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

開催日時開催日時開催日時開催日時 平成２５年２月２０日（水） １３：０３～１６：３１平成２５年２月２０日（水） １３：０３～１６：３１平成２５年２月２０日（水） １３：０３～１６：３１平成２５年２月２０日（水） １３：０３～１６：３１

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

松尾 勇臣 委員松尾 勇臣 委員松尾 勇臣 委員松尾 勇臣 委員

神田加津代 委員神田加津代 委員神田加津代 委員神田加津代 委員

今井 光子 委員今井 光子 委員今井 光子 委員今井 光子 委員

欠席委員欠席委員欠席委員欠席委員 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 ３名３名３名３名

議 事議 事議 事議 事

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

（２）その他（２）その他（２）その他（２）その他

＜質疑応答＞＜質疑応答＞＜質疑応答＞＜質疑応答＞

○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

があればお願いします。があればお願いします。があればお願いします。があればお願いします。

○阪口委員○阪口委員○阪口委員○阪口委員 ２点質問がございます。２点質問がございます。２点質問がございます。２点質問がございます。

１点目は、奈良県営競輪のことでございます。平成２４年１２月の第２回奈良県営競輪１点目は、奈良県営競輪のことでございます。平成２４年１２月の第２回奈良県営競輪１点目は、奈良県営競輪のことでございます。平成２４年１２月の第２回奈良県営競輪１点目は、奈良県営競輪のことでございます。平成２４年１２月の第２回奈良県営競輪

あり方検討委員会には、傍聴で参加させていただきました。また２月１７日、浪越産業・あり方検討委員会には、傍聴で参加させていただきました。また２月１７日、浪越産業・あり方検討委員会には、傍聴で参加させていただきました。また２月１７日、浪越産業・あり方検討委員会には、傍聴で参加させていただきました。また２月１７日、浪越産業・

雇用振興部長の説明もありましたけれども、岡経済労働委員長を中心として春日賞を視察雇用振興部長の説明もありましたけれども、岡経済労働委員長を中心として春日賞を視察雇用振興部長の説明もありましたけれども、岡経済労働委員長を中心として春日賞を視察雇用振興部長の説明もありましたけれども、岡経済労働委員長を中心として春日賞を視察

させていただいたところであります。させていただいたところであります。させていただいたところであります。させていただいたところであります。

そこで、私の意見ですが、競輪事業の目的は地方財政への貢献でございますので、競輪そこで、私の意見ですが、競輪事業の目的は地方財政への貢献でございますので、競輪そこで、私の意見ですが、競輪事業の目的は地方財政への貢献でございますので、競輪そこで、私の意見ですが、競輪事業の目的は地方財政への貢献でございますので、競輪

事業が赤字になるのであれば廃止はやむを得ないと考えております。しかし、従事員、警事業が赤字になるのであれば廃止はやむを得ないと考えております。しかし、従事員、警事業が赤字になるのであれば廃止はやむを得ないと考えております。しかし、従事員、警事業が赤字になるのであれば廃止はやむを得ないと考えております。しかし、従事員、警

備員の雇用、地域経済への影響もございますので、経営改善の最大の努力をして存廃の結備員の雇用、地域経済への影響もございますので、経営改善の最大の努力をして存廃の結備員の雇用、地域経済への影響もございますので、経営改善の最大の努力をして存廃の結備員の雇用、地域経済への影響もございますので、経営改善の最大の努力をして存廃の結
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論を出すべきだろうと考えています。論を出すべきだろうと考えています。論を出すべきだろうと考えています。論を出すべきだろうと考えています。

やはりこういう発言をしますので、私のところには、黒字化の施策としていろいろな提やはりこういう発言をしますので、私のところには、黒字化の施策としていろいろな提やはりこういう発言をしますので、私のところには、黒字化の施策としていろいろな提やはりこういう発言をしますので、私のところには、黒字化の施策としていろいろな提

案が来てございます。例えば、１つとして、競輪、車券以外の公営競技併設機能を導入と、案が来てございます。例えば、１つとして、競輪、車券以外の公営競技併設機能を導入と、案が来てございます。例えば、１つとして、競輪、車券以外の公営競技併設機能を導入と、案が来てございます。例えば、１つとして、競輪、車券以外の公営競技併設機能を導入と、

それによりまして賃貸料収入を得ることで赤字が解消されるという施策でございます。例それによりまして賃貸料収入を得ることで赤字が解消されるという施策でございます。例それによりまして賃貸料収入を得ることで赤字が解消されるという施策でございます。例それによりまして賃貸料収入を得ることで赤字が解消されるという施策でございます。例

えば、小倉競輪では、競輪施設において競艇の券を売って収益を上げている事例もございえば、小倉競輪では、競輪施設において競艇の券を売って収益を上げている事例もございえば、小倉競輪では、競輪施設において競艇の券を売って収益を上げている事例もございえば、小倉競輪では、競輪施設において競艇の券を売って収益を上げている事例もござい

ます。また、競輪を観光ツアーに組み入れてはどうかとか、競輪場のネーミングライツなます。また、競輪を観光ツアーに組み入れてはどうかとか、競輪場のネーミングライツなます。また、競輪を観光ツアーに組み入れてはどうかとか、競輪場のネーミングライツなます。また、競輪を観光ツアーに組み入れてはどうかとか、競輪場のネーミングライツな

ども取り入れてはどうかと、１つはこういう施策についてどこかで検討していただく機会ども取り入れてはどうかと、１つはこういう施策についてどこかで検討していただく機会ども取り入れてはどうかと、１つはこういう施策についてどこかで検討していただく機会ども取り入れてはどうかと、１つはこういう施策についてどこかで検討していただく機会

が必要なのではないかという質問でございます。が必要なのではないかという質問でございます。が必要なのではないかという質問でございます。が必要なのではないかという質問でございます。

２つ目は、赤字の原因は車券売り上げの減少であると思いますが、奈良県営競輪の場合、２つ目は、赤字の原因は車券売り上げの減少であると思いますが、奈良県営競輪の場合、２つ目は、赤字の原因は車券売り上げの減少であると思いますが、奈良県営競輪の場合、２つ目は、赤字の原因は車券売り上げの減少であると思いますが、奈良県営競輪の場合、

２月１６日から１９日の春日賞が年間売り上げの約６０２月１６日から１９日の春日賞が年間売り上げの約６０２月１６日から１９日の春日賞が年間売り上げの約６０２月１６日から１９日の春日賞が年間売り上げの約６０％％％％をををを占占占占めております。この春日賞めております。この春日賞めております。この春日賞めております。この春日賞

では、６８では、６８では、６８では、６８億円億円億円億円以上の売り上げがないと以上の売り上げがないと以上の売り上げがないと以上の売り上げがないと累積累積累積累積赤字が解消されないと赤字が解消されないと赤字が解消されないと赤字が解消されないと聞聞聞聞いております。今回、いております。今回、いております。今回、いております。今回、

春日賞を視察させていただいておりますけれども、今回の春日賞の売り上げはどうであっ春日賞を視察させていただいておりますけれども、今回の春日賞の売り上げはどうであっ春日賞を視察させていただいておりますけれども、今回の春日賞の売り上げはどうであっ春日賞を視察させていただいておりますけれども、今回の春日賞の売り上げはどうであっ

たのか、そのあたりたのか、そのあたりたのか、そのあたりたのか、そのあたり具体具体具体具体的にお的にお的にお的にお聞聞聞聞きしたいと思っております。きしたいと思っております。きしたいと思っております。きしたいと思っております。

３つ目は、３つ目は、３つ目は、３つ目は、先般先般先般先般の県営競輪あり方検討委員会での県営競輪あり方検討委員会での県営競輪あり方検討委員会での県営競輪あり方検討委員会で跡跡跡跡地地地地利利利利用の検討の用の検討の用の検討の用の検討の話話話話も出ていました。も出ていました。も出ていました。も出ていました。シシシシ

ョッピョッピョッピョッピングングングングセセセセンンンンタタタターとかーとかーとかーとかサッカサッカサッカサッカー場ー場ー場ー場等々等々等々等々のののの話話話話でございますが、競輪の存廃とでございますが、競輪の存廃とでございますが、競輪の存廃とでございますが、競輪の存廃と跡跡跡跡地地地地利利利利用の用の用の用の活活活活

用を用を用を用を並行並行並行並行して議論をすることにはして議論をすることにはして議論をすることにはして議論をすることには違和感違和感違和感違和感をををを感じ感じ感じ感じております。というのは、財政ております。というのは、財政ております。というのは、財政ております。というのは、財政健全健全健全健全化の視化の視化の視化の視

点からは、県点からは、県点からは、県点からは、県有資有資有資有資産の売産の売産の売産の売却却却却がががが一一一一つは大きなつは大きなつは大きなつは大きな流流流流れであると考えておりますのでれであると考えておりますのでれであると考えておりますのでれであると考えておりますので違和感違和感違和感違和感をををを持持持持つつつつ

次次次次第でございます。やはり、経営の合第でございます。やはり、経営の合第でございます。やはり、経営の合第でございます。やはり、経営の合理理理理化とか競輪事業の化とか競輪事業の化とか競輪事業の化とか競輪事業の多角多角多角多角化を化を化を化を尽尽尽尽くして、それでだめくして、それでだめくして、それでだめくして、それでだめ

であれば廃止になると。であれば廃止になると。であれば廃止になると。であれば廃止になると。跡跡跡跡地地地地利利利利用はそのあとのことではないかと考えている用はそのあとのことではないかと考えている用はそのあとのことではないかと考えている用はそのあとのことではないかと考えているわわわわけで、このけで、このけで、このけで、この

間の県営競輪あり方検討委員会では、間の県営競輪あり方検討委員会では、間の県営競輪あり方検討委員会では、間の県営競輪あり方検討委員会では、何何何何か廃止にか廃止にか廃止にか廃止に重重重重点を点を点を点を置置置置いていていていて跡跡跡跡地地地地利利利利用を検討されている用を検討されている用を検討されている用を検討されている

ようなようなようなような印象印象印象印象をををを受受受受けましたので、けましたので、けましたので、けましたので、跡跡跡跡地地地地利利利利用についてどうお考えになっておられるのかお用についてどうお考えになっておられるのかお用についてどうお考えになっておられるのかお用についてどうお考えになっておられるのかお聞聞聞聞きききき

をしたいということであります。をしたいということであります。をしたいということであります。をしたいということであります。

○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 競輪事業に関する質問がございました。競輪事業に関する質問がございました。競輪事業に関する質問がございました。競輪事業に関する質問がございました。

ままままずずずず最最最最初初初初に、２つ目の売り上げですけれども、２月１６日から１９日にかけまして春日に、２つ目の売り上げですけれども、２月１６日から１９日にかけまして春日に、２つ目の売り上げですけれども、２月１６日から１９日にかけまして春日に、２つ目の売り上げですけれども、２月１６日から１９日にかけまして春日

賞を賞を賞を賞を開催開催開催開催いたしまして、売り上げは４日間で７１いたしまして、売り上げは４日間で７１いたしまして、売り上げは４日間で７１いたしまして、売り上げは４日間で７１億億億億２２２２，，，，７８２７８２７８２７８２万円万円万円万円となりまして、となりまして、となりまして、となりまして、昨昨昨昨年年年年度度度度

が６７が６７が６７が６７億億億億３３３３，，，，７００７００７００７００万円余万円余万円余万円余りでありましたので約４りでありましたので約４りでありましたので約４りでありましたので約４億円億円億円億円、、、、昨昨昨昨年年年年度度度度とととと比比比比べて売り上げがべて売り上げがべて売り上げがべて売り上げがふふふふええええ

たことになります。これも２月１７日に経済労働委員会の方たことになります。これも２月１７日に経済労働委員会の方たことになります。これも２月１７日に経済労働委員会の方たことになります。これも２月１７日に経済労働委員会の方 々々々々が視察もいただいて、車券が視察もいただいて、車券が視察もいただいて、車券が視察もいただいて、車券

の売り上げがの売り上げがの売り上げがの売り上げが伸び伸び伸び伸びたことがたことがたことがたことが一番一番一番一番の原因と思っております。ありがとうございました。の原因と思っております。ありがとうございました。の原因と思っております。ありがとうございました。の原因と思っております。ありがとうございました。

それと、第１点目にご質問をいただきました黒字化の施策、例えば車券以外の公営競技それと、第１点目にご質問をいただきました黒字化の施策、例えば車券以外の公営競技それと、第１点目にご質問をいただきました黒字化の施策、例えば車券以外の公営競技それと、第１点目にご質問をいただきました黒字化の施策、例えば車券以外の公営競技

のののの販販販販売機の併設とか観光ツアーに組み入れるとか競輪場のネーミングライツという施策を売機の併設とか観光ツアーに組み入れるとか競輪場のネーミングライツという施策を売機の併設とか観光ツアーに組み入れるとか競輪場のネーミングライツという施策を売機の併設とか観光ツアーに組み入れるとか競輪場のネーミングライツという施策を
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検討すればどうかということでございます。検討すればどうかということでございます。検討すればどうかということでございます。検討すればどうかということでございます。

委員が事例で委員が事例で委員が事例で委員が事例で挙挙挙挙げていただきました、例えば小倉競輪についていいますと、小倉競輪のげていただきました、例えば小倉競輪についていいますと、小倉競輪のげていただきました、例えば小倉競輪についていいますと、小倉競輪のげていただきました、例えば小倉競輪についていいますと、小倉競輪の

場合、場合、場合、場合、確確確確かに競輪とかに競輪とかに競輪とかに競輪と若若若若松競艇の場外松競艇の場外松競艇の場外松競艇の場外舟舟舟舟券売り場が併設されています。この券売り場が併設されています。この券売り場が併設されています。この券売り場が併設されています。この若若若若松競艇は松競艇は松競艇は松競艇は北九北九北九北九

州市州市州市州市の競艇ですけれども、の競艇ですけれども、の競艇ですけれども、の競艇ですけれども、同様同様同様同様にににに若若若若松競艇でも小倉競輪場の場外車券売り場、松競艇でも小倉競輪場の場外車券売り場、松競艇でも小倉競輪場の場外車券売り場、松競艇でも小倉競輪場の場外車券売り場、相互相互相互相互に売りに売りに売りに売り

合いをしているということでございまして、合いをしているということでございまして、合いをしているということでございまして、合いをしているということでございまして、実実実実は、小倉競輪、は、小倉競輪、は、小倉競輪、は、小倉競輪、若若若若松競艇とも施松競艇とも施松競艇とも施松競艇とも施行者行者行者行者がががが北九北九北九北九

州市州市州市州市ということで、そのということで、そのということで、そのということで、その辺辺辺辺がががが非常非常非常非常にににに柔軟柔軟柔軟柔軟にににに対応対応対応対応できることもあってできることもあってできることもあってできることもあって相乗効果相乗効果相乗効果相乗効果を上げているを上げているを上げているを上げている

のかと思います。のかと思います。のかと思います。のかと思います。仮仮仮仮に奈良県営競輪がそのような取り組みをする場合、奈良県営競輪場にに奈良県営競輪がそのような取り組みをする場合、奈良県営競輪場にに奈良県営競輪がそのような取り組みをする場合、奈良県営競輪場にに奈良県営競輪がそのような取り組みをする場合、奈良県営競輪場に

