
---- 1111 ----

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

開催日時開催日時開催日時開催日時 平成２４年９月１４日（金） １３：０３～１５：１２平成２４年９月１４日（金） １３：０３～１５：１２平成２４年９月１４日（金） １３：０３～１５：１２平成２４年９月１４日（金） １３：０３～１５：１２

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

傍 聴 者傍 聴 者傍 聴 者傍 聴 者 なしなしなしなし

議 事議 事議 事議 事

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

（２）その他（２）その他（２）その他（２）その他

＜質疑応答＞＜質疑応答＞＜質疑応答＞＜質疑応答＞

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

があれば発言を願います。があれば発言を願います。があれば発言を願います。があれば発言を願います。

○今井委員○今井委員○今井委員○今井委員 産業・雇用振興部長から調査結果の報告をいただきまして、ありがとうござ産業・雇用振興部長から調査結果の報告をいただきまして、ありがとうござ産業・雇用振興部長から調査結果の報告をいただきまして、ありがとうござ産業・雇用振興部長から調査結果の報告をいただきまして、ありがとうござ

います。大変時間もかけて、いろいろとご苦労をいただいた結果のまとめではないかと受います。大変時間もかけて、いろいろとご苦労をいただいた結果のまとめではないかと受います。大変時間もかけて、いろいろとご苦労をいただいた結果のまとめではないかと受います。大変時間もかけて、いろいろとご苦労をいただいた結果のまとめではないかと受

けとめているわけです。なぜこの事業ができたのかと考えてみますと、そもそも緊急雇用けとめているわけです。なぜこの事業ができたのかと考えてみますと、そもそも緊急雇用けとめているわけです。なぜこの事業ができたのかと考えてみますと、そもそも緊急雇用けとめているわけです。なぜこの事業ができたのかと考えてみますと、そもそも緊急雇用

創出事業のふるさと雇用基金で、深刻な経済不安の派遣労働の雇いどめとか雇用不安が社創出事業のふるさと雇用基金で、深刻な経済不安の派遣労働の雇いどめとか雇用不安が社創出事業のふるさと雇用基金で、深刻な経済不安の派遣労働の雇いどめとか雇用不安が社創出事業のふるさと雇用基金で、深刻な経済不安の派遣労働の雇いどめとか雇用不安が社

会問題になっている中で、国が立ち上げてきたのが緊急雇用のふるさと雇用基金という形会問題になっている中で、国が立ち上げてきたのが緊急雇用のふるさと雇用基金という形会問題になっている中で、国が立ち上げてきたのが緊急雇用のふるさと雇用基金という形会問題になっている中で、国が立ち上げてきたのが緊急雇用のふるさと雇用基金という形

で創設され、その一つとしてＥＣコーディネート事業が具体化されてきたと思っておりまで創設され、その一つとしてＥＣコーディネート事業が具体化されてきたと思っておりまで創設され、その一つとしてＥＣコーディネート事業が具体化されてきたと思っておりまで創設され、その一つとしてＥＣコーディネート事業が具体化されてきたと思っておりま

す。す。す。す。

それで、今回、７１万８，８９３円という金額の返還を求めると出されておりますけれそれで、今回、７１万８，８９３円という金額の返還を求めると出されておりますけれそれで、今回、７１万８，８９３円という金額の返還を求めると出されておりますけれそれで、今回、７１万８，８９３円という金額の返還を求めると出されておりますけれ
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ども、この返還の金額を県がただ単なる経理上のミスであったと認識をされているのか、ども、この返還の金額を県がただ単なる経理上のミスであったと認識をされているのか、ども、この返還の金額を県がただ単なる経理上のミスであったと認識をされているのか、ども、この返還の金額を県がただ単なる経理上のミスであったと認識をされているのか、

それとも意図的に県のお金を少しでもだまし取ろうと、故意に行ったものと考えているのそれとも意図的に県のお金を少しでもだまし取ろうと、故意に行ったものと考えているのそれとも意図的に県のお金を少しでもだまし取ろうと、故意に行ったものと考えているのそれとも意図的に県のお金を少しでもだまし取ろうと、故意に行ったものと考えているの

か、その点について一つ確認をしたいと思っております。か、その点について一つ確認をしたいと思っております。か、その点について一つ確認をしたいと思っております。か、その点について一つ確認をしたいと思っております。

それから、新規雇用に係る概算払いとのことですけれども、国でもふるさと雇用基金のそれから、新規雇用に係る概算払いとのことですけれども、国でもふるさと雇用基金のそれから、新規雇用に係る概算払いとのことですけれども、国でもふるさと雇用基金のそれから、新規雇用に係る概算払いとのことですけれども、国でもふるさと雇用基金の

使い方にいろいろ問題があるということで、全国調査を行いまして、問題点が明らかにさ使い方にいろいろ問題があるということで、全国調査を行いまして、問題点が明らかにさ使い方にいろいろ問題があるということで、全国調査を行いまして、問題点が明らかにさ使い方にいろいろ問題があるということで、全国調査を行いまして、問題点が明らかにさ

れてきております。全国の事例を見ておりますと、これだけの賃金を払いますと県に届けれてきております。全国の事例を見ておりますと、これだけの賃金を払いますと県に届けれてきております。全国の事例を見ておりますと、これだけの賃金を払いますと県に届けれてきております。全国の事例を見ておりますと、これだけの賃金を払いますと県に届け

て、実際にはそれだけの賃金が払われていなかった返還事例が全体の２割に見られると全て、実際にはそれだけの賃金が払われていなかった返還事例が全体の２割に見られると全て、実際にはそれだけの賃金が払われていなかった返還事例が全体の２割に見られると全て、実際にはそれだけの賃金が払われていなかった返還事例が全体の２割に見られると全

国の反省の中には書いてありました。国の反省の中には書いてありました。国の反省の中には書いてありました。国の反省の中には書いてありました。

そして、今回の問題が発覚しました経緯ですけれども、解雇されたと言われておりますそして、今回の問題が発覚しました経緯ですけれども、解雇されたと言われておりますそして、今回の問題が発覚しました経緯ですけれども、解雇されたと言われておりますそして、今回の問題が発覚しました経緯ですけれども、解雇されたと言われております

方が、実際に継続の雇用をした場合に一時金として３０万円が企業に支払われる、そうい方が、実際に継続の雇用をした場合に一時金として３０万円が企業に支払われる、そうい方が、実際に継続の雇用をした場合に一時金として３０万円が企業に支払われる、そうい方が、実際に継続の雇用をした場合に一時金として３０万円が企業に支払われる、そうい

う手続を行った後に解雇となりましたので、ご本人がそれはおかしいと払い下げを県に求う手続を行った後に解雇となりましたので、ご本人がそれはおかしいと払い下げを県に求う手続を行った後に解雇となりましたので、ご本人がそれはおかしいと払い下げを県に求う手続を行った後に解雇となりましたので、ご本人がそれはおかしいと払い下げを県に求

めに行かれたわけです。そこについて返ってきた書類の中に、２５万円ほどのお給料が払めに行かれたわけです。そこについて返ってきた書類の中に、２５万円ほどのお給料が払めに行かれたわけです。そこについて返ってきた書類の中に、２５万円ほどのお給料が払めに行かれたわけです。そこについて返ってきた書類の中に、２５万円ほどのお給料が払

われているという内容がありまして、ご本人が実際にもらっていた金額とは６万円も違うわれているという内容がありまして、ご本人が実際にもらっていた金額とは６万円も違うわれているという内容がありまして、ご本人が実際にもらっていた金額とは６万円も違うわれているという内容がありまして、ご本人が実際にもらっていた金額とは６万円も違う

金額であったことから、こうした問題が発覚してきたわけです。金額であったことから、こうした問題が発覚してきたわけです。金額であったことから、こうした問題が発覚してきたわけです。金額であったことから、こうした問題が発覚してきたわけです。

これは、県に届けていたのと本人の支払いが違うという全国の２割の例とその点はどんこれは、県に届けていたのと本人の支払いが違うという全国の２割の例とその点はどんこれは、県に届けていたのと本人の支払いが違うという全国の２割の例とその点はどんこれは、県に届けていたのと本人の支払いが違うという全国の２割の例とその点はどん

なふうに違っているのか、その点についてもお尋ねをしたいと思います。なふうに違っているのか、その点についてもお尋ねをしたいと思います。なふうに違っているのか、その点についてもお尋ねをしたいと思います。なふうに違っているのか、その点についてもお尋ねをしたいと思います。

それから、県はそれから、県はそれから、県はそれから、県は普通普通普通普通、そういう形で解雇された、そういう形で解雇された、そういう形で解雇された、そういう形で解雇された従従従従業員が、継続雇用になるから３０万円業員が、継続雇用になるから３０万円業員が、継続雇用になるから３０万円業員が、継続雇用になるから３０万円

出るのはおかしいから取り下げるということが出るのはおかしいから取り下げるということが出るのはおかしいから取り下げるということが出るのはおかしいから取り下げるということが来来来来たときに、そこでたときに、そこでたときに、そこでたときに、そこで普通普通普通普通はははは何何何何かおかしいとかおかしいとかおかしいとかおかしいと

思って思って思って思って対応対応対応対応するするするするべべべべきではないかと思うわけですけれども、そのときにどういうきではないかと思うわけですけれども、そのときにどういうきではないかと思うわけですけれども、そのときにどういうきではないかと思うわけですけれども、そのときにどういう対応対応対応対応をされをされをされをされ

ていたのか、お尋ねをしたいと思います。ていたのか、お尋ねをしたいと思います。ていたのか、お尋ねをしたいと思います。ていたのか、お尋ねをしたいと思います。

○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 ご質問いただいたご質問いただいたご質問いただいたご質問いただいた件件件件につきまして、まにつきまして、まにつきまして、まにつきまして、まずずずず１点１点１点１点目目目目、経理上の単なるミ、経理上の単なるミ、経理上の単なるミ、経理上の単なるミ

スなのか、意図的に、故意にスなのか、意図的に、故意にスなのか、意図的に、故意にスなのか、意図的に、故意にややややられたものなのかということでしたけれども、今回、られたものなのかということでしたけれども、今回、られたものなのかということでしたけれども、今回、られたものなのかということでしたけれども、今回、再再再再調調調調

査をさ査をさ査をさ査をさせせせせていただていただていただていただくくくく中で、結果的に委中で、結果的に委中で、結果的に委中で、結果的に委託対象外託対象外託対象外託対象外の経の経の経の経費費費費が含まれていることがわかったといが含まれていることがわかったといが含まれていることがわかったといが含まれていることがわかったとい

うことです。そこに実うことです。そこに実うことです。そこに実うことです。そこに実態態態態とととと異異異異なる内容がなる内容がなる内容がなる内容が記載記載記載記載されていたものについては、されていたものについては、されていたものについては、されていたものについては、先先先先ほど産業・雇ほど産業・雇ほど産業・雇ほど産業・雇

用振興部長もご説明用振興部長もご説明用振興部長もご説明用振興部長もご説明申申申申し上げましたとおり、県としては、関係し上げましたとおり、県としては、関係し上げましたとおり、県としては、関係し上げましたとおり、県としては、関係者者者者からのからのからのからの聞聞聞聞き取りにおきまき取りにおきまき取りにおきまき取りにおきま

しても、どのしても、どのしても、どのしても、どのよよよような経うな経うな経うな経過過過過でででで作作作作成されたか確定することはできていま成されたか確定することはできていま成されたか確定することはできていま成されたか確定することはできていませせせせん。ん。ん。ん。

２点２点２点２点目目目目、県が確認していた、本人にお支払いしていると思っていた額と実際に支払われ、県が確認していた、本人にお支払いしていると思っていた額と実際に支払われ、県が確認していた、本人にお支払いしていると思っていた額と実際に支払われ、県が確認していた、本人にお支払いしていると思っていた額と実際に支払われ

ていた額が違うのではないかというごていた額が違うのではないかというごていた額が違うのではないかというごていた額が違うのではないかというご指摘指摘指摘指摘でございましたけれども、でございましたけれども、でございましたけれども、でございましたけれども、先先先先ほどごほどごほどごほどご指摘指摘指摘指摘のあっのあっのあっのあっ

た２５万円というた２５万円というた２５万円というた２５万円という数字数字数字数字は、は、は、は、当初当初当初当初からからからから従従従従業員に業員に業員に業員に対対対対して提して提して提して提示示示示していたものではなしていたものではなしていたものではなしていたものではなくくくくて、一時金て、一時金て、一時金て、一時金

を支給するためにを支給するためにを支給するためにを支給するために必要必要必要必要な書類にな書類にな書類にな書類に記載記載記載記載ミスがあったことを県としてはミスがあったことを県としてはミスがあったことを県としてはミスがあったことを県としては把握把握把握把握しています。２５しています。２５しています。２５しています。２５
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万円を県に万円を県に万円を県に万円を県に申申申申告していて、他方でご本人には違う額をお支払いしていた告していて、他方でご本人には違う額をお支払いしていた告していて、他方でご本人には違う額をお支払いしていた告していて、他方でご本人には違う額をお支払いしていたよよよようなことはないうなことはないうなことはないうなことはない

と考えております。と考えております。と考えております。と考えております。

○今井委員○今井委員○今井委員○今井委員 これだけ支払うという一時金の書類ですけれども、一時金は受け取ったことこれだけ支払うという一時金の書類ですけれども、一時金は受け取ったことこれだけ支払うという一時金の書類ですけれども、一時金は受け取ったことこれだけ支払うという一時金の書類ですけれども、一時金は受け取ったこと

がないとがないとがないとがないと聞聞聞聞いているわけですが、県は一時金を払っているといういているわけですが、県は一時金を払っているといういているわけですが、県は一時金を払っているといういているわけですが、県は一時金を払っているという前前前前提で会社に委提で会社に委提で会社に委提で会社に委託費託費託費託費をもをもをもをも

し払っておられるのであれば、その点はし払っておられるのであれば、その点はし払っておられるのであれば、その点はし払っておられるのであれば、その点は誤差誤差誤差誤差がががが生じ生じ生じ生じるのではないかと思うのですけれども、るのではないかと思うのですけれども、るのではないかと思うのですけれども、るのではないかと思うのですけれども、

その点、もう一回確認をしていただけないかと思います。その点、もう一回確認をしていただけないかと思います。その点、もう一回確認をしていただけないかと思います。その点、もう一回確認をしていただけないかと思います。

○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 おおおお答答答答えいたします。一時金の書類を受け取ったことがないとご本人えいたします。一時金の書類を受け取ったことがないとご本人えいたします。一時金の書類を受け取ったことがないとご本人えいたします。一時金の書類を受け取ったことがないとご本人

がおっしがおっしがおっしがおっしゃゃゃゃっていると。っていると。っていると。っていると。

（（（（「「「「一時金を受け取ったことはない一時金を受け取ったことはない一時金を受け取ったことはない一時金を受け取ったことはない。。。。」」」」とととと呼ぶ者呼ぶ者呼ぶ者呼ぶ者あり）あり）あり）あり）

○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 失礼失礼失礼失礼いたしました。一時金を受け取ったことがない、一時金は、結いたしました。一時金を受け取ったことがない、一時金は、結いたしました。一時金を受け取ったことがない、一時金は、結いたしました。一時金を受け取ったことがない、一時金は、結

果的に果的に果的に果的に申請申請申請申請されたときに取り下げられたと。されたときに取り下げられたと。されたときに取り下げられたと。されたときに取り下げられたと。最初最初最初最初はははは申請申請申請申請をしたけれども、その後、結果的をしたけれども、その後、結果的をしたけれども、その後、結果的をしたけれども、その後、結果的

に解雇されることがわかったに解雇されることがわかったに解雇されることがわかったに解雇されることがわかった段階段階段階段階で、県で、県で、県で、県庁庁庁庁にご本人と会社が一にご本人と会社が一にご本人と会社が一にご本人と会社が一緒緒緒緒に取り下げにに取り下げにに取り下げにに取り下げに来来来来たというたというたというたという

ことだと認識しております。結果的に県は一時金をお支払いはしていないという事実関係ことだと認識しております。結果的に県は一時金をお支払いはしていないという事実関係ことだと認識しております。結果的に県は一時金をお支払いはしていないという事実関係ことだと認識しております。結果的に県は一時金をお支払いはしていないという事実関係

かと思います。かと思います。かと思います。かと思います。

○今井委員○今井委員○今井委員○今井委員 少し少し少し少し混乱混乱混乱混乱していると思いますが、３０万円の一時金については取り下げでしていると思いますが、３０万円の一時金については取り下げでしていると思いますが、３０万円の一時金については取り下げでしていると思いますが、３０万円の一時金については取り下げで対対対対

応応応応していただいているわけですが、そのときに一していただいているわけですが、そのときに一していただいているわけですが、そのときに一していただいているわけですが、そのときに一緒緒緒緒に県からもらった書類に２５万円の給に県からもらった書類に２５万円の給に県からもらった書類に２５万円の給に県からもらった書類に２５万円の給

料を払っている書類がついていたということです。それは、県がここの会社の料を払っている書類がついていたということです。それは、県がここの会社の料を払っている書類がついていたということです。それは、県がここの会社の料を払っている書類がついていたということです。それは、県がここの会社の従従従従業員に２業員に２業員に２業員に２

５万円の給料を払っていることで、もしお金を払っているとすれば、働いている人がもら５万円の給料を払っていることで、もしお金を払っているとすれば、働いている人がもら５万円の給料を払っていることで、もしお金を払っているとすれば、働いている人がもら５万円の給料を払っていることで、もしお金を払っているとすれば、働いている人がもら

っていた金額とっていた金額とっていた金額とっていた金額と異異異異なる金額になりますので、全国の２割の事例になる金額になりますので、全国の２割の事例になる金額になりますので、全国の２割の事例になる金額になりますので、全国の２割の事例に入入入入る、る、る、る、申請申請申請申請していた中していた中していた中していた中身身身身

と実際労働と実際労働と実際労働と実際労働者者者者が受け取っていた金額が違うということにが受け取っていた金額が違うということにが受け取っていた金額が違うということにが受け取っていた金額が違うということに該当該当該当該当するのではないかと思うのでするのではないかと思うのでするのではないかと思うのでするのではないかと思うので

すけれども、その点についてもう一すけれども、その点についてもう一すけれども、その点についてもう一すけれども、その点についてもう一度度度度お願いします。お願いします。お願いします。お願いします。

○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 端端端端的にお的にお的にお的にお答答答答えしますと、県は２５万円という金額は事業えしますと、県は２５万円という金額は事業えしますと、県は２５万円という金額は事業えしますと、県は２５万円という金額は事業者者者者にににに対対対対してしてしてして

お支払いしておりまお支払いしておりまお支払いしておりまお支払いしておりませせせせん。ん。ん。ん。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○今井委員○今井委員○今井委員○今井委員 全国の調査の中で、反省点が書かれてありました。全国の調査の中で、反省点が書かれてありました。全国の調査の中で、反省点が書かれてありました。全国の調査の中で、反省点が書かれてありました。何何何何が反省かというと、が反省かというと、が反省かというと、が反省かというと、厚厚厚厚

生生生生労働省そのものが労働省そのものが労働省そのものが労働省そのものが都道府都道府都道府都道府県に概算払いの県に概算払いの県に概算払いの県に概算払いの徹底等徹底等徹底等徹底等の説明が不の説明が不の説明が不の説明が不十分十分十分十分だったという国の反省点。だったという国の反省点。だったという国の反省点。だったという国の反省点。

それから、それから、それから、それから、都道府都道府都道府都道府県において、概算県において、概算県において、概算県において、概算契約契約契約契約の支払いにおける支払い額の確認をの支払いにおける支払い額の確認をの支払いにおける支払い額の確認をの支払いにおける支払い額の確認を適切適切適切適切に実に実に実に実施施施施すすすす

るるるる重要性重要性重要性重要性にににに対対対対する認識が不する認識が不する認識が不する認識が不十分十分十分十分だったという県そのものの反省点が書かれてありました。だったという県そのものの反省点が書かれてありました。だったという県そのものの反省点が書かれてありました。だったという県そのものの反省点が書かれてありました。

この間、この間、この間、この間、奈良奈良奈良奈良県のこの問題を取り上げて県のこの問題を取り上げて県のこの問題を取り上げて県のこの問題を取り上げて感じ感じ感じ感じてまいりましたのは、これともう一つ、事てまいりましたのは、これともう一つ、事てまいりましたのは、これともう一つ、事てまいりましたのは、これともう一つ、事

業を業を業を業を請請請請けけけけ負負負負った企業のった企業のった企業のった企業のモラルモラルモラルモラルも問題も問題も問題も問題視視視視するするするする必要必要必要必要があるのではないかとがあるのではないかとがあるのではないかとがあるのではないかと感じ感じ感じ感じたわけでございたわけでございたわけでございたわけでござい

ます。ます。ます。ます。
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今回、新たに緊急雇用が継続で、国で今回、新たに緊急雇用が継続で、国で今回、新たに緊急雇用が継続で、国で今回、新たに緊急雇用が継続で、国で来来来来年９月までの事業が年９月までの事業が年９月までの事業が年９月までの事業が延期延期延期延期されていされていされていされていくくくくわけですけわけですけわけですけわけですけ

れども、こうした事業が本れども、こうした事業が本れども、こうした事業が本れども、こうした事業が本来来来来の雇用に結の雇用に結の雇用に結の雇用に結びびびびつつつつくくくく形での形での形での形での対策対策対策対策をぜをぜをぜをぜひ進ひ進ひ進ひ進めていただきたいといめていただきたいといめていただきたいといめていただきたいとい

うことをお願いをしておきます。うことをお願いをしておきます。うことをお願いをしておきます。うことをお願いをしておきます。

それから、この緊急雇用にそれから、この緊急雇用にそれから、この緊急雇用にそれから、この緊急雇用に伴伴伴伴いまして、新たな事業がいまして、新たな事業がいまして、新たな事業がいまして、新たな事業が開始開始開始開始をされることで、２つの事業をされることで、２つの事業をされることで、２つの事業をされることで、２つの事業

を説明をしていただきました。を説明をしていただきました。を説明をしていただきました。を説明をしていただきました。就就就就労労労労困難者困難者困難者困難者のののの在宅就在宅就在宅就在宅就労支労支労支労支援援援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、ひひひひとりとりとりとり親家親家親家親家

庭庭庭庭、、、、障害者障害者障害者障害者のののの就就就就労労労労困難者困難者困難者困難者ののののＩＴＩＴＩＴＩＴを使ったを使ったを使ったを使った就就就就労支労支労支労支援援援援とありますけれども、これは委とありますけれども、これは委とありますけれども、これは委とありますけれども、これは委託先託先託先託先はどはどはどはど

こになるのか、その点こになるのか、その点こになるのか、その点こになるのか、その点教教教教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。

○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 ご質問のありましたご質問のありましたご質問のありましたご質問のありました就就就就労労労労困難者在宅就困難者在宅就困難者在宅就困難者在宅就業支業支業支業支援援援援事業でございますけれ事業でございますけれ事業でございますけれ事業でございますけれ

ども、これについては予算がども、これについては予算がども、これについては予算がども、これについては予算が通通通通りますと、事業りますと、事業りますと、事業りますと、事業者者者者についてについてについてについてプロポプロポプロポプロポーーーーザルザルザルザル方方方方式式式式にするか、方にするか、方にするか、方にするか、方

式式式式はははは別別別別として、業として、業として、業として、業者等者等者等者等のののの公募公募公募公募をかけて、それからをかけて、それからをかけて、それからをかけて、それから決決決決めていきたいと思っています。めていきたいと思っています。めていきたいと思っています。めていきたいと思っています。

○今井委員○今井委員○今井委員○今井委員 実は、今回このＥＣコーディネートの事業を実は、今回このＥＣコーディネートの事業を実は、今回このＥＣコーディネートの事業を実は、今回このＥＣコーディネートの事業を請請請請けけけけ負負負負っておりましたっておりましたっておりましたっておりました株式株式株式株式会社会社会社会社

ダイワマダイワマダイワマダイワマネネネネジメンジメンジメンジメントですけれども、トですけれども、トですけれども、トですけれども、過去過去過去過去を調を調を調を調べべべべてまいりましたら、平成１９年にてまいりましたら、平成１９年にてまいりましたら、平成１９年にてまいりましたら、平成１９年に独独独独立行立行立行立行政政政政

法法法法人の雇用人の雇用人の雇用人の雇用能力開能力開能力開能力開発発発発センタセンタセンタセンターが委ーが委ーが委ーが委託先託先託先託先として事業を行っているというのがありました。そとして事業を行っているというのがありました。そとして事業を行っているというのがありました。そとして事業を行っているというのがありました。そ

れから、平成２０年につきましても、れから、平成２０年につきましても、れから、平成２０年につきましても、れから、平成２０年につきましても、母母母母子子子子家庭家庭家庭家庭ののののパソパソパソパソココココン教ン教ン教ン教室という形で事業を委室という形で事業を委室という形で事業を委室という形で事業を委託託託託してしてしてして

いる。それから、平成２０年１１月には、県立いる。それから、平成２０年１１月には、県立いる。それから、平成２０年１１月には、県立いる。それから、平成２０年１１月には、県立高等技術専門校高等技術専門校高等技術専門校高等技術専門校とととと就就就就業支業支業支業支援援援援業業業業務務務務としてこのとしてこのとしてこのとしてこの

企業に委企業に委企業に委企業に委託託託託をしているということがありましたけれども、これを見ていきますと、をしているということがありましたけれども、これを見ていきますと、をしているということがありましたけれども、これを見ていきますと、をしているということがありましたけれども、これを見ていきますと、奈良奈良奈良奈良県県県県

ののののＩＴＩＴＩＴＩＴ関係のさまざまな支関係のさまざまな支関係のさまざまな支関係のさまざまな支援援援援は、は、は、は、何何何何かここの企業が一手にかここの企業が一手にかここの企業が一手にかここの企業が一手に引引引引き受けているき受けているき受けているき受けている印象印象印象印象をををを非常非常非常非常に受に受に受に受

