を食を食を進進進進めるめるめるめるよよよようにうにうにうに決決決決議が議が議が議が上上上上がりまして、今、がりまして、今、がりまして、今、がりまして、今、町町町町に求に求に求に求

めているめているめているめている経緯経緯経緯経緯がごがごがごがござざざざいますけれども、いますけれども、いますけれども、いますけれども、義務教育義務教育義務教育義務教育であるであるであるである奈奈奈奈良県の良県の良県の良県の小小小小・・・・中学校中学校中学校中学校すべてですべてですべてですべてで給給給給食が食が食が食が

実現実現実現実現したしたしたした場合場合場合場合に、食に、食に、食に、食材費材費材費材費だけでだけでだけでだけで５０億円５０億円５０億円５０億円のののの販路開拓販路開拓販路開拓販路開拓ができることになっていきます。民間ができることになっていきます。民間ができることになっていきます。民間ができることになっていきます。民間

の団体がの団体がの団体がの団体が学校給学校給学校給学校給食を食を食を食を考考考考えるえるえるえる準備準備準備準備会ということでア会ということでア会ということでア会ということでアンケート調査ンケート調査ンケート調査ンケート調査をされまして、その報告書をされまして、その報告書をされまして、その報告書をされまして、その報告書

も見さも見さも見さも見させせせせていただきましたけれども、ていただきましたけれども、ていただきましたけれども、ていただきましたけれども、小小小小さい自さい自さい自さい自治治治治体、体、体、体、東吉東吉東吉東吉野野野野村村村村などでは、できるだけなどでは、できるだけなどでは、できるだけなどでは、できるだけ地元地元地元地元

の野の野の野の野菜菜菜菜を使って子どもたを使って子どもたを使って子どもたを使って子どもたちちちちに食に食に食に食材材材材提提提提供供供供していますが、お米としていますが、お米としていますが、お米としていますが、お米とパンパンパンパンはははは奈奈奈奈良県のものを使って良県のものを使って良県のものを使って良県のものを使って

おりますけれども、ほかのものにつきましてはおりますけれども、ほかのものにつきましてはおりますけれども、ほかのものにつきましてはおりますけれども、ほかのものにつきましては非常非常非常非常にばらつきがありますし、それだけのにばらつきがありますし、それだけのにばらつきがありますし、それだけのにばらつきがありますし、それだけの

量量量量が間にが間にが間にが間に合合合合わないとか、わないとか、わないとか、わないとか、価格価格価格価格がががが折折折折りりりり合合合合わないとか、使っているとこわないとか、使っているとこわないとか、使っているとこわないとか、使っているところろろろではではではでは新鮮新鮮新鮮新鮮でででで地元地元地元地元のののの人人人人

のののの顔顔顔顔が見えてが見えてが見えてが見えて教育教育教育教育のののの効果効果効果効果も大いにあると、も大いにあると、も大いにあると、も大いにあると、地元地元地元地元のののの人人人人たたたたちちちちもつくりがいがあるというメリもつくりがいがあるというメリもつくりがいがあるというメリもつくりがいがあるというメリッッッッ

トトトトもたくさもたくさもたくさもたくさんんんん報告をされております。ここの報告をされております。ここの報告をされております。ここの報告をされております。ここの場所場所場所場所でどれだけでどれだけでどれだけでどれだけ奈奈奈奈良県の雇用を良県の雇用を良県の雇用を良県の雇用をふふふふやして産業やして産業やして産業やして産業

を興していくかをを興していくかをを興していくかをを興していくかを考考考考えていくにえていくにえていくにえていくに当当当当たり、たり、たり、たり、学校給学校給学校給学校給食の食食の食食の食食の食材材材材をををを奈奈奈奈良県で良県で良県で良県で賄賄賄賄えるえるえるえる具具具具体体体体的的的的な方な方な方な方向性向性向性向性



---- 4444 ----

を示していくことがを示していくことがを示していくことがを示していくことが必必必必要ではないかと思っておりまして、どこの点が要ではないかと思っておりまして、どこの点が要ではないかと思っておりまして、どこの点が要ではないかと思っておりまして、どこの点がマッチングマッチングマッチングマッチングできなくできなくできなくできなく

てててて給給給給食に使えないのかをもう食に使えないのかをもう食に使えないのかをもう食に使えないのかをもう少少少少し県とし県とし県とし県と教育教育教育教育委員会と農林部で委員会と農林部で委員会と農林部で委員会と農林部でよよよよくくくく研究研究研究研究をしていただきましをしていただきましをしていただきましをしていただきまし

て、何をすればて、何をすればて、何をすればて、何をすれば可能可能可能可能になるのかをになるのかをになるのかをになるのかをぜひ研究ぜひ研究ぜひ研究ぜひ研究をしていただきたいと思っております。その点をしていただきたいと思っております。その点をしていただきたいと思っております。その点をしていただきたいと思っております。その点

で県のご意見がありましたら、お尋ねをしたいと思います。で県のご意見がありましたら、お尋ねをしたいと思います。で県のご意見がありましたら、お尋ねをしたいと思います。で県のご意見がありましたら、お尋ねをしたいと思います。

林業では、たくさ林業では、たくさ林業では、たくさ林業では、たくさんんんんのののの木材木材木材木材を使うメを使うメを使うメを使うメニューニューニューニューが今年度は出てきておりまして、今が今年度は出てきておりまして、今が今年度は出てきておりまして、今が今年度は出てきておりまして、今後後後後どうなどうなどうなどうな

るのか、大るのか、大るのか、大るのか、大変期待変期待変期待変期待をしておりますけれども、をしておりますけれども、をしておりますけれども、をしておりますけれども、山地崩壊山地崩壊山地崩壊山地崩壊で大で大で大で大変変変変なななな状況状況状況状況ですが、ですが、ですが、ですが、ぜひ奈ぜひ奈ぜひ奈ぜひ奈良県の良県の良県の良県の

木材木材木材木材がががが活性化活性化活性化活性化できるできるできるできるよよよように、うに、うに、うに、頑張頑張頑張頑張っていただきたいと思います。っていただきたいと思います。っていただきたいと思います。っていただきたいと思います。以上以上以上以上です。です。です。です。

○澁久農林部次長兼企画管理室長○澁久農林部次長兼企画管理室長○澁久農林部次長兼企画管理室長○澁久農林部次長兼企画管理室長 ＴＰＰに関してであります。ＴＰＰに関してであります。ＴＰＰに関してであります。ＴＰＰに関してであります。

１点目は、ＴＰＰに関して国から県に意見１点目は、ＴＰＰに関して国から県に意見１点目は、ＴＰＰに関して国から県に意見１点目は、ＴＰＰに関して国から県に意見聴聴聴聴取など言ってきたのかということですけれ取など言ってきたのかということですけれ取など言ってきたのかということですけれ取など言ってきたのかということですけれ

ども、それはごども、それはごども、それはごども、それはござざざざいまいまいまいませんせんせんせん。。。。

２点目ですけれども、今の２点目ですけれども、今の２点目ですけれども、今の２点目ですけれども、今の時期時期時期時期、改めて、改めて、改めて、改めて反反反反対すべきであると思うが、どうかということ対すべきであると思うが、どうかということ対すべきであると思うが、どうかということ対すべきであると思うが、どうかということ

であります。ＴＰＰにつきましては、であります。ＴＰＰにつきましては、であります。ＴＰＰにつきましては、であります。ＴＰＰにつきましては、昨昨昨昨年１１月議会で年１１月議会で年１１月議会で年１１月議会で知知知知事が事が事が事が答弁答弁答弁答弁をいたしましたとおり、をいたしましたとおり、をいたしましたとおり、をいたしましたとおり、

県としましてはＴＰＰに参加するしないにかかわら県としましてはＴＰＰに参加するしないにかかわら県としましてはＴＰＰに参加するしないにかかわら県としましてはＴＰＰに参加するしないにかかわらずずずず、本県農業は、、本県農業は、、本県農業は、、本県農業は、都市近郊都市近郊都市近郊都市近郊の野の野の野の野菜菜菜菜、、、、花花花花

卉卉卉卉、、、、茶茶茶茶などの農産物をなどの農産物をなどの農産物をなどの農産物を中心中心中心中心としておりますが、そういったとしておりますが、そういったとしておりますが、そういったとしておりますが、そういった特性特性特性特性をををを生生生生かしたかしたかしたかした奈奈奈奈良らしい農業良らしい農業良らしい農業良らしい農業

振興を振興を振興を振興を着実着実着実着実にににに進進進進めることが重要であるとめることが重要であるとめることが重要であるとめることが重要であると考考考考えております。そのためえております。そのためえております。そのためえております。そのため小小小小さくとも本県農業のさくとも本県農業のさくとも本県農業のさくとも本県農業の

足腰足腰足腰足腰をををを強強強強くしていくために今、取りくしていくために今、取りくしていくために今、取りくしていくために今、取り組ん組ん組ん組んでおりますでおりますでおりますでおりますマーケティングコスト戦略マーケティングコスト戦略マーケティングコスト戦略マーケティングコスト戦略などのなどのなどのなどの施施施施策策策策

をををを着実着実着実着実にににに推進推進推進推進し、意し、意し、意し、意欲欲欲欲あるあるあるある担担担担い手がい手がい手がい手が将来展望将来展望将来展望将来展望をををを持持持持ってってってって奈奈奈奈良県で農業を良県で農業を良県で農業を良県で農業を営む営む営む営むことができることができることができることができるよよよよ

うううう鋭鋭鋭鋭意意意意努力努力努力努力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考考考えております。えております。えております。えております。以上以上以上以上でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

○福住畜産流通振興室長○福住畜産流通振興室長○福住畜産流通振興室長○福住畜産流通振興室長 食肉食肉食肉食肉流通センター流通センター流通センター流通センターの改の改の改の改革革革革のののの件件件件でのお尋ねでごでのお尋ねでごでのお尋ねでごでのお尋ねでござざざざいます。委員かいます。委員かいます。委員かいます。委員か

らこれまでのらこれまでのらこれまでのらこれまでの経緯経緯経緯経緯、、、、経営経営経営経営改改改改革等検討革等検討革等検討革等検討委員会、委員会、委員会、委員会、経営経営経営経営改改改改革等評価革等評価革等評価革等評価委員会、そして今委員会、そして今委員会、そして今委員会、そして今回回回回のののの経営経営経営経営改改改改

革等検討革等検討革等検討革等検討委員会という委員会という委員会という委員会という流流流流れについておっしれについておっしれについておっしれについておっしゃゃゃゃっていただいたとおりでごっていただいたとおりでごっていただいたとおりでごっていただいたとおりでござざざざいまして、いまして、いまして、いまして、評価評価評価評価

委員会の意見としまして、食肉公委員会の意見としまして、食肉公委員会の意見としまして、食肉公委員会の意見としまして、食肉公社社社社、食肉会、食肉会、食肉会、食肉会社社社社に加えてに加えてに加えてに加えて広広広広くくくく専門専門専門専門家、関係家、関係家、関係家、関係者者者者の議の議の議の議論論論論、さら、さら、さら、さら

には県民の意見もには県民の意見もには県民の意見もには県民の意見も踏踏踏踏まえてまえてまえてまえてセンターセンターセンターセンターのとのとのとのと畜機能畜機能畜機能畜機能、、、、市場機能市場機能市場機能市場機能の今の今の今の今後後後後の方の方の方の方向性向性向性向性を示すことがを示すことがを示すことがを示すことが強強強強

くくくく望望望望まれるということでごまれるということでごまれるということでごまれるということでござざざざいまして、今いまして、今いまして、今いまして、今回回回回のののの経営経営経営経営改改改改革等検討革等検討革等検討革等検討委員会につきましては、委委員会につきましては、委委員会につきましては、委委員会につきましては、委

員会の公員会の公員会の公員会の公開開開開、そして、そして、そして、そして審審審審議内議内議内議内容容容容、資、資、資、資料料料料などをなどをなどをなどをホームページホームページホームページホームページで公で公で公で公開開開開をさをさをさをさせせせせていただいているとていただいているとていただいているとていただいていると

こここころろろろでごでごでごでござざざざいますし、いますし、いますし、いますし、随時随時随時随時、、、、先先先先ほど農林部長からもご報告さほど農林部長からもご報告さほど農林部長からもご報告さほど農林部長からもご報告させせせせていただきましたていただきましたていただきましたていただきましたよよよように、うに、うに、うに、

当当当当委員会でご報告さ委員会でご報告さ委員会でご報告さ委員会でご報告させせせせていただいているとこていただいているとこていただいているとこていただいているところろろろでごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

先先先先ほど農林部長が報告いたしましたほど農林部長が報告いたしましたほど農林部長が報告いたしましたほど農林部長が報告いたしましたよよよように、うに、うに、うに、経営経営経営経営改改改改革等検討革等検討革等検討革等検討委員会で改委員会で改委員会で改委員会で改革革革革の方の方の方の方向性向性向性向性につにつにつにつ

いて次いて次いて次いて次回回回回、、、、最終最終最終最終取りまとめをしていただくことになっておりますが、それを取りまとめをしていただくことになっておりますが、それを取りまとめをしていただくことになっておりますが、それを取りまとめをしていただくことになっておりますが、それを踏踏踏踏まえ県としまえ県としまえ県としまえ県とし

て今て今て今て今後後後後、、、、具具具具体体体体的的的的な方策のな方策のな方策のな方策の検討検討検討検討、そして、そして、そして、そして実実実実行行行行へ向へ向へ向へ向けての取りけての取りけての取りけての取り組み組み組み組みをををを進進進進めていくことになるとめていくことになるとめていくことになるとめていくことになると
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いうことでごいうことでごいうことでごいうことでござざざざいます。います。います。います。

今今今今後後後後もももも適切適切適切適切なななな情情情情報提報提報提報提供供供供あるいは説明をきっあるいは説明をきっあるいは説明をきっあるいは説明をきっちちちちりとしたりとしたりとしたりとした中中中中で、県民ので、県民ので、県民ので、県民の皆様皆様皆様皆様のご意見が伺えのご意見が伺えのご意見が伺えのご意見が伺え

るるるるよよよようにうにうにうに努努努努めていくことが重要だとめていくことが重要だとめていくことが重要だとめていくことが重要だと考考考考えておりますので、そういう方えておりますので、そういう方えておりますので、そういう方えておりますので、そういう方向向向向で対で対で対で対応応応応してまいりしてまいりしてまいりしてまいり

たいと思っております。たいと思っております。たいと思っております。たいと思っております。以上以上以上以上でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

○嶋本マーケティング課長○嶋本マーケティング課長○嶋本マーケティング課長○嶋本マーケティング課長 学校給学校給学校給学校給食における県産農産物の食における県産農産物の食における県産農産物の食における県産農産物の活活活活用についてのご意見を用についてのご意見を用についてのご意見を用についてのご意見を賜賜賜賜りりりり

ました。ました。ました。ました。学校給学校給学校給学校給食食食食へへへへの県産農産物のの県産農産物のの県産農産物のの県産農産物の活活活活用につきましては、用につきましては、用につきましては、用につきましては、地地地地産産産産地消地消地消地消、あるいは食、あるいは食、あるいは食、あるいは食育育育育というというというという

面面面面からも大からも大からも大からも大変変変変意意意意義義義義のあることであのあることであのあることであのあることであろろろろうと思います。また、農産物のうと思います。また、農産物のうと思います。また、農産物のうと思います。また、農産物の供給先供給先供給先供給先をををを考考考考えましても、えましても、えましても、えましても、

大きな大きな大きな大きな需需需需要の一つであ要の一つであ要の一つであ要の一つであろろろろうとうとうとうと考考考考えております。えております。えております。えております。

現現現現在在在在、、、、各市町村各市町村各市町村各市町村のののの小学校給小学校給小学校給小学校給食におきまして、食におきまして、食におきまして、食におきまして、地元地元地元地元のののの八百屋八百屋八百屋八百屋ささささんんんんでありますとかでありますとかでありますとかでありますとか生生生生産産産産者グ者グ者グ者グ

ルルルルーーーーププププ、それから、それから、それから、それから直売直売直売直売所所所所といったとこといったとこといったとこといったところろろろと取と取と取と取引引引引をされまして、全体として２をされまして、全体として２をされまして、全体として２をされまして、全体として２５５５５．．．．６６６６％％％％のののの活活活活

用用用用率率率率であるとであるとであるとであると聞聞聞聞いております。いております。いております。いております。

委員がおっし委員がおっし委員がおっし委員がおっしゃゃゃゃいましたいましたいましたいました奈奈奈奈良良良良市市市市あるいは大和あるいは大和あるいは大和あるいは大和郡山市等郡山市等郡山市等郡山市等、、、、市市市市域域域域でのでのでのでの中学校中学校中学校中学校となりますと、となりますと、となりますと、となりますと、

使用使用使用使用量量量量につきましてもにつきましてもにつきましてもにつきましても相相相相当当当当な規な規な規な規模模模模になると思われます。また、になると思われます。また、になると思われます。また、になると思われます。また、給給給給食食食食センターセンターセンターセンターで一で一で一で一括括括括調調調調理さ理さ理さ理さ

れることになりますと、その日のメれることになりますと、その日のメれることになりますと、その日のメれることになりますと、その日のメニュー等ニュー等ニュー等ニュー等、全部一つになるわけですので、さらに１品、全部一つになるわけですので、さらに１品、全部一つになるわけですので、さらに１品、全部一つになるわけですので、さらに１品

目なりの目なりの目なりの目なりの量量量量が大きくなることもが大きくなることもが大きくなることもが大きくなることも考考考考えられます。えられます。えられます。えられます。

そのそのそのその地地地地域域域域の農業のの農業のの農業のの農業の状況状況状況状況、それから、それから、それから、それから生生生生産産産産者者者者のののの状況状況状況状況にもなりますし、にもなりますし、にもなりますし、にもなりますし、小学校等小学校等小学校等小学校等の事例でいきの事例でいきの事例でいきの事例でいき

ますと、月に１ますと、月に１ますと、月に１ますと、月に１回回回回というというというという決決決決め方をされているとこめ方をされているとこめ方をされているとこめ方をされているところろろろもごもごもごもござざざざいますし、年に１いますし、年に１いますし、年に１いますし、年に１回回回回使う品目、使う品目、使う品目、使う品目、

年に年に年に年に５回５回５回５回使う品目という使う品目という使う品目という使う品目という活活活活用をしていただいておりまして、その使用用をしていただいておりまして、その使用用をしていただいておりまして、その使用用をしていただいておりまして、その使用頻頻頻頻度と度と度と度と生生生生産産産産量量量量、、、、生生生生産産産産

のののの仕仕仕仕方、方、方、方、調調調調整整整整のののの仕仕仕仕方、そういったことでの方、そういったことでの方、そういったことでの方、そういったことでの量量量量の問題でありますとか、の問題でありますとか、の問題でありますとか、の問題でありますとか、先先先先ほどほどほどほど申申申申しましたしましたしましたしました調調調調

理の方理の方理の方理の方法法法法にににによよよよっても一定の規っても一定の規っても一定の規っても一定の規格格格格がががが必必必必要であるとか、その要であるとか、その要であるとか、その要であるとか、そのよよよような規うな規うな規うな規格格格格、質の問題で、、質の問題で、、質の問題で、、質の問題で、課課課課題は題は題は題は

いいいいろろろろいいいいろろろろとととと考考考考えているとこえているとこえているとこえているところろろろでごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

これからこれからこれからこれから地地地地産産産産地消地消地消地消のののの観観観観点、それから県産農産物の点、それから県産農産物の点、それから県産農産物の点、それから県産農産物の生生生生産拡大の産拡大の産拡大の産拡大の観観観観点に点に点に点に立ち立ち立ち立ちまして、まして、まして、まして、少少少少しでしでしでしで

もももも多多多多くくくく活活活活用をいただくことを用をいただくことを用をいただくことを用をいただくことを念頭念頭念頭念頭にににに置置置置きまして、きまして、きまして、きまして、教育教育教育教育委員会の委員会の委員会の委員会の給給給給食を食を食を食を担当担当担当担当しております方しております方しております方しております方

も一も一も一も一緒緒緒緒になりましてになりましてになりましてになりまして研究研究研究研究なりなりなりなり勉勉勉勉強強強強をさをさをさをさせせせせていただきたいとていただきたいとていただきたいとていただきたいと考考考考えております。えております。えております。えております。以上以上以上以上でごでごでごでござざざざいいいい

ます。ます。ます。ます。

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

ＴＰＰはＴＰＰはＴＰＰはＴＰＰは答答答答えはしにくいだえはしにくいだえはしにくいだえはしにくいだろろろろうと思いますけれども、うと思いますけれども、うと思いますけれども、うと思いますけれども、丸太丸太丸太丸太の関税が撤廃されて、の関税が撤廃されて、の関税が撤廃されて、の関税が撤廃されて、奈奈奈奈良県良県良県良県

をはをはをはをはじじじじめ、全国の林業が大め、全国の林業が大め、全国の林業が大め、全国の林業が大変変変変なななな状況状況状況状況になっており、になっており、になっており、になっており、山山山山もももも荒荒荒荒れている。れている。れている。れている。台台台台風風風風があればがあればがあればがあれば崩崩崩崩れるれるれるれる

という、国という、国という、国という、国土土土土のののの破破破破壊壊壊壊にまでにまでにまでにまで通通通通じじじじるるるるよよよようなうなうなうな状況状況状況状況が今、が今、が今、が今、生生生生まれております。これでお米とか、まれております。これでお米とか、まれております。これでお米とか、まれております。これでお米とか、

さまさまさまさまざざざざまなものの関税がすべて撤廃になったら、本まなものの関税がすべて撤廃になったら、本まなものの関税がすべて撤廃になったら、本まなものの関税がすべて撤廃になったら、本当当当当に大に大に大に大変変変変なことになるだなことになるだなことになるだなことになるだろろろろうと思うわうと思うわうと思うわうと思うわ
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けでごけでごけでごけでござざざざいます。います。います。います。

このＴＰＰにつきましては、このＴＰＰにつきましては、このＴＰＰにつきましては、このＴＰＰにつきましては、奈奈奈奈良県は良県は良県は良県は独独独独自でい自でい自でい自でいろろろろいいいいろろろろなななな戦略戦略戦略戦略でででで進進進進めていかれるのは、そめていかれるのは、そめていかれるのは、そめていかれるのは、そ

れはいいと思いますけれども、れはいいと思いますけれども、れはいいと思いますけれども、れはいいと思いますけれども、奈奈奈奈良県の良県の良県の良県の努力努力努力努力がががが結結結結局局局局こうしたことでつこうしたことでつこうしたことでつこうしたことでつぶぶぶぶされてしまわないされてしまわないされてしまわないされてしまわない

よよよようにしていただきたいと思っておりますので、その点については、国に対して言うべきうにしていただきたいと思っておりますので、その点については、国に対して言うべきうにしていただきたいと思っておりますので、その点については、国に対して言うべきうにしていただきたいと思っておりますので、その点については、国に対して言うべき

ことはきっことはきっことはきっことはきっちちちちりと言っていただきたいと思います。その点で農林部長から何かありましたりと言っていただきたいと思います。その点で農林部長から何かありましたりと言っていただきたいと思います。その点で農林部長から何かありましたりと言っていただきたいと思います。その点で農林部長から何かありました

ら、一言お願いをしたいと思います。ら、一言お願いをしたいと思います。ら、一言お願いをしたいと思います。ら、一言お願いをしたいと思います。

それから、食肉それから、食肉それから、食肉それから、食肉流通センター流通センター流通センター流通センターのことですけれども、年間３のことですけれども、年間３のことですけれども、年間３のことですけれども、年間３億億億億６６６６，０００万円，０００万円，０００万円，０００万円というおというおというおというお金金金金

が投が投が投が投じじじじられてきており、この間、られてきており、この間、られてきており、この間、られてきており、この間、創創創創設設設設されてからも１されてからも１されてからも１されてからも１５０億円ぐ５０億円ぐ５０億円ぐ５０億円ぐらいのおらいのおらいのおらいのお金金金金が入れられてが入れられてが入れられてが入れられて

きているということで、それが本きているということで、それが本きているということで、それが本きているということで、それが本当当当当に今の県民のに今の県民のに今の県民のに今の県民の状況状況状況状況とどうなのかという問題意とどうなのかという問題意とどうなのかという問題意とどうなのかという問題意識識識識のののの中中中中かかかか

らいらいらいらいろろろろいいいいろろろろなななな検討検討検討検討がされてきていると思います。今年度の予がされてきていると思います。今年度の予がされてきていると思います。今年度の予がされてきていると思います。今年度の予算算算算を見ましたら、３を見ましたら、３を見ましたら、３を見ましたら、３億億億億６６６６，９，９，９，９

００万円００万円００万円００万円ほどですので、ほほどですので、ほほどですので、ほほどですので、ほぼぼぼぼ前年と前年と前年と前年と変変変変わらないわらないわらないわらないよよよようなおうなおうなおうなお金金金金が投が投が投が投じじじじられているわけですけれられているわけですけれられているわけですけれられているわけですけれ

ども、それを公ども、それを公ども、それを公ども、それを公社化社化社化社化したときに、したときに、したときに、したときに、果果果果たしてどれたしてどれたしてどれたしてどれぐぐぐぐらいの予らいの予らいの予らいの予算算算算がががが削減削減削減削減できるのかも思っておできるのかも思っておできるのかも思っておできるのかも思ってお

ります。ります。ります。ります。

また、また、また、また、市場市場市場市場部部部部分分分分の行政の行政の行政の行政支援支援支援支援を外すことになりますと、今の食肉を外すことになりますと、今の食肉を外すことになりますと、今の食肉を外すことになりますと、今の食肉流通センター流通センター流通センター流通センターの規の規の規の規模模模模の問の問の問の問

題だとか、題だとか、題だとか、題だとか、施設施設施設施設の問題だとか、の問題だとか、の問題だとか、の問題だとか、場所場所場所場所の問題だとか、その点について県で今、何かおの問題だとか、その点について県で今、何かおの問題だとか、その点について県で今、何かおの問題だとか、その点について県で今、何かお考考考考えのえのえのえの

ことがありましたらおことがありましたらおことがありましたらおことがありましたらお聞聞聞聞かかかかせせせせいただきたいと思います。いただきたいと思います。いただきたいと思います。いただきたいと思います。

学校給学校給学校給学校給食ではい食ではい食ではい食ではいろろろろいいいいろろろろとととと課課課課題を題を題を題を考考考考えていただくということですので、えていただくということですので、えていただくということですので、えていただくということですので、ぜひぜひぜひぜひこのこのこのこの学校給学校給学校給学校給食食食食

の問題、子どものの問題、子どものの問題、子どものの問題、子どもの教育教育教育教育にとりましても大にとりましても大にとりましても大にとりましても大変変変変重要な重要な重要な重要な課課課課題だと思っております。今題だと思っております。今題だと思っております。今題だと思っております。今治市治市治市治市では、では、では、では、

ニンジンニンジンニンジンニンジンなどでも年間どれなどでも年間どれなどでも年間どれなどでも年間どれぐぐぐぐらい使うのかというとこらい使うのかというとこらい使うのかというとこらい使うのかというところろろろからからからから必必必必要な要な要な要な量量量量をををを割割割割り出してり出してり出してり出して地元地元地元地元にににに

契契契契約約約約栽培栽培栽培栽培でお願いをして、そしてでお願いをして、そしてでお願いをして、そしてでお願いをして、そして供給供給供給供給をしている。つくっている方も子どもたをしている。つくっている方も子どもたをしている。つくっている方も子どもたをしている。つくっている方も子どもたちちちちのためにのためにのためにのために

と一と一と一と一生生生生懸命懸命懸命懸命になっているし、子どももになっているし、子どももになっているし、子どももになっているし、子どもも地元地元地元地元でつくってもらっていることがでつくってもらっていることがでつくってもらっていることがでつくってもらっていることが非常非常非常非常にににに励励励励みみみみになになになにな

ってすばらしいってすばらしいってすばらしいってすばらしい教育教育教育教育にもつながっているというにもつながっているというにもつながっているというにもつながっているという話話話話もももも聞聞聞聞いておりますので、いておりますので、いておりますので、いておりますので、奈奈奈奈良県の良県の良県の良県の学校給学校給学校給学校給

食の食の食の食の現場現場現場現場でもどでもどでもどでもどんんんんどどどどん人ん人ん人ん人がががが減減減減って、正規のって、正規のって、正規のって、正規の給給給給食の食の食の食の調調調調理員さ理員さ理員さ理員さんんんんがほとがほとがほとがほとんんんんどいなくなってきてどいなくなってきてどいなくなってきてどいなくなってきて

いる。もうあといる。もうあといる。もうあといる。もうあと少少少少したてば、したてば、したてば、したてば、教育現場教育現場教育現場教育現場から正規のから正規のから正規のから正規の給給給給食の食の食の食の調調調調理員さ理員さ理員さ理員さんんんんがいなくなるのではながいなくなるのではながいなくなるのではながいなくなるのではな

いかとまで言われておりますけれども、そうしたことなども含めましてどうすればできるいかとまで言われておりますけれども、そうしたことなども含めましてどうすればできるいかとまで言われておりますけれども、そうしたことなども含めましてどうすればできるいかとまで言われておりますけれども、そうしたことなども含めましてどうすればできる

のか、どこがのか、どこがのか、どこがのか、どこが足足足足らないのか、そのあたりをらないのか、そのあたりをらないのか、そのあたりをらないのか、そのあたりをぜひ検討ぜひ検討ぜひ検討ぜひ検討していただいて、していただいて、していただいて、していただいて、奈奈奈奈良県の良県の良県の良県の耕作放棄耕作放棄耕作放棄耕作放棄地地地地