他の施他の施他の施他の施行者行者行者行者がやっている公営競技の場外売り場を併設することになりますので、がやっている公営競技の場外売り場を併設することになりますので、がやっている公営競技の場外売り場を併設することになりますので、がやっている公営競技の場外売り場を併設することになりますので、柔軟柔軟柔軟柔軟にににに対対対対

応応応応するするするするわわわわけにはいかないのかと、その場合は他のその競技の施けにはいかないのかと、その場合は他のその競技の施けにはいかないのかと、その場合は他のその競技の施けにはいかないのかと、その場合は他のその競技の施行者行者行者行者が奈良県営競輪に場外が奈良県営競輪に場外が奈良県営競輪に場外が奈良県営競輪に場外

売り場を設売り場を設売り場を設売り場を設置置置置したいということと、奈良県営競輪としてそのための施設を貸すことのしたいということと、奈良県営競輪としてそのための施設を貸すことのしたいということと、奈良県営競輪としてそのための施設を貸すことのしたいということと、奈良県営競輪としてそのための施設を貸すことの条件条件条件条件

等等等等ががががマッチマッチマッチマッチングしないとできないかと。ただ、そういうことも検討していく必要があるとングしないとできないかと。ただ、そういうことも検討していく必要があるとングしないとできないかと。ただ、そういうことも検討していく必要があるとングしないとできないかと。ただ、そういうことも検討していく必要があると

考えております。例えば、他の公営競技では今、どことも考えております。例えば、他の公営競技では今、どことも考えております。例えば、他の公営競技では今、どことも考えております。例えば、他の公営競技では今、どことも凋落傾向凋落傾向凋落傾向凋落傾向にあるのですけれども、にあるのですけれども、にあるのですけれども、にあるのですけれども、

中中中中央央央央競競競競馬馬馬馬とかでしたらまだとかでしたらまだとかでしたらまだとかでしたらまだ人気人気人気人気はあるようなので、その場合、はあるようなので、その場合、はあるようなので、その場合、はあるようなので、その場合、ウウウウインインインインズズズズという場外売り場という場外売り場という場外売り場という場外売り場

もあります。ただ、もあります。ただ、もあります。ただ、もあります。ただ、ウウウウインインインインズズズズは大阪は大阪は大阪は大阪府府府府のののの梅梅梅梅田とか田とか田とか田とか難波難波難波難波とか、大きなとか、大きなとか、大きなとか、大きな人人人人のののの集集集集まるまるまるまる繁華街繁華街繁華街繁華街にあにあにあにあ

りますので、それを奈良県営競輪場に設りますので、それを奈良県営競輪場に設りますので、それを奈良県営競輪場に設りますので、それを奈良県営競輪場に設置置置置できるのかという問できるのかという問できるのかという問できるのかという問題題題題もあります。いろいろなもあります。いろいろなもあります。いろいろなもあります。いろいろな

条件条件条件条件を考えると、かなりを考えると、かなりを考えると、かなりを考えると、かなり難難難難しいのではないかとは考えているところです。しいのではないかとは考えているところです。しいのではないかとは考えているところです。しいのではないかとは考えているところです。

あと、事例として観光ツアーのこともあと、事例として観光ツアーのこともあと、事例として観光ツアーのこともあと、事例として観光ツアーのことも挙挙挙挙げていただきました。公営競技を組みげていただきました。公営競技を組みげていただきました。公営競技を組みげていただきました。公営競技を組み込ん込ん込ん込んだ観だ観だ観だ観

光ツアーとして、今よく光ツアーとして、今よく光ツアーとして、今よく光ツアーとして、今よく聞聞聞聞いているのはいているのはいているのはいているのは住之江住之江住之江住之江競艇で中競艇で中競艇で中競艇で中国人旅行者国人旅行者国人旅行者国人旅行者をををを対象対象対象対象とし、とし、とし、とし、住之江住之江住之江住之江競競競競

艇は艇は艇は艇は夜夜夜夜もやっているということで、もやっているということで、もやっているということで、もやっているということで、ナナナナイイイイトトトトツアーに組み入れているとはツアーに組み入れているとはツアーに組み入れているとはツアーに組み入れているとは聞聞聞聞いております。いております。いております。いております。

奈良県営競輪も奈良県営競輪も奈良県営競輪も奈良県営競輪も近近近近くにくにくにくに法華寺法華寺法華寺法華寺とかとかとかとか秋篠寺秋篠寺秋篠寺秋篠寺とかがありますので、そういうところにはたくさとかがありますので、そういうところにはたくさとかがありますので、そういうところにはたくさとかがありますので、そういうところにはたくさ

んんんん観光観光観光観光客客客客が来られますけれども、この観光が来られますけれども、この観光が来られますけれども、この観光が来られますけれども、この観光客客客客と競輪に来られる観光と競輪に来られる観光と競輪に来られる観光と競輪に来られる観光客客客客はははは客層客層客層客層がががが違違違違うかともうかともうかともうかとも

思います。思います。思います。思います。全国全国全国全国の取り組みなどもの取り組みなどもの取り組みなどもの取り組みなども調調調調べてまいりたいと思っております。べてまいりたいと思っております。べてまいりたいと思っております。べてまいりたいと思っております。

それで、こういう取り組みも、奈良県営競輪場と、県もあそれで、こういう取り組みも、奈良県営競輪場と、県もあそれで、こういう取り組みも、奈良県営競輪場と、県もあそれで、こういう取り組みも、奈良県営競輪場と、県もあわわわわせて検討する必要はあるとせて検討する必要はあるとせて検討する必要はあるとせて検討する必要はあると

思うのですけれども、今回、思うのですけれども、今回、思うのですけれども、今回、思うのですけれども、今回、去去去去年に年に年に年に比比比比べて４べて４べて４べて４億円億円億円億円売り上げが売り上げが売り上げが売り上げが増増増増加したと、加したと、加したと、加したと、本本本本業の方で業の方で業の方で業の方で増増増増加加加加

することができましたので、今回なすることができましたので、今回なすることができましたので、今回なすることができましたので、今回なぜぜぜぜ４４４４億円億円億円億円の売り上げをの売り上げをの売り上げをの売り上げをふふふふやすことができたのか、これやすことができたのか、これやすことができたのか、これやすことができたのか、これ

は出場は出場は出場は出場選手選手選手選手とか地とか地とか地とか地元元元元のののの若手若手若手若手が出たということもあると思いますので、そういうことをが出たということもあると思いますので、そういうことをが出たということもあると思いますので、そういうことをが出たということもあると思いますので、そういうことを分析分析分析分析

して、して、して、して、本本本本業でま業でま業でま業でまずずずず売り上げを売り上げを売り上げを売り上げを伸伸伸伸ばすことを検討していきたいと考えております。ばすことを検討していきたいと考えております。ばすことを検討していきたいと考えております。ばすことを検討していきたいと考えております。

それともう１点、それともう１点、それともう１点、それともう１点、跡跡跡跡地地地地利利利利用についてお用についてお用についてお用についてお聞聞聞聞きをいただきました。第２回の奈良県営競輪あきをいただきました。第２回の奈良県営競輪あきをいただきました。第２回の奈良県営競輪あきをいただきました。第２回の奈良県営競輪あ

り方検討委員会で、り方検討委員会で、り方検討委員会で、り方検討委員会で、跡跡跡跡地地地地活活活活用の用の用の用の可可可可能能能能性性性性ということで議ということで議ということで議ということで議題題題題のののの一一一一つにさせていただいて、委員つにさせていただいて、委員つにさせていただいて、委員つにさせていただいて、委員

の方の方の方の方 々々々々に議論をいただいたに議論をいただいたに議論をいただいたに議論をいただいたわわわわけですけれども、そのときの奈良県営競輪あり方検討委員会けですけれども、そのときの奈良県営競輪あり方検討委員会けですけれども、そのときの奈良県営競輪あり方検討委員会けですけれども、そのときの奈良県営競輪あり方検討委員会
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では、県としてはその競輪場の経営がどうなるかはでは、県としてはその競輪場の経営がどうなるかはでは、県としてはその競輪場の経営がどうなるかはでは、県としてはその競輪場の経営がどうなるかは別別別別として、うまくとして、うまくとして、うまくとして、うまく活活活活用ができる方用ができる方用ができる方用ができる方法法法法がががが

あるのならばこあるのならばこあるのならばこあるのならばこんんんんな検討をしておいたらいいというご意見をいただきたいという意な検討をしておいたらいいというご意見をいただきたいという意な検討をしておいたらいいというご意見をいただきたいという意な検討をしておいたらいいというご意見をいただきたいという意味味味味でででで跡跡跡跡

地地地地活活活活用の用の用の用の可可可可能能能能性性性性を議を議を議を議題題題題にしていただきました。今、廃止もにしていただきました。今、廃止もにしていただきました。今、廃止もにしていただきました。今、廃止も決決決決まっていないまっていないまっていないまっていない段階段階段階段階で、もで、もで、もで、もちちちちろろろろ

んんんん県でこう県でこう県でこう県でこう跡跡跡跡地を地を地を地を使使使使いたいという考え方もございませいたいという考え方もございませいたいという考え方もございませいたいという考え方もございませんんんんし、委員おっしし、委員おっしし、委員おっしし、委員おっしゃゃゃゃるように、るように、るように、るように、跡跡跡跡地地地地

活活活活用については廃止が用については廃止が用については廃止が用については廃止が決決決決まってから、今のまってから、今のまってから、今のまってから、今の段階段階段階段階ではまだ存廃もではまだ存廃もではまだ存廃もではまだ存廃も決決決決まらないまらないまらないまらない段階段階段階段階で、議論でで、議論でで、議論でで、議論で

きるものではないと考えております。以上でございます。きるものではないと考えております。以上でございます。きるものではないと考えております。以上でございます。きるものではないと考えております。以上でございます。

○阪口委員○阪口委員○阪口委員○阪口委員 存廃の結論はいつか出るとは思うのですけれども、存廃の結論はいつか出るとは思うのですけれども、存廃の結論はいつか出るとは思うのですけれども、存廃の結論はいつか出るとは思うのですけれども、十分十分十分十分な検討をして結論をな検討をして結論をな検討をして結論をな検討をして結論を

出していく必要があるということで質問をいたしております。いろいろな傍聴も出していく必要があるということで質問をいたしております。いろいろな傍聴も出していく必要があるということで質問をいたしております。いろいろな傍聴も出していく必要があるということで質問をいたしております。いろいろな傍聴も行行行行かせてかせてかせてかせて

いただきまして、存廃のことにつきましては県のいただきまして、存廃のことにつきましては県のいただきまして、存廃のことにつきましては県のいただきまして、存廃のことにつきましては県の担当者担当者担当者担当者もももも非常非常非常非常に検討して、いろいろなに検討して、いろいろなに検討して、いろいろなに検討して、いろいろな資資資資

料を出していただいてご料を出していただいてご料を出していただいてご料を出していただいてご尽尽尽尽力いただいていると力いただいていると力いただいていると力いただいていると感じ感じ感じ感じておりますので、このておりますので、このておりますので、このておりますので、この件件件件につきましてにつきましてにつきましてにつきまして

はははは感謝感謝感謝感謝いたしております。いたしております。いたしております。いたしております。

次次次次、２点目に入らせていただきます。、２点目に入らせていただきます。、２点目に入らせていただきます。、２点目に入らせていただきます。再生可再生可再生可再生可能能能能エエエエネネネネルギルギルギルギー関ー関ー関ー関連連連連のことですけれども、のことですけれども、のことですけれども、のことですけれども、脱脱脱脱

原発をめざす奈良県議会議員原発をめざす奈良県議会議員原発をめざす奈良県議会議員原発をめざす奈良県議会議員連盟連盟連盟連盟でででで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備の設設備の設設備の設設備の設置費置費置費置費用の用の用の用の補助拡充補助拡充補助拡充補助拡充をををを求求求求めためためためた

ところでありますが、今回１ところでありますが、今回１ところでありますが、今回１ところでありますが、今回１億億億億２２２２，，，，００００００００００００万円万円万円万円の予の予の予の予算算算算がつきまして、２がつきまして、２がつきまして、２がつきまして、２，，，，００００００００００００万円増額万円増額万円増額万円増額

しておりしておりしておりしており喜ん喜ん喜ん喜んでいるところでありますけれども、以でいるところでありますけれども、以でいるところでありますけれども、以でいるところでありますけれども、以前前前前は１は１は１は１件件件件１０１０１０１０万円万円万円万円だったかと思うのでだったかと思うのでだったかと思うのでだったかと思うので

すが、今回８すが、今回８すが、今回８すが、今回８万円万円万円万円になっておりますので、そこらあたりのになっておりますので、そこらあたりのになっておりますので、そこらあたりのになっておりますので、そこらあたりの根拠根拠根拠根拠を少しおを少しおを少しおを少し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。時時時時

間も間も間も間も迫迫迫迫っておりますので、質問はこれだけにしてっておりますので、質問はこれだけにしてっておりますので、質問はこれだけにしてっておりますので、質問はこれだけにして終わ終わ終わ終わりたいと思います。りたいと思います。りたいと思います。りたいと思います。

○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） 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につきましてにつきましてにつきましてにつきまして

は、は、は、は、景景景景観・観光観・観光観・観光観・観光局局局局のののの環境環境環境環境政策政策政策政策課課課課でででで所管所管所管所管しておりますが、経済労働委員会ではなく文しておりますが、経済労働委員会ではなく文しておりますが、経済労働委員会ではなく文しておりますが、経済労働委員会ではなく文教教教教くらくらくらくら

し委員会にし委員会にし委員会にし委員会に所属所属所属所属しているため、産業・雇用振興部がかしているため、産業・雇用振興部がかしているため、産業・雇用振興部がかしているため、産業・雇用振興部がかわわわわって回って回って回って回答答答答させていただきます。させていただきます。させていただきます。させていただきます。

平成２５年平成２５年平成２５年平成２５年度度度度におきまして、におきまして、におきまして、におきまして、多多多多くの県くの県くの県くの県民民民民の方の方の方の方 々々々々のののの太陽太陽太陽太陽光光光光パパパパネネネネルルルル設設設設置置置置にににに対対対対する関心のする関心のする関心のする関心の高高高高まままま

りとりとりとりと太陽太陽太陽太陽光光光光パパパパネネネネルルルルの設の設の設の設置置置置経経経経費費費費のののの市市市市場場場場価格価格価格価格のののの低下低下低下低下をををを踏踏踏踏まえ、まえ、まえ、まえ、募集件数募集件数募集件数募集件数を１を１を１を１，，，，００００００００００００件件件件から、から、から、から、

委員お委員お委員お委員お述述述述べのとおり１べのとおり１べのとおり１べのとおり１，，，，５００５００５００５００件件件件にににに拡拡拡拡大し、大し、大し、大し、補助額補助額補助額補助額を８を８を８を８万円万円万円万円とするとするとするとする形形形形でででで実実実実施していく予施していく予施していく予施していく予算算算算