けました。けました。けました。けました。

そして、今回どこに委そして、今回どこに委そして、今回どこに委そして、今回どこに委託託託託をするかは、これからということですけれども、このＥＣコーをするかは、これからということですけれども、このＥＣコーをするかは、これからということですけれども、このＥＣコーをするかは、これからということですけれども、このＥＣコー

ディネーディネーディネーディネータタタターのーのーのーの応募応募応募応募が１社しかなかったとが１社しかなかったとが１社しかなかったとが１社しかなかったと前前前前回回回回伺伺伺伺っておりますが、この１社のっておりますが、この１社のっておりますが、この１社のっておりますが、この１社の応募応募応募応募の経緯の経緯の経緯の経緯

も調も調も調も調べべべべましたら、平成２１年８月４日に県がふるさと雇用のましたら、平成２１年８月４日に県がふるさと雇用のましたら、平成２１年８月４日に県がふるさと雇用のましたら、平成２１年８月４日に県がふるさと雇用の再生特別再生特別再生特別再生特別基金事業で、ＥＣコ基金事業で、ＥＣコ基金事業で、ＥＣコ基金事業で、ＥＣコ

ーディネーーディネーーディネーーディネータタタターの設ーの設ーの設ーの設置置置置事業委事業委事業委事業委託託託託に係る企に係る企に係る企に係る企画画画画提案提案提案提案募集要募集要募集要募集要項を出して、項を出して、項を出して、項を出して、公募公募公募公募をををを開始開始開始開始されておりされておりされておりされており

ます。６４８万３，０００円と１０年でます。６４８万３，０００円と１０年でます。６４８万３，０００円と１０年でます。６４８万３，０００円と１０年で公募公募公募公募をかけておりますが、その提出をかけておりますが、その提出をかけておりますが、その提出をかけておりますが、その提出期限期限期限期限は８月１は８月１は８月１は８月１

２日となっておりまして、２日となっておりまして、２日となっておりまして、２日となっておりまして、短短短短いいいい期期期期間で間で間で間で募集募集募集募集するするするする印象印象印象印象を受けたわけです。を受けたわけです。を受けたわけです。を受けたわけです。

この間の経緯を見ていきますと、この間の経緯を見ていきますと、この間の経緯を見ていきますと、この間の経緯を見ていきますと、奈良奈良奈良奈良県の県の県の県のＩＴＩＴＩＴＩＴ関係はここしかないものと、関係はここしかないものと、関係はここしかないものと、関係はここしかないものと、既既既既にこういにこういにこういにこうい

うことを委うことを委うことを委うことを委託託託託しているしているしているしている話話話話がついていたのではないかと見るがついていたのではないかと見るがついていたのではないかと見るがついていたのではないかと見るよよよような見方もできなうな見方もできなうな見方もできなうな見方もできなくくくくはないとはないとはないとはないと

思うわけです。こうした事業思うわけです。こうした事業思うわけです。こうした事業思うわけです。こうした事業者者者者にとったら、にとったら、にとったら、にとったら、自分自分自分自分のところしかないという少しのおごりみのところしかないという少しのおごりみのところしかないという少しのおごりみのところしかないという少しのおごりみ

たいなものと、それから県からすればたいなものと、それから県からすればたいなものと、それから県からすればたいなものと、それから県からすればＩＴＩＴＩＴＩＴ関係はここにお願いしたらいいという、いわば関係はここにお願いしたらいいという、いわば関係はここにお願いしたらいいという、いわば関係はここにお願いしたらいいという、いわば

甘甘甘甘えみたいなものが、今回のこうした問題のえみたいなものが、今回のこうした問題のえみたいなものが、今回のこうした問題のえみたいなものが、今回のこうした問題の根根根根本にあるのではないかとこの経緯をみて本にあるのではないかとこの経緯をみて本にあるのではないかとこの経緯をみて本にあるのではないかとこの経緯をみて非非非非

常常常常にににに強く感じ強く感じ強く感じ強く感じてきたところであります。てきたところであります。てきたところであります。てきたところであります。
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ややややはり、こうした関係のところをきっちりとはり、こうした関係のところをきっちりとはり、こうした関係のところをきっちりとはり、こうした関係のところをきっちりと乗乗乗乗り越えて、り越えて、り越えて、り越えて、奈良奈良奈良奈良県がそうした不県がそうした不県がそうした不県がそうした不正正正正はははは許許許許ささささ

ないという県のないという県のないという県のないという県の土壌土壌土壌土壌を今回きっちりとしておかないと、またを今回きっちりとしておかないと、またを今回きっちりとしておかないと、またを今回きっちりとしておかないと、また同じ同じ同じ同じことのことのことのことの繰繰繰繰り返しになってり返しになってり返しになってり返しになって

しまうのではないか、そういう不安がありまして、意図的に、故意に行われたことであっしまうのではないか、そういう不安がありまして、意図的に、故意に行われたことであっしまうのではないか、そういう不安がありまして、意図的に、故意に行われたことであっしまうのではないか、そういう不安がありまして、意図的に、故意に行われたことであっ

たとするならば、それはたとするならば、それはたとするならば、それはたとするならば、それは公公公公金金金金横領横領横領横領のののの犯罪犯罪犯罪犯罪にににに当当当当たるわけですので、きっちりと告発をするとたるわけですので、きっちりと告発をするとたるわけですので、きっちりと告発をするとたるわけですので、きっちりと告発をすると

いういういういう対応対応対応対応をとるをとるをとるをとるべべべべきではないかと思いますが、その点で県のお考えをおきではないかと思いますが、その点で県のお考えをおきではないかと思いますが、その点で県のお考えをおきではないかと思いますが、その点で県のお考えをお聞聞聞聞かかかかせせせせいただきたいただきたいただきたいただきた

いと思います。いと思います。いと思います。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 先先先先ほどご報告をさほどご報告をさほどご報告をさほどご報告をさせせせせていただいたときに、今後のていただいたときに、今後のていただいたときに、今後のていただいたときに、今後の法律相談法律相談法律相談法律相談をををを

ささささせせせせていただきたいというのは、今のこともていただきたいというのは、今のこともていただきたいというのは、今のこともていただきたいというのは、今のことも踏踏踏踏まえましてごまえましてごまえましてごまえましてご相談相談相談相談をさをさをさをさせせせせていただこうと思ていただこうと思ていただこうと思ていただこうと思

っておりますし、今後、っておりますし、今後、っておりますし、今後、っておりますし、今後、処分等処分等処分等処分等につきましても、につきましても、につきましても、につきましても、当然当然当然当然、県の関係の、県の関係の、県の関係の、県の関係の組織組織組織組織ともともともとも協協協協議しながら、議しながら、議しながら、議しながら、

適正適正適正適正なななな処処処処理をしたいと思っております。理をしたいと思っております。理をしたいと思っております。理をしたいと思っております。

おっしおっしおっしおっしゃゃゃゃる形でこういう事案がる形でこういう事案がる形でこういう事案がる形でこういう事案が判判判判明いたしましたので、明いたしましたので、明いたしましたので、明いたしましたので、処処処処理としては理としては理としては理としては適正適正適正適正に行うとともに行うとともに行うとともに行うととも

に、県にもそういう部に、県にもそういう部に、県にもそういう部に、県にもそういう部分分分分で、で、で、で、よよよよりりりり踏踏踏踏みみみみ込込込込んだ形のんだ形のんだ形のんだ形の改善改善改善改善をしていをしていをしていをしていく必要く必要く必要く必要があるかと思っておがあるかと思っておがあるかと思っておがあるかと思ってお

ります。ります。ります。ります。以以以以上です。上です。上です。上です。

○田中委員○田中委員○田中委員○田中委員 通通通通告していないので告していないので告していないので告していないので申申申申しわけないのですが、しわけないのですが、しわけないのですが、しわけないのですが、以前以前以前以前にににに奈良奈良奈良奈良県議会の県議会の県議会の県議会の勉強勉強勉強勉強会で、会で、会で、会で、

小水力小水力小水力小水力発発発発電電電電についてのについてのについてのについての研修研修研修研修のののの機機機機会がございました。会がございました。会がございました。会がございました。資資資資料を料を料を料を持持持持ってきていないのでってきていないのでってきていないのでってきていないので記憶記憶記憶記憶だけだけだけだけ

のののの話話話話でででで申申申申しわけないのですが、ほかの県としわけないのですが、ほかの県としわけないのですが、ほかの県としわけないのですが、ほかの県と奈良奈良奈良奈良県と県と県と県と比較比較比較比較して、して、して、して、奈良奈良奈良奈良県の県の県の県のポジションポジションポジションポジションがどのがどのがどのがどの

辺辺辺辺にあるのか、にあるのか、にあるのか、にあるのか、利利利利用用用用率率率率、、、、小水力小水力小水力小水力発発発発電電電電をををを進進進進めていめていめていめていく位置く位置く位置く位置が他が他が他が他府府府府県と県と県と県と比べ比べ比べ比べてどのてどのてどのてどの辺辺辺辺にあるのか、にあるのか、にあるのか、にあるのか、

資資資資料を料を料を料を持持持持ってきていないのですからってきていないのですからってきていないのですからってきていないのですから聞くべ聞くべ聞くべ聞くべきだと思うのです。きだと思うのです。きだと思うのです。きだと思うのです。

なぜそんなことを言うかといいますと、なぜそんなことを言うかといいますと、なぜそんなことを言うかといいますと、なぜそんなことを言うかといいますと、資資資資料に料に料に料によよよよりますと、長りますと、長りますと、長りますと、長野野野野県県県県ややややほかの県はかなりほかの県はかなりほかの県はかなりほかの県はかなり

おおおお進進進進めになっておられて、めになっておられて、めになっておられて、めになっておられて、奈良奈良奈良奈良県の県の県の県の位置位置位置位置がががが非常非常非常非常にににに低低低低いいいいよよよように思えると、うに思えると、うに思えると、うに思えると、記憶記憶記憶記憶では思っていでは思っていでは思っていでは思ってい

たのです。議会でもたのです。議会でもたのです。議会でもたのです。議会でも研修研修研修研修会も会も会も会もややややりましたし、こういうことをすることをりましたし、こういうことをすることをりましたし、こういうことをすることをりましたし、こういうことをすることを担当担当担当担当におかれてもにおかれてもにおかれてもにおかれても

県内でお県内でお県内でお県内でお進進進進めいただきたいというめいただきたいというめいただきたいというめいただきたいという気持気持気持気持ちをちをちをちを込込込込めて議長がめて議長がめて議長がめて議長が開催開催開催開催していただいたのだろうと思していただいたのだろうと思していただいたのだろうと思していただいたのだろうと思

うのですけれども、うのですけれども、うのですけれども、うのですけれども、小水力小水力小水力小水力発発発発電電電電がががが奈良奈良奈良奈良県でどの県でどの県でどの県でどの程度程度程度程度行われているのか、行われているのか、行われているのか、行われているのか、ややややることにることにることにることによよよよってってってって

こういうこういうこういうこういうメリッメリッメリッメリットがあるということのご説明とかがどのトがあるということのご説明とかがどのトがあるということのご説明とかがどのトがあるということのご説明とかがどの程度浸透程度浸透程度浸透程度浸透、理解されているのか、、理解されているのか、、理解されているのか、、理解されているのか、

そのそのそのその辺辺辺辺のところをのところをのところをのところを教教教教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。

こういうこういうこういうこういう機機機機会ですので、会ですので、会ですので、会ですので、バイオマバイオマバイオマバイオマス発ス発ス発ス発電電電電のののの話話話話もありますし、もありますし、もありますし、もありますし、太陽太陽太陽太陽光発光発光発光発電電電電のののの話話話話もありますもありますもありますもあります

けれども、けれども、けれども、けれども、奈良奈良奈良奈良県は県は県は県は落差落差落差落差のののの多多多多いところですから、いところですから、いところですから、いところですから、小水力小水力小水力小水力発発発発電電電電をうまをうまをうまをうまく利く利く利く利用して、用して、用して、用して、集落集落集落集落の発の発の発の発

電電電電をををを賄賄賄賄うううう可能性可能性可能性可能性はははは非常非常非常非常にににに強強強強いと思います。できるだけおいと思います。できるだけおいと思います。できるだけおいと思います。できるだけお進進進進めいただきたいというめいただきたいというめいただきたいというめいただきたいという気持気持気持気持ちをちをちをちを

込込込込めての質問でございます。めての質問でございます。めての質問でございます。めての質問でございます。

それから、もう一つの質問は、それから、もう一つの質問は、それから、もう一つの質問は、それから、もう一つの質問は、奈良市奈良市奈良市奈良市場場場場冷蔵株式冷蔵株式冷蔵株式冷蔵株式会社の業会社の業会社の業会社の業務務務務報告をち報告をち報告をち報告をちょょょょうだいしました。うだいしました。うだいしました。うだいしました。



---- 6666 ----

計画計画計画計画とととと比較比較比較比較しまして、しまして、しまして、しまして、数値数値数値数値はははは昨昨昨昨年年年年度度度度の経の経の経の経過過過過を反を反を反を反映映映映して予算をして予算をして予算をして予算を組組組組んでいただいているんでいただいているんでいただいているんでいただいているよよよようでうでうでうで

ございますので、それなりにございますので、それなりにございますので、それなりにございますので、それなりに評価評価評価評価するところでありますし、このするところでありますし、このするところでありますし、このするところでありますし、この附属附属附属附属明明明明細細細細書を書を書を書を拝拝拝拝見しまし見しまし見しまし見しまし

て、て、て、て、償却償却償却償却額がだんだん少な額がだんだん少な額がだんだん少な額がだんだん少なくくくくなってきて、ほとんど９９なってきて、ほとんど９９なってきて、ほとんど９９なってきて、ほとんど９９％％％％までまでまでまで建物建物建物建物などはなどはなどはなどは償却償却償却償却ができていができていができていができてい

るというるというるというるという感じ感じ感じ感じになっているになっているになっているになっているよよよようでございます。うでございます。うでございます。うでございます。建物建物建物建物がががが建建建建ってから３０年という時が経ってから３０年という時が経ってから３０年という時が経ってから３０年という時が経過過過過しししし

たたたた感じ感じ感じ感じになっていますし、になっていますし、になっていますし、になっていますし、流動資流動資流動資流動資産と産と産と産と流動負債流動負債流動負債流動負債とをとをとをとを比べ比べ比べ比べてみましてもてみましてもてみましてもてみましても黒字黒字黒字黒字の形にしていたの形にしていたの形にしていたの形にしていた

だいていますので、そのだいていますので、そのだいていますので、そのだいていますので、その運運運運営営営営は結は結は結は結構構構構なことかとは思ったりもするのですが、これを見ていなことかとは思ったりもするのですが、これを見ていなことかとは思ったりもするのですが、これを見ていなことかとは思ったりもするのですが、これを見てい

まして、これからまして、これからまして、これからまして、これから先先先先、県中、県中、県中、県中央卸売央卸売央卸売央卸売市市市市場をどうするのかと。県中場をどうするのかと。県中場をどうするのかと。県中場をどうするのかと。県中央卸売央卸売央卸売央卸売市市市市場場場場検討検討検討検討委員会も委員会も委員会も委員会もやややや

っていただいているっていただいているっていただいているっていただいているよよよようですが、うですが、うですが、うですが、冷蔵機冷蔵機冷蔵機冷蔵機器器器器類の類の類の類の老朽老朽老朽老朽化ですとか、化ですとか、化ですとか、化ですとか、工工工工具・具・具・具・備品備品備品備品等等等等についてもについてもについてもについても

ずずずずいいいいぶぶぶぶんとんとんとんと老老老老化をしているのではないかという化をしているのではないかという化をしているのではないかという化をしているのではないかという気気気気もします。もします。もします。もします。

このこのこのこの資資資資料を見るだけですので具体的に、この部料を見るだけですので具体的に、この部料を見るだけですので具体的に、この部料を見るだけですので具体的に、この部分分分分はこうだったというはこうだったというはこうだったというはこうだったという指摘指摘指摘指摘にはにはにはには至至至至らないらないらないらない

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、将将将将来来来来像像像像についてについてについてについて何何何何かお考えがあればおかお考えがあればおかお考えがあればおかお考えがあればお聞聞聞聞かかかかせせせせいただきたいと思っておりいただきたいと思っておりいただきたいと思っておりいただきたいと思っており

ます。ます。ます。ます。

○浪越産業・雇用振興部長○浪越産業・雇用振興部長○浪越産業・雇用振興部長○浪越産業・雇用振興部長 小水力小水力小水力小水力発発発発電電電電のののの件件件件でございますが、までございますが、までございますが、までございますが、まずずずず県での基本的考え方と県での基本的考え方と県での基本的考え方と県での基本的考え方と

いういういういうポポポポテテテテンシンシンシンシャャャャルルルルの部の部の部の部分分分分にににに触触触触れたものをつれたものをつれたものをつれたものをつくくくくっておりまして、っておりまして、っておりまして、っておりまして、総総総総じじじじてててて申申申申し上げますと、県し上げますと、県し上げますと、県し上げますと、県

の場合、の場合、の場合、の場合、河川河川河川河川をををを利利利利用した形での用した形での用した形での用した形でのポポポポテテテテンシンシンシンシャャャャルルルルは他県には他県には他県には他県に比べ比べ比べ比べてててて高高高高いのですが、いのですが、いのですが、いのですが、奈良奈良奈良奈良県で県で県で県で現現現現在在在在、、、、

小水力小水力小水力小水力発発発発電電電電をををを活活活活用しているのは、ほとんど用しているのは、ほとんど用しているのは、ほとんど用しているのは、ほとんど水道水道水道水道関係関係関係関係施施施施設になっております。設になっております。設になっております。設になっております。

前前前前回も回も回も回も申申申申し上げましたが、し上げましたが、し上げましたが、し上げましたが、河川河川河川河川をををを利利利利用する場合に、用する場合に、用する場合に、用する場合に、水水水水量量量量とととと落差落差落差落差という２つのという２つのという２つのという２つの要要要要因因因因がござがござがござがござ

いまして、県も大いまして、県も大いまして、県も大いまして、県も大和和和和平平平平野野野野でどうなのかとでどうなのかとでどうなのかとでどうなのかと走走走走り回りました。そのときに、り回りました。そのときに、り回りました。そのときに、り回りました。そのときに、過去過去過去過去にににに水水水水車車車車を設を設を設を設置置置置

しているしているしているしているよよよようなところはうなところはうなところはうなところは水水水水量量量量があるからがあるからがあるからがあるから水水水水車車車車を設を設を設を設置置置置したのだろうと、そういうところを回したのだろうと、そういうところを回したのだろうと、そういうところを回したのだろうと、そういうところを回

ってみますと、大ってみますと、大ってみますと、大ってみますと、大和和和和平平平平野野野野部においては部においては部においては部においては河川河川河川河川水水水水量量量量がががが落落落落ちているちているちているちている状況状況状況状況がわかりました。山間がわかりました。山間がわかりました。山間がわかりました。山間地地地地

部、部、部、部、淀川淀川淀川淀川水水水水系域系域系域系域でででで申申申申し上げますと、この部し上げますと、この部し上げますと、この部し上げますと、この部分分分分については結については結については結については結構構構構水水水水量量量量があると。そこで、があると。そこで、があると。そこで、があると。そこで、落差落差落差落差

をどうすればいいかという議をどうすればいいかという議をどうすればいいかという議をどうすればいいかという議論論論論になるかと思っておりまして、になるかと思っておりまして、になるかと思っておりまして、になるかと思っておりまして、前前前前回回回回申申申申し上げたし上げたし上げたし上げたよよよように、うに、うに、うに、水水水水

力力力力発発発発電電電電についての考え方を山間についての考え方を山間についての考え方を山間についての考え方を山間地域地域地域地域と平と平と平と平野野野野部とで部とで部とで部とで分分分分けて考えていこうではないかと考えてけて考えていこうではないかと考えてけて考えていこうではないかと考えてけて考えていこうではないかと考えて

おりまして、平おりまして、平おりまして、平おりまして、平野野野野部についてはとりわけ部についてはとりわけ部についてはとりわけ部についてはとりわけ風車風車風車風車だとか、だとか、だとか、だとか、観観観観光と光と光と光とマッマッマッマッチチチチンンンンググググした形の取りした形の取りした形の取りした形の取り組組組組みみみみ

があればいいかと。山間があればいいかと。山間があればいいかと。山間があればいいかと。山間地域地域地域地域については、農については、農については、農については、農村地域村地域村地域村地域におけるにおけるにおけるにおける水力水力水力水力発発発発電電電電という部という部という部という部分分分分で、で、で、で、地域地域地域地域

で取りで取りで取りで取り組組組組むむむむ形がいいのかと思っております。形がいいのかと思っております。形がいいのかと思っております。形がいいのかと思っております。

それに加えて、それに加えて、それに加えて、それに加えて、水道施水道施水道施水道施設では、設では、設では、設では、水水水水圧圧圧圧の関係からの関係からの関係からの関係から申申申申し上げますと、県し上げますと、県し上げますと、県し上げますと、県営営営営水道水道水道水道部部部部分分分分のののの水水水水圧圧圧圧もももも

結結結結構構構構ありますので、ありますので、ありますので、ありますので、末末末末端市端市端市端市町村町村町村町村の受の受の受の受水水水水池池池池でのでのでのでの水水水水圧圧圧圧もももも極極極極端端端端にににに落落落落ちないこともわかっておりまちないこともわかっておりまちないこともわかっておりまちないこともわかっておりま

すので、その部すので、その部すので、その部すので、その部分分分分の３点での３点での３点での３点で進進進進めていめていめていめていくくくくという考え方を、今はしております。という考え方を、今はしております。という考え方を、今はしております。という考え方を、今はしております。

小水力小水力小水力小水力発発発発電電電電のののの話話話話でででで申申申申し上げますと、し上げますと、し上げますと、し上げますと、市市市市町村町村町村町村議会で議会で議会で議会で研研研研究究究究会をしていただき、出会をしていただき、出会をしていただき、出会をしていただき、出席席席席をさをさをさをさせせせせてててて
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いただきました。いただきました。いただきました。いただきました。小水力小水力小水力小水力発発発発電電電電は、は、は、は、維維維維持持持持管管管管理体理体理体理体制制制制がががが必要必要必要必要になってになってになってになってくくくくるかと思います。るかと思います。るかと思います。るかと思います。勉強勉強勉強勉強しししし

ている中では、単にている中では、単にている中では、単にている中では、単に機機機機械械械械をつけたからそれでをつけたからそれでをつけたからそれでをつけたからそれでオオオオーーーーケケケケーということではないこともわかってーということではないこともわかってーということではないこともわかってーということではないこともわかって

きてまいりまして、例えば日きてまいりまして、例えば日きてまいりまして、例えば日きてまいりまして、例えば日常常常常のののの清掃清掃清掃清掃であるとか、であるとか、であるとか、であるとか、草木草木草木草木等等等等がががが詰詰詰詰まるとかいったこともござまるとかいったこともござまるとかいったこともござまるとかいったこともござ

いますので、いますので、いますので、いますので、維維維維持持持持管管管管理は理は理は理は必要必要必要必要になってになってになってになってくくくくることがわかります。それと、ることがわかります。それと、ることがわかります。それと、ることがわかります。それと、機機機機械械械械故故故故障障障障の体の体の体の体制制制制もももも

当然当然当然当然とっておかなければいけないということで、とっておかなければいけないということで、とっておかなければいけないということで、とっておかなければいけないということで、地元地元地元地元の中で体の中で体の中で体の中で体制制制制をををを組組組組むむむむことがまことがまことがまことがまずずずず条条条条件件件件とととと

してしてしてして必要必要必要必要かと思います。かと思います。かと思います。かと思います。

河川区域河川区域河川区域河川区域の中にの中にの中にの中に構造構造構造構造物物物物をつをつをつをつくくくくることになりますので、ることになりますので、ることになりますので、ることになりますので、維維維維持持持持管管管管理できないという事理できないという事理できないという事理できないという事態態態態になになになにな

りますと、りますと、りますと、りますと、放放放放置置置置されることになりますので、されることになりますので、されることになりますので、されることになりますので、景観景観景観景観上も大きな問題になろうかと思います。上も大きな問題になろうかと思います。上も大きな問題になろうかと思います。上も大きな問題になろうかと思います。

そういったこともそういったこともそういったこともそういったことも踏踏踏踏まえながら、まえながら、まえながら、まえながら、集落集落集落集落単単単単位位位位のののの協力協力協力協力を求める形でを求める形でを求める形でを求める形で進進進進めていけないのかとめていけないのかとめていけないのかとめていけないのかと模索模索模索模索

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。

実は、具体的な実は、具体的な実は、具体的な実は、具体的な話話話話も大も大も大も大分分分分したのですが、したのですが、したのですが、したのですが、ややややはりはりはりはり地元地元地元地元のののの協力協力協力協力というところで、なかなかうというところで、なかなかうというところで、なかなかうというところで、なかなかう

んと言っていただけないところが結んと言っていただけないところが結んと言っていただけないところが結んと言っていただけないところが結構構構構ありまして、そのところについては、ありまして、そのところについては、ありまして、そのところについては、ありまして、そのところについては、市市市市町村町村町村町村等等等等をををを巻巻巻巻

きききき込込込込んでんでんでんで話話話話をしていかなければいけないのかと、実はをしていかなければいけないのかと、実はをしていかなければいけないのかと、実はをしていかなければいけないのかと、実は先先先先日も、日も、日も、日も、市市市市町村町村町村町村にもにもにもにも話話話話に行ったのでに行ったのでに行ったのでに行ったので