もたくさもたくさもたくさもたくさんんんんありますし、ありますし、ありますし、ありますし、仕仕仕仕事を求めている事を求めている事を求めている事を求めている若若若若いいいい世世世世代の代の代の代の人人人人たたたたちちちちもたくさもたくさもたくさもたくさんんんんおりますので、そおりますので、そおりますので、そおりますので、そ

のあたりがうまくのあたりがうまくのあたりがうまくのあたりがうまくマッチングマッチングマッチングマッチングできるできるできるできるよよよように、うに、うに、うに、ぜひぜひぜひぜひしていただきたいと思います。していただきたいと思います。していただきたいと思います。していただきたいと思います。

○冨岡農林部長○冨岡農林部長○冨岡農林部長○冨岡農林部長 ＴＰＰの関係でごＴＰＰの関係でごＴＰＰの関係でごＴＰＰの関係でござざざざいますけれども、前にもおいますけれども、前にもおいますけれども、前にもおいますけれども、前にもお答答答答えしたと思うのですけえしたと思うのですけえしたと思うのですけえしたと思うのですけ

れども、日本の農業をどうするのかというれども、日本の農業をどうするのかというれども、日本の農業をどうするのかというれども、日本の農業をどうするのかという将来展望将来展望将来展望将来展望、、、、ビビビビジジジジョョョョンンンン。それから、協議に参。それから、協議に参。それから、協議に参。それから、協議に参画画画画すすすす
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ることになる、ならないにかかわらることになる、ならないにかかわらることになる、ならないにかかわらることになる、ならないにかかわらずずずず日本農業をどうするのかということのための農業の日本農業をどうするのかということのための農業の日本農業をどうするのかということのための農業の日本農業をどうするのかということのための農業の

振興振興振興振興施施施施策を国がまだ明策を国がまだ明策を国がまだ明策を国がまだ明確確確確に示していないのはに示していないのはに示していないのはに示していないのは多分多分多分多分現実現実現実現実の姿だの姿だの姿だの姿だろろろろうと思っておりまして、今うと思っておりまして、今うと思っておりまして、今うと思っておりまして、今

６次産業６次産業６次産業６次産業化化化化という点が出という点が出という点が出という点が出始始始始めております。あるいは農家の規めております。あるいは農家の規めております。あるいは農家の規めております。あるいは農家の規模模模模拡大、拡大、拡大、拡大、担担担担い手をそこい手をそこい手をそこい手をそこへへへへ集集集集積積積積

ささささせよせよせよせようと、そういったうと、そういったうと、そういったうと、そういった芽芽芽芽は出は出は出は出始始始始めてはいますけれども、やはり本めてはいますけれども、やはり本めてはいますけれども、やはり本めてはいますけれども、やはり本筋筋筋筋となる農業の振興方となる農業の振興方となる農業の振興方となる農業の振興方

策、策、策、策、ビビビビジジジジョョョョンンンン、これがまだ示されていない、そういう段階でご、これがまだ示されていない、そういう段階でご、これがまだ示されていない、そういう段階でご、これがまだ示されていない、そういう段階でござざざざいます。まいます。まいます。まいます。まずずずず、それにつ、それにつ、それにつ、それにつ

いての農業政策なり、農いての農業政策なり、農いての農業政策なり、農いての農業政策なり、農地地地地政策が国民に政策が国民に政策が国民に政策が国民に情情情情報提報提報提報提供供供供をされ、提示をされ、国民をされ、提示をされ、国民をされ、提示をされ、国民をされ、提示をされ、国民的的的的な、本質な、本質な、本質な、本質的的的的

な議な議な議な議論論論論がなされるのが、まがなされるのが、まがなされるのが、まがなされるのが、まず先決ず先決ず先決ず先決だだだだろろろろうといううといううといううという気気気気がしてごがしてごがしてごがしてござざざざいます。これについてはいます。これについてはいます。これについてはいます。これについては知知知知事事事事

も代も代も代も代表表表表質問に対するご質問に対するご質問に対するご質問に対するご答弁答弁答弁答弁もさもさもさもさせせせせていただいているとこていただいているとこていただいているとこていただいているところろろろでごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

もう１点は、国からの交渉にもう１点は、国からの交渉にもう１点は、国からの交渉にもう１点は、国からの交渉に向向向向けた参加協議のけた参加協議のけた参加協議のけた参加協議の情情情情報提報提報提報提供供供供がががが少少少少ないという、今ないという、今ないという、今ないという、今先先先先ほどのごほどのごほどのごほどのご

質問にも出ておりましたが、これは事質問にも出ておりましたが、これは事質問にも出ておりましたが、これは事質問にも出ておりましたが、これは事実実実実でごでごでごでござざざざいますので、いますので、いますので、いますので、我々我々我々我々としてはとしてはとしてはとしては先先先先般般般般、、、、昨昨昨昨年１１年１１年１１年１１

月に月に月に月に近近近近畿ブロ畿ブロ畿ブロ畿ブロッッッックククク知知知知事会からの事会からの事会からの事会からの緊急緊急緊急緊急要要要要望望望望ということで、国民ということで、国民ということで、国民ということで、国民情情情情報提報提報提報提供供供供をあわをあわをあわをあわせせせせてしてほしてしてほしてしてほしてしてほし

いといういといういといういという緊急緊急緊急緊急要要要要望望望望もしてごもしてごもしてごもしてござざざざいますので、いますので、いますので、いますので、奈奈奈奈良県としてもその一員として良県としてもその一員として良県としてもその一員として良県としてもその一員として引引引引き続きき続きき続きき続き機機機機会あ会あ会あ会あ

るごとに要るごとに要るごとに要るごとに要請請請請もしたいともしたいともしたいともしたいと考考考考えておりますし、県としてもえておりますし、県としてもえておりますし、県としてもえておりますし、県としても独独独独自にできるだけの自にできるだけの自にできるだけの自にできるだけの情情情情報入手をし報入手をし報入手をし報入手をし

ながら議会にもながら議会にもながら議会にもながら議会にも情情情情報提報提報提報提供供供供したいとしたいとしたいとしたいと考考考考えております。えております。えております。えております。

それから、それから、それから、それから、私私私私にではなかったですけれども、食肉にではなかったですけれども、食肉にではなかったですけれども、食肉にではなかったですけれども、食肉流通センター流通センター流通センター流通センターの公の公の公の公社化社化社化社化にににによよよよりますりますりますります効効効効率率率率

化化化化がどのがどのがどのがどの程程程程度度度度図図図図られるのかというごられるのかというごられるのかというごられるのかというご指摘指摘指摘指摘でごでごでごでござざざざいます。この改います。この改います。この改います。この改革革革革の大きなの大きなの大きなの大きな柱柱柱柱としては、公としては、公としては、公としては、公

がとがとがとがと畜畜畜畜をすることにをすることにをすることにをすることによよよよってってってって透透透透明明明明性性性性がががが高高高高まる。今はまる。今はまる。今はまる。今は市場市場市場市場株株株株式会式会式会式会社社社社、、、、私私私私的的的的な会な会な会な会社社社社に委に委に委に委託託託託し、とし、とし、とし、と

畜畜畜畜とととと市場市場市場市場のののの両両両両方やってもらっていると。見えない部方やってもらっていると。見えない部方やってもらっていると。見えない部方やってもらっていると。見えない部分分分分がががが現実現実現実現実としてかなりありますので、としてかなりありますので、としてかなりありますので、としてかなりありますので、

我々我々我々我々は提は提は提は提携携携携はしているのですけれども、公はしているのですけれども、公はしているのですけれども、公はしているのですけれども、公社化社化社化社化することにすることにすることにすることによよよよって、公って、公って、公って、公社社社社は県は県は県は県知知知知事が理事長事が理事長事が理事長事が理事長

でありますし、でありますし、でありますし、でありますし、市町村市町村市町村市町村長も入っておられますし、長も入っておられますし、長も入っておられますし、長も入っておられますし、情情情情報提報提報提報提供供供供をすをすをすをすぐぐぐぐに、に、に、に、直接直接直接直接的的的的にできるといにできるといにできるといにできるとい

うメリうメリうメリうメリットットットットがががが非常非常非常非常にある。まさににある。まさににある。まさににある。まさに透透透透明明明明性性性性をををを確確確確保するというのが今の保するというのが今の保するというのが今の保するというのが今の時時時時代、ま代、ま代、ま代、まずずずず一一一一番番番番大事か大事か大事か大事か

と。その次に、そのと。その次に、そのと。その次に、そのと。その次に、その中中中中ででででみんみんみんみんながながながなが知知知知恵恵恵恵を出しを出しを出しを出し合合合合って、行政が提案をさって、行政が提案をさって、行政が提案をさって、行政が提案をさせせせせていただいたていただいたていただいたていただいた効効効効率率率率

化化化化、、、、財財財財政制約をうまく政制約をうまく政制約をうまく政制約をうまくククククリアするリアするリアするリアするよよよようなうなうなうな有有有有効効効効なななな運運運運営営営営形態形態形態形態、、、、運運運運営営営営方方方方法法法法をををを考考考考えていくのが第えていくのが第えていくのが第えていくのが第二二二二

番番番番目だ目だ目だ目だろろろろうと思っておりまして、基本うと思っておりまして、基本うと思っておりまして、基本うと思っておりまして、基本的的的的にとにとにとにと畜畜畜畜というのが全国というのが全国というのが全国というのが全国的的的的にににに不採算不採算不採算不採算部部部部門門門門であるといであるといであるといであるとい

うううう現実現実現実現実もごもごもごもござざざざいますので、そうはいいながらできるだけいますので、そうはいいながらできるだけいますので、そうはいいながらできるだけいますので、そうはいいながらできるだけ効効効効率率率率化化化化をををを図図図図っていくというっていくというっていくというっていくという努力努力努力努力をををを

絶絶絶絶ええええずずずずしていくことがしていくことがしていくことがしていくことが必必必必要かと要かと要かと要かと考考考考えております。えております。えております。えております。具具具具体体体体的的的的には平成２４年度で今、予には平成２４年度で今、予には平成２４年度で今、予には平成２４年度で今、予算算算算をおをおをおをお

願いをしておりますので、平成２４年度の段階で願いをしておりますので、平成２４年度の段階で願いをしておりますので、平成２４年度の段階で願いをしておりますので、平成２４年度の段階で検討検討検討検討ををををよよよよりりりり深深深深めていきたいというめていきたいというめていきたいというめていきたいという考考考考えでえでえでえで

ごごごござざざざいます。います。います。います。

それで、意それで、意それで、意それで、意図図図図ががががよよよよくわからなかったのですが、くわからなかったのですが、くわからなかったのですが、くわからなかったのですが、施設施設施設施設規規規規模模模模のおのおのおのお話話話話しがあったしがあったしがあったしがあったよよよようなうなうなうな気気気気はしはしはしはし

たのですけれども、わかりかねるとこたのですけれども、わかりかねるとこたのですけれども、わかりかねるとこたのですけれども、わかりかねるところろろろがありますので、がありますので、がありますので、がありますので、ハーハーハーハード面ド面ド面ド面は今、は今、は今、は今、経営経営経営経営改改改改革等検討革等検討革等検討革等検討
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委員会でも議委員会でも議委員会でも議委員会でも議論論論論はされておりまはされておりまはされておりまはされておりませんせんせんせんし、し、し、し、我々我々我々我々としてもとしてもとしてもとしても諮諮諮諮問もしておりま問もしておりま問もしておりま問もしておりませんせんせんせんので、平成２ので、平成２ので、平成２ので、平成２

４年度に公４年度に公４年度に公４年度に公社化社化社化社化するするするする中中中中で、で、で、で、必必必必要とあれば要とあれば要とあれば要とあれば検討検討検討検討もしたいと思いますけれども、今もしたいと思いますけれども、今もしたいと思いますけれども、今もしたいと思いますけれども、今現時現時現時現時点では点では点では点では

想想想想定はしておりま定はしておりま定はしておりま定はしておりませんせんせんせん。。。。以上以上以上以上でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

学校学校学校学校のののの給給給給食の関係については、食の関係については、食の関係については、食の関係については、担当担当担当担当課課課課長長長長よよよよりおりおりおりお答答答答えいたします。えいたします。えいたします。えいたします。

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

やはりＴＰＰは、やはりＴＰＰは、やはりＴＰＰは、やはりＴＰＰは、私私私私としてはきっとしてはきっとしてはきっとしてはきっぱぱぱぱりりりり反反反反対と国に言っていただきたいということを対と国に言っていただきたいということを対と国に言っていただきたいということを対と国に言っていただきたいということを強強強強くくくく

要要要要望望望望しておきたいと思っております。しておきたいと思っております。しておきたいと思っております。しておきたいと思っております。

食肉食肉食肉食肉流通センター流通センター流通センター流通センターの問題は、の問題は、の問題は、の問題は、地元地元地元地元のののの人人人人たたたたちちちちのののの声声声声としては、あそこのとしては、あそこのとしては、あそこのとしては、あそこの場所場所場所場所からなくなってからなくなってからなくなってからなくなって

ほしいというほしいというほしいというほしいという声声声声などもなどもなどもなどもよよよよくくくく聞聞聞聞いておりまして、今いておりまして、今いておりまして、今いておりまして、今回回回回、廃、廃、廃、廃止止止止も含めても含めても含めても含めて検討検討検討検討することがありますることがありますることがありますることがありま

したので、なくなるのではないかとか、そのしたので、なくなるのではないかとか、そのしたので、なくなるのではないかとか、そのしたので、なくなるのではないかとか、その後後後後はどうなるのかというはどうなるのかというはどうなるのかというはどうなるのかという声声声声などもいなどもいなどもいなどもいろろろろいいいいろろろろ出出出出

ておりました関係で、県はそのあたりどておりました関係で、県はそのあたりどておりました関係で、県はそのあたりどておりました関係で、県はそのあたりどんんんんななななふふふふうにうにうにうに考考考考えているのかお尋ねしたかったのでえているのかお尋ねしたかったのでえているのかお尋ねしたかったのでえているのかお尋ねしたかったので

す。す。す。す。以上以上以上以上です。です。です。です。

○冨岡農林部長○冨岡農林部長○冨岡農林部長○冨岡農林部長 今まだ今まだ今まだ今まだ経営経営経営経営改改改改革等検討革等検討革等検討革等検討委員会は４委員会は４委員会は４委員会は４回回回回目で、目で、目で、目で、最終最終最終最終３月に３月に３月に３月に経営経営経営経営改改改改革等検討革等検討革等検討革等検討委委委委

員会で議員会で議員会で議員会で議論論論論を意見集約していただきますけれども、これまでのを意見集約していただきますけれども、これまでのを意見集約していただきますけれども、これまでのを意見集約していただきますけれども、これまでの経営経営経営経営改改改改革等検討革等検討革等検討革等検討委員会の委員会の委員会の委員会の中中中中

でででで運運運運営営営営形態形態形態形態のののの選択肢選択肢選択肢選択肢、今おっし、今おっし、今おっし、今おっしゃゃゃゃるるるるよよよように廃うに廃うに廃うに廃止止止止も含めた案をご提示し、ご議も含めた案をご提示し、ご議も含めた案をご提示し、ご議も含めた案をご提示し、ご議論論論論をいただいをいただいをいただいをいただい

て、これまでの議て、これまでの議て、これまでの議て、これまでの議論論論論のののの中中中中では廃では廃では廃では廃止止止止はないという意見集約にほはないという意見集約にほはないという意見集約にほはないという意見集約にほぼぼぼぼなりかかっておりますので、なりかかっておりますので、なりかかっておりますので、なりかかっておりますので、

ご質問のご質問のご質問のご質問の件件件件につきましては、今につきましては、今につきましては、今につきましては、今現時現時現時現時点でどうこう言える点でどうこう言える点でどうこう言える点でどうこう言える立場立場立場立場にはごにはごにはごにはござざざざいまいまいまいませんせんせんせん。あくまで。あくまで。あくまで。あくまで

とととと畜機能畜機能畜機能畜機能を公を公を公を公社化社化社化社化するとこするとこするとこするところろろろまででごまででごまででごまででござざざざいます。います。います。います。以上以上以上以上です。です。です。です。

○阪口委員○阪口委員○阪口委員○阪口委員 １つ目は、１つ目は、１つ目は、１つ目は、奈奈奈奈良県良県良県良県営営営営競輪競輪競輪競輪のことについてですが、のことについてですが、のことについてですが、のことについてですが、競輪競輪競輪競輪事業の事業の事業の事業の収支収支収支収支につきましにつきましにつきましにつきまし

ては、ては、ては、ては、ＪＫＡＪＫＡＪＫＡＪＫＡの交の交の交の交付金付金付金付金の交の交の交の交付率付率付率付率のののの引引引引きききき下げ下げ下げ下げ、それと車、それと車、それと車、それと車券券券券の払いの払いの払いの払い戻戻戻戻しししし率率率率のこの２つが大きくのこの２つが大きくのこの２つが大きくのこの２つが大きく

収支収支収支収支についてについてについてについて影響影響影響影響をををを受受受受けていくのではないかと思っています。このことにつきましては、けていくのではないかと思っています。このことにつきましては、けていくのではないかと思っています。このことにつきましては、けていくのではないかと思っています。このことにつきましては、

昨昨昨昨年１２月年１２月年１２月年１２月５５５５日、日、日、日、奈奈奈奈良県は全国良県は全国良県は全国良県は全国競輪競輪競輪競輪施施施施行行行行者者者者協議会として協議会として協議会として協議会として経経経経済産業大臣に要済産業大臣に要済産業大臣に要済産業大臣に要望望望望書を出されて書を出されて書を出されて書を出されて

おられると思います。そこでおられると思います。そこでおられると思います。そこでおられると思います。そこでＪＫＡＪＫＡＪＫＡＪＫＡの交の交の交の交付金付金付金付金の交の交の交の交付率付率付率付率なり、それから車なり、それから車なり、それから車なり、それから車券券券券の払いの払いの払いの払い戻戻戻戻しししし率率率率にににに

ついて、どのついて、どのついて、どのついて、どのよよよような国の動うな国の動うな国の動うな国の動向向向向があり、があり、があり、があり、引引引引きききき下下下下がっていくのかというがっていくのかというがっていくのかというがっていくのかという認識認識認識認識をををを持持持持っておられるっておられるっておられるっておられる

のか、おのか、おのか、おのか、お聞聞聞聞きをしたい。この外部要きをしたい。この外部要きをしたい。この外部要きをしたい。この外部要因因因因がががが確確確確定をして、そして定をして、そして定をして、そして定をして、そして競輪競輪競輪競輪事業の事業の事業の事業の経営経営経営経営のののの合合合合理理理理化化化化とか、とか、とか、とか、

車車車車券券券券販販販販売金売金売金売金ががががふふふふえていくとか、そういう３つのことの要えていくとか、そういう３つのことの要えていくとか、そういう３つのことの要えていくとか、そういう３つのことの要素素素素を見て、このを見て、このを見て、このを見て、この競輪競輪競輪競輪事業について事業について事業について事業について

どうしていくのかについて、今どうしていくのかについて、今どうしていくのかについて、今どうしていくのかについて、今後考後考後考後考えていくべきではないのかとえていくべきではないのかとえていくべきではないのかとえていくべきではないのかと考考考考えております。ですかえております。ですかえております。ですかえております。ですか

ら、ら、ら、ら、早急早急早急早急なななな存存存存廃については、廃については、廃については、廃については、様様様様子を見てという子を見てという子を見てという子を見てという考考考考えにえにえにえに現現現現在至在至在至在至っております。そこらっております。そこらっております。そこらっております。そこら辺辺辺辺の質の質の質の質

問が１つ。問が１つ。問が１つ。問が１つ。

２つ目は、２つ目は、２つ目は、２つ目は、節電節電節電節電ととととエネルギエネルギエネルギエネルギーーーーのことについてでごのことについてでごのことについてでごのことについてでござざざざいますけども、今いますけども、今いますけども、今いますけども、今回回回回、県、県、県、県庁舎庁舎庁舎庁舎のののの照照照照明明明明
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ののののＬＥＤＬＥＤＬＥＤＬＥＤ化化化化について、について、について、について、以以以以前この前この前この前この経経経経済済済済労働労働労働労働委員会でも委員会でも委員会でも委員会でも指摘指摘指摘指摘ささささせせせせていただきましたが、約３ていただきましたが、約３ていただきましたが、約３ていただきましたが、約３億億億億

円円円円予予予予算算算算がががが計計計計上上上上されている。それから、家されている。それから、家されている。それから、家されている。それから、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設備設備設備設備普及普及普及普及拡大に拡大に拡大に拡大に向向向向けたけたけたけた助助助助成制度の成制度の成制度の成制度の

創創創創設設設設も約１も約１も約１も約１億円億円億円億円で、この２つについてはで、この２つについてはで、この２つについてはで、この２つについては非常非常非常非常にににに評価評価評価評価をいたしております。をいたしております。をいたしております。をいたしております。

あとあとあとあと申申申申しししし上上上上げげげげているのはているのはているのはているのは、、、、「「「「主主主主な政策集な政策集な政策集な政策集」」」」の１の１の１の１５ページ５ページ５ページ５ページを見ましたら、を見ましたら、を見ましたら、を見ましたら、太陽太陽太陽太陽光とか光とか光とか光とか風力風力風力風力、、、、

地地地地熱熱熱熱、、、、小小小小水水水水力力力力、このあたり、このあたり、このあたり、このあたり検討検討検討検討段階のものが段階のものが段階のものが段階のものが多多多多いわけです。いわけです。いわけです。いわけです。確確確確かにかにかにかに奈奈奈奈良県に何が良県に何が良県に何が良県に何が向向向向いていいていいていいてい

るかはるかはるかはるかは難難難難しいと思うのです。ただ、原子しいと思うのです。ただ、原子しいと思うのです。ただ、原子しいと思うのです。ただ、原子力力力力発発発発電電電電もすべてもすべてもすべてもすべて停止停止停止停止するとこするとこするとこするところろろろからからからから当当当当然然然然ことしのことしのことしのことしの

夏夏夏夏はははは節電節電節電節電を求めてくるだを求めてくるだを求めてくるだを求めてくるだろろろろうとうとうとうと考考考考えていくならば、えていくならば、えていくならば、えていくならば、難難難難しいですけれども、このあたりしいですけれども、このあたりしいですけれども、このあたりしいですけれども、このあたり検討検討検討検討

だけではなくてだけではなくてだけではなくてだけではなくて実実実実際際際際にににに実実実実行をしていただきたいと、これは要行をしていただきたいと、これは要行をしていただきたいと、これは要行をしていただきたいと、これは要望望望望ですので、ですので、ですので、ですので、よろよろよろよろしくお願いしくお願いしくお願いしくお願い

いたします。いたします。いたします。いたします。

○江畑地域産業課長○江畑地域産業課長○江畑地域産業課長○江畑地域産業課長 県県県県営営営営競輪競輪競輪競輪についておについておについておについてお答答答答えをさえをさえをさえをさせせせせていただきたいと思います。委員おていただきたいと思います。委員おていただきたいと思います。委員おていただきたいと思います。委員お

述述述述べのべのべのべのよよよように、うに、うに、うに、昨昨昨昨年１２月に全国年１２月に全国年１２月に全国年１２月に全国競輪競輪競輪競輪施施施施行行行行者者者者協議会で協議会で協議会で協議会で経経経経済産業大臣に対しまして済産業大臣に対しまして済産業大臣に対しまして済産業大臣に対しまして競輪競輪競輪競輪制度制度制度制度

改正についての要改正についての要改正についての要改正についての要望望望望がありました。それをがありました。それをがありました。それをがありました。それを受受受受けまして国、けまして国、けまして国、けまして国、経経経経済産業済産業済産業済産業省省省省では、この１月に自では、この１月に自では、この１月に自では、この１月に自

転転転転車車車車競技法競技法競技法競技法の改正案が閣議の改正案が閣議の改正案が閣議の改正案が閣議決決決決定されたとこ定されたとこ定されたとこ定されたところろろろでごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

その内その内その内その内容容容容につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、ＪＫＡＪＫＡＪＫＡＪＫＡの交の交の交の交付金率付金率付金率付金率、、、、現現現現行が行が行が行が実実実実質２質２質２質２．．．．１１１１％％％％のものを１のものを１のものを１のものを１．．．．９％９％９％９％にににに

引引引引きききき下げ下げ下げ下げる。る。る。る。赤字赤字赤字赤字のののの施施施施行行行行者者者者に対しましては、に対しましては、に対しましては、に対しましては、ＪＫＡＪＫＡＪＫＡＪＫＡの交の交の交の交付金付金付金付金の一部をの一部をの一部をの一部を翌翌翌翌年度に年度に年度に年度に還付還付還付還付をいたをいたをいたをいた

しますと。またさらにしますと。またさらにしますと。またさらにしますと。またさらに的中的中的中的中した車した車した車した車券券券券の払いの払いの払いの払い戻戻戻戻しししし率率率率はははは現現現現行７行７行７行７５％５％５％５％でごでごでごでござざざざいますが、これを７いますが、これを７いますが、これを７いますが、これを７

０％０％０％０％までにまでにまでにまでに引引引引きききき下げ下げ下げ下げることをることをることをることを可能可能可能可能にする、こういった内にする、こういった内にする、こういった内にする、こういった内容容容容のののの法法法法案が閣議案が閣議案が閣議案が閣議決決決決定されたとこ定されたとこ定されたとこ定されたところろろろ

でごでごでごでござざざざいます。それといます。それといます。それといます。それと既既既既に自に自に自に自転転転転車車車車選選選選手会では手会では手会では手会では５５５５年間、年間、年間、年間、選選選選手３手３手３手３割割割割削減削減削減削減をををを決決決決定しておりますの定しておりますの定しておりますの定しておりますの

で、こういったもで、こういったもで、こういったもで、こういったもろろろろももももろろろろの制度改正にの制度改正にの制度改正にの制度改正によよよより、県り、県り、県り、県営営営営競輪競輪競輪競輪におきましても一定の改におきましても一定の改におきましても一定の改におきましても一定の改善善善善効果効果効果効果がががが得得得得

られるかとられるかとられるかとられるかと考考考考えているとこえているとこえているとこえているところろろろでごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

しかしながら、公しかしながら、公しかしながら、公しかしながら、公営営営営ギャギャギャギャンンンンブルブルブルブルは、は、は、は、人人人人気気気気がががが凋落傾凋落傾凋落傾凋落傾向向向向にごにごにごにござざざざいます。また、います。また、います。また、います。また、施設施設施設施設もももも老朽老朽老朽老朽化化化化

しておりますので、しておりますので、しておりますので、しておりますので、将来将来将来将来にわたって今にわたって今にわたって今にわたって今後後後後どうなるかなかなか見どうなるかなかなか見どうなるかなかなか見どうなるかなかなか見通通通通しがしがしがしが立ち立ち立ち立ちにくいというこにくいというこにくいというこにくいというこ

とでもごとでもごとでもごとでもござざざざいまして、委員おいまして、委員おいまして、委員おいまして、委員お述述述述べのべのべのべのよよよようにうにうにうに引引引引き続きいき続きいき続きいき続きいろろろろいいいいろろろろなななな収支収支収支収支の動の動の動の動向向向向ですとか、あるですとか、あるですとか、あるですとか、ある

いはいはいはいは競輪競輪競輪競輪場場場場のののの抱抱抱抱えております問題、例えば雇用の問題、そういったものもえております問題、例えば雇用の問題、そういったものもえております問題、例えば雇用の問題、そういったものもえております問題、例えば雇用の問題、そういったものも勘勘勘勘案しながら案しながら案しながら案しながら引引引引

き続きき続きき続きき続き慎慎慎慎重に重に重に重に検討検討検討検討していきたいと、かしていきたいと、かしていきたいと、かしていきたいと、かよよよようにうにうにうに考考考考える次第でごえる次第でごえる次第でごえる次第でござざざざいます。います。います。います。以上以上以上以上でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

○粒谷委員○粒谷委員○粒谷委員○粒谷委員 １点だけ１点だけ１点だけ１点だけ聞聞聞聞かかかかせせせせていただきたいと思います。ていただきたいと思います。ていただきたいと思います。ていただきたいと思います。知知知知事が事が事が事が就任就任就任就任して約して約して約して約５５５５年ですけれ年ですけれ年ですけれ年ですけれ

ども、ども、ども、ども、知知知知事の大きな政策の事の大きな政策の事の大きな政策の事の大きな政策の柱柱柱柱として企業として企業として企業として企業誘誘誘誘致致致致、いわ、いわ、いわ、いわゆゆゆゆる企業る企業る企業る企業立地促進立地促進立地促進立地促進というのがうたわれというのがうたわれというのがうたわれというのがうたわれ

ておりました。今年度もまておりました。今年度もまておりました。今年度もまておりました。今年度もまず９億円ず９億円ず９億円ず９億円というというというという補助金補助金補助金補助金の予の予の予の予算算算算をとっておられるのですけれども、をとっておられるのですけれども、をとっておられるのですけれども、をとっておられるのですけれども、

今今今今回回回回これもこれもこれもこれもハーハーハーハードルドルドルドルをををを下げ下げ下げ下げて、て、て、て、よよよよりりりり利利利利用しやすい用しやすい用しやすい用しやすいよよよようにされているのも一つはうにされているのも一つはうにされているのも一つはうにされているのも一つは評価評価評価評価をするをするをするをする