要要要要求求求求になっております。になっております。になっております。になっております。

８８８８万円万円万円万円のののの根拠根拠根拠根拠といたしましては、県平といたしましては、県平といたしましては、県平といたしましては、県平均均均均３３３３キロワットキロワットキロワットキロワットの設備での設備での設備での設備で初期初期初期初期設備設備設備設備費費費費用が１５２用が１５２用が１５２用が１５２万万万万

４４４４，，，，００００００００００００円円円円のうのうのうのうちちちち、、、、エエエエネネネネルギルギルギルギーーーー庁庁庁庁からからからから受託受託受託受託をををを受受受受けたけたけたけた一般一般一般一般財財財財団法人太陽電池普及拡団法人太陽電池普及拡団法人太陽電池普及拡団法人太陽電池普及拡大大大大セセセセンンンン

タタタターからのーからのーからのーからの補助補助補助補助が９が９が９が９万円万円万円万円、１５年間の、１５年間の、１５年間の、１５年間の電気電気電気電気料料料料金金金金のののの節節節節約約約約額額額額が４５が４５が４５が４５万円万円万円万円、売、売、売、売電電電電収益が７２収益が７２収益が７２収益が７２万万万万２２２２，，，，

００００００００００００円円円円、、、、残残残残り２６り２６り２６り２６万万万万２２２２，，，，００００００００００００円円円円のうのうのうのうち市町村補助ち市町村補助ち市町村補助ち市町村補助の上の上の上の上限限限限１０１０１０１０万円万円万円万円をををを差差差差しししし引引引引いたいたいたいた額額額額１６１６１６１６

万万万万２２２２，，，，００００００００００００円円円円の約の約の約の約半分半分半分半分の８の８の８の８万円万円万円万円をををを積算積算積算積算したとしたとしたとしたと伺伺伺伺っております。以上でございます。っております。以上でございます。っております。以上でございます。っております。以上でございます。

○阪口委員○阪口委員○阪口委員○阪口委員 わわわわかりました。どうもありがとうございます。かりました。どうもありがとうございます。かりました。どうもありがとうございます。かりました。どうもありがとうございます。
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○松尾委員○松尾委員○松尾委員○松尾委員 数数数数点ご質問させていただきます。点ご質問させていただきます。点ご質問させていただきます。点ご質問させていただきます。

予予予予算算算算に関してですがに関してですがに関してですがに関してですが、、、、「「「「平成２５年平成２５年平成２５年平成２５年度一般度一般度一般度一般会会会会計特別計特別計特別計特別会会会会計計計計予予予予算算算算案の案の案の案の概概概概要、平成２４年要、平成２４年要、平成２４年要、平成２４年度一度一度一度一

般般般般会会会会計特別計特別計特別計特別会会会会計計計計２月２月２月２月補正補正補正補正予予予予算算算算案の案の案の案の概概概概要要要要」」」」の１８の１８の１８の１８ペペペペーーーージジジジ、、、、商工商工商工商工会会会会等等等等経営改善経営改善経営改善経営改善普及普及普及普及事業事業事業事業補助補助補助補助、、、、

例年大例年大例年大例年大体体体体１０１０１０１０億円余億円余億円余億円余しをしをしをしを商工商工商工商工会に会に会に会に補助金補助金補助金補助金を出していると思うのですが、私は経済労働委員を出していると思うのですが、私は経済労働委員を出していると思うのですが、私は経済労働委員を出していると思うのですが、私は経済労働委員

会５年目なので、会５年目なので、会５年目なので、会５年目なので、補助金補助金補助金補助金の方の方の方の方法法法法、、、、支支支支出の出の出の出の仕仕仕仕方が方が方が方が変わ変わ変わ変わってきたと思いながら見せていただいってきたと思いながら見せていただいってきたと思いながら見せていただいってきたと思いながら見せていただい

ていました。以ていました。以ていました。以ていました。以前前前前だったらだったらだったらだったら商工商工商工商工会に経営改善会に経営改善会に経営改善会に経営改善指指指指導などに導などに導などに導などに向向向向けたけたけたけた補助金補助金補助金補助金だったのが、だったのが、だったのが、だったのが、広広広広域域域域協協協協

議会議会議会議会等等等等を設を設を設を設置置置置して事業して事業して事業して事業費費費費のののの補助金補助金補助金補助金にという大きなにという大きなにという大きなにという大きな流流流流れにれにれにれに変わ変わ変わ変わっていっているのではないかっていっているのではないかっていっているのではないかっていっているのではないか

と思っているのですが、と思っているのですが、と思っているのですが、と思っているのですが、果果果果たしてこれからそういうたしてこれからそういうたしてこれからそういうたしてこれからそういう流流流流れにれにれにれに変わ変わ変わ変わっていくものかどうかおっていくものかどうかおっていくものかどうかおっていくものかどうかお伺伺伺伺

いをしたいです。いをしたいです。いをしたいです。いをしたいです。

個人個人個人個人的にですが、的にですが、的にですが、的にですが、商工商工商工商工会のある会のある会のある会のある役割役割役割役割とは、経営とは、経営とは、経営とは、経営指指指指導とか導とか導とか導とか税制税制税制税制のののの指指指指導とか、そういったも導とか、そういったも導とか、そういったも導とか、そういったも

のがのがのがのが本本本本来の来の来の来の商工商工商工商工会の目的だと思うのですが、どうやらもうイ会の目的だと思うのですが、どうやらもうイ会の目的だと思うのですが、どうやらもうイ会の目的だと思うのですが、どうやらもうイベベベベンンンントトトトしたり、少ないしたり、少ないしたり、少ないしたり、少ない商工商工商工商工会会会会

の方の方の方の方 々々々々のののの人数人数人数人数の中で地域におけるの中で地域におけるの中で地域におけるの中で地域における役割役割役割役割がががが非常非常非常非常に大きなものになってきて、に大きなものになってきて、に大きなものになってきて、に大きなものになってきて、本本本本来の業来の業来の業来の業務務務務になになになにな

かなか従事できてないようなかなか従事できてないようなかなか従事できてないようなかなか従事できてないような状況状況状況状況になってこないのかという心になってこないのかという心になってこないのかという心になってこないのかという心配配配配のもとに、１点おのもとに、１点おのもとに、１点おのもとに、１点お伺伺伺伺いをいをいをいを

したいと思います。したいと思います。したいと思います。したいと思います。

そして、そして、そして、そして、制度制度制度制度融融融融資資資資について。これはについて。これはについて。これはについて。これは本当本当本当本当にににに教教教教えていただきたいのですが、中小えていただきたいのですが、中小えていただきたいのですが、中小えていただきたいのですが、中小企企企企業の業の業の業の金金金金

融融融融対対対対策ですが、ことしも６００策ですが、ことしも６００策ですが、ことしも６００策ですが、ことしも６００億円億円億円億円の予の予の予の予算算算算組みはしていただいているのですが、組みはしていただいているのですが、組みはしていただいているのですが、組みはしていただいているのですが、素素素素人人人人のよのよのよのよ

うなうなうなうな話話話話ですが、６００ですが、６００ですが、６００ですが、６００億円億円億円億円を予を予を予を予算算算算にして県のおにして県のおにして県のおにして県のお金金金金をををを銀銀銀銀行行行行にににに預預預預けてけてけてけて銀銀銀銀行行行行が貸しているものなが貸しているものなが貸しているものなが貸しているものな

のか、県がのか、県がのか、県がのか、県が銀銀銀銀行行行行にににに任任任任せてせてせてせて銀銀銀銀行行行行のおのおのおのお金金金金でででで融融融融資資資資をしていただいているものなのか、そこをまをしていただいているものなのか、そこをまをしていただいているものなのか、そこをまをしていただいているものなのか、そこをまずずずず

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２６そして２６そして２６そして２６ペペペペーーーージジジジ、、、、木木木木質質質質ババババイイイイオオオオママママスススス実実実実証証証証実実実実験験験験事業、２事業、２事業、２事業、２，，，，８５３８５３８５３８５３万万万万７７７７，，，，００００００００００００円円円円をつけてをつけてをつけてをつけて

こういう事業をしていただくみたいですが、もう少しこういう事業をしていただくみたいですが、もう少しこういう事業をしていただくみたいですが、もう少しこういう事業をしていただくみたいですが、もう少し具体具体具体具体的に、予的に、予的に、予的に、予算算算算もついたことなので、もついたことなので、もついたことなので、もついたことなので、

大大大大体体体体どのどのどのどの辺辺辺辺でどういったことをやっていきたいのかをでどういったことをやっていきたいのかをでどういったことをやっていきたいのかをでどういったことをやっていきたいのか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。

そして５８そして５８そして５８そして５８ペペペペーーーージジジジ、林、林、林、林道整道整道整道整備事業、たくさ備事業、たくさ備事業、たくさ備事業、たくさんんんん林林林林道道道道をををを整整整整備していただいているとは思うの備していただいているとは思うの備していただいているとは思うの備していただいているとは思うの

ですが、ですが、ですが、ですが、全体全体全体全体のののの計計計計画画画画とか、とか、とか、とか、延延延延長がこれで長がこれで長がこれで長がこれで工期工期工期工期がこれだけでというような、がこれだけでというような、がこれだけでというような、がこれだけでというような、全体全体全体全体のののの延延延延長から長から長から長から

今年今年今年今年度度度度ここまで来ましたら、あとここまで来ましたら、あとここまで来ましたら、あとここまで来ましたら、あと残残残残りこれだけりこれだけりこれだけりこれだけ残残残残っていますと、大っていますと、大っていますと、大っていますと、大体体体体このこのこのこのぐぐぐぐらいの予らいの予らいの予らいの予算算算算とととと

このこのこのこのぐぐぐぐらいの日らいの日らいの日らいの日数数数数が必要ですというが必要ですというが必要ですというが必要ですという計計計計画画画画みたいなものを、またで結みたいなものを、またで結みたいなものを、またで結みたいなものを、またで結構構構構ですので出していたですので出していたですので出していたですので出していた

だけたらと思います。だけたらと思います。だけたらと思います。だけたらと思います。

そして、５９そして、５９そして、５９そして、５９ペペペペーーーージジジジ、、、、治治治治山事業。山事業。山事業。山事業。災害災害災害災害の部の部の部の部分分分分ともともともとも一一一一緒緒緒緒になると思うのですが、林になると思うのですが、林になると思うのですが、林になると思うのですが、林道道道道、ま、ま、ま、ま

たたたた道路道路道路道路、農地に、農地に、農地に、農地に比比比比べて、べて、べて、べて、治治治治山の場合、山の場合、山の場合、山の場合、着着着着手手手手率率率率がががが非常非常非常非常におくれているように思ってならないにおくれているように思ってならないにおくれているように思ってならないにおくれているように思ってならない

のですが、のですが、のですが、のですが、理理理理由由由由をををを教教教教えていただきたいと思っております。えていただきたいと思っております。えていただきたいと思っております。えていただきたいと思っております。
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災害災害災害災害の部の部の部の部分分分分以外の以外の以外の以外の治治治治山事業もあると思うのですが、き山事業もあると思うのですが、き山事業もあると思うのですが、き山事業もあると思うのですが、きょょょょうもうもうもうも毎毎毎毎日日日日新新新新聞聞聞聞の１の１の１の１面面面面かかかか何何何何かに、かに、かに、かに、

東東東東北北北北地方の地方の地方の地方の復復復復興のおくれが、公興のおくれが、公興のおくれが、公興のおくれが、公共共共共工工工工事が事が事が事が不不不不落落落落になっているというになっているというになっているというになっているという現現現現実実実実が出されていたのでが出されていたのでが出されていたのでが出されていたので

すが、すが、すが、すが、吉野吉野吉野吉野地域でも、どうも地域でも、どうも地域でも、どうも地域でも、どうも漏漏漏漏れれれれ聞聞聞聞いていましたら、公いていましたら、公いていましたら、公いていましたら、公共共共共事業が事業が事業が事業が不不不不落落落落というか、というか、というか、というか、応応応応札札札札いたいたいたいた

だけないようなだけないようなだけないようなだけないような工工工工事も出てきているようにも思うのですが、地事も出てきているようにも思うのですが、地事も出てきているようにも思うのですが、地事も出てきているようにも思うのですが、地元元元元のののの吉野吉野吉野吉野でいいましたら、でいいましたら、でいいましたら、でいいましたら、

結結結結構遊構遊構遊構遊んんんんでいるでいるでいるでいる土建屋土建屋土建屋土建屋ささささんんんんもたくさもたくさもたくさもたくさんんんんいるのです。だから、いるのです。だから、いるのです。だから、いるのです。だから、災害災害災害災害でででで忙忙忙忙しくてしくてしくてしくて手手手手がががが足足足足りないりないりないりない

ということがということがということがということが理理理理由由由由なのか、はたしてなのか、はたしてなのか、はたしてなのか、はたして単単単単価価価価がががが安安安安いことがいことがいことがいことが理理理理由由由由なのかよくなのかよくなのかよくなのかよくわわわわかりませかりませかりませかりませんんんんが、こが、こが、こが、こ

のままの入のままの入のままの入のままの入札札札札のののの制度制度制度制度でいったら、でいったら、でいったら、でいったら、本本本本来やるべきしなければいけない来やるべきしなければいけない来やるべきしなければいけない来やるべきしなければいけない工工工工事が事が事が事が不不不不落落落落になったり、になったり、になったり、になったり、

災害復旧災害復旧災害復旧災害復旧に関しておくれをとっていくことがあると思うので、そのに関しておくれをとっていくことがあると思うので、そのに関しておくれをとっていくことがあると思うので、そのに関しておくれをとっていくことがあると思うので、その辺辺辺辺、今は、今は、今は、今は答答答答えられなかえられなかえられなかえられなか

ったら結ったら結ったら結ったら結構構構構なので、なので、なので、なので、制度制度制度制度改改改改正正正正もももも踏踏踏踏まえて、まえて、まえて、まえて、速速速速やかにやかにやかにやかに工工工工事をしていっていただけるような事をしていっていただけるような事をしていっていただけるような事をしていっていただけるような体体体体

制制制制をつくっていただきたいと思っていますので、これも農林部長なり農林部をつくっていただきたいと思っていますので、これも農林部長なり農林部をつくっていただきたいと思っていますので、これも農林部長なり農林部をつくっていただきたいと思っていますので、これも農林部長なり農林部次次次次長なり、説長なり、説長なり、説長なり、説

明があったらお明があったらお明があったらお明があったらお聞聞聞聞かせを願えたらと思います。以上です。かせを願えたらと思います。以上です。かせを願えたらと思います。以上です。かせを願えたらと思います。以上です。

○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 私どもに私どもに私どもに私どもに数数数数点ご質問をいただきました。点ご質問をいただきました。点ご質問をいただきました。点ご質問をいただきました。

ままままずずずず１つ目が、１つ目が、１つ目が、１つ目が、商工商工商工商工会会会会等等等等経営改善経営改善経営改善経営改善普及普及普及普及事業事業事業事業補助補助補助補助についてです。このについてです。このについてです。このについてです。この補助金補助金補助金補助金は、は、は、は、基基基基本本本本的に的に的に的に

