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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８月２２日（水） １０：０６～１１：４４平成２４年８月２２日（水） １０：０６～１１：４４平成２４年８月２２日（水） １０：０６～１１：４４平成２４年８月２２日（水） １０：０６～１１：４４

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

岡 史朗 委員長岡 史朗 委員長岡 史朗 委員長岡 史朗 委員長

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

阪口 保 委員阪口 保 委員阪口 保 委員阪口 保 委員

田中 惟允 委員田中 惟允 委員田中 惟允 委員田中 惟允 委員

森山 賀文 委員森山 賀文 委員森山 賀文 委員森山 賀文 委員

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

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

参考人 小島 中小企業支援センター専務理事参考人 小島 中小企業支援センター専務理事参考人 小島 中小企業支援センター専務理事参考人 小島 中小企業支援センター専務理事

福谷 農業振興公社理事福谷 農業振興公社理事福谷 農業振興公社理事福谷 農業振興公社理事

福住 食肉公社常務理事福住 食肉公社常務理事福住 食肉公社常務理事福住 食肉公社常務理事

米田 林業基金常務理事米田 林業基金常務理事米田 林業基金常務理事米田 林業基金常務理事

桜井 奈良市場冷蔵株式会社取締役桜井 奈良市場冷蔵株式会社取締役桜井 奈良市場冷蔵株式会社取締役桜井 奈良市場冷蔵株式会社取締役

岡野 奈良県野菜価格安定基金理事岡野 奈良県野菜価格安定基金理事岡野 奈良県野菜価格安定基金理事岡野 奈良県野菜価格安定基金理事

傍 聴 者傍 聴 者傍 聴 者傍 聴 者 ２名２名２名２名

議 事議 事議 事議 事

（１）平成２４年度主要施策の概要について（１）平成２４年度主要施策の概要について（１）平成２４年度主要施策の概要について（１）平成２４年度主要施策の概要について

（２）その他（２）その他（２）その他（２）その他

＜質疑応答＞＜質疑応答＞＜質疑応答＞＜質疑応答＞

○岡委員長○岡委員長○岡委員長○岡委員長 ただいまの説明、またはその他の事項も含めまして、質疑等があればご発言ただいまの説明、またはその他の事項も含めまして、質疑等があればご発言ただいまの説明、またはその他の事項も含めまして、質疑等があればご発言ただいまの説明、またはその他の事項も含めまして、質疑等があればご発言

願います。願います。願います。願います。

○田中委員○田中委員○田中委員○田中委員 通告も連絡もしていないのでまことに恐縮ですけれど、よろしくお願いいた通告も連絡もしていないのでまことに恐縮ですけれど、よろしくお願いいた通告も連絡もしていないのでまことに恐縮ですけれど、よろしくお願いいた通告も連絡もしていないのでまことに恐縮ですけれど、よろしくお願いいた

します。します。します。します。
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「平成２４年度事業箇所内訳」３４ページ、産業・雇用振興部の項ですけれども、大阪「平成２４年度事業箇所内訳」３４ページ、産業・雇用振興部の項ですけれども、大阪「平成２４年度事業箇所内訳」３４ページ、産業・雇用振興部の項ですけれども、大阪「平成２４年度事業箇所内訳」３４ページ、産業・雇用振興部の項ですけれども、大阪

府と東京都で開催予定の戦略的企業誘致事業でございますが、すでに、大阪府は実施して府と東京都で開催予定の戦略的企業誘致事業でございますが、すでに、大阪府は実施して府と東京都で開催予定の戦略的企業誘致事業でございますが、すでに、大阪府は実施して府と東京都で開催予定の戦略的企業誘致事業でございますが、すでに、大阪府は実施して

いただきましたが、その後の参加された方々の反応といいますか、何か効果が出ておるのいただきましたが、その後の参加された方々の反応といいますか、何か効果が出ておるのいただきましたが、その後の参加された方々の反応といいますか、何か効果が出ておるのいただきましたが、その後の参加された方々の反応といいますか、何か効果が出ておるの

かどうか。出ていればお教えいただきたい。それと東京都での具体的な内容も概要をお知かどうか。出ていればお教えいただきたい。それと東京都での具体的な内容も概要をお知かどうか。出ていればお教えいただきたい。それと東京都での具体的な内容も概要をお知かどうか。出ていればお教えいただきたい。それと東京都での具体的な内容も概要をお知

らせいただければと思います。らせいただければと思います。らせいただければと思います。らせいただければと思います。

それから、産業の現状を見ていますと、大手の電気関係企業では、雇用につながる大きそれから、産業の現状を見ていますと、大手の電気関係企業では、雇用につながる大きそれから、産業の現状を見ていますと、大手の電気関係企業では、雇用につながる大きそれから、産業の現状を見ていますと、大手の電気関係企業では、雇用につながる大き

な動きがあるように思われますので、県内企業の現実の様子はどうなのかを教えていただな動きがあるように思われますので、県内企業の現実の様子はどうなのかを教えていただな動きがあるように思われますので、県内企業の現実の様子はどうなのかを教えていただな動きがあるように思われますので、県内企業の現実の様子はどうなのかを教えていただ

きたいと思います。特に、具体的な社名を出した方がわかりやすいと思いますので、葛城きたいと思います。特に、具体的な社名を出した方がわかりやすいと思いますので、葛城きたいと思います。特に、具体的な社名を出した方がわかりやすいと思いますので、葛城きたいと思います。特に、具体的な社名を出した方がわかりやすいと思いますので、葛城

市新庄にあります太陽光パネルをつくる工場は、日本で一番最初にシャープ株式会社が奈市新庄にあります太陽光パネルをつくる工場は、日本で一番最初にシャープ株式会社が奈市新庄にあります太陽光パネルをつくる工場は、日本で一番最初にシャープ株式会社が奈市新庄にあります太陽光パネルをつくる工場は、日本で一番最初にシャープ株式会社が奈

良県でおつくりいただいた工場だったと思うのですけれども、それも新聞をに良県でおつくりいただいた工場だったと思うのですけれども、それも新聞をに良県でおつくりいただいた工場だったと思うのですけれども、それも新聞をに良県でおつくりいただいた工場だったと思うのですけれども、それも新聞をにぎぎぎぎわしていわしていわしていわしてい

るように見るように見るように見るように見受受受受けます。これが雇用にまでけます。これが雇用にまでけます。これが雇用にまでけます。これが雇用にまで影響影響影響影響していくのかどうかを含めて、県内大手企業していくのかどうかを含めて、県内大手企業していくのかどうかを含めて、県内大手企業していくのかどうかを含めて、県内大手企業

の動の動の動の動向向向向についてごについてごについてごについてご承承承承知の部知の部知の部知の部分分分分があればお知らせいただきたいと思います。があればお知らせいただきたいと思います。があればお知らせいただきたいと思います。があればお知らせいただきたいと思います。

それからそれからそれからそれから、、、、「平成２４年度事業箇所内訳」の６１ページ、「平成２４年度事業箇所内訳」の６１ページ、「平成２４年度事業箇所内訳」の６１ページ、「平成２４年度事業箇所内訳」の６１ページ、以前以前以前以前に一に一に一に一般般般般質質質質問問問問でもでもでもでも触触触触れさせれさせれさせれさせ

ていただいた関係で、公ていただいた関係で、公ていただいた関係で、公ていただいた関係で、公共共共共のののの建築物建築物建築物建築物におけるにおけるにおけるにおける木木木木質質質質利利利利用について、用について、用について、用について、計画計画計画計画をおつくりいただいをおつくりいただいをおつくりいただいをおつくりいただい

てててて書書書書いていただいていますが、その後の状いていただいていますが、その後の状いていただいていますが、その後の状いていただいていますが、その後の状況況況況はまだはまだはまだはまだ始始始始まったばかりで、まったばかりで、まったばかりで、まったばかりで、全全全全体体体体像像像像はどうなのはどうなのはどうなのはどうなの

かよくわからないのですが、特かよくわからないのですが、特かよくわからないのですが、特かよくわからないのですが、特化化化化したことは３つだけしかやりませしたことは３つだけしかやりませしたことは３つだけしかやりませしたことは３つだけしかやりませんんんんということなのか、ということなのか、ということなのか、ということなのか、

そうではなく、こういうことをやろうとして、今ここまでそうではなく、こういうことをやろうとして、今ここまでそうではなく、こういうことをやろうとして、今ここまでそうではなく、こういうことをやろうとして、今ここまで進ん進ん進ん進んでいますという部でいますという部でいますという部でいますという部分分分分があるがあるがあるがある

のかどうか、そののかどうか、そののかどうか、そののかどうか、その辺辺辺辺についてもお知らせいただけたらと思います。よろしくお願いいたしについてもお知らせいただけたらと思います。よろしくお願いいたしについてもお知らせいただけたらと思います。よろしくお願いいたしについてもお知らせいただけたらと思います。よろしくお願いいたし

ます。ます。ます。ます。

○森田企業立地推進課長○森田企業立地推進課長○森田企業立地推進課長○森田企業立地推進課長 東京都、大阪府での企業東京都、大阪府での企業東京都、大阪府での企業東京都、大阪府での企業立地立地立地立地セセセセミナミナミナミナーについてのおーについてのおーについてのおーについてのお尋ね尋ね尋ね尋ねでござでござでござでござ

います。います。います。います。

ままままずずずず、、、、７７７７月に開催しました大阪府での企業月に開催しました大阪府での企業月に開催しました大阪府での企業月に開催しました大阪府での企業立地立地立地立地セセセセミナミナミナミナーの成果はどうかとのことでござーの成果はどうかとのことでござーの成果はどうかとのことでござーの成果はどうかとのことでござ

います。現います。現います。現います。現在在在在、大阪府でのセ、大阪府でのセ、大阪府でのセ、大阪府でのセミナミナミナミナーは３００名ほどの参加がございましたので、そのーは３００名ほどの参加がございましたので、そのーは３００名ほどの参加がございましたので、そのーは３００名ほどの参加がございましたので、その結結結結果果果果

をををを活活活活かして、誘致かして、誘致かして、誘致かして、誘致活活活活動に動に動に動に結び結び結び結びつけるつけるつけるつけるべべべべくくくく努力努力努力努力をしております。をしております。をしております。をしております。

ままままずずずずはおおはおおはおおはおおむねむねむねむね３３３３点点点点ございます。まございます。まございます。まございます。まずずずず１つ１つ１つ１つ目目目目は、は、は、は、当当当当日３００名に日３００名に日３００名に日３００名にアアアアンンンンケケケケーーーートトトトを実施してを実施してを実施してを実施して

おりまして、その中でおりまして、その中でおりまして、その中でおりまして、その中で少少少少しでも奈良県に関しでも奈良県に関しでも奈良県に関しでも奈良県に関心心心心をををを示示示示していただいている企業とこれから連絡していただいている企業とこれから連絡していただいている企業とこれから連絡していただいている企業とこれから連絡

をとって、をとって、をとって、をとって、働働働働きかけをきかけをきかけをきかけを進進進進めるめるめるめる準備準備準備準備をしております。をしております。をしております。をしております。

それと２つそれと２つそれと２つそれと２つ目目目目は、もうは、もうは、もうは、もう少少少少しししし踏み込ん踏み込ん踏み込ん踏み込んで、３００名の中で、奈良県としてはで、３００名の中で、奈良県としてはで、３００名の中で、奈良県としてはで、３００名の中で、奈良県としてはじじじじめておめておめておめてお目目目目にににに

かかった企業もございますので、そかかった企業もございますので、そかかった企業もございますので、そかかった企業もございますので、そちちちちらはらはらはらはアアアアンンンンケケケケーーーートトトトのののの結結結結果いか果いか果いか果いかんんんんはははは別別別別にして、今後ともにして、今後ともにして、今後ともにして、今後とも

情報交換情報交換情報交換情報交換いたしましいたしましいたしましいたしましょょょょうということで連絡をとりうということで連絡をとりうということで連絡をとりうということで連絡をとり始始始始めているところでございます。めているところでございます。めているところでございます。めているところでございます。



---- 3333 ----

３３３３点目点目点目点目は、さらには、さらには、さらには、さらに突突突突っっっっ込み込み込み込みまして、３００名の中でまして、３００名の中でまして、３００名の中でまして、３００名の中で二二二二、、、、三三三三社でございますが、かなり具社でございますが、かなり具社でございますが、かなり具社でございますが、かなり具

体的な関体的な関体的な関体的な関心心心心をををを示示示示しておられる会社がございます。そしておられる会社がございます。そしておられる会社がございます。そしておられる会社がございます。そちちちちらとはらとはらとはらとは候補地候補地候補地候補地も含めまして、今、奈も含めまして、今、奈も含めまして、今、奈も含めまして、今、奈

良県良県良県良県へへへへのののの立地立地立地立地についてごについてごについてごについてご相談相談相談相談をををを進進進進めている状めている状めている状めている状況況況況でございます。でございます。でございます。でございます。

それと、東京都のセそれと、東京都のセそれと、東京都のセそれと、東京都のセミナミナミナミナーの予定をもうーの予定をもうーの予定をもうーの予定をもう少少少少し具体的にとのことでございますが、し具体的にとのことでございますが、し具体的にとのことでございますが、し具体的にとのことでございますが、時期時期時期時期はははは

まだまだまだまだ確確確確定しておりませ定しておりませ定しておりませ定しておりませんんんんが、１１月が、１１月が、１１月が、１１月下旬下旬下旬下旬に東京都内のいに東京都内のいに東京都内のいに東京都内のいずずずずれかの会場で、大阪府でのセれかの会場で、大阪府でのセれかの会場で、大阪府でのセれかの会場で、大阪府でのセミミミミ

ナナナナーとーとーとーと同じ同じ同じ同じく奈良県にく奈良県にく奈良県にく奈良県にゆゆゆゆかりのかりのかりのかりの深深深深い企業人で、できればい企業人で、できればい企業人で、できればい企業人で、できればトットットットップの方にごプの方にごプの方にごプの方にご登壇登壇登壇登壇いただきましいただきましいただきましいただきまし

て、知事とのて、知事とのて、知事とのて、知事との対談対談対談対談というというというという形形形形でででで半半半半日日日日程程程程度の催しを考えております。参加度の催しを考えております。参加度の催しを考えております。参加度の催しを考えております。参加者者者者はははは首首首首都都都都圏圏圏圏のののの在在在在京の京の京の京の

製造製造製造製造業の方あるいは金業の方あるいは金業の方あるいは金業の方あるいは金融融融融関係、関係、関係、関係、建設建設建設建設関係の方々で関係の方々で関係の方々で関係の方々で昨昨昨昨年年年年同同同同様１００名様１００名様１００名様１００名程程程程度お度お度お度お集集集集まりいただいまりいただいまりいただいまりいただい

て、奈良県のて、奈良県のて、奈良県のて、奈良県の立地環境立地環境立地環境立地環境をさらにをさらにをさらにをさらにＰＲＰＲＰＲＰＲしていく。していく。していく。していく。同じ同じ同じ同じように奈良県とのごように奈良県とのごように奈良県とのごように奈良県とのご縁縁縁縁をこのをこのをこのをこの際際際際つくっつくっつくっつくっ

ていって、ていって、ていって、ていって、将来将来将来将来の奈良県の奈良県の奈良県の奈良県へへへへのののの立地立地立地立地につなにつなにつなにつなげげげげていきたいという予定で考えております。ていきたいという予定で考えております。ていきたいという予定で考えております。ていきたいという予定で考えております。以上以上以上以上