すけれども、なかなかすけれども、なかなかすけれども、なかなかすけれども、なかなか市市市市町村側町村側町村側町村側もそういう部もそういう部もそういう部もそういう部分分分分についてについてについてについて踏踏踏踏みみみみ込込込込んでこないところもありまんでこないところもありまんでこないところもありまんでこないところもありま

して、ここは県もして、ここは県もして、ここは県もして、ここは県も啓啓啓啓発をしっかり発をしっかり発をしっかり発をしっかりややややっていきたいと思っております。っていきたいと思っております。っていきたいと思っております。っていきたいと思っております。

それから、山それから、山それから、山それから、山村村村村集落集落集落集落のののの話話話話、、、、先先先先ほどのほどのほどのほどの過過過過疎疎疎疎・・・・南南南南部部部部地域地域地域地域振興振興振興振興対策特別対策特別対策特別対策特別委員会でも出てまいり委員会でも出てまいり委員会でも出てまいり委員会でも出てまいり

ましたけれども、山ましたけれども、山ましたけれども、山ましたけれども、山村村村村集落集落集落集落でスでスでスでスママママートートートートシシシシテテテティをィをィをィを当初当初当初当初、県もできないかと思ったのですが、、県もできないかと思ったのですが、、県もできないかと思ったのですが、、県もできないかと思ったのですが、

今、少し今、少し今、少し今、少しずずずずつわかってきておりますのは、例えばつわかってきておりますのは、例えばつわかってきておりますのは、例えばつわかってきておりますのは、例えば小水力小水力小水力小水力発発発発電電電電をつをつをつをつくくくくったとして、ったとして、ったとして、ったとして、小水力小水力小水力小水力発発発発

電電電電からからからから地地地地産産産産地消地消地消地消というというというという観観観観点でいきますと、点でいきますと、点でいきますと、点でいきますと、自自自自営線営線営線営線をををを引く引く引く引くとなりますと、となりますと、となりますと、となりますと、自自自自営線営線営線営線の経の経の経の経費費費費がすがすがすがす

ごごごごくくくくかかることがわかってまいりました。それと、かかることがわかってまいりました。それと、かかることがわかってまいりました。それと、かかることがわかってまいりました。それと、太陽太陽太陽太陽光発光発光発光発電電電電でいきますと、でいきますと、でいきますと、でいきますと、傾斜地傾斜地傾斜地傾斜地といといといとい

った部った部った部った部分分分分でありますので、どれだけのでありますので、どれだけのでありますので、どれだけのでありますので、どれだけの電力電力電力電力をををを生生生生み出み出み出み出せせせせるのか、それからるのか、それからるのか、それからるのか、それから傾斜地傾斜地傾斜地傾斜地での日での日での日での日照照照照時時時時

間も含めるとどれだけの間も含めるとどれだけの間も含めるとどれだけの間も含めるとどれだけの効効効効率率率率があるのかもがあるのかもがあるのかもがあるのかも研研研研究究究究しなければいけなしなければいけなしなければいけなしなければいけなくくくくなる。それに加えて、なる。それに加えて、なる。それに加えて、なる。それに加えて、

それそれそれそれ以外以外以外以外にもまだ方にもまだ方にもまだ方にもまだ方法法法法があるのではないかと。例えば、があるのではないかと。例えば、があるのではないかと。例えば、があるのではないかと。例えば、災災災災害害害害時に時に時に時に起起起起こったこったこったこったよよよような緊急時のうな緊急時のうな緊急時のうな緊急時の

場合であれば場合であれば場合であれば場合であればプロパンプロパンプロパンプロパンガガガガス発ス発ス発ス発電電電電もももも可能可能可能可能ではないのかということもではないのかということもではないのかということもではないのかということも研研研研究究究究の一つになるかと思の一つになるかと思の一つになるかと思の一つになるかと思

いますし、そういったことも含めて、いますし、そういったことも含めて、いますし、そういったことも含めて、いますし、そういったことも含めて、研研研研究究究究を深めていきたいと思っています。を深めていきたいと思っています。を深めていきたいと思っています。を深めていきたいと思っています。

小水力小水力小水力小水力発発発発電電電電についてもについてもについてもについても課課課課題はあるものの、取り題はあるものの、取り題はあるものの、取り題はあるものの、取り組組組組みはみはみはみは進進進進めていきたいと思っておりましめていきたいと思っておりましめていきたいと思っておりましめていきたいと思っておりまし

て、今後のて、今後のて、今後のて、今後のビビビビジョン等ジョン等ジョン等ジョン等の中で、の中で、の中で、の中で、踏踏踏踏みみみみ込込込込んだ形で変えていければと思っております。んだ形で変えていければと思っております。んだ形で変えていければと思っております。んだ形で変えていければと思っております。以以以以上で上で上で上で

ございます。ございます。ございます。ございます。

○岡委員長○岡委員長○岡委員長○岡委員長 浪越産業・雇用振興部長、今の浪越産業・雇用振興部長、今の浪越産業・雇用振興部長、今の浪越産業・雇用振興部長、今の答答答答弁弁弁弁の中で、の中で、の中で、の中で、小水力小水力小水力小水力発発発発電電電電の本県のの本県のの本県のの本県の数字数字数字数字がわかがわかがわかがわか

れば。れば。れば。れば。
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○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 ２０１０年の２０１０年の２０１０年の２０１０年の奈良奈良奈良奈良県の県の県の県の現状現状現状現状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、キキキキロワッロワッロワッロワッ

トでトでトでトで申申申申し上げますと、し上げますと、し上げますと、し上げますと、小水力小水力小水力小水力発発発発電電電電は３７５は３７５は３７５は３７５キキキキロワッロワッロワッロワットというトというトというトという状況状況状況状況でございます。でございます。でございます。でございます。

（（（（「「「「ほかのほかのほかのほかの多多多多いところはどのいところはどのいところはどのいところはどのぐぐぐぐらいですからいですからいですからいですか。。。。」」」」とととと呼ぶ者呼ぶ者呼ぶ者呼ぶ者あり）あり）あり）あり）

○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 他県の他県の他県の他県の数字数字数字数字でございますか。今、手でございますか。今、手でございますか。今、手でございますか。今、手元元元元にににに持持持持ち合わち合わち合わち合わせせせせがありまがありまがありまがありま

せせせせんので、後でご報告したいと思います。んので、後でご報告したいと思います。んので、後でご報告したいと思います。んので、後でご報告したいと思います。

○嶋本農林部次長（市場担当）○嶋本農林部次長（市場担当）○嶋本農林部次長（市場担当）○嶋本農林部次長（市場担当） 奈良市奈良市奈良市奈良市場場場場冷蔵株式冷蔵株式冷蔵株式冷蔵株式会社の会社の会社の会社の運運運運営営営営、、、、資資資資産の産の産の産の償却償却償却償却と、あわと、あわと、あわと、あわせせせせまままま

して県中して県中して県中して県中央卸売央卸売央卸売央卸売市市市市場全体の場全体の場全体の場全体の施施施施設そのものをどうするのかというご意見をち設そのものをどうするのかというご意見をち設そのものをどうするのかというご意見をち設そのものをどうするのかというご意見をちょょょょうだいいたしうだいいたしうだいいたしうだいいたし

ました。ました。ました。ました。

奈良市奈良市奈良市奈良市場場場場冷蔵株式冷蔵株式冷蔵株式冷蔵株式会社は、会社は、会社は、会社は、先先先先ほど委員もおっしほど委員もおっしほど委員もおっしほど委員もおっしゃゃゃゃっていただきましたっていただきましたっていただきましたっていただきましたよよよように、うに、うに、うに、運運運運営面営面営面営面にににに

つきましては、つきましては、つきましては、つきましては、市市市市場全体の取場全体の取場全体の取場全体の取扱扱扱扱高高高高が年が年が年が年 々々々々低低低低下している中で、その他の下している中で、その他の下している中で、その他の下している中で、その他の顧客顧客顧客顧客のののの開開開開拓拓拓拓でありまでありまでありまでありま

すとか、すとか、すとか、すとか、運運運運送面送面送面送面に手を出すとか、コストに手を出すとか、コストに手を出すとか、コストに手を出すとか、コストダダダダウウウウンンンンの取りの取りの取りの取り組組組組みをしながら、ごらんいただいたみをしながら、ごらんいただいたみをしながら、ごらんいただいたみをしながら、ごらんいただいた

よよよように、うに、うに、うに、若干若干若干若干ではありますけれどもではありますけれどもではありますけれどもではありますけれども黒字黒字黒字黒字で経で経で経で経営営営営をさをさをさをさせせせせていただいているところでございまていただいているところでございまていただいているところでございまていただいているところでございま

す。す。す。す。

ただ、ただ、ただ、ただ、施施施施設そのものにつきましては、これは設そのものにつきましては、これは設そのものにつきましては、これは設そのものにつきましては、これは市市市市場全体と場全体と場全体と場全体と同じ同じ同じ同じでございまして、でございまして、でございまして、でございまして、昭和昭和昭和昭和５２５２５２５２

年４月に年４月に年４月に年４月に建建建建てられたてられたてられたてられた建物建物建物建物でございます。でございます。でございます。でございます。既既既既に３５年経に３５年経に３５年経に３５年経過過過過をしてきていることで、これにつをしてきていることで、これにつをしてきていることで、これにつをしてきていることで、これにつ

きましては今、あわきましては今、あわきましては今、あわきましては今、あわせせせせまして県中まして県中まして県中まして県中央卸売央卸売央卸売央卸売市市市市場場場場自自自自体の体の体の体の役役役役割も含めまして、事業割も含めまして、事業割も含めまして、事業割も含めまして、事業者者者者との間でどとの間でどとの間でどとの間でど

ういったういったういったういった活活活活性性性性化に化に化に化に向向向向けた取りけた取りけた取りけた取り組組組組みをするかを継続してみをするかを継続してみをするかを継続してみをするかを継続して検討検討検討検討をしております。をしております。をしております。をしております。

奈良市奈良市奈良市奈良市場場場場冷蔵株式冷蔵株式冷蔵株式冷蔵株式会社の設会社の設会社の設会社の設備備備備は、業は、業は、業は、業者者者者のののの活活活活動動動動の中での中での中での中で商品商品商品商品を保を保を保を保冷冷冷冷するするするする非常非常非常非常にににに重要重要重要重要な部な部な部な部分分分分をををを

支えておりますので、取支えておりますので、取支えておりますので、取支えておりますので、取扱量扱量扱量扱量の変化の変化の変化の変化等等等等にににによよよよりましても規りましても規りましても規りましても規模模模模等等等等のののの検討検討検討検討、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは機能機能機能機能のののの検討検討検討検討

等等等等もももも必要必要必要必要になってまいりますので、全体の取りになってまいりますので、全体の取りになってまいりますので、全体の取りになってまいりますので、全体の取り組組組組み、み、み、み、検討検討検討検討の中で、一つのの中で、一つのの中で、一つのの中で、一つの機能機能機能機能としてこれとしてこれとしてこれとしてこれ

からのからのからのからの整備整備整備整備、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは施施施施設の規設の規設の規設の規模模模模をも含めたあり方を、あわをも含めたあり方を、あわをも含めたあり方を、あわをも含めたあり方を、あわせせせせてててて検討検討検討検討をしていをしていをしていをしていくくくく予定とい予定とい予定とい予定とい

たしております。たしております。たしております。たしております。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○田中委員○田中委員○田中委員○田中委員 市市市市場は場は場は場はよよよよろしろしろしろしくくくくお願いします。お願いします。お願いします。お願いします。

それから、それから、それから、それから、小水力小水力小水力小水力発発発発電電電電についてですけれども、ある一定の規についてですけれども、ある一定の規についてですけれども、ある一定の規についてですけれども、ある一定の規模模模模ををををイメイメイメイメーーーージジジジしておられるしておられるしておられるしておられる

とは思うのですけれども、とは思うのですけれども、とは思うのですけれども、とは思うのですけれども、最最最最近近近近はははは非常非常非常非常にににに機機機機器器器器類がコ類がコ類がコ類がコンパンパンパンパククククトで、トで、トで、トで、細細細細いいいい水水水水路路路路でも発でも発でも発でも発電能力電能力電能力電能力のののの

あるあるあるある機機機機器器器器類類類類等等等等が使われているが使われているが使われているが使われているよよよようですから、そういう意うですから、そういう意うですから、そういう意うですから、そういう意味味味味で、できるだけで、できるだけで、できるだけで、できるだけＰＲＰＲＰＲＰＲしていただしていただしていただしていただ

いたら発いたら発いたら発いたら発電電電電がががが可能可能可能可能ではないかと思いますので、取りではないかと思いますので、取りではないかと思いますので、取りではないかと思いますので、取り組組組組みのみのみのみの視視視視点を変えていただけたらいい点を変えていただけたらいい点を変えていただけたらいい点を変えていただけたらいい

のかとも思いますから、のかとも思いますから、のかとも思いますから、のかとも思いますから、よよよよろしろしろしろしくくくくお願いしておきたい。お願いしておきたい。お願いしておきたい。お願いしておきたい。答答答答えはいいです。えはいいです。えはいいです。えはいいです。

○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 確かにいろいろな確かにいろいろな確かにいろいろな確かにいろいろな技術技術技術技術的な部的な部的な部的な部分分分分が、が、が、が、進進進進歩歩歩歩しております。ただ、しております。ただ、しております。ただ、しております。ただ、

先先先先ほどほどほどほど申申申申し上げたし上げたし上げたし上げた構造構造構造構造物物物物のののの話話話話でででで申申申申し上げますと、し上げますと、し上げますと、し上げますと、河川河川河川河川のののの流流流流量量量量や落差や落差や落差や落差ということですので、ということですので、ということですので、ということですので、
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落差落差落差落差をどうつをどうつをどうつをどうつくくくくるかがあります。るかがあります。るかがあります。るかがあります。当然当然当然当然、、、、河川河川河川河川からからからから水水水水路路路路をををを引引引引いてきて、そこでいてきて、そこでいてきて、そこでいてきて、そこで落差落差落差落差をつをつをつをつくくくくっっっっ

てててて河川河川河川河川にににに戻戻戻戻すというすというすというすという構造構造構造構造物物物物のこともありますので、そういったことも含めてのこともありますので、そういったことも含めてのこともありますので、そういったことも含めてのこともありますので、そういったことも含めて検討検討検討検討することすることすることすること

になるかと思います。になるかと思います。になるかと思います。になるかと思います。

確かにいろいろな形確かにいろいろな形確かにいろいろな形確かにいろいろな形式式式式のものがございます。のものがございます。のものがございます。のものがございます。水水水水車系車系車系車系のものもあればスのものもあればスのものもあればスのものもあればスククククリリリリュュュューーーー系系系系のもののもののもののもの

もございますので、しっかりもございますので、しっかりもございますので、しっかりもございますので、しっかり研研研研究究究究をしていきたいと思います。をしていきたいと思います。をしていきたいと思います。をしていきたいと思います。以以以以上です。上です。上です。上です。

○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ます。ていただきます。ていただきます。ていただきます。

ままままずずずず、田中委員に関、田中委員に関、田中委員に関、田中委員に関連連連連してですが、してですが、してですが、してですが、再生可能再生可能再生可能再生可能エエエエネネネネルルルルギギギギーに取りーに取りーに取りーに取り組組組組んでいんでいんでいんでいくくくくのはのはのはのは非常非常非常非常にににに重重重重

要要要要なななな課課課課題だと思うのですが、題だと思うのですが、題だと思うのですが、題だと思うのですが、復復復復興の興の興の興の話話話話の中でもの中でもの中でもの中でも水力水力水力水力発発発発電電電電、、、、木木木木質質質質バイオマバイオマバイオマバイオマス発ス発ス発ス発電電電電というおというおというおというお話話話話

ががががよくよくよくよく出て出て出て出てくくくくるので。思っているるので。思っているるので。思っているるので。思っている観観観観点と浪越産業・雇用振興部長が点と浪越産業・雇用振興部長が点と浪越産業・雇用振興部長が点と浪越産業・雇用振興部長が答答答答弁弁弁弁していただいたしていただいたしていただいたしていただいた視視視視

点が、産業で、点が、産業で、点が、産業で、点が、産業で、エエエエネネネネルルルルギギギギーのーのーのーの地地地地産産産産地消地消地消地消をしをしをしをしよよよようというのが大うというのが大うというのが大うというのが大切切切切だと思うのですが、産業とだと思うのですが、産業とだと思うのですが、産業とだと思うのですが、産業と

してとらえて、企業してとらえて、企業してとらえて、企業してとらえて、企業誘致誘致誘致誘致というというというという面面面面で見たら、で見たら、で見たら、で見たら、先先先先ほども言っていただいたほども言っていただいたほども言っていただいたほども言っていただいたよよよように、うに、うに、うに、地元地元地元地元のののの協協協協

力力力力がなかったらなかなかできないのです。取がなかったらなかなかできないのです。取がなかったらなかなかできないのです。取がなかったらなかなかできないのです。取水水水水口を口を口を口を掃除掃除掃除掃除したりするところに新たな雇用がしたりするところに新たな雇用がしたりするところに新たな雇用がしたりするところに新たな雇用が

生生生生まれてまれてまれてまれてくくくくると思うのです。だから、ると思うのです。だから、ると思うのです。だから、ると思うのです。だから、地地地地産産産産地消地消地消地消ではなしに、ではなしに、ではなしに、ではなしに、逆逆逆逆にににに売売売売電電電電をしていける方をしていける方をしていける方をしていける方法法法法のののの

とり方で、企業としてとり方で、企業としてとり方で、企業としてとり方で、企業として誘致誘致誘致誘致をしましをしましをしましをしましょょょょうと。うと。うと。うと。

違う違う違う違う課課課課のののの話話話話になると思うけれど、になると思うけれど、になると思うけれど、になると思うけれど、木木木木質質質質バイオマバイオマバイオマバイオマス発ス発ス発ス発電電電電はははは特特特特にそうだと思うのですが、にそうだと思うのですが、にそうだと思うのですが、にそうだと思うのですが、昔昔昔昔

バイオマバイオマバイオマバイオマス発ス発ス発ス発電電電電をしをしをしをしよよよようとはうとはうとはうとはややややったときには、ったときには、ったときには、ったときには、木木木木ををををペレペレペレペレッッッット、ト、ト、ト、燃燃燃燃料にかえて、その料にかえて、その料にかえて、その料にかえて、その燃燃燃燃料で料で料で料で

温温温温水プ水プ水プ水プーーーールルルルののののボボボボイライライライラーーーー燃燃燃燃料にしたりというのがは料にしたりというのがは料にしたりというのがは料にしたりというのがはややややったのです。だけれど、合わないのでったのです。だけれど、合わないのでったのです。だけれど、合わないのでったのです。だけれど、合わないので

す。合わないからどこもす。合わないからどこもす。合わないからどこもす。合わないからどこも進進進進んでいかなんでいかなんでいかなんでいかなくくくくなった。そうしたら、今はなった。そうしたら、今はなった。そうしたら、今はなった。そうしたら、今は木木木木質質質質バイオマバイオマバイオマバイオマス発ス発ス発ス発電電電電を、を、を、を、

どのどのどのどの辺辺辺辺で考えてで考えてで考えてで考えてくくくくれているのかも不思議ですけれど、もうれているのかも不思議ですけれど、もうれているのかも不思議ですけれど、もうれているのかも不思議ですけれど、もう木木木木質質質質バイオマバイオマバイオマバイオマス発ス発ス発ス発電電電電所所所所をををを誘致誘致誘致誘致すすすす

るなり県でつるなり県でつるなり県でつるなり県でつくくくくるなりしてるなりしてるなりしてるなりして売売売売電電電電していしていしていしていくくくく方方方方法法法法しかしかしかしか恐恐恐恐ららららくくくく合ってこないと思うのです。合ってこないと思うのです。合ってこないと思うのです。合ってこないと思うのです。

再生可能再生可能再生可能再生可能エエエエネネネネルルルルギギギギーーーーへへへへの取りの取りの取りの取り組組組組みを、県でするのか、またみを、県でするのか、またみを、県でするのか、またみを、県でするのか、また民民民民間を間を間を間を誘致誘致誘致誘致してしてしてしてややややってもらうってもらうってもらうってもらう

のか、それから本のか、それから本のか、それから本のか、それから本当当当当に産業として考えるのか、に産業として考えるのか、に産業として考えるのか、に産業として考えるのか、地地地地産産産産地消地消地消地消で考えているのか、もう少し明確で考えているのか、もう少し明確で考えているのか、もう少し明確で考えているのか、もう少し明確

にににに教教教教えていただけることがあったらえていただけることがあったらえていただけることがあったらえていただけることがあったら教教教教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。

そして、そして、そして、そして、次次次次、、、、鳥獣鳥獣鳥獣鳥獣害対策害対策害対策害対策ですけれど、ですけれど、ですけれど、ですけれど、最最最最近五条近五条近五条近五条市市市市大大大大塔町塔町塔町塔町の山の山の山の山へへへへ入入入入ることがありました。ることがありました。ることがありました。ることがありました。

本本本本当当当当にににに鹿鹿鹿鹿がたがたがたがたくくくくさんいるとさんいるとさんいるとさんいると驚驚驚驚きました。きました。きました。きました。夜夜夜夜、、、、帰帰帰帰ってきたのですけど、ってきたのですけど、ってきたのですけど、ってきたのですけど、群群群群れをなしてあちられをなしてあちられをなしてあちられをなしてあちら

こちらでたこちらでたこちらでたこちらでたくくくくさん林さん林さん林さん林道道道道にいるのです。いろいろにいるのです。いろいろにいるのです。いろいろにいるのです。いろいろ対策対策対策対策はしてはしてはしてはしてくくくくれているとは思うのですが、れているとは思うのですが、れているとは思うのですが、れているとは思うのですが、

違う形で違う形で違う形で違う形で対策対策対策対策をするをするをするをするよよよような時がうな時がうな時がうな時が来来来来たのではないかと。たのではないかと。たのではないかと。たのではないかと。

私私私私の事の事の事の事務務務務所所所所がががが吉吉吉吉野野野野川沿川沿川沿川沿いにありまして、いつもいにありまして、いつもいにありまして、いつもいにありまして、いつも対対対対岸岸岸岸ででででウウウウががががひひひひなたなたなたなたぼぼぼぼっこをしているのでっこをしているのでっこをしているのでっこをしているので

す。ことしは、す。ことしは、す。ことしは、す。ことしは、十十十十津津津津川村川村川村川村、、、、天川村天川村天川村天川村、、、、黒黒黒黒滝村滝村滝村滝村ももももアユアユアユアユのののの放放放放流流流流をしなかったもので、をしなかったもので、をしなかったもので、をしなかったもので、吉吉吉吉野野野野川川川川にににに釣釣釣釣

りりりり客客客客がかなりがかなりがかなりがかなり来来来来ていただいているのです。そうしたら、ことしていただいているのです。そうしたら、ことしていただいているのです。そうしたら、ことしていただいているのです。そうしたら、ことし釣釣釣釣りりりり客客客客がががが入入入入るからるからるからるからウウウウがいながいながいながいな
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いのです。どこに行っているのだろうと思うのです。山に手もいのです。どこに行っているのだろうと思うのです。山に手もいのです。どこに行っているのだろうと思うのです。山に手もいのです。どこに行っているのだろうと思うのです。山に手も入入入入ると、人がると、人がると、人がると、人が入入入入るので、そるので、そるので、そるので、そ

うすると、うすると、うすると、うすると、鹿鹿鹿鹿もいなもいなもいなもいなくくくくなるのではないか。なるのではないか。なるのではないか。なるのではないか。川川川川を見ていてそう思ったのですが、そんな発を見ていてそう思ったのですが、そんな発を見ていてそう思ったのですが、そんな発を見ていてそう思ったのですが、そんな発想想想想

も一つ大事ではないかと。だからこそ、林業振興は本も一つ大事ではないかと。だからこそ、林業振興は本も一つ大事ではないかと。だからこそ、林業振興は本も一つ大事ではないかと。だからこそ、林業振興は本当当当当に大事なに大事なに大事なに大事な話話話話になってになってになってになってくくくくるだろうとるだろうとるだろうとるだろうと

思うのです。ま思うのです。ま思うのです。ま思うのです。まず先ず先ず先ず先に、一たんどんな方に、一たんどんな方に、一たんどんな方に、一たんどんな方向向向向で行で行で行で行くくくくかという大きなかという大きなかという大きなかという大きなビビビビジョンジョンジョンジョンをををを描描描描いていていていて獣獣獣獣害対害対害対害対

策策策策をしていただけないかと思います。冨岡農林部長でも、をしていただけないかと思います。冨岡農林部長でも、をしていただけないかと思います。冨岡農林部長でも、をしていただけないかと思います。冨岡農林部長でも、担当担当担当担当でもいいので、でもいいので、でもいいので、でもいいので、所所所所見があっ見があっ見があっ見があっ

たらおたらおたらおたらお伺伺伺伺いしたいと思うのです。いしたいと思うのです。いしたいと思うのです。いしたいと思うのです。

それと、それと、それと、それと、鹿鹿鹿鹿のののの防護柵防護柵防護柵防護柵、、、、昔昔昔昔はははは簡簡簡簡単な単な単な単な編編編編んだんだんだんだよよよようなネうなネうなネうなネッッッットをトをトをトを周周周周りにりにりにりに囲囲囲囲っていたのですけれど、っていたのですけれど、っていたのですけれど、っていたのですけれど、

最最最最近近近近、、、、鉄鉄鉄鉄のののの防護防護防護防護ささささくくくくをしていると思うのですけれど、あれだけたをしていると思うのですけれど、あれだけたをしていると思うのですけれど、あれだけたをしていると思うのですけれど、あれだけたくくくくさんさんさんさん鹿鹿鹿鹿がいたらがいたらがいたらがいたら植植植植林が林が林が林が