はははは商工商工商工商工会の経営会の経営会の経営会の経営指指指指導員、あるいは経営導員、あるいは経営導員、あるいは経営導員、あるいは経営支支支支援援援援員に員に員に員に対対対対して１して１して１して１人当人当人当人当たりたりたりたり幾幾幾幾らというらというらというらという補助補助補助補助単単単単価価価価がごがごがごがご

ざいまして、それにざいまして、それにざいまして、それにざいまして、それに人数人数人数人数をををを掛掛掛掛けたけたけたけた分分分分をををを基基基基本本本本的には的には的には的には商工商工商工商工会へ会へ会へ会へ補助補助補助補助をさせていただいておりまをさせていただいておりまをさせていただいておりまをさせていただいておりま

す。す。す。す。

今、委員がおっし今、委員がおっし今、委員がおっし今、委員がおっしゃゃゃゃったイったイったイったイベベベベンンンントトトトとかにとかにとかにとかに使わ使わ使わ使われるという意れるという意れるという意れるという意味味味味では、例えばでは、例えばでは、例えばでは、例えば商工商工商工商工会とかが会とかが会とかが会とかが

地域地域地域地域活性活性活性活性化のイ化のイ化のイ化のイベベベベンンンントトトトなどをするときに、このなどをするときに、このなどをするときに、このなどをするときに、この補助金補助金補助金補助金が入ることはが入ることはが入ることはが入ることは基基基基本本本本的にはございませ的にはございませ的にはございませ的にはございませ

んんんん。。。。青青青青年部の年部の年部の年部の活活活活動動動動資金資金資金資金とかでとかでとかでとかで若若若若干干干干あるのですけれども、大きい意あるのですけれども、大きい意あるのですけれども、大きい意あるのですけれども、大きい意味味味味ではこれはではこれはではこれはではこれは商工商工商工商工会の経会の経会の経会の経

営営営営指指指指導など、導など、導など、導など、本本本本来の来の来の来の活活活活動動動動をををを支支支支援援援援する目的のする目的のする目的のする目的の補助金補助金補助金補助金であります。であります。であります。であります。

それと、２点目がそれと、２点目がそれと、２点目がそれと、２点目が制度制度制度制度融融融融資資資資のののの仕仕仕仕組みということですけれども、組みということですけれども、組みということですけれども、組みということですけれども、制度制度制度制度融融融融資資資資は大きくは大きくは大きくは大きく利利利利子子子子補補補補

給給給給なり県のなり県のなり県のなり県の預預預預託託託託と県のと県のと県のと県の信信信信用保用保用保用保証証証証制度制度制度制度を組み合を組み合を組み合を組み合わわわわせたものをせたものをせたものをせたものを制度制度制度制度融融融融資資資資と言っております。奈と言っております。奈と言っております。奈と言っております。奈

良県の場合、良県の場合、良県の場合、良県の場合、利利利利子子子子補補補補給給給給方方方方式式式式をとっておりまして、６００をとっておりまして、６００をとっておりまして、６００をとっておりまして、６００億円億円億円億円はその貸はその貸はその貸はその貸付枠付枠付枠付枠で、この６００で、この６００で、この６００で、この６００

億円億円億円億円をををを実実実実際借際借際借際借りたときに中小りたときに中小りたときに中小りたときに中小企企企企業業業業者者者者の方がの方がの方がの方が銀銀銀銀行行行行にににに支支支支払払払払わわわわなければいけないなければいけないなければいけないなければいけない金利金利金利金利のののの一一一一部を部を部を部を補補補補

助助助助するというするというするというするという形形形形、、、、ププププララララスススス、、、、信信信信用保用保用保用保証証証証協協協協会に会に会に会に支支支支払払払払う保う保う保う保証証証証料の料の料の料の一一一一部を部を部を部を補助補助補助補助するというするというするというするという形形形形をとっをとっをとっをとっ

ております。以上でございます。ております。以上でございます。ております。以上でございます。ております。以上でございます。

○岡野奈良の木ブランド課長○岡野奈良の木ブランド課長○岡野奈良の木ブランド課長○岡野奈良の木ブランド課長 木木木木質質質質ババババイイイイオオオオママママススススのののの実実実実証証証証実実実実験験験験についておについておについておについてお答答答答えをさせていただえをさせていただえをさせていただえをさせていただ

きます。きます。きます。きます。

木木木木質質質質ババババイイイイオオオオママママススススのののの利活利活利活利活用につきましては、林地用につきましては、林地用につきましては、林地用につきましては、林地内内内内のののの残残残残材材材材のののの有効利有効利有効利有効利用、用、用、用、再生可再生可再生可再生可能能能能エエエエネネネネルギルギルギルギ

ーとしてーとしてーとしてーとして活活活活用できるということで、県としても用できるということで、県としても用できるということで、県としても用できるということで、県としても重重重重要な取り組みであるという要な取り組みであるという要な取り組みであるという要な取り組みであるという認識認識認識認識のもとのもとのもとのもと進進進進
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めております。平成２４年めております。平成２４年めております。平成２４年めております。平成２４年度度度度におきましては、奈良県のにおきましては、奈良県のにおきましては、奈良県のにおきましては、奈良県の実実実実情情情情に合ったどのようなに合ったどのようなに合ったどのようなに合ったどのような利活利活利活利活用の用の用の用の

方策があるのかを方策があるのかを方策があるのかを方策があるのかを調調調調査査査査検討しておる検討しておる検討しておる検討しておる段階段階段階段階でございまして、でございまして、でございまして、でございまして、具体具体具体具体的には的には的には的には未未未未利利利利用用用用木材木材木材木材のののの現現現現状状状状のののの

把握把握把握把握ですとか、ですとか、ですとか、ですとか、搬搬搬搬出出出出コスコスコスコストトトト、、、、採採採採算性算性算性算性のののの試試試試算算算算、、、、市町村市町村市町村市町村ののののニニニニーーーーズズズズなどを検討しておるというこなどを検討しておるというこなどを検討しておるというこなどを検討しておるというこ

とでございます。とでございます。とでございます。とでございます。木木木木質質質質ババババイイイイオオオオママママススススのののの利活利活利活利活用を用を用を用を継続継続継続継続的にやっていくためには、的にやっていくためには、的にやっていくためには、的にやっていくためには、採採採採算性算性算性算性のののの確確確確保保保保

がががが重重重重要な要な要な要な課題課題課題課題になろうかと思いますけれども、今年になろうかと思いますけれども、今年になろうかと思いますけれども、今年になろうかと思いますけれども、今年度度度度の検討の中で、の検討の中で、の検討の中で、の検討の中で、採採採採算性算性算性算性のののの向向向向上に上に上に上に向向向向けけけけ

ては原料ては原料ては原料ては原料木材木材木材木材のののの搬搬搬搬出における出における出における出におけるコスコスコスコストトトトのののの低低低低減ですとか、減ですとか、減ですとか、減ですとか、ババババイイイイオオオオママママス製造ス製造ス製造ス製造のののの効効効効率率率率化といったと化といったと化といったと化といったと

ころのころのころのころの課題課題課題課題が明らかになってきたところでございます。が明らかになってきたところでございます。が明らかになってきたところでございます。が明らかになってきたところでございます。

委員からのご質問にありました委員からのご質問にありました委員からのご質問にありました委員からのご質問にありました実実実実証証証証実実実実験験験験でございますけれども、このため、でございますけれども、このため、でございますけれども、このため、でございますけれども、このため、新新新新年年年年度度度度におにおにおにお

きましてはきましてはきましてはきましては木木木木質質質質ババババイイイイオオオオママママススススのののの製造製造製造製造及び利及び利及び利及び利用に係る用に係る用に係る用に係る実実実実証証証証実実実実験験験験をやっていきたいと思っておりをやっていきたいと思っておりをやっていきたいと思っておりをやっていきたいと思っており

ます。ます。ます。ます。

具体具体具体具体的に的に的に的に申申申申し上げますと、県営林での間し上げますと、県営林での間し上げますと、県営林での間し上げますと、県営林での間伐材搬伐材搬伐材搬伐材搬出に関しましての出に関しましての出に関しましての出に関しましての低低低低コスコスコスコストトトト化ですとか、化ですとか、化ですとか、化ですとか、

移動移動移動移動用の機用の機用の機用の機械械械械をををを持持持持ってきて原ってきて原ってきて原ってきて原木木木木のののの搬搬搬搬出地出地出地出地付付付付近近近近でどのようなでどのようなでどのようなでどのような効効効効率率率率的な的な的な的な製造製造製造製造ができるのかと、ができるのかと、ができるのかと、ができるのかと、

また、県また、県また、県また、県有有有有施設施設施設施設等等等等でででで熱熱熱熱利利利利用を用を用を用を図図図図りましてりましてりましてりまして利利利利用用用用側側側側からのからのからのからの効効効効率率率率性性性性の検の検の検の検証証証証といったものをといったものをといったものをといったものを実実実実証証証証実実実実

験験験験の中でやっていきたいと思っております。あの中でやっていきたいと思っております。あの中でやっていきたいと思っております。あの中でやっていきたいと思っております。あわわわわせまして、これらのせまして、これらのせまして、これらのせまして、これらのデデデデーーーータタタタにつきましてにつきましてにつきましてにつきまして

は公は公は公は公表表表表もしていきますし、もしていきますし、もしていきますし、もしていきますし、市町村並び市町村並び市町村並び市町村並びに関係機関において説明会などもに関係機関において説明会などもに関係機関において説明会などもに関係機関において説明会なども開催開催開催開催していくと、していくと、していくと、していくと、

このような取り組みを平成２５年このような取り組みを平成２５年このような取り組みを平成２５年このような取り組みを平成２５年度度度度でででで進進進進めていきたいと考えております。以上でございまめていきたいと考えております。以上でございまめていきたいと考えております。以上でございまめていきたいと考えております。以上でございま

す。す。す。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） 林林林林道整道整道整道整備の備の備の備の全体計全体計全体計全体計画画画画のおのおのおのお話話話話でごでごでごでご

ざいます。今、ざいます。今、ざいます。今、ざいます。今、手元手元手元手元にににに資資資資料を料を料を料を持持持持っておりませっておりませっておりませっておりませんんんんので、ご説明に上がりたいと思います。県ので、ご説明に上がりたいと思います。県ので、ご説明に上がりたいと思います。県ので、ご説明に上がりたいと思います。県

営でやっています営でやっています営でやっています営でやっています那知那知那知那知合合合合永永永永井井井井線線線線は平成２５年６月で県営部は平成２５年６月で県営部は平成２５年６月で県営部は平成２５年６月で県営部分分分分がががが終わ終わ終わ終わって、あとはって、あとはって、あとはって、あとは村村村村のののの舗装舗装舗装舗装

でででで連連連連結、結、結、結、供供供供用用用用開開開開始始始始と考えています。ほかにもございますので、と考えています。ほかにもございますので、と考えています。ほかにもございますので、と考えています。ほかにもございますので、後後後後でご説明に上がりたいとでご説明に上がりたいとでご説明に上がりたいとでご説明に上がりたいと

思います。思います。思います。思います。

それから、それから、それから、それから、治治治治山事業の山事業の山事業の山事業の着着着着手手手手率率率率がががが低低低低いというおいというおいというおいというお話話話話がございました。がございました。がございました。がございました。治治治治山事業の山事業の山事業の山事業の現現現現場につき場につき場につき場につき

ましては林ましては林ましては林ましては林道道道道の奥でありますとかの奥でありますとかの奥でありますとかの奥でありますとか村村村村道道道道の奥でありますとか、そこのの奥でありますとか、そこのの奥でありますとか、そこのの奥でありますとか、そこの現現現現場に場に場に場に行行行行くまでのくまでのくまでのくまでの道道道道中中中中

がががが被災被災被災被災しておって、そこをなおさないとなかなかしておって、そこをなおさないとなかなかしておって、そこをなおさないとなかなかしておって、そこをなおさないとなかなか現現現現場に場に場に場に行行行行けないというけないというけないというけないという現現現現場も場も場も場も多々多々多々多々ございございございござい

ます。それから、ます。それから、ます。それから、ます。それから、当当当当然然然然のことながら、用地ののことながら、用地ののことながら、用地ののことながら、用地の使使使使用問用問用問用問題題題題などもございます。などもございます。などもございます。などもございます。現現現現場へたどり場へたどり場へたどり場へたどり着着着着

けないというのが、けないというのが、けないというのが、けないというのが、一一一一つ大きな原因として考えられると思います。例えばつ大きな原因として考えられると思います。例えばつ大きな原因として考えられると思います。例えばつ大きな原因として考えられると思います。例えば手前手前手前手前のののの村村村村道道道道のののの工工工工

事が事が事が事が終わ終わ終わ終わらないとらないとらないとらないと現現現現場に場に場に場に行行行行けないからけないからけないからけないから村村村村道道道道工工工工事の事の事の事の完了完了完了完了をををを待待待待っているとか、林っているとか、林っているとか、林っているとか、林道道道道もそうなのもそうなのもそうなのもそうなの

ですが、そういうですが、そういうですが、そういうですが、そういう現現現現場があることは事場があることは事場があることは事場があることは事実実実実でございます。私からは以上でございます。でございます。私からは以上でございます。でございます。私からは以上でございます。でございます。私からは以上でございます。

○福谷農林部次長（企画管理室長事務取扱）○福谷農林部次長（企画管理室長事務取扱）○福谷農林部次長（企画管理室長事務取扱）○福谷農林部次長（企画管理室長事務取扱） 委員から、最委員から、最委員から、最委員から、最後後後後に入に入に入に入札札札札のののの制度制度制度制度の関係についの関係についの関係についの関係につい
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てのご質問がございました。てのご質問がございました。てのご質問がございました。てのご質問がございました。

今今今今現在現在現在現在、県における入、県における入、県における入、県における入札札札札のののの制度制度制度制度についてはについてはについてはについては土木土木土木土木部を中心として、その部を中心として、その部を中心として、その部を中心として、その制度制度制度制度のののの運運運運用なり検用なり検用なり検用なり検

討を、討を、討を、討を、当当当当然然然然農林部も入った農林部も入った農林部も入った農林部も入った形形形形の中でされているのがの中でされているのがの中でされているのがの中でされているのが実実実実情情情情でございます。でございます。でございます。でございます。

ですから、いですから、いですから、いですから、いずずずずれにいたしましても、れにいたしましても、れにいたしましても、れにいたしましても、現現現現行制度行制度行制度行制度での問での問での問での問題題題題点、ご点、ご点、ご点、ご指指指指摘摘摘摘のありました点も含のありました点も含のありました点も含のありました点も含

めまして、めまして、めまして、めまして、十分十分十分十分農林部としても検討を農林部としても検討を農林部としても検討を農林部としても検討を重重重重ねねねねて、て、て、て、土木土木土木土木部とも部とも部とも部とも協協協協議をして議をして議をして議をして対応対応対応対応をしていきたいをしていきたいをしていきたいをしていきたい

と、と、と、と、研究研究研究研究をさせていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。をさせていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。をさせていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。をさせていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。

○松尾委員○松尾委員○松尾委員○松尾委員 ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。

制度制度制度制度融融融融資資資資のののの件件件件ですが、そういうことだろうとですが、そういうことだろうとですが、そういうことだろうとですが、そういうことだろうとわわわわかっていたのですが、かっていたのですが、かっていたのですが、かっていたのですが、利利利利子子子子補補補補給給給給とかとかとかとか信信信信用用用用