でございます。でございます。でございます。でございます。

○鈴木工業振興課長○鈴木工業振興課長○鈴木工業振興課長○鈴木工業振興課長 ２２２２点目点目点目点目のおのおのおのお尋ね尋ね尋ね尋ねでございます。県内の大手企業、具体的にはシャーでございます。県内の大手企業、具体的にはシャーでございます。県内の大手企業、具体的にはシャーでございます。県内の大手企業、具体的にはシャー

プ株式会社になろうかと思いますけれども、県内プ株式会社になろうかと思いますけれども、県内プ株式会社になろうかと思いますけれども、県内プ株式会社になろうかと思いますけれども、県内へへへへのののの影響影響影響影響についてについてについてについて把握把握把握把握していることにつしていることにつしていることにつしていることにつ

いてのおいてのおいてのおいてのお問問問問いいいい合合合合わせでございました。わせでございました。わせでございました。わせでございました。

２つの２つの２つの２つの柱柱柱柱でおでおでおでお話話話話しさせていただこうと思います。ましさせていただこうと思います。ましさせていただこうと思います。ましさせていただこうと思います。まずずずず１つは人員１つは人員１つは人員１つは人員削減削減削減削減について、２つについて、２つについて、２つについて、２つ目目目目

は事業所のは事業所のは事業所のは事業所の再編再編再編再編についてでございます。についてでございます。についてでございます。についてでございます。

ままままずずずず１１１１点目点目点目点目ですけれども、人員ですけれども、人員ですけれども、人員ですけれども、人員削減削減削減削減については、８月２日のシャープ株式会社のについては、８月２日のシャープ株式会社のについては、８月２日のシャープ株式会社のについては、８月２日のシャープ株式会社の四半期四半期四半期四半期

決算決算決算決算発発発発表時表時表時表時に明らかになったに明らかになったに明らかになったに明らかになった５，５，５，５，０００人０００人０００人０００人規模規模規模規模の人員の人員の人員の人員削減削減削減削減の内訳は、の内訳は、の内訳は、の内訳は、自然退自然退自然退自然退職や職や職や職や海外海外海外海外の出の出の出の出

先先先先を含を含を含を含む数む数む数む数でございますけれども、でございますけれども、でございますけれども、でございますけれども、国国国国内で内で内で内で地域別地域別地域別地域別にどうやっていくかの内訳については現にどうやっていくかの内訳については現にどうやっていくかの内訳については現にどうやっていくかの内訳については現

在在在在、シャープ株式会社の本社にて、シャープ株式会社の本社にて、シャープ株式会社の本社にて、シャープ株式会社の本社にて検討検討検討検討中で、中で、中で、中で、詳細詳細詳細詳細は今後は今後は今後は今後詰詰詰詰めていくことになっています。めていくことになっています。めていくことになっています。めていくことになっています。

２２２２点目点目点目点目の事業所のの事業所のの事業所のの事業所の再編再編再編再編についてでございますけれども、現についてでございますけれども、現についてでございますけれども、現についてでございますけれども、現在在在在、奈良県内には大、奈良県内には大、奈良県内には大、奈良県内には大和郡和郡和郡和郡山市、山市、山市、山市、

葛城市、葛城市、葛城市、葛城市、天天天天理市の３事業所が理市の３事業所が理市の３事業所が理市の３事業所が存在存在存在存在しておりまして、今特にしておりまして、今特にしておりまして、今特にしておりまして、今特に話題話題話題話題になっているのは葛城事業になっているのは葛城事業になっているのは葛城事業になっているのは葛城事業

所になろうかと思いますが、８月２日のシャープ株式会社の所になろうかと思いますが、８月２日のシャープ株式会社の所になろうかと思いますが、８月２日のシャープ株式会社の所になろうかと思いますが、８月２日のシャープ株式会社の四半期決算四半期決算四半期決算四半期決算発発発発表表表表のときに、事のときに、事のときに、事のときに、事

業所体業所体業所体業所体制制制制の見の見の見の見直直直直しの一しの一しの一しの一環環環環として、葛城事業所の縮小方として、葛城事業所の縮小方として、葛城事業所の縮小方として、葛城事業所の縮小方針針針針が発が発が発が発表表表表されたことから、されたことから、されたことから、されたことから、当当当当事業所事業所事業所事業所

の縮小方の縮小方の縮小方の縮小方針針針針について、シャープ株式会社からについて、シャープ株式会社からについて、シャープ株式会社からについて、シャープ株式会社から直接直接直接直接事事事事情情情情の聞き取りをの聞き取りをの聞き取りをの聞き取りを行行行行ってきたところでごってきたところでごってきたところでごってきたところでご

ざいます。ざいます。ざいます。ざいます。ソソソソーーーーララララー事業について、現ー事業について、現ー事業について、現ー事業について、現在在在在、、、、堺堺堺堺市と葛城市の２市と葛城市の２市と葛城市の２市と葛城市の２カカカカ所に所に所に所に分散分散分散分散している事業所をしている事業所をしている事業所をしている事業所を

堺堺堺堺市の１市の１市の１市の１カカカカ所に所に所に所に集約集約集約集約をしまして、葛城事業所は縮小していく方をしまして、葛城事業所は縮小していく方をしまして、葛城事業所は縮小していく方をしまして、葛城事業所は縮小していく方針針針針であり、ただ他方で葛城であり、ただ他方で葛城であり、ただ他方で葛城であり、ただ他方で葛城

事業所に事業所に事業所に事業所に残残残残すすすす機能機能機能機能や、人員や、人員や、人員や、人員削減削減削減削減のののの規模規模規模規模やややや時期時期時期時期についても、今後についても、今後についても、今後についても、今後詳細詳細詳細詳細をををを詰詰詰詰めることになってめることになってめることになってめることになって

おります。その一方で、現おります。その一方で、現おります。その一方で、現おります。その一方で、現在在在在、、、、栃木栃木栃木栃木工場にある工場にある工場にある工場にあるＡＶＡＶＡＶＡＶ事業の事業の事業の事業の機能機能機能機能は県内には県内には県内には県内に移転移転移転移転する方する方する方する方針針針針になになになにな

っていると聞いております。っていると聞いております。っていると聞いております。っていると聞いております。



---- 4444 ----

いいいいずずずずれにしましても、れにしましても、れにしましても、れにしましても、詳細詳細詳細詳細は今後は今後は今後は今後詰詰詰詰めていくと聞いておりますので、県としては今後もめていくと聞いておりますので、県としては今後もめていくと聞いておりますので、県としては今後もめていくと聞いておりますので、県としては今後も

シャープ株式会社とシャープ株式会社とシャープ株式会社とシャープ株式会社と密密密密にににに意意意意見見見見交換交換交換交換をしながら、雇用をしながら、雇用をしながら、雇用をしながら、雇用へへへへのののの影響影響影響影響などをなどをなどをなどを抽抽抽抽出して、県内で事業出して、県内で事業出して、県内で事業出して、県内で事業

活活活活動を動を動を動を積極積極積極積極的に的に的に的に展展展展開していただけるように連開していただけるように連開していただけるように連開していただけるように連携携携携をしてまいりたいと考えております。をしてまいりたいと考えております。をしてまいりたいと考えております。をしてまいりたいと考えております。以上以上以上以上

でございます。でございます。でございます。でございます。

○岡野奈良の木ブランド課長○岡野奈良の木ブランド課長○岡野奈良の木ブランド課長○岡野奈良の木ブランド課長 公公公公共建築物共建築物共建築物共建築物のののの木造化及び木造化及び木造化及び木造化及び内内内内装装装装のののの木木木木質質質質化化化化についての質についての質についての質についての質問問問問がごがごがごがご

ざいました。ざいました。ざいました。ざいました。

県では、公県では、公県では、公県では、公共建築物共建築物共建築物共建築物における奈良のにおける奈良のにおける奈良のにおける奈良の木木木木のののの利利利利用用用用推進推進推進推進方方方方針針針針を平成２４年３月に策定しておりを平成２４年３月に策定しておりを平成２４年３月に策定しておりを平成２４年３月に策定しており

ます。ます。ます。ます。計画計画計画計画の内容・方の内容・方の内容・方の内容・方針針針針ののののポイポイポイポインンンントトトトでございますが、県といたしましては公でございますが、県といたしましては公でございますが、県といたしましては公でございますが、県といたしましては公共建築物共建築物共建築物共建築物のうのうのうのう

ちちちち、、、、耐火耐火耐火耐火基基基基準準準準がががが求求求求められていないめられていないめられていないめられていない低層建築物低層建築物低層建築物低層建築物についてはについてはについてはについては木造化木造化木造化木造化をををを進進進進めていこうと。また、めていこうと。また、めていこうと。また、めていこうと。また、

多多多多くの県くの県くの県くの県民民民民がががが利利利利用する用する用する用するススススペーペーペーペースススス等につきましては、内等につきましては、内等につきましては、内等につきましては、内装装装装のののの木木木木質質質質化化化化をををを進進進進めていこうと。そのめていこうと。そのめていこうと。そのめていこうと。その

際際際際には、奈良県のには、奈良県のには、奈良県のには、奈良県の地域認証材地域認証材地域認証材地域認証材をををを利利利利用していくことが用していくことが用していくことが用していくことがポイポイポイポインンンントトトトになってございます。になってございます。になってございます。になってございます。

３つほどの施３つほどの施３つほどの施３つほどの施設設設設をををを上げ上げ上げ上げられているけれども、今後はこれをられているけれども、今後はこれをられているけれども、今後はこれをられているけれども、今後はこれを広広広広めていくのかとのご質めていくのかとのご質めていくのかとのご質めていくのかとのご質問問問問でででで

ございます。平成２４年度におきましては奈良県中ございます。平成２４年度におきましては奈良県中ございます。平成２４年度におきましては奈良県中ございます。平成２４年度におきましては奈良県中央央央央こどもこどもこどもこども家庭相談家庭相談家庭相談家庭相談センターのセンターのセンターのセンターの相談棟相談棟相談棟相談棟や、や、や、や、

奈良公奈良公奈良公奈良公園管園管園管園管理事務所、奈良県理事務所、奈良県理事務所、奈良県理事務所、奈良県立橿原立橿原立橿原立橿原公公公公苑苑苑苑ジジジジョガョガョガョガーーーーステステステステーシーシーシーショョョョンにおいてンにおいてンにおいてンにおいて木木木木質質質質化化化化に取りに取りに取りに取り組ん組ん組ん組ん

でまいります。今後もでまいります。今後もでまいります。今後もでまいります。今後も営繕営繕営繕営繕部部部部局局局局やややや各各各各所所所所管管管管部部部部局局局局と連と連と連と連携携携携いたしまして取りいたしまして取りいたしまして取りいたしまして取り組み組み組み組みをををを進進進進めていきためていきためていきためていきた

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

また、このような取りまた、このような取りまた、このような取りまた、このような取り組み組み組み組みにつきましては、県だけではなく市につきましては、県だけではなく市につきましては、県だけではなく市につきましては、県だけではなく市町村へ町村へ町村へ町村へも取りも取りも取りも取り組み組み組み組みをををを広げ広げ広げ広げ

ていきたいということで、市ていきたいということで、市ていきたいということで、市ていきたいということで、市町村町村町村町村におけるにおけるにおけるにおける木造木木造木木造木木造木質質質質化化化化の取りの取りの取りの取り組み組み組み組みの方の方の方の方針針針針をををを作作作作っていただけっていただけっていただけっていただけ

るようるようるようるよう働働働働きかけをきかけをきかけをきかけを行行行行っていくっていくっていくっていく段階段階段階段階でございます。でございます。でございます。でございます。以上以上以上以上です。です。です。です。

○田中委員○田中委員○田中委員○田中委員 シャープ株式会社の場シャープ株式会社の場シャープ株式会社の場シャープ株式会社の場合合合合は、は、は、は、余余余余りにも大きい人員りにも大きい人員りにも大きい人員りにも大きい人員削減削減削減削減のののの数字数字数字数字を出しているのを出しているのを出しているのを出しているの

で、一体どこでどれだけで、一体どこでどれだけで、一体どこでどれだけで、一体どこでどれだけ削削削削られるのかがられるのかがられるのかがられるのかが全全全全くわかりませくわかりませくわかりませくわかりませんんんんし、県内し、県内し、県内し、県内在在在在住の方にどれだけ住の方にどれだけ住の方にどれだけ住の方にどれだけ影影影影

響響響響があるのかについてもできるだけがあるのかについてもできるだけがあるのかについてもできるだけがあるのかについてもできるだけ早早早早くくくく把握把握把握把握していただいて、していただいて、していただいて、していただいて、就就就就業に業に業に業に不不不不安を安を安を安を抱抱抱抱かないようかないようかないようかないよう

なななな形形形形ににににリリリリーーーーディディディディンンンンググググできるよう、できるよう、できるよう、できるよう、努努努努めていただきたいと思います。めていただきたいと思います。めていただきたいと思います。めていただきたいと思います。

それと、縮小するそれと、縮小するそれと、縮小するそれと、縮小する形形形形も、企業がなさることですからとやかく言えないのですが、もしも、企業がなさることですからとやかく言えないのですが、もしも、企業がなさることですからとやかく言えないのですが、もしも、企業がなさることですからとやかく言えないのですが、もし海海海海

外資外資外資外資本であったとしても、本であったとしても、本であったとしても、本であったとしても、買収買収買収買収等で今までどおりの等で今までどおりの等で今までどおりの等で今までどおりの運営運営運営運営ができるなら、それにができるなら、それにができるなら、それにができるなら、それに対対対対して新たして新たして新たして新た

な企業誘致とな企業誘致とな企業誘致とな企業誘致と同じ同じ同じ同じような考え方ができないのかも含めて、何か企業ような考え方ができないのかも含めて、何か企業ような考え方ができないのかも含めて、何か企業ような考え方ができないのかも含めて、何か企業規模規模規模規模が縮小しなくてもが縮小しなくてもが縮小しなくてもが縮小しなくても

済む済む済む済むような方ような方ような方ような方法法法法がとれるのかどうかもがとれるのかどうかもがとれるのかどうかもがとれるのかどうかも検討検討検討検討をいただければありがたいと思います。をいただければありがたいと思います。をいただければありがたいと思います。をいただければありがたいと思います。

農林部には、農林部には、農林部には、農林部には、有害鳥獣有害鳥獣有害鳥獣有害鳥獣や、うだや、うだや、うだや、うだアニマアニマアニマアニマルパールパールパールパークククク、、、、木木木木のののの問題問題問題問題など、聞きたいことがたくさなど、聞きたいことがたくさなど、聞きたいことがたくさなど、聞きたいことがたくさ

んんんんあるのですけれども、通告もしていませあるのですけれども、通告もしていませあるのですけれども、通告もしていませあるのですけれども、通告もしていませんんんんので、またので、またので、またので、また次次次次のののの機機機機会に質会に質会に質会に質問問問問をさせていただくをさせていただくをさせていただくをさせていただく

ことにします。岡野奈良のことにします。岡野奈良のことにします。岡野奈良のことにします。岡野奈良の木ブラ木ブラ木ブラ木ブランンンンド課ド課ド課ド課長が長が長が長が担当課担当課担当課担当課長になられたので長になられたので長になられたので長になられたので張張張張りりりり切切切切ってほかのってほかのってほかのってほかの担担担担
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当課当課当課当課にににに強強強強く言ってもらって、く言ってもらって、く言ってもらって、く言ってもらって、木木木木質質質質利利利利用するように用するように用するように用するように頑張頑張頑張頑張ってほしいという要ってほしいという要ってほしいという要ってほしいという要望望望望だけしてだけしてだけしてだけして終終終終わわわわ