のですけれども、のですけれども、のですけれども、のですけれども、現現現現在在在在までのまでのまでのまでの５５５５年間で１年間で１年間で１年間で１０９社０９社０９社０９社がががが奈奈奈奈良県にお越しになった。良県にお越しになった。良県にお越しになった。良県にお越しになった。経経経経済済済済労働労働労働労働委員委員委員委員
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会ですから、できたらこの１会ですから、できたらこの１会ですから、できたらこの１会ですから、できたらこの１０９社０９社０９社０９社がどういう企業なのか。がどういう企業なのか。がどういう企業なのか。がどういう企業なのか。ちちちちょょょょっとっとっとっと勉勉勉勉強強強強不不不不足足足足ででででよよよよくわかくわかくわかくわか

らないのです。今、資らないのです。今、資らないのです。今、資らないのです。今、資料料料料を見ていますと、を見ていますと、を見ていますと、を見ていますと、生生生生駒駒駒駒市市市市にも６にも６にも６にも６社社社社ほどお越しいただいているのでほどお越しいただいているのでほどお越しいただいているのでほどお越しいただいているので

すけれども、どすけれども、どすけれども、どすけれども、どんんんんな内な内な内な内容容容容の事業の事業の事業の事業者者者者かわからないのです。できたらこういうことももうかわからないのです。できたらこういうことももうかわからないのです。できたらこういうことももうかわからないのです。できたらこういうことももう少少少少しししし

このこのこのこの経経経経済済済済労働労働労働労働委員会で資委員会で資委員会で資委員会で資料料料料としてお出しいただいたらありがたいと思うのと、この１としてお出しいただいたらありがたいと思うのと、この１としてお出しいただいたらありがたいと思うのと、この１としてお出しいただいたらありがたいと思うのと、この１０９０９０９０９

社社社社がお越しになって、例えば企業がお越しになって、例えば企業がお越しになって、例えば企業がお越しになって、例えば企業誘誘誘誘致致致致のメリのメリのメリのメリットットットットというのはやはり雇用と税だと思うのでというのはやはり雇用と税だと思うのでというのはやはり雇用と税だと思うのでというのはやはり雇用と税だと思うので

すけれども、税のすけれども、税のすけれども、税のすけれども、税の場合場合場合場合は、は、は、は、法法法法人人人人税がいかほどか、これはなかなか出てこないのですけれど税がいかほどか、これはなかなか出てこないのですけれど税がいかほどか、これはなかなか出てこないのですけれど税がいかほどか、これはなかなか出てこないのですけれど

も、例えば県内の雇用はどのも、例えば県内の雇用はどのも、例えば県内の雇用はどのも、例えば県内の雇用はどのよよよようにうにうにうに変化変化変化変化したのか、そのあたりをしたのか、そのあたりをしたのか、そのあたりをしたのか、そのあたりを教教教教えてください。えてください。えてください。えてください。

○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 企業企業企業企業立地立地立地立地についてのお尋ねでごについてのお尋ねでごについてのお尋ねでごについてのお尋ねでござざざざいます。平成１います。平成１います。平成１います。平成１９９９９年から平成年から平成年から平成年から平成

２２年、それからことしの平成２３年の２２年、それからことしの平成２３年の２２年、それからことしの平成２３年の２２年、それからことしの平成２３年の上半期上半期上半期上半期までの４年までの４年までの４年までの４年半半半半でごでごでごでご指摘指摘指摘指摘のとおり１のとおり１のとおり１のとおり１０９件０９件０９件０９件のののの

立地立地立地立地がごがごがごがござざざざいました。どのいました。どのいました。どのいました。どのよよよような企業かというお尋ねでごうな企業かというお尋ねでごうな企業かというお尋ねでごうな企業かというお尋ねでござざざざいまして、資いまして、資いまして、資いまして、資料料料料提提提提供供供供がおくれがおくれがおくれがおくれ

ておりましてておりましてておりましてておりまして申申申申しわけごしわけごしわけごしわけござざざざいまいまいまいませんせんせんせんが、が、が、が、後後後後ほど委員長のごほど委員長のごほど委員長のごほど委員長のご了解了解了解了解いただきまして、委員のいただきまして、委員のいただきまして、委員のいただきまして、委員の皆皆皆皆

様様様様方にも資方にも資方にも資方にも資料料料料は提は提は提は提供供供供ささささせせせせていただきたいと思います。ていただきたいと思います。ていただきたいと思います。ていただきたいと思います。

概概概概要を要を要を要を申申申申しししし上上上上げげげげますと、１ますと、１ますと、１ますと、１０９件０９件０９件０９件すべてがすべてがすべてがすべてが操操操操業しているわけではご業しているわけではご業しているわけではご業しているわけではござざざざいまいまいまいませんせんせんせんが、例えが、例えが、例えが、例え

ばばばば操操操操業を業を業を業を始始始始めておられるとこめておられるとこめておられるとこめておられるところろろろ、、、、生生生生駒駒駒駒市市市市でしたら、でしたら、でしたら、でしたら、昨昨昨昨年年年年立地立地立地立地されたされたされたされた上上上上六印刷株六印刷株六印刷株六印刷株式会式会式会式会社社社社が２が２が２が２

００人００人００人００人余余余余りの事業りの事業りの事業りの事業所所所所であったり、あるいはであったり、あるいはであったり、あるいはであったり、あるいは中中中中和和和和地地地地域域域域でしたら、３年前になりますがでしたら、３年前になりますがでしたら、３年前になりますがでしたら、３年前になりますが橿橿橿橿原原原原市市市市

でねでねでねでねじじじじのののの株株株株式会式会式会式会社コ社コ社コ社コクブクブクブクブが大阪府からが大阪府からが大阪府からが大阪府から来来来来られたり、あるいはられたり、あるいはられたり、あるいはられたり、あるいは天天天天理理理理市市市市でででで京京京京奈奈奈奈和自動車和自動車和自動車和自動車道道道道をををを通通通通

っていただいたらっていただいたらっていただいたらっていただいたらよよよよく目く目く目く目立ち立ち立ち立ちますが、光ますが、光ますが、光ますが、光洋サ洋サ洋サ洋サーーーーモシモシモシモシステムステムステムステム株株株株式会式会式会式会社社社社というというというという熱処熱処熱処熱処理理理理炉炉炉炉の会の会の会の会社社社社

が大きなが大きなが大きなが大きな研究所研究所研究所研究所をををを建建建建てていただいたり、あるいはてていただいたり、あるいはてていただいたり、あるいはてていただいたり、あるいは南南南南和和和和地地地地域域域域ですと、ですと、ですと、ですと、株株株株式会式会式会式会社社社社櫻櫻櫻櫻井の井の井の井の吉吉吉吉野本野本野本野本

社社社社、集成、集成、集成、集成材材材材の会の会の会の会社社社社です。そういうとこです。そういうとこです。そういうとこです。そういうところろろろがががが吉吉吉吉野野野野郡郡郡郡と、それからと、それからと、それからと、それから五條五條五條五條市市市市ののののテテテテクノクノクノクノパーパーパーパーククククのののの中中中中

で大きなで大きなで大きなで大きな工工工工場場場場をもうをもうをもうをもう既既既既にににに操操操操業を業を業を業を始始始始めておられますが、そういうとこめておられますが、そういうとこめておられますが、そういうとこめておられますが、そういうところろろろがごがごがごがござざざざいましたり、いましたり、いましたり、いましたり、

あるいは大和あるいは大和あるいは大和あるいは大和高高高高原ですと、原ですと、原ですと、原ですと、携帯携帯携帯携帯とかとかとかとかディスディスディスディスププププレーレーレーレーのののの液晶画面液晶画面液晶画面液晶画面ののののフフフフィィィィルルルルムムムム加加加加工工工工をやっておらをやっておらをやっておらをやっておら

れるれるれるれる株株株株式会式会式会式会社社社社ＭＯＮＡＭＯＮＡＭＯＮＡＭＯＮＡコーコーコーコーポポポポレーレーレーレーショショショションンンンですとか、それですとか、それですとか、それですとか、それぞぞぞぞれにれにれにれに特特特特色色色色のあるのあるのあるのある技術技術技術技術でででで生生生生きていきていきていきてい

かれておられるかれておられるかれておられるかれておられるよよよような、そういう企業がうな、そういう企業がうな、そういう企業がうな、そういう企業が立地立地立地立地されておられます。今手されておられます。今手されておられます。今手されておられます。今手元元元元にににに主主主主な企業をな企業をな企業をな企業を紹介紹介紹介紹介

しました資しました資しました資しました資料料料料と、それとこういうと、それとこういうと、それとこういうと、それとこういう冊冊冊冊子もつくっておりますので、子もつくっておりますので、子もつくっておりますので、子もつくっておりますので、後後後後ほどほどほどほど皆様皆様皆様皆様におにおにおにお配配配配りさりさりさりさせせせせ

てもらいまして、説明をてもらいまして、説明をてもらいまして、説明をてもらいまして、説明を申申申申しししし上上上上げげげげたいと思います。たいと思います。たいと思います。たいと思います。

それと、それと、それと、それと、補助金補助金補助金補助金でででで来来来来年も年も年も年も９億円９億円９億円９億円の予の予の予の予算算算算要求をさ要求をさ要求をさ要求をさせせせせていただいておりますが、これまででていただいておりますが、これまででていただいておりますが、これまででていただいておりますが、これまでで

今のとこ今のとこ今のとこ今のところろろろ補助金補助金補助金補助金をおをおをおをお支支支支払いしているのは２払いしているのは２払いしているのは２払いしているのは２社社社社で、で、で、で、合合合合計計計計で１で１で１で１億億億億１１１１，９００万円，９００万円，９００万円，９００万円となっておとなっておとなっておとなってお

ります。今までのります。今までのります。今までのります。今までの支支支支払い払い払い払い実実実実績績績績としてはそういうとしてはそういうとしてはそういうとしてはそういう金金金金額額額額になっております。になっております。になっております。になっております。

そのそのそのその分分分分がどのがどのがどのがどのよよよようなうなうなうな効果効果効果効果を発を発を発を発揮揮揮揮しているのか、あるいはしているのか、あるいはしているのか、あるいはしているのか、あるいは補助金補助金補助金補助金も含めて１も含めて１も含めて１も含めて１０９件０９件０９件０９件のののの立地立地立地立地

でどのでどのでどのでどのよよよようにうにうにうに効果効果効果効果を発を発を発を発揮揮揮揮しているかというお尋ねでごしているかというお尋ねでごしているかというお尋ねでごしているかというお尋ねでござざざざいますけれども、雇用に関してはいますけれども、雇用に関してはいますけれども、雇用に関してはいますけれども、雇用に関しては
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昨昨昨昨年の年の年の年の５５５５月にア月にア月にア月にアンケートンケートンケートンケートをとっておりまして、１をとっておりまして、１をとっておりまして、１をとっておりまして、１０９件０９件０９件０９件のうのうのうのうちちちちで、で、で、で、昨昨昨昨年の年の年の年の春春春春時時時時点の点の点の点の調査調査調査調査でででで

すが、すが、すが、すが、５９社５９社５９社５９社がががが既既既既にににに操操操操業を業を業を業を始始始始めておられます。めておられます。めておられます。めておられます。５９社５９社５９社５９社にアにアにアにアンケートンケートンケートンケートをお願いいたしまして、をお願いいたしまして、をお願いいたしまして、をお願いいたしまして、

４４４４９社９社９社９社のののの回答回答回答回答をいただきまして、質問は、をいただきまして、質問は、をいただきまして、質問は、をいただきまして、質問は、立地立地立地立地にににに伴伴伴伴ってってってって新新新新しくしくしくしく奈奈奈奈良県で雇用を良県で雇用を良県で雇用を良県で雇用をふふふふやしたやしたやしたやした人人人人

数数数数をををを教教教教えてくださいと。そういうお尋ねをしたとこえてくださいと。そういうお尋ねをしたとこえてくださいと。そういうお尋ねをしたとこえてくださいと。そういうお尋ねをしたところろろろ、４、４、４、４９社合９社合９社合９社合計計計計で１で１で１で１，０９０人，０９０人，０９０人，０９０人、、、、立地立地立地立地

にににに伴伴伴伴ってってってって奈奈奈奈良県で良県で良県で良県で新新新新しく雇用をしく雇用をしく雇用をしく雇用をふふふふやしたというやしたというやしたというやしたという回答回答回答回答をいただいております。これは平成２をいただいております。これは平成２をいただいております。これは平成２をいただいております。これは平成２

３年度３年度３年度３年度中中中中ですので、この３月ですので、この３月ですので、この３月ですので、この３月末末末末までのめどで１までのめどで１までのめどで１までのめどで１，０９０人ふ，０９０人ふ，０９０人ふ，０９０人ふえたと。雇用としてはそれだえたと。雇用としてはそれだえたと。雇用としてはそれだえたと。雇用としてはそれだ

けのけのけのけの数数数数を、を、を、を、新新新新たにたにたにたに奈奈奈奈良県に良県に良県に良県に働働働働くくくく場場場場をををを確確確確保できたということは一つ保できたということは一つ保できたということは一つ保できたということは一つデータデータデータデータとしてとしてとしてとして申申申申しししし上上上上げげげげらららら

れるかと思っております。れるかと思っております。れるかと思っております。れるかと思っております。以上以上以上以上でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

○大国委員長○大国委員長○大国委員長○大国委員長 確認確認確認確認をします。をします。をします。をします。後後後後ほど資ほど資ほど資ほど資料料料料はははは各各各各委員にお委員にお委員にお委員にお配配配配りいただくということですね。りいただくということですね。りいただくということですね。りいただくということですね。

お願いします。お願いします。お願いします。お願いします。

○粒谷委員○粒谷委員○粒谷委員○粒谷委員 委員になってから委員になってから委員になってから委員になってからよよよよく言うのは、行政はく言うのは、行政はく言うのは、行政はく言うのは、行政は経営経営経営経営だということですけれども、こだということですけれども、こだということですけれども、こだということですけれども、こ

れはれはれはれは知知知知事の大事の大事の大事の大変変変変大きな目大きな目大きな目大きな目玉玉玉玉のののの中中中中で予で予で予で予算算算算もももも組組組組まれて、対外まれて、対外まれて、対外まれて、対外トットットットッププププセーセーセーセールルルルススススということで、県ということで、県ということで、県ということで、県

外からの企業外からの企業外からの企業外からの企業誘誘誘誘致致致致をやっておられます。今、１をやっておられます。今、１をやっておられます。今、１をやっておられます。今、１，０９０人，０９０人，０９０人，０９０人の雇用がの雇用がの雇用がの雇用が生生生生まれたということでまれたということでまれたということでまれたということで

すけれども、企業がすけれども、企業がすけれども、企業がすけれども、企業が来来来来て、て、て、て、直接直接直接直接的的的的な県内のな県内のな県内のな県内の受受受受益があると思うのです。例えば雇用が益があると思うのです。例えば雇用が益があると思うのです。例えば雇用が益があると思うのです。例えば雇用が生生生生まれまれまれまれ

た、あるいはた、あるいはた、あるいはた、あるいは地元地元地元地元、、、、市町村市町村市町村市町村ではではではでは固固固固定資産税が定資産税が定資産税が定資産税がふふふふえたとか、いえたとか、いえたとか、いえたとか、いろろろろいいいいろろろろあると思うのです。そあると思うのです。そあると思うのです。そあると思うのです。そ

れと、間れと、間れと、間れと、間接接接接的的的的なななな波及波及波及波及効果効果効果効果はははは当当当当然然然然出てきます。一つ企業ができたら、その出てきます。一つ企業ができたら、その出てきます。一つ企業ができたら、その出てきます。一つ企業ができたら、その周辺周辺周辺周辺のののの消費消費消費消費ががががふふふふええええ

たということが出てきます。例えばそういう意たということが出てきます。例えばそういう意たということが出てきます。例えばそういう意たということが出てきます。例えばそういう意味味味味でででで奈奈奈奈良県内でこういう企業が良県内でこういう企業が良県内でこういう企業が良県内でこういう企業が来来来来ていただていただていただていただ

いた。いた。いた。いた。現現現現在在在在４４４４９社９社９社９社がががが操操操操業されている。その４業されている。その４業されている。その４業されている。その４９社９社９社９社がががが操操操操業されている業されている業されている業されている中中中中にあって、どれほどにあって、どれほどにあって、どれほどにあって、どれほど

のののの経経経経済済済済波及波及波及波及効果効果効果効果が出たかという資が出たかという資が出たかという資が出たかという資料料料料はおはおはおはお持ち持ち持ち持ちですか。ですか。ですか。ですか。

○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 ごごごご指摘指摘指摘指摘のののの経経経経済済済済波及波及波及波及効果効果効果効果に関しましては、に関しましては、に関しましては、に関しましては、我々我々我々我々まだまだまだまだまだまだまだまだ勉勉勉勉強強強強しなしなしなしな

いといけないのですが、全国いといけないのですが、全国いといけないのですが、全国いといけないのですが、全国的的的的にもにもにもにも統統統統一された手一された手一された手一された手法法法法はははは確確確確立立立立されていないとこされていないとこされていないとこされていないところろろろです。それです。それです。それです。それ

をををを仮仮仮仮に、に、に、に、我々我々我々我々事事事事務務務務方で一つの方で一つの方で一つの方で一つの試算試算試算試算ということではということではということではということではじじじじいていていていてみみみみたものはごたものはごたものはごたものはござざざざいます。ただ、います。ただ、います。ただ、います。ただ、実実実実

際際際際の４の４の４の４９社９社９社９社のののの売売売売りりりり上上上上げげげげをすべてをすべてをすべてをすべて把握把握把握把握するのはなかなかするのはなかなかするのはなかなかするのはなかなか難難難難しいですので、しいですので、しいですので、しいですので、仮仮仮仮説としまして、説としまして、説としまして、説としまして、

４年で１４年で１４年で１４年で１００件００件００件００件ですので１年間２ですので１年間２ですので１年間２ですので１年間２５件５件５件５件、、、、仮仮仮仮に１年に１年に１年に１年分分分分の２の２の２の２５件５件５件５件で、本で、本で、本で、本当当当当にににに仮仮仮仮説ですが、説ですが、説ですが、説ですが、売売売売りりりり

上上上上げげげげが１が１が１が１０数億円０数億円０数億円０数億円の大きめの企業が３の大きめの企業が３の大きめの企業が３の大きめの企業が３件程件程件程件程度、そしてほかの２２度、そしてほかの２２度、そしてほかの２２度、そしてほかの２２件件件件はははは５億円程５億円程５億円程５億円程度の平度の平度の平度の平均均均均的的的的

なななな売売売売りりりり上上上上げげげげというというというという仮仮仮仮説のもとで２説のもとで２説のもとで２説のもとで２５件５件５件５件、これで１年、これで１年、これで１年、これで１年分分分分、４年で１、４年で１、４年で１、４年で１００件００件００件００件のうのうのうのうちちちちの１年の１年の１年の１年分分分分のののの

経経経経済済済済効果効果効果効果をはをはをはをはじじじじきますと、粒谷委員がおっしきますと、粒谷委員がおっしきますと、粒谷委員がおっしきますと、粒谷委員がおっしゃゃゃゃるるるる消費消費消費消費ですとか、ですとか、ですとか、ですとか、生生生生産産産産額額額額を含めたを含めたを含めたを含めた経経経経済済済済効果効果効果効果

でおでおでおでおよよよよそ２そ２そ２そ２５９億円５９億円５９億円５９億円です。それとこれもです。それとこれもです。それとこれもです。それとこれも机机机机上上上上のののの計算計算計算計算ですが、税ですが、税ですが、税ですが、税収収収収へへへへのののの波及波及波及波及効果効果効果効果は約３は約３は約３は約３億円億円億円億円

と、そういうと、そういうと、そういうと、そういうよよよようなうなうなうな試算試算試算試算を一度やってを一度やってを一度やってを一度やってみみみみております。ですので、２ております。ですので、２ております。ですので、２ております。ですので、２５件５件５件５件で２で２で２で２５９億円５９億円５９億円５９億円ですですですです

ので、ので、ので、ので、５０社５０社５０社５０社であると、であると、であると、であると、単純単純単純単純にそのにそのにそのにその倍倍倍倍のののの５００億円５００億円５００億円５００億円余余余余とととと机机机机上上上上のののの計算計算計算計算でははでははでははでははじじじじけるのですが、けるのですが、けるのですが、けるのですが、
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まだまだこれはまだまだこれはまだまだこれはまだまだこれは検検検検証証証証していかないといけないと思っております。さらにしていかないといけないと思っております。さらにしていかないといけないと思っております。さらにしていかないといけないと思っております。さらに研究研究研究研究をををを進進進進めたいとめたいとめたいとめたいと

思っております。思っております。思っております。思っております。

○粒谷委員○粒谷委員○粒谷委員○粒谷委員 このこのこのこの金金金金額額額額をををを知知知知らなかったものですから、約らなかったものですから、約らなかったものですから、約らなかったものですから、約５０社５０社５０社５０社で約で約で約で約５００億円５００億円５００億円５００億円のののの経経経経済済済済波及波及波及波及

効果効果効果効果があったと。これは、大があったと。これは、大があったと。これは、大があったと。これは、大変変変変なななな知知知知事の成事の成事の成事の成果果果果だと思うのです。これは正式なものではないだと思うのです。これは正式なものではないだと思うのです。これは正式なものではないだと思うのです。これは正式なものではない

ですけれど。ですけれど。ですけれど。ですけれど。聞聞聞聞いて、すごいと思いました。やはりいて、すごいと思いました。やはりいて、すごいと思いました。やはりいて、すごいと思いました。やはり知知知知事が事が事が事がトットットットッププププセーセーセーセールルルルススススを含めてを含めてを含めてを含めて非常非常非常非常にににに

この事業、この事業、この事業、この事業、施施施施策について策について策について策について力力力力を入れておられると、まさしく成を入れておられると、まさしく成を入れておられると、まさしく成を入れておられると、まさしく成果果果果が出ているのだと、今改めが出ているのだと、今改めが出ているのだと、今改めが出ているのだと、今改め

てててて認識認識認識認識しました。しました。しました。しました。

そうしたら、県内で今日までいそうしたら、県内で今日までいそうしたら、県内で今日までいそうしたら、県内で今日までいろろろろいいいいろろろろな企業がな企業がな企業がな企業が頑張頑張頑張頑張ってってってって奈奈奈奈良県に良県に良県に良県に寄与寄与寄与寄与してくれました。してくれました。してくれました。してくれました。

とことことこところろろろが、残が、残が、残が、残念念念念ながらながらながらながら倒倒倒倒産する会産する会産する会産する会社社社社もあれば、県外にもあれば、県外にもあれば、県外にもあれば、県外に流流流流出した企業があると思うのです。出した企業があると思うのです。出した企業があると思うのです。出した企業があると思うのです。

以以以以前、２年前に一前、２年前に一前、２年前に一前、２年前に一般般般般質問したときに、県外に質問したときに、県外に質問したときに、県外に質問したときに、県外に流流流流出した企業があるのですが、その一つの理出した企業があるのですが、その一つの理出した企業があるのですが、その一つの理出した企業があるのですが、その一つの理

由由由由は何ですかとは何ですかとは何ですかとは何ですかと聞聞聞聞いたら、いたら、いたら、いたら、当時担当当時担当当時担当当時担当の部長が、県内に用の部長が、県内に用の部長が、県内に用の部長が、県内に用地地地地がなかったと、こういうがなかったと、こういうがなかったと、こういうがなかったと、こういう答弁答弁答弁答弁をををを

されたことがあるのですけれども、大されたことがあるのですけれども、大されたことがあるのですけれども、大されたことがあるのですけれども、大変変変変残残残残念念念念なななな答弁答弁答弁答弁をされてをされてをされてをされて再再再再質問したことがご質問したことがご質問したことがご質問したことがござざざざいますいますいますいます

けれども、このけれども、このけれども、このけれども、この５５５５年間で県外に年間で県外に年間で県外に年間で県外に流流流流出した、例えば今出した、例えば今出した、例えば今出した、例えば今現現現現在在在在、企業はこういう、企業はこういう、企業はこういう、企業はこういう厳厳厳厳しいときですしいときですしいときですしいときです

から、例えばから、例えばから、例えばから、例えば分分分分散散散散方式で方式で方式で方式で工工工工場場場場をををを持持持持っているとこっているとこっているとこっているところろろろもあります。もあります。もあります。もあります。奈奈奈奈良県と、大阪府と、和良県と、大阪府と、和良県と、大阪府と、和良県と、大阪府と、和歌歌歌歌

山山山山県と。県と。県と。県と。当当当当然然然然今度今度今度今度センターセンターセンターセンター方式で一つに集約する企業があると思うのです。これは県外に方式で一つに集約する企業があると思うのです。これは県外に方式で一つに集約する企業があると思うのです。これは県外に方式で一つに集約する企業があると思うのです。これは県外に

流流流流出したことにならないと思うのです。そうではなしに、出したことにならないと思うのです。そうではなしに、出したことにならないと思うのです。そうではなしに、出したことにならないと思うのです。そうではなしに、単単単単にににに奈奈奈奈良県で何か良県で何か良県で何か良県で何か条条条条件件件件がががが合合合合わわわわずずずず

に県外にに県外にに県外にに県外に流流流流出したと、そういう出したと、そういう出したと、そういう出したと、そういうよよよような企業はありますか。うな企業はありますか。うな企業はありますか。うな企業はありますか。

○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 ごごごご指摘指摘指摘指摘の県外の県外の県外の県外へ流へ流へ流へ流出した企業ですが、今年度の出した企業ですが、今年度の出した企業ですが、今年度の出した企業ですが、今年度の春春春春に、これも平に、これも平に、これも平に、これも平

成１成１成１成１９９９９年度から平成２２年度の４年間で年度から平成２２年度の４年間で年度から平成２２年度の４年間で年度から平成２２年度の４年間で確認確認確認確認してしてしてしてみみみみましたとこましたとこましたとこましたところろろろ、、、、製造製造製造製造業の事業業の事業業の事業業の事業所所所所で、で、で、で、営営営営

業業業業所所所所とかそういうとことかそういうとことかそういうとことかそういうところろろろはははは別別別別にしまして、にしまして、にしまして、にしまして、製造製造製造製造業の事業業の事業業の事業業の事業所所所所で県外で県外で県外で県外へへへへ転転転転出したとこ出したとこ出したとこ出したところろろろは１７は１７は１７は１７

件件件件確認確認確認確認できております。ただし、できております。ただし、できております。ただし、できております。ただし、移移移移転転転転の理の理の理の理由由由由につきましては、事前にわにつきましては、事前にわにつきましては、事前にわにつきましては、事前にわざざざざわわわわざざざざことわりをことわりをことわりをことわりを

入れて出ていかれる企業は入れて出ていかれる企業は入れて出ていかれる企業は入れて出ていかれる企業は余余余余りありまりありまりありまりありませんせんせんせんので、理ので、理ので、理ので、理由由由由はははは余余余余りりりり把握把握把握把握できていないのですが、できていないのですが、できていないのですが、できていないのですが、

委員がおっし委員がおっし委員がおっし委員がおっしゃゃゃゃるるるるよよよように、うに、うに、うに、幾幾幾幾つかのつかのつかのつかの拠拠拠拠点の集約で県外の点の集約で県外の点の集約で県外の点の集約で県外の拠拠拠拠点に集約され出ていかれた事例点に集約され出ていかれた事例点に集約され出ていかれた事例点に集約され出ていかれた事例

はははは確確確確かにごかにごかにごかにござざざざいます。います。います。います。

それそれそれそれ以以以以外にお尋ねの用外にお尋ねの用外にお尋ねの用外にお尋ねの用地地地地がないので出ていったというがないので出ていったというがないので出ていったというがないので出ていったという分分分分ですが、ですが、ですが、ですが、単単単単に県にに県にに県にに県に相相相相談談談談をいただをいただをいただをいただ

いているいているいているいている中中中中で、用で、用で、用で、用地地地地がなかったので県外がなかったので県外がなかったので県外がなかったので県外へへへへ出ていかれたとこ出ていかれたとこ出ていかれたとこ出ていかれたところろろろはははは実実実実際際際際はははは少少少少ないです。ないです。ないです。ないです。以以以以前前前前

答弁答弁答弁答弁ささささせせせせていただいた企業も、ていただいた企業も、ていただいた企業も、ていただいた企業も、単単単単に用に用に用に用地地地地がないのではなくて、がないのではなくて、がないのではなくて、がないのではなくて、奈奈奈奈良県での良県での良県での良県での立地立地立地立地でででで希希希希望望望望されされされされ

ていたのですが、規制の関係でていたのですが、規制の関係でていたのですが、規制の関係でていたのですが、規制の関係で土土土土地地地地はあるけれども、規制がうまくはあるけれども、規制がうまくはあるけれども、規制がうまくはあるけれども、規制がうまく合合合合わわわわずずずずに県外に県外に県外に県外へへへへ行かれ行かれ行かれ行かれ

たということですので、それもたということですので、それもたということですので、それもたということですので、それも教教教教訓訓訓訓にして県で規制緩和をにして県で規制緩和をにして県で規制緩和をにして県で規制緩和を進進進進めておりますので、その企業めておりますので、その企業めておりますので、その企業めておりますので、その企業

以以以以降降降降は用は用は用は用地地地地がないためにというがないためにというがないためにというがないためにという移移移移転転転転理理理理由由由由はははは確認確認確認確認できておりまできておりまできておりまできておりませんせんせんせん。。。。
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○粒谷委員○粒谷委員○粒谷委員○粒谷委員 企業企業企業企業立地推進立地推進立地推進立地推進課課課課長の長の長の長の答弁答弁答弁答弁、まさにそのとおりです。県内におられる企業が、、まさにそのとおりです。県内におられる企業が、、まさにそのとおりです。県内におられる企業が、、まさにそのとおりです。県内におられる企業が、