なかなかできない。なかなかできない。なかなかできない。なかなかできない。植植植植林をするためには林をするためには林をするためには林をするためには周周周周りにネりにネりにネりにネッッッットをしなければいけない。今、金トをしなければいけない。今、金トをしなければいけない。今、金トをしなければいけない。今、金網網網網でででで

すが、金すが、金すが、金すが、金網網網網よよよよりもネりもネりもネりもネッッッットが安いからそちらにトが安いからそちらにトが安いからそちらにトが安いからそちらにシシシシフフフフトしていただいて、今、５トしていただいて、今、５トしていただいて、今、５トしていただいて、今、５町歩町歩町歩町歩しかできしかできしかできしかでき

ないないないない補助補助補助補助金を１０金を１０金を１０金を１０町歩町歩町歩町歩、２０、２０、２０、２０町歩町歩町歩町歩と大きな形でと大きな形でと大きな形でと大きな形でややややっていっていっていっていくよくよくよくようにしたら、それも人がうにしたら、それも人がうにしたら、それも人がうにしたら、それも人が入入入入るるるる

話話話話ですから、ですから、ですから、ですから、鹿鹿鹿鹿もどこかにもどこかにもどこかにもどこかに逃逃逃逃げるかもわかりまげるかもわかりまげるかもわかりまげるかもわかりませせせせん。ん。ん。ん。

和歌和歌和歌和歌山県ではそのネ山県ではそのネ山県ではそのネ山県ではそのネッッッットをまだ使っているのです。トをまだ使っているのです。トをまだ使っているのです。トをまだ使っているのです。イメイメイメイメーーーージジジジ的には全部的には全部的には全部的には全部囲囲囲囲いをして、そいをして、そいをして、そいをして、そ

のののの周周周周りにりにりにりに何メ何メ何メ何メートートートートルルルルかネかネかネかネッッッットをトをトをトを垂垂垂垂らしておらしておらしておらしておくくくくのです。そうしたら、そこにのです。そうしたら、そこにのです。そうしたら、そこにのです。そうしたら、そこに鹿鹿鹿鹿がががが絡絡絡絡まってまってまってまって入入入入

ってこないみたい。もちろんってこないみたい。もちろんってこないみたい。もちろんってこないみたい。もちろん切切切切れてれてれてれて破破破破けるけるけるける状況状況状況状況もあるみたいですけれど、いろいろもあるみたいですけれど、いろいろもあるみたいですけれど、いろいろもあるみたいですけれど、いろいろ聞聞聞聞かかかかせせせせ

てもらったら、てもらったら、てもらったら、てもらったら、奈良奈良奈良奈良県はどうしてそれができな県はどうしてそれができな県はどうしてそれができな県はどうしてそれができなくくくくなったかというと、なったかというと、なったかというと、なったかというと、捕捕捕捕まったまったまったまったシシシシカカカカをどうをどうをどうをどう

対処対処対処対処するか。するか。するか。するか。猟友猟友猟友猟友会の会の会の会の狩猟免狩猟免狩猟免狩猟免許許許許をををを持持持持っていなかったらだめとか、そういうっていなかったらだめとか、そういうっていなかったらだめとか、そういうっていなかったらだめとか、そういう話話話話だと思うのでだと思うのでだと思うのでだと思うので

すけれど、すけれど、すけれど、すけれど、隣隣隣隣のののの和歌和歌和歌和歌山県でできていて山県でできていて山県でできていて山県でできていて奈良奈良奈良奈良県でできないわけないでし県でできないわけないでし県でできないわけないでし県でできないわけないでしょょょょう。例えばう。例えばう。例えばう。例えば絡絡絡絡まっまっまっまっ

てとれたてとれたてとれたてとれた鹿鹿鹿鹿を、を、を、を、狩猟免狩猟免狩猟免狩猟免許許許許がなかったらとることができまがなかったらとることができまがなかったらとることができまがなかったらとることができませせせせんというのも、んというのも、んというのも、んというのも、法律法律法律法律的な的な的な的な話話話話はわはわはわはわ

からないのですけれど、からないのですけれど、からないのですけれど、からないのですけれど、狩猟狩猟狩猟狩猟をををを目目目目的としてとりに的としてとりに的としてとりに的としてとりに来来来来ていないです。あていないです。あていないです。あていないです。あくくくくまでもまでもまでもまでも苗木苗木苗木苗木をををを守守守守ろろろろ

うという形で、うという形で、うという形で、うという形で、勝勝勝勝手に手に手に手に捕捕捕捕まるものだから、果たして本まるものだから、果たして本まるものだから、果たして本まるものだから、果たして本当当当当にそこまでできるのかと思うのでにそこまでできるのかと思うのでにそこまでできるのかと思うのでにそこまでできるのかと思うので

すが、そういうネすが、そういうネすが、そういうネすが、そういうネッッッットにトにトにトに戻戻戻戻っていっていっていっていくくくくことができないか、ことができないか、ことができないか、ことができないか、答答答答えられるえられるえられるえられる範囲範囲範囲範囲で結で結で結で結構構構構ですので、ですので、ですので、ですので、

お願いします。お願いします。お願いします。お願いします。

○浪越産業・雇用振興部長○浪越産業・雇用振興部長○浪越産業・雇用振興部長○浪越産業・雇用振興部長 ままままずずずず、、、、小水力小水力小水力小水力発発発発電電電電のののの収収収収支の支の支の支の話話話話をををを先先先先ほどほどほどほど申申申申し上げまし上げまし上げまし上げませせせせんでしたんでしたんでしたんでした

が、なぜ１０が、なぜ１０が、なぜ１０が、なぜ１０キキキキロワッロワッロワッロワットかとトかとトかとトかと申申申申し上げますと、県では今のし上げますと、県では今のし上げますと、県では今のし上げますと、県では今のフフフフィーィーィーィードドドドインタリインタリインタリインタリフフフフで金額をはで金額をはで金額をはで金額をは

じじじじき出しまして、それでき出しまして、それでき出しまして、それでき出しまして、それでイイイイニニニニシシシシアアアアルルルルコストをコストをコストをコストをペペペペイイイイできるのはできるのはできるのはできるのは何何何何年かをそれ年かをそれ年かをそれ年かをそれぞぞぞぞれ発れ発れ発れ発電電電電容容容容量量量量ごごごご

とにとにとにとに試試試試算をいたしました。そうしますと、ほ算をいたしました。そうしますと、ほ算をいたしました。そうしますと、ほ算をいたしました。そうしますと、ほぼぼぼぼ回回回回収収収収ができる年ができる年ができる年ができる年数数数数が１０が１０が１０が１０キキキキロワッロワッロワッロワットトトト程度程度程度程度のののの

規規規規模模模模であればであればであればであれば収収収収支支支支採採採採算が合うことがわかりましたので、１０算が合うことがわかりましたので、１０算が合うことがわかりましたので、１０算が合うことがわかりましたので、１０キキキキロワッロワッロワッロワットトトト程度以程度以程度以程度以上のものを上のものを上のものを上のものを

考えております。考えております。考えております。考えております。水水水水量量量量に見合う規に見合う規に見合う規に見合う規模模模模以以以以上のものをできるところについて上のものをできるところについて上のものをできるところについて上のものをできるところについてややややっていっていっていっていくくくく形にな形にな形にな形にな

ろうかと思います。ろうかと思います。ろうかと思います。ろうかと思います。
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先先先先ほどほどほどほど申申申申し上げた２し上げた２し上げた２し上げた２キキキキロワッロワッロワッロワットとか３トとか３トとか３トとか３キキキキロワッロワッロワッロワットというトというトというトという小小小小さなさなさなさな水水水水量量量量になりますと、になりますと、になりますと、になりますと、イイイイニニニニ

シシシシアアアアルルルルコストを回コストを回コストを回コストを回収収収収できる年できる年できる年できる年数数数数が２０年といった大が２０年といった大が２０年といった大が２０年といった大台台台台になります。その間にはになります。その間にはになります。その間にはになります。その間には当然当然当然当然、、、、更更更更新新新新

であるとかであるとかであるとかであるとか修修修修繕繕繕繕であるとかの経であるとかの経であるとかの経であるとかの経費費費費がかさんでまいりますので、がかさんでまいりますので、がかさんでまいりますので、がかさんでまいりますので、収収収収支支支支採採採採算を単算を単算を単算を単純純純純に、県のに、県のに、県のに、県の試試試試

算でいうと、１０算でいうと、１０算でいうと、１０算でいうと、１０キキキキロワッロワッロワッロワットトトト程度以程度以程度以程度以上のものが上のものが上のものが上のものが必要必要必要必要になろうかとになろうかとになろうかとになろうかと水力水力水力水力発発発発電電電電の部の部の部の部分分分分では考えでは考えでは考えでは考え

ております。ております。ております。ております。

それそれそれそれ以外以外以外以外に、に、に、に、フフフフィーィーィーィードドドドインタリインタリインタリインタリフ制フ制フ制フ制度度度度がががが起起起起こりましたので、事業のこりましたので、事業のこりましたので、事業のこりましたので、事業の収収収収支支支支採採採採算をある算をある算をある算をある程度程度程度程度

見見見見込込込込んでいけることになろうかと思っておりまして、実はんでいけることになろうかと思っておりまして、実はんでいけることになろうかと思っておりまして、実はんでいけることになろうかと思っておりまして、実は先先先先日、新日、新日、新日、新聞等聞等聞等聞等でもうでもうでもうでもう既既既既に報に報に報に報道道道道ささささ

れましたが、大れましたが、大れましたが、大れましたが、大淀町淀町淀町淀町ででででメメメメガガガガソソソソーーーーララララーいうことになりました。あるーいうことになりました。あるーいうことになりました。あるーいうことになりました。ある程度程度程度程度の規の規の規の規模模模模があればがあればがあればがあれば収収収収支支支支

採採採採算算算算性性性性は出てきますので、今考えておりますのは、県のは出てきますので、今考えておりますのは、県のは出てきますので、今考えておりますのは、県のは出てきますので、今考えておりますのは、県の施施施施設関係で、そういったものを提設関係で、そういったものを提設関係で、そういったものを提設関係で、そういったものを提

供供供供しながら産業とか事業しながら産業とか事業しながら産業とか事業しながら産業とか事業者者者者をををを公募公募公募公募できないのか。そういう取りできないのか。そういう取りできないのか。そういう取りできないのか。そういう取り組組組組みができないのかと、今、みができないのかと、今、みができないのかと、今、みができないのかと、今、

模索模索模索模索をしているところでございます。産業部をしているところでございます。産業部をしているところでございます。産業部をしているところでございます。産業部分分分分のののの観観観観点からも少し県としても点からも少し県としても点からも少し県としても点からも少し県としても誘致誘致誘致誘致を図るなを図るなを図るなを図るな

り、働きかけをしていきたいとは思っております。り、働きかけをしていきたいとは思っております。り、働きかけをしていきたいとは思っております。り、働きかけをしていきたいとは思っております。

ただ、ただ、ただ、ただ、小水力小水力小水力小水力発発発発電電電電の場合、の場合、の場合、の場合、先先先先ほどほどほどほど申申申申し上げたし上げたし上げたし上げた収収収収支支支支採採採採算からいうと、算からいうと、算からいうと、算からいうと、ややややはりはりはりはり目目目目的を単に的を単に的を単に的を単に売売売売

電電電電だけという形でだけという形でだけという形でだけという形でややややるのはなかなかるのはなかなかるのはなかなかるのはなかなか難難難難しいということで、例えば平しいということで、例えば平しいということで、例えば平しいということで、例えば平野野野野部であれば部であれば部であれば部であれば観観観観光との光との光との光との

セッセッセッセットという考え方があるのではないかと思っております。トという考え方があるのではないかと思っております。トという考え方があるのではないかと思っております。トという考え方があるのではないかと思っております。

それそれそれそれ以外以外以外以外にもにもにもにも当然当然当然当然、、、、水水水水量量量量とととと落差落差落差落差の大きいところがあればそれの大きいところがあればそれの大きいところがあればそれの大きいところがあればそれ以以以以上の発上の発上の発上の発電施電施電施電施設をつ設をつ設をつ設をつくくくくるこるこるこるこ

ともともともとも可能可能可能可能かと思いますから、そういった部かと思いますから、そういった部かと思いますから、そういった部かと思いますから、そういった部分分分分についてもについてもについてもについても研研研研究究究究をしていきたいと思います。をしていきたいと思います。をしていきたいと思います。をしていきたいと思います。

１０１０１０１０キキキキロワッロワッロワッロワットで、回トで、回トで、回トで、回収収収収年年年年数数数数はほはほはほはほぼぼぼぼ２２年でございます。それ２２年でございます。それ２２年でございます。それ２２年でございます。それ以以以以上になると、すごいけ上になると、すごいけ上になると、すごいけ上になると、すごいけ

たたたた数数数数の回の回の回の回収収収収年年年年度度度度になります。になります。になります。になります。

○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） 鳥獣鳥獣鳥獣鳥獣害対策害対策害対策害対策の基本的な考えとの基本的な考えとの基本的な考えとの基本的な考えと

いたしましては、これまでもいたしましては、これまでもいたしましては、これまでもいたしましては、これまでも申申申申し上げていますし上げていますし上げていますし上げていますよよよように、４本うに、４本うに、４本うに、４本柱柱柱柱を立ててを立ててを立ててを立ててやややや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

思います。すなわち人思います。すなわち人思います。すなわち人思います。すなわち人材材材材の確保、の確保、の確保、の確保、育育育育成が１つ成が１つ成が１つ成が１つ目目目目。２つ。２つ。２つ。２つ目目目目が里が里が里が里地地地地、里山の、里山の、里山の、里山の環境整備環境整備環境整備環境整備。これは、。これは、。これは、。これは、

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よよよように、うに、うに、うに、カカカカワワワワウウウウは人がいたらいなは人がいたらいなは人がいたらいなは人がいたらいなくくくくなったというなったというなったというなったという話話話話とととと同じ同じ同じ同じでござでござでござでござ

いまして、里いまして、里いまして、里いまして、里地地地地、里山の、里山の、里山の、里山の環境整備環境整備環境整備環境整備、人がいると、人がいると、人がいると、人がいると野生野生野生野生鳥獣鳥獣鳥獣鳥獣がががが近づ近づ近づ近づかないという事例が基本的かないという事例が基本的かないという事例が基本的かないという事例が基本的

にございますので、里にございますので、里にございますので、里にございますので、里地地地地、里山の、里山の、里山の、里山の環境整備環境整備環境整備環境整備を２つを２つを２つを２つ目目目目。それと３つ。それと３つ。それと３つ。それと３つ目目目目がががが被被被被害害害害のののの防御防御防御防御、４つ、４つ、４つ、４つ目目目目

がががが個個個個体体体体数数数数調調調調整整整整。この。この。この。この柱柱柱柱を立ててを立ててを立ててを立ててややややっていきたいと思います。っていきたいと思います。っていきたいと思います。っていきたいと思います。

被被被被害害害害の発の発の発の発生生生生状況状況状況状況につきましては、ごにつきましては、ごにつきましては、ごにつきましては、ご承知承知承知承知ののののよよよように、うに、うに、うに、地域地域地域地域ごとにかなりごとにかなりごとにかなりごとにかなり異異異異なりますので、なりますので、なりますので、なりますので、

地域地域地域地域の実の実の実の実情情情情に合ったに合ったに合ったに合った対策対策対策対策をををを地域ぐ地域ぐ地域ぐ地域ぐるみで取りるみで取りるみで取りるみで取り組組組組むむむむことがことがことがことが重要重要重要重要だと考えております。だと考えております。だと考えております。だと考えております。市市市市町村町村町村町村

やややや関係関係関係関係団団団団体、体、体、体、地域地域地域地域のののの皆様皆様皆様皆様とととと連携連携連携連携しながら、しながら、しながら、しながら、よよよよりりりりよよよよい取りい取りい取りい取り組組組組みをみをみをみを模索模索模索模索しししし推推推推進進進進してまいりたいしてまいりたいしてまいりたいしてまいりたい

と考えております。と考えております。と考えております。と考えております。
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日本日本日本日本鹿鹿鹿鹿については田中農林部については田中農林部については田中農林部については田中農林部次次次次長からお長からお長からお長からお答答答答えさえさえさえ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。

○田中農林部次長（林務担当、森林整備課長事務取扱）○田中農林部次長（林務担当、森林整備課長事務取扱）○田中農林部次長（林務担当、森林整備課長事務取扱）○田中農林部次長（林務担当、森林整備課長事務取扱） 和歌和歌和歌和歌山県の山県の山県の山県の周周周周りをネりをネりをネりをネッッッットでトでトでトで囲囲囲囲っっっっ

て下はて下はて下はて下は垂垂垂垂らしておらしておらしておらしておくくくくという例を委員からおという例を委員からおという例を委員からおという例を委員からお話話話話がございました。それをがございました。それをがございました。それをがございました。それを奈良奈良奈良奈良県でなぜできな県でなぜできな県でなぜできな県でなぜできな

いのかと。いのかと。いのかと。いのかと。免免免免許許許許の関係があったりの関係があったりの関係があったりの関係があったり法律法律法律法律の関係があったりするのだろうともおっしの関係があったりするのだろうともおっしの関係があったりするのだろうともおっしの関係があったりするのだろうともおっしゃゃゃゃっていっていっていってい

ましたけれども、ネましたけれども、ネましたけれども、ネましたけれども、ネッッッットにかかったトにかかったトにかかったトにかかった鹿鹿鹿鹿を、とめ出しするを、とめ出しするを、とめ出しするを、とめ出しするケケケケースにースにースにースに狩猟免狩猟免狩猟免狩猟免許許許許がががが要要要要ると思いまると思いまると思いまると思いま

す。その場合、す。その場合、す。その場合、す。その場合、狩猟狩猟狩猟狩猟でするのかでするのかでするのかでするのか有有有有害害害害ででででややややるのか、るのか、るのか、るのか、整整整整理してご報告さ理してご報告さ理してご報告さ理してご報告させせせせていただきたいと思ていただきたいと思ていただきたいと思ていただきたいと思

います。います。います。います。研研研研究究究究ささささせせせせててててくくくください。ださい。ださい。ださい。

○松尾委員○松尾委員○松尾委員○松尾委員 小水力小水力小水力小水力発発発発電電電電について。について。について。について。

キキキキロワッロワッロワッロワットにこだわらなトにこだわらなトにこだわらなトにこだわらなくくくくても、例えばさきほどもおっしても、例えばさきほどもおっしても、例えばさきほどもおっしても、例えばさきほどもおっしゃゃゃゃいましたいましたいましたいました小小小小さなものでもでさなものでもでさなものでもでさなものでもで

きるきるきるきる技術技術技術技術革革革革新がどんどんこれからされて新がどんどんこれからされて新がどんどんこれからされて新がどんどんこれからされてくくくくるのです。例えば２るのです。例えば２るのです。例えば２るのです。例えば２キキキキロワッロワッロワッロワットのを１０トのを１０トのを１０トのを１０個個個個つつつつくくくく

ったら２０ったら２０ったら２０ったら２０キキキキロワッロワッロワッロワットになるのです。それをどんな発トになるのです。それをどんな発トになるのです。それをどんな発トになるのです。それをどんな発想想想想ででででややややっていっていっていっていくくくくかだけのかだけのかだけのかだけの話話話話だと思うだと思うだと思うだと思う

のです。のです。のです。のです。

例えば、場例えば、場例えば、場例えば、場所所所所的にできるのかどうかわかりま的にできるのかどうかわかりま的にできるのかどうかわかりま的にできるのかどうかわかりませせせせんけれど、んけれど、んけれど、んけれど、吉吉吉吉野野野野川川川川から大から大から大から大和川和川和川和川分水分水分水分水を使っを使っを使っを使っ

て大て大て大て大和和和和平平平平野野野野のののの皆様皆様皆様皆様方の方の方の方の飲飲飲飲料料料料水水水水とととと水水水水をををを供供供供給しているわけです。そこに、全部給しているわけです。そこに、全部給しているわけです。そこに、全部給しているわけです。そこに、全部小水力小水力小水力小水力発発発発電電電電をつをつをつをつ

けていったら、けていったら、けていったら、けていったら、吉吉吉吉野野野野川川川川のののの水水水水はははは電気電気電気電気もつもつもつもつくくくくってってってってくくくくれるし、れるし、れるし、れるし、野野野野菜菜菜菜もつもつもつもつくくくくってってってってくくくくれるし、人のれるし、人のれるし、人のれるし、人の命命命命

もももも守守守守っていただける。これは、っていただける。これは、っていただける。これは、っていただける。これは、何何何何があるかというと、きれいな山があるからと。それはがあるかというと、きれいな山があるからと。それはがあるかというと、きれいな山があるからと。それはがあるかというと、きれいな山があるからと。それは環環環環

境境境境のののの先進先進先進先進県を行県を行県を行県を行くくくく取り取り取り取り組組組組みになるではないですか。だから、ただみになるではないですか。だから、ただみになるではないですか。だから、ただみになるではないですか。だから、ただ採採採採算が合うからする、し算が合うからする、し算が合うからする、し算が合うからする、し

ないというのではなないというのではなないというのではなないというのではなくくくく、もっと大きな、もっと大きな、もっと大きな、もっと大きなビビビビジョンジョンジョンジョンをとらえてをとらえてをとらえてをとらえてややややっていただけたらと思うのでっていただけたらと思うのでっていただけたらと思うのでっていただけたらと思うので

す。これは、また一す。これは、また一す。これは、また一す。これは、また一般般般般質問でさ質問でさ質問でさ質問でさせせせせていただきたいと思っています。ていただきたいと思っています。ていただきたいと思っています。ていただきたいと思っています。

そしてそしてそしてそして獣獣獣獣害対策害対策害対策害対策ですけれど、本ですけれど、本ですけれど、本ですけれど、本当当当当に考えてもらいたい。実に考えてもらいたい。実に考えてもらいたい。実に考えてもらいたい。実家家家家がががが川川川川上上上上村村村村でして、ことしのでして、ことしのでして、ことしのでして、ことしの

おおおお盆盆盆盆にににに墓墓墓墓に行ったのですけれど、おに行ったのですけれど、おに行ったのですけれど、おに行ったのですけれど、お花花花花をををを供供供供えていて、えていて、えていて、えていて、次次次次の日に行ったら全部の日に行ったら全部の日に行ったら全部の日に行ったら全部鹿鹿鹿鹿にににに食食食食われてわれてわれてわれて

いた。本いた。本いた。本いた。本当当当当に大変です。だから、いつも言うのですけれど、に大変です。だから、いつも言うのですけれど、に大変です。だから、いつも言うのですけれど、に大変です。だから、いつも言うのですけれど、真剣真剣真剣真剣にににに対策対策対策対策してしてしてしてくくくください。そださい。そださい。そださい。そ

こにこにこにこに住住住住まれている方は、大変だと思うのです。そんなことだけではなしに、年にまれている方は、大変だと思うのです。そんなことだけではなしに、年にまれている方は、大変だと思うのです。そんなことだけではなしに、年にまれている方は、大変だと思うのです。そんなことだけではなしに、年に数数数数回も回も回も回も道道道道

路路路路に出てきて、に出てきて、に出てきて、に出てきて、ぶぶぶぶつかって事故をつかって事故をつかって事故をつかって事故を起起起起こしている事こしている事こしている事こしている事情情情情もたもたもたもたくくくくさんありますので、さんありますので、さんありますので、さんありますので、何何何何とかまとかまとかまとかまずずずず

鹿鹿鹿鹿のののの対策対策対策対策をしっかりとをしっかりとをしっかりとをしっかりとややややっていただっていただっていただっていただくくくくことをことをことをことを要要要要望望望望ささささせせせせていただいて、ていただいて、ていただいて、ていただいて、終終終終わります。わります。わります。わります。

○森山委員○森山委員○森山委員○森山委員 ２点質問さ２点質問さ２点質問さ２点質問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。

一つは、一つは、一つは、一つは、先先先先ほど質問に上がりましたが、ふるさと雇用に関する質問です。ほど質問に上がりましたが、ふるさと雇用に関する質問です。ほど質問に上がりましたが、ふるさと雇用に関する質問です。ほど質問に上がりましたが、ふるさと雇用に関する質問です。ママママククククロロロロ的な質的な質的な質的な質

問ですけれども、問ですけれども、問ですけれども、問ですけれども、奈良奈良奈良奈良県に県に県に県に限限限限ららららずずずず全国的に雇用が全国的に雇用が全国的に雇用が全国的に雇用が悪悪悪悪いので、国の基金を使ってそれいので、国の基金を使ってそれいので、国の基金を使ってそれいので、国の基金を使ってそれぞぞぞぞれのれのれのれの

都道府都道府都道府都道府県が緊急事業県が緊急事業県が緊急事業県が緊急事業ややややふるさと雇用基金でふるさと雇用基金でふるさと雇用基金でふるさと雇用基金で何何何何とか雇用をふとか雇用をふとか雇用をふとか雇用をふややややしていこうとしていこうとしていこうとしていこうと進進進進めてきて、こめてきて、こめてきて、こめてきて、こ

としのとしのとしのとしの春春春春で一たんそので一たんそので一たんそので一たんその助助助助成金は成金は成金は成金は終終終終わりますという形でわりますという形でわりますという形でわりますという形で採択採択採択採択された事業された事業された事業された事業団団団団体もた体もた体もた体もたくくくくさんあっさんあっさんあっさんあっ
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たと思うのですけれども、雇用の問題は２つあって、今、雇用はたと思うのですけれども、雇用の問題は２つあって、今、雇用はたと思うのですけれども、雇用の問題は２つあって、今、雇用はたと思うのですけれども、雇用の問題は２つあって、今、雇用は奈良奈良奈良奈良県でも県でも県でも県でも悪悪悪悪いから、といから、といから、といから、と