らせていただきます。らせていただきます。らせていただきます。らせていただきます。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 「平成２４年度事業箇所内訳」３６ページ、「平成２４年度事業箇所内訳」３６ページ、「平成２４年度事業箇所内訳」３６ページ、「平成２４年度事業箇所内訳」３６ページ、エエエエネルネルネルネルギギギギーーーー利活利活利活利活用の用の用の用の推進推進推進推進についについについについ

ての質ての質ての質ての質問問問問であります。であります。であります。であります。

ごごごご存じ存じ存じ存じだと思いますが、奈良県だと思いますが、奈良県だと思いますが、奈良県だと思いますが、奈良県議議議議会におきましても、会におきましても、会におきましても、会におきましても、先般先般先般先般、、、、脱原脱原脱原脱原発をめざす奈良県発をめざす奈良県発をめざす奈良県発をめざす奈良県議議議議会会会会

議議議議員連員連員連員連盟盟盟盟が、が、が、が、超超超超党派党派党派党派でできまして、８月１でできまして、８月１でできまして、８月１でできまして、８月１７７７７日に県日に県日に県日に県議議議議会会会会議議議議員１０名が県員１０名が県員１０名が県員１０名が県民民民民の方にシールの方にシールの方にシールの方にシール投投投投

票票票票をお願いしたのですけれども、やはりをお願いしたのですけれども、やはりをお願いしたのですけれども、やはりをお願いしたのですけれども、やはり原原原原子子子子力力力力発電所は要らないという方が発電所は要らないという方が発電所は要らないという方が発電所は要らないという方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。

そういうそういうそういうそういう認認認認識識識識をそれをそれをそれをそれぞぞぞぞれがれがれがれが持持持持っていただいて、まっていただいて、まっていただいて、まっていただいて、まずずずず、、、、家庭家庭家庭家庭用太陽光発電用太陽光発電用太陽光発電用太陽光発電設備設設備設設備設設備設置置置置補補補補助助助助事業事業事業事業

が予が予が予が予算計上算計上算計上算計上されましたけれども、この予されましたけれども、この予されましたけれども、この予されましたけれども、この予算算算算をすをすをすをすぐぐぐぐにににに使使使使いいいい切切切切ったとお聞きしていますので、ったとお聞きしていますので、ったとお聞きしていますので、ったとお聞きしていますので、

その状その状その状その状況況況況をお聞きしたいと。をお聞きしたいと。をお聞きしたいと。をお聞きしたいと。

２つ２つ２つ２つ目目目目は、新は、新は、新は、新エエエエネルネルネルネルギギギギー等ー等ー等ー等対対対対策策策策資資資資金（金（金（金（制制制制度度度度融資融資融資融資）という事業所）という事業所）という事業所）という事業所向向向向けのけのけのけの対対対対応、ほかにも応、ほかにも応、ほかにも応、ほかにもエエエエ

ネルネルネルネルギギギギーーーー政政政政策策策策推進推進推進推進事業がありますが、ど事業がありますが、ど事業がありますが、ど事業がありますが、どちちちちらも事業所らも事業所らも事業所らも事業所向向向向けかと思うわけですけれども、事けかと思うわけですけれども、事けかと思うわけですけれども、事けかと思うわけですけれども、事

業所業所業所業所向向向向けのけのけのけのエエエエネルネルネルネルギギギギーーーー利活利活利活利活用が、どのように用が、どのように用が、どのように用が、どのように進ん進ん進ん進んでいるのかお聞きをしたいと思います。でいるのかお聞きをしたいと思います。でいるのかお聞きをしたいと思います。でいるのかお聞きをしたいと思います。

３３３３点目点目点目点目は、県としてもは、県としてもは、県としてもは、県としても再再再再生可生可生可生可能エ能エ能エ能エネルネルネルネルギギギギーについてーについてーについてーについて対対対対応されているとは思いますが、応されているとは思いますが、応されているとは思いますが、応されているとは思いますが、前前前前

回回回回質質質質問問問問して、その後、何か特にして、その後、何か特にして、その後、何か特にして、その後、何か特に進展進展進展進展したことがあればお聞きをしたいと思っております。したことがあればお聞きをしたいと思っております。したことがあればお聞きをしたいと思っております。したことがあればお聞きをしたいと思っております。

再再再再生可生可生可生可能エ能エ能エ能エネルネルネルネルギギギギーのことにつきましてはこれーのことにつきましてはこれーのことにつきましてはこれーのことにつきましてはこれぐぐぐぐらいであります。らいであります。らいであります。らいであります。

次次次次に、に、に、に、以前以前以前以前、奈良県、奈良県、奈良県、奈良県営営営営競輪競輪競輪競輪のことで質のことで質のことで質のことで質問問問問しまして、そこで奈良県しまして、そこで奈良県しまして、そこで奈良県しまして、そこで奈良県営営営営競輪経競輪経競輪経競輪経営検討営検討営検討営検討委員会委員会委員会委員会

を新を新を新を新規規規規にににに立ち上げ立ち上げ立ち上げ立ち上げると、ると、ると、ると、担当課担当課担当課担当課からお聞きしましたので、その後、奈良県からお聞きしましたので、その後、奈良県からお聞きしましたので、その後、奈良県からお聞きしましたので、その後、奈良県営営営営競輪競輪経競輪競輪経競輪競輪経競輪競輪経営営営営

検討検討検討検討委員会がどうなっているのかお聞きをしたいと思います。委員会がどうなっているのかお聞きをしたいと思います。委員会がどうなっているのかお聞きをしたいと思います。委員会がどうなっているのかお聞きをしたいと思います。以上以上以上以上であります。であります。であります。であります。

○村上産業・雇用振興部次長（企画管理室長事務取扱）○村上産業・雇用振興部次長（企画管理室長事務取扱）○村上産業・雇用振興部次長（企画管理室長事務取扱）○村上産業・雇用振興部次長（企画管理室長事務取扱） ままままず家庭ず家庭ず家庭ず家庭用太陽光発電用太陽光発電用太陽光発電用太陽光発電設備設設備設設備設設備設置置置置

補補補補助助助助事業でございますけれども、これは、事業でございますけれども、これは、事業でございますけれども、これは、事業でございますけれども、これは、環境環境環境環境政政政政策策策策課課課課が所が所が所が所管管管管でございますけれども、でございますけれども、でございますけれども、でございますけれども、昨昨昨昨年年年年

度までは度までは度までは度までは利利利利子子子子補補補補給給給給制制制制度をとっておりまして、平成２３年度度をとっておりまして、平成２３年度度をとっておりまして、平成２３年度度をとっておりまして、平成２３年度募募募募集集集集枠枠枠枠は４００は４００は４００は４００件件件件でございましでございましでございましでございまし

たが、そのうたが、そのうたが、そのうたが、そのうち活ち活ち活ち活用されたのは３４１用されたのは３４１用されたのは３４１用されたのは３４１件件件件でございました。今年度からは、阪口委員もおっでございました。今年度からは、阪口委員もおっでございました。今年度からは、阪口委員もおっでございました。今年度からは、阪口委員もおっ

ししししゃゃゃゃったように、１ったように、１ったように、１ったように、１件件件件１０１０１０１０万円万円万円万円のののの補補補補助助助助金金金金制制制制度に度に度に度に改改改改められまして、められまして、められまして、められまして、募募募募集集集集枠枠枠枠も２も２も２も２．．．．５５５５倍倍倍倍の１の１の１の１，，，，

００００００００００００件件件件ににににふふふふやされたわけですが、やされたわけですが、やされたわけですが、やされたわけですが、募募募募集集集集を開を開を開を開始始始始して２して２して２して２週間週間週間週間余余余余りで１りで１りで１りで１，，，，００００００００００００件件件件の応の応の応の応募募募募があがあがあがあ

り、現り、現り、現り、現在在在在のところは締めのところは締めのところは締めのところは締め切切切切られたとられたとられたとられたと伺伺伺伺っております。このような状っております。このような状っております。このような状っております。このような状況況況況をををを踏踏踏踏まえながら、今まえながら、今まえながら、今まえながら、今

後の後の後の後の対対対対応について応について応について応について検討検討検討検討することを考えているとすることを考えているとすることを考えているとすることを考えていると環境環境環境環境政政政政策策策策課課課課からはからはからはからは伺伺伺伺っております。っております。っております。っております。

新新新新エエエエネルネルネルネルギギギギーーーー対対対対策の策の策の策の資資資資金でございますけれども、８月現金でございますけれども、８月現金でございますけれども、８月現金でございますけれども、８月現在在在在、１、１、１、１件件件件、、、、自自自自社工場の社工場の社工場の社工場の屋屋屋屋上上上上にににに約約約約

１１１１，，，，００００００００００００万円万円万円万円の太陽光発電の太陽光発電の太陽光発電の太陽光発電設設設設置置置置を現を現を現を現在在在在審査審査審査審査中でございます。その他、現中でございます。その他、現中でございます。その他、現中でございます。その他、現在在在在、、、、複複複複数数数数件件件件相談相談相談相談

がががが来来来来ている状ている状ている状ている状況況況況でございます。でございます。でございます。でございます。引引引引きききき続続続続き県のき県のき県のき県の信信信信用保用保用保用保証証証証協協協協会や金会や金会や金会や金融機融機融機融機関と連関と連関と連関と連携携携携をとりながら、をとりながら、をとりながら、をとりながら、
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当当当当該該該該資資資資金の一金の一金の一金の一層層層層ののののＰＲＰＲＰＲＰＲにもにもにもにも努努努努めてまいりたいと考えております。めてまいりたいと考えております。めてまいりたいと考えております。めてまいりたいと考えております。

３つ３つ３つ３つ目目目目、電、電、電、電力不力不力不力不足足足足の事業の事業の事業の事業継続継続継続継続リスクリスクリスクリスクをををを回避回避回避回避するために、中小企業するために、中小企業するために、中小企業するために、中小企業者者者者等を等を等を等を対対対対象象象象に、県内にに、県内にに、県内にに、県内に

おけるおけるおけるおける生生生生産産産産設備設備設備設備、業務用、業務用、業務用、業務用設備設備設備設備のののの省省省省エエエエネルネルネルネルギギギギーーーー化化化化改修改修改修改修にあわせまして、にあわせまして、にあわせまして、にあわせまして、再再再再生可生可生可生可能エ能エ能エ能エネルネルネルネルギギギギーーーー

等による電等による電等による電等による電力力力力供給整供給整供給整供給整備備備備を支援することで、を支援することで、を支援することで、を支援することで、改修経費改修経費改修経費改修経費の３の３の３の３分分分分の１の１の１の１以以以以内、内、内、内、５５５５００００００００万円万円万円万円をををを上上上上限限限限にににに

補補補補助助助助制制制制度を度を度を度を組ん組ん組ん組んでおります。これにつきましては、現でおります。これにつきましては、現でおります。これにつきましては、現でおります。これにつきましては、現在在在在１２１２１２１２件件件件のののの申請申請申請申請があり、があり、があり、があり、審査審査審査審査中でご中でご中でご中でご

ざいます。ざいます。ざいます。ざいます。

その後、県としてその後、県としてその後、県としてその後、県として再再再再生可生可生可生可能エ能エ能エ能エネルネルネルネルギギギギーのーのーのーの利活利活利活利活用で何か用で何か用で何か用で何か進展進展進展進展したものがあればおしたものがあればおしたものがあればおしたものがあればお伺伺伺伺いしたいしたいしたいした

いとのことでございますけれども、小水いとのことでございますけれども、小水いとのことでございますけれども、小水いとのことでございますけれども、小水力力力力発電につきましては水発電につきましては水発電につきましては水発電につきましては水道道道道局局局局でも加でも加でも加でも加圧圧圧圧してしてしてして送送送送ってってってって

いることで、小水いることで、小水いることで、小水いることで、小水力力力力発電ができないかとか、産業・雇用振興部でも一発電ができないかとか、産業・雇用振興部でも一発電ができないかとか、産業・雇用振興部でも一発電ができないかとか、産業・雇用振興部でも一般般般般河川河川河川河川でできるとこでできるとこでできるとこでできるとこ

ろがあるかどうかをろがあるかどうかをろがあるかどうかをろがあるかどうかを調査調査調査調査したわけでございますけれども、したわけでございますけれども、したわけでございますけれども、したわけでございますけれども、河川河川河川河川につきましては水につきましては水につきましては水につきましては水利利利利権権権権の関の関の関の関

係や、係や、係や、係や、維持維持維持維持管管管管理の関係で理の関係で理の関係で理の関係で地地地地元元元元のののの協協協協力力力力がががが必必必必要との要との要との要との課題課題課題課題があることがわかってきたことと、太があることがわかってきたことと、太があることがわかってきたことと、太があることがわかってきたことと、太

陽光発電と陽光発電と陽光発電と陽光発電とココココージージージージェェェェネネネネレレレレーシーシーシーショョョョンについて一部、企業とンについて一部、企業とンについて一部、企業とンについて一部、企業と相談相談相談相談させていただいています。させていただいています。させていただいています。させていただいています。廃廃廃廃

棄棄棄棄物物物物処処処処理につきまして一部理につきまして一部理につきまして一部理につきまして一部調査調査調査調査をやらせていただいたのですが、現にをやらせていただいたのですが、現にをやらせていただいたのですが、現にをやらせていただいたのですが、現に橿原橿原橿原橿原市と桜井市では市と桜井市では市と桜井市では市と桜井市では

発電をされています。発電をされています。発電をされています。発電をされています。売売売売電されているのは電されているのは電されているのは電されているのは橿原橿原橿原橿原市で、桜井市は市で、桜井市は市で、桜井市は市で、桜井市は自家自家自家自家消費消費消費消費でございますけれでございますけれでございますけれでございますけれ

ども、大体１ども、大体１ども、大体１ども、大体１５５５５００００トトトトンンンン当当当当たりの容たりの容たりの容たりの容量量量量のあるのあるのあるのある焼却炉焼却炉焼却炉焼却炉をををを持持持持っていないとっていないとっていないとっていないと売売売売電までいかないのか電までいかないのか電までいかないのか電までいかないのか

と。今後、市と。今後、市と。今後、市と。今後、市町村町村町村町村でやられておりますでやられておりますでやられておりますでやられております焼却炉焼却炉焼却炉焼却炉につきまして、につきまして、につきまして、につきまして、改修改修改修改修のののの時期時期時期時期等を見等を見等を見等を見合合合合わせながわせながわせながわせなが

ら、発電ら、発電ら、発電ら、発電機機機機のののの設備設備設備設備についてごについてごについてごについてご検討検討検討検討いただくようにいただくようにいただくようにいただくように働働働働きかけていきたいと考えておるところきかけていきたいと考えておるところきかけていきたいと考えておるところきかけていきたいと考えておるところ

でございます。でございます。でございます。でございます。以上以上以上以上でございます。でございます。でございます。でございます。

○大月地域産業課長○大月地域産業課長○大月地域産業課長○大月地域産業課長 奈良県奈良県奈良県奈良県営営営営競輪競輪競輪競輪に関するご質に関するご質に関するご質に関するご質問問問問でございますが、でございますが、でございますが、でございますが、前前前前回回回回のののの経経経経済済済済労労労労働働働働委員委員委員委員