用用用用途途途途がうまくいかないというので、がうまくいかないというので、がうまくいかないというので、がうまくいかないというので、流流流流出される出される出される出される分分分分があるのです。があるのです。があるのです。があるのです。私私私私がががが知知知知りりりり得得得得るるるる範囲範囲範囲範囲内でも内でも内でも内でも

それであったのです。それでそれであったのです。それでそれであったのです。それでそれであったのです。それで非常非常非常非常にににに優秀優秀優秀優秀な企業、な企業、な企業、な企業、毎毎毎毎年年年年多多多多額額額額のののの法法法法人人人人税を税を税を税を納納納納入した企業が、入した企業が、入した企業が、入した企業が、多多多多

分分分分ごごごご承知承知承知承知だと思いますけども、だと思いますけども、だと思いますけども、だと思いますけども、京京京京都都都都府府府府へへへへ行きました。それもそうなのです。行きました。それもそうなのです。行きました。それもそうなのです。行きました。それもそうなのです。知知知知事はすごく事はすごく事はすごく事はすごく

企業の企業の企業の企業の誘誘誘誘致致致致にににに熱熱熱熱心心心心ですけれども、ですけれども、ですけれども、ですけれども、地元地元地元地元のののの市町村市町村市町村市町村とととと温温温温度度度度差差差差があるのです。そうしたら、があるのです。そうしたら、があるのです。そうしたら、があるのです。そうしたら、多分多分多分多分、、、、

今おっし今おっし今おっし今おっしゃゃゃゃる問題は県ではないのです。用る問題は県ではないのです。用る問題は県ではないのです。用る問題は県ではないのです。用途途途途の問題などは、の問題などは、の問題などは、の問題などは、市町村市町村市町村市町村にににに相相相相談談談談にににに来来来来られているられているられているられている

のです。とこのです。とこのです。とこのです。ところろろろがががが市町村市町村市町村市町村がそがそがそがそんんんんなになになになに熱熱熱熱心心心心ではない。企業ではない。企業ではない。企業ではない。企業誘誘誘誘致致致致とか、企業を県内にとどまっとか、企業を県内にとどまっとか、企業を県内にとどまっとか、企業を県内にとどまっ

ていただくことについて、あまりていただくことについて、あまりていただくことについて、あまりていただくことについて、あまり認識認識認識認識がないのです。だから、そのがないのです。だから、そのがないのです。だから、そのがないのです。だから、そのよよよような企業は県にうな企業は県にうな企業は県にうな企業は県に相相相相談談談談

するまでに、するまでに、するまでに、するまでに、市町村市町村市町村市町村のののの窓窓窓窓口が口が口が口が非常非常非常非常に対に対に対に対応応応応がががが悪悪悪悪いということでいということでいということでいということで転転転転出している出している出している出している分分分分もあるのです。もあるのです。もあるのです。もあるのです。

これはたしかにあります。これはたしかにあります。これはたしかにあります。これはたしかにあります。

知知知知事が事が事が事が奈奈奈奈良良良良モモモモデデデデルルルルということで県とということで県とということで県とということで県と市町村市町村市町村市町村がリがリがリがリンンンンククククして行政をやっていこうということして行政をやっていこうということして行政をやっていこうということして行政をやっていこうということ

で、税ので、税ので、税ので、税の仕仕仕仕事などい事などい事などい事などいろろろろいいいいろろろろやっておられます。これも一つのやっておられます。これも一つのやっておられます。これも一つのやっておられます。これも一つの奈奈奈奈良良良良モモモモデデデデルルルルとしての企業としての企業としての企業としての企業誘誘誘誘致致致致

のあり方だと思うのです。そうすれば、県とのあり方だと思うのです。そうすれば、県とのあり方だと思うのです。そうすれば、県とのあり方だと思うのです。そうすれば、県と市町村市町村市町村市町村がいかにこの企業がいかにこの企業がいかにこの企業がいかにこの企業誘誘誘誘致致致致にリにリにリにリンンンンククククするか、するか、するか、するか、

一一一一緒緒緒緒になって企業になって企業になって企業になって企業誘誘誘誘致致致致にににに汗汗汗汗をををを流せ流せ流せ流せるかということが、るかということが、るかということが、るかということが、組組組組織織織織としてとしてとしてとして当当当当然然然然あるべき姿だと思うあるべき姿だと思うあるべき姿だと思うあるべき姿だと思う

のですけれども、その点についてどうなのですか。のですけれども、その点についてどうなのですか。のですけれども、その点についてどうなのですか。のですけれども、その点についてどうなのですか。

○浪越産業・雇用振興部長○浪越産業・雇用振興部長○浪越産業・雇用振興部長○浪越産業・雇用振興部長 今、委員がおっし今、委員がおっし今、委員がおっし今、委員がおっしゃゃゃゃられたとおりのことでられたとおりのことでられたとおりのことでられたとおりのことで我々我々我々我々もももも考考考考えていまえていまえていまえていま

す。なす。なす。なす。なぜぜぜぜ県内企業が出ていくのかという県内企業が出ていくのかという県内企業が出ていくのかという県内企業が出ていくのかという情情情情報を事前に報を事前に報を事前に報を事前に察察察察知知知知できれば、何らかの対できれば、何らかの対できれば、何らかの対できれば、何らかの対応応応応なり、なり、なり、なり、

対策の対策の対策の対策の打打打打ちちちち方もあ方もあ方もあ方もあろろろろうかと思っていまして、うかと思っていまして、うかと思っていまして、うかと思っていまして、実実実実はははは我々我々我々我々としても県内の企業にことしても県内の企業にことしても県内の企業にことしても県内の企業にこちちちちら側からら側からら側からら側から

積積積積極極極極的的的的に行ってに行ってに行ってに行ってココココネクショネクショネクショネクションンンンをとる。をとる。をとる。をとる。情情情情報を事前に報を事前に報を事前に報を事前に向向向向こうも企業秘密でしこうも企業秘密でしこうも企業秘密でしこうも企業秘密でしょょょょうけれど、そうけれど、そうけれど、そうけれど、そ

ういった部ういった部ういった部ういった部分分分分をどうしてをどうしてをどうしてをどうして引引引引き出すかというき出すかというき出すかというき出すかという試試試試みみみみを今、を今、を今、を今、実実実実はははは真剣真剣真剣真剣にやっております。そのにやっております。そのにやっております。そのにやっております。その中中中中

で今、委員ががおっしで今、委員ががおっしで今、委員ががおっしで今、委員ががおっしゃゃゃゃられたられたられたられたよよよようにうにうにうに市町村市町村市町村市町村とのとのとのとの連連連連携携携携が大事になる。まさにが大事になる。まさにが大事になる。まさにが大事になる。まさに常常常常日ご日ご日ご日ごろろろろからからからから

のこういったのこういったのこういったのこういった地地地地道道道道な取りな取りな取りな取り組み組み組み組みをををを市町村市町村市町村市町村と一と一と一と一緒緒緒緒にににに合合合合わわわわせせせせてする、このことをてする、このことをてする、このことをてする、このことを進進進進めていきたいめていきたいめていきたいめていきたい

というのをというのをというのをというのを常常常常日ご日ご日ご日ごろろろろ思っていることでご思っていることでご思っていることでご思っていることでござざざざいまして、まさに委員のおっしいまして、まさに委員のおっしいまして、まさに委員のおっしいまして、まさに委員のおっしゃゃゃゃられたことをられたことをられたことをられたことを

今今今今後実現後実現後実現後実現できるできるできるできるよよよようにうにうにうに市町村市町村市町村市町村にににに働働働働きかけていきたいと思っています。きかけていきたいと思っています。きかけていきたいと思っています。きかけていきたいと思っています。以上以上以上以上でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

○粒谷委員○粒谷委員○粒谷委員○粒谷委員 そういう意そういう意そういう意そういう意味味味味ではではではでは非常非常非常非常にににに積積積積極極極極的的的的でありがたいです。でありがたいです。でありがたいです。でありがたいです。市町村市町村市町村市町村のののの窓窓窓窓口は本口は本口は本口は本当当当当にににに悪悪悪悪

いです、いです、いです、いです、認識認識認識認識がないのです。そうすると、もう一がないのです。そうすると、もう一がないのです。そうすると、もう一がないのです。そうすると、もう一歩歩歩歩進ん進ん進ん進んで、で、で、で、現現現現在在在在ある企業、それが例えばある企業、それが例えばある企業、それが例えばある企業、それが例えば

開開開開発行発行発行発行為為為為とかとかとかとか建建建建築築築築確認確認確認確認とか、これはとか、これはとか、これはとか、これは当当当当然然然然市町村市町村市町村市町村のののの窓窓窓窓口で事前協議に口で事前協議に口で事前協議に口で事前協議に来来来来られます。られます。られます。られます。奈奈奈奈良良良良市以市以市以市以

外は外は外は外は当当当当然然然然県が県が県が県が許許許許可可可可権権権権をををを持持持持っております。とこっております。とこっております。とこっております。ところろろろが、このが、このが、このが、この開開開開発行発行発行発行為為為為とか、あるいはまたとか、あるいはまたとか、あるいはまたとか、あるいはまた建建建建築築築築

確認確認確認確認についてでも、大についてでも、大についてでも、大についてでも、大変変変変難難難難しい問題が発しい問題が発しい問題が発しい問題が発生生生生していることがたくさしていることがたくさしていることがたくさしていることがたくさんんんんあるのです。産業・雇あるのです。産業・雇あるのです。産業・雇あるのです。産業・雇

用振興部の用振興部の用振興部の用振興部の窓窓窓窓口ではないです、これは口ではないです、これは口ではないです、これは口ではないです、これは奈奈奈奈良県の良県の良県の良県の場合場合場合場合はははは建建建建築築築築課課課課だと思うのですけれども、だと思うのですけれども、だと思うのですけれども、だと思うのですけれども、当当当当
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然然然然県としても県としても県としても県としても横断横断横断横断的的的的なななな形形形形が要ると思うのです。それが要ると思うのです。それが要ると思うのです。それが要ると思うのです。それぞぞぞぞれの事業をやっておられる方が、例れの事業をやっておられる方が、例れの事業をやっておられる方が、例れの事業をやっておられる方が、例

えばえばえばえば工工工工場場場場を大きくするを大きくするを大きくするを大きくする場合場合場合場合にいにいにいにいろろろろいいいいろろろろと問題が出てくる。そうしてごと問題が出てくる。そうしてごと問題が出てくる。そうしてごと問題が出てくる。そうしてご相相相相談談談談されるされるされるされる場合場合場合場合に、に、に、に、

やはりやはりやはりやはり窓窓窓窓口は口は口は口は両両両両方にかかってくる方にかかってくる方にかかってくる方にかかってくる場合場合場合場合があります。そのがあります。そのがあります。そのがあります。その場合場合場合場合、ここはこの企業を、ここはこの企業を、ここはこの企業を、ここはこの企業を誘誘誘誘致致致致する、する、する、する、

あるいは企業をあるいは企業をあるいは企業をあるいは企業を守守守守ってあってあってあってあげげげげる。そして県内の企業をる。そして県内の企業をる。そして県内の企業をる。そして県内の企業を育育育育成するとなれば、成するとなれば、成するとなれば、成するとなれば、当当当当然然然然県としても県としても県としても県としても横横横横

断断断断的的的的なななな形形形形が要ると思うのですけれども、そのとき県の対が要ると思うのですけれども、そのとき県の対が要ると思うのですけれども、そのとき県の対が要ると思うのですけれども、そのとき県の対応応応応はどうなっているのですか。はどうなっているのですか。はどうなっているのですか。はどうなっているのですか。

○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 その点についても委員ごその点についても委員ごその点についても委員ごその点についても委員ご指摘指摘指摘指摘のとおりでごのとおりでごのとおりでごのとおりでござざざざいまして、企業側いまして、企業側いまして、企業側いまして、企業側

から見れば、県のから見れば、県のから見れば、県のから見れば、県の窓窓窓窓口はあくまでも一つであるべきで、口はあくまでも一つであるべきで、口はあくまでも一つであるべきで、口はあくまでも一つであるべきで、幾幾幾幾つかのつかのつかのつかの窓窓窓窓口口口口へへへへどうどうどうどうぞぞぞぞ行ってくだ行ってくだ行ってくだ行ってくだ

さいというさいというさいというさいというよよよようなそうなそうなそうなそんんんんなななな悠悠悠悠長なことを言っている長なことを言っている長なことを言っている長なことを言っているよよよようではうではうではうでは誘誘誘誘致致致致はなかなかうまくいかないはなかなかうまくいかないはなかなかうまくいかないはなかなかうまくいかない

のはごのはごのはごのはご指摘指摘指摘指摘のとおりです。そういうことで、のとおりです。そういうことで、のとおりです。そういうことで、のとおりです。そういうことで、我々我々我々我々としましてはとしましてはとしましてはとしましてはワワワワンストッンストッンストッンストッププププ窓窓窓窓口という言口という言口という言口という言

い方をい方をい方をい方をよよよよくするのですが、企業くするのですが、企業くするのですが、企業くするのですが、企業立地推進立地推進立地推進立地推進課課課課にお見えいただきますと、企業にお見えいただきますと、企業にお見えいただきますと、企業にお見えいただきますと、企業立地推進立地推進立地推進立地推進課課課課でででで建建建建

築、築、築、築、開開開開発の発の発の発の許許許許認認認認可可可可関係もすべて関係もすべて関係もすべて関係もすべて調調調調整整整整をするというをするというをするというをするという形形形形で取りで取りで取りで取り組ん組ん組ん組んでおります。でおります。でおります。でおります。現現現現にににに建建建建築職の築職の築職の築職の

職員を１名職員を１名職員を１名職員を１名当当当当課課課課にににに配置配置配置配置しておりまして、ましておりまして、ましておりまして、ましておりまして、まず当ず当ず当ず当課課課課のののの建建建建築職の築職の築職の築職の者者者者がががが許許許許認認認認可可可可関係の事前の前さ関係の事前の前さ関係の事前の前さ関係の事前の前さ

ばきもばきもばきもばきも踏踏踏踏まえることと、それとまえることと、それとまえることと、それとまえることと、それと建建建建築築築築課課課課、それから、それから、それから、それから都市都市都市都市計画計画計画計画室ですとか、室ですとか、室ですとか、室ですとか、土土土土木木木木部の部の部の部の許許許許認認認認可可可可関関関関

係とのつな係とのつな係とのつな係とのつなぎぎぎぎ、、、、調調調調整整整整役役役役もももも担担担担うと。もうと。もうと。もうと。もちろんちろんちろんちろん建建建建築職築職築職築職以以以以外の外の外の外の人人人人間も間も間も間もワワワワンストッンストッンストッンストップサプサプサプサーーーービビビビススススをををを実実実実

践践践践するするするするよよよようにということで、うにということで、うにということで、うにということで、我々我々我々我々がすべてがすべてがすべてがすべて調調調調整整整整役役役役をををを担担担担う姿勢で取りう姿勢で取りう姿勢で取りう姿勢で取り組ん組ん組ん組んでおりますし、今でおりますし、今でおりますし、今でおりますし、今

後後後後ともそういうともそういうともそういうともそういう形形形形でででで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。

○粒谷委員○粒谷委員○粒谷委員○粒谷委員 おおおお聞聞聞聞きしますと、県は、きしますと、県は、きしますと、県は、きしますと、県は、受受受受け入れるけ入れるけ入れるけ入れる条条条条件件件件整整整整備備備備をををを非常非常非常非常にににによよよよくやっておられるとくやっておられるとくやっておられるとくやっておられると

思います。あとは県と思います。あとは県と思います。あとは県と思います。あとは県と市町村市町村市町村市町村の関係です。県との関係です。県との関係です。県との関係です。県と市町村市町村市町村市町村とがもっと密とがもっと密とがもっと密とがもっと密接接接接なななな連連連連係係係係ププププレーレーレーレーをとっをとっをとっをとっ

て、まて、まて、まて、まずずずずごごごご相相相相談談談談にににに来来来来られるのはやはりられるのはやはりられるのはやはりられるのはやはり市町村市町村市町村市町村ですから。いですから。いですから。いですから。いちちちち早早早早くそのくそのくそのくそのデータデータデータデータ、その思い、、その思い、、その思い、、その思い、

そしてそしてそしてそして特特特特に一に一に一に一番番番番思うのは、今日まで県内で思うのは、今日まで県内で思うのは、今日まで県内で思うのは、今日まで県内で頑張頑張頑張頑張ってきていただいた企業さってきていただいた企業さってきていただいた企業さってきていただいた企業さんんんん、い、い、い、いろろろろいいいいろろろろなななな

問題点、問題点、問題点、問題点、悩悩悩悩みみみみがあると思うのです、があると思うのです、があると思うのです、があると思うのです、融融融融資資資資以以以以外の問題でもね。外の問題でもね。外の問題でもね。外の問題でもね。特特特特に県外から企業をに県外から企業をに県外から企業をに県外から企業を立地立地立地立地するするするする

こと、これは大事です。大事であるけれども、それこと、これは大事です。大事であるけれども、それこと、これは大事です。大事であるけれども、それこと、これは大事です。大事であるけれども、それ以上以上以上以上に長い間、県内でに長い間、県内でに長い間、県内でに長い間、県内で頑張頑張頑張頑張ってくれたってくれたってくれたってくれた

企業に対して、行政はもっともっと思いやりと企業に対して、行政はもっともっと思いやりと企業に対して、行政はもっともっと思いやりと企業に対して、行政はもっともっと思いやりと感謝感謝感謝感謝をををを持持持持つべきだと思うのです。そういうつべきだと思うのです。そういうつべきだと思うのです。そういうつべきだと思うのです。そういう

点だけ、点だけ、点だけ、点だけ、特特特特にごにごにごにご配配配配慮慮慮慮いただきたいと思っております。いただきたいと思っております。いただきたいと思っております。いただきたいと思っております。終終終終わります。わります。わります。わります。

○松尾委員○松尾委員○松尾委員○松尾委員 数数数数点質問さ点質問さ点質問さ点質問させせせせていただきたいと思います。ていただきたいと思います。ていただきたいと思います。ていただきたいと思います。

ままままずずずず、、、、新新新新年度予年度予年度予年度予算算算算、本、本、本、本当当当当にににに災害災害災害災害からからからから立ち立ち立ち立ち直直直直れるれるれるれるよよよような、うな、うな、うな、立ち立ち立ち立ち直直直直れというれというれというれという力強力強力強力強い予い予い予い予算算算算をををを組組組組

んんんんでいただきまして、までいただきまして、までいただきまして、までいただきまして、まず吉ず吉ず吉ず吉野野野野郡郡郡郡出出出出身身身身議員として議員として議員として議員として感謝感謝感謝感謝申申申申しししし上上上上げげげげたいと思います。本たいと思います。本たいと思います。本たいと思います。本当当当当にににに皆皆皆皆

ささささんんんんのおかのおかのおかのおかげげげげで日で日で日で日 々々々々復旧復旧復旧復旧、、、、復復復復興が興が興が興が進ん進ん進ん進んでおりますので、改めてでおりますので、改めてでおりますので、改めてでおりますので、改めて感謝感謝感謝感謝申申申申しししし上上上上げげげげたいと思いまたいと思いまたいと思いまたいと思いま

す。す。す。す。

数数数数点、それにかかわって質問したいのですが、ま点、それにかかわって質問したいのですが、ま点、それにかかわって質問したいのですが、ま点、それにかかわって質問したいのですが、まずずずず総総総総合特合特合特合特別区別区別区別区域域域域制度、いわ制度、いわ制度、いわ制度、いわゆゆゆゆる総る総る総る総合特合特合特合特
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区区区区制度ですが、制度ですが、制度ですが、制度ですが、具具具具体体体体的的的的にこの総にこの総にこの総にこの総合特合特合特合特区区区区制度を制度を制度を制度を申請申請申請申請したとして、どういったしたとして、どういったしたとして、どういったしたとして、どういった効果効果効果効果がががが得得得得られるられるられるられる

のかについてもうのかについてもうのかについてもうのかについてもう少少少少しししし詳詳詳詳しくしくしくしく教教教教えていただきたいと思っております。えていただきたいと思っております。えていただきたいと思っております。えていただきたいと思っております。

そしてそしてそしてそして、、、、「「「「奈奈奈奈良県良県良県良県紀伊紀伊紀伊紀伊半半半半島島島島大水大水大水大水害復旧害復旧害復旧害復旧・・・・復復復復興興興興計画計画計画計画（案（案（案（案））））（（（（概概概概要要要要版版版版））））」」」」の資の資の資の資料料料料ですが、ですが、ですが、ですが、森森森森林林林林

資資資資源源源源をををを活活活活用した用した用した用した地地地地域域域域づづづづくり、くり、くり、くり、非常非常非常非常にすばらしいにすばらしいにすばらしいにすばらしい計画計画計画計画をつくっていただいていると思うのでをつくっていただいていると思うのでをつくっていただいていると思うのでをつくっていただいていると思うので

すが、すが、すが、すが、イイイイメメメメージ的ージ的ージ的ージ的には林業で雇用がには林業で雇用がには林業で雇用がには林業で雇用が生生生生まれて、そしてそこから出てくるまれて、そしてそこから出てくるまれて、そしてそこから出てくるまれて、そしてそこから出てくる木木木木でででで製製製製材材材材業が業が業が業が生生生生業業業業

として成りとして成りとして成りとして成り立立立立って雇用もって雇用もって雇用もって雇用も生生生生まれ、その廃まれ、その廃まれ、その廃まれ、その廃材材材材や間や間や間や間伐伐伐伐材材材材をををを利利利利用して用して用して用して木木木木質質質質バイオバイオバイオバイオマス施設マス施設マス施設マス施設をつくをつくをつくをつく

って、そしてそこでって、そしてそこでって、そしてそこでって、そしてそこでエネルギエネルギエネルギエネルギーーーー、、、、熱熱熱熱にににに変変変変えたり、えたり、えたり、えたり、電気電気電気電気にににに変変変変えたりして、またえたりして、またえたりして、またえたりして、また温泉温泉温泉温泉施設施設施設施設をつをつをつをつ

くったり、そのくったり、そのくったり、そのくったり、その中中中中に集に集に集に集落落落落をつくってをつくってをつくってをつくって皆様皆様皆様皆様にににに住ん住ん住ん住んでいただくという、本でいただくという、本でいただくという、本でいただくという、本当当当当にできたらにできたらにできたらにできたら計画計画計画計画的的的的

にはすばらしいにはすばらしいにはすばらしいにはすばらしい計画計画計画計画だと思うのですが、これはおだと思うのですが、これはおだと思うのですが、これはおだと思うのですが、これはお金金金金のののの計算計算計算計算がされていないがされていないがされていないがされていない計画計画計画計画だと思うのだと思うのだと思うのだと思うの

で、で、で、で、実実実実際際際際的的的的にいにいにいにいろろろろいいいいろろろろなとこなとこなとこなところろろろに行かに行かに行かに行かせせせせていただいていていただいていていただいていていただいていろろろろいいいいろろろろなことをなことをなことをなことを聞聞聞聞いているのですいているのですいているのですいているのです

が、やはりが、やはりが、やはりが、やはり吉吉吉吉野野野野郡郡郡郡でこの林業県、でこの林業県、でこの林業県、でこの林業県、奈奈奈奈良県、今まで全国の林業の良県、今まで全国の林業の良県、今まで全国の林業の良県、今まで全国の林業の最先最先最先最先端端端端をををを走走走走ってきた林業ってきた林業ってきた林業ってきた林業地地地地

帯帯帯帯のののの吉吉吉吉野野野野郡郡郡郡ででででバイオバイオバイオバイオマスマスマスマスが一つもない。どうしてかと思ったら、出が一つもない。どうしてかと思ったら、出が一つもない。どうしてかと思ったら、出が一つもない。どうしてかと思ったら、出材材材材ののののコストコストコストコストがががが高高高高すすすすぎぎぎぎる。る。る。る。

どうしても出どうしても出どうしても出どうしても出材コスト材コスト材コスト材コストがががが高高高高すすすすぎぎぎぎて、て、て、て、材材材材がががが高高高高すすすすぎぎぎぎててててバイオバイオバイオバイオマス施設マス施設マス施設マス施設でそのでそのでそのでその材材材材がががが高価高価高価高価でででで買買買買えなえなえなえな

いのでいのでいのでいので合合合合わないということをたくさわないということをたくさわないということをたくさわないということをたくさんんんん聞聞聞聞いたのですが、このいたのですが、このいたのですが、このいたのですが、この計画計画計画計画は、そは、そは、そは、そんんんんなとこなとこなとこなところろろろを入れを入れを入れを入れ

てててて計算計算計算計算していただいたのか、そのしていただいたのか、そのしていただいたのか、そのしていただいたのか、その辺辺辺辺をををを教教教教えていただきたいと思っております。えていただきたいと思っております。えていただきたいと思っております。えていただきたいと思っております。

そして、関そして、関そして、関そして、関連連連連してしてしてして奈奈奈奈良の良の良の良の木木木木ブブブブラララランンンンド課ド課ド課ド課をつくっていただいたをつくっていただいたをつくっていただいたをつくっていただいたみみみみたいで、今まで農林部のたいで、今まで農林部のたいで、今まで農林部のたいで、今まで農林部の

林に関する林に関する林に関する林に関する施施施施策は、策は、策は、策は、川上川上川上川上側、いわ側、いわ側、いわ側、いわゆゆゆゆるるるる山山山山、林業を、林業を、林業を、林業を中心中心中心中心におにおにおにお金金金金をををを費費費費やしていただいたと思うやしていただいたと思うやしていただいたと思うやしていただいたと思う

のですが、いくらのですが、いくらのですが、いくらのですが、いくら山山山山ががががよよよよくなっても、そのくなっても、そのくなっても、そのくなっても、その木木木木がががが売売売売れなければどうしれなければどうしれなければどうしれなければどうしよよよようもない。そういううもない。そういううもない。そういううもない。そういう

とことことこところろろろでででで奈奈奈奈良の良の良の良の木木木木ブブブブラララランンンンド課ド課ド課ド課をつくっていただいたので、本をつくっていただいたので、本をつくっていただいたので、本をつくっていただいたので、本当当当当にににに期待期待期待期待はしているのですが、はしているのですが、はしているのですが、はしているのですが、

これももうこれももうこれももうこれももう少少少少しししし具具具具体体体体的的的的に何をしに何をしに何をしに何をしよよよようとしておられるのかというとこうとしておられるのかというとこうとしておられるのかというとこうとしておられるのかというところろろろが、もし今、が、もし今、が、もし今、が、もし今、決決決決まっまっまっまっ

ていましたらていましたらていましたらていましたら教教教教えていただきたいと思っております。えていただきたいと思っております。えていただきたいと思っております。えていただきたいと思っております。

そして、農のそして、農のそして、農のそして、農の話話話話ですが、ですが、ですが、ですが、せんせんせんせんだって大だって大だって大だって大淀淀淀淀町町町町ににににキキキキノノノノココココのののの菌床菌床菌床菌床栽培栽培栽培栽培をする会をする会をする会をする会社社社社がががが来来来来たいといたいといたいといたいとい

うことで、うことで、うことで、うことで、福島福島福島福島県にも県にも県にも県にも兵庫兵庫兵庫兵庫県の県の県の県の丹丹丹丹波波波波篠篠篠篠山山山山にもにもにもにもシシシシイイイイタケタケタケタケ園園園園をををを持持持持っているっているっているっているみみみみたいですが、そのたいですが、そのたいですが、そのたいですが、その

方が方が方が方がビビビビニーニーニーニールルルルハハハハウウウウススススをつくるのに、基をつくるのに、基をつくるのに、基をつくるのに、基礎礎礎礎をしてをしてをしてをしてビビビビニーニーニーニールルルルハハハハウウウウススススをををを建建建建てたのです。もてたのです。もてたのです。もてたのです。もちろんちろんちろんちろん

あくまでもあくまでもあくまでもあくまでもシシシシイイイイタケタケタケタケをををを栽培栽培栽培栽培する目する目する目する目的的的的で。で。で。で。菌床菌床菌床菌床栽培栽培栽培栽培だったもので、だったもので、だったもので、だったもので、建建建建てる側からしたらてる側からしたらてる側からしたらてる側からしたら風風風風でででで

飛飛飛飛んんんんでいってしまうでいってしまうでいってしまうでいってしまうよよよようなものうなものうなものうなものよよよよりもきっりもきっりもきっりもきっちちちちりとしたものをりとしたものをりとしたものをりとしたものを建建建建てたいというてたいというてたいというてたいという気気気気持ち持ち持ち持ちでででで恐恐恐恐らららら

くくくく悪悪悪悪意なしにやられたと思うのですが、意なしにやられたと思うのですが、意なしにやられたと思うのですが、意なしにやられたと思うのですが、赤赤赤赤紙紙紙紙をををを張張張張られてしまったのです。基られてしまったのです。基られてしまったのです。基られてしまったのです。基礎礎礎礎があるからがあるからがあるからがあるから

建建建建築築築築確認確認確認確認がががが必必必必要だということですが、い要だということですが、い要だということですが、い要だということですが、いろろろろいいいいろろろろ他府県他府県他府県他府県へへへへ聞聞聞聞いていていていてみみみみたら、大体たら、大体たら、大体たら、大体半半半半分分分分ぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの

都都都都道道道道府県で、その府県で、その府県で、その府県で、そのよよよような農業用うな農業用うな農業用うな農業用ビビビビニーニーニーニールルルルハハハハウウウウススススはははは建建建建築築築築確認確認確認確認が要らないとはが要らないとはが要らないとはが要らないとはずずずずしているとこしているとこしているとこしているとこ

ろろろろもあるもあるもあるもあるみみみみたいです。これもたいです。これもたいです。これもたいです。これも建建建建築築築築確認確認確認確認になったらまになったらまになったらまになったらまちちちちづづづづくりくりくりくり推進推進推進推進局局局局のののの扱扱扱扱いになると思うのいになると思うのいになると思うのいになると思うの
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ですが、ですが、ですが、ですが、先先先先ほど粒谷委員が言っていたほど粒谷委員が言っていたほど粒谷委員が言っていたほど粒谷委員が言っていたよよよように、部うに、部うに、部うに、部局局局局横断横断横断横断的的的的にそういうことをやっていただにそういうことをやっていただにそういうことをやっていただにそういうことをやっていただ

きたいと。きたいと。きたいと。きたいと。新新新新規規規規就就就就労労労労農業農業農業農業者者者者の参入とか、の参入とか、の参入とか、の参入とか、耕作放棄耕作放棄耕作放棄耕作放棄地地地地の対策をやっているの対策をやっているの対策をやっているの対策をやっている反反反反面面面面で、で、で、で、来来来来たいけたいけたいけたいけ

れどいれどいれどいれどいろろろろいいいいろろろろなことでできないという方なことでできないという方なことでできないという方なことでできないという方 々々々々がいますので、そのがいますので、そのがいますので、そのがいますので、その辺辺辺辺も部も部も部も部局局局局横断横断横断横断的的的的にまたにまたにまたにまた調調調調整整整整

をしていただきたいというのを、これは要をしていただきたいというのを、これは要をしていただきたいというのを、これは要をしていただきたいというのを、これは要望望望望にしておきます。にしておきます。にしておきます。にしておきます。

そして、津そして、津そして、津そして、津風風風風呂ダ呂ダ呂ダ呂ダムムムムの関係ですが、改の関係ですが、改の関係ですが、改の関係ですが、改修修修修予予予予算算算算もももも負負負負担担担担金金金金でででで計計計計上上上上されているされているされているされているみみみみたいですが、たいですが、たいですが、たいですが、

津津津津風風風風呂ダ呂ダ呂ダ呂ダムムムム建建建建設設設設からおそらくもう４からおそらくもう４からおそらくもう４からおそらくもう４００００年年年年近近近近くなると思うのです。くなると思うのです。くなると思うのです。くなると思うのです。東東東東海海海海・・・・東東東東南南南南海海海海地地地地震震震震が発が発が発が発生生生生

したら、一したら、一したら、一したら、一番番番番怖怖怖怖いのは、津いのは、津いのは、津いのは、津風風風風呂ダ呂ダ呂ダ呂ダムムムムのののの決壊決壊決壊決壊です。です。です。です。昔昔昔昔、、、、町町町町議会議員をしているときに議会議員をしているときに議会議員をしているときに議会議員をしているときに聞聞聞聞いたいたいたいた

ことがあるのですが、ことがあるのですが、ことがあるのですが、ことがあるのですが、確確確確かなかなかなかな試算試算試算試算かどうかわからないのですが、津かどうかわからないのですが、津かどうかわからないのですが、津かどうかわからないのですが、津風風風風呂ダ呂ダ呂ダ呂ダムムムムがががが決壊決壊決壊決壊すれば、すれば、すれば、すれば、

その水はその水はその水はその水は恐恐恐恐らくらくらくらく芦芦芦芦原原原原トントントントンネルネルネルネルあたりまであたりまであたりまであたりまで来来来来るだるだるだるだろろろろうといううといううといううという試算試算試算試算を出された方がいまして、を出された方がいまして、を出された方がいまして、を出された方がいまして、

老朽老朽老朽老朽化化化化していますのでしていますのでしていますのでしていますので非常非常非常非常にににに怖怖怖怖いのです。そのいのです。そのいのです。そのいのです。その辺辺辺辺、農林水産、農林水産、農林水産、農林水産省省省省管轄管轄管轄管轄になっているのですが、になっているのですが、になっているのですが、になっているのですが、

今の今の今の今の現状現状現状現状、大、大、大、大丈夫丈夫丈夫丈夫ですですですですよよよよとか、どうなのかというのをわかるとか、どうなのかというのをわかるとか、どうなのかというのをわかるとか、どうなのかというのをわかる範囲範囲範囲範囲でででで結結結結構ですので構ですので構ですので構ですので教教教教えていえていえていえてい

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。以上以上以上以上です。です。です。です。

○浪越産業・雇用振興部長○浪越産業・雇用振興部長○浪越産業・雇用振興部長○浪越産業・雇用振興部長 総総総総合特合特合特合特区区区区制度のお制度のお制度のお制度のお話話話話でごでごでごでござざざざいます。一います。一います。一います。一応応応応中心中心中心中心になっているのになっているのになっているのになっているの

はははは地地地地域域域域振興部ですが、例えば振興部ですが、例えば振興部ですが、例えば振興部ですが、例えば特特特特区区区区のののの活活活活用に用に用に用によよよよっていっていっていっていろろろろいいいいろろろろな規制緩和ができると思います。な規制緩和ができると思います。な規制緩和ができると思います。な規制緩和ができると思います。

ただ、このただ、このただ、このただ、この特特特特区区区区のののの活活活活用の用の用の用の仕仕仕仕方に方に方に方によよよよって、どって、どって、どって、どんんんんなことができるかというのはなことができるかというのはなことができるかというのはなことができるかというのは変変変変わってくるとわってくるとわってくるとわってくると

思いますけれども、それが一つあるかと思います。思いますけれども、それが一つあるかと思います。思いますけれども、それが一つあるかと思います。思いますけれども、それが一つあるかと思います。

それから、ここにも書いていますけれども、関係部それから、ここにも書いていますけれども、関係部それから、ここにも書いていますけれども、関係部それから、ここにも書いていますけれども、関係部署署署署の予の予の予の予算算算算の重点の重点の重点の重点的的的的なななな活活活活用とか用とか用とか用とか調調調調整整整整、、、、

このこのこのこの数数数数字字字字がががが確確確確かでないかもしれまかでないかもしれまかでないかもしれまかでないかもしれませんせんせんせんが、が、が、が、５億円程５億円程５億円程５億円程度度度度ぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの補助補助補助補助はありはありはありはあり得得得得ると思っていると思っていると思っていると思ってい

ます。ます。ます。ます。

それと、いそれと、いそれと、いそれと、いろんろんろんろんな意な意な意な意味味味味で税制部で税制部で税制部で税制部分分分分でのでのでのでの特特特特典典典典もももも考考考考えられると。ただこれはえられると。ただこれはえられると。ただこれはえられると。ただこれは特特特特区区区区をどうをどうをどうをどう活活活活用用用用

するのかにするのかにするのかにするのかによよよよって出てくると思っています。って出てくると思っています。って出てくると思っています。って出てくると思っています。

○七尾林業振興課長○七尾林業振興課長○七尾林業振興課長○七尾林業振興課長 委員お委員お委員お委員お述述述述べのべのべのべの木木木木質質質質バイオバイオバイオバイオマスマスマスマスをををを活活活活用した用した用した用した復旧復旧復旧復旧・・・・復復復復興ということです興ということです興ということです興ということです

が、県のが、県のが、県のが、県の南南南南部部部部地地地地域域域域でででで災害復災害復災害復災害復興興興興支援支援支援支援のため、のため、のため、のため、木木木木質質質質バイオバイオバイオバイオマスマスマスマスをををを再再再再生可能生可能生可能生可能エネルギエネルギエネルギエネルギー等ー等ー等ー等としてとしてとしてとして

活活活活用した用した用した用した地地地地域域域域産業の産業の産業の産業の創創創創出出出出及及及及び復び復び復び復興興興興住住住住宅宅宅宅をををを中心中心中心中心としたとしたとしたとした新新新新しい集しい集しい集しい集落落落落づづづづくりができないかというくりができないかというくりができないかというくりができないかという

ことでことでことでことで具具具具体体体体的的的的にににに可能性可能性可能性可能性をををを検討検討検討検討したいと思っております。したいと思っております。したいと思っております。したいと思っております。

それで、平成２３年度それで、平成２３年度それで、平成２３年度それで、平成２３年度９９９９月月月月補補補補正予正予正予正予算算算算でででで景景景景観観観観・・・・環境環境環境環境局局局局でででで森森森森林資林資林資林資源循環源循環源循環源循環活活活活用用用用型型型型地地地地域域域域活力活力活力活力創創創創造造造造

プロプロプロプロジジジジェェェェククククト調査ト調査ト調査ト調査事業で、今事業で、今事業で、今事業で、今現現現現在在在在、、、、利活利活利活利活用の用の用の用の促進調査促進調査促進調査促進調査をををを実施中実施中実施中実施中でごでごでごでござざざざいます。農林部ではいます。農林部ではいます。農林部ではいます。農林部では

それをそれをそれをそれを受受受受けまして、けまして、けまして、けまして、新新新新年度予年度予年度予年度予算算算算でででで木木木木質質質質バイオバイオバイオバイオマス利活マス利活マス利活マス利活用用用用モモモモデデデデルルルル事業といたしまして、事業といたしまして、事業といたしまして、事業といたしまして、先先先先ほほほほ

ど委員おど委員おど委員おど委員お述述述述べのべのべのべのよよよように県のうに県のうに県のうに県の南南南南部部部部地地地地域域域域、、、、五條五條五條五條市市市市、、、、十十十十津津津津川村川村川村川村、野、野、野、野迫迫迫迫川村川村川村川村でででで実実実実際際際際に集に集に集に集荷荷荷荷して、して、して、して、ココココ

スト的スト的スト的スト的にどうなるのかとか、にどうなるのかとか、にどうなるのかとか、にどうなるのかとか、エエエエリアをどうリアをどうリアをどうリアをどう区区区区切切切切ったらいいのかとか、そういったことをったらいいのかとか、そういったことをったらいいのかとか、そういったことをったらいいのかとか、そういったことを具具具具
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体に体に体に体に検討検討検討検討してまいりたいとしてまいりたいとしてまいりたいとしてまいりたいと考考考考えているとこえているとこえているとこえているところろろろでごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

それと、もう一つですが、それと、もう一つですが、それと、もう一つですが、それと、もう一つですが、奈奈奈奈良の良の良の良の木木木木ブブブブラララランンンンド課ド課ド課ド課につきまして、平成２２年４月ににつきまして、平成２２年４月ににつきまして、平成２２年４月ににつきまして、平成２２年４月に奈奈奈奈良県良県良県良県

森森森森林林林林づづづづくりくりくりくり並び並び並び並びに林業に林業に林業に林業及及及及びびびび木材木材木材木材産業振興産業振興産業振興産業振興条条条条例、そして１２月に例、そして１２月に例、そして１２月に例、そして１２月に指指指指針をつくら針をつくら針をつくら針をつくらせせせせていただきていただきていただきていただき

ましてましてましてまして進進進進めているとこめているとこめているとこめているところろろろでごでごでごでござざざざいます。います。います。います。川上川上川上川上側におきましては、県産側におきましては、県産側におきましては、県産側におきましては、県産材材材材の安定の安定の安定の安定供給供給供給供給というというというという

ことで、ことで、ことで、ことで、木材生木材生木材生木材生産林と産林と産林と産林と環境環境環境環境保全林に保全林に保全林に保全林に区区区区分分分分けしまして、けしまして、けしまして、けしまして、木材生木材生木材生木材生産林におきまして、産林におきまして、産林におきまして、産林におきまして、壊壊壊壊れにくれにくれにくれにく

いいいい作作作作業業業業道道道道づづづづくりをくりをくりをくりを中心中心中心中心としたとしたとしたとした搬搬搬搬出に出に出に出によよよよりましてりましてりましてりまして木材生木材生木材生木材生産を産を産を産を推進推進推進推進していこうというしていこうというしていこうというしていこうという施施施施策を策を策を策を進進進進

めさめさめさめさせせせせていただいております。県産ていただいております。県産ていただいております。県産ていただいております。県産材材材材のののの利利利利用用用用推進推進推進推進につきましても、につきましても、につきましても、につきましても、先先先先ほど今井委員がおっほど今井委員がおっほど今井委員がおっほど今井委員がおっ

ししししゃゃゃゃっていただいたっていただいたっていただいたっていただいたよよよように、うに、うに、うに、来来来来年度もい年度もい年度もい年度もいろろろろいいいいろ施ろ施ろ施ろ施策を策を策を策を展開展開展開展開ししししよよよようということで予うということで予うということで予うということで予算算算算をををを組組組組まままま

せせせせていただいております。ていただいております。ていただいております。ていただいております。具具具具体体体体的的的的には民間には民間には民間には民間住住住住宅宅宅宅等等等等での県産での県産での県産での県産材利材利材利材利用、また公用、また公用、また公用、また公共共共共建建建建築物での県築物での県築物での県築物での県

産産産産材利材利材利材利用、用、用、用、土土土土産物の産物の産物の産物の開開開開発、国内外での発、国内外での発、国内外での発、国内外での需需需需要拡大と要拡大と要拡大と要拡大と販路開拓販路開拓販路開拓販路開拓、それと、それと、それと、それと木木木木質質質質バイオバイオバイオバイオマス等マス等マス等マス等のののの利利利利

活活活活用と思っております。これら用と思っております。これら用と思っております。これら用と思っております。これら施施施施策を策を策を策をよよよよりりりり積積積積極極極極的的的的にににに推進推進推進推進するために林業振興とするために林業振興とするために林業振興とするために林業振興と木材木材木材木材産業振産業振産業振産業振

興ということを興ということを興ということを興ということを区区区区分分分分けいたしまして、けいたしまして、けいたしまして、けいたしまして、新新新新たなたなたなたな課課課課でででで積積積積極極極極的的的的にににに推進推進推進推進ささささせせせせていただきたいとていただきたいとていただきたいとていただきたいと考考考考ええええ

ております。ております。ております。ております。以上以上以上以上でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

○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 津津津津風風風風呂ダ呂ダ呂ダ呂ダムムムムのののの耐震耐震耐震耐震性性性性に係るご質問でごに係るご質問でごに係るご質問でごに係るご質問でござざざざいますけれども、ごいますけれども、ごいますけれども、ごいますけれども、ご承知承知承知承知のののの

よよよように津うに津うに津うに津風風風風呂ダ呂ダ呂ダ呂ダムムムムは農林水産は農林水産は農林水産は農林水産省省省省のののの直直直直轄轄轄轄事業として事業として事業として事業として造造造造成された農業用成された農業用成された農業用成された農業用ダダダダムムムムでごでごでごでござざざざいまして、いまして、いまして、いまして、

現現現現在在在在も農林水産も農林水産も農林水産も農林水産省省省省のののの近近近近畿畿畿畿農政農政農政農政局局局局においてにおいてにおいてにおいて直直直直轄管轄管轄管轄管理をしていただいております。理をしていただいております。理をしていただいております。理をしていただいております。

近近近近畿畿畿畿農政農政農政農政局局局局にににに確認確認確認確認いたしましたとこいたしましたとこいたしましたとこいたしましたところろろろ、津、津、津、津風風風風呂ダ呂ダ呂ダ呂ダムムムムはははは現現現現在在在在のののの河河河河川川川川法法法法に基に基に基に基づづづづきますきますきますきます河河河河川川川川管管管管

理理理理施設等施設等施設等施設等構構構構造令造令造令造令にににに照照照照らしらしらしらし合合合合わわわわせせせせても、ても、ても、ても、同同同同じじじじ設設設設計計計計条条条条件件件件を用いてつくられております。を用いてつくられております。を用いてつくられております。を用いてつくられております。具具具具体体体体的的的的

にににに申申申申しますと、しますと、しますと、しますと、震震震震度度度度法法法法に基に基に基に基づづづづきききき強強強強震震震震地地地地域域域域の基の基の基の基準準準準を用いてつくられている。こういうを用いてつくられている。こういうを用いてつくられている。こういうを用いてつくられている。こういう設設設設計計計計基基基基

準準準準に基に基に基に基づづづづきましてきましてきましてきまして設設設設計計計計されたされたされたされたコンコンコンコンククククリリリリートートートートダダダダムムムムは、は、は、は、過去過去過去過去のののの地地地地震震震震にににによよよよってってってって下下下下流流流流域域域域にににに人的人的人的人的、物、物、物、物

的的的的被害被害被害被害をもたらすをもたらすをもたらすをもたらすよよよようなうなうなうな地地地地震被害震被害震被害震被害は、これまでのとこは、これまでのとこは、これまでのとこは、これまでのところろろろ報告されておら報告されておら報告されておら報告されておらずずずず、、、、耐震耐震耐震耐震性性性性はははは十十十十分分分分

高高高高いものといものといものといものと聞聞聞聞いております。いております。いております。いております。

３月１１日に発３月１１日に発３月１１日に発３月１１日に発生生生生しましたしましたしましたしました東東東東日本大日本大日本大日本大震災震災震災震災におきましても、におきましても、におきましても、におきましても、東東東東北北北北農政農政農政農政局局局局管管管管内の農林水産内の農林水産内の農林水産内の農林水産省省省省

の国の国の国の国営営営営関係が３３関係が３３関係が３３関係が３３ダダダダムムムムごごごござざざざいまして、そのういまして、そのういまして、そのういまして、そのうちコンちコンちコンちコンククククリリリリートートートートダダダダムムムムが８が８が８が８ダダダダムムムムあるとあるとあるとあると聞聞聞聞いておいておいておいてお

りますけれども、そのりますけれども、そのりますけれども、そのりますけれども、その中中中中でもでもでもでも震震震震度６度６度６度６以上以上以上以上のののの地地地地域域域域でもすべてでもすべてでもすべてでもすべて異異異異常常常常はなかったとはなかったとはなかったとはなかったと聞聞聞聞いておりまいておりまいておりまいておりま

して、して、して、して、同同同同じじじじ基基基基準準準準でつくられているということで、さらなる点でつくられているということで、さらなる点でつくられているということで、さらなる点でつくられているということで、さらなる点検検検検をしていただくをしていただくをしていただくをしていただくよよよようにうにうにうに申申申申しししし

入れはしているとこ入れはしているとこ入れはしているとこ入れはしているところろろろでごでごでごでござざざざいますけれども、今いますけれども、今いますけれども、今いますけれども、今聞聞聞聞いているとこいているとこいているとこいているところろろろでは、では、では、では、地地地地震震震震に対してのに対してのに対してのに対しての

耐震耐震耐震耐震性性性性はははは十十十十分分分分保っていると保っていると保っていると保っていると聞聞聞聞いております。いております。いております。いております。以上以上以上以上でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

○松尾委員○松尾委員○松尾委員○松尾委員 ダダダダムムムムについて、もしわかっていたらでいいのですけれど、それはについて、もしわかっていたらでいいのですけれど、それはについて、もしわかっていたらでいいのですけれど、それはについて、もしわかっていたらでいいのですけれど、それは同同同同じじじじ年年年年数数数数のののの

同同同同じじじじコンコンコンコンククククリリリリートートートートダダダダムムムムということですか。つくられた年ということですか。つくられた年ということですか。つくられた年ということですか。つくられた年数数数数にににによよよよってかなりってかなりってかなりってかなり変変変変わってくるとわってくるとわってくるとわってくると
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思うので、そうしたら津思うので、そうしたら津思うので、そうしたら津思うので、そうしたら津風風風風呂ダ呂ダ呂ダ呂ダムムムムとととと同同同同じじじじ条条条条件件件件ののののダダダダムムムムが３月１１日のが３月１１日のが３月１１日のが３月１１日の震震震震度６の度６の度６の度６の震災震災震災震災でつでつでつでつぶぶぶぶれれれれ

ていないのか、つていないのか、つていないのか、つていないのか、つぶぶぶぶれているのかということを一度れているのかということを一度れているのかということを一度れているのかということを一度聞聞聞聞いてください。いてください。いてください。いてください。

非常非常非常非常にににに不不不不安になっているのは、大きさにも安になっているのは、大きさにも安になっているのは、大きさにも安になっているのは、大きさにもよよよよるでしるでしるでしるでしょょょょうけれど、うけれど、うけれど、うけれど、コンコンコンコンククククリリリリートートートートが４が４が４が４００００年年年年

たったら、たったら、たったら、たったら、普普普普通通通通にににに考考考考えたらえたらえたらえたら老朽老朽老朽老朽化化化化してきます。してきます。してきます。してきます。砕砕砕砕けてきている部けてきている部けてきている部けてきている部分分分分もあります。もあります。もあります。もあります。普普普普通通通通にににに考考考考

えてしまうので、もう１えてしまうので、もう１えてしまうので、もう１えてしまうので、もう１回回回回、わかったら、わかったら、わかったら、わかったら答答答答えてください。えてください。えてください。えてください。不不不不安なのです。安なのです。安なのです。安なのです。想想想想定外のことが定外のことが定外のことが定外のことが

ないないないないよよよように行政は対うに行政は対うに行政は対うに行政は対処処処処をしていかなければいけないというのが一をしていかなければいけないというのが一をしていかなければいけないというのが一をしていかなければいけないというのが一番番番番のののの教教教教えだと思いますのえだと思いますのえだと思いますのえだと思いますの

で、で、で、で、よろよろよろよろしくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。

あと林について、あと林について、あと林について、あと林について、七七七七尾林業振興尾林業振興尾林業振興尾林業振興課課課課長に長に長に長に答答答答えていただいたのですが、使う方で民間えていただいたのですが、使う方で民間えていただいたのですが、使う方で民間えていただいたのですが、使う方で民間住住住住宅宅宅宅にににに

どどどどんんんんどどどどんんんん使ってくださいとか、公使ってくださいとか、公使ってくださいとか、公使ってくださいとか、公共共共共建建建建築物に、また築物に、また築物に、また築物に、また土土土土産物で産物で産物で産物で新新新新たなたなたなたな販路販路販路販路をををを開拓開拓開拓開拓すると言っすると言っすると言っすると言っ

ていただいたのですが、ごていただいたのですが、ごていただいたのですが、ごていただいたのですが、ご存じ存じ存じ存じかどうかわかりまかどうかわかりまかどうかわかりまかどうかわかりませんせんせんせんけれど、今、けれど、今、けれど、今、けれど、今、十十十十津津津津川村上川村上川村上川村上野野野野地地地地にあるにあるにあるにある

五條土五條土五條土五條土木木木木事事事事務所務所務所務所工工工工務務務務第第第第二課二課二課二課をををを建建建建てかえる。てかえる。てかえる。てかえる。上上上上野野野野地小学校地小学校地小学校地小学校でででで新新新新しくしくしくしく建建建建てかえるのですが、てかえるのですが、てかえるのですが、てかえるのですが、木木木木

造造造造よよよよりりりり鉄鉄鉄鉄筋筋筋筋の方がの方がの方がの方が強強強強いのでしいのでしいのでしいのでしょょょょうが、うが、うが、うが、ＲＣＲＣＲＣＲＣのののの設設設設計計計計になりまして、今の段階ではになりまして、今の段階ではになりまして、今の段階ではになりまして、今の段階では中中中中もももも木木木木を使を使を使を使

うといううといううといううというよよよようなうなうなうな話話話話にはなっていまにはなっていまにはなっていまにはなっていませんせんせんせん。も。も。も。もちろんちろんちろんちろん災害災害災害災害もありましたので、もありましたので、もありましたので、もありましたので、木よ木よ木よ木よりりりり鉄鉄鉄鉄の方がの方がの方がの方が

強強強強いのかといのかといのかといのかと寂寂寂寂しい思いをしながらしい思いをしながらしい思いをしながらしい思いをしながら聞聞聞聞いていたのですが、そういうこともいていたのですが、そういうこともいていたのですが、そういうこともいていたのですが、そういうことも結結結結局局局局は公は公は公は公共共共共建建建建築物築物築物築物

でででで木木木木を使ってくださいと言いながら、部を使ってくださいと言いながら、部を使ってくださいと言いながら、部を使ってくださいと言いながら、部局局局局横断横断横断横断的的的的になっていないから、になっていないから、になっていないから、になっていないから、土土土土木木木木部は部は部は部は土土土土木木木木部で部で部で部で

ＲＣＲＣＲＣＲＣを使ってしまうって、こを使ってしまうって、こを使ってしまうって、こを使ってしまうって、こんんんんなことにもなっていると思いますので、本なことにもなっていると思いますので、本なことにもなっていると思いますので、本なことにもなっていると思いますので、本当当当当にしつこいにしつこいにしつこいにしつこいよよよよ

うですが部うですが部うですが部うですが部局局局局横断横断横断横断でこでこでこでこんんんんなななな施施施施策があるからこうしてくれとかいうことをしっかりとやって策があるからこうしてくれとかいうことをしっかりとやって策があるからこうしてくれとかいうことをしっかりとやって策があるからこうしてくれとかいうことをしっかりとやって

いただきたいと思います。いただきたいと思います。いただきたいと思います。いただきたいと思います。五條土五條土五條土五條土木木木木事事事事務所務所務所務所工工工工務務務務第第第第二課二課二課二課のことに関して、のことに関して、のことに関して、のことに関して、ちちちちょょょょっとっとっとっと後後後後からでからでからでからで

もまたもまたもまたもまた営営営営業に行っていいただいたら。業に行っていいただいたら。業に行っていいただいたら。業に行っていいただいたら。

ではではではではダダダダムムムムのののの件件件件だけ、もしあれば。だけ、もしあれば。だけ、もしあれば。だけ、もしあれば。

○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 ままままずずずず、、、、河河河河川川川川法法法法に基に基に基に基づづづづいていていていて当当当当然然然然今も今も今も今も河河河河川川川川にににに設置設置設置設置されているされているされているされているダダダダムムムムですかですかですかですか

ら、ら、ら、ら、河河河河川川川川管管管管理理理理者者者者のもとに、例えばのもとに、例えばのもとに、例えばのもとに、例えばダダダダムムムムのののの中中中中のののの監査監査監査監査廊廊廊廊とかで水とかで水とかで水とかで水漏漏漏漏れであるとか、れであるとか、れであるとか、れであるとか、ひずみひずみひずみひずみとか、とか、とか、とか、

そういうものをそういうものをそういうものをそういうものを常常常常にににに観観観観測測測測して報告はされていて、して報告はされていて、して報告はされていて、して報告はされていて、ダダダダム検査ム検査ム検査ム検査もももも受受受受けているということがまけているということがまけているということがまけているということがまずずずず

第一点でご第一点でご第一点でご第一点でござざざざいます。います。います。います。

それと、ただそれと、ただそれと、ただそれと、ただ先先先先ほど委員ごほど委員ごほど委員ごほど委員ご指摘指摘指摘指摘のとおり、４のとおり、４のとおり、４のとおり、４００００年たって年たって年たって年たってコンコンコンコンククククリリリリートートートートがどうなってきてがどうなってきてがどうなってきてがどうなってきて

いるのか、そのいるのか、そのいるのか、そのいるのか、そのダダダダムムムムはははは東東東東日本大日本大日本大日本大震災震災震災震災で大で大で大で大丈夫丈夫丈夫丈夫だったのかという点については、問いだったのかという点については、問いだったのかという点については、問いだったのかという点については、問い合合合合わわわわせせせせ

をさをさをさをさせせせせていただきます。ていただきます。ていただきます。ていただきます。

○神田委員○神田委員○神田委員○神田委員 「「「「平成２４年度一平成２４年度一平成２４年度一平成２４年度一般般般般会会会会計計計計特特特特別別別別会会会会計計計計予予予予算算算算案の案の案の案の概概概概要要要要」」」」の２の２の２の２０ページ０ページ０ページ０ページ、、、、被災被災被災被災地地地地域域域域のののの

物産物産物産物産販販販販売売売売促進促進促進促進支援支援支援支援事業ですけれども、事業ですけれども、事業ですけれども、事業ですけれども、先先先先日、日、日、日、十十十十津津津津川村へ川村へ川村へ川村へ入ら入ら入ら入らせせせせていただきました。やはりていただきました。やはりていただきました。やはりていただきました。やはり

聞聞聞聞くと見るとでは大くと見るとでは大くと見るとでは大くと見るとでは大違違違違いだと改めていだと改めていだと改めていだと改めて感感感感じじじじていたのですけれども、ていたのですけれども、ていたのですけれども、ていたのですけれども、奈奈奈奈良県良県良県良県紀伊紀伊紀伊紀伊半半半半島島島島大水大水大水大水害復害復害復害復
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旧旧旧旧・・・・復復復復興興興興計画計画計画計画もつくっていただいて、もつくっていただいて、もつくっていただいて、もつくっていただいて、みんみんみんみんなで取りなで取りなで取りなで取り組組組組まないといけないと思うまないといけないと思うまないといけないと思うまないといけないと思う中中中中で、ただで、ただで、ただで、ただ

私私私私たたたたちちちちにできることは何なのかとにできることは何なのかとにできることは何なのかとにできることは何なのかと考考考考えたときに、そのえたときに、そのえたときに、そのえたときに、その地地地地域域域域のののの特特特特産物産物産物産物販販販販売売売売などは、などは、などは、などは、バザバザバザバザーーーーとととと