にかにかにかにかくくくく雇用の場を緊急的に雇用の場を緊急的に雇用の場を緊急的に雇用の場を緊急的に与与与与えましえましえましえましょょょょうとうとうとうと与与与与えたもの。願わえたもの。願わえたもの。願わえたもの。願わくくくくばそれをきっかけにして、ばそれをきっかけにして、ばそれをきっかけにして、ばそれをきっかけにして、

またまたまたまた次次次次の雇用につないでいけるの雇用につないでいけるの雇用につないでいけるの雇用につないでいけるよよよようにという考え方のものと、ふるさとのうにという考え方のものと、ふるさとのうにという考え方のものと、ふるさとのうにという考え方のものと、ふるさとの奈良奈良奈良奈良県で今回こ県で今回こ県で今回こ県で今回こ

ういう事業をういう事業をういう事業をういう事業を採択採択採択採択して、して、して、して、補助補助補助補助はなはなはなはなくくくくなるけれども、今後はそれをきっかけにしてなるけれども、今後はそれをきっかけにしてなるけれども、今後はそれをきっかけにしてなるけれども、今後はそれをきっかけにして自分自分自分自分でででで施施施施

行していきまし行していきまし行していきまし行していきましょょょょうという形でうという形でうという形でうという形で進進進進めてきたものとそれめてきたものとそれめてきたものとそれめてきたものとそれぞぞぞぞれあると思うのです。ことしのれあると思うのです。ことしのれあると思うのです。ことしのれあると思うのです。ことしの春春春春

に一たんに一たんに一たんに一たん終終終終わった事業もたわった事業もたわった事業もたわった事業もたくくくくさんあったと思いますが、一たんさんあったと思いますが、一たんさんあったと思いますが、一たんさんあったと思いますが、一たん終終終終わった事業がその後、わった事業がその後、わった事業がその後、わった事業がその後、補補補補

助助助助はなはなはなはなくくくくなったけれども、それをきっかけにして今もなったけれども、それをきっかけにして今もなったけれども、それをきっかけにして今もなったけれども、それをきっかけにして今も引引引引き続いて事業を行えている事業き続いて事業を行えている事業き続いて事業を行えている事業き続いて事業を行えている事業所所所所

は、全体の中でどれは、全体の中でどれは、全体の中でどれは、全体の中でどれぐぐぐぐらいあるのかのらいあるのかのらいあるのかのらいあるのかの統統統統計計計計があればがあればがあればがあれば教教教教えていただきたい。これが１点です。えていただきたい。これが１点です。えていただきたい。これが１点です。えていただきたい。これが１点です。

もう一つは、もう一つは、もう一つは、もう一つは、宿泊宿泊宿泊宿泊施施施施設の関係で森田企業立設の関係で森田企業立設の関係で森田企業立設の関係で森田企業立地推地推地推地推進進進進課課課課長にお尋ねしたいのです。この間い長にお尋ねしたいのです。この間い長にお尋ねしたいのです。この間い長にお尋ねしたいのです。この間い

ただいたただいたただいたただいた「「「「平成２４年平成２４年平成２４年平成２４年版版版版１００の１００の１００の１００の指指指指標標標標からみたからみたからみたからみた奈良奈良奈良奈良県県県県勢勢勢勢」」」」の中に、の中に、の中に、の中に、奈良奈良奈良奈良県の県の県の県のホテホテホテホテルルルル、、、、宿泊宿泊宿泊宿泊

施施施施設設設設数数数数を見ていますと、全国的にはを見ていますと、全国的にはを見ていますと、全国的にはを見ていますと、全国的にはホテホテホテホテルやルやルやルや旅館旅館旅館旅館のののの施施施施設設設設数数数数はははは右肩右肩右肩右肩下がりになっているので下がりになっているので下がりになっているので下がりになっているので

すけれども、すけれども、すけれども、すけれども、奈良奈良奈良奈良県ではこれで見るか県ではこれで見るか県ではこれで見るか県ではこれで見るかぎぎぎぎり、おおり、おおり、おおり、おおむむむむねねねね横横横横ばいにばいにばいにばいに進進進進んでいるので、全国的にんでいるので、全国的にんでいるので、全国的にんでいるので、全国的に

見ると見ると見ると見ると奈良奈良奈良奈良県は県は県は県は頑張頑張頑張頑張っている方かと思うのですけれども、２年っている方かと思うのですけれども、２年っている方かと思うのですけれども、２年っている方かと思うのですけれども、２年前前前前に平に平に平に平城遷城遷城遷城遷都都都都１３００年１３００年１３００年１３００年祭祭祭祭

があって、があって、があって、があって、去去去去年は年は年は年は紀伊半島紀伊半島紀伊半島紀伊半島大大大大水害水害水害水害があったりしてがあったりしてがあったりしてがあったりして観観観観光光光光客客客客がががが減減減減ったりはしましたけれども、ったりはしましたけれども、ったりはしましたけれども、ったりはしましたけれども、

特特特特にこれから大にこれから大にこれから大にこれから大和路和路和路和路もももも秋秋秋秋ののののシシシシーーーーズズズズンンンンになり、になり、になり、になり、観観観観光光光光客客客客がたがたがたがたくくくくさんさんさんさん訪訪訪訪れる時れる時れる時れる時期期期期になりますけれになりますけれになりますけれになりますけれ

ども、これからの時ども、これからの時ども、これからの時ども、これからの時期期期期はははは毎毎毎毎年年年年キャキャキャキャパシパシパシパシテテテティをィをィをィを超超超超えてしまって、県えてしまって、県えてしまって、県えてしまって、県外外外外からたからたからたからたくくくくさんさんさんさん来来来来られるられるられるられる

方が方が方が方が奈良奈良奈良奈良県で県で県で県で泊泊泊泊まれないからということで大阪まれないからということで大阪まれないからということで大阪まれないからということで大阪府や府や府や府や京京京京都府都府都府都府でででで宿泊宿泊宿泊宿泊する方がまたことしも出する方がまたことしも出する方がまたことしも出する方がまたことしも出

ててててくくくくるのではないかと思いますが、るのではないかと思いますが、るのではないかと思いますが、るのではないかと思いますが、奈良奈良奈良奈良県内の県内の県内の県内のホテホテホテホテルルルルを含を含を含を含む宿泊む宿泊む宿泊む宿泊施施施施設設設設数数数数は、平は、平は、平は、平城遷城遷城遷城遷都都都都１３１３１３１３

００年００年００年００年祭祭祭祭以以以以降降降降、おお、おお、おお、おおむむむむねおもてなしねおもてなしねおもてなしねおもてなし資資資資金を使って金を使って金を使って金を使って順順順順調にふえているのか、調にふえているのか、調にふえているのか、調にふえているのか、施施施施設設設設数数数数で出ていで出ていで出ていで出てい

るので、部るので、部るので、部るので、部屋屋屋屋数数数数で出ていないのですけれども、で出ていないのですけれども、で出ていないのですけれども、で出ていないのですけれども、施施施施設設設設数数数数でいうと確実にふえていっているのでいうと確実にふえていっているのでいうと確実にふえていっているのでいうと確実にふえていっているの

か、そのあたりをおか、そのあたりをおか、そのあたりをおか、そのあたりをお聞聞聞聞かかかかせせせせいただきたいと思います。この２点、お願いします。いただきたいと思います。この２点、お願いします。いただきたいと思います。この２点、お願いします。いただきたいと思います。この２点、お願いします。

○加納雇用労政課長○加納雇用労政課長○加納雇用労政課長○加納雇用労政課長 ふるさと雇用のふるさと雇用のふるさと雇用のふるさと雇用の件件件件でございますけれども、今おっしでございますけれども、今おっしでございますけれども、今おっしでございますけれども、今おっしゃゃゃゃっていただいっていただいっていただいっていただい

たたたたよよよように、ふるさと雇用のうに、ふるさと雇用のうに、ふるさと雇用のうに、ふるさと雇用の趣旨趣旨趣旨趣旨は、は、は、は、現現現現下の下の下の下の厳厳厳厳しいしいしいしい失失失失業雇用業雇用業雇用業雇用情勢情勢情勢情勢の中で、の中で、の中で、の中で、失失失失業業業業者者者者を一時でもを一時でもを一時でもを一時でも

雇用して、雇用して、雇用して、雇用して、当当当当座座座座のしののしののしののしのぎぎぎぎという方という方という方という方向向向向で出発した事業でございます。委員がおっしで出発した事業でございます。委員がおっしで出発した事業でございます。委員がおっしで出発した事業でございます。委員がおっしゃゃゃゃっられっられっられっられ

ましたけれども、この事業については平成２１年ましたけれども、この事業については平成２１年ましたけれども、この事業については平成２１年ましたけれども、この事業については平成２１年度度度度からからからから始始始始まって平成２３年まって平成２３年まって平成２３年まって平成２３年度度度度でででで終終終終了了了了したしたしたした

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

３年間の県下の実３年間の県下の実３年間の県下の実３年間の県下の実績績績績といたしまして、県、といたしまして、県、といたしまして、県、といたしまして、県、市市市市町村町村町村町村合わ合わ合わ合わせせせせて３４８事業を行いました。雇て３４８事業を行いました。雇て３４８事業を行いました。雇て３４８事業を行いました。雇

用創出用創出用創出用創出数数数数としては１，３３０人でございます。そのうち、委員がおっしとしては１，３３０人でございます。そのうち、委員がおっしとしては１，３３０人でございます。そのうち、委員がおっしとしては１，３３０人でございます。そのうち、委員がおっしゃゃゃゃった中で、事業った中で、事業った中で、事業った中で、事業

としてどれだけとしてどれだけとしてどれだけとしてどれだけ現現現現在引在引在引在引き続いて行われているかのき続いて行われているかのき続いて行われているかのき続いて行われているかの統統統統計計計計については、については、については、については、申申申申しししし訳訳訳訳ないですけれどないですけれどないですけれどないですけれど

も、それを取ったも、それを取ったも、それを取ったも、それを取った統統統統計計計計がございまがございまがございまがございませせせせん。ん。ん。ん。



---- 11114444 ----

ただ、ただ、ただ、ただ、申申申申しました雇用のしました雇用のしました雇用のしました雇用の状況状況状況状況は、平成２３年は、平成２３年は、平成２３年は、平成２３年度度度度実実実実施施施施の事業について、平成２４年２月９の事業について、平成２４年２月９の事業について、平成２４年２月９の事業について、平成２４年２月９

日時点で日時点で日時点で日時点で厚生厚生厚生厚生労働省と県とで労働省と県とで労働省と県とで労働省と県とで共共共共同同同同実実実実施施施施したしたしたしたアアアアンンンンケケケケートがございます。５０６人にートがございます。５０６人にートがございます。５０６人にートがございます。５０６人に対対対対しまししまししまししまし

て、４月１日て、４月１日て、４月１日て、４月１日以以以以降降降降もももも引引引引き続いてき続いてき続いてき続いて就就就就労できるかどうかという調査をさ労できるかどうかという調査をさ労できるかどうかという調査をさ労できるかどうかという調査を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。

それで、それで、それで、それで、引引引引き続いてき続いてき続いてき続いて同じ同じ同じ同じ事業事業事業事業所所所所で雇用されるのが２７０人とおで雇用されるのが２７０人とおで雇用されるのが２７０人とおで雇用されるのが２７０人とお聞聞聞聞きしております。それきしております。それきしております。それきしております。それ以以以以

外外外外の事業の事業の事業の事業所所所所で雇用されるのは４７人、合で雇用されるのは４７人、合で雇用されるのは４７人、合で雇用されるのは４７人、合計計計計３１７人、割合にいたしまして６３３１７人、割合にいたしまして６３３１７人、割合にいたしまして６３３１７人、割合にいたしまして６３％％％％がががが引引引引き続き続き続き続

いていていていて就就就就労しておられます。労しておられます。労しておられます。労しておられます。

委員委員委員委員へへへへのののの直接直接直接直接的なお的なお的なお的なお答答答答えにはならないのですけれども、人えにはならないのですけれども、人えにはならないのですけれども、人えにはならないのですけれども、人数数数数的には的には的には的には引引引引き続いて５割き続いて５割き続いて５割き続いて５割強強強強のののの

方がその事業方がその事業方がその事業方がその事業所所所所で雇用されているで雇用されているで雇用されているで雇用されている状況状況状況状況でございます。でございます。でございます。でございます。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○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 奈良奈良奈良奈良県の県の県の県の宿泊宿泊宿泊宿泊施施施施設設設設数数数数、、、、客客客客室室室室数数数数のののの推推推推移移移移についての質問でございまについての質問でございまについての質問でございまについての質問でございま

す。す。す。す。

全全全全般般般般的な的な的な的な傾向傾向傾向傾向としまして、委員がおっしとしまして、委員がおっしとしまして、委員がおっしとしまして、委員がおっしゃゃゃゃったったったったよよよように、うに、うに、うに、総総総総数数数数ではほではほではほではほぼぼぼぼ横横横横ばいばいばいばい状状状状態態態態が続いが続いが続いが続い

ています。ています。ています。ています。ホテホテホテホテルルルルとととと旅館旅館旅館旅館とにとにとにとに分分分分けますと、手けますと、手けますと、手けますと、手元元元元のののの数字数字数字数字でででで過去過去過去過去３年間あるのですが、３年間あるのですが、３年間あるのですが、３年間あるのですが、ホテホテホテホテルルルル

はははは施施施施設設設設数数数数、部、部、部、部屋屋屋屋数数数数とも少しとも少しとも少しとも少しずずずずつふえております。例えば、つふえております。例えば、つふえております。例えば、つふえております。例えば、ホテホテホテホテルルルルでは、平成２０年では、平成２０年では、平成２０年では、平成２０年度度度度からからからから

平成２２年平成２２年平成２２年平成２２年度度度度の３年間のの３年間のの３年間のの３年間の施施施施設設設設数数数数ですと５５、５６、５８ですと５５、５６、５８ですと５５、５６、５８ですと５５、５６、５８施施施施設とふえておりまして、設とふえておりまして、設とふえておりまして、設とふえておりまして、客客客客室室室室数数数数

が３，４３９室、３，５３１室、３，５６５室と、少しが３，４３９室、３，５３１室、３，５６５室と、少しが３，４３９室、３，５３１室、３，５６５室と、少しが３，４３９室、３，５３１室、３，５６５室と、少しずずずずつふえているつふえているつふえているつふえている状況状況状況状況です。反です。反です。反です。反対対対対にににに

旅館旅館旅館旅館はははは同じく同じく同じく同じく３年間で見ますと、３年間で見ますと、３年間で見ますと、３年間で見ますと、施施施施設設設設数数数数で４３５、４３０、４２２と平成２０年で４３５、４３０、４２２と平成２０年で４３５、４３０、４２２と平成２０年で４３５、４３０、４２２と平成２０年度度度度から平から平から平から平

成２２年成２２年成２２年成２２年度度度度の３年間での３年間での３年間での３年間で減減減減っておりまして、っておりまして、っておりまして、っておりまして、同じく同じく同じく同じく旅館旅館旅館旅館のののの客客客客室室室室数数数数も５，９９７、５，９６１、も５，９９７、５，９６１、も５，９９７、５，９６１、も５，９９７、５，９６１、

５，８４８にと、少し５，８４８にと、少し５，８４８にと、少し５，８４８にと、少し減減減減っています。トーっています。トーっています。トーっています。トータルタルタルタルしますと、ほしますと、ほしますと、ほしますと、ほぼぼぼぼ施施施施設設設設数数数数、、、、客客客客室室室室数数数数ともともともとも横横横横ばいばいばいばい

のののの状状状状態態態態になって、になって、になって、になって、傾向傾向傾向傾向としてはとしてはとしてはとしては主主主主ににににビビビビジジジジネスネスネスネスホテホテホテホテルルルルののののよよよようなうなうなうな系統系統系統系統、、、、ＪＪＪＪＲＲＲＲ奈良奈良奈良奈良駅駅駅駅にもにもにもにも最最最最近近近近でででで

きておりますけれども、そういうきておりますけれども、そういうきておりますけれども、そういうきておりますけれども、そういうホテホテホテホテルルルルは少しは少しは少しは少しずずずずつふえていますが、つふえていますが、つふえていますが、つふえていますが、旅館旅館旅館旅館ははははややややはりはりはりはり奈良公奈良公奈良公奈良公

園園園園周周周周辺辺辺辺も中も中も中も中心心心心に、に、に、に、古古古古いいいい施施施施設で少し設で少し設で少し設で少しずずずずつつつつ閉閉閉閉められているところが出てきて、県全体としても、められているところが出てきて、県全体としても、められているところが出てきて、県全体としても、められているところが出てきて、県全体としても、

奈良公奈良公奈良公奈良公園園園園にににに限限限限ららららずずずず旅館旅館旅館旅館はははは減減減減っていっているっていっているっていっているっていっている状況状況状況状況です。です。です。です。

その中で県のおもてなしその中で県のおもてなしその中で県のおもてなしその中で県のおもてなし資資資資金の金の金の金の宿宿宿宿関係の基金は、大体例年１０関係の基金は、大体例年１０関係の基金は、大体例年１０関係の基金は、大体例年１０件程度件程度件程度件程度のごのごのごのご利利利利用がありま用がありま用がありま用がありま

して、ただ、して、ただ、して、ただ、して、ただ、施施施施設の設の設の設の改改改改装装装装資資資資金をご金をご金をご金をご利利利利用いただ用いただ用いただ用いただく資く資く資く資金が金が金が金が多多多多うございまして、創業に関してはうございまして、創業に関してはうございまして、創業に関してはうございまして、創業に関しては

例年１例年１例年１例年１件件件件、２、２、２、２件件件件でございます。でございます。でございます。でございます。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○阪口委員○阪口委員○阪口委員○阪口委員 一つ一つ一つ一つ目目目目は、は、は、は、再生可能再生可能再生可能再生可能エエエエネネネネルルルルギギギギーとーとーとーと節節節節電電電電のことについての質問であります。のことについての質問であります。のことについての質問であります。のことについての質問であります。

当当当当局局局局からいただいた国のからいただいた国のからいただいた国のからいただいた国の「「「「平成２４年平成２４年平成２４年平成２４年度度度度エエエエネネネネルルルルギギギギー・ー・ー・ー・温温温温暖暖暖暖化化化化対策対策対策対策に関する支に関する支に関する支に関する支援援援援制制制制度」度」度」度」をををを

読読読読まままませせせせていただいたらていただいたらていただいたらていただいたら募集期募集期募集期募集期間が間が間が間が終終終終わっています。わっています。わっています。わっています。インタインタインタインターネーネーネーネッッッットで調トで調トで調トで調べべべべると、ると、ると、ると、既既既既に経済に経済に経済に経済

産業省から２５産業省から２５産業省から２５産業省から２５ペペペペーーーージジジジぐぐぐぐらいにわたってらいにわたってらいにわたってらいにわたって資資資資源源源源エエエエネネネネルルルルギギギギー関ー関ー関ー関連連連連概算概算概算概算要要要要求の概求の概求の概求の概要要要要が出ています。が出ています。が出ています。が出ています。

またこれは農林またこれは農林またこれは農林またこれは農林水水水水産省かと思うのですけれども、今出ていた産省かと思うのですけれども、今出ていた産省かと思うのですけれども、今出ていた産省かと思うのですけれども、今出ていた小水力小水力小水力小水力発発発発電電電電についても、についても、についても、についても、担当担当担当担当
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所管所管所管所管は農は農は農は農村村村村振興振興振興振興局局局局農農農農村整備村整備村整備村整備官官官官で、で、で、で、小水力小水力小水力小水力発発発発電電電電などの発などの発などの発などの発電施電施電施電施設設設設整備整備整備整備の支の支の支の支援援援援と出ています。と出ています。と出ています。と出ています。

言いたいのは、国でも言いたいのは、国でも言いたいのは、国でも言いたいのは、国でも再生可能再生可能再生可能再生可能エエエエネネネネルルルルギギギギーについてかなり予算をつけていーについてかなり予算をつけていーについてかなり予算をつけていーについてかなり予算をつけていくくくく傾向傾向傾向傾向がありがありがありがあり

ますので、国とのますので、国とのますので、国とのますので、国との補助補助補助補助金金金金等等等等の関係で県もの関係で県もの関係で県もの関係で県も積積積積極極極極的に関的に関的に関的に関与与与与していしていしていしていくくくくのかと。のかと。のかと。のかと。よよよよほど調ほど調ほど調ほど調べべべべていかていかていかていか

ないと、ないと、ないと、ないと、何何何何回も回も回も回も読読読読んでも、全んでも、全んでも、全んでも、全然然然然県と関係できないのもありますし、一県と関係できないのもありますし、一県と関係できないのもありますし、一県と関係できないのもありますし、一番番番番合うものを考えて合うものを考えて合うものを考えて合うものを考えて

いかないとなかなかいかないとなかなかいかないとなかなかいかないとなかなか難難難難しいと。実際のところ、県のしいと。実際のところ、県のしいと。実際のところ、県のしいと。実際のところ、県の担当者担当者担当者担当者は、今どう考えておられるのか、は、今どう考えておられるのか、は、今どう考えておられるのか、は、今どう考えておられるのか、

そこのところをおそこのところをおそこのところをおそこのところをお聞聞聞聞きしたいということ。きしたいということ。きしたいということ。きしたいということ。

２つ２つ２つ２つ目目目目に、に、に、に、小水力小水力小水力小水力発発発発電電電電といってもなかなか実際のところはといってもなかなか実際のところはといってもなかなか実際のところはといってもなかなか実際のところは難難難難しいと思うのですけれども、しいと思うのですけれども、しいと思うのですけれども、しいと思うのですけれども、

一一一一番番番番手っ取り手っ取り手っ取り手っ取り早早早早いいいい節節節節電電電電なりなりなりなり再生可能再生可能再生可能再生可能エエエエネネネネルルルルギギギギーのことでいえば、ことし県が予算化されたーのことでいえば、ことし県が予算化されたーのことでいえば、ことし県が予算化されたーのことでいえば、ことし県が予算化された

家庭家庭家庭家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設設設備備備備設設設設置置置置補助補助補助補助事業はもう２事業はもう２事業はもう２事業はもう２週週週週間ほどで間ほどで間ほどで間ほどで終終終終わってしまったとのことですかわってしまったとのことですかわってしまったとのことですかわってしまったとのことですか

ら、県ら、県ら、県ら、県民民民民のののの要要要要望望望望はこれについてははこれについてははこれについてははこれについては強強強強いと。それについてもいと。それについてもいと。それについてもいと。それについても次次次次年年年年度度度度の予算化をの予算化をの予算化をの予算化を検討検討検討検討していたしていたしていたしていた

だきたいと。だきたいと。だきたいと。だきたいと。

３つ３つ３つ３つ目目目目に、省に、省に、省に、省エエエエネネネネ家電家電家電家電へへへへのののの買買買買いいいい換換換換ええええ対策対策対策対策については、については、については、については、検討検討検討検討していただきたいと。例えば、していただきたいと。例えば、していただきたいと。例えば、していただきたいと。例えば、

エアエアエアエアココココンンンン、、、、冷蔵冷蔵冷蔵冷蔵庫庫庫庫などをなどをなどをなどを買買買買いかえるときにいかえるときにいかえるときにいかえるときに補助補助補助補助金を金を金を金を個個個個人に出すと。県内でその方が人に出すと。県内でその方が人に出すと。県内でその方が人に出すと。県内でその方が買買買買うこうこうこうこ

とでとでとでとで消消消消費費費費のののの拡拡拡拡大につながるのではないかと。ただ、これはどれ大につながるのではないかと。ただ、これはどれ大につながるのではないかと。ただ、これはどれ大につながるのではないかと。ただ、これはどれぐぐぐぐらいらいらいらい節節節節電電電電になり、になり、になり、になり、消消消消費費費費にににに

波及波及波及波及効効効効果が果が果が果が生生生生まれるのか、それはまたまれるのか、それはまたまれるのか、それはまたまれるのか、それはまた担当担当担当担当で一で一で一で一度度度度検討検討検討検討していただきたいということでありしていただきたいということでありしていただきたいということでありしていただきたいということであり

ます。ます。ます。ます。

あと、あと、あと、あと、民民民民間が間が間が間がバイオマバイオマバイオマバイオマス発ス発ス発ス発電電電電設設設設備備備備をつをつをつをつくくくくるとかるとかるとかるとか小水力小水力小水力小水力発発発発電電電電ををををややややりたいという場合は、県りたいという場合は、県りたいという場合は、県りたいという場合は、県

でいろいろなでいろいろなでいろいろなでいろいろな許許許許認認認認可可可可がががが必要必要必要必要ななななケケケケースがースがースがースが多多多多いですから、そこについてはいですから、そこについてはいですから、そこについてはいですから、そこについては尽尽尽尽力力力力いただきたいわいただきたいわいただきたいわいただきたいわ

けです。けです。けです。けです。簡簡簡簡単なのは単なのは単なのは単なのは公公公公共共共共施施施施設に設に設に設に再生可能再生可能再生可能再生可能エエエエネネネネルルルルギギギギーのーのーのーの導導導導入入入入と、これについては県のと、これについては県のと、これについては県のと、これについては県の所有所有所有所有でででで

ありますのでしありますのでしありますのでしありますのでしややややすいのではないかと、そのすいのではないかと、そのすいのではないかと、そのすいのではないかと、その辺辺辺辺についてご意見をおについてご意見をおについてご意見をおについてご意見をお聞聞聞聞きしたいと。きしたいと。きしたいと。きしたいと。

次次次次は、は、は、は、奈良奈良奈良奈良県県県県営営営営競輪競輪競輪競輪についてですけれども、９月２０日に１回についてですけれども、９月２０日に１回についてですけれども、９月２０日に１回についてですけれども、９月２０日に１回目目目目のののの奈良奈良奈良奈良県県県県営営営営競輪競輪競輪競輪あり方あり方あり方あり方