会で新たな会で新たな会で新たな会で新たな検討検討検討検討委員会に委員会に委員会に委員会に向向向向けて人けて人けて人けて人選選選選をををを進進進進めているところとおめているところとおめているところとおめているところとお答答答答えをさせていただきました。えをさせていただきました。えをさせていただきました。えをさせていただきました。

現現現現在在在在の状の状の状の状況況況況につきましては、県につきましては、県につきましては、県につきましては、県営営営営競輪競輪競輪競輪のののの将来将来将来将来を含めたあり方について、を含めたあり方について、を含めたあり方について、を含めたあり方について、客観客観客観客観的かつ専的かつ専的かつ専的かつ専門門門門的的的的

見見見見地地地地からごからごからごからご議議議議論論論論いただけるいただけるいただけるいただける学識経験学識経験学識経験学識経験者者者者、、、、有有有有識識識識者者者者のののの５５５５名名名名程程程程度の方に度の方に度の方に度の方に打診打診打診打診をしているところでをしているところでをしているところでをしているところで

ございます。今後、日ございます。今後、日ございます。今後、日ございます。今後、日程程程程調整調整調整調整もありますが、もありますが、もありますが、もありますが、９９９９月中に第１月中に第１月中に第１月中に第１回回回回の委員会を開催できればと考の委員会を開催できればと考の委員会を開催できればと考の委員会を開催できればと考

えておるところです。えておるところです。えておるところです。えておるところです。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 家庭家庭家庭家庭用太陽光発電の用太陽光発電の用太陽光発電の用太陽光発電の設備設設備設設備設設備設置置置置については、県については、県については、県については、県民民民民ののののニニニニーーーーズズズズはははは高高高高いのではないかいのではないかいのではないかいのではないか

と。これはと。これはと。これはと。これは担当担当担当担当所所所所管管管管ではないようですが、県としてはここにではないようですが、県としてはここにではないようですが、県としてはここにではないようですが、県としてはここに力力力力をををを入入入入れていくれていくれていくれていくべべべべきではないきではないきではないきではない

かと思います。かと思います。かと思います。かと思います。

２つ２つ２つ２つ目目目目の、新の、新の、新の、新エエエエネルネルネルネルギギギギー等ー等ー等ー等対対対対策策策策資資資資金につきましては、金につきましては、金につきましては、金につきましては、貸貸貸貸しししし付付付付けけけけ枠枠枠枠が２０が２０が２０が２０億円億円億円億円ですので、ですので、ですので、ですので、

結結結結構貸構貸構貸構貸しししし付付付付けけけけ枠枠枠枠はあるかと。そのはあるかと。そのはあるかと。そのはあるかと。その割割割割にはにはにはには申請申請申請申請がががが少少少少ないので、事業ないので、事業ないので、事業ないので、事業者者者者によっては知らない方によっては知らない方によっては知らない方によっては知らない方

もおられまして、もおられまして、もおられまして、もおられまして、相談相談相談相談にもにもにもにも来来来来られて、られて、られて、られて、担当者担当者担当者担当者に聞くとに聞くとに聞くとに聞くと枠枠枠枠があるとのことです。ですから事があるとのことです。ですから事があるとのことです。ですから事があるとのことです。ですから事
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業業業業者者者者にもこういうにもこういうにもこういうにもこういう制制制制度度度度融資融資融資融資枠枠枠枠がありますと、がありますと、がありますと、がありますと、少少少少しししし広報広報広報広報をしていただいたらありがたいと思をしていただいたらありがたいと思をしていただいたらありがたいと思をしていただいたらありがたいと思

うのです。そういう中で、県の電うのです。そういう中で、県の電うのです。そういう中で、県の電うのです。そういう中で、県の電力自力自力自力自給率給率給率給率をををを高高高高めていくめていくめていくめていく必必必必要があると。現要があると。現要があると。現要があると。現在在在在１８１８１８１８．９％．９％．９％．９％とととと

聞きますので、職員も聞きますので、職員も聞きますので、職員も聞きますので、職員も頑張頑張頑張頑張っていただいて、県内の電っていただいて、県内の電っていただいて、県内の電っていただいて、県内の電力自力自力自力自給率給率給率給率をををを高高高高めていく方めていく方めていく方めていく方向向向向でお願いでお願いでお願いでお願い

いたします。いたします。いたします。いたします。

県県県県営営営営競輪競輪競輪競輪のことにつきましては、のことにつきましては、のことにつきましては、のことにつきましては、傍聴傍聴傍聴傍聴したいので、日したいので、日したいので、日したいので、日程程程程がががが決決決決まればご連絡いただきたいまればご連絡いただきたいまればご連絡いただきたいまればご連絡いただきたい

ということをということをということをということを伝伝伝伝えてえてえてえて終終終終わらせていただきます。どうもありがとうございます。わらせていただきます。どうもありがとうございます。わらせていただきます。どうもありがとうございます。わらせていただきます。どうもありがとうございます。

○今井委員○今井委員○今井委員○今井委員 ＥＣコＥＣコＥＣコＥＣコーーーーディディディディネーターのネーターのネーターのネーターの問題問題問題問題はははは調査調査調査調査していただいているので、きしていただいているので、きしていただいているので、きしていただいているので、きちんちんちんちんとしたとしたとしたとした

報報報報告をしていただくようにお願いいたします。告をしていただくようにお願いいたします。告をしていただくようにお願いいたします。告をしていただくようにお願いいたします。

それから、田中委員が言われておりましたシャープ株式会社のそれから、田中委員が言われておりましたシャープ株式会社のそれから、田中委員が言われておりましたシャープ株式会社のそれから、田中委員が言われておりましたシャープ株式会社のリストラリストラリストラリストラの関係ですけれの関係ですけれの関係ですけれの関係ですけれ

ども、葛城市にいろいろ事ども、葛城市にいろいろ事ども、葛城市にいろいろ事ども、葛城市にいろいろ事情情情情を聞かせていただきましたところ、を聞かせていただきましたところ、を聞かせていただきましたところ、を聞かせていただきましたところ、例例例例えばシャープ（株）１えばシャープ（株）１えばシャープ（株）１えばシャープ（株）１

社で年社で年社で年社で年間間間間１１１１億円億円億円億円の水をの水をの水をの水を使使使使っていると。それが今では２っていると。それが今では２っていると。それが今では２っていると。それが今では２，，，，００００００００００００万円万円万円万円から３から３から３から３，，，，００００００００００００万円ぐ万円ぐ万円ぐ万円ぐ

らいしか水のらいしか水のらいしか水のらいしか水の需需需需要見要見要見要見込み込み込み込みが成りが成りが成りが成り立立立立たなくなってきているということで、葛城市の水たなくなってきているということで、葛城市の水たなくなってきているということで、葛城市の水たなくなってきているということで、葛城市の水道道道道事業事業事業事業

そのものにもそのものにもそのものにもそのものにも非非非非常に大きな常に大きな常に大きな常に大きな影響影響影響影響をををを与与与与えているとえているとえているとえていると伺伺伺伺っております。っております。っております。っております。

それから、市内にそれから、市内にそれから、市内にそれから、市内に在在在在住されている方が２００人住されている方が２００人住されている方が２００人住されている方が２００人ぐぐぐぐらいいるそうですけれども、今、らいいるそうですけれども、今、らいいるそうですけれども、今、らいいるそうですけれども、今、非正非正非正非正

規規規規雇用の方は雇用の方は雇用の方は雇用の方は自自自自宅待宅待宅待宅待機機機機になっているとも聞いております。葛城工場で一番たくさになっているとも聞いております。葛城工場で一番たくさになっているとも聞いております。葛城工場で一番たくさになっているとも聞いております。葛城工場で一番たくさんんんんのののの従従従従業業業業

員がいらっし員がいらっし員がいらっし員がいらっしゃゃゃゃったのは、平成２０年で１ったのは、平成２０年で１ったのは、平成２０年で１ったのは、平成２０年で１，５，５，５，５６６６６５５５５人ですが、現人ですが、現人ですが、現人ですが、現在在在在１１１１，，，，０８０人ですので、０８０人ですので、０８０人ですので、０８０人ですので、

既既既既に４８０人ほどに４８０人ほどに４８０人ほどに４８０人ほど減減減減ってきているというってきているというってきているというってきているという深深深深刻刻刻刻な状な状な状な状況況況況があります。があります。があります。があります。下下下下請請請請けなどにも具体的にけなどにも具体的にけなどにも具体的にけなどにも具体的に

どのようなどのようなどのようなどのような影響影響影響影響が出てきているのか、が出てきているのか、が出てきているのか、が出てきているのか、個個個個別別別別にきにきにきにきちんちんちんちんとつかとつかとつかとつかんんんんで具体的なで具体的なで具体的なで具体的な対対対対応をすることが、応をすることが、応をすることが、応をすることが、

今今今今非非非非常に常に常に常に求求求求められているのではないかと思っておりますので、められているのではないかと思っておりますので、められているのではないかと思っておりますので、められているのではないかと思っておりますので、ぜひぜひぜひぜひそうした具体的なそうした具体的なそうした具体的なそうした具体的な対対対対応応応応

をしていただきたいとお願いしておきます。をしていただきたいとお願いしておきます。をしていただきたいとお願いしておきます。をしていただきたいとお願いしておきます。

それから、日本のそれから、日本のそれから、日本のそれから、日本の経経経経済済済済は今、どうは今、どうは今、どうは今、どう向向向向いていったらいいかといういていったらいいかといういていったらいいかといういていったらいいかという岐路岐路岐路岐路にににに立立立立っている気がっている気がっている気がっている気が非非非非

常にするのですけれども、常にするのですけれども、常にするのですけれども、常にするのですけれども、資資資資源源源源がががが少少少少ない日本でない日本でない日本でない日本で資資資資源源源源をををを利利利利用して、加工して用して、加工して用して、加工して用して、加工して販売販売販売販売することをすることをすることをすることを

ずずずずっとやってまいりました。そういったっとやってまいりました。そういったっとやってまいりました。そういったっとやってまいりました。そういった製造製造製造製造業、業、業、業、家家家家電大手と言われてきましたシャープ株電大手と言われてきましたシャープ株電大手と言われてきましたシャープ株電大手と言われてきましたシャープ株

式会社もそうですけれども、パ式会社もそうですけれども、パ式会社もそうですけれども、パ式会社もそうですけれども、パナソニックナソニックナソニックナソニック株式会社やそれから株式会社やそれから株式会社やそれから株式会社やそれからＮＥＣＮＥＣＮＥＣＮＥＣのようなところがどのようなところがどのようなところがどのようなところがど

んんんんどどどどんんんんとととと規模規模規模規模を縮小してを縮小してを縮小してを縮小して海外海外海外海外に出ていってしまう。に出ていってしまう。に出ていってしまう。に出ていってしまう。世界世界世界世界的には的には的には的には製造製造製造製造業で業で業で業で働働働働く人のく人のく人のく人の７７７７割割割割がががが仕仕仕仕

事を事を事を事を失失失失うのではないか言われている状うのではないか言われている状うのではないか言われている状うのではないか言われている状況況況況であります。であります。であります。であります。

このこのこのこの間間間間、シャープ株式会社、シャープ株式会社、シャープ株式会社、シャープ株式会社堺堺堺堺工場、工場、工場、工場、非非非非常に大きな工場で大阪府は誘致をしてきたのです常に大きな工場で大阪府は誘致をしてきたのです常に大きな工場で大阪府は誘致をしてきたのです常に大きな工場で大阪府は誘致をしてきたのです

けれども、けれども、けれども、けれども、堺堺堺堺工場を誘致したときに何があったかといいますと、工場を誘致したときに何があったかといいますと、工場を誘致したときに何があったかといいますと、工場を誘致したときに何があったかといいますと、当時当時当時当時、新日、新日、新日、新日鐵鐵鐵鐵株式会社の株式会社の株式会社の株式会社の

土土土土地地地地を取を取を取を取得得得得してしてしてして進進進進めていったわけですが、大阪府がそれまでの企業誘致３０めていったわけですが、大阪府がそれまでの企業誘致３０めていったわけですが、大阪府がそれまでの企業誘致３０めていったわけですが、大阪府がそれまでの企業誘致３０億円億円億円億円というというというという枠枠枠枠

をををを当時５当時５当時５当時５倍倍倍倍の１の１の１の１５５５５００００億円億円億円億円に企業誘致に企業誘致に企業誘致に企業誘致促促促促進進進進条例条例条例条例をををを変変変変えてきました。それに基えてきました。それに基えてきました。それに基えてきました。それに基づづづづいてシャープいてシャープいてシャープいてシャープ
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株式会社とその関連企業３社に、大阪府は２００株式会社とその関連企業３社に、大阪府は２００株式会社とその関連企業３社に、大阪府は２００株式会社とその関連企業３社に、大阪府は２００７７７７年、２２４年、２２４年、２２４年、２２４億円億円億円億円のののの補補補補助助助助金を金を金を金を決決決決定してお定してお定してお定してお

ります。その後、ります。その後、ります。その後、ります。その後、橋橋橋橋下下下下知事になりましてから知事になりましてから知事になりましてから知事になりましてから財政非財政非財政非財政非常事常事常事常事態宣態宣態宣態宣言ということで、大阪府言ということで、大阪府言ということで、大阪府言ということで、大阪府民民民民のののの

生生生生活活活活のののの分分分分野は野は野は野は非非非非常に常に常に常に切切切切りりりり詰詰詰詰めていった一方、企業誘致のめていった一方、企業誘致のめていった一方、企業誘致のめていった一方、企業誘致の問題問題問題問題では１社では１社では１社では１社当当当当たり１たり１たり１たり１５５５５００００億円億円億円億円かかかか

ら１ら１ら１ら１地域当地域当地域当地域当たり１たり１たり１たり１５５５５００００億円億円億円億円にににに修正修正修正修正して、さらにそれをして、さらにそれをして、さらにそれをして、さらにそれを拡拡拡拡大していった。大阪大していった。大阪大していった。大阪大していった。大阪湾ベ湾ベ湾ベ湾ベイエリアイエリアイエリアイエリア

ににににエエエエネルネルネルネルギギギギーをーをーをーを集集集集中したいという中したいという中したいという中したいという破破破破格の格の格の格の優遇優遇優遇優遇をををを続続続続けてきました。けてきました。けてきました。けてきました。堺堺堺堺市はこれに市はこれに市はこれに市はこれに呼呼呼呼応して、応して、応して、応して、

さまざまなさまざまなさまざまなさまざまな税税税税金の金の金の金の減減減減免免免免とか、水とか、水とか、水とか、水道料道料道料道料金の金の金の金の減減減減免免免免などをやってまいりました。このなどをやってまいりました。このなどをやってまいりました。このなどをやってまいりました。この間間間間、大阪府、大阪府、大阪府、大阪府

ではではではでは補補補補助助助助金３３０金３３０金３３０金３３０億円億円億円億円、、、、堺堺堺堺市は１０年市は１０年市は１０年市は１０年間間間間でででで税率税率税率税率８０８０８０８０％％％％もももも減減減減額額額額でででで５５５５０４０４０４０４億円億円億円億円の支の支の支の支給給給給、さらに、さらに、さらに、さらに

工場までの工場までの工場までの工場までのアクアクアクアクセセセセスススス道路道路道路道路、、、、下下下下水水水水道道道道、、、、次次次次世世世世代の代の代の代の路面路面路面路面電電電電車Ｌ車Ｌ車Ｌ車ＬＲＲＲＲＴＴＴＴ、これを、これを、これを、これを南南南南海海海海線線線線のののの堺堺堺堺駅駅駅駅からシからシからシからシ