かでかでかでかでよよよよくやるし、やりやすいくやるし、やりやすいくやるし、やりやすいくやるし、やりやすい支援支援支援支援だと思って、だと思って、だと思って、だと思って、昨昨昨昨年１２月に物産年１２月に物産年１２月に物産年１２月に物産販販販販売売売売でででで特設コー特設コー特設コー特設コーナナナナーーーーをつをつをつをつ

くってやらくってやらくってやらくってやらせせせせていただいたのです。このときにていただいたのです。このときにていただいたのです。このときにていただいたのです。このときに感感感感じじじじたのですけれど、たのですけれど、たのですけれど、たのですけれど、季季季季節節節節が１２月だからが１２月だからが１２月だからが１２月だから

物産が物産が物産が物産が余余余余りなかったのかという思いもありますし、りなかったのかという思いもありますし、りなかったのかという思いもありますし、りなかったのかという思いもありますし、十十十十津津津津川村特川村特川村特川村特産の産の産の産のゆゆゆゆべしもまだできていべしもまだできていべしもまだできていべしもまだできてい

ないということがあったのです。今ないということがあったのです。今ないということがあったのです。今ないということがあったのです。今回回回回はははは十十十十津津津津川村川村川村川村だけにだけにだけにだけに絞絞絞絞ったもので、そういうとこったもので、そういうとこったもので、そういうとこったもので、そういうところろろろもももも

あったのでしあったのでしあったのでしあったのでしょょょょうけれど、うけれど、うけれど、うけれど、季季季季節節節節にににに応じ応じ応じ応じて、それはまたたくさて、それはまたたくさて、それはまたたくさて、それはまたたくさんんんんあるあるあるある場合場合場合場合もあると思います。もあると思います。もあると思います。もあると思います。

キキキキノノノノココココ類類類類はすばらしいはすばらしいはすばらしいはすばらしいキキキキノノノノココココでした。でした。でした。でした。びびびびっくりしました、あっくりしました、あっくりしました、あっくりしました、あんんんんななななキキキキノノノノココココ、、、、エノエノエノエノキキキキとかとかとかとかシシシシイイイイ

タケタケタケタケのすばらしいの。ほのすばらしいの。ほのすばらしいの。ほのすばらしいの。ほんんんんとうにこれがとうにこれがとうにこれがとうにこれがエノエノエノエノキキキキかと思うくらい、すごくて。かと思うくらい、すごくて。かと思うくらい、すごくて。かと思うくらい、すごくて。初初初初めて見たとめて見たとめて見たとめて見たと

思う思う思う思うぐぐぐぐらいで、すらいで、すらいで、すらいで、すぐぐぐぐにににに売売売売れてしまったのですけれども、そうしてれてしまったのですけれども、そうしてれてしまったのですけれども、そうしてれてしまったのですけれども、そうして私私私私たたたたちちちちのできるとこのできるとこのできるとこのできるところろろろでででで

支援支援支援支援ささささせせせせていただこうとしているていただこうとしているていただこうとしているていただこうとしている中中中中で、今で、今で、今で、今回回回回出していただいた出していただいた出していただいた出していただいた分分分分で、そので、そので、そので、その場所場所場所場所代とかそう代とかそう代とかそう代とかそう

いうものをいうものをいうものをいうものを支援支援支援支援していくとこしていくとこしていくとこしていくところろろろで、これはで、これはで、これはで、これは被災被災被災被災地地地地のののの人人人人がこがこがこがこちちちちららららへへへへ出てきて物産出てきて物産出てきて物産出てきて物産展展展展をされるをされるをされるをされる

場合場合場合場合のののの支援支援支援支援とともに、とともに、とともに、とともに、被災被災被災被災地以地以地以地以外の外の外の外の私私私私たたたたちちちちがそういう物産がそういう物産がそういう物産がそういう物産展展展展をするときのをするときのをするときのをするときの支援支援支援支援もあるのかもあるのかもあるのかもあるのか

どうかをどうかをどうかをどうかを確認確認確認確認をさをさをさをさせせせせていただきたいと思います。ていただきたいと思います。ていただきたいと思います。ていただきたいと思います。

そして、次に３そして、次に３そして、次に３そして、次に３０ページ０ページ０ページ０ページから３２から３２から３２から３２ページページページページにあるにあるにあるにある中小中小中小中小企業企業企業企業金金金金融融融融対策の対策の対策の対策の件件件件ですが、ですが、ですが、ですが、毎毎毎毎年すご年すご年すご年すご

いいいい融融融融資、い資、い資、い資、いろろろろいいいいろろろろなとこなとこなとこなところへろへろへろへのたくさのたくさのたくさのたくさんんんんのののの融融融融資項目がありますけれども、これらの資項目がありますけれども、これらの資項目がありますけれども、これらの資項目がありますけれども、これらの利利利利用用用用率率率率

とかいうのはわかるのか。とかいうのはわかるのか。とかいうのはわかるのか。とかいうのはわかるのか。実実実実際際際際のとこのとこのとこのところろろろ、これらに、これらに、これらに、これらに飛び飛び飛び飛びついてついてついてついて融融融融資をお願いしても使えな資をお願いしても使えな資をお願いしても使えな資をお願いしても使えな

いということをいということをいということをいということをよよよよくくくく聞聞聞聞きます。そきます。そきます。そきます。そんんんんなことでなことでなことでなことで皆皆皆皆ささささんんんんはどれはどれはどれはどれぐぐぐぐらいらいらいらい利利利利用しておられるのかと用しておられるのかと用しておられるのかと用しておられるのかと

いう思いがありますので、いう思いがありますので、いう思いがありますので、いう思いがありますので、せせせせっかくこうして予っかくこうして予っかくこうして予っかくこうして予算算算算にににに上上上上げげげげてくるからには、使ってもらっててくるからには、使ってもらっててくるからには、使ってもらっててくるからには、使ってもらって

地地地地域域域域のののの活性化活性化活性化活性化につなにつなにつなにつなげげげげていくていくていくていくよよよようにしてほしいだうにしてほしいだうにしてほしいだうにしてほしいだろろろろうと、うと、うと、うと、実実実実際際際際思っておられると思うので、思っておられると思うので、思っておられると思うので、思っておられると思うので、

そのそのそのその辺辺辺辺いいいいろろろろいいいいろろろろ分分分分析析析析して使いやすいして使いやすいして使いやすいして使いやすい融融融融資にしてもらわないとと思うとこ資にしてもらわないとと思うとこ資にしてもらわないとと思うとこ資にしてもらわないとと思うところろろろがあるので、そがあるので、そがあるので、そがあるので、そ

のののの辺辺辺辺わかればわかればわかればわかれば教教教教えてください。えてください。えてください。えてください。

そして、４１そして、４１そして、４１そして、４１ページページページページ、、、、奈奈奈奈良の良の良の良の贈贈贈贈り物り物り物り物開開開開発・発見・発・発見・発・発見・発・発見・創創創創出事業で出事業で出事業で出事業で鳥鳥鳥鳥ののののフフフフィィィィギギギギュュュュアのアのアのアの製製製製作作作作とあとあとあとあ

りますが、りますが、りますが、りますが、具具具具体体体体的的的的にどういうものかにどういうものかにどういうものかにどういうものか知知知知りまりまりまりませんせんせんせんのでのでのでので教教教教えてください。えてください。えてください。えてください。

そして、４６そして、４６そして、４６そして、４６ページページページページ、、、、ププププレミレミレミレミアアアアムムムム商商商商品品品品券券券券発行発行発行発行支援支援支援支援事業ですが、これは事業ですが、これは事業ですが、これは事業ですが、これは以以以以前からあると思前からあると思前からあると思前からあると思

うのですけれども、今改めてうのですけれども、今改めてうのですけれども、今改めてうのですけれども、今改めて新新新新規事業になっているので、どこが規事業になっているので、どこが規事業になっているので、どこが規事業になっているので、どこが違違違違うのかと。うのかと。うのかと。うのかと。ププププレミレミレミレミアアアアムムムム

宿泊旅宿泊旅宿泊旅宿泊旅行行行行券券券券も今も今も今も今回回回回また出しておられますが、また出しておられますが、また出しておられますが、また出しておられますが、少少少少しししし中身中身中身中身がががが違違違違うのですということをうのですということをうのですということをうのですということを知知知知事が事が事が事がちちちち

らっとこの間予らっとこの間予らっとこの間予らっとこの間予算算算算の説明会のときに言っておられたと思うので、これもどこがの説明会のときに言っておられたと思うので、これもどこがの説明会のときに言っておられたと思うので、これもどこがの説明会のときに言っておられたと思うので、これもどこが違違違違うのかをうのかをうのかをうのかを

教教教教えてください。えてください。えてください。えてください。

そして、そして、そして、そして、５５ページ５５ページ５５ページ５５ページ、、、、営営営営農の農の農の農の担担担担い手い手い手い手育育育育成の成の成の成の件件件件で、農業ので、農業ので、農業ので、農業の担担担担い手はい手はい手はい手は以以以以前から取り前から取り前から取り前から取り組ん組ん組ん組んでいでいでいでい
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ただいております。いただいております。いただいております。いただいております。いよよよよいいいいよ来よ来よ来よ来年４月は年４月は年４月は年４月は旧耳旧耳旧耳旧耳成成成成高校高校高校高校跡跡跡跡の農産物の農産物の農産物の農産物直売直売直売直売所所所所ののののオオオオーーーーププププンンンンでもありでもありでもありでもあり

ますし、そういうとこますし、そういうとこますし、そういうとこますし、そういうところろろろにににに豊富豊富豊富豊富な品物、物産が集まるということは、また大勢の集な品物、物産が集まるということは、また大勢の集な品物、物産が集まるということは、また大勢の集な品物、物産が集まるということは、また大勢の集客客客客につにつにつにつ

ながっていくと思いますし、今ながっていくと思いますし、今ながっていくと思いますし、今ながっていくと思いますし、今奈奈奈奈良県のだけでは良県のだけでは良県のだけでは良県のだけでは非常非常非常非常にににに心心心心もとないという思いもしているもとないという思いもしているもとないという思いもしているもとないという思いもしている

中中中中で、で、で、で、以以以以前から農業の前から農業の前から農業の前から農業の担担担担い手い手い手い手育育育育成ということに取り成ということに取り成ということに取り成ということに取り組ん組ん組ん組んできておられて、何か明るいできておられて、何か明るいできておられて、何か明るいできておられて、何か明るい兆兆兆兆しししし

の見えるの見えるの見えるの見えるよよよような方うな方うな方うな方向向向向がががが具具具具体体体体的的的的にににに実実実実をををを結ん結ん結ん結んでいっているのかどうか、そのでいっているのかどうか、そのでいっているのかどうか、そのでいっているのかどうか、その辺辺辺辺もももも教教教教えていただえていただえていただえていただ

きたいと思います。きたいと思います。きたいと思います。きたいと思います。

それと、いつも出るそれと、いつも出るそれと、いつも出るそれと、いつも出る鳥獣被害鳥獣被害鳥獣被害鳥獣被害ですが、ですが、ですが、ですが、先先先先日日日日橿橿橿橿原神原神原神原神宮宮宮宮のののの森森森森林を案内してもらって林を案内してもらって林を案内してもらって林を案内してもらって歩歩歩歩いてきいてきいてきいてき

たのですけれども、たのですけれども、たのですけれども、たのですけれども、深深深深田田田田池池池池の一の一の一の一角角角角は本は本は本は本当当当当にカにカにカにカワウワウワウワウのののの被害被害被害被害ががががひひひひどいのです。どいのです。どいのです。どいのです。ふんふんふんふん害害害害でめでめでめでめちゃちゃちゃちゃ

くくくくちゃちゃちゃちゃになっていました。ただ、になっていました。ただ、になっていました。ただ、になっていました。ただ、橿橿橿橿原神原神原神原神宮宮宮宮はきはきはきはきちんちんちんちんとととと整整整整備備備備もされていたのでいいのですけもされていたのでいいのですけもされていたのでいいのですけもされていたのでいいのですけ

れども、れども、れども、れども、上上上上を見たら、カを見たら、カを見たら、カを見たら、カワウワウワウワウのののの巣巣巣巣がもういっがもういっがもういっがもういっぱぱぱぱいあります。これまたここでいあります。これまたここでいあります。これまたここでいあります。これまたここで卵卵卵卵がががが育育育育ってカってカってカってカ

ワウワウワウワウになるのかと思って、自になるのかと思って、自になるのかと思って、自になるのかと思って、自然然然然のののの災害災害災害災害ですばらしいですばらしいですばらしいですばらしい景景景景色色色色、自、自、自、自然然然然をやられる、またこのをやられる、またこのをやられる、またこのをやられる、またこの鳥獣鳥獣鳥獣鳥獣

でそうしてやられてしまうということで、でそうしてやられてしまうということで、でそうしてやられてしまうということで、でそうしてやられてしまうということで、私私私私たたたたちちちちも本も本も本も本気気気気でそのでそのでそのでその被害被害被害被害からからからから守守守守ることをしていることをしていることをしていることをしてい

かなければいけないと思うのです。これは取りかなければいけないと思うのです。これは取りかなければいけないと思うのです。これは取りかなければいけないと思うのです。これは取り組ん組ん組ん組んでいただいていますけれども、この対でいただいていますけれども、この対でいただいていますけれども、この対でいただいていますけれども、この対

策を本策を本策を本策を本気気気気でやってほしいと。でやってほしいと。でやってほしいと。でやってほしいと。笑笑笑笑いいいい話話話話ではないのですけれども、そのではないのですけれども、そのではないのですけれども、そのではないのですけれども、その鳥鳥鳥鳥のののの巣巣巣巣のののの卵卵卵卵を、本を、本を、本を、本当当当当のののの

卵卵卵卵を取ってを取ってを取ってを取ってププププララララスチッスチッスチッスチッククククでつくったでつくったでつくったでつくった卵卵卵卵を入れると、カを入れると、カを入れると、カを入れると、カワウワウワウワウがががが育育育育てていたらしいのですけれてていたらしいのですけれてていたらしいのですけれてていたらしいのですけれ

ど、そど、そど、そど、そんんんんなことをしたら、カメなことをしたら、カメなことをしたら、カメなことをしたら、カメララララやややや望望望望遠鏡遠鏡遠鏡遠鏡か何かで見ておられるからか何かで見ておられるからか何かで見ておられるからか何かで見ておられるから怒怒怒怒られるというられるというられるというられるという話話話話もももも

おっしおっしおっしおっしゃゃゃゃっていました。そっていました。そっていました。そっていました。そんんんんなことでなことでなことでなことで追追追追っかけっこになるのですけれども、そのっかけっこになるのですけれども、そのっかけっこになるのですけれども、そのっかけっこになるのですけれども、その辺辺辺辺で思いで思いで思いで思い

切切切切った対策があるのかどうか、それらった対策があるのかどうか、それらった対策があるのかどうか、それらった対策があるのかどうか、それら数数数数点点点点よろよろよろよろしくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。

○江畑地域産業課長○江畑地域産業課長○江畑地域産業課長○江畑地域産業課長 被災被災被災被災地地地地域域域域の物産の物産の物産の物産販販販販売売売売促進促進促進促進支援支援支援支援事業と制度事業と制度事業と制度事業と制度融融融融資の資の資の資の執執執執行行行行率率率率についてについてについてについて少少少少しししし

おおおお話話話話をさをさをさをさせせせせていただきたいと思います。ていただきたいと思います。ていただきたいと思います。ていただきたいと思います。

ままままずずずず、、、、被災被災被災被災地地地地域域域域物産物産物産物産販販販販売売売売促進促進促進促進支援支援支援支援事業についてでご事業についてでご事業についてでご事業についてでござざざざいますが、これはいますが、これはいますが、これはいますが、これは南南南南部部部部地地地地域域域域でででで相相相相当当当当

なななな被害被害被害被害、いわ、いわ、いわ、いわゆゆゆゆるるるる直接直接直接直接的的的的なななな被害被害被害被害をををを受受受受けたけたけたけた中小中小中小中小企業企業企業企業者者者者ももももももももちろんちろんちろんちろんこのこのこのこの復復復復興・興・興・興・復旧復旧復旧復旧にににに向向向向けてけてけてけて推推推推

進進進進しなければいけないというのはわかるわけでごしなければいけないというのはわかるわけでごしなければいけないというのはわかるわけでごしなければいけないというのはわかるわけでござざざざいますが、いますが、いますが、いますが、風評風評風評風評被害被害被害被害ですとか間ですとか間ですとか間ですとか間接接接接被害被害被害被害

にににによよよよりましてりましてりましてりまして売売売売りりりり上上上上げげげげがががが激激激激減減減減しているといったしているといったしているといったしているといったよよよようなうなうなうな状況状況状況状況に対しまして、そのに対しまして、そのに対しまして、そのに対しまして、その経営経営経営経営をををを支援支援支援支援

する。そのために今する。そのために今する。そのために今する。そのために今般般般般、、、、被災被災被災被災市町村市町村市町村市町村がががが開開開開催催催催いたしますいたしますいたしますいたします地元地元地元地元での物産での物産での物産での物産展展展展、あるいはまた、あるいはまた、あるいはまた、あるいはまた地地地地域域域域

から出てから出てから出てから出て実施実施実施実施いたします物産いたします物産いたします物産いたします物産展へ展へ展へ展への出品、そういった事業に対しまして、例えばその物産の出品、そういった事業に対しまして、例えばその物産の出品、そういった事業に対しまして、例えばその物産の出品、そういった事業に対しまして、例えばその物産

のののの搬送搬送搬送搬送経費経費経費経費でありますとか、あるいはその物産でありますとか、あるいはその物産でありますとか、あるいはその物産でありますとか、あるいはその物産展展展展のののの開開開開催催催催経費経費経費経費、さらには、さらには、さらには、さらには仕仕仕仕入れる物産の入れる物産の入れる物産の入れる物産の買買買買

い取りい取りい取りい取り経費経費経費経費なども含めましてなども含めましてなども含めましてなども含めまして支援支援支援支援をしていこうと、１をしていこうと、１をしていこうと、１をしていこうと、１開開開開催催催催あたり１あたり１あたり１あたり１００万円００万円００万円００万円をををを限限限限度に度に度に度に支援支援支援支援

をしていこうというものでごをしていこうというものでごをしていこうというものでごをしていこうというものでござざざざいます。います。います。います。

そこでそこでそこでそこで販販販販売売売売促進促進促進促進も行い、またも行い、またも行い、またも行い、また観観観観光Ｐ光Ｐ光Ｐ光ＰＲＲＲＲ等等等等 々々々々も行いましても行いましても行いましても行いまして中小中小中小中小企業企業企業企業者へ者へ者へ者へのののの支援支援支援支援、さらには、さらには、さらには、さらには
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観観観観光Ｐ光Ｐ光Ｐ光ＰＲＲＲＲも行っていきたいとも行っていきたいとも行っていきたいとも行っていきたいと考考考考えております。えております。えております。えております。

また、事業のまた、事業のまた、事業のまた、事業の実施実施実施実施にににに伴伴伴伴いましていましていましていまして商商商商品品品品販販販販売売売売、、、、当当当当然売然売然売然売りりりり上上上上げげげげがががが上上上上がってまいりますが、このがってまいりますが、このがってまいりますが、このがってまいりますが、この

売売売売りりりり上上上上げげげげにつきましては、につきましては、につきましては、につきましては、地元地元地元地元のののの市町村市町村市町村市町村においてにおいてにおいてにおいて復旧復旧復旧復旧、、、、復復復復興の興の興の興の経費経費経費経費にににに充充充充当当当当をしていただくをしていただくをしていただくをしていただく

仕仕仕仕組み組み組み組みをををを考考考考えて、このたえて、このたえて、このたえて、このたびびびび新新新新年度予年度予年度予年度予算算算算としてとしてとしてとして計計計計上上上上ささささせせせせていただいたとこていただいたとこていただいたとこていただいたところろろろでごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

それから、制度それから、制度それから、制度それから、制度融融融融資についてでご資についてでご資についてでご資についてでござざざざいます。これについてのいます。これについてのいます。これについてのいます。これについての執執執執行行行行率率率率でごでごでごでござざざざいますが、今いますが、今いますが、今いますが、今

年度がまだ年度がまだ年度がまだ年度がまだ終終終終わっておりまわっておりまわっておりまわっておりませんせんせんせんので、ので、ので、ので、昨昨昨昨年度年度年度年度ベベベベースースースースでまいりますと６２でまいりますと６２でまいりますと６２でまいりますと６２０億円０億円０億円０億円のののの融融融融資資資資枠枠枠枠にににに

対しまして２６８対しまして２６８対しまして２６８対しまして２６８億円億円億円億円ほどのほどのほどのほどの実実実実績績績績で、４３で、４３で、４３で、４３％％％％余余余余りのりのりのりの執執執執行行行行率率率率にとどまったとこにとどまったとこにとどまったとこにとどまったところろろろでごでごでごでござざざざいまいまいまいま

す。これはす。これはす。これはす。これは非常非常非常非常にににに融融融融資の資の資の資の条条条条件件件件がががが厳厳厳厳しいとか、そういったしいとか、そういったしいとか、そういったしいとか、そういったよよよようなことではごうなことではごうなことではごうなことではござざざざいまいまいまいませんせんせんせんで、で、で、で、

ももももちろんちろんちろんちろん個個個個 々々々々のののの中小中小中小中小企業企業企業企業者者者者にににによよよよりましてりましてりましてりまして信信信信用リ用リ用リ用リススススクククク等等等等 々々々々、、、、信信信信用保用保用保用保証証証証協会あるいは協会あるいは協会あるいは協会あるいは金金金金融融融融機機機機関関関関

がががが判断判断判断判断をしてをしてをしてをして融融融融資資資資実実実実行をするかどうかというのは行をするかどうかというのは行をするかどうかというのは行をするかどうかというのは考考考考えていくわけですが、制度えていくわけですが、制度えていくわけですが、制度えていくわけですが、制度融融融融資にはさ資にはさ資にはさ資にはさ

ままままざざざざまなメまなメまなメまなメニューニューニューニューもごもごもごもござざざざいます。います。います。います。施施施施策策策策誘誘誘誘導導導導的的的的なもの、あるいはいわなもの、あるいはいわなもの、あるいはいわなもの、あるいはいわゆゆゆゆるるるる汎汎汎汎用用用用的的的的なもの、なもの、なもの、なもの、経経経経

営強化営強化営強化営強化資資資資金金金金ですとか、あるいはそのですとか、あるいはそのですとか、あるいはそのですとか、あるいはその経営経営経営経営安定のための安定のための安定のための安定のためのセーセーセーセーフフフフティーティーティーティーネネネネットットットット資資資資金金金金、それから、それから、それから、それから

政策政策政策政策的的的的な見な見な見な見地地地地から企業から企業から企業から企業立地立地立地立地の資の資の資の資金金金金ですとか、あるいはおもてなし産業、いわですとか、あるいはおもてなし産業、いわですとか、あるいはおもてなし産業、いわですとか、あるいはおもてなし産業、いわゆゆゆゆるるるるレストレストレストレストララララ

ンンンンのののの創創創創業ですとか、あるいはまた業ですとか、あるいはまた業ですとか、あるいはまた業ですとか、あるいはまた宿宿宿宿のののの創創創創業の資業の資業の資業の資金金金金、そういった、そういった、そういった、そういったよよよようなものもごうなものもごうなものもごうなものもござざざざいます。います。います。います。

それから、制度それから、制度それから、制度それから、制度融融融融資というのは基本資というのは基本資というのは基本資というのは基本的的的的なななな信信信信用保用保用保用保証証証証協会の保協会の保協会の保協会の保証証証証制度と対になって制度と対になって制度と対になって制度と対になって融融融融資資資資実実実実行を行を行を行を

されるものでごされるものでごされるものでごされるものでござざざざいますので、いますので、いますので、いますので、信信信信用保用保用保用保証証証証協会でもさま協会でもさま協会でもさま協会でもさまざざざざまな保まな保まな保まな保証証証証の制度をの制度をの制度をの制度を設設設設けておりますけておりますけておりますけております

から、これにから、これにから、これにから、これによよよよってってってって融融融融資資資資資資資資金金金金が２が２が２が２００００種類種類種類種類以上以上以上以上ごごごござざざざいます。そういったいます。そういったいます。そういったいます。そういったよよよようなこともごうなこともごうなこともごうなこともござざざざいいいい

まして、ある資まして、ある資まして、ある資まして、ある資金金金金についてはについてはについてはについては執執執執行行行行率率率率がががが９割９割９割９割をををを超超超超えると、ある資えると、ある資えると、ある資えると、ある資金金金金については、残については、残については、残については、残念念念念ながらながらながらながら

融融融融資資資資実実実実績績績績がない。こういうがない。こういうがない。こういうがない。こういうよよよようなこともいうなこともいうなこともいうなこともいろろろろいいいいろろろろごごごござざざざいまして、いまして、いまして、いまして、最終的最終的最終的最終的にににに昨昨昨昨年度年度年度年度ベベベベースースースースでででで

ごごごござざざざいますが、４いますが、４いますが、４いますが、４割程割程割程割程度の度の度の度の執執執執行におさまったというとこ行におさまったというとこ行におさまったというとこ行におさまったというところろろろでごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

引引引引き続き県といたしましては、できるだけき続き県といたしましては、できるだけき続き県といたしましては、できるだけき続き県といたしましては、できるだけ活活活活用できる用できる用できる用できるよよよようなうなうなうな形形形形でＰでＰでＰでＰＲＲＲＲ等等等等 々々々々も行ってまいも行ってまいも行ってまいも行ってまい

りたいとりたいとりたいとりたいと考考考考えております。えております。えております。えております。以上以上以上以上でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

○桝井商業振興課長○桝井商業振興課長○桝井商業振興課長○桝井商業振興課長 奈奈奈奈良の良の良の良の贈贈贈贈り物り物り物り物開開開開発・発見・発・発見・発・発見・発・発見・創創創創出事業についてお尋ねでご出事業についてお尋ねでご出事業についてお尋ねでご出事業についてお尋ねでござざざざいます。います。います。います。

万万万万葉葉葉葉集に集に集に集に詠詠詠詠まれたまれたまれたまれた鳥鳥鳥鳥ののののフフフフィィィィギギギギュュュュアのアのアのアの製製製製作作作作・・・・シシシシリリリリーーーーズズズズ化化化化ということでごということでごということでごということでござざざざいますけれども、いますけれども、いますけれども、いますけれども、

このこのこのこの奈奈奈奈良の良の良の良の贈贈贈贈り物り物り物り物開開開開発・発見・発・発見・発・発見・発・発見・創創創創出事業につきましては、民間事業が出事業につきましては、民間事業が出事業につきましては、民間事業が出事業につきましては、民間事業が製製製製品品品品開開開開発し、県が発し、県が発し、県が発し、県が認認認認

定する事業と、県が定する事業と、県が定する事業と、県が定する事業と、県が直接直接直接直接開開開開発する事業の２つがご発する事業の２つがご発する事業の２つがご発する事業の２つがござざざざいます。この事業につきましては、県います。この事業につきましては、県います。この事業につきましては、県います。この事業につきましては、県

がががが直接直接直接直接執執執執行さ行さ行さ行させせせせていただく事業でごていただく事業でごていただく事業でごていただく事業でござざざざいます。います。います。います。

昨昨昨昨年度、予年度、予年度、予年度、予算算算算をお願いいたしますときには、をお願いいたしますときには、をお願いいたしますときには、をお願いいたしますときには、奈奈奈奈良県に良県に良県に良県にゆゆゆゆかりのある動かりのある動かりのある動かりのある動植植植植物の物の物の物のフフフフィィィィギギギギュュュュアアアア

化化化化をしたいというをしたいというをしたいというをしたいというよよよような書き方をさうな書き方をさうな書き方をさうな書き方をさせせせせていただいていたと思うのですけれども、今年度、ていただいていたと思うのですけれども、今年度、ていただいていたと思うのですけれども、今年度、ていただいていたと思うのですけれども、今年度、

事業を事業を事業を事業を進進進進めるにつきまして、今、めるにつきまして、今、めるにつきまして、今、めるにつきまして、今、記紀記紀記紀記紀・・・・万万万万葉葉葉葉プロプロプロプロジジジジェェェェククククトトトトもももも始始始始まっておりますので、これまっておりますので、これまっておりますので、これまっておりますので、これ
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とととと連連連連携携携携をしてをしてをしてをして万万万万葉葉葉葉集の集の集の集の中中中中にににに詠詠詠詠まれております２２まれております２２まれております２２まれております２２種類種類種類種類のののの鳥鳥鳥鳥があるということでごがあるということでごがあるということでごがあるということでござざざざいますいますいますいます

ので、それのので、それのので、それのので、それのフフフフィィィィギギギギュュュュアをアをアをアを作作作作成して成して成して成してシシシシリリリリーーーーズズズズ化化化化ささささせせせせていければ、ていければ、ていければ、ていければ、コンセコンセコンセコンセププププトトトトもはっきりしもはっきりしもはっきりしもはっきりし

ていいのではないかとていいのではないかとていいのではないかとていいのではないかと考考考考えまして、これを入れさえまして、これを入れさえまして、これを入れさえまして、これを入れさせせせせていただいております。これにつきまていただいております。これにつきまていただいております。これにつきまていただいております。これにつきま

しても、できるだけまたしても、できるだけまたしても、できるだけまたしても、できるだけまた早早早早いいいい時期時期時期時期に公に公に公に公表表表表、、、、販販販販売売売売ささささせせせせていただけたらとていただけたらとていただけたらとていただけたらと考考考考えております。えております。えております。えております。