検討検討検討検討委員会が委員会が委員会が委員会が開催開催開催開催されるとおされるとおされるとおされるとお聞聞聞聞きいたしております。今までのあり方きいたしております。今までのあり方きいたしております。今までのあり方きいたしております。今までのあり方検討検討検討検討委員会でも経委員会でも経委員会でも経委員会でも経営営営営

の合理化についてはの合理化についてはの合理化についてはの合理化については非常非常非常非常にににに熱心熱心熱心熱心にににに検討検討検討検討されておられると思っています。あり方されておられると思っています。あり方されておられると思っています。あり方されておられると思っています。あり方検討検討検討検討委員会委員会委員会委員会

で、で、で、で、利利利利益益益益を上げるためにはどういう方を上げるためにはどういう方を上げるためにはどういう方を上げるためにはどういう方策策策策があるのか、新しいがあるのか、新しいがあるのか、新しいがあるのか、新しい視視視視点からも一点からも一点からも一点からも一度度度度考えていただ考えていただ考えていただ考えていただ

いて、いて、いて、いて、利利利利益益益益を上げることでもごを上げることでもごを上げることでもごを上げることでもご検討検討検討検討いただきたいと。そうでないと、いただきたいと。そうでないと、いただきたいと。そうでないと、いただきたいと。そうでないと、赤赤赤赤字字字字になればになればになればになれば奈良奈良奈良奈良県県県県

営営営営競輪競輪競輪競輪のののの存存存存在在在在意意意意義義義義はないだろうと考えております。はないだろうと考えております。はないだろうと考えております。はないだろうと考えております。以以以以上であります。上であります。上であります。上であります。

○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） ままままずずずず、１つ、１つ、１つ、１つ目目目目のののの政府政府政府政府の平成２５の平成２５の平成２５の平成２５

年年年年度度度度の概算の概算の概算の概算要要要要求が出たけれども、県として求が出たけれども、県として求が出たけれども、県として求が出たけれども、県として政府政府政府政府の支の支の支の支援援援援制制制制度度度度のののの活活活活用についてどの用についてどの用についてどの用についてどのよよよように考えうに考えうに考えうに考え

ているかということでございます。今、阪口委員がおているかということでございます。今、阪口委員がおているかということでございます。今、阪口委員がおているかということでございます。今、阪口委員がお持持持持ちの、ちの、ちの、ちの、来来来来年年年年度度度度の国のの国のの国のの国の資資資資源源源源エエエエネネネネルルルルギギギギ

ー関ー関ー関ー関連連連連概概概概要要要要予算の予算の予算の予算の資資資資料料料料ベベベベースでも、本年ースでも、本年ースでも、本年ースでも、本年度当初度当初度当初度当初予算９９予算９９予算９９予算９９億億億億円に円に円に円に対対対対しまして、しまして、しまして、しまして、来来来来年年年年度度度度概算概算概算概算要要要要
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求額は１５４求額は１５４求額は１５４求額は１５４億億億億円となっており、金額で５５円となっており、金額で５５円となっており、金額で５５円となっており、金額で５５億億億億円、円、円、円、率率率率にいたしましてにいたしましてにいたしましてにいたしまして約約約約５５５５５５５５％％％％増増増増となってとなってとなってとなって

おります。おります。おります。おります。

県といたしましては県といたしましては県といたしましては県といたしましては現現現現在在在在、、、、個々個々個々個々具体の具体の具体の具体の推推推推進策進策進策進策など、など、など、など、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ョン策ジョン策ジョン策ジョン策定の中で関係定の中で関係定の中で関係定の中で関係

部部部部局局局局とととと検討検討検討検討しておりますことから、そのしておりますことから、そのしておりますことから、そのしておりますことから、その積積積積極極極極的な的な的な的な活活活活用に用に用に用に向向向向けまして、けまして、けまして、けまして、アアアアンンンンテテテテナナナナ高く高く高く高く情情情情報の報の報の報の

収収収収集集集集にににに努努努努めるとともに、国の今後のめるとともに、国の今後のめるとともに、国の今後のめるとともに、国の今後の動動動動向向向向もももも注注注注視視視視していきたいと考えております。していきたいと考えております。していきたいと考えております。していきたいと考えております。

また、緊急時のまた、緊急時のまた、緊急時のまた、緊急時のエエエエネネネネルルルルギギギギーーーー対策対策対策対策といたしまして、といたしまして、といたしまして、といたしまして、避避避避難難難難所所所所などのなどのなどのなどの防災防災防災防災拠拠拠拠点に点に点に点に太陽太陽太陽太陽光発光発光発光発電電電電とととと

蓄蓄蓄蓄電電電電池池池池をををを整備整備整備整備していしていしていしていくくくくことも今後のことも今後のことも今後のことも今後の重要重要重要重要なななな課課課課題と認識しておりますことから、題と認識しておりますことから、題と認識しておりますことから、題と認識しておりますことから、市市市市町村町村町村町村ともともともとも

連携連携連携連携、、、、連絡連絡連絡連絡を図りながら、を図りながら、を図りながら、を図りながら、環境環境環境環境省の省の省の省のググググリリリリーーーーンンンンニュニュニュニューディーーディーーディーーディールルルル事業なども事業なども事業なども事業なども積積積積極極極極的に的に的に的に活活活活用に用に用に用に向向向向

けて取りけて取りけて取りけて取り組組組組んでまいりたいと考えております。んでまいりたいと考えております。んでまいりたいと考えております。んでまいりたいと考えております。

２つ２つ２つ２つ目目目目、今年、今年、今年、今年度度度度のののの太陽太陽太陽太陽光発光発光発光発電電電電のののの補助補助補助補助事業について事業について事業について事業について応募者応募者応募者応募者がががが多く多く多く多く早早早早くくくく終終終終了了了了したが、したが、したが、したが、次次次次年年年年度度度度

について予算化にについて予算化にについて予算化にについて予算化に向向向向けて取りけて取りけて取りけて取り組組組組んでいただきたいということでございます。これにつきまんでいただきたいということでございます。これにつきまんでいただきたいということでございます。これにつきまんでいただきたいということでございます。これにつきま

してはしてはしてはしては環境環境環境環境政策政策政策政策課所管課所管課所管課所管ではございますが、委員おではございますが、委員おではございますが、委員おではございますが、委員お述述述述べべべべのとおり、６月１日ののとおり、６月１日ののとおり、６月１日ののとおり、６月１日の募集開始募集開始募集開始募集開始からからからから

約約約約２２２２週週週週間でその間でその間でその間でその申請申請申請申請が１，０００が１，０００が１，０００が１，０００件件件件にににに達達達達したことからも、したことからも、したことからも、したことからも、太陽太陽太陽太陽光発光発光発光発電電電電へへへへの関の関の関の関心心心心のののの高高高高さがさがさがさが伺伺伺伺

える結果になっていると思います。今後もえる結果になっていると思います。今後もえる結果になっていると思います。今後もえる結果になっていると思います。今後も申請申請申請申請後の後の後の後の当該当該当該当該補助補助補助補助事業事業事業事業へへへへのののの請請請請求求求求状況状況状況状況ももももよくよくよくよく検討検討検討検討

していただしていただしていただしていただくくくくとともに、省とともに、省とともに、省とともに、省エエエエネネネネ推推推推進進進進のののの観観観観点からも、点からも、点からも、点からも、再生可能再生可能再生可能再生可能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ョンジョンジョンジョンのののの策策策策定に定に定に定に

合わ合わ合わ合わせせせせ、、、、よよよよりりりりよよよよいいいい制制制制度度度度となっていとなっていとなっていとなっていくよくよくよくようううう工工工工夫夫夫夫されていされていされていされていくくくくものと思っております。ものと思っております。ものと思っております。ものと思っております。

３つ３つ３つ３つ目目目目の県の県の県の県独自独自独自独自の省の省の省の省エエエエネネネネ家電家電家電家電、、、、エアエアエアエアココココンンンンとかとかとかとか冷蔵冷蔵冷蔵冷蔵庫庫庫庫などのなどのなどのなどの買買買買いかえいかえいかえいかえ制制制制度度度度導導導導入入入入について支について支について支について支

援援援援すれば、すれば、すれば、すれば、消消消消費費費費拡拡拡拡大につながるではないかと、大につながるではないかと、大につながるではないかと、大につながるではないかと、検討検討検討検討していただきたいということだと思いしていただきたいということだと思いしていただきたいということだと思いしていただきたいということだと思い

ます。省ます。省ます。省ます。省エエエエネネネネ家電家電家電家電のののの買買買買いかえにつきましては、例えばいかえにつきましては、例えばいかえにつきましては、例えばいかえにつきましては、例えば冷蔵冷蔵冷蔵冷蔵庫庫庫庫でででで現現現現在在在在、容、容、容、容量量量量３５０３５０３５０３５０リッリッリッリットトトトルルルル

のものを３５０のものを３５０のものを３５０のものを３５０リッリッリッリットトトトルルルルのものでのものでのものでのもので買買買買いかえられるとするならば、いかえられるとするならば、いかえられるとするならば、いかえられるとするならば、節節節節電電電電効効効効果は果は果は果は高高高高いと考えていと考えていと考えていと考えて

おります。おります。おります。おります。

また、県内のまた、県内のまた、県内のまた、県内の消消消消費費費費拡拡拡拡大からは、一大からは、一大からは、一大からは、一昨昨昨昨年、年、年、年、昨昨昨昨年と年と年と年とププププレレレレミミミミアアアアムムムム商品商品商品商品券券券券を発行いたしまして、を発行いたしまして、を発行いたしまして、を発行いたしまして、

エアエアエアエアココココンンンンのののの買買買買いかえいかえいかえいかえや冷蔵や冷蔵や冷蔵や冷蔵庫庫庫庫のののの買買買買いかえにたいかえにたいかえにたいかえにたくくくくさん使用されたと思っております。さん使用されたと思っております。さん使用されたと思っております。さん使用されたと思っております。

さらに、本年さらに、本年さらに、本年さらに、本年度度度度では、では、では、では、市市市市町村町村町村町村やややや地元商工地元商工地元商工地元商工会議会議会議会議所所所所などが発行するなどが発行するなどが発行するなどが発行するププププレレレレミミミミアアアアムムムム商品商品商品商品券券券券の発行の発行の発行の発行

を支を支を支を支援援援援いたしておりまして、そういう取りいたしておりまして、そういう取りいたしておりまして、そういう取りいたしておりまして、そういう取り組組組組みをみをみをみを踏踏踏踏まえまして、県内まえまして、県内まえまして、県内まえまして、県内消消消消費費費費拡拡拡拡大についても大についても大についても大についても

取り取り取り取り組組組組んでいきます。んでいきます。んでいきます。んでいきます。

さらに、９月１２日にさらに、９月１２日にさらに、９月１２日にさらに、９月１２日に開催開催開催開催されました県のされました県のされました県のされました県の節節節節電協電協電協電協議会で提案されました議会で提案されました議会で提案されました議会で提案されました節節節節電電電電ススススタイルタイルタイルタイルのののの

推推推推進進進進にもあわにもあわにもあわにもあわせせせせて取りて取りて取りて取り組組組組んでいきたいと考えております。んでいきたいと考えております。んでいきたいと考えております。んでいきたいと考えております。

再生可能再生可能再生可能再生可能エエエエネネネネルルルルギギギギーのーのーのーの利利利利活活活活用に関する県用に関する県用に関する県用に関する県有有有有施施施施設を設を設を設を活活活活用する考えはあるかということでご用する考えはあるかということでご用する考えはあるかということでご用する考えはあるかということでご

ざいますけれども、これにつきましては、例えば県ざいますけれども、これにつきましては、例えば県ざいますけれども、これにつきましては、例えば県ざいますけれども、これにつきましては、例えば県水道水道水道水道局局局局では、加では、加では、加では、加圧圧圧圧したしたしたした水道水道水道水道管管管管をををを利利利利用し用し用し用し
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てててて水力水力水力水力発発発発電電電電などのなどのなどのなどの研研研研究究究究をされているとをされているとをされているとをされ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。先先先先ほどもほどもほどもほども触触触触れましたが、れましたが、れましたが、れましたが、現現現現在策在策在策在策定定定定

中の中の中の中の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ョンジョンジョンジョンの中で、県の中で、県の中で、県の中で、県有有有有施施施施設の設の設の設の活活活活用につきまして関係部用につきまして関係部用につきまして関係部用につきまして関係部局局局局ごとにごとにごとにごとに検討検討検討検討いただいただいただいただ

いておりますことから、それらをまとめるとともにその具いておりますことから、それらをまとめるとともにその具いておりますことから、それらをまとめるとともにその具いておりますことから、それらをまとめるとともにその具現現現現化にも取り化にも取り化にも取り化にも取り組組組組んでいんでいんでいんでいくよくよくよくようにうにうにうに

していきたいと考えております。していきたいと考えております。していきたいと考えております。していきたいと考えております。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○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 奈良奈良奈良奈良県県県県営営営営競輪競輪競輪競輪に関するご質問についておに関するご質問についておに関するご質問についておに関するご質問についてお答答答答えさえさえさえさせせせせていただきたます。ていただきたます。ていただきたます。ていただきたます。

競輪競輪競輪競輪事業の事業の事業の事業の収収収収支ですけれども、支ですけれども、支ですけれども、支ですけれども、既既既既にご報告したとおり、平成２３年にご報告したとおり、平成２３年にご報告したとおり、平成２３年にご報告したとおり、平成２３年度決度決度決度決算単年算単年算単年算単年度度度度では１，では１，では１，では１，

２００万円の２００万円の２００万円の２００万円の黒字黒字黒字黒字にはなりましたけれども、にはなりましたけれども、にはなりましたけれども、にはなりましたけれども、累積累積累積累積ではではではでは依依依依然然然然として１として１として１として１億億億億２，０００万円の２，０００万円の２，０００万円の２，０００万円の赤赤赤赤

字字字字というというというという状況状況状況状況にありまして、このにありまして、このにありまして、このにありまして、この赤赤赤赤字字字字を解を解を解を解消消消消するためにはするためにはするためにはするためには利利利利益益益益を上げるしかないことはもを上げるしかないことはもを上げるしかないことはもを上げるしかないことはも

うううう十分十分十分十分認識しておるところでございます。認識しておるところでございます。認識しておるところでございます。認識しておるところでございます。

利利利利益益益益を上げるためには、を上げるためには、を上げるためには、を上げるためには、売売売売り上げを上げる方り上げを上げる方り上げを上げる方り上げを上げる方法法法法とコストとコストとコストとコストダダダダウウウウンンンンするという２つがあるとするという２つがあるとするという２つがあるとするという２つがあると

考えておりまして、コスト考えておりまして、コスト考えておりまして、コスト考えておりまして、コストダダダダウウウウンンンンについては、例えばについては、例えばについては、例えばについては、例えば警警警警備備備備の見の見の見の見直直直直しとかしとかしとかしとか稼稼稼稼働働働働率率率率のののの低低低低いいいい駐駐駐駐車車車車

場の場の場の場の契約契約契約契約のののの停止停止停止停止にににに既既既既に取りに取りに取りに取り組組組組んでいるところです。んでいるところです。んでいるところです。んでいるところです。

もう一つ、もう一つ、もう一つ、もう一つ、売売売売り上げを上げることについては、例えば今年り上げを上げることについては、例えば今年り上げを上げることについては、例えば今年り上げを上げることについては、例えば今年度度度度、４８年、４８年、４８年、４８年ぶぶぶぶりにりにりにりにガガガガーーーールルルルズズズズケケケケ

イリンイリンイリンイリンがががが復活復活復活復活しますので、しますので、しますので、しますので、誘致誘致誘致誘致に手をに手をに手をに手を挙挙挙挙げておりましたところ、１１月１０日から１２日げておりましたところ、１１月１０日から１２日げておりましたところ、１１月１０日から１２日げておりましたところ、１１月１０日から１２日

までまでまでまで奈良奈良奈良奈良県県県県営営営営競輪競輪競輪競輪場において場において場において場において開催開催開催開催されることがされることがされることがされることが決決決決まりましたので、こういう形で新たなまりましたので、こういう形で新たなまりましたので、こういう形で新たなまりましたので、こういう形で新たなフフフフ

ァァァァンンンン層層層層のののの獲得獲得獲得獲得でででで売売売売り上げを上げていきたいと考えているところでございます。り上げを上げていきたいと考えているところでございます。り上げを上げていきたいと考えているところでございます。り上げを上げていきたいと考えているところでございます。

今年今年今年今年度度度度、新たに、新たに、新たに、新たに開催開催開催開催いたしますいたしますいたしますいたします奈良奈良奈良奈良県県県県営営営営競輪競輪競輪競輪のあり方のあり方のあり方のあり方検討検討検討検討委員会においても、さらなる委員会においても、さらなる委員会においても、さらなる委員会においても、さらなる

コストコストコストコストダダダダウウウウンンンンとかとかとかとか増増増増収収収収、、、、売売売売り上げり上げり上げり上げ対策対策対策対策などの経などの経などの経などの経営営営営改善策改善策改善策改善策については、については、については、については、検討検討検討検討していただしていただしていただしていただくくくく予予予予

定でございまして、定でございまして、定でございまして、定でございまして、各各各各委員の議委員の議委員の議委員の議論論論論からからからから利利利利益益益益を上げるためのいろいろな意見が出てを上げるためのいろいろな意見が出てを上げるためのいろいろな意見が出てを上げるためのいろいろな意見が出てくくくくることることることること

をををを期期期期待待待待しているところでございます。しているところでございます。しているところでございます。しているところでございます。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○阪口委員○阪口委員○阪口委員○阪口委員 再生可能再生可能再生可能再生可能エエエエネネネネルルルルギギギギーのことでーのことでーのことでーのことで感感感感想想想想ですけれども、ですけれども、ですけれども、ですけれども、奈良奈良奈良奈良県の県の県の県の再生可能再生可能再生可能再生可能エエエエネネネネルルルルギギギギ

ーについてのーについてのーについてのーについての利利利利活活活活用については、今用については、今用については、今用については、今始始始始まったばかりではないかとの認識をまったばかりではないかとの認識をまったばかりではないかとの認識をまったばかりではないかとの認識を持持持持っています。っています。っています。っています。

今回、県の今回、県の今回、県の今回、県の担当者担当者担当者担当者でででで積積積積極極極極的に的に的に的に再生可能再生可能再生可能再生可能エエエエネネネネルルルルギギギギーのーのーのーの利利利利活活活活用を用を用を用を頑張頑張頑張頑張ると発言されていましたると発言されていましたると発言されていましたると発言されていました

ので、今後、ので、今後、ので、今後、ので、今後、期期期期待待待待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。以以以以上であります。上であります。上であります。上であります。

○神田委員○神田委員○神田委員○神田委員 通通通通告しておりま告しておりま告しておりま告しておりませせせせんが、説明をんが、説明をんが、説明をんが、説明を聞聞聞聞いて質問をしたいと思います。いて質問をしたいと思います。いて質問をしたいと思います。いて質問をしたいと思います。

県産県産県産県産材材材材について。これは松尾委員のおはこの質問だと思っておについて。これは松尾委員のおはこの質問だと思っておについて。これは松尾委員のおはこの質問だと思っておについて。これは松尾委員のおはこの質問だと思ってお任任任任せせせせしておりましたが、しておりましたが、しておりましたが、しておりましたが、

紀伊半島紀伊半島紀伊半島紀伊半島大大大大水害水害水害水害の報告をの報告をの報告をの報告を聞聞聞聞かかかかせせせせていただいて、全体的にていただいて、全体的にていただいて、全体的にていただいて、全体的に順序順序順序順序よくよくよくよくいろいろないろいろないろいろないろいろな面面面面でででで進進進進めていめていめていめてい

ただいていることにはただいていることにはただいていることにはただいていることには敬敬敬敬意を意を意を意を表表表表するするするする次次次次第でございまして、その中で第でございまして、その中で第でございまして、その中で第でございまして、その中で十十十十津津津津川村川村川村川村の新しいの新しいの新しいの新しい集落集落集落集落

で、もちろんこれはで、もちろんこれはで、もちろんこれはで、もちろんこれは十十十十津津津津川川川川産産産産材材材材をををを利利利利用してということになっております。用してということになっております。用してということになっております。用してということになっております。

先先先先日、経済労働委員会の県内調査で、日、経済労働委員会の県内調査で、日、経済労働委員会の県内調査で、日、経済労働委員会の県内調査で、イオンモイオンモイオンモイオンモーーーールルルル橿原橿原橿原橿原のののの前前前前のののの十十十十津津津津川川川川産産産産材材材材を使ったを使ったを使ったを使ったモモモモデデデデ
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ルルルルハハハハウウウウスを見スを見スを見スを見学学学学ささささせせせせてもらいましたが、てもらいましたが、てもらいましたが、てもらいましたが、十十十十津津津津川村川村川村川村長み長み長み長みずずずずからご出からご出からご出からご出席席席席していただいて、いろしていただいて、いろしていただいて、いろしていただいて、いろ

いろなことを説明していただきました。いつも県産いろなことを説明していただきました。いつも県産いろなことを説明していただきました。いつも県産いろなことを説明していただきました。いつも県産材材材材を使いましを使いましを使いましを使いましょょょょうと県も一うと県も一うと県も一うと県も一生生生生懸懸懸懸命命命命取り取り取り取り

組組組組んでいただいております中で、どれんでいただいております中で、どれんでいただいております中で、どれんでいただいております中で、どれぐぐぐぐらい使われているのかと。そんなことはどうしたらい使われているのかと。そんなことはどうしたらい使われているのかと。そんなことはどうしたらい使われているのかと。そんなことはどうした

らわかるのかというのがあるのですらわかるのかというのがあるのですらわかるのかというのがあるのですらわかるのかというのがあるのですよよよよね。あちこちでね。あちこちでね。あちこちでね。あちこちで住住住住宅宅宅宅をををを建建建建てられている、それに県産てられている、それに県産てられている、それに県産てられている、それに県産

材材材材はどう使われているのか。はどう使われているのか。はどう使われているのか。はどう使われているのか。利利利利用用用用率率率率がわかるのかどうか。がわかるのかどうか。がわかるのかどうか。がわかるのかどうか。

それと、県産それと、県産それと、県産それと、県産材材材材をををを施施施施主主主主さんに使ってさんに使ってさんに使ってさんに使ってくくくくださいと、ださいと、ださいと、ださいと、建建建建設会社、あるいは設会社、あるいは設会社、あるいは設会社、あるいは工工工工務務務務店店店店、大、大、大、大工工工工さんさんさんさん

にしっかりにしっかりにしっかりにしっかりＰＲＰＲＰＲＰＲしてもらうしてもらうしてもらうしてもらうよよよように、県かどこかわかりまうに、県かどこかわかりまうに、県かどこかわかりまうに、県かどこかわかりませせせせんが、んが、んが、んが、指指指指導導導導はどうなのかを一はどうなのかを一はどうなのかを一はどうなのかを一度度度度

わかるわかるわかるわかる範囲範囲範囲範囲でででで聞聞聞聞かかかか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。

そして、もう一つは、県中そして、もう一つは、県中そして、もう一つは、県中そして、もう一つは、県中央卸売央卸売央卸売央卸売市市市市場の場の場の場の件件件件ですけれども、実は今ですけれども、実は今ですけれども、実は今ですけれども、実は今度度度度、、、、私私私私、、、、奈良奈良奈良奈良県中県中県中県中央卸央卸央卸央卸

売売売売市市市市場場場場運運運運営営営営審審審審議会に行かなければならないのですけれども、県中議会に行かなければならないのですけれども、県中議会に行かなければならないのですけれども、県中議会に行かなければならないのですけれども、県中央卸売央卸売央卸売央卸売市市市市場は場は場は場は前前前前から問題から問題から問題から問題

もあるし、もあるし、もあるし、もあるし、何何何何回か質問もしたことがあろうかと思いますが、だんだん回か質問もしたことがあろうかと思いますが、だんだん回か質問もしたことがあろうかと思いますが、だんだん回か質問もしたことがあろうかと思いますが、だんだん施施施施設の中も設の中も設の中も設の中も寂寂寂寂ししししくくくくなななな

っていっていっていっていくくくく現状現状現状現状の中で、問題点は県もしっかりとの中で、問題点は県もしっかりとの中で、問題点は県もしっかりとの中で、問題点は県もしっかりと把握把握把握把握していただいていると思いますが、そしていただいていると思いますが、そしていただいていると思いますが、そしていただいていると思いますが、そ

れにれにれにれに対対対対するするするする対策対策対策対策が具体的にできていっているのかどうか。が具体的にできていっているのかどうか。が具体的にできていっているのかどうか。が具体的にできていっているのかどうか。橿原橿原橿原橿原市市市市のいいものをのいいものをのいいものをのいいものを置置置置いているいているいているいている

魚屋魚屋魚屋魚屋さんにさんにさんにさんに何何何何軒軒軒軒か行きますと、大阪か行きますと、大阪か行きますと、大阪か行きますと、大阪府府府府へへへへ仕仕仕仕入入入入れに行れに行れに行れに行くくくくと。と。と。と。特特特特に、に、に、に、生生生生鮮鮮鮮鮮やややや刺刺刺刺身身身身というというというという魚魚魚魚は大は大は大は大

阪阪阪阪府府府府へへへへ行かないと行かないと行かないと行かないと揃揃揃揃わないとわないとわないとわないとよく聞よく聞よく聞よく聞かされますので、かされますので、かされますので、かされますので、奈良奈良奈良奈良県中県中県中県中央卸売央卸売央卸売央卸売市市市市場の場の場の場の弱弱弱弱点・点・点・点・欠欠欠欠点と点と点と点と

いうか、だんだんいうか、だんだんいうか、だんだんいうか、だんだん寂寂寂寂れていってしまうれていってしまうれていってしまうれていってしまう雰雰雰雰囲囲囲囲気気気気のののの原原原原因因因因をどうをどうをどうをどう把握把握把握把握して、そのして、そのして、そのして、その対策対策対策対策をどうをどうをどうをどう練練練練っっっっ