ャープの工場がャープの工場がャープの工場がャープの工場が立地立地立地立地するところまでするところまでするところまでするところまで線路線路線路線路をををを延延延延ばしていくという、本ばしていくという、本ばしていくという、本ばしていくという、本当当当当にににに至至至至れりれりれりれり尽尽尽尽くせりのくせりのくせりのくせりの

ことをやってきております。これが今、ことをやってきております。これが今、ことをやってきております。これが今、ことをやってきております。これが今、売却売却売却売却というというというという話話話話も言われておりまして、そして本も言われておりまして、そして本も言われておりまして、そして本も言われておりまして、そして本当当当当

にこれだけのことをやってにこれだけのことをやってにこれだけのことをやってにこれだけのことをやって多多多多くのものをくのものをくのものをくのものを費費費費やしているのに、やしているのに、やしているのに、やしているのに、国民国民国民国民のののの暮暮暮暮らしにそれが反らしにそれが反らしにそれが反らしにそれが反映映映映しししし

ていかないのであったら、もう一度ていかないのであったら、もう一度ていかないのであったら、もう一度ていかないのであったら、もう一度根根根根本から日本の本から日本の本から日本の本から日本の経経経経済済済済、何によって成り、何によって成り、何によって成り、何によって成り立立立立っていくのかっていくのかっていくのかっていくのか

を見を見を見を見直直直直さなくてはいけないとさなくてはいけないとさなくてはいけないとさなくてはいけないと非非非非常に常に常に常に感感感感じじじじているところでございます。ているところでございます。ているところでございます。ているところでございます。

奈良県の奈良県の奈良県の奈良県の経経経経済済済済労労労労働働働働委員会の初度に委員会の初度に委員会の初度に委員会の初度に当当当当たって、いろいろな施策の説明をいただきましたけたって、いろいろな施策の説明をいただきましたけたって、いろいろな施策の説明をいただきましたけたって、いろいろな施策の説明をいただきましたけ

れども、さらにれども、さらにれども、さらにれども、さらに地域地域地域地域にににに根づ根づ根づ根づいて、いて、いて、いて、地域地域地域地域のののの循循循循環環環環でででで資資資資源源源源のののの再利再利再利再利用が用が用が用が可可可可能能能能でででで継続継続継続継続的な発的な発的な発的な発展展展展の方の方の方の方法法法法

を奈良県はを奈良県はを奈良県はを奈良県は探探探探っていかなくてはいけないのではないかとっていかなくてはいけないのではないかとっていかなくてはいけないのではないかとっていかなくてはいけないのではないかと感感感感じじじじているところでございます。ているところでございます。ているところでございます。ているところでございます。

このシャープ株式会社のこのシャープ株式会社のこのシャープ株式会社のこのシャープ株式会社の問題問題問題問題につきまして、具体的なことで何かございましたら、お聞かにつきまして、具体的なことで何かございましたら、お聞かにつきまして、具体的なことで何かございましたら、お聞かにつきまして、具体的なことで何かございましたら、お聞か

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

○浪越産業・雇用振興部長○浪越産業・雇用振興部長○浪越産業・雇用振興部長○浪越産業・雇用振興部長 先先先先ほど工業振興ほど工業振興ほど工業振興ほど工業振興課課課課長からご説明長からご説明長からご説明長からご説明申申申申しししし上げ上げ上げ上げましたが、ましたが、ましたが、ましたが、四半期決四半期決四半期決四半期決

算算算算が出ました後、すが出ました後、すが出ました後、すが出ました後、すぐぐぐぐシャープ株式会社とシャープ株式会社とシャープ株式会社とシャープ株式会社と意意意意見見見見交換交換交換交換をしました。まだ今のところいろいろをしました。まだ今のところいろいろをしました。まだ今のところいろいろをしました。まだ今のところいろいろ

なことはなことはなことはなことは決決決決まっていない状まっていない状まっていない状まっていない状況況況況でございますけれども、今井委員が言われたように、でございますけれども、今井委員が言われたように、でございますけれども、今井委員が言われたように、でございますけれども、今井委員が言われたように、各地各地各地各地方方方方

でいろいろな産業のあり方があります。企業城でいろいろな産業のあり方があります。企業城でいろいろな産業のあり方があります。企業城でいろいろな産業のあり方があります。企業城下町下町下町下町という状という状という状という状況況況況のところもあれば、中小企のところもあれば、中小企のところもあれば、中小企のところもあれば、中小企

業を中業を中業を中業を中心心心心としたような産業のとしたような産業のとしたような産業のとしたような産業の構構構構造造造造のところもある。のところもある。のところもある。のところもある。先先先先ほどはほどはほどはほどは地域地域地域地域にににに根差根差根差根差したということで、したということで、したということで、したということで、

ある本の中である本の中である本の中である本の中でババババナナナナキュキュキュキュララララーという言ーという言ーという言ーという言葉葉葉葉がありました。それがまさにがありました。それがまさにがありました。それがまさにがありました。それがまさに地域地域地域地域にににに根差根差根差根差した産業のした産業のした産業のした産業の

あり方をあり方をあり方をあり方を目目目目指指指指すことのすことのすことのすことの話話話話がございます。がございます。がございます。がございます。我我我我々もそういったことを々もそういったことを々もそういったことを々もそういったことを目目目目指指指指していくのかと思っしていくのかと思っしていくのかと思っしていくのかと思っ

ております。ております。ております。ております。

これから一番にこれから一番にこれから一番にこれから一番に重重重重要なのは、シャープ株式会社の動きもそうだし、県内の産業に要なのは、シャープ株式会社の動きもそうだし、県内の産業に要なのは、シャープ株式会社の動きもそうだし、県内の産業に要なのは、シャープ株式会社の動きもそうだし、県内の産業に対対対対してしてしてして

どういうどういうどういうどういう影響影響影響影響が出てくるのかを、どのようにして的が出てくるのかを、どのようにして的が出てくるのかを、どのようにして的が出てくるのかを、どのようにして的確確確確にににに把握把握把握把握できるのかができるのかができるのかができるのかが必必必必要かと思いま要かと思いま要かと思いま要かと思いま

す。今こういうす。今こういうす。今こういうす。今こういう問題問題問題問題がががが起起起起こりましたので、こりましたので、こりましたので、こりましたので、我我我我々はそういった々はそういった々はそういった々はそういった仕仕仕仕組み組み組み組みのののの勉勉勉勉強強強強のののの機機機機会かと思っ会かと思っ会かと思っ会かと思っ

ております。今までパております。今までパております。今までパております。今までパナソニックナソニックナソニックナソニック株式会社の株式会社の株式会社の株式会社の撤撤撤撤退退退退のののの話話話話はございましたが、今のシャープ株はございましたが、今のシャープ株はございましたが、今のシャープ株はございましたが、今のシャープ株
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式会社の式会社の式会社の式会社の問題問題問題問題では状では状では状では状況況況況がががが違違違違うのかとうのかとうのかとうのかと感感感感じじじじますので、そういうますので、そういうますので、そういうますので、そういう意意意意味味味味で状で状で状で状況把握況把握況把握況把握のののの仕仕仕仕方も含め方も含め方も含め方も含め

て、て、て、て、我我我我々としてもしっかり々としてもしっかり々としてもしっかり々としてもしっかり勉勉勉勉強強強強していきたいと思っております。していきたいと思っております。していきたいと思っております。していきたいと思っております。以上以上以上以上でございます。でございます。でございます。でございます。

○神田委員○神田委員○神田委員○神田委員 通告もしておりませ通告もしておりませ通告もしておりませ通告もしておりませんんんんが、平成２４年度予が、平成２４年度予が、平成２４年度予が、平成２４年度予算算算算案案案案の概要を見せていただいて、の概要を見せていただいて、の概要を見せていただいて、の概要を見せていただいて、

先先先先ほども出てましたけれども、新ほども出てましたけれども、新ほども出てましたけれども、新ほども出てましたけれども、新規規規規事業がたくさ事業がたくさ事業がたくさ事業がたくさんんんんある中で、それらのある中で、それらのある中で、それらのある中で、それらの進進進進捗捗捗捗状状状状況況況況を聞くにを聞くにを聞くにを聞くに

はははは時期時期時期時期がががが早早早早いかという思いもある中で、大いかという思いもある中で、大いかという思いもある中で、大いかという思いもある中で、大和和和和野菜について。野菜について。野菜について。野菜について。

何年か何年か何年か何年か前前前前から、一人でから、一人でから、一人でから、一人で勝勝勝勝手に京野菜に手に京野菜に手に京野菜に手に京野菜に対対対対抗抗抗抗心心心心をををを燃燃燃燃やしておりました。というのは、やしておりました。というのは、やしておりました。というのは、やしておりました。というのは、橿原橿原橿原橿原

市にある市にある市にある市にあるデデデデパーパーパーパートトトトのののの地下地下地下地下の食の食の食の食品売品売品売品売り場で大きな場所をり場で大きな場所をり場で大きな場所をり場で大きな場所を占占占占めていたのが京野菜で、大めていたのが京野菜で、大めていたのが京野菜で、大めていたのが京野菜で、大和和和和野菜野菜野菜野菜

は何をしているのだろうと思いながらは何をしているのだろうと思いながらは何をしているのだろうと思いながらは何をしているのだろうと思いながらずずずずっとっとっとっと来来来来たのですが、たのですが、たのですが、たのですが、ふふふふと気がついてと気がついてと気がついてと気がついてみみみみるとこのごるとこのごるとこのごるとこのご

ろその場所もろその場所もろその場所もろその場所も狭狭狭狭くなっているし、大きな京野菜というくなっているし、大きな京野菜というくなっているし、大きな京野菜というくなっているし、大きな京野菜という看板看板看板看板もなくなっているのです。最もなくなっているのです。最もなくなっているのです。最もなくなっているのです。最近近近近

ないと思っているやさきに、大ないと思っているやさきに、大ないと思っているやさきに、大ないと思っているやさきに、大和和和和野菜が野菜が野菜が野菜が非非非非常に人気がありよく常に人気がありよく常に人気がありよく常に人気がありよく売売売売れている。しかも東京都れている。しかも東京都れている。しかも東京都れている。しかも東京都

でというでというでというでという話話話話を聞かせてもらってを聞かせてもらってを聞かせてもらってを聞かせてもらって喜喜喜喜んんんんでいるのですが、でいるのですが、でいるのですが、でいるのですが、販路拡販路拡販路拡販路拡大のためや、人気のある野菜大のためや、人気のある野菜大のためや、人気のある野菜大のためや、人気のある野菜

のために、どういうところで工のために、どういうところで工のために、どういうところで工のために、どういうところで工夫夫夫夫をされたのかと。をされたのかと。をされたのかと。をされたのかと。以前以前以前以前からからからから需需需需要に応要に応要に応要に応じじじじるだけのるだけのるだけのるだけの生生生生産産産産力力力力がががが

ないと聞いておりましたけれども、そのないと聞いておりましたけれども、そのないと聞いておりましたけれども、そのないと聞いておりましたけれども、その辺辺辺辺のののの課題課題課題課題は今のところどういうは今のところどういうは今のところどういうは今のところどういう課題課題課題課題なのか。それなのか。それなのか。それなのか。それ

があるのだったらこれからどういうようにがあるのだったらこれからどういうようにがあるのだったらこれからどういうようにがあるのだったらこれからどういうように克服克服克服克服していくのかお聞かせいただきたいと思いしていくのかお聞かせいただきたいと思いしていくのかお聞かせいただきたいと思いしていくのかお聞かせいただきたいと思い

ます。ます。ます。ます。

それと、それと、それと、それと、眺眺眺眺望望望望のいいのいいのいいのいいレレレレストラストラストラストラン２ン２ン２ン２店舗店舗店舗店舗、、、、前前前前にも聞かせていただきましたが、しっかりにも聞かせていただきましたが、しっかりにも聞かせていただきましたが、しっかりにも聞かせていただきましたが、しっかり覚覚覚覚

えていないので、またこれは一度聞かせてもらいたいと思うのと、このえていないので、またこれは一度聞かせてもらいたいと思うのと、このえていないので、またこれは一度聞かせてもらいたいと思うのと、このえていないので、またこれは一度聞かせてもらいたいと思うのと、この眺眺眺眺望望望望のいいのいいのいいのいいレレレレストストストスト

ラララランは、ンは、ンは、ンは、観観観観光光光光雑誌雑誌雑誌雑誌等に等に等に等に載載載載っているのか、っているのか、っているのか、っているのか、紹介紹介紹介紹介されているかどうか、その２されているかどうか、その２されているかどうか、その２されているかどうか、その２点点点点でお願いしまでお願いしまでお願いしまでお願いしま

す。す。す。す。

○植田農林部次長（新農業総合センターあり方検討担当）○植田農林部次長（新農業総合センターあり方検討担当）○植田農林部次長（新農業総合センターあり方検討担当）○植田農林部次長（新農業総合センターあり方検討担当） 大大大大和和和和野菜についてのお野菜についてのお野菜についてのお野菜についてのお尋ね尋ね尋ね尋ねでででで

ございます。大ございます。大ございます。大ございます。大和和和和野菜は、平成１野菜は、平成１野菜は、平成１野菜は、平成１７７７７年に年に年に年に認認認認定を定を定を定を始始始始めまして、現めまして、現めまして、現めまして、現在在在在のところのところのところのところ筒筒筒筒井れ井れ井れ井れんんんんここここんんんんをををを

含めまして２３含めまして２３含めまして２３含めまして２３品品品品目目目目になっております。委員おになっております。委員おになっております。委員おになっております。委員お述述述述べべべべのように、のように、のように、のように、潜潜潜潜在在在在需需需需要が要が要が要が顕顕顕顕在化在化在化在化でき、でき、でき、でき、量量量量

販店販店販店販店やややや飲飲飲飲食食食食店店店店でででで徐徐徐徐々に々に々に々に需需需需要が要が要が要が拡拡拡拡大しているところでございます。平成２３年度で２３大しているところでございます。平成２３年度で２３大しているところでございます。平成２３年度で２３大しているところでございます。平成２３年度で２３品品品品目目目目

でででで約５約５約５約５億億億億４４４４，，，，００００００００００００万円万円万円万円程程程程度の度の度の度の卸卸卸卸段階段階段階段階でのでのでのでの売売売売りりりり上げ上げ上げ上げとなっております。となっております。となっております。となっております。

県では大県では大県では大県では大和和和和野菜を野菜を野菜を野菜を将来将来将来将来の成長の成長の成長の成長品品品品目目目目としてとしてとしてとして育育育育成を成を成を成を図図図図りますりますりますりますチチチチャャャャレレレレンジンジンジンジ品品品品目目目目にににに位置づ位置づ位置づ位置づけましけましけましけまし

て、て、て、て、生生生生産産産産拡拡拡拡大に大に大に大に向向向向けた取りけた取りけた取りけた取り組み組み組み組みをををを推進推進推進推進しているところでございます。具体には、大しているところでございます。具体には、大しているところでございます。具体には、大しているところでございます。具体には、大和和和和野菜野菜野菜野菜

のののの供給拡供給拡供給拡供給拡大ということで大ということで大ということで大ということでビビビビニニニニールールールールハウハウハウハウススススのののの建設建設建設建設支援であったり、また支援であったり、また支援であったり、また支援であったり、また認認認認定、そのほか定、そのほか定、そのほか定、そのほか個個個個人人人人