保保保保証証証証協協協協会の保会の保会の保会の保証証証証料の料の料の料の一一一一部を部を部を部を補助補助補助補助、すべての、すべての、すべての、すべての銀銀銀銀行行行行で県ので県ので県ので県の制度制度制度制度に関してに関してに関してに関して当当当当てはまっていないのてはまっていないのてはまっていないのてはまっていないの

です。です。です。です。都都都都市市市市銀銀銀銀行行行行、また地方、また地方、また地方、また地方銀銀銀銀行行行行のののの南都銀南都銀南都銀南都銀行行行行、名、名、名、名前前前前を出していいのかを出していいのかを出していいのかを出していいのか悪悪悪悪いのかいのかいのかいのかわわわわかりませかりませかりませかりませんんんん

が、などで、ほかの地方のが、などで、ほかの地方のが、などで、ほかの地方のが、などで、ほかの地方の銀銀銀銀行行行行はははは制度制度制度制度にのらないのです。そのにのらないのです。そのにのらないのです。そのにのらないのです。その融融融融資制度資制度資制度資制度をををを適適適適用できない用できない用できない用できない銀銀銀銀

行行行行があるのです。今、があるのです。今、があるのです。今、があるのです。今、吉野吉野吉野吉野地域の地域の地域の地域の状況状況状況状況を言いますとを言いますとを言いますとを言いますと南都銀南都銀南都銀南都銀行行行行があるのですが、があるのですが、があるのですが、があるのですが、吉野郡吉野郡吉野郡吉野郡下市下市下市下市

町町町町に中に中に中に中京銀京銀京銀京銀行行行行がありまして、これが２年がありまして、これが２年がありまして、これが２年がありまして、これが２年ぐぐぐぐらいらいらいらい前前前前にににに桜桜桜桜井井井井支支支支店店店店にににに統統統統合になりまして合になりまして合になりまして合になりまして吉野郡吉野郡吉野郡吉野郡かかかか

らららら撤退撤退撤退撤退された。今、された。今、された。今、された。今、ＡＴＭＡＴＭＡＴＭＡＴＭだけだけだけだけ残残残残っているのですが、っているのですが、っているのですが、っているのですが、吉野郡吉野郡吉野郡吉野郡大大大大淀淀淀淀町町町町に奈良に奈良に奈良に奈良銀銀銀銀行行行行からりそなからりそなからりそなからりそな

銀銀銀銀行行行行にににに統統統統合して、りそな合して、りそな合して、りそな合して、りそな銀銀銀銀行行行行出出出出張張張張所所所所みたいなみたいなみたいなみたいな形形形形でででで残残残残っているのですが、このりそなっているのですが、このりそなっているのですが、このりそなっているのですが、このりそな銀銀銀銀行行行行のののの

融融融融資資資資はははは橿橿橿橿原原原原支支支支店店店店でやっているのです。で、でやっているのです。で、でやっているのです。で、でやっているのです。で、吉野郡吉野郡吉野郡吉野郡の中小の中小の中小の中小企企企企業に関してお業に関してお業に関してお業に関してお金金金金をををを融融融融資資資資していたしていたしていたしていた

だこうと思ったら、今おのだこうと思ったら、今おのだこうと思ったら、今おのだこうと思ったら、今おのずずずずとととと南都銀南都銀南都銀南都銀行行行行しかしかしかしか選選選選択肢択肢択肢択肢がなくなるのです。がなくなるのです。がなくなるのです。がなくなるのです。低利低利低利低利の上に、今出の上に、今出の上に、今出の上に、今出

ているているているている利利利利子の上に子の上に子の上に子の上に銀銀銀銀行金利行金利行金利行金利がつくのです。それで中小がつくのです。それで中小がつくのです。それで中小がつくのです。それで中小企企企企業が業が業が業が借借借借りているのですりているのですりているのですりているのですねねねね、こうい、こうい、こうい、こうい

うことですようことですようことですようことですよねねねね。。。。

（発言する（発言する（発言する（発言する者者者者あり）あり）あり）あり）

ちちちちがうの。そうしたら、これが、もうがうの。そうしたら、これが、もうがうの。そうしたら、これが、もうがうの。そうしたら、これが、もう銀銀銀銀行行行行のののの金利金利金利金利が入っているのですが入っているのですが入っているのですが入っているのですねねねね。。。。

そうしたら、そうしたら、そうしたら、そうしたら、銀銀銀銀行行行行のののの金利金利金利金利が、もが、もが、もが、もちちちちろろろろんんんんそのそのそのその金額金額金額金額によっても、によっても、によっても、によっても、銀銀銀銀行行行行のののの対対対対企企企企業に業に業に業に対対対対するランするランするランするラン

ククククによってもによってもによってもによっても金利金利金利金利がががが変わ変わ変わ変わってくると思うのです。例えば、ってくると思うのです。例えば、ってくると思うのです。例えば、ってくると思うのです。例えば、選選選選択肢択肢択肢択肢があれば、があれば、があれば、があれば、借借借借りるりるりるりる側側側側もいもいもいもい

ろいろなろいろなろいろなろいろな銀銀銀銀行行行行とととと駆駆駆駆けけけけ引引引引きしてきしてきしてきして金利金利金利金利のののの安安安安い方で、少しでもい方で、少しでもい方で、少しでもい方で、少しでも安安安安いところでいところでいところでいところで借借借借りたいというようりたいというようりたいというようりたいというよう

に、に、に、に、選選選選択肢択肢択肢択肢があればいけるのですが、があればいけるのですが、があればいけるのですが、があればいけるのですが、吉野郡吉野郡吉野郡吉野郡の場合はの場合はの場合はの場合は選選選選択肢択肢択肢択肢がないがないがないがないわわわわけです。けです。けです。けです。南都銀南都銀南都銀南都銀行行行行がががが

２２２２．．．．５５５５％％％％ですよといったら、ですよといったら、ですよといったら、ですよといったら、信信信信用保用保用保用保証証証証協協協協会の保会の保会の保会の保証証証証をもらっても、もうをもらっても、もうをもらっても、もうをもらっても、もう違違違違うううう銀銀銀銀行行行行にはにはにはには行行行行けなけなけなけな

いのです。こいのです。こいのです。こいのです。こんんんんなななな状況状況状況状況になっているので、例えば中になっているので、例えば中になっているので、例えば中になっているので、例えば中京銀京銀京銀京銀行行行行はまだまだそこにはまだまだそこにはまだまだそこにはまだまだそこに残残残残っていますっていますっていますっています

が、今までが、今までが、今までが、今まで吉野郡吉野郡吉野郡吉野郡下市町下市町下市町下市町でやってきたでやってきたでやってきたでやってきた基盤基盤基盤基盤もあって、もあって、もあって、もあって、吉野吉野吉野吉野町町町町や大や大や大や大淀淀淀淀町町町町のののの顧顧顧顧客客客客もたくさもたくさもたくさもたくさん持ん持ん持ん持

っていて、そっていて、そっていて、そっていて、そんんんんなところにも県のなところにも県のなところにも県のなところにも県の制度制度制度制度融融融融資資資資のののの枠枠枠枠をつけるようなことをしていっていただきをつけるようなことをしていっていただきをつけるようなことをしていっていただきをつけるようなことをしていっていただき

たいと思っているのです。たいと思っているのです。たいと思っているのです。たいと思っているのです。
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聞聞聞聞くくくく範囲範囲範囲範囲ですが、私もおですが、私もおですが、私もおですが、私もお金金金金をををを借借借借りていますが、りていますが、りていますが、りていますが、非常非常非常非常にににに高高高高いいいい金利金利金利金利だと思うのです。だと思うのです。だと思うのです。だと思うのです。橿橿橿橿原原原原市市市市

でででで借借借借りているりているりているりている人人人人からからからから聞聞聞聞くくくく金利金利金利金利と、かなりと、かなりと、かなりと、かなり吉野郡吉野郡吉野郡吉野郡はははは高高高高いようになっているいようになっているいようになっているいようになっている気気気気がして、がして、がして、がして、実実実実際際際際に、に、に、に、

そういうことがそういうことがそういうことがそういうことが起起起起こっていますし、またこっていますし、またこっていますし、またこっていますし、また調調調調べておいていただきたいと思います。べておいていただきたいと思います。べておいていただきたいと思います。べておいていただきたいと思います。

そして、そして、そして、そして、福谷福谷福谷福谷農林部農林部農林部農林部次次次次長、長、長、長、土木土木土木土木部中心の部中心の部中心の部中心の制度制度制度制度というのはよくというのはよくというのはよくというのはよくわわわわかるのです。公かるのです。公かるのです。公かるのです。公共共共共工工工工事事事事契契契契

約約約約課課課課ができてができてができてができて制度制度制度制度をををを一本一本一本一本にしてやっていこうと、あくまでもにしてやっていこうと、あくまでもにしてやっていこうと、あくまでもにしてやっていこうと、あくまでも土木土木土木土木部の中の部の中の部の中の部の中の一一一一つの組つの組つの組つの組織織織織であであであであ

りますから、例えば、今、委員長にもりますから、例えば、今、委員長にもりますから、例えば、今、委員長にもりますから、例えば、今、委員長にも聞聞聞聞いておいていただいたらいいが、この委員会で農いておいていただいたらいいが、この委員会で農いておいていただいたらいいが、この委員会で農いておいていただいたらいいが、この委員会で農

林部の林部の林部の林部の工工工工事予事予事予事予算算算算もももも承認承認承認承認するするするするわわわわけなのです、けなのです、けなのです、けなのです、審審審審議する議する議する議するわわわわけです。そこに入けです。そこに入けです。そこに入けです。そこに入札札札札のことはのことはのことはのことは土木土木土木土木部部部部

ですと、公ですと、公ですと、公ですと、公共共共共工工工工事事事事契契契契約約約約課課課課ですと、それならここに来といてもらですと、それならここに来といてもらですと、それならここに来といてもらですと、それならここに来といてもらわわわわなあかなあかなあかなあかんんんんと思うので、そと思うので、そと思うので、そと思うので、そ

のののの辺辺辺辺のののの制度制度制度制度、、、、本当本当本当本当に県に県に県に県庁一本庁一本庁一本庁一本になって１つのになって１つのになって１つのになって１つの箇箇箇箇所所所所でやっていただくのだったらまたいいとでやっていただくのだったらまたいいとでやっていただくのだったらまたいいとでやっていただくのだったらまたいいと

は思うのですが、今は思うのですが、今は思うのですが、今は思うのですが、今後後後後のこともありますので、そののこともありますので、そののこともありますので、そののこともありますので、その辺辺辺辺、農林部から問、農林部から問、農林部から問、農林部から問題題題題を提を提を提を提起起起起していただしていただしていただしていただ

いて改いて改いて改いて改正正正正していただけたらと思っておりますので、よろしくお願いします。もうよろしいしていただけたらと思っておりますので、よろしくお願いします。もうよろしいしていただけたらと思っておりますので、よろしくお願いします。もうよろしいしていただけたらと思っておりますので、よろしくお願いします。もうよろしい

ですので。どうですので。どうですので。どうですので。どうぞぞぞぞ、、、、答答答答えてください。えてください。えてください。えてください。

○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 制度制度制度制度融融融融資資資資の取の取の取の取扱扱扱扱金金金金融融融融機関の問機関の問機関の問機関の問題題題題にもなるかと思うのですけれども、にもなるかと思うのですけれども、にもなるかと思うのですけれども、にもなるかと思うのですけれども、

委員おっし委員おっし委員おっし委員おっしゃゃゃゃるように、奈良県の場合、取るように、奈良県の場合、取るように、奈良県の場合、取るように、奈良県の場合、取扱扱扱扱金金金金融融融融機関が地機関が地機関が地機関が地元金元金元金元金融融融融機関ということで、そう機関ということで、そう機関ということで、そう機関ということで、そう

いう意いう意いう意いう意味味味味では、では、では、では、メガバメガバメガバメガバンンンンククククと言と言と言と言わわわわれているれているれているれている都都都都市市市市銀銀銀銀行行行行はははは制度制度制度制度融融融融資資資資の取の取の取の取扱扱扱扱金金金金融融融融機関には入って機関には入って機関には入って機関には入って

はおりませはおりませはおりませはおりませんんんん。ただ、例えば。ただ、例えば。ただ、例えば。ただ、例えば、、、、「「「「平成２５年平成２５年平成２５年平成２５年度一般度一般度一般度一般会会会会計特別計特別計特別計特別会会会会計計計計予予予予算算算算案の案の案の案の概概概概要、平成２４要、平成２４要、平成２４要、平成２４

年年年年度一般度一般度一般度一般会会会会計特別計特別計特別計特別会会会会計計計計２月２月２月２月補正補正補正補正予予予予算算算算案の案の案の案の概概概概要要要要」」」」２２２２２２２２ペペペペーーーージジジジにあるにあるにあるにある新新新新たに設けましたたに設けましたたに設けましたたに設けましたチチチチャレャレャレャレ

ンンンンジ応ジ応ジ応ジ応援援援援資金資金資金資金でしたら、でしたら、でしたら、でしたら、新規新規新規新規事業で設けた事業で設けた事業で設けた事業で設けた制度制度制度制度ですけれども、１ですけれども、１ですけれども、１ですけれども、１．．．．５７５５７５５７５５７５％％％％というというというという金利金利金利金利をををを

設定しております。これは設定しております。これは設定しております。これは設定しております。これは新新新新たにたにたにたに借借借借りたいというりたいというりたいというりたいという吉野吉野吉野吉野町町町町の事業の事業の事業の事業者者者者の方が、の方が、の方が、の方が、吉野吉野吉野吉野町町町町の取の取の取の取扱扱扱扱金金金金

融融融融機関へ機関へ機関へ機関へ行行行行けば、これはけば、これはけば、これはけば、これは金利金利金利金利交渉交渉交渉交渉とかそういうとかそういうとかそういうとかそういう余余余余地ではなくて、これはもうこの地ではなくて、これはもうこの地ではなくて、これはもうこの地ではなくて、これはもうこの金利金利金利金利でででで借借借借

りていただくことになっておりますので、りていただくことになっておりますので、りていただくことになっておりますので、りていただくことになっておりますので、橿橿橿橿原原原原市市市市でででで借借借借りるからりるからりるからりるから安安安安い、い、い、い、吉野郡吉野郡吉野郡吉野郡だからだからだからだから高高高高いといといといと

いうのは、このいうのは、このいうのは、このいうのは、この資金資金資金資金についてはそういうことはないはについてはそういうことはないはについてはそういうことはないはについてはそういうことはないはずずずずでございます。でございます。でございます。でございます。

○松尾委員○松尾委員○松尾委員○松尾委員 何何何何回にもなってごめ回にもなってごめ回にもなってごめ回にもなってごめんんんんなさい。なさい。なさい。なさい。終わ終わ終わ終わろうと思ったのですが、ろうと思ったのですが、ろうと思ったのですが、ろうと思ったのですが、答答答答えてくれたかえてくれたかえてくれたかえてくれたか