続きまして、続きまして、続きまして、続きまして、ププププレミレミレミレミアアアアムムムム商商商商品品品品券券券券のののの件件件件でごでごでごでござざざざいます。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 いやいや、いやいや、いやいや、いやいや、フフフフィィィィギギギギュュュュアって何かと、アって何かと、アって何かと、アって何かと、スケートスケートスケートスケートとととと違違違違うと言われるからうと言われるからうと言われるからうと言われるから……………………。。。。

○桝井商業振興課長○桝井商業振興課長○桝井商業振興課長○桝井商業振興課長 姿というか、姿というか、姿というか、姿というか、人人人人形形形形みみみみたいな。たいな。たいな。たいな。

（発言する（発言する（発言する（発言する者者者者あり）あり）あり）あり）

○大国委員長○大国委員長○大国委員長○大国委員長 ではではではではププププレミレミレミレミアアアアムムムム商商商商品品品品券券券券お願いします。お願いします。お願いします。お願いします。

○桝井商業振興課長○桝井商業振興課長○桝井商業振興課長○桝井商業振興課長 ププププレミレミレミレミアアアアムムムム商商商商品品品品券券券券につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、昨昨昨昨年度と今年度２カ年にわたり年度と今年度２カ年にわたり年度と今年度２カ年にわたり年度と今年度２カ年にわたり

まして発行さまして発行さまして発行さまして発行させせせせていただきました。ていただきました。ていただきました。ていただきました。初初初初年度につきましては３６年度につきましては３６年度につきましては３６年度につきましては３６万万万万冊冊冊冊、総、総、総、総額額額額で４１で４１で４１で４１億億億億４４４４，０，０，０，０

００万円００万円００万円００万円分分分分を発行さを発行さを発行さを発行させせせせていただきました。今年度につきましては３ていただきました。今年度につきましては３ていただきました。今年度につきましては３ていただきました。今年度につきましては３０万０万０万０万冊冊冊冊、３４、３４、３４、３４億５，０億５，０億５，０億５，０

００万円００万円００万円００万円相相相相当当当当のののの商商商商品品品品券券券券を発行さを発行さを発行さを発行させせせせていただいております。ていただいております。ていただいております。ていただいております。

それにそれにそれにそれによよよよりまして、りまして、りまして、りまして、現現現現在在在在、今年度、今年度、今年度、今年度分分分分につきましては、まだにつきましては、まだにつきましては、まだにつきましては、まだ利利利利用用用用期期期期間間間間中中中中でごでごでごでござざざざいますので、いますので、いますので、いますので、

効果等効果等効果等効果等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終終終終わってからまたご報告さわってからまたご報告さわってからまたご報告さわってからまたご報告させせせせていただきたいとは思いますけれども、ていただきたいとは思いますけれども、ていただきたいとは思いますけれども、ていただきたいとは思いますけれども、

昨昨昨昨年度の年度の年度の年度の効果効果効果効果につきましては、その４１につきましては、その４１につきましては、その４１につきましては、その４１億億億億４４４４，０００万円，０００万円，０００万円，０００万円にににによよよよりどのりどのりどのりどのよよよようなうなうなうな効果効果効果効果があったがあったがあったがあった

かといいますと、かといいますと、かといいますと、かといいますと、消費消費消費消費喚喚喚喚起起起起額額額額、本、本、本、本来来来来買買買買っていたものっていたものっていたものっていたものよよよよりもりもりもりも多多多多い目とか、あるいはい目とか、あるいはい目とか、あるいはい目とか、あるいは高高高高いものいものいものいもの

をををを買買買買ったとおっしったとおっしったとおっしったとおっしゃゃゃゃってアってアってアってアンケートンケートンケートンケートにににに答答答答えていただいたのが１えていただいたのが１えていただいたのが１えていただいたのが１０億０億０億０億３３３３，０００万円，０００万円，０００万円，０００万円分分分分ありありありあり

ました。それとこのました。それとこのました。それとこのました。それとこの商商商商品品品品券券券券がなければ県外でがなければ県外でがなければ県外でがなければ県外で買買買買っていただっていただっていただっていただろろろろうとアうとアうとアうとアンケートンケートンケートンケートでででで答答答答えていたえていたえていたえていた

だいたのがだいたのがだいたのがだいたのが９億９億９億９億２２２２，０００万円，０００万円，０００万円，０００万円分分分分ごごごござざざざいます。います。います。います。合合合合計計計計で１で１で１で１９億９億９億９億６６６６，０００万円ぐ，０００万円ぐ，０００万円ぐ，０００万円ぐらいのらいのらいのらいの効果効果効果効果

がごがごがごがござざざざいました。いました。いました。いました。

このこのこのこのよよよように２カ年にわたりますうに２カ年にわたりますうに２カ年にわたりますうに２カ年にわたりますププププレミレミレミレミアアアアムムムム商商商商品品品品券券券券を発行してきましたので、平成２２年を発行してきましたので、平成２２年を発行してきましたので、平成２２年を発行してきましたので、平成２２年

度のア度のア度のア度のアンケート結果ンケート結果ンケート結果ンケート結果にもにもにもにもよよよよりまして、一定のりまして、一定のりまして、一定のりまして、一定の効果効果効果効果は見は見は見は見込込込込められるとめられるとめられるとめられると考考考考えられました。それえられました。それえられました。それえられました。それ

でででで奈奈奈奈良県内の良県内の良県内の良県内の小小小小売売売売店店店店、、、、飲飲飲飲食食食食店店店店へへへへの関の関の関の関心心心心がががが高高高高まったとアまったとアまったとアまったとアンケートンケートンケートンケートでででで答答答答えていただいている方えていただいている方えていただいている方えていただいている方

もももも多多多多くごくごくごくござざざざいました。いました。いました。いました。

そのそのそのそのよよよようなうなうなうな効果効果効果効果がごがごがごがござざざざいますので今いますので今いますので今いますので今後後後後のののの展開展開展開展開といたしましては、といたしましては、といたしましては、といたしましては、地地地地域域域域でのでのでのでの消費消費消費消費拡大が拡大が拡大が拡大が必必必必

要であると要であると要であると要であると考考考考えておりまして、平成２４年度で予えておりまして、平成２４年度で予えておりまして、平成２４年度で予えておりまして、平成２４年度で予算算算算要求さ要求さ要求さ要求させせせせていただいておりますのはていただいておりますのはていただいておりますのはていただいておりますのは市市市市

町村町村町村町村、、、、商商商商工工工工会議会議会議会議所等所等所等所等が取りが取りが取りが取り組組組組まれるまれるまれるまれる地元地元地元地元商商商商業業業業活性化活性化活性化活性化のためにのためにのためにのために新新新新たなたなたなたなププププレミレミレミレミアアアアムムムム商商商商品品品品券券券券を発を発を発を発

行されるものにつきまして、県から行されるものにつきまして、県から行されるものにつきまして、県から行されるものにつきまして、県からププププレミレミレミレミアアアアム５％ム５％ム５％ム５％分分分分をををを上上上上限限限限としてとしてとしてとして補助補助補助補助を行うことといたを行うことといたを行うことといたを行うことといた

しております。それで１しております。それで１しております。それで１しております。それで１，０００万円，０００万円，０００万円，０００万円ということでごということでごということでごということでござざざざいます。います。います。います。以上以上以上以上でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。
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○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 委員のご質問の委員のご質問の委員のご質問の委員のご質問の中中中中で農業ので農業ので農業ので農業の担担担担い手の案い手の案い手の案い手の案件件件件についておについておについておについてお答答答答えをえをえをえを申申申申しししし上上上上げげげげ

ます。おます。おます。おます。お話話話話がごがごがごがござざざざいましたいましたいましたいましたよよよように、農業問題をうに、農業問題をうに、農業問題をうに、農業問題を考考考考えていくえていくえていくえていく上上上上で、どうしてもで、どうしてもで、どうしてもで、どうしても高高高高齢齢齢齢化化化化というというというという

ことがことがことがことが担担担担い手問題に関してはい手問題に関してはい手問題に関してはい手問題に関しては進ん進ん進ん進んでおります。そういうでおります。そういうでおります。そういうでおります。そういう中中中中で農業ので農業ので農業ので農業の担担担担い手をいかにい手をいかにい手をいかにい手をいかに育育育育成し成し成し成し

てててて確確確確保していくかということは保していくかということは保していくかということは保していくかということは非常非常非常非常に重要な問題であるとに重要な問題であるとに重要な問題であるとに重要な問題であると認識認識認識認識をしておりまして、県といをしておりまして、県といをしておりまして、県といをしておりまして、県とい

たしましてもこれまでいたしましてもこれまでいたしましてもこれまでいたしましてもこれまでいろろろろいいいいろろろろなななな施施施施策を策を策を策を講講講講じじじじてきたわけでごてきたわけでごてきたわけでごてきたわけでござざざざいます。います。います。います。

担担担担い手とい手とい手とい手と申申申申しますとしますとしますとしますと個個個個人人人人の農業の農業の農業の農業者者者者についてはについてはについてはについては市町村市町村市町村市町村でででで認認認認定農業定農業定農業定農業者者者者ということでということでということでということで進進進進めてきめてきめてきめてき

ております。また、ております。また、ております。また、ております。また、地地地地域域域域にににによよよよりましては、集りましては、集りましては、集りましては、集落落落落営営営営農という農という農という農という形形形形で集で集で集で集落落落落全体で農業に取り全体で農業に取り全体で農業に取り全体で農業に取り組ん組ん組ん組ん

でいただくでいただくでいただくでいただく形形形形をとっていただいているとこをとっていただいているとこをとっていただいているとこをとっていただいているところろろろ、それから、それから、それから、それから形態形態形態形態にににによよよよってはさらにってはさらにってはさらにってはさらに法法法法人化人化人化人化にににに移移移移

行して、行して、行して、行して、よよよよりりりり信信信信用用用用力力力力のもとに農業をのもとに農業をのもとに農業をのもとに農業を展開展開展開展開していただいているとこしていただいているとこしていただいているとこしていただいているところろろろがごがごがごがござざざざいます。その集います。その集います。その集います。その集

落落落落営営営営農とか農とか農とか農とか法法法法人化人化人化人化とかそういったのは、とかそういったのは、とかそういったのは、とかそういったのは、数数数数字字字字としてもとしてもとしてもとしても少少少少ししししずずずずつつつつ伸び伸び伸び伸びているているているている傾傾傾傾向向向向もごもごもごもござざざざいまいまいまいま

す。す。す。す。

また、また、また、また、担担担担い手というときに、い手というときに、い手というときに、い手というときに、先先先先ほどほどほどほど高高高高齢齢齢齢化化化化のおのおのおのお話話話話もももも申申申申しししし上上上上げげげげましたけれども、ましたけれども、ましたけれども、ましたけれども、新新新新たにたにたにたに就就就就

農をしていただく農をしていただく農をしていただく農をしていただく人人人人をををを確確確確保していくことも保していくことも保していくことも保していくことも非常非常非常非常に重要だとに重要だとに重要だとに重要だと考考考考えております。えております。えております。えております。個個個個人人人人としてのとしてのとしてのとしての

参入、あるいは農外からの参入、い参入、あるいは農外からの参入、い参入、あるいは農外からの参入、い参入、あるいは農外からの参入、いろろろろいいいいろろろろごごごござざざざいますけれども、例えば農業のいますけれども、例えば農業のいますけれども、例えば農業のいますけれども、例えば農業の新新新新規規規規就就就就農農農農者者者者、、、、

新新新新規参入を例にとりますと、雇用規参入を例にとりますと、雇用規参入を例にとりますと、雇用規参入を例にとりますと、雇用就就就就農、例えば農、例えば農、例えば農、例えば法法法法人人人人とかに雇用されてとかに雇用されてとかに雇用されてとかに雇用されて就就就就農する方がここの農する方がここの農する方がここの農する方がここの

とことことこところろろろかなりかなりかなりかなりふふふふえているえているえているえているよよよようなこともあわうなこともあわうなこともあわうなこともあわせせせせて、そういうて、そういうて、そういうて、そういう傾傾傾傾向向向向のののの中中中中でででで新新新新規の規の規の規の就就就就農農農農者者者者のののの数数数数がががが

ここここここここ最近最近最近最近、一定の、一定の、一定の、一定の増増増増加加加加傾傾傾傾向向向向はあると思っております。例えば平成２２年でごはあると思っております。例えば平成２２年でごはあると思っております。例えば平成２２年でごはあると思っております。例えば平成２２年でござざざざいますと、いますと、いますと、いますと、

雇用雇用雇用雇用就就就就農の方を農の方を農の方を農の方を中心中心中心中心にしまして全体で７３名というにしまして全体で７３名というにしまして全体で７３名というにしまして全体で７３名という数数数数字字字字も出ているとこも出ているとこも出ているとこも出ているところろろろでごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

これは県としましてもこここれは県としましてもこここれは県としましてもこここれは県としましてもここ数数数数年、例えば農業年、例えば農業年、例えば農業年、例えば農業新新新新規参入の規参入の規参入の規参入の支援支援支援支援事業ということで、事業ということで、事業ということで、事業ということで、希希希希望望望望されされされされ

る方にその産る方にその産る方にその産る方にその産地地地地でででで先先先先導導導導的的的的に、に、に、に、先先先先駆駆駆駆的的的的にいにいにいにいろろろろいいいいろろろろな農業を取りな農業を取りな農業を取りな農業を取り組ん組ん組ん組んでおられる農家の方に１でおられる農家の方に１でおられる農家の方に１でおられる農家の方に１

年間お年間お年間お年間お世話世話世話世話をいただいて、そのもとで農業のをいただいて、そのもとで農業のをいただいて、そのもとで農業のをいただいて、そのもとで農業の技術面技術面技術面技術面ですとか、ですとか、ですとか、ですとか、経営経営経営経営面面面面をををを研研研研修修修修をしていくと。をしていくと。をしていくと。をしていくと。

そのそのそのその中中中中でいでいでいでいろろろろいいいいろろろろ農農農農地地地地の取の取の取の取得得得得とか、そういうとことか、そういうとことか、そういうとことか、そういうところろろろも県としても県としても県としても県として支援支援支援支援をををを申申申申しししし上上上上げげげげながらながらながらながら実実実実際際際際

のののの就就就就農についていく方がかなり農についていく方がかなり農についていく方がかなり農についていく方がかなり実実実実績績績績としてもとしてもとしてもとしても上上上上がってきているとこがってきているとこがってきているとこがってきているところろろろでごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

こういうことで今、こういうことで今、こういうことで今、こういうことで今、最後最後最後最後申申申申しししし上上上上げげげげたたたた施施施施策についても、策についても、策についても、策についても、来来来来年度年度年度年度以以以以降降降降もももも引引引引き続きき続きき続きき続き実施実施実施実施していしていしていしてい

く方く方く方く方向向向向で予で予で予で予算算算算もももも計計計計上上上上しておりますし、こういうことを含めて資しておりますし、こういうことを含めて資しておりますし、こういうことを含めて資しておりますし、こういうことを含めて資金面金面金面金面等等等等もあわもあわもあわもあわせせせせてててて来来来来年度は年度は年度は年度は

さらに制度のさらに制度のさらに制度のさらに制度の充充充充実実実実をををを図図図図ってってってって実施実施実施実施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考考考えているとこえているとこえているとこえているところろろろでごでごでごでござざざざいます。います。います。います。以上以上以上以上

です。です。です。です。

○植田農業水産振興課長○植田農業水産振興課長○植田農業水産振興課長○植田農業水産振興課長 カカカカワウワウワウワウ対策についてのお尋ねでご対策についてのお尋ねでご対策についてのお尋ねでご対策についてのお尋ねでござざざざいます。本県のカいます。本県のカいます。本県のカいます。本県のカワウワウワウワウのののの飛飛飛飛

来来来来でごでごでごでござざざざいますけれども、平成６年ごいますけれども、平成６年ごいますけれども、平成６年ごいますけれども、平成６年ごろろろろからからからから奈奈奈奈良県の良県の良県の良県の北北北北東東東東部で報告されました。部で報告されました。部で報告されました。部で報告されました。現現現現在在在在ではではではでは

県県県県南南南南部の部の部の部の十十十十津津津津川村川村川村川村までまでまでまで飛飛飛飛来来来来がががが確認確認確認確認されておりまして、平成２３年１月の一されておりまして、平成２３年１月の一されておりまして、平成２３年１月の一されておりまして、平成２３年１月の一斉斉斉斉調査調査調査調査で県で県で県で県下下下下でででで
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５５５５３３３３９９９９羽羽羽羽がががが確認確認確認確認をされております。をされております。をされております。をされております。

ごごごご承知承知承知承知にににによよよようにカうにカうにカうにカワウワウワウワウにつきましては、ねにつきましては、ねにつきましては、ねにつきましては、ねぐぐぐぐらと子どもをらと子どもをらと子どもをらと子どもを繁殖繁殖繁殖繁殖するするするするココココロロロロニーニーニーニーと、それとと、それとと、それとと、それと

えさえさえさえさ場場場場、この３カ、この３カ、この３カ、この３カ所所所所をををを持持持持っております。っております。っております。っております。奈奈奈奈良県では、良県では、良県では、良県では、先先先先ほど委員がおっしほど委員がおっしほど委員がおっしほど委員がおっしゃゃゃゃいましたいましたいましたいました橿橿橿橿原原原原

神神神神宮宮宮宮のののの深深深深田田田田池池池池とととと奈奈奈奈良良良良市市市市のののの垂仁垂仁垂仁垂仁天天天天皇皇皇皇陵陵陵陵、それと、それと、それと、それと宇陀宇陀宇陀宇陀市市市市の室の室の室の室生生生生ダダダダムムムム、この３カ、この３カ、この３カ、この３カ所所所所ががががココココロロロロニーニーニーニーにににに

なっております。なっております。なっております。なっております。深深深深田田田田池池池池については、平成２２年度については、平成２２年度については、平成２２年度については、平成２２年度調査調査調査調査で１８３ので１８３ので１８３ので１８３の巣巣巣巣があるという報告をがあるという報告をがあるという報告をがあるという報告を

受受受受けております。また、ねけております。また、ねけております。また、ねけております。また、ねぐぐぐぐらにつきましては、らにつきましては、らにつきましては、らにつきましては、河河河河合町合町合町合町で大和で大和で大和で大和川川川川がががが合流合流合流合流するするするする地地地地点、あの点、あの点、あの点、あの辺辺辺辺

とととと王寺王寺王寺王寺町町町町から大阪府にから大阪府にから大阪府にから大阪府に抜抜抜抜けますけますけますけます亀亀亀亀ノノノノ瀬瀬瀬瀬、あそこの、あそこの、あそこの、あそこの河河河河川川川川敷敷敷敷のとこのとこのとこのところろろろがねがねがねがねぐぐぐぐらになっているとらになっているとらになっているとらになっていると

聞聞聞聞いております。いております。いております。いております。

具具具具体の対策でご体の対策でご体の対策でご体の対策でござざざざいますけれども、水産の対策といたしましてカいますけれども、水産の対策といたしましてカいますけれども、水産の対策といたしましてカいますけれども、水産の対策といたしましてカワウワウワウワウの食の食の食の食害防害防害防害防止止止止対策事対策事対策事対策事

業をやっております。業をやっております。業をやっております。業をやっております。市町村市町村市町村市町村がカがカがカがカワウワウワウワウのののの駆除駆除駆除駆除を行うのにを行うのにを行うのにを行うのに補助補助補助補助をする。これは県がをする。これは県がをする。これは県がをする。これは県が補助補助補助補助を出を出を出を出

しております。もう一方、県しております。もう一方、県しております。もう一方、県しております。もう一方、県下下下下のののの漁漁漁漁業協業協業協業協同同同同組合組合組合組合がカがカがカがカワウワウワウワウのののの駆除駆除駆除駆除をするをするをするをする場合場合場合場合に、水産に、水産に、水産に、水産庁庁庁庁の予の予の予の予

算算算算でやっております。この２本でやっております。この２本でやっております。この２本でやっております。この２本立立立立てがごてがごてがごてがござざざざいます。います。います。います。

またもう一つ、アまたもう一つ、アまたもう一つ、アまたもう一つ、アユユユユの食の食の食の食害害害害をををを防防防防ぐぐぐぐために、平成２２年度からアために、平成２２年度からアために、平成２２年度からアために、平成２２年度からアユユユユのののの河河河河川川川川でのでのでのでの生育生育生育生育環境環境環境環境のののの

改改改改善善善善をををを図図図図るるるる竹竹竹竹をををを川川川川のののの中中中中にににに設置設置設置設置いたしまして、アいたしまして、アいたしまして、アいたしまして、アユユユユをカをカをカをカワウワウワウワウからからからから守守守守るというるというるというるというモモモモデデデデルルルル事業を事業を事業を事業を実実実実

施施施施しているとこしているとこしているとこしているところろろろで、一定ので、一定ので、一定ので、一定の効果効果効果効果が見られているとこが見られているとこが見られているとこが見られているところろろろでごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

また一方、平成１また一方、平成１また一方、平成１また一方、平成１９９９９年６月からカ年６月からカ年６月からカ年６月からカワウワウワウワウが保護が保護が保護が保護鳥鳥鳥鳥からからからから狩猟鳥獣狩猟鳥獣狩猟鳥獣狩猟鳥獣にににに指指指指定されまして、定されまして、定されまして、定されまして、現現現現在在在在のののの

とことことこところろろろ有有有有害駆除害駆除害駆除害駆除でカでカでカでカワウワウワウワウをををを捕獲捕獲捕獲捕獲できることにもなっております。あわできることにもなっております。あわできることにもなっております。あわできることにもなっております。あわせせせせましてカましてカましてカましてカワウワウワウワウにつにつにつにつ

きましてはきましてはきましてはきましては非常非常非常非常に長に長に長に長距離距離距離距離をををを飛飛飛飛行するということで、行するということで、行するということで、行するということで、琵琶湖琵琶湖琵琶湖琵琶湖のののの竹竹竹竹生生生生島島島島のカのカのカのカワウワウワウワウがががが熊熊熊熊本県で本県で本県で本県で確確確確

認認認認をされたということもごをされたということもごをされたということもごをされたということもござざざざいますし、いますし、いますし、いますし、伊伊伊伊勢勢勢勢湾湾湾湾にもかなり出にもかなり出にもかなり出にもかなり出張張張張っているという報告がごっているという報告がごっているという報告がごっているという報告がござざざざ

いまして、いまして、いまして、いまして、現現現現在在在在、、、、中中中中部部部部地地地地方と方と方と方と近近近近畿畿畿畿地地地地方の２府１３県に方の２府１３県に方の２府１３県に方の２府１３県によよよよりましてりましてりましてりまして広広広広域域域域対策協議会を対策協議会を対策協議会を対策協議会を設置設置設置設置いいいい

たしまして、たしまして、たしまして、たしまして、情情情情報交報交報交報交換換換換とととと統統統統一一一一的的的的なななな駆除駆除駆除駆除をやをやをやをやろろろろうということで協議会をうということで協議会をうということで協議会をうということで協議会を設設設設けております。けております。けております。けております。以以以以

上上上上でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

○神田委員○神田委員○神田委員○神田委員 いいいいろろろろいいいいろろろろすすすすみみみみまままませんせんせんせん。。。。時時時時間も間も間も間も時時時時間ですから間ですから間ですから間ですから聞聞聞聞きたいことはまたきたいことはまたきたいことはまたきたいことはまた個別個別個別個別にににに聞聞聞聞かかかかせせせせ

てもらいますけれど、カてもらいますけれど、カてもらいますけれど、カてもらいますけれど、カワウワウワウワウが全体でが全体でが全体でが全体で５００５００５００５００何何何何羽羽羽羽。もっといそうな。もっといそうな。もっといそうな。もっといそうな気気気気もするのですけれどもするのですけれどもするのですけれどもするのですけれど

……………………

（発言する（発言する（発言する（発言する者者者者あり）あり）あり）あり）

もっといそうですもっといそうですもっといそうですもっといそうですよよよよ。それから。それから。それから。それからふふふふえているかもわからないです。えているかもわからないです。えているかもわからないです。えているかもわからないです。

市町村市町村市町村市町村がががが駆除駆除駆除駆除するときのするときのするときのするときの補助補助補助補助は、そういうは、そういうは、そういうは、そういう橿橿橿橿原神原神原神原神宮宮宮宮とか、神とか、神とか、神とか、神社社社社庁庁庁庁とか、そういうとことか、そういうとことか、そういうとことか、そういうところろろろ

には出ないの。出ない、はい。には出ないの。出ない、はい。には出ないの。出ない、はい。には出ないの。出ない、はい。

カカカカワウワウワウワウは、またこれからも見ていきたいと思います。は、またこれからも見ていきたいと思います。は、またこれからも見ていきたいと思います。は、またこれからも見ていきたいと思います。
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でもでもでもでも捕獲捕獲捕獲捕獲してもいいということは、してもいいということは、してもいいということは、してもいいということは、皆皆皆皆ささささんんんん、、、、知知知知らないかもしれないです。もうらないかもしれないです。もうらないかもしれないです。もうらないかもしれないです。もう少少少少しししし徹底徹底徹底徹底

してもらった方が。してもらった方が。してもらった方が。してもらった方が。

（（（（「「「「狩猟免許狩猟免許狩猟免許狩猟免許が要るが要るが要るが要る」」」」「「「「勝勝勝勝手にやったらあか手にやったらあか手にやったらあか手にやったらあかんんんんでででで」」」」とととと呼呼呼呼ぶぶぶぶ者者者者あり）あり）あり）あり）

勝勝勝勝手にするといけない、も手にするといけない、も手にするといけない、も手にするといけない、もちろんちろんちろんちろん。そ。そ。そ。そんんんんなななな網網網網張張張張ってとるといけないけれど。ってとるといけないけれど。ってとるといけないけれど。ってとるといけないけれど。

（（（（「「「「免許免許免許免許が要るが要るが要るが要る」」」」とととと呼呼呼呼ぶぶぶぶ者者者者あり）あり）あり）あり）

要るけれど。だから、それをとったらいけない。いや、でも要るけれど。だから、それをとったらいけない。いや、でも要るけれど。だから、それをとったらいけない。いや、でも要るけれど。だから、それをとったらいけない。いや、でも禁漁区禁漁区禁漁区禁漁区のとこのとこのとこのところへろへろへろへ飛飛飛飛来来来来するするするする

のです。のです。のです。のです。鳥鳥鳥鳥などの方がなどの方がなどの方がなどの方が偉偉偉偉いです。だから、そこいです。だから、そこいです。だから、そこいです。だから、そこへへへへ行くからとれないのです。わかりました。行くからとれないのです。わかりました。行くからとれないのです。わかりました。行くからとれないのです。わかりました。

しっかりしっかりしっかりしっかり頑張頑張頑張頑張ってってってって少少少少しでもなくすしでもなくすしでもなくすしでもなくすよよよように、うに、うに、うに、被害被害被害被害がががが少少少少なくなるなくなるなくなるなくなるよよよようにうにうにうに頑張頑張頑張頑張りたいと思います。りたいと思います。りたいと思います。りたいと思います。

大体お大体お大体お大体お答答答答えいただいたことで理えいただいたことで理えいただいたことで理えいただいたことで理解解解解はさはさはさはさせせせせていただきましたけれども、ていただきましたけれども、ていただきましたけれども、ていただきましたけれども、特特特特にその農業のにその農業のにその農業のにその農業の担担担担

い手い手い手い手育育育育成は、成は、成は、成は、ぜひよろぜひよろぜひよろぜひよろしくお願いしたいと思います。本しくお願いしたいと思います。本しくお願いしたいと思います。本しくお願いしたいと思います。本当当当当はどういうはどういうはどういうはどういう地地地地域域域域で、どれで、どれで、どれで、どれぐぐぐぐらいらいらいらい

のののの数数数数の方たの方たの方たの方たちちちちがそういうがそういうがそういうがそういうよよよようにうにうにうに担担担担い手としてい手としてい手としてい手として頑張頑張頑張頑張っていただいているかをっていただいているかをっていただいているかをっていただいているかを知知知知りたいので、りたいので、りたいので、りたいので、

もしそういう資もしそういう資もしそういう資もしそういう資料料料料がありましたら、見がありましたら、見がありましたら、見がありましたら、見せせせせていただきたいと思います。それで今ていただきたいと思います。それで今ていただきたいと思います。それで今ていただきたいと思います。それで今回回回回はははは終終終終わっわっわっわっ

ておきます。ておきます。ておきます。ておきます。

○猪奥委員○猪奥委員○猪奥委員○猪奥委員 エネルギエネルギエネルギエネルギーーーー政策についてお政策についてお政策についてお政策についてお聞聞聞聞きしたいのです。きしたいのです。きしたいのです。きしたいのです。先先先先ほどご質問があったほどご質問があったほどご質問があったほどご質問があったエネルエネルエネルエネル

ギギギギーーーービビビビジジジジョョョョンンンンを策定することになっていますが、を策定することになっていますが、を策定することになっていますが、を策定することになっていますが、エネルギエネルギエネルギエネルギー利活ー利活ー利活ー利活用用用用研究研究研究研究会の会の会の会の中中中中ででででエネルギエネルギエネルギエネルギ

ーーーービビビビジジジジョョョョンンンンを策定されるにを策定されるにを策定されるにを策定されるに当当当当たって、たって、たって、たって、各各各各課課課課で行われているで行われているで行われているで行われている新新新新しくつけられた予しくつけられた予しくつけられた予しくつけられた予算算算算、例えば、例えば、例えば、例えば