でつくっておられる方がでつくっておられる方がでつくっておられる方がでつくっておられる方が多多多多いので、いので、いので、いので、チチチチーーーームムムム大大大大和和和和野菜の野菜の野菜の野菜の活活活活動を動を動を動を進進進進めることで、現めることで、現めることで、現めることで、現在在在在、大、大、大、大和和和和まままま

な、な、な、な、寒熟寒熟寒熟寒熟ほうれほうれほうれほうれんんんん草草草草、、、、ねねねねぶぶぶぶか等のか等のか等のか等の六品六品六品六品目目目目でででで組組組組織織織織化化化化をををを進進進進めているところでございます。平成めているところでございます。平成めているところでございます。平成めているところでございます。平成

２４年度は新たに２４年度は新たに２４年度は新たに２４年度は新たに宇陀宇陀宇陀宇陀金ご金ご金ご金ごぼぼぼぼうやうやうやうやひひひひもとうがらし、大もとうがらし、大もとうがらし、大もとうがらし、大和和和和丸丸丸丸なすなどでなすなどでなすなどでなすなどで組組組組織織織織化化化化をををを図図図図る予定をる予定をる予定をる予定を



---- 11110000 ----

しております。しております。しております。しております。

また、平成２３年度、大また、平成２３年度、大また、平成２３年度、大また、平成２３年度、大和和和和野菜の野菜の野菜の野菜の生生生生産産産産流流流流通の実通の実通の実通の実態態態態把握把握把握把握調査調査調査調査をををを行行行行いまして、いまして、いまして、いまして、量販店量販店量販店量販店やややや百貨百貨百貨百貨

店店店店でででで販売販売販売販売されております大されております大されております大されております大和和和和野菜の野菜の野菜の野菜の流流流流通通通通経路経路経路経路でありましたり、でありましたり、でありましたり、でありましたり、朝朝朝朝市、市、市、市、直直直直売売売売所での大所での大所での大所での大和和和和野菜野菜野菜野菜

のののの販売販売販売販売状状状状況況況況等々聞き取りを等々聞き取りを等々聞き取りを等々聞き取りを行行行行いまして、その一つ一つについて具体の施策いまして、その一つ一つについて具体の施策いまして、その一つ一つについて具体の施策いまして、その一つ一つについて具体の施策化化化化につなにつなにつなにつなげげげげてまてまてまてま

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

あわせまして、あわせまして、あわせまして、あわせまして、ママママーーーーケティケティケティケティンンンング課グ課グ課グ課でやっておりますシでやっておりますシでやっておりますシでやっておりますシェフェフェフェフとの取りとの取りとの取りとの取り組み組み組み組み等々をあわせて、等々をあわせて、等々をあわせて、等々をあわせて、

大大大大和和和和野菜の振興、野菜の振興、野菜の振興、野菜の振興、生生生生産、産、産、産、流流流流通通通通販売販売販売販売、、、、各般各般各般各般にわたって取りにわたって取りにわたって取りにわたって取り組ん組ん組ん組んでまいりたいと考えておりまでまいりたいと考えておりまでまいりたいと考えておりまでまいりたいと考えておりま

す。す。す。す。以上以上以上以上でございます。でございます。でございます。でございます。

○角山マーケティング課長○角山マーケティング課長○角山マーケティング課長○角山マーケティング課長 眺眺眺眺望望望望のいいのいいのいいのいいレレレレストラストラストラストランのンのンのンの件件件件につきましておにつきましておにつきましておにつきましてお答答答答えさせていただえさせていただえさせていただえさせていただ

きます。きます。きます。きます。

今現今現今現今現在在在在、、、、９店舗９店舗９店舗９店舗のののの認認認認定をさせていただいておりまして、き定をさせていただいておりまして、き定をさせていただいておりまして、き定をさせていただいておりまして、きょょょょうううう調査調査調査調査にににに行行行行っていただきまっていただきまっていただきまっていただきま

すプすプすプすプロロロロトトトトンンンンダダダダイニイニイニイニンンンンググググ株式会社、株式会社、株式会社、株式会社、佐佐佐佐保保保保短短短短期期期期大大大大学学学学ののののレレレレストラストラストラストランンンン鹿鹿鹿鹿野野野野園園園園もももも認認認認定定定定レレレレストラストラストラストランにンにンにンに入入入入

っておるところでございます。っておるところでございます。っておるところでございます。っておるところでございます。

ＰＲＰＲＰＲＰＲについてお聞きいただいているところでございますが、についてお聞きいただいているところでございますが、についてお聞きいただいているところでございますが、についてお聞きいただいているところでございますが、眺眺眺眺望望望望のいいのいいのいいのいいレレレレストラストラストラストランといンといンといンとい

うううう形形形形でのでのでのでの雑誌雑誌雑誌雑誌等々との連等々との連等々との連等々との連携携携携によりますによりますによりますによりますＰＲＰＲＰＲＰＲ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、、、、「「「「ディスカディスカディスカディスカババババリリリリージャパン」ージャパン」ージャパン」ージャパン」

という月という月という月という月刊雑誌刊雑誌刊雑誌刊雑誌がございます。こがございます。こがございます。こがございます。こちちちちらの８月らの８月らの８月らの８月号号号号にににに掲載掲載掲載掲載させていただいたり、またさせていただいたり、またさせていただいたり、またさせていただいたり、またＪＪＪＪＡＡＡＡＦＦＦＦのののの

会員会員会員会員向向向向けけけけ冊冊冊冊子につきましても、今子につきましても、今子につきましても、今子につきましても、今掲載掲載掲載掲載予定があります。それから「予定があります。それから「予定があります。それから「予定があります。それから「近鉄近鉄近鉄近鉄ニニニニュュュューーーースススス」にもと」にもと」にもと」にもと

いういういういう形形形形で、いろいろな県で、いろいろな県で、いろいろな県で、いろいろな県民民民民の方々、の方々、の方々、の方々、全国全国全国全国のののの皆皆皆皆様方に見ていただける場様方に見ていただける場様方に見ていただける場様方に見ていただける場面面面面なりを、つくりまなりを、つくりまなりを、つくりまなりを、つくりま

してしてしてして掲載掲載掲載掲載してしてしてしてＰＲＰＲＰＲＰＲをををを図図図図っているところでございます。っているところでございます。っているところでございます。っているところでございます。

先先先先ほど新ほど新ほど新ほど新規規規規事業にもありましたが、事業にもありましたが、事業にもありましたが、事業にもありましたが、別別別別途途途途、、、、眺眺眺眺望望望望のいいのいいのいいのいいレレレレストラストラストラストラン、県としましてのパンン、県としましてのパンン、県としましてのパンン、県としましてのパン

フレフレフレフレットットットット、、、、ＰＲＰＲＰＲＰＲ誌誌誌誌をををを作作作作ったものと、８月１日から２ったものと、８月１日から２ったものと、８月１日から２ったものと、８月１日から２カカカカ月ごと、大月ごと、大月ごと、大月ごと、大和和和和のののの旬旬旬旬フェフェフェフェアアアアというというというという形形形形で、で、で、で、

９店舗９店舗９店舗９店舗におきましてにおきましてにおきましてにおきまして共共共共通食通食通食通食材材材材でのでのでのでのＰＲＰＲＰＲＰＲに取りに取りに取りに取り組ん組ん組ん組んでいます。現でいます。現でいます。現でいます。現在在在在は大は大は大は大和和和和丸丸丸丸なす、それからなす、それからなす、それからなす、それから

柿柿柿柿、大、大、大、大和和和和まなというまなというまなというまなという形形形形で、１月まで大で、１月まで大で、１月まで大で、１月まで大和和和和のののの旬旬旬旬フェフェフェフェアアアアというというというという形形形形で、一で、一で、一で、一層層層層眺眺眺眺望望望望のいいのいいのいいのいいレレレレストラストラストラストラ

ンのンのンのンのＰＲＰＲＰＲＰＲにににに努努努努めていきたいと思っているところです。めていきたいと思っているところです。めていきたいと思っているところです。めていきたいと思っているところです。

○神田委員○神田委員○神田委員○神田委員 ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。

大大大大和和和和野菜が、東京都で野菜が、東京都で野菜が、東京都で野菜が、東京都で売売売売れているというのは、東京のれているというのは、東京のれているというのは、東京のれているというのは、東京のアアアアンンンンテナテナテナテナシシシショッョッョッョップでプでプでプで……………………

（（（（「「「「奈良まほろば奈良まほろば奈良まほろば奈良まほろば館館館館」と」と」と」と呼ぶ呼ぶ呼ぶ呼ぶ者者者者あり）あり）あり）あり）

そう、奈良まほろばそう、奈良まほろばそう、奈良まほろばそう、奈良まほろば館館館館でででで売売売売れているのか、れているのか、れているのか、れているのか、直接直接直接直接東京都の東京都の東京都の東京都の料亭料亭料亭料亭などになどになどになどに売売売売りりりり込み込み込み込みにににに行行行行っていっていっていってい

るのかを聞きたいのです。本やいろいろなるのかを聞きたいのです。本やいろいろなるのかを聞きたいのです。本やいろいろなるのかを聞きたいのです。本やいろいろな掲載掲載掲載掲載によるによるによるによるＰＲＰＲＰＲＰＲだけではなく、だけではなく、だけではなく、だけではなく、直接ア直接ア直接ア直接アタタタタックックックックしししし

てててて販路拡販路拡販路拡販路拡大をしていただいているのかどうか、そういう大をしていただいているのかどうか、そういう大をしていただいているのかどうか、そういう大をしていただいているのかどうか、そういう努力努力努力努力していただいているとは思うしていただいているとは思うしていただいているとは思うしていただいているとは思う
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のですけれども、そののですけれども、そののですけれども、そののですけれども、その辺辺辺辺、、、、じじじじかに聞けたら、もっとうれしいかと思います。かに聞けたら、もっとうれしいかと思います。かに聞けたら、もっとうれしいかと思います。かに聞けたら、もっとうれしいかと思います。

これから大これから大これから大これから大和和和和野菜をど野菜をど野菜をど野菜をどんんんんどどどどんんんんつくっていく農つくっていく農つくっていく農つくっていく農地地地地のののの確確確確保と、それからつくってくださる方、保と、それからつくってくださる方、保と、それからつくってくださる方、保と、それからつくってくださる方、

担担担担ってくれる農業ってくれる農業ってくれる農業ってくれる農業家家家家のののの確確確確保はどうなのでし保はどうなのでし保はどうなのでし保はどうなのでしょょょょうか。何かうか。何かうか。何かうか。何か難難難難しいというしいというしいというしいという話話話話も聞きますが、そも聞きますが、そも聞きますが、そも聞きますが、そ

のののの辺辺辺辺、、、、希希希希望望望望があるのかどうか。大があるのかどうか。大があるのかどうか。大があるのかどうか。大和和和和野菜をこうしてつくっていただくことがこのまま野菜をこうしてつくっていただくことがこのまま野菜をこうしてつくっていただくことがこのまま野菜をこうしてつくっていただくことがこのままずずずずっっっっ

とうまくとうまくとうまくとうまく進展進展進展進展していけば、していけば、していけば、していけば、来来来来年年年年オオオオープンのープンのープンのープンの旧耳旧耳旧耳旧耳成成成成高高高高校跡校跡校跡校跡のののの直直直直売売売売所にも大きくプ所にも大きくプ所にも大きくプ所にも大きくプラスラスラスラスになるになるになるになる

と思いますので、そのと思いますので、そのと思いますので、そのと思いますので、その辺辺辺辺のところはどうなのか、もう一度聞かせてください。のところはどうなのか、もう一度聞かせてください。のところはどうなのか、もう一度聞かせてください。のところはどうなのか、もう一度聞かせてください。

それから、それから、それから、それから、眺眺眺眺望望望望のいいのいいのいいのいいレレレレストラストラストラストランはまた見せてもらって、ンはまた見せてもらって、ンはまた見せてもらって、ンはまた見せてもらって、行行行行きたいと思います。きたいと思います。きたいと思います。きたいと思います。

○角山マーケティング課長○角山マーケティング課長○角山マーケティング課長○角山マーケティング課長 首首首首都都都都圏圏圏圏での大での大での大での大和和和和野菜の取り野菜の取り野菜の取り野菜の取り組み組み組み組みの状の状の状の状況況況況でございますが、奈良でございますが、奈良でございますが、奈良でございますが、奈良

まほろばまほろばまほろばまほろば館館館館におきましてにおきましてにおきましてにおきまして昨昨昨昨年年年年ぐぐぐぐらいからでしらいからでしらいからでしらいからでしょょょょうか、うか、うか、うか、土土土土曜曜曜曜、日、日、日、日曜曜曜曜のののの朝朝朝朝市的な取り市的な取り市的な取り市的な取り組み組み組み組みをしをしをしをし

ていただきまして、それがていただきまして、それがていただきまして、それがていただきまして、それが好評好評好評好評をををを得得得得るるるる形形形形になってまいりまして、奈良まほろばになってまいりまして、奈良まほろばになってまいりまして、奈良まほろばになってまいりまして、奈良まほろば館館館館につきまにつきまにつきまにつきま

しても今、このしても今、このしても今、このしても今、この春春春春から常から常から常から常設設設設というというというという形形形形で、で、で、で、店店店店内におきまして、大内におきまして、大内におきまして、大内におきまして、大和和和和野菜をは野菜をは野菜をは野菜をはじじじじめといたしまめといたしまめといたしまめといたしま

して、奈良県の食して、奈良県の食して、奈良県の食して、奈良県の食材材材材をををを販売販売販売販売するするするするココココーーーーナナナナーをーをーをーを設設設設けていただいておりますので、けていただいておりますので、けていただいておりますので、けていただいておりますので、毎毎毎毎日何らかの日何らかの日何らかの日何らかの

大大大大和和和和野菜が奈良まほろば野菜が奈良まほろば野菜が奈良まほろば野菜が奈良まほろば館館館館でででで購購購購入入入入していただける状していただける状していただける状していただける状況況況況に今はなっております。に今はなっております。に今はなっております。に今はなっております。

それから、それから、それから、それから、昨昨昨昨年の東年の東年の東年の東北北北北大大大大震災震災震災震災以以以以降降降降、、、、西西西西日本産の野菜等々を日本産の野菜等々を日本産の野菜等々を日本産の野菜等々を希希希希望望望望されるところもありましされるところもありましされるところもありましされるところもありまし

て、東京都の市場からも京野菜、加賀野菜ではなく、大て、東京都の市場からも京野菜、加賀野菜ではなく、大て、東京都の市場からも京野菜、加賀野菜ではなく、大て、東京都の市場からも京野菜、加賀野菜ではなく、大和和和和野菜ということでの新たな野菜ということでの新たな野菜ということでの新たな野菜ということでの新たな品品品品目目目目

の要の要の要の要望望望望も出てきており、も出てきており、も出てきており、も出てきており、向向向向こうからのこうからのこうからのこうからのアアアアププププロロロローーーーチチチチもございまして、こもございまして、こもございまして、こもございまして、こちちちちらもらもらもらも積極積極積極積極的に東京的に東京的に東京的に東京

都の市場にも都の市場にも都の市場にも都の市場にも当当当当たっているところでございます。たっているところでございます。たっているところでございます。たっているところでございます。

今現今現今現今現在在在在、新、新、新、新規規規規事業でも、１１月から事業でも、１１月から事業でも、１１月から事業でも、１１月から首首首首都都都都圏へトラック圏へトラック圏へトラック圏へトラック便便便便というというというという形形形形で、プで、プで、プで、プロロロロポポポポーーーーザザザザルをさルをさルをさルをさ