ら。ら。ら。ら。

これこれこれこれねねねね、、、、絶絶絶絶対対対対そうなっていないと思う。例えばそうなっていないと思う。例えばそうなっていないと思う。例えばそうなっていないと思う。例えばセセセセーーーーフティフティフティフティネネネネット対ット対ット対ット対策策策策基基基基金金金金とか１とか１とか１とか１．．．．８３８３８３８３

５５５５％％％％になっていますが、になっていますが、になっていますが、になっていますが、セセセセーーーーフティフティフティフティーネーネーネーネットットットットのののの制度制度制度制度でででで借借借借りたりたりたりた人全人全人全人全員この員この員この員この金額金額金額金額ではないでしではないでしではないでしではないでし

ょょょょ。。。。（発言する（発言する（発言する（発言する者者者者あり）あり）あり）あり）全全全全員ですか。員ですか。員ですか。員ですか。

（（（（「「「「このこのこのこの制度制度制度制度融融融融資資資資でででで借借借借りた方はそうですりた方はそうですりた方はそうですりた方はそうです」」」」とととと呼ぶ呼ぶ呼ぶ呼ぶ者者者者あり）あり）あり）あり）

ここにここにここにここに別別別別に、に、に、に、銀銀銀銀行金利行金利行金利行金利がががが乗乗乗乗らないの。らないの。らないの。らないの。

○浪越産業・雇用振興部長○浪越産業・雇用振興部長○浪越産業・雇用振興部長○浪越産業・雇用振興部長 そもそもそもそもそもそもそもそも制度制度制度制度融融融融資資資資の場合、もともとの場合、もともとの場合、もともとの場合、もともと預預預預託託託託方方方方式式式式でででで何何何何とかやってとかやってとかやってとかやって
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きたきたきたきたわわわわけで、けで、けで、けで、銀銀銀銀行行行行側側側側と県と県と県と県側側側側がががが一一一一定の定の定の定の資金資金資金資金をををを受受受受けてきて、それでけてきて、それでけてきて、それでけてきて、それで金利金利金利金利をををを下下下下げることでやってげることでやってげることでやってげることでやって

きたきたきたきたわわわわけです。今、けです。今、けです。今、けです。今、利利利利子子子子補補補補給給給給方方方方式式式式ですので、県がですので、県がですので、県がですので、県が負負負負担担担担する原する原する原する原資資資資の見合いの見合いの見合いの見合い分分分分をををを利利利利率率率率をををを下下下下げるげるげるげる

ベベベベーーーーススススによってによってによってによって負負負負担担担担をするをするをするをする形形形形になります。になります。になります。になります。制度制度制度制度融融融融資資資資の場合、の場合、の場合、の場合、基準基準基準基準金利金利金利金利をまをまをまをまずずずず議論をいたし議論をいたし議論をいたし議論をいたし

まして、このまして、このまして、このまして、この基準基準基準基準金利金利金利金利からどれだけからどれだけからどれだけからどれだけ下下下下げるかというところにげるかというところにげるかというところにげるかというところに決決決決めております。だから、こめております。だから、こめております。だから、こめております。だから、こ

のののの制度制度制度制度融融融融資資資資に参加していただいているに参加していただいているに参加していただいているに参加していただいている金金金金融融融融機関の場合は、機関の場合は、機関の場合は、機関の場合は、基準基準基準基準金利金利金利金利ののののベベベベーーーーススススからどれだけからどれだけからどれだけからどれだけ

制度制度制度制度としてとしてとしてとして下下下下げるかというげるかというげるかというげるかという仕仕仕仕組みになっていますので、組みになっていますので、組みになっていますので、組みになっていますので、基基基基本本本本的にはこの的にはこの的にはこの的にはこの制度制度制度制度で取りで取りで取りで取り扱扱扱扱ってってってって

いるいるいるいる銀銀銀銀行行行行の場合、このの場合、このの場合、このの場合、この制度制度制度制度融融融融資資資資をををを使わ使わ使わ使われるとれるとれるとれると同じ金利同じ金利同じ金利同じ金利で貸しで貸しで貸しで貸し付付付付けされることになります。けされることになります。けされることになります。けされることになります。

ただ、ただ、ただ、ただ、昨昨昨昨今、今、今、今、所所所所定定定定金利金利金利金利だとかいうだとかいうだとかいうだとかいう形形形形でででで制度制度制度制度的に導入した的に導入した的に導入した的に導入した資金資金資金資金もありますので、そういっもありますので、そういっもありますので、そういっもありますので、そういっ

た部た部た部た部分分分分もももも資金資金資金資金のののの種類種類種類種類によってはによってはによってはによっては所所所所定定定定金利金利金利金利でやっている場合もありますけれども、原でやっている場合もありますけれども、原でやっている場合もありますけれども、原でやっている場合もありますけれども、原則則則則としとしとしとし

てはてはてはては制度制度制度制度融融融融資資資資の中からでの中からでの中からでの中からで乗乗乗乗っかっているっかっているっかっているっかっている分分分分はははは基準基準基準基準のののの金利金利金利金利からからからから下下下下げたげたげたげた利利利利率率率率でででで金金金金融融融融機関がお取機関がお取機関がお取機関がお取

りりりり扱扱扱扱いをしていただいているいをしていただいているいをしていただいているいをしていただい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。

○松尾委員○松尾委員○松尾委員○松尾委員 １１１１度調度調度調度調べておきます。べておきます。べておきます。べておきます。僕僕僕僕もももも借借借借りているりているりているりている分分分分、、、、絶絶絶絶対対対対１１１１．．．．８ではないと思っている８ではないと思っている８ではないと思っている８ではないと思っている

のです。それが、そののです。それが、そののです。それが、そののです。それが、その制度制度制度制度がどがどがどがどんんんんなななな制度制度制度制度かっていうのはもうかっていうのはもうかっていうのはもうかっていうのはもう一度調一度調一度調一度調べなければいけないとべなければいけないとべなければいけないとべなければいけないと

思いますが、で、思いますが、で、思いますが、で、思いますが、で、メガバメガバメガバメガバンンンンククククもだめだとおっしもだめだとおっしもだめだとおっしもだめだとおっしゃゃゃゃいましたが、いましたが、いましたが、いましたが、多分多分多分多分、りそな、りそな、りそな、りそな銀銀銀銀行行行行、奈良、奈良、奈良、奈良銀銀銀銀

行行行行がもともとあったからそこはいけているのですよがもともとあったからそこはいけているのですよがもともとあったからそこはいけているのですよがもともとあったからそこはいけているのですよねねねね。そうしたら、県の。そうしたら、県の。そうしたら、県の。そうしたら、県の制度制度制度制度に関しては、に関しては、に関しては、に関しては、

信信信信用組合、用組合、用組合、用組合、南都銀南都銀南都銀南都銀行行行行、りそな、りそな、りそな、りそな銀銀銀銀行行行行というような、中というような、中というような、中というような、中央央央央信信信信用用用用金金金金庫庫庫庫、大、大、大、大和和和和信信信信用用用用金金金金庫庫庫庫たくさたくさたくさたくさんんんんああああ

るるるるわわわわけでしけでしけでしけでしょょょょうが、そこらだけしかうが、そこらだけしかうが、そこらだけしかうが、そこらだけしか使使使使えないのですえないのですえないのですえないのですねねねね。それは。それは。それは。それは銀銀銀銀行行行行のののの話話話話であって、であって、であって、であって、使使使使うううう側側側側

からしたらからしたらからしたらからしたら銀銀銀銀行行行行をををを選選選選ぶ権ぶ権ぶ権ぶ権利利利利もありますから、そのもありますから、そのもありますから、そのもありますから、その選選選選ぶ権ぶ権ぶ権ぶ権利利利利を、ここしかあきませを、ここしかあきませを、ここしかあきませを、ここしかあきませんんんんというというというという

ことはするべきではないと思いますので、ことはするべきではないと思いますので、ことはするべきではないと思いますので、ことはするべきではないと思いますので、国国国国からの来るからの来るからの来るからの来る制度制度制度制度のののの流流流流れもあるのでしれもあるのでしれもあるのでしれもあるのでしょょょょうが、うが、うが、うが、

そのそのそのその辺辺辺辺、できたら、できたら、できたら、できたら緩緩緩緩和和和和していただけたらと思います。していただけたらと思います。していただけたらと思います。していただけたらと思います。次次次次の機会で、よろしくお願いします。の機会で、よろしくお願いします。の機会で、よろしくお願いします。の機会で、よろしくお願いします。

○岡委員長○岡委員長○岡委員長○岡委員長 先先先先ほど松尾委員から発言がありました入ほど松尾委員から発言がありました入ほど松尾委員から発言がありました入ほど松尾委員から発言がありました入札札札札のののの件件件件、これについては農林部はど、これについては農林部はど、これについては農林部はど、これについては農林部はど

う考えますか、考えがあれば言ってください。う考えますか、考えがあれば言ってください。う考えますか、考えがあれば言ってください。う考えますか、考えがあれば言ってください。

○福谷農林部次長（企画管理室長事務取扱）○福谷農林部次長（企画管理室長事務取扱）○福谷農林部次長（企画管理室長事務取扱）○福谷農林部次長（企画管理室長事務取扱） 先先先先ほどほどほどほど申申申申し上げましたように、入し上げましたように、入し上げましたように、入し上げましたように、入札札札札制度制度制度制度自自自自

身身身身がががが土木土木土木土木部が中心となってというのですか、部が中心となってというのですか、部が中心となってというのですか、部が中心となってというのですか、オオオオーーーールルルル県県県県庁庁庁庁の中でですから、農林部もそのの中でですから、農林部もそのの中でですから、農林部もそのの中でですから、農林部もその制制制制

度度度度の改の改の改の改革革革革にはにはにはにはメメメメンンンンババババーに入ってやっているのですけれども、ただーに入ってやっているのですけれども、ただーに入ってやっているのですけれども、ただーに入ってやっているのですけれども、ただ土木土木土木土木部に部に部に部に担当課担当課担当課担当課をををを置置置置いていていていて

いるということで、どうしてもいるということで、どうしてもいるということで、どうしてもいるということで、どうしても土木土木土木土木部、部、部、部、土木土木土木土木部という言部という言部という言部という言葉葉葉葉になって出てしまいますので、になって出てしまいますので、になって出てしまいますので、になって出てしまいますので、

松尾委員の言松尾委員の言松尾委員の言松尾委員の言わわわわれた部れた部れた部れた部分分分分もももも我我我我 々々々々としてももとしてももとしてももとしてももちちちちろろろろんんんん反省反省反省反省する点もありますでしする点もありますでしする点もありますでしする点もありますでしょょょょうし、今うし、今うし、今うし、今後後後後

どうどうどうどう対応対応対応対応していくかを改めてしていくかを改めてしていくかを改めてしていくかを改めて研究研究研究研究をして、また委員長にもご報告をさせていただいてをして、また委員長にもご報告をさせていただいてをして、また委員長にもご報告をさせていただいてをして、また委員長にもご報告をさせていただいて対応対応対応対応

していきたいと思っております。以上でございます。していきたいと思っております。以上でございます。していきたいと思っております。以上でございます。していきたいと思っております。以上でございます。

○今井委員○今井委員○今井委員○今井委員 何何何何点かお点かお点かお点かお尋ね尋ね尋ね尋ねしたいと思います。したいと思います。したいと思います。したいと思います。
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１つは、奈良県１つは、奈良県１つは、奈良県１つは、奈良県食肉食肉食肉食肉流流流流通通通通セセセセンンンンタタタターの改ーの改ーの改ーの改革革革革の関係ですけれども、ことしから改の関係ですけれども、ことしから改の関係ですけれども、ことしから改の関係ですけれども、ことしから改革革革革のののの答答答答申申申申がががが

出ましたので、それが予出ましたので、それが予出ましたので、それが予出ましたので、それが予算算算算にどにどにどにどんんんんななななふふふふうにうにうにうに反映反映反映反映されるかをされるかをされるかをされるかを注注注注目して見ていたのですが、こ目して見ていたのですが、こ目して見ていたのですが、こ目して見ていたのですが、こ

としの予としの予としの予としの予算算算算を見ますと４を見ますと４を見ますと４を見ますと４億億億億９９９９，，，，００００００００００００万円万円万円万円でしたか、結でしたか、結でしたか、結でしたか、結構構構構なななな金額金額金額金額の予の予の予の予算算算算が出ておりまして、が出ておりまして、が出ておりまして、が出ておりまして、

毎毎毎毎年大年大年大年大体体体体財財財財団法人団法人団法人団法人奈良県奈良県奈良県奈良県食肉食肉食肉食肉公公公公社社社社と、奈良と、奈良と、奈良と、奈良食肉株式食肉株式食肉株式食肉株式会会会会社社社社で３で３で３で３億億億億５５５５，，，，００００００００００００万円万円万円万円ぐぐぐぐらいの予らいの予らいの予らいの予

算算算算が出ていたように思うのですけれども、今が出ていたように思うのですけれども、今が出ていたように思うのですけれども、今が出ていたように思うのですけれども、今後後後後この予この予この予この予算算算算の点でどの点でどの点でどの点でどんんんんななななふふふふうに改うに改うに改うに改革革革革がががが反映反映反映反映しししし

ていくのかがていくのかがていくのかがていくのかが気気気気になります。この点で、どのように今年になります。この点で、どのように今年になります。この点で、どのように今年になります。この点で、どのように今年度度度度の予の予の予の予算算算算を見たらいいのかおを見たらいいのかおを見たらいいのかおを見たらいいのかお尋ね尋ね尋ね尋ね

をしたいと思います。をしたいと思います。をしたいと思います。をしたいと思います。

それから、今、雇用の問それから、今、雇用の問それから、今、雇用の問それから、今、雇用の問題題題題で、で、で、で、先先先先ほどほどほどほどシシシシャャャャーーーープ株式プ株式プ株式プ株式会会会会社社社社のののの相相相相談談談談のののの実実実実態態態態を報告いただきまを報告いただきまを報告いただきまを報告いただきま

したけれども、奈良県したけれども、奈良県したけれども、奈良県したけれども、奈良県在在在在住者住者住者住者だけで７８１名がだけで７８１名がだけで７８１名がだけで７８１名が仕仕仕仕事を事を事を事を失失失失ったというったというったというったという状況状況状況状況で、まだこれからで、まだこれからで、まだこれからで、まだこれから

探探探探すすすす状況状況状況状況ですので、この中でですので、この中でですので、この中でですので、この中で仕仕仕仕事が事が事が事が決決決決まっている方がまっている方がまっている方がまっている方が何人何人何人何人かいらっしかいらっしかいらっしかいらっしゃゃゃゃるかもしれませるかもしれませるかもしれませるかもしれませんんんん

が、ほとが、ほとが、ほとが、ほとんんんんどがこれからというどがこれからというどがこれからというどがこれからという状況状況状況状況だと思っております。だと思っております。だと思っております。だと思っております。

それで、それで、それで、それで、安倍内閣安倍内閣安倍内閣安倍内閣が今が今が今が今後後後後２２２２％％％％物物物物価価価価をををを引引引引き上げていくという方き上げていくという方き上げていくという方き上げていくという方向向向向を出しているのですけれを出しているのですけれを出しているのですけれを出しているのですけれ