水水水水道局道局道局道局は県は県は県は県営営営営水水水水道道道道小小小小水水水水力力力力発発発発電電電電推進推進推進推進基本基本基本基本計画計画計画計画を策定することに予を策定することに予を策定することに予を策定することに予算算算算がついていたりするののがついていたりするののがついていたりするののがついていたりするのの

ですが、これのですが、これのですが、これのですが、これの整整整整合性合性合性合性はどうなっているのかをはどうなっているのかをはどうなっているのかをはどうなっているのかを教教教教えていただきたいのが１点と、えていただきたいのが１点と、えていただきたいのが１点と、えていただきたいのが１点と、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ンンンのののの中中中中でただただこのでただただこのでただただこのでただただこの夏夏夏夏のののの節電節電節電節電にににに向向向向けて取りけて取りけて取りけて取り組む組む組む組む、または、または、または、またはピーピーピーピーククククカカカカットットットットをする、をする、をする、をする、

決決決決してそこまでではないと思うのです。してそこまでではないと思うのです。してそこまでではないと思うのです。してそこまでではないと思うのです。奈奈奈奈良県としては、良県としては、良県としては、良県としては、再再再再生可能生可能生可能生可能エネルギエネルギエネルギエネルギーーーーの発の発の発の発電電電電をををを

何何何何％％％％使う使う使う使うよよよような目うな目うな目うな目標標標標をををを立立立立てますとかいったことだと思うのですけれども、てますとかいったことだと思うのですけれども、てますとかいったことだと思うのですけれども、てますとかいったことだと思うのですけれども、最終的最終的最終的最終的ななななイイイイメメメメーーーー

ジジジジはどういうはどういうはどういうはどういうふふふふうにできつつあるのかをうにできつつあるのかをうにできつつあるのかをうにできつつあるのかを教教教教えてください。えてください。えてください。えてください。

それと要それと要それと要それと要望望望望ですけれども、県外の大ですけれども、県外の大ですけれども、県外の大ですけれども、県外の大学学学学に出に出に出に出向向向向いていって、いていって、いていって、いていって、奈奈奈奈良県内の企業に良県内の企業に良県内の企業に良県内の企業に就就就就職してく職してく職してく職してく

ださいというご説明会を今ださいというご説明会を今ださいというご説明会を今ださいというご説明会を今回回回回からからからから新新新新しくしくしくしく始始始始められる。とてもすばらしいことだと思います。められる。とてもすばらしいことだと思います。められる。とてもすばらしいことだと思います。められる。とてもすばらしいことだと思います。

ただ、ただ、ただ、ただ、先先先先ほどのご説明のほどのご説明のほどのご説明のほどのご説明の中中中中で、で、で、で、冬冬冬冬からからからから春春春春の間でやの間でやの間でやの間でやろろろろうと思っていますとのことでしたけれうと思っていますとのことでしたけれうと思っていますとのことでしたけれうと思っていますとのことでしたけれ

ども、ども、ども、ども、私私私私たたたたちちちちのときもそうでしたけれどものときもそうでしたけれどものときもそうでしたけれどものときもそうでしたけれども就就就就職職職職氷河氷河氷河氷河期期期期、このメ、このメ、このメ、このメイイイインンンンのののの就就就就職職職職活活活活動の動の動の動の時期時期時期時期は、は、は、は、

皆皆皆皆ささささんんんん想想想想定される定される定される定されるよよよような大阪府の会うな大阪府の会うな大阪府の会うな大阪府の会社社社社だとか、関だとか、関だとか、関だとか、関東東東東の会の会の会の会社社社社だとかがたくさだとかがたくさだとかがたくさだとかがたくさんんんんあって、それあって、それあって、それあって、それ

に行くのにに行くのにに行くのにに行くのに忙忙忙忙しいのです。しいのです。しいのです。しいのです。特特特特にににに就就就就職職職職氷河氷河氷河氷河期期期期の今だと、の今だと、の今だと、の今だと、決決決決してしてしてして夏夏夏夏のののの時時時時点で点で点で点で卒卒卒卒業が業が業が業が決決決決まっていまっていまっていまってい

ないないないない学生学生学生学生が、メが、メが、メが、メイイイインンンンのののの時期時期時期時期にににに決決決決まっていないまっていないまっていないまっていない学生学生学生学生がががが売売売売れ残っているれ残っているれ残っているれ残っている学生学生学生学生だとはだとはだとはだとは限限限限りまりまりまりませんせんせんせん

ので、大手企業がやられているので、大手企業がやられているので、大手企業がやられているので、大手企業がやられている期期期期間間間間よよよよりもりもりもりも少少少少し長く、今までやっていなかったし長く、今までやっていなかったし長く、今までやっていなかったし長く、今までやっていなかった奈奈奈奈良県とか良県とか良県とか良県とか
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はおやりになられた方がいいはおやりになられた方がいいはおやりになられた方がいいはおやりになられた方がいい学生学生学生学生がががが採採採採れるのではないかと思います。れるのではないかと思います。れるのではないかと思います。れるのではないかと思います。

それと、それと、それと、それと、先先先先ほどのカほどのカほどのカほどのカワウワウワウワウの質問のの質問のの質問のの質問の中中中中で、で、で、で、統統統統一一一一的的的的な、カな、カな、カな、カワウワウワウワウはたくさはたくさはたくさはたくさんんんんいいいいろろろろいいいいろろろろなとこなとこなとこなところろろろ

にににに飛飛飛飛ぶぶぶぶので、協議会があるとご説明がありましたけれども、関ので、協議会があるとご説明がありましたけれども、関ので、協議会があるとご説明がありましたけれども、関ので、協議会があるとご説明がありましたけれども、関西西西西広広広広域域域域連連連連合合合合が発が発が発が発足足足足するときするときするときするとき

に、に、に、に、特特特特にににに滋賀滋賀滋賀滋賀県が県が県が県がひひひひどいということで、どいということで、どいということで、どいということで、滋賀滋賀滋賀滋賀県を県を県を県を中心中心中心中心にカにカにカにカワウワウワウワウの対策をの対策をの対策をの対策を広広広広域域域域連連連連合合合合参加府県参加府県参加府県参加府県

で一で一で一で一斉斉斉斉にやるということがありました。関にやるということがありました。関にやるということがありました。関にやるということがありました。関西西西西広広広広域域域域連連連連合合合合賛賛賛賛成成成成派派派派ですけれども、これがなかっですけれども、これがなかっですけれども、これがなかっですけれども、これがなかっ

たとしても、そもそも協議会でたとしても、そもそも協議会でたとしても、そもそも協議会でたとしても、そもそも協議会で既既既既にににに連連連連携携携携をとっておられて一をとっておられて一をとっておられて一をとっておられて一斉斉斉斉にやっておられるというこにやっておられるというこにやっておられるというこにやっておられるというこ

とでしとでしとでしとでしょょょょうか。それとも、また関うか。それとも、また関うか。それとも、また関うか。それとも、また関西西西西広広広広域域域域連連連連合合合合はははは別別別別で、この協議会には入っていない。で、この協議会には入っていない。で、この協議会には入っていない。で、この協議会には入っていない。可能可能可能可能

性性性性はあるのでしはあるのでしはあるのでしはあるのでしょょょょうか。関うか。関うか。関うか。関西西西西広広広広域域域域連連連連合合合合が一が一が一が一斉斉斉斉にカにカにカにカワウワウワウワウのののの駆除駆除駆除駆除をする日に、をする日に、をする日に、をする日に、みんみんみんみんなカなカなカなカワウワウワウワウがががが

奈奈奈奈良県に良県に良県に良県に飛飛飛飛んんんんできたらできたらできたらできたら嫌嫌嫌嫌だと思って、そういうだと思って、そういうだと思って、そういうだと思って、そういう連連連連携携携携をとられているのかというのををとられているのかというのををとられているのかというのををとられているのかというのを教教教教えてえてえてえて

ください。ください。ください。ください。以上以上以上以上です。です。です。です。

○浪越産業・雇用振興部長○浪越産業・雇用振興部長○浪越産業・雇用振興部長○浪越産業・雇用振興部長 ままままずずずず、、、、エネルギエネルギエネルギエネルギーーーーの関係ですけれども、水の関係ですけれども、水の関係ですけれども、水の関係ですけれども、水道局道局道局道局でありますとでありますとでありますとでありますと

か、農林部でありますとか、そういったとこか、農林部でありますとか、そういったとこか、農林部でありますとか、そういったとこか、農林部でありますとか、そういったところろろろでいでいでいでいろろろろいいいいろろろろ予予予予算算算算をををを計計計計上上上上ささささせせせせていただいていていただいていていただいていていただいてい

る。これはもともとる。これはもともとる。これはもともとる。これはもともとエネルギエネルギエネルギエネルギーーーーののののワワワワーーーーキキキキングチームングチームングチームングチームをををを５５５５つつくりました。そのつつくりました。そのつつくりました。そのつつくりました。その中中中中にいにいにいにいろろろろいいいい

ろろろろなメなメなメなメンンンンババババーーーーが入っている。それが入っている。それが入っている。それが入っている。それぞぞぞぞれの部れの部れの部れの部局局局局予予予予算算算算がそれがそれがそれがそれぞぞぞぞれの部れの部れの部れの部局局局局でででで執執執執行されますけれど行されますけれど行されますけれど行されますけれど

も、も、も、も、考考考考え方としてはこういうえ方としてはこういうえ方としてはこういうえ方としてはこういうエネルギエネルギエネルギエネルギーーーーのののの研究研究研究研究会というくくりの会というくくりの会というくくりの会というくくりの中中中中でとられているというでとられているというでとられているというでとられているという

ことになことになことになことになろろろろうかと思ってます。うかと思ってます。うかと思ってます。うかと思ってます。

それから、それから、それから、それから、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ンンンはどういうはどういうはどういうはどういうイイイイメメメメージージージージになるのだになるのだになるのだになるのだろろろろうというおうというおうというおうというお話話話話かと思いかと思いかと思いかと思い

ます。今おっします。今おっします。今おっします。今おっしゃゃゃゃられるとおりられるとおりられるとおりられるとおり再再再再生可能生可能生可能生可能エネルギエネルギエネルギエネルギーーーー、、、、奈奈奈奈良県ではどういったとこ良県ではどういったとこ良県ではどういったとこ良県ではどういったところろろろの部の部の部の部分分分分

ににににウウウウエエエエートートートートをををを置置置置いたり、いたり、いたり、いたり、施施施施策を策を策を策を展開展開展開展開するのかというするのかというするのかというするのかという形形形形のものをつくっていくことになのものをつくっていくことになのものをつくっていくことになのものをつくっていくことになろろろろうううう

かと思います。かと思います。かと思います。かと思います。簡簡簡簡単単単単ですけれど、ですけれど、ですけれど、ですけれど、以上以上以上以上です。です。です。です。

○加納雇用労政課長○加納雇用労政課長○加納雇用労政課長○加納雇用労政課長 先先先先ほどおほどおほどおほどお話話話話のありました県外の大のありました県外の大のありました県外の大のありました県外の大学へ学へ学へ学へのののの連連連連携携携携でごでごでごでござざざざいますけれども、いますけれども、いますけれども、いますけれども、

事業名は事業名は事業名は事業名は奈奈奈奈良県で良県で良県で良県で働働働働くくくくフフフフェェェェアというアというアというアという形形形形にしております。これの目にしております。これの目にしております。これの目にしております。これの目的的的的は、県内の事業は、県内の事業は、県内の事業は、県内の事業者者者者、事、事、事、事

業業業業所所所所のののの中中中中においては、いわにおいては、いわにおいては、いわにおいては、いわゆゆゆゆる理る理る理る理工工工工系系系系のののの人材人材人材人材をををを望望望望まれる方がまれる方がまれる方がまれる方が多多多多いのです。とこいのです。とこいのです。とこいのです。ところろろろが県内でが県内でが県内でが県内で

は理は理は理は理工工工工系系系系の大の大の大の大学学学学はははは少少少少なくなっております。そういったとこなくなっております。そういったとこなくなっております。そういったとこなくなっております。そういったところろろろから理から理から理から理工工工工系系系系のあるのあるのあるのある学学学学部の大部の大部の大部の大学学学学

へへへへここここちちちちらかららかららかららから京京京京都都都都府とか大阪府とか、そういう県外の方府とか大阪府とか、そういう県外の方府とか大阪府とか、そういう県外の方府とか大阪府とか、そういう県外の方へへへへ出出出出向向向向いていっていていっていていっていていって奈奈奈奈良県の企業を良県の企業を良県の企業を良県の企業を

ＰＰＰＰＲＲＲＲしたいと思っています。そのときに企業説明会というしたいと思っています。そのときに企業説明会というしたいと思っています。そのときに企業説明会というしたいと思っています。そのときに企業説明会という形形形形でででで奈奈奈奈良県の事業良県の事業良県の事業良県の事業所所所所をその県外をその県外をその県外をその県外

の大の大の大の大学学学学にごにごにごにご紹介紹介紹介紹介するというするというするというするという形形形形でごでごでごでござざざざいます。それで、今のとこいます。それで、今のとこいます。それで、今のとこいます。それで、今のところろろろはははは５回程５回程５回程５回程度を予定してい度を予定してい度を予定してい度を予定してい

ます。ます。ます。ます。

委員がご委員がご委員がご委員がご指摘指摘指摘指摘ののののよよよようにうにうにうに時期時期時期時期については、もうについては、もうについては、もうについては、もう少少少少し長い間できるのか、そのし長い間できるのか、そのし長い間できるのか、そのし長い間できるのか、その辺辺辺辺のとこのとこのとこのところろろろをををを

よよよよくくくく考考考考慮慮慮慮してやっていきたいと思っています。してやっていきたいと思っています。してやっていきたいと思っています。してやっていきたいと思っています。以上以上以上以上です。です。です。です。
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○植田農業水産振興課長○植田農業水産振興課長○植田農業水産振興課長○植田農業水産振興課長 カカカカワウワウワウワウのお尋ねでごのお尋ねでごのお尋ねでごのお尋ねでござざざざいます。もともとカいます。もともとカいます。もともとカいます。もともとカワウワウワウワウはははは琵琶湖琵琶湖琵琶湖琵琶湖のののの竹竹竹竹生生生生

島島島島とととと愛愛愛愛知知知知県だったと思いますが、県だったと思いますが、県だったと思いますが、県だったと思いますが、非常非常非常非常にににに多多多多くいるくいるくいるくいる場所場所場所場所がごがごがごがござざざざいます。そういう意います。そういう意います。そういう意います。そういう意味味味味とととと広広広広域域域域

にににに飛飛飛飛行するということで、行するということで、行するということで、行するということで、中中中中部、部、部、部、近近近近畿畿畿畿２府１３県で２府１３県で２府１３県で２府１３県で広広広広域域域域対策協議会をつくっているとこ対策協議会をつくっているとこ対策協議会をつくっているとこ対策協議会をつくっているところろろろ

でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

関関関関西西西西広広広広域域域域連連連連合合合合でででで滋賀滋賀滋賀滋賀県を県を県を県を中心中心中心中心にににに駆除駆除駆除駆除されるというおされるというおされるというおされるというお話話話話もごもごもごもござざざざいますが、いますが、いますが、いますが、情情情情報交報交報交報交換換換換をををを通通通通じじじじ

てててて統統統統一した日に一した日に一した日に一した日に駆除駆除駆除駆除ができるができるができるができるよよよようにするということで事うにするということで事うにするということで事うにするということで事務務務務方の会議では方の会議では方の会議では方の会議では話話話話ができているとができているとができているとができていると

こここころろろろでごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

それと、平成１６年からおおそれと、平成１６年からおおそれと、平成１６年からおおそれと、平成１６年からおおむむむむね年間１ね年間１ね年間１ね年間１５０５０５０５０羽羽羽羽ぐぐぐぐらいを事業でらいを事業でらいを事業でらいを事業で捕獲捕獲捕獲捕獲しているとこしているとこしているとこしているところろろろでごでごでごでご

ざざざざいます。います。います。います。以上以上以上以上です。です。です。です。

○猪奥委員○猪奥委員○猪奥委員○猪奥委員 ありがとうごありがとうごありがとうごありがとうござざざざいます。います。います。います。

エネルギエネルギエネルギエネルギー利活ー利活ー利活ー利活用用用用研究研究研究研究会でこの会でこの会でこの会でこの５５５５つのつのつのつのワワワワーーーーキキキキングチームングチームングチームングチームでおでおでおでお話話話話しししし合合合合いがされているいがされているいがされているいがされている中中中中で、で、で、で、

今今今今現現現現在在在在されているかどうかわからないのですけれども、例えばされているかどうかわからないのですけれども、例えばされているかどうかわからないのですけれども、例えばされているかどうかわからないのですけれども、例えば市市市市民民民民共同共同共同共同発発発発電電電電所所所所といったといったといったといったよよよよ

うなとこうなとこうなとこうなところろろろにににに助助助助成をつける、成をつける、成をつける、成をつける、再再再再生可能生可能生可能生可能エネルギエネルギエネルギエネルギーーーー、、、、小小小小規規規規模模模模であるとか、であるとか、であるとか、であるとか、分分分分散散散散であるとか、であるとか、であるとか、であるとか、

住住住住民参加、民参加、民参加、民参加、市市市市民参加であるとか、ある民参加であるとか、ある民参加であるとか、ある民参加であるとか、ある程程程程度度度度キキキキーーーーワワワワーーーードドドドがあるのですけれども、があるのですけれども、があるのですけれども、があるのですけれども、ちちちちょょょょうだいうだいうだいうだい

したしたしたしたペーパーペーパーペーパーペーパーではではではでは住住住住民参加ですとか、民参加ですとか、民参加ですとか、民参加ですとか、市市市市民参加という民参加という民参加という民参加というよよよようなうなうなうな分分分分野が見野が見野が見野が見当当当当たらなかったので、たらなかったので、たらなかったので、たらなかったので、

そういった点も含めてこれから３月そういった点も含めてこれから３月そういった点も含めてこれから３月そういった点も含めてこれから３月末末末末に出されるに出されるに出されるに出される考考考考え方にえ方にえ方にえ方に向向向向けておけておけておけてお話話話話しししし合合合合いしていただきいしていただきいしていただきいしていただき

たいと思います。たいと思います。たいと思います。たいと思います。

あとカあとカあとカあとカワウワウワウワウについては、きについては、きについては、きについては、きちんちんちんちんと関と関と関と関西西西西広広広広域域域域連連連連合合合合の事の事の事の事務務務務局局局局ともともともともよよよよくおくおくおくお話話話話しししし合合合合いをしていたいをしていたいをしていたいをしていた

だいて、関だいて、関だいて、関だいて、関西西西西広広広広域域域域連連連連合合合合の事の事の事の事務務務務局局局局ですね。ですね。ですね。ですね。

（発言する（発言する（発言する（発言する者者者者あり）あり）あり）あり）

中中中中部の事部の事部の事部の事務務務務局局局局とするのですか。それはでは今までどおりで。とするのですか。それはでは今までどおりで。とするのですか。それはでは今までどおりで。とするのですか。それはでは今までどおりで。よよよよかった、ありがとうごかった、ありがとうごかった、ありがとうごかった、ありがとうござざざざ

います。います。います。います。以上以上以上以上です。です。です。です。

○藤野副委員長○藤野副委員長○藤野副委員長○藤野副委員長 時時時時間もかなりたっておりますので、間もかなりたっておりますので、間もかなりたっておりますので、間もかなりたっておりますので、簡潔簡潔簡潔簡潔に１点だけおに１点だけおに１点だけおに１点だけお聞聞聞聞きをいたします。きをいたします。きをいたします。きをいたします。

その前に、きその前に、きその前に、きその前に、きょょょょうの報告にありました食肉うの報告にありました食肉うの報告にありました食肉うの報告にありました食肉流通センター流通センター流通センター流通センターの改の改の改の改革検討状況革検討状況革検討状況革検討状況についてですが、についてですが、についてですが、についてですが、

地元地元地元地元という委員の発言もありました。という委員の発言もありました。という委員の発言もありました。という委員の発言もありました。私私私私、、、、地元中地元中地元中地元中のののの地元地元地元地元なので、なので、なので、なので、私私私私のののの耳耳耳耳にもさまにもさまにもさまにもさまざざざざまなまなまなまな地地地地

元元元元のご意見をのご意見をのご意見をのご意見を承承承承っております。ただし、今っております。ただし、今っております。ただし、今っております。ただし、今現時現時現時現時点では、この点では、この点では、この点では、この経営経営経営経営改改改改革等検討革等検討革等検討革等検討委員会でさま委員会でさま委員会でさま委員会でさま

ざざざざまな議まな議まな議まな議論論論論がなされているということをお伝えしておりますとがなされているということをお伝えしておりますとがなされているということをお伝えしておりますとがなされているということをお伝えしておりますと同同同同時時時時に、に、に、に、新新新新聞聞聞聞で廃で廃で廃で廃止止止止も含めも含めも含めも含め

たたたた検討検討検討検討をされると見出しにをされると見出しにをされると見出しにをされると見出しに載載載載ってしまったので、廃ってしまったので、廃ってしまったので、廃ってしまったので、廃止止止止なら何かなら何かなら何かなら何か地元地元地元地元のののの活活活活用、用、用、用、跡跡跡跡地利地利地利地利用の用の用の用の活活活活

用ができないかとか、そういうお言用ができないかとか、そういうお言用ができないかとか、そういうお言用ができないかとか、そういうお言葉葉葉葉もいもいもいもいろろろろいいいいろろろろ聞聞聞聞くのですけれども、くのですけれども、くのですけれども、くのですけれども、現時現時現時現時点ではさま点ではさま点ではさま点ではさまざざざざ

まな議まな議まな議まな議論論論論が今なされて、県にが今なされて、県にが今なされて、県にが今なされて、県に答答答答申申申申をされて、県がそれををされて、県がそれををされて、県がそれををされて、県がそれを受受受受けて取りけて取りけて取りけて取り組み組み組み組みを行うと正を行うと正を行うと正を行うと正確確確確にににに住住住住
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民の方民の方民の方民の方 々々々々にお伝えをいたしております。ただし、そのにお伝えをいたしております。ただし、そのにお伝えをいたしております。ただし、そのにお伝えをいたしております。ただし、その中中中中でででで最最最最大大大大限限限限効効効効率率率率的的的的なななな運運運運営営営営がががが必必必必要であ要であ要であ要であ

るというとこるというとこるというとこるというところろろろがががが非常非常非常非常にににに気気気気になっておりまして、になっておりまして、になっておりまして、になっておりまして、合合合合理理理理的的的的にやれるというのはにやれるというのはにやれるというのはにやれるというのは非常非常非常非常にににに結結結結構な構な構な構な

ことですけれども、ことですけれども、ことですけれども、ことですけれども、施設施設施設施設なり、あるいはなり、あるいはなり、あるいはなり、あるいは周辺周辺周辺周辺環境環境環境環境も含めて、も含めて、も含めて、も含めて、河河河河川等川等川等川等も含めて、ここには手も含めて、ここには手も含めて、ここには手も含めて、ここには手

を緩めを緩めを緩めを緩めずずずずにやっていただきたいというのは、これはもうにやっていただきたいというのは、これはもうにやっていただきたいというのは、これはもうにやっていただきたいというのは、これはもう当当当当然然然然なことでごなことでごなことでごなことでござざざざいますが、改めいますが、改めいますが、改めいますが、改め

てそのことを要てそのことを要てそのことを要てそのことを要望望望望をさをさをさをさせせせせていただきたいと、このていただきたいと、このていただきたいと、このていただきたいと、このよよよように思っております。うに思っております。うに思っております。うに思っております。現時現時現時現時点で県民の、点で県民の、点で県民の、点で県民の、

あるいはあるいはあるいはあるいは地元地元地元地元のご意見をおのご意見をおのご意見をおのご意見をお聞聞聞聞きしてそれをということではないということだけは、今きしてそれをということではないということだけは、今きしてそれをということではないということだけは、今きしてそれをということではないということだけは、今認識認識認識認識

をしているということだけ発言をさをしているということだけ発言をさをしているということだけ発言をさをしているということだけ発言をさせせせせていただきます。ていただきます。ていただきます。ていただきます。

１点だけお１点だけお１点だけお１点だけお聞聞聞聞きしたいのは、この食肉きしたいのは、この食肉きしたいのは、この食肉きしたいのは、この食肉流通センター流通センター流通センター流通センターあるいはあるいはあるいはあるいは中中中中央卸央卸央卸央卸売売売売市場市場市場市場では今、ありでは今、ありでは今、ありでは今、あり

方方方方検討検討検討検討委員会がなされております。それに委員会がなされております。それに委員会がなされております。それに委員会がなされております。それに伴伴伴伴って今、って今、って今、って今、厳厳厳厳しいしいしいしい財財財財政政政政状況状況状況状況、あるいは今、あるいは今、あるいは今、あるいは今後後後後もっもっもっもっ

とそれが大きくなるだとそれが大きくなるだとそれが大きくなるだとそれが大きくなるだろろろろうと予うと予うと予うと予想想想想される、される、される、される、以以以以前質問さ前質問さ前質問さ前質問させせせせていただいた林業基ていただいた林業基ていただいた林業基ていただいた林業基金金金金の対の対の対の対応応応応につにつにつにつ

いて、今どのいて、今どのいて、今どのいて、今どのよよよような取りうな取りうな取りうな取り組み組み組み組みをされているのか、１点だけおをされているのか、１点だけおをされているのか、１点だけおをされているのか、１点だけお聞聞聞聞きいたします。きいたします。きいたします。きいたします。以上以上以上以上です。です。です。です。

○七尾林業振興課長○七尾林業振興課長○七尾林業振興課長○七尾林業振興課長 林業基林業基林業基林業基金金金金につきましては、今につきましては、今につきましては、今につきましては、今現現現現在在在在、内部で、内部で、内部で、内部で検討検討検討検討を加えているとこを加えているとこを加えているとこを加えているところろろろ

でごでごでごでござざざざいます。外部のいます。外部のいます。外部のいます。外部の有識有識有識有識者者者者の意見もの意見もの意見もの意見も聞聞聞聞きながらきながらきながらきながら検討検討検討検討していくというしていくというしていくというしていくというふふふふうにうにうにうに進進進進めさめさめさめさせせせせていていていてい

ただいているとこただいているとこただいているとこただいているところろろろでごでごでごでござざざざいます。います。います。います。以上以上以上以上でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

○藤野副委員長○藤野副委員長○藤野副委員長○藤野副委員長 その質問さその質問さその質問さその質問させせせせていただいたのはていただいたのはていただいたのはていただいたのは去去去去年年年年９９９９月だったわけですが、それから月だったわけですが、それから月だったわけですが、それから月だったわけですが、それから数数数数

カ月たっています。今、そういう方カ月たっています。今、そういう方カ月たっています。今、そういう方カ月たっています。今、そういう方向向向向でででで進進進進められているというのはめられているというのはめられているというのはめられているというのは結結結結構なことですけれど構なことですけれど構なことですけれど構なことですけれど

も、もうも、もうも、もうも、もう具具具具体体体体的的的的ななななタタタタイイイイムスケジュームスケジュームスケジュームスケジュールルルルなどがなどがなどがなどが決決決決まっているのかそれだけおまっているのかそれだけおまっているのかそれだけおまっているのかそれだけお聞聞聞聞きいたします。きいたします。きいたします。きいたします。

○七尾林業振興課長○七尾林業振興課長○七尾林業振興課長○七尾林業振興課長 具具具具体体体体的的的的ななななタタタタイイイイムスケジュームスケジュームスケジュームスケジュールルルルはははは決決決決まっておりままっておりままっておりままっておりませんせんせんせんが、が、が、が、鋭鋭鋭鋭意意意意検討検討検討検討をををを

進進進進めてまいることにさめてまいることにさめてまいることにさめてまいることにさせせせせていただいております。ていただいております。ていただいております。ていただいております。以上以上以上以上でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

○藤野副委員長○藤野副委員長○藤野副委員長○藤野副委員長 前前前前向向向向きにその発言をとらえさきにその発言をとらえさきにその発言をとらえさきにその発言をとらえさせせせせていただきます。ありがとうごていただきます。ありがとうごていただきます。ありがとうごていただきます。ありがとうござざざざいましいましいましいまし

た。た。た。た。

○大国委員長○大国委員長○大国委員長○大国委員長 では他にごでは他にごでは他にごでは他にござざざざいまいまいまいませんせんせんせんので、これをもって質疑をので、これをもって質疑をので、これをもって質疑をので、これをもって質疑を終終終終わります。わります。わります。わります。

なお、なお、なお、なお、当当当当委員会委員会委員会委員会所所所所管管管管事項にかかわる議案が事項にかかわる議案が事項にかかわる議案が事項にかかわる議案が追追追追加提出される加提出される加提出される加提出される場合場合場合場合には、には、には、には、当当当当委員会を定例会委員会を定例会委員会を定例会委員会を定例会

中中中中の３月６日の３月６日の３月６日の３月６日火曜火曜火曜火曜日の本会議日の本会議日の本会議日の本会議終終終終了了了了後後後後にににに再再再再度度度度開開開開催催催催ささささせせせせていただくこととなりますので、あらていただくこととなりますので、あらていただくこととなりますので、あらていただくこととなりますので、あら

かかかかじじじじめごめごめごめご了了了了承承承承願います。願います。願います。願います。

以上以上以上以上で、本日の委員会をで、本日の委員会をで、本日の委員会をで、本日の委員会を終終終終わります。長わります。長わります。長わります。長時時時時間本間本間本間本当当当当にありがとうごにありがとうごにありがとうごにありがとうござざざざいました。いました。いました。いました。