せていただきまして、業せていただきまして、業せていただきまして、業せていただきまして、業者者者者と今後と今後と今後と今後契契契契約約約約という状という状という状という状況況況況でございますが、それででございますが、それででございますが、それででございますが、それで持持持持っていきますっていきますっていきますっていきます

ので、今のところ１１月３日、４日には東京都の市場から奈良県の産ので、今のところ１１月３日、４日には東京都の市場から奈良県の産ので、今のところ１１月３日、４日には東京都の市場から奈良県の産ので、今のところ１１月３日、４日には東京都の市場から奈良県の産地地地地見見見見学学学学に、に、に、に、五五五五、、、、六六六六十十十十

人、人、人、人、来来来来ていただくということで、１１月からのていただくということで、１１月からのていただくということで、１１月からのていただくということで、１１月からの首首首首都都都都圏へ圏へ圏へ圏へのはのはのはのはずみずみずみずみになるかと思っておりまになるかと思っておりまになるかと思っておりまになるかと思っておりま

す。す。す。す。

それから、雇用は、それから、雇用は、それから、雇用は、それから、雇用は、地域活地域活地域活地域活性性性性局局局局株式会社が株式会社が株式会社が株式会社が首首首首都都都都圏圏圏圏に大に大に大に大和和和和野菜、食野菜、食野菜、食野菜、食材材材材も含め、県内の特産も含め、県内の特産も含め、県内の特産も含め、県内の特産

というというというという形形形形でででで吉吉吉吉野本葛や野本葛や野本葛や野本葛や箸箸箸箸、、、、杉箸杉箸杉箸杉箸などを東京都のなどを東京都のなどを東京都のなどを東京都の料亭料亭料亭料亭にににに積極積極積極積極的に的に的に的に売売売売っていこうという事業をっていこうという事業をっていこうという事業をっていこうという事業を

やっていただいておりまして、やっていただいておりまして、やっていただいておりまして、やっていただいておりまして、個個個個 々々々々料亭料亭料亭料亭等に等に等に等に飛飛飛飛び込みび込みび込みび込みででででＰＲＰＲＰＲＰＲをしていただいているところをしていただいているところをしていただいているところをしていただいているところ

です。です。です。です。料料料料理人に大理人に大理人に大理人に大和和和和野菜や奈良県産の食野菜や奈良県産の食野菜や奈良県産の食野菜や奈良県産の食材材材材のよいものをのよいものをのよいものをのよいものをＰＲＰＲＰＲＰＲをしていただく。そういう連をしていただく。そういう連をしていただく。そういう連をしていただく。そういう連

携携携携をさせていただきをさせていただきをさせていただきをさせていただき進進進進めているところが現状でございます。めているところが現状でございます。めているところが現状でございます。めているところが現状でございます。

○植田農林部次長（新農業総合センターあり方検討担当）○植田農林部次長（新農業総合センターあり方検討担当）○植田農林部次長（新農業総合センターあり方検討担当）○植田農林部次長（新農業総合センターあり方検討担当） 大大大大和和和和野菜の野菜の野菜の野菜の再再再再度のお度のお度のお度のお尋ね尋ね尋ね尋ねでごでごでごでご

ざいます。ざいます。ざいます。ざいます。

もともと大もともと大もともと大もともと大和和和和野菜は、大野菜は、大野菜は、大野菜は、大規模規模規模規模生生生生産、大産、大産、大産、大量流量流量流量流通に通に通に通に向向向向かないかないかないかない品品品品種種種種で、このままで、このままで、このままで、このまま置置置置いておけばいておけばいておけばいておけば
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消消消消ええええゆゆゆゆく野菜であったわけですけれども、く野菜であったわけですけれども、く野菜であったわけですけれども、く野菜であったわけですけれども、地地地地産産産産地地地地消消消消やややや伝伝伝伝統統統統野菜に光が野菜に光が野菜に光が野菜に光が当当当当たりまして、県とたりまして、県とたりまして、県とたりまして、県と

しても大しても大しても大しても大和和和和野菜に野菜に野菜に野菜に認認認認定して定して定して定して生生生生産の産の産の産の拡拡拡拡大に取り大に取り大に取り大に取り組ん組ん組ん組んできたわけでございます。できたわけでございます。できたわけでございます。できたわけでございます。品品品品目目目目ごとのごとのごとのごとの生生生生

産産産産者者者者は、は、は、は、非非非非常に常に常に常に少少少少のうございますので、まのうございますので、まのうございますので、まのうございますので、まずずずずその方々をその方々をその方々をその方々を組組組組織織織織化化化化することにすることにすることにすることに力力力力をををを入入入入れておりれておりれておりれており

ます。県もます。県もます。県もます。県も技術技術技術技術者者者者をそれをそれをそれをそれぞぞぞぞれのれのれのれの作物作物作物作物ごとにごとにごとにごとに張張張張りつけまして、りつけまして、りつけまして、りつけまして、チチチチーーーームムムム大大大大和和和和野菜の野菜の野菜の野菜の活活活活動を動を動を動を進進進進めめめめ

ておるところでございます。ておるところでございます。ておるところでございます。ておるところでございます。

また、それまた、それまた、それまた、それぞぞぞぞれの野菜について、日もれの野菜について、日もれの野菜について、日もれの野菜について、日もちちちちがががが悪悪悪悪いとかやわらかいとかやわらかいとかやわらかいとかやわらか過過過過ぎぎぎぎるというるというるというるという課題課題課題課題がございがございがございがござい

ますので、一つ一つについて事ますので、一つ一つについて事ますので、一つ一つについて事ますので、一つ一つについて事例調査例調査例調査例調査とととと対対対対策に取り策に取り策に取り策に取り組ん組ん組ん組んでいるところでございます。でいるところでございます。でいるところでございます。でいるところでございます。

また、また、また、また、種種種種子についてもなかなか安定子についてもなかなか安定子についてもなかなか安定子についてもなかなか安定確確確確保が保が保が保が難難難難しく、特に大しく、特に大しく、特に大しく、特に大和和和和野菜の大野菜の大野菜の大野菜の大和和和和まなにつきましまなにつきましまなにつきましまなにつきまし

ては、ては、ては、ては、遺遺遺遺伝伝伝伝子の子の子の子の解析技術解析技術解析技術解析技術を用いまして、を用いまして、を用いまして、を用いまして、葉葉葉葉がががが黄色黄色黄色黄色くなりにくい新くなりにくい新くなりにくい新くなりにくい新品品品品種種種種をををを育育育育成したり、成したり、成したり、成したり、品品品品質質質質

にばらつきのあるものにつきましては、またにばらつきのあるものにつきましては、またにばらつきのあるものにつきましては、またにばらつきのあるものにつきましては、また育育育育種種種種で安定させるという安定で安定させるという安定で安定させるという安定で安定させるという安定生生生生産のための新産のための新産のための新産のための新

技術技術技術技術のののの導導導導入入入入実実実実証証証証等を等を等を等を行行行行っているところでございます。っているところでございます。っているところでございます。っているところでございます。

一つ一つの一つ一つの一つ一つの一つ一つの作物作物作物作物につきまして、につきまして、につきまして、につきまして、地地地地道道道道ではございますが、ではございますが、ではございますが、ではございますが、課題課題課題課題のののの抽抽抽抽出とその出とその出とその出とその解解解解決決決決にににに向向向向けたけたけたけた

取り取り取り取り組み組み組み組み、支援に一つ一つ取り、支援に一つ一つ取り、支援に一つ一つ取り、支援に一つ一つ取り組ん組ん組ん組んでまいりたいと考えておるところでございます。でまいりたいと考えておるところでございます。でまいりたいと考えておるところでございます。でまいりたいと考えておるところでございます。以上以上以上以上

です。です。です。です。

○神田委員○神田委員○神田委員○神田委員 ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。

このこのこのこの調調調調子で子で子で子で頑張頑張頑張頑張っていただきたいと思いますし、知らないところでいろいろとっていただきたいと思いますし、知らないところでいろいろとっていただきたいと思いますし、知らないところでいろいろとっていただきたいと思いますし、知らないところでいろいろと頑張頑張頑張頑張ってってってって

いただいていると。そういういただいていると。そういういただいていると。そういういただいていると。そういうひひひひとつとつとつとつずずずずつをつをつをつを私私私私たたたたちちちちが知らなくても、こうしてが知らなくても、こうしてが知らなくても、こうしてが知らなくても、こうして結結結結果として出果として出果として出果として出

てきたときに、いろいろなところで聞いたり、てきたときに、いろいろなところで聞いたり、てきたときに、いろいろなところで聞いたり、てきたときに、いろいろなところで聞いたり、自然自然自然自然にににに触触触触れたりするので、しっかりれたりするので、しっかりれたりするので、しっかりれたりするので、しっかり頑張頑張頑張頑張っっっっ

てください。てください。てください。てください。

○猪奥副委員長○猪奥副委員長○猪奥副委員長○猪奥副委員長 エエエエネルネルネルネルギギギギーについておーについておーについておーについてお伺伺伺伺いしたいのですけれども、いしたいのですけれども、いしたいのですけれども、いしたいのですけれども、先先先先ほど阪口委員からほど阪口委員からほど阪口委員からほど阪口委員から

も質も質も質も質問問問問がありましたが、がありましたが、がありましたが、がありましたが、エエエエネルネルネルネルギギギギーーーー政政政政策策策策推進推進推進推進事業の中の事業の中の事業の中の事業の中のエエエエネルネルネルネルギギギギーーーー供給供給供給供給力力力力増増増増強強強強支援事業は、支援事業は、支援事業は、支援事業は、

県県県県単独単独単独単独でされている事業ですか。おととしでされている事業ですか。おととしでされている事業ですか。おととしでされている事業ですか。おととしぐぐぐぐらいまでらいまでらいまでらいまで国国国国の事業での事業での事業での事業でグリグリグリグリーンーンーンーンニニニニュュュューーーーディディディディールールールール

基金があったかと思うのです。基金があったかと思うのです。基金があったかと思うのです。基金があったかと思うのです。国国国国でででで単独単独単独単独でやっているのだったら、でやっているのだったら、でやっているのだったら、でやっているのだったら、原原原原発事発事発事発事故故故故がががが起起起起こった後、こった後、こった後、こった後、

県としても取り県としても取り県としても取り県としても取り組組組組まなければならないというまなければならないというまなければならないというまなければならないという流流流流れでしれでしれでしれでしょょょょうが、どうしてそのとき、うが、どうしてそのとき、うが、どうしてそのとき、うが、どうしてそのとき、国国国国のののの資資資資

金が金が金が金が使使使使えるのにえるのにえるのにえるのに使使使使わなかったのかというのが１わなかったのかというのが１わなかったのかというのが１わなかったのかというのが１点点点点と、と、と、と、エエエエネルネルネルネルギギギギーーーービビビビジジジジョョョョンの策定等とありンの策定等とありンの策定等とありンの策定等とあり

ますが、これはどうしてますが、これはどうしてますが、これはどうしてますが、これはどうして同じ同じ同じ同じ枠枠枠枠なのか、ななのか、ななのか、ななのか、なぜぜぜぜこのこのこのこのカテカテカテカテゴゴゴゴリリリリーでくくられているのかを、教ーでくくられているのかを、教ーでくくられているのかを、教ーでくくられているのかを、教

えていただきたい。えていただきたい。えていただきたい。えていただきたい。

それと、それと、それと、それと、改改改改めてめてめてめてエエエエネルネルネルネルギギギギーーーー利活利活利活利活用用用用研究研究研究研究会の会の会の会の意意意意味味味味ですとかですとかですとかですとか意意意意義義義義、、、、進展進展進展進展などを教えてくださなどを教えてくださなどを教えてくださなどを教えてくださ

い。い。い。い。

○村上産業・雇用振興部次長（企画管理室長事務取扱）○村上産業・雇用振興部次長（企画管理室長事務取扱）○村上産業・雇用振興部次長（企画管理室長事務取扱）○村上産業・雇用振興部次長（企画管理室長事務取扱） 国国国国ののののグリグリグリグリーンーンーンーンニニニニュュュューーーーディディディディール事ール事ール事ール事
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業につきましては、本県も業につきましては、本県も業につきましては、本県も業につきましては、本県も申請申請申請申請いたしておりましたが、いたしておりましたが、いたしておりましたが、いたしておりましたが、残残残残念念念念ながらながらながらながら採択採択採択採択されませされませされませされませんんんんでした。でした。でした。でした。

来来来来年度もまた年度もまた年度もまた年度もまた挑挑挑挑戦したいと戦したいと戦したいと戦したいと担当課担当課担当課担当課としては考えておるところでございます。としては考えておるところでございます。としては考えておるところでございます。としては考えておるところでございます。

次次次次に、このに、このに、このに、このカテカテカテカテゴゴゴゴリリリリーがなーがなーがなーがなぜぜぜぜ同じ同じ同じ同じところにところにところにところに入入入入っているのかでございますけれども、っているのかでございますけれども、っているのかでございますけれども、っているのかでございますけれども、エエエエネネネネ

ルルルルギギギギーーーービビビビジジジジョョョョンの策定もンの策定もンの策定もンの策定もエエエエネルネルネルネルギギギギーーーー政政政政策の一つの大きな策の一つの大きな策の一つの大きな策の一つの大きな柱柱柱柱であるということ、産業・雇用であるということ、産業・雇用であるということ、産業・雇用であるということ、産業・雇用

振興部の企振興部の企振興部の企振興部の企画管画管画管画管理室で事務理室で事務理室で事務理室で事務局局局局をさせていただいているということでをさせていただいているということでをさせていただいているということでをさせていただいているということで整整整整理されたとお考えい理されたとお考えい理されたとお考えい理されたとお考えい

ただけばただけばただけばただけば結結結結構構構構かと思います。かと思います。かと思います。かと思います。

それと、それと、それと、それと、エエエエネルネルネルネルギギギギーーーー利活利活利活利活用用用用研究研究研究研究会でございますけれども、これにつきましてはご会でございますけれども、これにつきましてはご会でございますけれども、これにつきましてはご会でございますけれども、これにつきましてはご案案案案内の内の内の内の

とおり、平成２３年１２月にとおり、平成２３年１２月にとおり、平成２３年１２月にとおり、平成２３年１２月に設立設立設立設立されたわけでございます。これにつきましては、いろいされたわけでございます。これにつきましては、いろいされたわけでございます。これにつきましては、いろいされたわけでございます。これにつきましては、いろい

ろなろなろなろな学識経験学識経験学識経験学識経験者者者者でありますとか、関でありますとか、関でありますとか、関でありますとか、関西西西西電電電電力力力力株式会社、大阪株式会社、大阪株式会社、大阪株式会社、大阪ガスガスガスガス株式会社、シャープ株式会株式会社、シャープ株式会株式会社、シャープ株式会株式会社、シャープ株式会

社、社、社、社、近近近近畿畿畿畿日本日本日本日本鉄道鉄道鉄道鉄道株式会社、大株式会社、大株式会社、大株式会社、大和和和和ハウハウハウハウスススス株式会社という事業株式会社という事業株式会社という事業株式会社という事業者者者者にににに入入入入っていただきまして、っていただきまして、っていただきまして、っていただきまして、

今後どのようなことが今後どのようなことが今後どのようなことが今後どのようなことが適適適適切切切切なのか、奈良県にはどのような見なのか、奈良県にはどのような見なのか、奈良県にはどのような見なのか、奈良県にはどのような見込み込み込み込みがあるのかをごがあるのかをごがあるのかをごがあるのかをご示示示示唆唆唆唆いたいたいたいた