ども、ども、ども、ども、物物物物価価価価だけ上がっても働くだけ上がっても働くだけ上がっても働くだけ上がっても働く人人人人のののの給給給給料が料が料が料が下下下下がったり、がったり、がったり、がったり、懐懐懐懐がががが厳厳厳厳しくなってまいりますとしくなってまいりますとしくなってまいりますとしくなってまいりますと本本本本

当当当当の経済のの経済のの経済のの経済の活性活性活性活性化にはつながらないだろうと思っておりまして、き化にはつながらないだろうと思っておりまして、き化にはつながらないだろうと思っておりまして、き化にはつながらないだろうと思っておりまして、きょょょょうのうのうのうの新新新新聞聞聞聞を見ましたを見ましたを見ましたを見ました

ら、ら、ら、ら、総総総総務務務務省省省省が発が発が発が発表表表表した労働力のした労働力のした労働力のした労働力の調調調調査査査査では、では、では、では、非正非正非正非正規規規規雇用雇用雇用雇用者者者者が３５が３５が３５が３５．．．．２２２２％％％％でででで過過過過去去去去最最最最高高高高だというだというだというだという

数数数数字が出ておりました。この７８１字が出ておりました。この７８１字が出ておりました。この７８１字が出ておりました。この７８１人人人人ですけれども、ですけれども、ですけれども、ですけれども、正正正正規規規規雇用雇用雇用雇用者者者者とととと非正非正非正非正規規規規雇用雇用雇用雇用者者者者の、そのの、そのの、そのの、その

あたりのあたりのあたりのあたりの実実実実態態態態ががががわわわわかりましたらかりましたらかりましたらかりまし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。

それで、それで、それで、それで、国国国国では働くでは働くでは働くでは働く人人人人の賃の賃の賃の賃金金金金がががが非常非常非常非常に減っているということで、１９９７年に減っているということで、１９９７年に減っているということで、１９９７年に減っているということで、１９９７年ピピピピーーーーククククにいにいにいにい

たしまして、今日までの間に平たしまして、今日までの間に平たしまして、今日までの間に平たしまして、今日までの間に平均均均均７０７０７０７０万円万円万円万円のののの給給給給料が減っていると言料が減っていると言料が減っていると言料が減っていると言わわわわれておりますけれどれておりますけれどれておりますけれどれておりますけれど

も、その点で、奈良県も、その点で、奈良県も、その点で、奈良県も、その点で、奈良県民民民民のののの給給給給料は料は料は料は一体一体一体一体どれどれどれどれぐぐぐぐらい減っているらい減っているらい減っているらい減っている割割割割合になっているのか、その合になっているのか、その合になっているのか、その合になっているのか、その

あたりもあたりもあたりもあたりも伺伺伺伺いたいと思います。いたいと思います。いたいと思います。いたいと思います。

先先先先日、雇用に関する日、雇用に関する日、雇用に関する日、雇用に関する有有有有識識識識者者者者会議がありまして、参加をさせていただきました。そのとき会議がありまして、参加をさせていただきました。そのとき会議がありまして、参加をさせていただきました。そのとき会議がありまして、参加をさせていただきました。そのとき

にににに女女女女性性性性の雇用につきましていろいろの雇用につきましていろいろの雇用につきましていろいろの雇用につきましていろいろ詳詳詳詳しくおしくおしくおしくお話話話話をををを聞聞聞聞かせていただきましたけれども、奈良かせていただきましたけれども、奈良かせていただきましたけれども、奈良かせていただきましたけれども、奈良

県の県の県の県の女女女女性性性性のののの就就就就業業業業率率率率がががが全国ワ全国ワ全国ワ全国ワーーーースススストワトワトワトワンだというンだというンだというンだという状況状況状況状況で、で、で、で、ワワワワーーーースススストワトワトワトワンのンのンのンの一番一番一番一番大きな原因と大きな原因と大きな原因と大きな原因と

いいますのが、いいますのが、いいますのが、いいますのが、普普普普通通通通ののののＭＭＭＭ字字字字カカカカーーーーブブブブのところの、結のところの、結のところの、結のところの、結婚婚婚婚、子、子、子、子育育育育てでてでてでてで退退退退職をすると、そこのとこ職をすると、そこのとこ職をすると、そこのとこ職をすると、そこのとこ

ろでろでろでろで一一一一たたたたんんんん減ってしまってもとに減ってしまってもとに減ってしまってもとに減ってしまってもとに戻戻戻戻らないところがらないところがらないところがらないところが非常非常非常非常に大きいというのが奈良県のに大きいというのが奈良県のに大きいというのが奈良県のに大きいというのが奈良県の特特特特徴徴徴徴

だと説明をいただいたのですが、そうしたらそこにだと説明をいただいたのですが、そうしたらそこにだと説明をいただいたのですが、そうしたらそこにだと説明をいただいたのですが、そうしたらそこに対対対対してしてしてして何何何何らかのらかのらかのらかの支支支支援援援援をしていかないこをしていかないこをしていかないこをしていかないこ

とには、とには、とには、とには、女女女女性性性性の雇用の場がなかなかの雇用の場がなかなかの雇用の場がなかなかの雇用の場がなかなか難難難難しいのだろうとしいのだろうとしいのだろうとしいのだろうと感じ感じ感じ感じたたたたわわわわけです。けです。けです。けです。

それで、働くそれで、働くそれで、働くそれで、働く女女女女性性性性の雇用のことで、の雇用のことで、の雇用のことで、の雇用のことで、先先先先ほどの予ほどの予ほどの予ほどの予算算算算の説明もの説明もの説明もの説明も伺伺伺伺っていましたところ、職場っていましたところ、職場っていましたところ、職場っていましたところ、職場

のののの環境環境環境環境を改善するという、働きやすい職場を改善するという、働きやすい職場を改善するという、働きやすい職場を改善するという、働きやすい職場環境環境環境環境整整整整備備備備支支支支援援援援資金資金資金資金の予の予の予の予算算算算があったのですが、があったのですが、があったのですが、があったのですが、実実実実
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際際際際そうしたものがどそうしたものがどそうしたものがどそうしたものがどんんんんななななふふふふうにうにうにうに活活活活用されているのかということで、そのあたりの点も用されているのかということで、そのあたりの点も用されているのかということで、そのあたりの点も用されているのかということで、そのあたりの点もわわわわかかかか

りましたらりましたらりましたらりましたらぜぜぜぜひひひひ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。

それともうそれともうそれともうそれともう一一一一つ、いつもつ、いつもつ、いつもつ、いつも気気気気になっていることでおになっていることでおになっていることでおになっていることでお尋ね尋ね尋ね尋ねしたかったのですけれども、奈良したかったのですけれども、奈良したかったのですけれども、奈良したかったのですけれども、奈良

県の地場産業の県の地場産業の県の地場産業の県の地場産業の支支支支援援援援のところで小のところで小のところで小のところで小規模規模規模規模地場産業といつも項目に出てまいりまして、地場産業といつも項目に出てまいりまして、地場産業といつも項目に出てまいりまして、地場産業といつも項目に出てまいりまして、毛皮革毛皮革毛皮革毛皮革

とかとかとかとか靴靴靴靴とか、それらのところにとか、それらのところにとか、それらのところにとか、それらのところに対対対対するするするする支支支支援援援援がががが毎毎毎毎年きっ年きっ年きっ年きっちちちちりと出てくるりと出てくるりと出てくるりと出てくるわわわわけですけれども、けですけれども、けですけれども、けですけれども、

その小その小その小その小規模規模規模規模地場産業というくくりみたいなのがあるのか、地場産業というくくりみたいなのがあるのか、地場産業というくくりみたいなのがあるのか、地場産業というくくりみたいなのがあるのか、幾幾幾幾つか小つか小つか小つか小規模規模規模規模の地場産業のあるの地場産業のあるの地場産業のあるの地場産業のある

中でこれだけが中でこれだけが中でこれだけが中でこれだけがピッピッピッピッククククアアアアッッッッププププされているのか、そのあたりをされているのか、そのあたりをされているのか、そのあたりをされているのか、そのあたりを教教教教えていただきたいと思いまえていただきたいと思いまえていただきたいと思いまえていただきたいと思いま

す。す。す。す。

○岡委員長○岡委員長○岡委員長○岡委員長 審査審査審査審査のののの途途途途中ではございますが、２中ではございますが、２中ではございますが、２中ではございますが、２時時時時間経間経間経間経過過過過しまして、しまして、しまして、しまして、多分理多分理多分理多分理事事事事者者者者のののの皆皆皆皆ささささんんんんもももも

トトトトイイイイレ休憩レ休憩レ休憩レ休憩も必要かと思いますので、１５も必要かと思いますので、１５も必要かと思いますので、１５も必要かと思いますので、１５分分分分まで１０まで１０まで１０まで１０分分分分間の間の間の間の休憩休憩休憩休憩をとりまして、をとりまして、をとりまして、をとりまして、引引引引きききき続続続続きききき

たったったったっぷぷぷぷりりりり時時時時間をとりますので、今井委員、よろしくお願いします。間をとりますので、今井委員、よろしくお願いします。間をとりますので、今井委員、よろしくお願いします。間をとりますので、今井委員、よろしくお願いします。

では、では、では、では、休憩休憩休憩休憩いたします。いたします。いたします。いたします。

１５：０７１５：０７１５：０７１５：０７分分分分 休憩休憩休憩休憩

１５：１８１５：１８１５：１８１５：１８分 再開分 再開分 再開分 再開

○岡委員長○岡委員長○岡委員長○岡委員長 それではそれではそれではそれでは休憩休憩休憩休憩前前前前にににに引引引引きききき続続続続き、き、き、き、審査審査審査審査をををを行行行行います。では、います。では、います。では、います。では、答答答答弁弁弁弁を。を。を。を。

○福住畜産流通振興室長○福住畜産流通振興室長○福住畜産流通振興室長○福住畜産流通振興室長 今井委員から、今回の奈良県今井委員から、今回の奈良県今井委員から、今回の奈良県今井委員から、今回の奈良県食肉食肉食肉食肉流流流流通通通通セセセセンンンンタタタターの改ーの改ーの改ーの改革革革革で、で、で、で、新新新新年年年年

度度度度予予予予算算算算へどのようにへどのようにへどのようにへどのように反映反映反映反映されたかというご質問でございます。これにつきましてはされたかというご質問でございます。これにつきましてはされたかというご質問でございます。これにつきましてはされたかというご質問でございます。これにつきましては先先先先ほど、ほど、ほど、ほど、

農林部長からご報告をいたしました経済労働委員会農林部長からご報告をいたしました経済労働委員会農林部長からご報告をいたしました経済労働委員会農林部長からご報告をいたしました経済労働委員会資資資資料に料に料に料に沿沿沿沿って説明いたしますが、２って説明いたしますが、２って説明いたしますが、２って説明いたしますが、２ペペペペ

ーーーージジジジにににに模式図模式図模式図模式図でででで示示示示しておりますところをごらしておりますところをごらしておりますところをごらしておりますところをごらんんんんいただきたいと思います。いただきたいと思います。いただきたいと思います。いただきたいと思います。左側左側左側左側にににに現現現現状状状状、そ、そ、そ、そ

してしてしてして右側右側右側右側に改に改に改に改革後革後革後革後ということでということでということでということで示示示示しております。これまでは財しております。これまでは財しております。これまでは財しております。これまでは財団法人団法人団法人団法人奈良県奈良県奈良県奈良県食肉食肉食肉食肉公公公公社社社社は施は施は施は施

設設設設管理管理管理管理をををを行行行行っておりまして、これにっておりまして、これにっておりまして、これにっておりまして、これに対対対対するするするする運運運運営営営営補助補助補助補助が平成２４年が平成２４年が平成２４年が平成２４年度度度度１１１１億億億億４４４４，，，，１６５１６５１６５１６５万万万万１１１１，，，，

００００００００００００円円円円でございました。でございました。でございました。でございました。一一一一方、方、方、方、実実実実際際際際のとのとのとのと畜畜畜畜、それから、それから、それから、それから市市市市場業場業場業場業務務務務は、奈良は、奈良は、奈良は、奈良食肉株式食肉株式食肉株式食肉株式会会会会社社社社がががが

担担担担っております。それにっております。それにっております。それにっております。それに対対対対するするするする人件費補助人件費補助人件費補助人件費補助、そして、そして、そして、そして市市市市場業場業場業場業務務務務のののの補助補助補助補助、合、合、合、合わわわわせまして平成２せまして平成２せまして平成２せまして平成２

４年４年４年４年度度度度は２は２は２は２億億億億１１１１，，，，７５３７５３７５３７５３万万万万５５５５，，，，００００００００００００円円円円でございました。これをでございました。これをでございました。これをでございました。これをトトトトーーーータルタルタルタルいたしますと３いたしますと３いたしますと３いたしますと３

億億億億５５５５，，，，９１８９１８９１８９１８万万万万６６６６，，，，００００００００００００円円円円と、これが平成２４年と、これが平成２４年と、これが平成２４年と、これが平成２４年度度度度の予の予の予の予算算算算でございました。それが改でございました。それが改でございました。それが改でございました。それが改革革革革

後後後後、平成２５年、平成２５年、平成２５年、平成２５年度度度度ということで今回予ということで今回予ということで今回予ということで今回予算計算計算計算計上させていただいているところでございますけ上させていただいているところでございますけ上させていただいているところでございますけ上させていただいているところでございますけ

れども、これはれども、これはれども、これはれども、これは下下下下にににに囲囲囲囲みでみでみでみで書書書書いております、いております、いております、いております、①①①①で、で、で、で、食肉食肉食肉食肉公公公公社運社運社運社運営営営営補助補助補助補助ということで３ということで３ということで３ということで３億億億億５５５５，，，，

１６３１６３１６３１６３万万万万１１１１，，，，００００００００００００円円円円となっております。これと、となっております。これと、となっております。これと、となっております。これと、先先先先ほどほどほどほど申申申申しました平成２４年しました平成２４年しました平成２４年しました平成２４年度度度度の財の財の財の財団団団団

法人法人法人法人奈良県奈良県奈良県奈良県食肉食肉食肉食肉公公公公社社社社、奈良、奈良、奈良、奈良食肉株式食肉株式食肉株式食肉株式会会会会社社社社の合の合の合の合計額計額計額計額とととと比比比比較較較較をいたしますと、約７５５をいたしますと、約７５５をいたしますと、約７５５をいたしますと、約７５５万円万円万円万円ほほほほ

どどどど削削削削減となっております。そして、平成２５年減となっております。そして、平成２５年減となっております。そして、平成２５年減となっております。そして、平成２５年度度度度の財の財の財の財団法人団法人団法人団法人奈良県奈良県奈良県奈良県食肉食肉食肉食肉公公公公社社社社のののの運運運運営営営営費補助費補助費補助費補助
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の中には、今の中には、今の中には、今の中には、今般般般般の改の改の改の改革革革革にににに伴伴伴伴いまして県職員を財いまして県職員を財いまして県職員を財いまして県職員を財団法人団法人団法人団法人奈良県奈良県奈良県奈良県食肉食肉食肉食肉公公公公社社社社にににに派遣派遣派遣派遣をするというをするというをするというをするという