て、どうして、どうして、どうして、どうしよよよようとされているのか、もう一うとされているのか、もう一うとされているのか、もう一うとされているのか、もう一度度度度確認をさ確認をさ確認をさ確認をさせせせせていただきたいと思います、２点ていただきたいと思います、２点ていただきたいと思います、２点ていただきたいと思います、２点

です。です。です。です。

○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 県産県産県産県産材材材材をどのをどのをどのをどのぐぐぐぐらいらいらいらい利利利利用されているかということと、用されているかということと、用されているかということと、用されているかということと、住住住住宅宅宅宅

へへへへのののの利利利利用をどう用をどう用をどう用をどう進進進進めているのかというご質問だったと思います。めているのかというご質問だったと思います。めているのかというご質問だったと思います。めているのかというご質問だったと思います。

利利利利用用用用量量量量は、手は、手は、手は、手元元元元にございますにございますにございますにございます資資資資料でいきますと、県内の料でいきますと、県内の料でいきますと、県内の料でいきますと、県内の製製製製材品材品材品材品の出の出の出の出荷荷荷荷量量量量デーデーデーデータタタタがございがございがございがござい

まして、平成２２年でございますけれども、１４万１，０００立方まして、平成２２年でございますけれども、１４万１，０００立方まして、平成２２年でございますけれども、１４万１，０００立方まして、平成２２年でございますけれども、１４万１，０００立方メメメメートートートートルルルルというというというという数字数字数字数字がががが

ございます。ございます。ございます。ございます。ぴぴぴぴんとこないんとこないんとこないんとこない数字数字数字数字ですけれども、例えば１０年ですけれども、例えば１０年ですけれども、例えば１０年ですけれども、例えば１０年前前前前とととと比べ比べ比べ比べれば、１０年れば、１０年れば、１０年れば、１０年前前前前がががが約約約約

２９万立方２９万立方２９万立方２９万立方メメメメートートートートルルルルなので、なので、なので、なので、半減半減半減半減をしているをしているをしているをしている状況状況状況状況でございます。でございます。でございます。でございます。景景景景気気気気のののの低低低低迷迷迷迷ですとかですとかですとかですとか住住住住宅宅宅宅

のののの建建建建築築築築様様様様式式式式が変わってきていまして、日本が変わってきていまして、日本が変わってきていまして、日本が変わってきていまして、日本建建建建築築築築等等等等がががが減減減減ってきているのがってきているのがってきているのがってきているのが主主主主なななな要要要要因因因因かというかというかというかという

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

県産県産県産県産材材材材のののの利利利利用用用用拡拡拡拡大に大に大に大に向向向向けてでございますけれども、県では県産けてでございますけれども、県では県産けてでございますけれども、県では県産けてでございますけれども、県では県産材材材材を使ったを使ったを使ったを使った住住住住宅宅宅宅にににに対対対対するするするする

費費費費用の用の用の用の助助助助成にも取り成にも取り成にも取り成にも取り組組組組んでおります。んでおります。んでおります。んでおります。

また、今年また、今年また、今年また、今年度度度度から県内から県内から県内から県内工工工工務務務務店店店店で、県産で、県産で、県産で、県産材材材材をもっと使いたいというをもっと使いたいというをもっと使いたいというをもっと使いたいという工工工工務務務務店店店店ににににアアアアンンンンケケケケート調ート調ート調ート調

査をしてみますと割と査をしてみますと割と査をしてみますと割と査をしてみますと割と数数数数がございましたので、そういった方と県産がございましたので、そういった方と県産がございましたので、そういった方と県産がございましたので、そういった方と県産材材材材取取取取扱扱扱扱業業業業者者者者の方とのの方とのの方とのの方とのママママ
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ッッッッチチチチンンンンググググを行うことで、を行うことで、を行うことで、を行うことで、奈良奈良奈良奈良のののの木木木木ママママーーーーケテケテケテケティィィィンンンンググググ協協協協議会を平成２４年８月に立ち上げまし議会を平成２４年８月に立ち上げまし議会を平成２４年８月に立ち上げまし議会を平成２４年８月に立ち上げまし

て取りて取りて取りて取り組組組組みをみをみをみを進進進進めているめているめているめている状況状況状況状況でございます。でございます。でございます。でございます。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○嶋本農林部次長（市場担当）○嶋本農林部次長（市場担当）○嶋本農林部次長（市場担当）○嶋本農林部次長（市場担当） 県中県中県中県中央卸売央卸売央卸売央卸売市市市市場の場の場の場の現状現状現状現状と今後をどう考えるかということと今後をどう考えるかということと今後をどう考えるかということと今後をどう考えるかということ

でございます。委員でございます。委員でございます。委員でございます。委員仰仰仰仰せせせせののののよよよように今うに今うに今うに今度度度度、中、中、中、中央卸売央卸売央卸売央卸売市市市市場場場場運運運運営営営営審審審審議会で委員をお願いすること議会で委員をお願いすること議会で委員をお願いすること議会で委員をお願いすること

になりましたので、になりましたので、になりましたので、になりましたので、よよよよろしろしろしろしくくくくお願いいたします。お願いいたします。お願いいたします。お願いいたします。

さて、県中さて、県中さて、県中さて、県中央卸売央卸売央卸売央卸売市市市市場につきましては、取場につきましては、取場につきましては、取場につきましては、取扱扱扱扱高高高高がががが青青青青果、果、果、果、水水水水産、産、産、産、ピピピピーーーークククク時から時から時から時から青青青青果で果で果で果で約約約約１１１１

５５５５％％％％、、、、水水水水産で４７産で４７産で４７産で４７％％％％のののの減減減減少を見ております。そのことに少を見ております。そのことに少を見ております。そのことに少を見ております。そのことによよよよりまして、場内のりまして、場内のりまして、場内のりまして、場内の仲仲仲仲卸卸卸卸業業業業者者者者の経の経の経の経

営状況営状況営状況営状況もももも厳厳厳厳しいしいしいしい状況状況状況状況でございます。でございます。でございます。でございます。約約約約半半半半数以数以数以数以上の業上の業上の業上の業者者者者がががが赤赤赤赤字字字字経経経経営営営営というというというという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

ますし、ますし、ますし、ますし、特特特特に関に関に関に関連卸連卸連卸連卸棟棟棟棟、これは、これは、これは、これは昔昔昔昔のののの八百屋八百屋八百屋八百屋さんというさんというさんというさんという地地地地方の方の方の方の小小小小売売売売店店店店の形の形の形の形態態態態からからからから来来来来るのでするのでするのでするのです

けれども、けれども、けれども、けれども、野野野野菜菜菜菜なりおなりおなりおなりお魚魚魚魚をををを仕仕仕仕入入入入れにれにれにれに来来来来たときに、一たときに、一たときに、一たときに、一緒緒緒緒におにおにおにお菓菓菓菓子であるとか調子であるとか調子であるとか調子であるとか調味味味味料であると料であると料であると料であると

かかかかパッパッパッパッケケケケーーーージジジジであるとか、そういうものをであるとか、そういうものをであるとか、そういうものをであるとか、そういうものを仕仕仕仕入入入入れていただれていただれていただれていただくくくくためにためにためにために入入入入っていただいているっていただいているっていただいているっていただいている

のですが、そこはのですが、そこはのですが、そこはのですが、そこは小小小小売売売売店店店店の形の形の形の形態態態態も変わりましたので、そのことにも変わりましたので、そのことにも変わりましたので、そのことにも変わりましたので、そのことによよよよってってってって売売売売り上げは７０り上げは７０り上げは７０り上げは７０％％％％

減減減減、それから、それから、それから、それからブブブブースも２０ースも２０ースも２０ースも２０カ所カ所カ所カ所余余余余りりりり空空空空き室になっているき室になっているき室になっているき室になっている状況状況状況状況でございます。でございます。でございます。でございます。

ただ、今まだ、これは県のただ、今まだ、これは県のただ、今まだ、これは県のただ、今まだ、これは県の推推推推計計計計でございますけれども、県でございますけれども、県でございますけれども、県でございますけれども、県民民民民のののの青青青青果と果と果と果と水水水水産の産の産の産の需需需需要要要要量量量量をををを推推推推

計計計計いたしまして取いたしまして取いたしまして取いたしまして取扱扱扱扱高高高高を考えてみますと、を考えてみますと、を考えてみますと、を考えてみますと、青青青青果で大体４７果で大体４７果で大体４７果で大体４７％％％％、、、、水水水水産で４３産で４３産で４３産で４３％％％％ぐぐぐぐらいにらいにらいにらいに相当相当相当相当

するするするする量量量量がまだがまだがまだがまだ流通流通流通流通しているしているしているしている現状現状現状現状もございます。そういったことで、もございます。そういったことで、もございます。そういったことで、もございます。そういったことで、量量量量的なもの、的なもの、的なもの、的なもの、品ぞ品ぞ品ぞ品ぞろえ、ろえ、ろえ、ろえ、

それから定それから定それから定それから定期期期期的な的な的な的な検検検検査を査を査を査をややややっている安っている安っている安っている安心心心心というというというという役役役役割ではまだまだ割ではまだまだ割ではまだまだ割ではまだまだ必要必要必要必要かとかとかとかと判判判判断断断断をしておりをしておりをしておりをしており

まして、そのためにこれまで全体としての取りまして、そのためにこれまで全体としての取りまして、そのためにこれまで全体としての取りまして、そのためにこれまで全体としての取り組組組組みがなかなかなされてこなかったというみがなかなかなされてこなかったというみがなかなかなされてこなかったというみがなかなかなされてこなかったという

のがのがのがのが原原原原因因因因の一つになるかもわかりまの一つになるかもわかりまの一つになるかもわかりまの一つになるかもわかりませせせせんけれども、今、大きんけれども、今、大きんけれども、今、大きんけれども、今、大きくくくく３つ３つ３つ３つぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの視視視視点で点で点で点で将将将将来来来来のののの

活活活活性性性性化に化に化に化に向向向向けてどうするのかと議けてどうするのかと議けてどうするのかと議けてどうするのかと議論論論論をををを進進進進めております。めております。めております。めております。

一つは、一つは、一つは、一つは、消消消消費者費者費者費者ニニニニーーーーズズズズにどうこたえるにどうこたえるにどうこたえるにどうこたえるべべべべきかというきかというきかというきかという視視視視点を点を点を点を持持持持って、取って、取って、取って、取引引引引もそのもそのもそのもそのルルルルーーーールルルルのののの

中でではございますけれども、どう中でではございますけれども、どう中でではございますけれども、どう中でではございますけれども、どうややややっていっていっていっていくくくくのかという点と、それからもう一つは、のかという点と、それからもう一つは、のかという点と、それからもう一つは、のかという点と、それからもう一つは、先先先先

ほどもおほどもおほどもおほどもお話話話話に出ておりましたけども、に出ておりましたけども、に出ておりましたけども、に出ておりましたけども、老朽老朽老朽老朽化した化した化した化した施施施施設についてどう設についてどう設についてどう設についてどうややややってってってって維維維維持持持持をしていをしていをしていをしていくくくく

かというかというかというかという効効効効率率率率的な問題、それから具体的に的な問題、それから具体的に的な問題、それから具体的に的な問題、それから具体的に消消消消費者費者費者費者にもにもにもにも目目目目をををを向向向向けていただけるけていただけるけていただけるけていただけるよよよような、それうな、それうな、それうな、それ

をもってをもってをもってをもって活活活活性性性性化する化する化する化するよよよよう、う、う、う、むむむむしろ事業しろ事業しろ事業しろ事業者者者者が中が中が中が中心心心心になってと思っておりますけれども、になってと思っておりますけれども、になってと思っておりますけれども、になってと思っておりますけれども、活活活活性性性性

化のための化のための化のための化のための知知知知恵恵恵恵を出し合って、を出し合って、を出し合って、を出し合って、ややややっていただける方と県が一っていただける方と県が一っていただける方と県が一っていただける方と県が一緒緒緒緒になって産になって産になって産になって産地地地地開開開開拓拓拓拓、あるい、あるい、あるい、あるい

はははは市市市市場の場の場の場のブブブブランランランランドドドドといわれるといわれるといわれるといわれるよよよようなもの、うなもの、うなもの、うなもの、ＰＲＰＲＰＲＰＲも含めて取りも含めて取りも含めて取りも含めて取り組組組組んでいこうと今、んでいこうと今、んでいこうと今、んでいこうと今、話話話話し合いし合いし合いし合い

をををを進進進進めめめめよよよようとしているところでございます。うとしているところでございます。うとしているところでございます。うとしているところでございます。

将将将将来来来来的にもま的にもま的にもま的にもまずずずずはそういったところでトはそういったところでトはそういったところでトはそういったところでトライライライライをして、取りをして、取りをして、取りをして、取り組組組組みですから、一定みですから、一定みですから、一定みですから、一定期期期期間なり間なり間なり間なり

毎毎毎毎年年年年検検検検証証証証していしていしていしていく必要く必要く必要く必要があると考えておりますけれども、その結果を見た上で、またがあると考えておりますけれども、その結果を見た上で、またがあると考えておりますけれども、その結果を見た上で、またがあると考えておりますけれども、その結果を見た上で、また状況状況状況状況



---- 22220000 ----

変化変化変化変化等等等等もももも踏踏踏踏まえて、さらにまえて、さらにまえて、さらにまえて、さらに次次次次のののの対策対策対策対策なりを考えていなりを考えていなりを考えていなりを考えていくべくべくべくべきだろうと、思っているところできだろうと、思っているところできだろうと、思っているところできだろうと、思っているところで

ございます。ございます。ございます。ございます。以以以以上です。上です。上です。上です。

○神田委員○神田委員○神田委員○神田委員 １，０００立方１，０００立方１，０００立方１，０００立方メメメメートートートートルルルルとはどんなものかがわかりまとはどんなものかがわかりまとはどんなものかがわかりまとはどんなものかがわかりませせせせんけれど、１０年んけれど、１０年んけれど、１０年んけれど、１０年前前前前

とととと比較比較比較比較したらこんなにしたらこんなにしたらこんなにしたらこんなに減減減減っているのだと、そのっているのだと、そのっているのだと、そのっているのだと、その辺辺辺辺からいかに県産からいかに県産からいかに県産からいかに県産材材材材がががが減減減減っているのか、っているのか、っているのか、っているのか、ニニニニ

ーーーーズズズズがないというがないというがないというがないという現現現現実を思い実を思い実を思い実を思い知知知知らされますけれども、こういうのは松尾委員がらされますけれども、こういうのは松尾委員がらされますけれども、こういうのは松尾委員がらされますけれども、こういうのは松尾委員が詳詳詳詳しいのかしいのかしいのかしいのか

わかりまわかりまわかりまわかりませせせせんけれども、どうしたら県産んけれども、どうしたら県産んけれども、どうしたら県産んけれども、どうしたら県産材材材材を使ってもらえるのか。一を使ってもらえるのか。一を使ってもらえるのか。一を使ってもらえるのか。一番番番番の理の理の理の理由由由由はははは値段値段値段値段がががが高高高高

いと言われるけれど、本いと言われるけれど、本いと言われるけれど、本いと言われるけれど、本当当当当にににに高高高高いのかどうかもありますし、いのかどうかもありますし、いのかどうかもありますし、いのかどうかもありますし、高高高高いけれどこういういけれどこういういけれどこういういけれどこういうメリッメリッメリッメリットトトト

があるがあるがあるがあるよよよよということをね。ということをね。ということをね。ということをね。

先先先先ほども言いましたけれど、大ほども言いましたけれど、大ほども言いましたけれど、大ほども言いましたけれど、大工工工工さんなどにもしっかりとさんなどにもしっかりとさんなどにもしっかりとさんなどにもしっかりと知知知知ってもらって、ってもらって、ってもらって、ってもらって、家家家家をををを建建建建てらてらてらてら

れるれるれるれる施施施施主主主主さんに説明してもらう。さんに説明してもらう。さんに説明してもらう。さんに説明してもらう。先先先先ほどほどほどほど奈良奈良奈良奈良のののの木木木木ママママーーーーケテケテケテケティィィィンンンンググググ協協協協議会が８月にできると議会が８月にできると議会が８月にできると議会が８月にできると

言っておられたけれど、県産言っておられたけれど、県産言っておられたけれど、県産言っておられたけれど、県産材材材材を使いたいを使いたいを使いたいを使いたい工工工工務務務務店店店店をををを待待待待つのではなつのではなつのではなつのではなくくくくて、こちらから使ってて、こちらから使ってて、こちらから使ってて、こちらから使って

くくくください、使える方ださい、使える方ださい、使える方ださい、使える方法法法法を考えてを考えてを考えてを考えてくくくくださいとださいとださいとださいと踏踏踏踏みみみみ込込込込んでいかないと、なかなか使われないとんでいかないと、なかなか使われないとんでいかないと、なかなか使われないとんでいかないと、なかなか使われないと

思うのです。だから、これも思うのです。だから、これも思うのです。だから、これも思うのです。だから、これも真剣真剣真剣真剣にというと、今までにというと、今までにというと、今までにというと、今まで真剣真剣真剣真剣じゃじゃじゃじゃないのかという意ないのかという意ないのかという意ないのかという意味味味味ではあではあではあではあ

りまりまりまりませせせせんけれども、そうしていかないと、んけれども、そうしていかないと、んけれども、そうしていかないと、んけれども、そうしていかないと、高高高高いという理いという理いという理いという理由由由由で県産で県産で県産で県産材材材材を使わないことがを使わないことがを使わないことがを使わないことが広広広広まままま

っているっているっているっているよよよように思いますので、そのうに思いますので、そのうに思いますので、そのうに思いますので、その辺辺辺辺、、、、隅隅隅隅 々々々々のののの工工工工務務務務店店店店にまでにまでにまでにまで知知知知らしめていらしめていらしめていらしめていくくくくことが大事でことが大事でことが大事でことが大事で

はないかと。それからはないかと。それからはないかと。それからはないかと。それから十十十十津津津津川村川村川村川村長が、本長が、本長が、本長が、本当当当当に使ってほしいとに使ってほしいとに使ってほしいとに使ってほしいと訴訴訴訴えておられましたし、えておられましたし、えておられましたし、えておられましたし、吉吉吉吉野野野野

産産産産材材材材だってそうだと思うのです。だってそうだと思うのです。だってそうだと思うのです。だってそうだと思うのです。せせせせっかっかっかっかくくくく私私私私たちの県にいいものがありながらそういうのたちの県にいいものがありながらそういうのたちの県にいいものがありながらそういうのたちの県にいいものがありながらそういうの

を使えないを使えないを使えないを使えない状況状況状況状況はははは非常非常非常非常にににに残念残念残念残念なことですので、そういうことをもう一なことですので、そういうことをもう一なことですので、そういうことをもう一なことですので、そういうことをもう一度度度度洗洗洗洗いいいい直直直直していただしていただしていただしていただ

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。

それから、県中それから、県中それから、県中それから、県中央卸売央卸売央卸売央卸売市市市市場の場の場の場の件件件件ですけれども、ですけれども、ですけれども、ですけれども、活活活活性性性性化に化に化に化に向向向向けて３つの項けて３つの項けて３つの項けて３つの項目目目目をををを聞聞聞聞かかかかせせせせていていていてい

ただきましたけれど、今までにもこういうただきましたけれど、今までにもこういうただきましたけれど、今までにもこういうただきましたけれど、今までにもこういう機機機機会は会は会は会は何何何何回もあったと思うのです。回もあったと思うのです。回もあったと思うのです。回もあったと思うのです。改善改善改善改善できなできなできなできな

かったのかどうかわかりまかったのかどうかわかりまかったのかどうかわかりまかったのかどうかわかりませせせせんけれども、できなかった。もっとんけれども、できなかった。もっとんけれども、できなかった。もっとんけれども、できなかった。もっと早早早早いうちに手をいうちに手をいうちに手をいうちに手を打打打打っていっていっていってい

ったら、ったら、ったら、ったら、ひょひょひょひょっとしたらここまで下がることはなかったのかと思いますけれども、もう一っとしたらここまで下がることはなかったのかと思いますけれども、もう一っとしたらここまで下がることはなかったのかと思いますけれども、もう一っとしたらここまで下がることはなかったのかと思いますけれども、もう一

度度度度しっかりと取りしっかりと取りしっかりと取りしっかりと取り組組組組んでいただんでいただんでいただんでいただくくくくということですので、ということですので、ということですので、ということですので、ややややっていただきたい。産っていただきたい。産っていただきたい。産っていただきたい。産地地地地開開開開拓拓拓拓とととと

今おっし今おっし今おっし今おっしゃゃゃゃいました。いろいろないました。いろいろないました。いろいろないました。いろいろな分野分野分野分野からからからから頑張頑張頑張頑張ってほしいと思います。ってほしいと思います。ってほしいと思います。ってほしいと思います。

余余余余談談談談ですけれども、８月に岡山理ですけれども、８月に岡山理ですけれども、８月に岡山理ですけれども、８月に岡山理科科科科大大大大学学学学にににに視視視視察察察察にいきました。ここではにいきました。ここではにいきました。ここではにいきました。ここでは好好好好適適適適環境環境環境環境水水水水を使を使を使を使

って、って、って、って、水道水水道水水道水水道水でででで海海海海のののの魚魚魚魚も金も金も金も金魚魚魚魚でもでもでもでも川川川川のののの魚魚魚魚でも一でも一でも一でも一緒緒緒緒に、に、に、に、同じ水同じ水同じ水同じ水槽槽槽槽にににに入入入入ってってってって元元元元気よく気よく気よく気よく泳泳泳泳いでいいでいいでいいでい

ます。ます。ます。ます。好好好好適適適適環境環境環境環境水水水水で、で、で、で、フグフグフグフグやマやマやマやマググググロやロやロやロやウウウウナナナナギギギギややややカニカニカニカニなど、今、たなど、今、たなど、今、たなど、今、たくくくくさんさんさんさん養殖養殖養殖養殖されているのされているのされているのされているの

です。です。です。です。フグフグフグフグはもうはもうはもうはもう何何何何万万万万匹匹匹匹だったかが、それは料理だったかが、それは料理だったかが、それは料理だったかが、それは料理屋屋屋屋さんとかにさんとかにさんとかにさんとかに何何何何年後かで全部年後かで全部年後かで全部年後かで全部契約契約契約契約できてできてできてできて

いるのです。いるのです。いるのです。いるのです。
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これからこれからこれからこれから漁漁漁漁業の業の業の業の面面面面でも、とったらいけないとかここまでだとか、いろいろな規でも、とったらいけないとかここまでだとか、いろいろな規でも、とったらいけないとかここまでだとか、いろいろな規でも、とったらいけないとかここまでだとか、いろいろな規制制制制がかかがかかがかかがかか

ってってってってくくくくる中で、一つの大きなる中で、一つの大きなる中で、一つの大きなる中で、一つの大きな目目目目玉玉玉玉のののの研研研研究究究究だと思っていましたが、だと思っていましたが、だと思っていましたが、だと思っていましたが、海海海海のないのないのないのない奈良奈良奈良奈良県で県で県で県でひょひょひょひょっっっっ

としたら、こういうことがとしたら、こういうことがとしたら、こういうことがとしたら、こういうことが可能可能可能可能かもしれないと思いながらかもしれないと思いながらかもしれないと思いながらかもしれないと思いながら視視視視察察察察していたのですけれど。だしていたのですけれど。だしていたのですけれど。だしていたのですけれど。だ

から、産から、産から、産から、産地地地地のののの開開開開拓拓拓拓というというというという面面面面ではではではでは奈良奈良奈良奈良県がそういうことをしてもいいのではないかと。それ県がそういうことをしてもいいのではないかと。それ県がそういうことをしてもいいのではないかと。それ県がそういうことをしてもいいのではないかと。それ

はははは膨膨膨膨大な大な大な大な研研研研究究究究もももも要要要要るし、設るし、設るし、設るし、設備備備備もももも要要要要りますけれども、この経済労働委員会で一りますけれども、この経済労働委員会で一りますけれども、この経済労働委員会で一りますけれども、この経済労働委員会で一度度度度、、、、視視視視察察察察してしてしてして

もいいのかという思いもしています。これは提案というかもいいのかという思いもしています。これは提案というかもいいのかという思いもしています。これは提案というかもいいのかという思いもしています。これは提案というか余余余余談談談談というか。安いのですというか。安いのですというか。安いのですというか。安いのですよよよよ、、、、

仕仕仕仕入入入入れるというかれるというかれるというかれるというか売売売売却却却却する。する。する。する。買買買買う方にしたらありがたいことですけれど。そうしてう方にしたらありがたいことですけれど。そうしてう方にしたらありがたいことですけれど。そうしてう方にしたらありがたいことですけれど。そうして研研研研究究究究ささささ

れているところもありますので。れているところもありますので。れているところもありますので。れているところもありますので。

好好好好適適適適環境環境環境環境水水水水のののの字字字字はわかりますか。はわかりますか。はわかりますか。はわかりますか。好好好好むむむむというというというという字字字字とととと適当適当適当適当のののの適適適適、、、、環境環境環境環境のののの水水水水です。です。です。です。研研研研究究究究して、して、して、して、

それはそれはそれはそれは粉粉粉粉になっています。そして、になっています。そして、になっています。そして、になっています。そして、普通普通普通普通のののの水道水水道水水道水水道水にそのにそのにそのにその粉粉粉粉をををを入入入入れると、れると、れると、れると、海海海海のののの魚魚魚魚もももも川川川川のののの魚魚魚魚もももも

一一一一緒緒緒緒にににに住住住住めるのでございます。また、委員長、考えていただいて、それはめるのでございます。また、委員長、考えていただいて、それはめるのでございます。また、委員長、考えていただいて、それはめるのでございます。また、委員長、考えていただいて、それは余余余余談談談談ですが、提ですが、提ですが、提ですが、提