だきながらやっているわけでございます。だきながらやっているわけでございます。だきながらやっているわけでございます。だきながらやっているわけでございます。エエエエネルネルネルネルギギギギーーーー利活利活利活利活用用用用研究研究研究研究会を会を会を会を踏踏踏踏まえてまえてまえてまえて庁庁庁庁内の内の内の内のワワワワーーーー

キキキキンンンンググググググググループで今いろいろなループで今いろいろなループで今いろいろなループで今いろいろな可可可可能能能能性性性性をををを検討検討検討検討しておるところでございます。今後、このしておるところでございます。今後、このしておるところでございます。今後、このしておるところでございます。今後、このワワワワ

ーーーーキキキキンンンンググググググググループをループをループをループを踏踏踏踏まえまして、まえまして、まえまして、まえまして、エエエエネルネルネルネルギギギギーーーービビビビジジジジョョョョンの策定につきましては、さらにンの策定につきましては、さらにンの策定につきましては、さらにンの策定につきましては、さらに幅幅幅幅

広広広広いごいごいごいご意意意意見をいただきながら、年内の策定を見をいただきながら、年内の策定を見をいただきながら、年内の策定を見をいただきながら、年内の策定を目目目目指指指指していきたいと考えておるところでござしていきたいと考えておるところでござしていきたいと考えておるところでござしていきたいと考えておるところでござ

います。います。います。います。

○猪奥副委員長○猪奥副委員長○猪奥副委員長○猪奥副委員長 エエエエネルネルネルネルギギギギーーーー利活利活利活利活用用用用研究研究研究研究会で奈良県としての会で奈良県としての会で奈良県としての会で奈良県としてのエエエエネルネルネルネルギギギギーーーービビビビジジジジョョョョンの大ンの大ンの大ンの大枠枠枠枠なななな

り方り方り方り方向向向向性性性性をつくっていくということですをつくっていくということですをつくっていくということですをつくっていくということですねねねね。その。その。その。その５５５５つのつのつのつのワワワワーーーーキキキキンンンンググググググググループの中では、ループの中では、ループの中では、ループの中では、例例例例

えばえばえばえばババババイイイイオオオオマスマスマスマスのののの研究研究研究研究をしようとなったら、をしようとなったら、をしようとなったら、をしようとなったら、ババババイイイイオオオオマスマスマスマスのののの研究研究研究研究をしていくその中で、をしていくその中で、をしていくその中で、をしていくその中で、例例例例ええええ

ば奈良県で何ば奈良県で何ば奈良県で何ば奈良県で何％％％％のののの再再再再生可生可生可生可能エ能エ能エ能エネルネルネルネルギギギギーをつくることをーをつくることをーをつくることをーをつくることを目目目目標標標標にしようとか、このにしようとか、このにしようとか、このにしようとか、このエリアエリアエリアエリアはははは自自自自

分分分分たたたたちちちちでででで自活自活自活自活できるようにできるようにできるようにできるようにモモモモデデデデルルルル地地地地区区区区にしようという方にしようという方にしようという方にしようという方向向向向性性性性はこのはこのはこのはこのエエエエネルネルネルネルギギギギーーーー利活利活利活利活用用用用研究研究研究研究

会でつくっていくという理会でつくっていくという理会でつくっていくという理会でつくっていくという理解解解解でよろしいですか。でよろしいですか。でよろしいですか。でよろしいですか。

○浪越産業・雇用振興部長○浪越産業・雇用振興部長○浪越産業・雇用振興部長○浪越産業・雇用振興部長 先先先先ほどご質ほどご質ほどご質ほどご質問問問問のあったことものあったことものあったことものあったことも少少少少しししし交交交交えておえておえておえてお答答答答えをさせていたえをさせていたえをさせていたえをさせていた

だきます。だきます。だきます。だきます。国国国国ははははフフフフィィィィーーーードイドイドイドインタンタンタンタリリリリフフフフ制制制制度をつくった度をつくった度をつくった度をつくった段階段階段階段階でででで補補補補助助助助制制制制度そのものをかなり見度そのものをかなり見度そのものをかなり見度そのものをかなり見直直直直

しをしました。しをしました。しをしました。しをしました。当然当然当然当然、、、、収収収収益益益益がががが上上上上がってくるものですから、そこにがってくるものですから、そこにがってくるものですから、そこにがってくるものですから、そこに補補補補助助助助をををを入入入入れるというのはれるというのはれるというのはれるというのは

かなり見かなり見かなり見かなり見直直直直しをされて、小さくなりました。平成２４年度は、そういう状しをされて、小さくなりました。平成２４年度は、そういう状しをされて、小さくなりました。平成２４年度は、そういう状しをされて、小さくなりました。平成２４年度は、そういう状況況況況のもとにのもとにのもとにのもとに供給供給供給供給

力力力力増増増増強強強強をというをというをというをという形形形形でででで補補補補助助助助事業をつくり、事業をつくり、事業をつくり、事業をつくり、先先先先駆駆駆駆的な、的な、的な、的な、モモモモデデデデル的な事業をやり、それをル的な事業をやり、それをル的な事業をやり、それをル的な事業をやり、それを補補補補助助助助し、し、し、し、

支援して支援して支援して支援して展展展展開しようとつくったものでございます。これから開しようとつくったものでございます。これから開しようとつくったものでございます。これから開しようとつくったものでございます。これから国国国国のののの制制制制度的なものも含めてい度的なものも含めてい度的なものも含めてい度的なものも含めてい

ろいろなことが出てくるのかと思いますので、そういうものはしっかりろいろなことが出てくるのかと思いますので、そういうものはしっかりろいろなことが出てくるのかと思いますので、そういうものはしっかりろいろなことが出てくるのかと思いますので、そういうものはしっかり使使使使っていきたいとっていきたいとっていきたいとっていきたいと

思っております。思っております。思っております。思っております。グリグリグリグリーンーンーンーンニニニニュュュューーーーディディディディール事業につきましてもール事業につきましてもール事業につきましてもール事業につきましても少少少少しししし失失失失敗敗敗敗もありましたが、もありましたが、もありましたが、もありましたが、
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再再再再挑挑挑挑戦をしたいという気戦をしたいという気戦をしたいという気戦をしたいという気持持持持ちちちちでおります。でおります。でおります。でおります。

エエエエネルネルネルネルギギギギーーーービビビビジジジジョョョョンの策定ですが、ンの策定ですが、ンの策定ですが、ンの策定ですが、申申申申しししし上げ上げ上げ上げておりますように、ておりますように、ておりますように、ておりますように、ワワワワーーーーキキキキンンンンググググチチチチーーーームムムムでいでいでいでい

ろいろなろいろなろいろなろいろな議議議議論論論論をしていますけれども、それを取りまとめて一たをしていますけれども、それを取りまとめて一たをしていますけれども、それを取りまとめて一たをしていますけれども、それを取りまとめて一たんんんんたたきたたきたたきたたき台台台台を県でつくったを県でつくったを県でつくったを県でつくった

段階段階段階段階で委員会にいろいろなで委員会にいろいろなで委員会にいろいろなで委員会にいろいろな意意意意見を聞きたい。その方見を聞きたい。その方見を聞きたい。その方見を聞きたい。その方向向向向性性性性については、については、については、については、目目目目標値標値標値標値をどうをどうをどうをどう設設設設定す定す定す定す

るのかというるのかというるのかというるのかという議議議議論論論論になろうかと思います。ただ、それになろうかと思います。ただ、それになろうかと思います。ただ、それになろうかと思います。ただ、それ以上以上以上以上に思っておりますのが、今のまに思っておりますのが、今のまに思っておりますのが、今のまに思っておりますのが、今のま

までいきますとまでいきますとまでいきますとまでいきますと地地地地産産産産地地地地消消消消といったといったといったといった形形形形でのでのでのでのエエエエネルネルネルネルギギギギーのーのーのーの創創創創出はなかなか出はなかなか出はなかなか出はなかなか難難難難しいかと思っていしいかと思っていしいかと思っていしいかと思ってい

ます。そうすると工業ます。そうすると工業ます。そうすると工業ます。そうすると工業団団団団地地地地や住や住や住や住宅宅宅宅団団団団地地地地といった部といった部といった部といった部分分分分でのでのでのでの高高高高度度度度利利利利用を用を用を用を模模模模索索索索をしないと、をしないと、をしないと、をしないと、自自自自給給給給

率率率率というところにつながっていかないというところにつながっていかないというところにつながっていかないというところにつながっていかない可可可可能能能能性性性性があると思っております。委員会の中で、があると思っております。委員会の中で、があると思っております。委員会の中で、があると思っております。委員会の中で、例例例例

えばえばえばえばマイクマイクマイクマイクロロロログリッドグリッドグリッドグリッドだとかだとかだとかだとかスマスマスマスマーーーートグリッドトグリッドトグリッドトグリッドだとか、そういっただとか、そういっただとか、そういっただとか、そういった世界世界世界世界でのでのでのでの分分分分野の知見の野の知見の野の知見の野の知見の

部部部部分分分分、それから企業体の動きのようないろいろな、それから企業体の動きのようないろいろな、それから企業体の動きのようないろいろな、それから企業体の動きのようないろいろな情報情報情報情報もももも仕入仕入仕入仕入れたいと思っておりまして、れたいと思っておりまして、れたいと思っておりまして、れたいと思っておりまして、

大きな大きな大きな大きな目目目目標標標標としては、としては、としては、としては、当然当然当然当然そのそのそのその議議議議論論論論をさせていただくことになろうかとは思っているのでをさせていただくことになろうかとは思っているのでをさせていただくことになろうかとは思っているのでをさせていただくことになろうかとは思っているので

すけれども。とりわけ今のところは、すけれども。とりわけ今のところは、すけれども。とりわけ今のところは、すけれども。とりわけ今のところは、ワワワワーーーーキキキキンンンンググググの中でやっております奈良県の状の中でやっております奈良県の状の中でやっております奈良県の状の中でやっております奈良県の状況況況況もももも踏踏踏踏

まえて、どれくらいのまえて、どれくらいのまえて、どれくらいのまえて、どれくらいの形形形形のものができていくのかの取りまとめをするのものができていくのかの取りまとめをするのものができていくのかの取りまとめをするのものができていくのかの取りまとめをする作作作作業をやっておりま業をやっておりま業をやっておりま業をやっておりま

す。そのす。そのす。そのす。その段階段階段階段階でででで次次次次ののののステッステッステッステップとして委員会でごプとして委員会でごプとして委員会でごプとして委員会でご議議議議論論論論をいただくたたきをいただくたたきをいただくたたきをいただくたたき台台台台をつくって、委員をつくって、委員をつくって、委員をつくって、委員

会に会に会に会に上げ上げ上げ上げていきたいと思っております。ていきたいと思っております。ていきたいと思っております。ていきたいと思っております。以上以上以上以上でございます。でございます。でございます。でございます。

○猪奥副委員長○猪奥副委員長○猪奥副委員長○猪奥副委員長 せせせせんんんんだってからお願いをしておりますように、だってからお願いをしておりますように、だってからお願いをしておりますように、だってからお願いをしておりますように、エエエエネルネルネルネルギギギギーーーー利活利活利活利活用用用用検討検討検討検討会会会会

に関しては、方に関しては、方に関しては、方に関しては、方向向向向性性性性をををを決決決決めるめるめるめる議議議議論論論論をする大をする大をする大をする大切切切切な場でございますので、な場でございますので、な場でございますので、な場でございますので、ぜひぜひぜひぜひともともともとも希希希希望者望者望者望者にはにはにはには

傍聴傍聴傍聴傍聴できる体できる体できる体できる体制制制制をををを整整整整えていただきたいと思います。えていただきたいと思います。えていただきたいと思います。えていただきたいと思います。家庭家庭家庭家庭用パネルの用パネルの用パネルの用パネルの設設設設置置置置などで、発電をすなどで、発電をすなどで、発電をすなどで、発電をす

るるるる量量量量は、たくさは、たくさは、たくさは、たくさんんんんのののの戸戸戸戸数数数数につけたらにつけたらにつけたらにつけたら可可可可能能能能ですが、ですが、ですが、ですが、マイクマイクマイクマイクロロロログリッドグリッドグリッドグリッドとととと省省省省エエエエネとでネとでネとでネとで複複複複合合合合的に的に的に的に

取り取り取り取り組ん組ん組ん組んでいかなくてはいけないことですし、あり方そのものをでいかなくてはいけないことですし、あり方そのものをでいかなくてはいけないことですし、あり方そのものをでいかなくてはいけないことですし、あり方そのものを変変変変えていくようなことでえていくようなことでえていくようなことでえていくようなことで

すから、どういうすから、どういうすから、どういうすから、どういう議議議議論論論論がなされているのかは、県がなされているのかは、県がなされているのかは、県がなされているのかは、県民民民民にににに広広広広く知らされるく知らされるく知らされるく知らされる形形形形でででで行行行行われることがわれることがわれることがわれることが

望望望望ましいと考えます。ましいと考えます。ましいと考えます。ましいと考えます。

あと１あと１あと１あと１点点点点、要、要、要、要望望望望ですけれども、ですけれども、ですけれども、ですけれども、先先先先日より日より日より日よりリリリリビビビビンンンンググググササササイエイエイエイエンンンンススススがががが始始始始まっております。県のまっております。県のまっております。県のまっております。県の

予予予予算算算算の中でも予の中でも予の中でも予の中でも予算算算算づづづづけがされておりますが、まだまだけがされておりますが、まだまだけがされておりますが、まだまだけがされておりますが、まだまだ少少少少ない予ない予ない予ない予算算算算額額額額でございますので、でございますので、でございますので、でございますので、始始始始

まったばかりですから、どういう方まったばかりですから、どういう方まったばかりですから、どういう方まったばかりですから、どういう方向向向向性性性性でででで進進進進もうかともうかともうかともうかと検討検討検討検討されているところであるとは思されているところであるとは思されているところであるとは思されているところであるとは思

いますが、県内の産業のいますが、県内の産業のいますが、県内の産業のいますが、県内の産業の育育育育成に成に成に成に結び結び結び結びつき、かつつき、かつつき、かつつき、かつ皆皆皆皆ささささんんんんがががが情報情報情報情報をををを共有共有共有共有することで今後住することで今後住することで今後住することで今後住みみみみやややや

すいすいすいすい少少少少子子子子高高高高齢齢齢齢化化化化社会をつくっていけるように、その社会をつくっていけるように、その社会をつくっていけるように、その社会をつくっていけるように、その際際際際に産業のに産業のに産業のに産業の創創創創出をきっ出をきっ出をきっ出をきっちちちちりとやっていりとやっていりとやっていりとやってい

ただきますようにお願いをただきますようにお願いをただきますようにお願いをただきますようにお願いを申申申申しししし上げ上げ上げ上げてててて終終終終わります。ありがとうございます。わります。ありがとうございます。わります。ありがとうございます。わります。ありがとうございます。

○岡委員長○岡委員長○岡委員長○岡委員長 ほかございませほかございませほかございませほかございませんんんんか。か。か。か。

ないようですので、これをもって質疑等をないようですので、これをもって質疑等をないようですので、これをもって質疑等をないようですので、これをもって質疑等を終終終終わります。わります。わります。わります。
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それでは、これをもそれでは、これをもそれでは、これをもそれでは、これをもちちちちまして本日の委員会をまして本日の委員会をまして本日の委員会をまして本日の委員会を終終終終わります。わります。わります。わります。