案です。県産案です。県産案です。県産案です。県産材材材材のののの件件件件と、そして県中と、そして県中と、そして県中と、そして県中央卸売央卸売央卸売央卸売市市市市場のことも場のことも場のことも場のこともよよよよろしろしろしろしくくくく、一、一、一、一層層層層のお取りのお取りのお取りのお取り組組組組みをおみをおみをおみをお

願いしたいと思います。願いしたいと思います。願いしたいと思います。願いしたいと思います。以以以以上です。上です。上です。上です。

○岡委員長○岡委員長○岡委員長○岡委員長 今の神田委員のご提言、今の神田委員のご提言、今の神田委員のご提言、今の神田委員のご提言、私私私私も全も全も全も全く同感く同感く同感く同感でございますので、ぜでございますので、ぜでございますので、ぜでございますので、ぜひひひひまたまたまたまた研研研研究究究究してしてしてして

ほしいと思います。ほしいと思います。ほしいと思います。ほしいと思います。

○猪奥副委員長○猪奥副委員長○猪奥副委員長○猪奥副委員長 節節節節電電電電のののの話話話話と、雇用のと、雇用のと、雇用のと、雇用の話話話話をさをさをさをさせせせせててててくくくください。ださい。ださい。ださい。

ままままずずずず、今、今、今、今夏夏夏夏のののの節節節節電電電電の取りの取りの取りの取り組組組組みの成果について、みの成果について、みの成果について、みの成果について、奈良奈良奈良奈良県がほかの他県がほかの他県がほかの他県がほかの他府府府府県と県と県と県と比べ比べ比べ比べてててて節節節節電率電率電率電率がががが

非常非常非常非常にににに高高高高かったと、すばらしい結果ですけれどもかったと、すばらしい結果ですけれどもかったと、すばらしい結果ですけれどもかったと、すばらしい結果ですけれども、、、、「「「「今今今今夏夏夏夏のののの節節節節電電電電の取の取の取の取組組組組み結果み結果み結果み結果」」」」のののの資資資資料、料、料、料、

いろいろなところで見いろいろなところで見いろいろなところで見いろいろなところで見せせせせていただいてはおりますが、ちていただいてはおりますが、ちていただいてはおりますが、ちていただいてはおりますが、ちょょょょっとっとっとっと話話話話はははは戻戻戻戻りますが、そもそもりますが、そもそもりますが、そもそもりますが、そもそも

どうしてどうしてどうしてどうして節節節節電協電協電協電協議会の場において、大議会の場において、大議会の場において、大議会の場において、大飯原飯原飯原飯原子子子子力力力力発発発発電電電電所所所所がががが再再再再稼稼稼稼働されると発働されると発働されると発働されると発表表表表された後も１された後も１された後も１された後も１

５５５５％％％％削削削削減減減減をををを目目目目標標標標とととと決決決決められたのかをまめられたのかをまめられたのかをまめられたのかをまず教ず教ず教ず教えてえてえてえてくくくください。ださい。ださい。ださい。

２つ２つ２つ２つ目目目目が、が、が、が、奈良奈良奈良奈良県のみほかの県に県のみほかの県に県のみほかの県に県のみほかの県に比べ比べ比べ比べてててて多多多多いいいい節節節節電率電率電率電率をををを達達達達成できた理成できた理成できた理成できた理由由由由はどこにあるのかはどこにあるのかはどこにあるのかはどこにあるのか

のののの研研研研究究究究をされているかどうか。また、されているとしたら、他をされているかどうか。また、されているとしたら、他をされているかどうか。また、されているとしたら、他をされているかどうか。また、されているとしたら、他府府府府県に県に県に県に対対対対して、こういうして、こういうして、こういうして、こういうやややや

り方をしたらこういう成果が出ますり方をしたらこういう成果が出ますり方をしたらこういう成果が出ますり方をしたらこういう成果が出ますよよよよというご案内・ご提案をというご案内・ご提案をというご案内・ご提案をというご案内・ご提案を奈良奈良奈良奈良県から働きかけをされ県から働きかけをされ県から働きかけをされ県から働きかけをされ

たらいいと思っているのですけれども、そういうことをされているのかをたらいいと思っているのですけれども、そういうことをされているのかをたらいいと思っているのですけれども、そういうことをされているのかをたらいいと思っているのですけれども、そういうことをされているのかを教教教教えてえてえてえてくくくください。ださい。ださい。ださい。

もう一つは、もう一つは、もう一つは、もう一つは、先先先先ほど緊急雇用ほど緊急雇用ほど緊急雇用ほど緊急雇用対策対策対策対策のののの話話話話もいろいろ出ていましたけれども、質問したいのもいろいろ出ていましたけれども、質問したいのもいろいろ出ていましたけれども、質問したいのもいろいろ出ていましたけれども、質問したいの

は、は、は、は、常常常常ににににややややっておられる雇用っておられる雇用っておられる雇用っておられる雇用対策対策対策対策のののの話話話話で、で、で、で、離離離離職職職職者者者者をををを対象対象対象対象とした職業とした職業とした職業とした職業訓練訓練訓練訓練について、県ではについて、県ではについて、県ではについて、県では

公公公公共共共共職業職業職業職業訓練訓練訓練訓練をされていますが、職業をされていますが、職業をされていますが、職業をされていますが、職業訓練訓練訓練訓練校校校校がいろいろながいろいろながいろいろながいろいろな分野分野分野分野でででで開開開開講講講講されています。されています。されています。されています。ＩＴＩＴＩＴＩＴ

のののの分野分野分野分野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福祉福祉福祉福祉のののの分野分野分野分野でありますとか、また理容、美容のでありますとか、また理容、美容のでありますとか、また理容、美容のでありますとか、また理容、美容の分野分野分野分野でありますとか。でありますとか。でありますとか。でありますとか。

求職求職求職求職者者者者の職業の職業の職業の職業訓練訓練訓練訓練のののの分野分野分野分野はどうはどうはどうはどう決決決決められているのでしめられているのでしめられているのでしめられているのでしょょょょうか。この点について、またうか。この点について、またうか。この点について、またうか。この点について、また教教教教ええええ
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ててててくくくください。ださい。ださい。ださい。

○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 節節節節電協電協電協電協議会で議会で議会で議会で目目目目標標標標率率率率を１０を１０を１０を１０％％％％のののの削削削削減減減減率率率率のののの要請要請要請要請にににに対対対対して１５して１５して１５して１５％％％％

をそのままをそのままをそのままをそのまま維維維維持持持持した大きな理した大きな理した大きな理した大きな理由由由由ですけれども、ですけれども、ですけれども、ですけれども、当然当然当然当然１５１５１５１５％％％％という形でという形でという形でという形で当初当初当初当初から取りから取りから取りから取り組組組組みをみをみをみを

始始始始めている。そういったことでは、県めている。そういったことでは、県めている。そういったことでは、県めている。そういったことでは、県民民民民の意識がの意識がの意識がの意識が節節節節電電電電にににに向向向向いていただいてる。いていただいてる。いていただいてる。いていただいてる。

県から見れば、県から見れば、県から見れば、県から見れば、節節節節電電電電をしていをしていをしていをしていくくくくススススタイルタイルタイルタイルを定を定を定を定着着着着ささささせせせせていきたいという思いがありますのていきたいという思いがありますのていきたいという思いがありますのていきたいという思いがありますの

で、そういった意で、そういった意で、そういった意で、そういった意味味味味から、から、から、から、節節節節電協電協電協電協議会の中でも議議会の中でも議議会の中でも議議会の中でも議論論論論がございましたが、大がございましたが、大がございましたが、大がございましたが、大半半半半の方がの方がの方がの方が目目目目標標標標をををを

そのままそのままそのままそのまま維維維維持持持持というおというおというおというお話話話話でございまして、産業でございまして、産業でございまして、産業でございまして、産業界界界界のののの心配心配心配心配のおのおのおのお声声声声は一部ありましたけれども、は一部ありましたけれども、は一部ありましたけれども、は一部ありましたけれども、

企業も企業も企業も企業も入入入入っておられるっておられるっておられるっておられる節節節節電協電協電協電協議会の中で、議会の中で、議会の中で、議会の中で、維維維維持持持持というおというおというおというお話話話話が出ました。そういう形のが出ました。そういう形のが出ました。そういう形のが出ました。そういう形の姿姿姿姿勢勢勢勢

をとることが大をとることが大をとることが大をとることが大切切切切というご意見だったかと思っております。というご意見だったかと思っております。というご意見だったかと思っております。というご意見だったかと思っております。

それから、なぜそれから、なぜそれから、なぜそれから、なぜ奈良奈良奈良奈良県が他県が他県が他県が他府府府府県にということですが、県にということですが、県にということですが、県にということですが、目目目目標標標標は１０は１０は１０は１０％以％以％以％以上と言っているの上と言っているの上と言っているの上と言っているの

と１５と１５と１５と１５％以％以％以％以上と言っているので取り上と言っているので取り上と言っているので取り上と言っているので取り組組組組みの違いはあるとは思いますけれども、とりわけ言みの違いはあるとは思いますけれども、とりわけ言みの違いはあるとは思いますけれども、とりわけ言みの違いはあるとは思いますけれども、とりわけ言

えるのは、産業えるのは、産業えるのは、産業えるのは、産業構造構造構造構造という部という部という部という部分分分分の違いはかなりあるかとは思います。の違いはかなりあるかとは思います。の違いはかなりあるかとは思います。の違いはかなりあるかとは思います。

端端端端的にこういう取り的にこういう取り的にこういう取り的にこういう取り組組組組みをしたからこの部みをしたからこの部みをしたからこの部みをしたからこの部分分分分でででで影響影響影響影響がかなり出ているのだというがかなり出ているのだというがかなり出ているのだというがかなり出ているのだという分分分分析析析析はははは

まだできておりままだできておりままだできておりままだできておりませせせせんので、今後関んので、今後関んので、今後関んので、今後関西西西西電力株式電力株式電力株式電力株式会社からの会社からの会社からの会社からの資資資資料が出て料が出て料が出て料が出てくくくくるのであれば、そるのであれば、そるのであれば、そるのであれば、そ

の中での中での中での中で分分分分析析析析をしていきたいとは思っております。をしていきたいとは思っております。をしていきたいとは思っております。をしていきたいとは思っております。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○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 猪奥副委員長からのお尋ねの職業猪奥副委員長からのお尋ねの職業猪奥副委員長からのお尋ねの職業猪奥副委員長からのお尋ねの職業訓練訓練訓練訓練でございますけれども、職業でございますけれども、職業でございますけれども、職業でございますけれども、職業

訓練訓練訓練訓練で、副委員長おで、副委員長おで、副委員長おで、副委員長お述述述述べべべべになりましたになりましたになりましたになりましたＩＴＩＴＩＴＩＴとかとかとかとか福祉福祉福祉福祉というさまざまなというさまざまなというさまざまなというさまざまな分野分野分野分野ををををややややっているのっているのっているのっているの

が県の委が県の委が県の委が県の委託託託託訓練訓練訓練訓練でございます。でございます。でございます。でございます。

委委委委託託託託訓練訓練訓練訓練というのは、というのは、というのは、というのは、現現現現在在在在のののの厳厳厳厳しい雇用しい雇用しい雇用しい雇用情勢情勢情勢情勢の中で、の中で、の中で、の中で、離離離離職職職職者者者者、職を、職を、職を、職を失失失失われた方われた方われた方われた方 々々々々をををを対象対象対象対象

に、県がに、県がに、県がに、県が民民民民間の間の間の間の教教教教育育育育訓練訓練訓練訓練施施施施設に委設に委設に委設に委託託託託しまして、全額国しまして、全額国しまして、全額国しまして、全額国庫庫庫庫負担負担負担負担金で実金で実金で実金で実施施施施しているしているしているしている公公公公共共共共職業職業職業職業訓訓訓訓

練練練練でございます。でございます。でございます。でございます。

そのコースの設定についてでございますけれども、コースについては国からそのコースの設定についてでございますけれども、コースについては国からそのコースの設定についてでございますけれども、コースについては国からそのコースの設定についてでございますけれども、コースについては国から示示示示されておされておされておされてお

ります委ります委ります委ります委託託託託訓練訓練訓練訓練実実実実施要領施要領施要領施要領がございます。これにがございます。これにがございます。これにがございます。これによよよよりますと、そのコースについてはりますと、そのコースについてはりますと、そのコースについてはりますと、そのコースについては情情情情報報報報通通通通

信信信信、、、、介介介介護護護護といったといったといったといった現現現現在在在在の雇用のの雇用のの雇用のの雇用の吸吸吸吸収収収収力力力力をををを高高高高めるめるめるめる分野分野分野分野、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは財財財財務分野務分野務分野務分野などのなどのなどのなどのよよよように、うに、うに、うに、簿簿簿簿

記記記記などですけれども、企業の基などですけれども、企業の基などですけれども、企業の基などですけれども、企業の基盤盤盤盤となる人となる人となる人となる人材材材材に係る職に係る職に係る職に係る職種種種種といったこと、さらにといったこと、さらにといったこと、さらにといったこと、さらに各各各各都道府都道府都道府都道府県県県県

の産業の産業の産業の産業政策政策政策政策、あるいは雇用、あるいは雇用、あるいは雇用、あるいは雇用対策対策対策対策などから求職などから求職などから求職などから求職者者者者のののの応募応募応募応募、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは就就就就職が見職が見職が見職が見込込込込まれる職まれる職まれる職まれる職種種種種をををを

中中中中心心心心として、として、として、として、多多多多様様様様なななな訓練訓練訓練訓練コースを設定しなさいと。そして、またコースを設定しなさいと。そして、またコースを設定しなさいと。そして、またコースを設定しなさいと。そして、また同同同同時に、時に、時に、時に、過去過去過去過去のののの就就就就職職職職率率率率、、、、

あるいはあるいはあるいはあるいはハハハハロロロローーーーワワワワーーーーククククの意見をの意見をの意見をの意見を参参参参考にしながら実考にしながら実考にしながら実考にしながら実施施施施して、して、して、して、訓練訓練訓練訓練分野分野分野分野を定めていきなさいとを定めていきなさいとを定めていきなさいとを定めていきなさいと

いう形で、いう形で、いう形で、いう形で、要領要領要領要領が定められております。が定められております。が定められております。が定められております。

このこのこのこの要領要領要領要領にににに従従従従いまして、県といたしましては、今年いまして、県といたしましては、今年いまして、県といたしましては、今年いまして、県といたしましては、今年度度度度は７１コース、一は７１コース、一は７１コース、一は７１コース、一応応応応定員で定員で定員で定員で約約約約１，１，１，１，
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５００名の方５００名の方５００名の方５００名の方 々々々々についてのについてのについてのについての訓練訓練訓練訓練の場を提の場を提の場を提の場を提供供供供ししししよよよようとしております。このうとしております。このうとしております。このうとしております。このよよよようなうなうなうな厳厳厳厳しいしいしいしい状況状況状況状況

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、昨昨昨昨年年年年度よ度よ度よ度よりも定員を２００名ふりも定員を２００名ふりも定員を２００名ふりも定員を２００名ふややややしました。また、さらに実しました。また、さらに実しました。また、さらに実しました。また、さらに実践践践践的な的な的な的な能能能能

力力力力をををを身身身身につけていただにつけていただにつけていただにつけていただくくくくという形で、企業の実という形で、企業の実という形で、企業の実という形で、企業の実習習習習とととと組組組組み合わみ合わみ合わみ合わせせせせたコースもたコースもたコースもたコースも昨昨昨昨年年年年度よ度よ度よ度よりもふりもふりもふりもふ

ややややして、して、して、して、よよよより一り一り一り一層層層層、、、、早早早早期期期期のののの就就就就職につなげる職につなげる職につなげる職につなげるよよよようコースを設定してきたつもりでございます。うコースを設定してきたつもりでございます。うコースを設定してきたつもりでございます。うコースを設定してきたつもりでございます。

以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○猪奥副委員長○猪奥副委員長○猪奥副委員長○猪奥副委員長 節節節節電電電電のおのおのおのお話話話話はありがとうございます。はありがとうございます。はありがとうございます。はありがとうございます。奈良奈良奈良奈良県がこれだけ県がこれだけ県がこれだけ県がこれだけ削削削削減減減減できましたできましたできましたできました

というというというという表表表表の中にも、関の中にも、関の中にも、関の中にも、関西西西西電力電力電力電力がががが当初当初当初当初言っておられた、これだけ言っておられた、これだけ言っておられた、これだけ言っておられた、これだけ足足足足りまりまりまりませせせせんというんというんというんという表表表表を一を一を一を一緒緒緒緒

に合わに合わに合わに合わせせせせていただけると、本ていただけると、本ていただけると、本ていただけると、本当当当当にににに足足足足りなかったのかを県としてもりなかったのかを県としてもりなかったのかを県としてもりなかったのかを県としても検検検検証証証証しないといけないとしないといけないとしないといけないとしないといけないと

思っているのです。思っているのです。思っているのです。思っているのです。奈良奈良奈良奈良県の取り県の取り県の取り県の取り組組組組みはみはみはみは奈良奈良奈良奈良県の取り県の取り県の取り県の取り組組組組みでみでみでみで終終終終わらすのではなわらすのではなわらすのではなわらすのではなくくくく、、、、奈良奈良奈良奈良県県県県

の人たちが本の人たちが本の人たちが本の人たちが本当当当当に大に大に大に大飯原飯原飯原飯原子子子子力力力力発発発発電電電電所所所所がががが要要要要ったのかというものも、県の取りったのかというものも、県の取りったのかというものも、県の取りったのかというものも、県の取り組組組組みの中でみの中でみの中でみの中で検討検討検討検討

できるできるできるできる資資資資料もつ料もつ料もつ料もつくくくくっていただければと思っています。っていただければと思っています。っていただければと思っています。っていただければと思っています。引引引引き続き、どういう取りき続き、どういう取りき続き、どういう取りき続き、どういう取り組組組組みがみがみがみが効効効効果果果果

を上げたかの調査というか、見を上げたかの調査というか、見を上げたかの調査というか、見を上げたかの調査というか、見直直直直しをしていただければと思っています。ありがとうござしをしていただければと思っています。ありがとうござしをしていただければと思っています。ありがとうござしをしていただければと思っています。ありがとうござ

いました。いました。いました。いました。

２点２点２点２点目目目目のののの公公公公共共共共職業職業職業職業訓練訓練訓練訓練ですけれども、ですけれども、ですけれども、ですけれども、多多多多様様様様な職業と、確かにそれはな職業と、確かにそれはな職業と、確かにそれはな職業と、確かにそれは必要必要必要必要なことかもしれなことかもしれなことかもしれなことかもしれ

まままませせせせん。例えば、ことしの５月にん。例えば、ことしの５月にん。例えば、ことしの５月にん。例えば、ことしの５月に開開開開講講講講されたのは、されたのは、されたのは、されたのは、ビビビビジジジジネス実ネス実ネス実ネス実践科践科践科践科２０人、２０人、２０人、２０人、パソパソパソパソココココンンンン財財財財務務務務

会会会会計計計計科科科科２０人、２０人、２０人、２０人、オオオオフフフフィス事ィス事ィス事ィス事務務務務２０人、２０人、２０人、２０人、総総総総務務務務実実実実務務務務２０人、２０人、２０人、２０人、グレグレグレグレイイイイススススフフフフルルルル・・・・エエエエスススステテテテ科科科科２０人、２０人、２０人、２０人、

訪訪訪訪問問問問介介介介護護護護科科科科２０人、２０人、２０人、２０人、医療医療医療医療事事事事務務務務科科科科と、ちと、ちと、ちと、ちょょょょっと疑問があるのも含まれていると思うのですけっと疑問があるのも含まれていると思うのですけっと疑問があるのも含まれていると思うのですけっと疑問があるのも含まれていると思うのですけ

れども、今、れども、今、れども、今、れども、今、離離離離職されている方が手に職をつけてお職されている方が手に職をつけてお職されている方が手に職をつけてお職されている方が手に職をつけてお仕仕仕仕事につかれる。今まで事につかれる。今まで事につかれる。今まで事につかれる。今まで失失失失業保業保業保業保険険険険がかがかがかがか

かっていたのがおかっていたのがおかっていたのがおかっていたのがお仕仕仕仕事につかれると事につかれると事につかれると事につかれると税税税税金が金が金が金が入入入入ることになるし、求められている、ることになるし、求められている、ることになるし、求められている、ることになるし、求められている、応募応募応募応募があがあがあがあ

ったりったりったりったり就就就就職が見職が見職が見職が見込込込込まれるまれるまれるまれる分野分野分野分野の職業の職業の職業の職業訓練訓練訓練訓練をすることはをすることはをすることはをすることは重要重要重要重要だと思うのですけれども、おだと思うのですけれども、おだと思うのですけれども、おだと思うのですけれども、お話話話話

があったがあったがあったがあったよよよように年間１，５００人、ことしは２００人ふうに年間１，５００人、ことしは２００人ふうに年間１，５００人、ことしは２００人ふうに年間１，５００人、ことしは２００人ふややややして１，７００人と、お金の出して１，７００人と、お金の出して１，７００人と、お金の出して１，７００人と、お金の出

どころは国ですけれども、どころは国ですけれども、どころは国ですけれども、どころは国ですけれども、税税税税金をかけて職業金をかけて職業金をかけて職業金をかけて職業分野分野分野分野のののの訓練訓練訓練訓練をする。これは、をする。これは、をする。これは、をする。これは、就就就就職の職の職の職の応募応募応募応募が見が見が見が見

込込込込まれるまれるまれるまれる分野分野分野分野だけではなだけではなだけではなだけではなくくくくて、て、て、て、奈良奈良奈良奈良県としてどういう職業県としてどういう職業県としてどういう職業県としてどういう職業分野分野分野分野をををを生生生生み出したいのかというみ出したいのかというみ出したいのかというみ出したいのかという

観観観観点を点を点を点を先先先先に考えておいて、そのに考えておいて、そのに考えておいて、そのに考えておいて、その分野分野分野分野のコースをつのコースをつのコースをつのコースをつくくくくるるるる必要性必要性必要性必要性があるのではないかと思うのがあるのではないかと思うのがあるのではないかと思うのがあるのではないかと思うの

です。です。です。です。

デデデデンマンマンマンマーーーーククククとかとかとかとかオランダオランダオランダオランダとかでとかでとかでとかで勉強勉強勉強勉強しますと、しますと、しますと、しますと、フレキフレキフレキフレキシシシシビビビビリリリリテテテティーという考え方があるィーという考え方があるィーという考え方があるィーという考え方がある

そうです。雇用のそうです。雇用のそうです。雇用のそうです。雇用の弾弾弾弾力性力性力性力性をををを持持持持たす、たす、たす、たす、簡簡簡簡単に単に単に単にややややめさめさめさめさせせせせることができる。それにることができる。それにることができる。それにることができる。それによよよよって産業をって産業をって産業をって産業を

どんどん新しいものにしていどんどん新しいものにしていどんどん新しいものにしていどんどん新しいものにしていくくくく一方で、一方で、一方で、一方で、失失失失業保業保業保業保険険険険まではきっちりとまではきっちりとまではきっちりとまではきっちりとセセセセキュキュキュキュリリリリテテテティーとしてィーとしてィーとしてィーとして

確保する。これだけではだめで、確保する。これだけではだめで、確保する。これだけではだめで、確保する。これだけではだめで、前前前前の産業についていた方が、おの産業についていた方が、おの産業についていた方が、おの産業についていた方が、おややややめになられた方にめになられた方にめになられた方にめになられた方に対対対対しししし

て新しい産業にて新しい産業にて新しい産業にて新しい産業に対対対対するするするする訓練訓練訓練訓練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、産業のって、産業のって、産業のって、産業の生生生生まれ変わりがまれ変わりがまれ変わりがまれ変わりが促促促促進進進進していしていしていしていくくくくと。と。と。と。
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このこのこのこの公公公公共共共共職業職業職業職業訓練訓練訓練訓練がそれにがそれにがそれにがそれに当当当当たると、それができるたると、それができるたると、それができるたると、それができる分野分野分野分野だと思うのです。だと思うのです。だと思うのです。だと思うのです。奈良奈良奈良奈良県の県の県の県の未未未未来来来来にににに

とってとってとってとって必要必要必要必要な人な人な人な人材材材材をををを育育育育成する場であるとのお考えでもって、まだ成する場であるとのお考えでもって、まだ成する場であるとのお考えでもって、まだ成する場であるとのお考えでもって、まだポリポリポリポリテクテクテクテクからからからから移移移移管管管管されてされてされてされて

１年ち１年ち１年ち１年ちょょょょっとですので、これから本っとですので、これから本っとですので、これから本っとですので、これから本腰腰腰腰をををを入入入入れて県として事業をれて県として事業をれて県として事業をれて県として事業をややややっていかれる中だと思いっていかれる中だと思いっていかれる中だと思いっていかれる中だと思い

ますので、今後のご発ますので、今後のご発ますので、今後のご発ますので、今後のご発展展展展にごにごにごにご期期期期待待待待申申申申し上げます。し上げます。し上げます。し上げます。以以以以上です。上です。上です。上です。

○岡委員長○岡委員長○岡委員長○岡委員長 ほかに。ほかに。ほかに。ほかに。

ほかになければ、これをもちまして質疑をほかになければ、これをもちまして質疑をほかになければ、これをもちまして質疑をほかになければ、これをもちまして質疑を終終終終わります。わります。わります。わります。

次次次次に、議会に、議会に、議会に、議会閉閉閉閉会中の会中の会中の会中の審審審審査事査事査事査事件件件件に係る委員長報告につきましては、に係る委員長報告につきましては、に係る委員長報告につきましては、に係る委員長報告につきましては、正正正正副委員長に一副委員長に一副委員長に一副委員長に一任任任任願え願え願え願え

ますか。ますか。ますか。ますか。

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

ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。

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