ことを予定しておりまして、そのことを予定しておりまして、そのことを予定しておりまして、そのことを予定しておりまして、その人件費人件費人件費人件費が含まれておりまして、それをが含まれておりまして、それをが含まれておりまして、それをが含まれておりまして、それを差差差差しししし引引引引いたものといたものといたものといたものと

昨昨昨昨年年年年度度度度のののの補助補助補助補助合合合合計額計額計額計額をををを比比比比較較較較いたしますと約２いたしますと約２いたしますと約２いたしますと約２，，，，１６０１６０１６０１６０万円余万円余万円余万円余のののの削削削削減となっております。そ減となっております。そ減となっております。そ減となっております。そ

して、して、して、して、市市市市場業場業場業場業務務務務については、これはについては、これはについては、これはについては、これは自主運自主運自主運自主運営といたしまして県営といたしまして県営といたしまして県営といたしまして県費補助費補助費補助費補助はははは行わ行わ行わ行わないというこないというこないというこないというこ

とで、このとで、このとで、このとで、この支支支支出はございませ出はございませ出はございませ出はございませんんんん。。。。

なお、となお、となお、となお、と畜畜畜畜業業業業務務務務、これを、これを、これを、これを移移移移行行行行するにするにするにするに際際際際しまして、しまして、しまして、しまして、先先先先ほどご報告もほどご報告もほどご報告もほどご報告も申申申申し上げましたように、し上げましたように、し上げましたように、し上げましたように、

従業員の従業員の従業員の従業員の退退退退職職職職金金金金とか、あるいは今とか、あるいは今とか、あるいは今とか、あるいは今後後後後財財財財団法人団法人団法人団法人奈良県奈良県奈良県奈良県食肉食肉食肉食肉公公公公社社社社がやっていく上でがやっていく上でがやっていく上でがやっていく上で衛衛衛衛生管理生管理生管理生管理をををを

徹底徹底徹底徹底させるさせるさせるさせる費費費費用も用も用も用も計計計計上いたしておりまして、これが上いたしておりまして、これが上いたしておりまして、これが上いたしておりまして、これが下下下下にありますとにありますとにありますとにありますと畜畜畜畜業業業業務務務務移移移移行行行行推進推進推進推進事業で事業で事業で事業で

ございます。これを合ございます。これを合ございます。これを合ございます。これを合わわわわせまして、平成２５年せまして、平成２５年せまして、平成２５年せまして、平成２５年度度度度は４は４は４は４億億億億９９９９，，，，０３８０３８０３８０３８万万万万９９９９，，，，００００００００００００円円円円となっとなっとなっとなっ

ております。以上でございます。ております。以上でございます。ております。以上でございます。ております。以上でございます。

○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 幾幾幾幾つかご質問をいただきましたので、つかご質問をいただきましたので、つかご質問をいただきましたので、つかご質問をいただきましたので、順順順順番番番番がががが逆逆逆逆になるかもになるかもになるかもになるかもわわわわからなからなからなからな

いのですけれども、まいのですけれども、まいのですけれども、まいのですけれども、まずずずず最最最最初初初初、、、、シシシシャャャャーーーープ株式プ株式プ株式プ株式会会会会社社社社のののの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。シシシシャャャャーーーープ株式プ株式プ株式プ株式会会会会社社社社のののの

奈良県奈良県奈良県奈良県内在内在内在内在住住住住の方のの方のの方のの方の希望退希望退希望退希望退職職職職者者者者は７８１名ということでございます。そのうは７８１名ということでございます。そのうは７８１名ということでございます。そのうは７８１名ということでございます。そのうち正ち正ち正ち正規規規規雇用雇用雇用雇用者者者者、、、、

非正非正非正非正規規規規雇用雇用雇用雇用者者者者というおというおというおというお尋ね尋ね尋ね尋ねだったと思うのですけれども、７８１だったと思うのですけれども、７８１だったと思うのですけれども、７８１だったと思うのですけれども、７８１人人人人の中にの中にの中にの中に正正正正規規規規雇用雇用雇用雇用者者者者、、、、非非非非

正正正正規規規規雇用雇用雇用雇用者者者者が入っているかどうかは、が入っているかどうかは、が入っているかどうかは、が入っているかどうかは、シシシシャャャャーーーープ株式プ株式プ株式プ株式会会会会社社社社からはおからはおからはおからはお伺伺伺伺いはしておりませいはしておりませいはしておりませいはしておりませんんんん。。。。

ただ、以ただ、以ただ、以ただ、以前前前前からからからからシシシシャャャャーーーープ株式プ株式プ株式プ株式会会会会社社社社からおからおからおからお聞聞聞聞きしておるきしておるきしておるきしておる話話話話では、いでは、いでは、いでは、いわわわわゆゆゆゆるるるる非正非正非正非正規規規規雇用という雇用という雇用という雇用という

概概概概念念念念ががががシシシシャャャャーーーープ株式プ株式プ株式プ株式会会会会社社社社の中にはないということをおの中にはないということをおの中にはないということをおの中にはないということをお聞聞聞聞きしております。つまり、きしております。つまり、きしております。つまり、きしております。つまり、シシシシャャャャーーーー

プ株式プ株式プ株式プ株式会会会会社社社社の中ではの中ではの中ではの中ではパパパパーーーートトトトささささんんんんとかそういう方はおられなくて、とかそういう方はおられなくて、とかそういう方はおられなくて、とかそういう方はおられなくて、専門社専門社専門社専門社員、６０員、６０員、６０員、６０歳歳歳歳定年定年定年定年後後後後

のののの再再再再雇用の方とか、それからまた雇用の方とか、それからまた雇用の方とか、それからまた雇用の方とか、それからまたパパパパーーーートトトトで働いておったけれども１年経で働いておったけれども１年経で働いておったけれども１年経で働いておったけれども１年経過過過過したしたしたした者者者者などにつなどにつなどにつなどにつ

いてはいてはいてはいては正正正正規規規規のののの社社社社員に員に員に員に準準準準ずずずずるるるる扱扱扱扱いになる、そういういになる、そういういになる、そういういになる、そういう準準準準ずずずずる方る方る方る方 々々々々がおられると。しかし、それがおられると。しかし、それがおられると。しかし、それがおられると。しかし、それ

はもうはもうはもうはもう本当本当本当本当にににに微微微微 々々々々たるものであるとたるものであるとたるものであるとたるものであると聞聞聞聞いております。その方いております。その方いております。その方いております。その方 々々々々についても、についても、についても、についても、希望退希望退希望退希望退職を出職を出職を出職を出

された場合には、された場合には、された場合には、された場合には、正正正正規社規社規社規社員さ員さ員さ員さん並ん並ん並ん並みのみのみのみの支支支支援援援援はしていくというはしていくというはしていくというはしていくという形形形形のことはおのことはおのことはおのことはお聞聞聞聞きしておりまきしておりまきしておりまきしておりま

す。す。す。す。

それから、２点目の７０それから、２点目の７０それから、２点目の７０それから、２点目の７０万円万円万円万円減というお減というお減というお減というお話話話話ですけれども、委員おですけれども、委員おですけれども、委員おですけれども、委員お述述述述べのべのべのべの分分分分についてですについてですについてですについてです

が、それはが、それはが、それはが、それは全国全国全国全国で平成２３年と平成９年をで平成２３年と平成９年をで平成２３年と平成９年をで平成２３年と平成９年を比比比比べたら約６５べたら約６５べたら約６５べたら約６５万円万円万円万円ほどの賃ほどの賃ほどの賃ほどの賃金金金金がががが下下下下がっておるがっておるがっておるがっておる

というというというという状況状況状況状況がございます。これを奈良県にがございます。これを奈良県にがございます。これを奈良県にがございます。これを奈良県に置置置置きかえた場合どうかというおきかえた場合どうかというおきかえた場合どうかというおきかえた場合どうかというお尋ね尋ね尋ね尋ねだったと思だったと思だったと思だったと思

うのですけれども、平成９年と平成２３年との賃うのですけれども、平成９年と平成２３年との賃うのですけれども、平成９年と平成２３年との賃うのですけれども、平成９年と平成２３年との賃金金金金のののの差差差差は約７３は約７３は約７３は約７３万万万万９９９９，，，，００００００００００００円円円円ほどでごほどでごほどでごほどでご

ざいます。それざいます。それざいます。それざいます。それぐぐぐぐらいの賃らいの賃らいの賃らいの賃金金金金の減が発の減が発の減が発の減が発生生生生しておるというしておるというしておるというしておる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。

それから、３点目の働きやすい職場それから、３点目の働きやすい職場それから、３点目の働きやすい職場それから、３点目の働きやすい職場環境環境環境環境整整整整備備備備支支支支援援援援資金資金資金資金については、については、については、については、現在現在現在現在のところはのところはのところはのところは実実実実績績績績

はございませはございませはございませはございませんんんん。。。。
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それから、４点目のそれから、４点目のそれから、４点目のそれから、４点目の女女女女性性性性ののののＭＭＭＭ字字字字カカカカーーーーブブブブのののの件件件件でおでおでおでお答答答答えしてよろしいでしえしてよろしいでしえしてよろしいでしえしてよろしいでしょょょょうか。うか。うか。うか。女女女女性性性性ののののＭＭＭＭ

字字字字カカカカーーーーブブブブ、つまり３０、つまり３０、つまり３０、つまり３０歳歳歳歳以以以以降降降降でででで女女女女性性性性の労働力の労働力の労働力の労働力率率率率がががが全国全国全国全国平平平平均均均均をををを下下下下回っておるという回っておるという回っておるという回っておるという状況状況状況状況がごがごがごがご

ざいます。この点については、平成２２年のざいます。この点については、平成２２年のざいます。この点については、平成２２年のざいます。この点については、平成２２年の国国国国勢勢勢勢調調調調査査査査の結の結の結の結果果果果を見てもを見てもを見てもを見ても全国全国全国全国平平平平均均均均をををを下下下下回って回って回って回って

おることがおることがおることがおることがわわわわかっております。かっております。かっております。かっております。女女女女性性性性のののの就就就就業業業業率率率率をををを向向向向上させ、また、その上させ、また、その上させ、また、その上させ、また、その活活活活躍躍躍躍をををを推進推進推進推進することすることすることすること

は、は、は、は、生生生生産年産年産年産年齢齢齢齢人人人人口の減少を口の減少を口の減少を口の減少を担担担担うだけではなくて、県うだけではなくて、県うだけではなくて、県うだけではなくて、県内内内内消消消消費費費費のののの拡拡拡拡大、あるいは地域経済の大、あるいは地域経済の大、あるいは地域経済の大、あるいは地域経済の活活活活

性性性性化につながるものと考えております。化につながるものと考えております。化につながるものと考えております。化につながるものと考えております。

県といたしまして、平成２４年４月から県といたしまして、平成２４年４月から県といたしまして、平成２４年４月から県といたしまして、平成２４年４月から女女女女性支性支性支性支援援援援課課課課においてにおいてにおいてにおいて女女女女性性性性のののの就就就就労に関して労に関して労に関して労に関して課題課題課題課題のののの

調調調調査研究査研究査研究査研究、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは就就就就業業業業継続継続継続継続支支支支援援援援、または、または、または、または再再再再就就就就職職職職支支支支援援援援などに関するなどに関するなどに関するなどに関する諸諸諸諸施策を施策を施策を施策を推進推進推進推進していたしていたしていたしていた

だいているところでございます。その関係で、平成２３年６月には子だいているところでございます。その関係で、平成２３年６月には子だいているところでございます。その関係で、平成２３年６月には子だいているところでございます。その関係で、平成２３年６月には子育育育育てててて女女女女性性性性就就就就職職職職相相相相談談談談窓窓窓窓

口を奈良労働会口を奈良労働会口を奈良労働会口を奈良労働会館館館館内内内内にににに開開開開設して、子設して、子設して、子設して、子育育育育てててて女女女女性性性性ののののニニニニーーーーズズズズに関するに関するに関するに関する就就就就職職職職相相相相談談談談や子や子や子や子育育育育てに関するてに関するてに関するてに関する

情情情情報提報提報提報提供供供供、あるいは、あるいは、あるいは、あるいはセセセセミミミミナナナナー、意見ー、意見ー、意見ー、意見交交交交換換換換、そういったきめ、そういったきめ、そういったきめ、そういったきめ細細細細やかなやかなやかなやかな就就就就労労労労支支支支援援援援をををを行行行行っていたっていたっていたっていた

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

また、来年また、来年また、来年また、来年度度度度の予の予の予の予算算算算要要要要求求求求においてにおいてにおいてにおいて女女女女性支性支性支性支援援援援課課課課にににに聞聞聞聞きますと、きますと、きますと、きますと、ワワワワーーーークククク・ライ・ライ・ライ・ライフフフフ・・・・ババババランランランランスススス

のののの維維維維持持持持とととと制度制度制度制度、そういったことの、そういったことの、そういったことの、そういったことの理理理理解を解を解を解を促促促促進進進進するための導入するための導入するための導入するための導入ママママニニニニュュュュアアアアルルルル、、、、企企企企業での導入を業での導入を業での導入を業での導入を

される場合のされる場合のされる場合のされる場合のママママニニニニュュュュアアアアルルルルを策定、それをを策定、それをを策定、それをを策定、それを活活活活用するための予用するための予用するための予用するための予算算算算を要を要を要を要求求求求しているとしているとしているとしていると聞聞聞聞いておりいておりいておりいており

ます。ます。ます。ます。

雇用労政雇用労政雇用労政雇用労政課課課課といたしましては、といたしましては、といたしましては、といたしましては、女女女女性性性性のののの就就就就労労労労支支支支援援援援については、働きやすい職場については、働きやすい職場については、働きやすい職場については、働きやすい職場づづづづくりといくりといくりといくりとい

うのがうのがうのがうのが極極極極めてめてめてめて重重重重要でございまして、要でございまして、要でございまして、要でございまして、育育育育児児児児、、、、介護介護介護介護とのとのとのとの両立両立両立両立やややや男男男男女女女女がともに働きやすい職場がともに働きやすい職場がともに働きやすい職場がともに働きやすい職場環環環環

境境境境、、、、仕仕仕仕事と事と事と事と生活生活生活生活のののの調和調和調和調和のとれたのとれたのとれたのとれた状況状況状況状況、また雇用の、また雇用の、また雇用の、また雇用の継続継続継続継続や、職場がや、職場がや、職場がや、職場が復復復復帰帰帰帰しやすい、そういっしやすい、そういっしやすい、そういっしやすい、そういっ

たことでたことでたことでたことで柔軟柔軟柔軟柔軟かつかつかつかつ多様多様多様多様な働き方をな働き方をな働き方をな働き方を推進推進推進推進するために、私どもの職員がするために、私どもの職員がするために、私どもの職員がするために、私どもの職員が直接直接直接直接県県県県内企内企内企内企業へ年間１業へ年間１業へ年間１業へ年間１

００００００００社社社社ほどおほどおほどおほどお邪魔邪魔邪魔邪魔をして、をして、をして、をして、啓啓啓啓発をしておるところでございます。以上です。発をしておるところでございます。以上です。発をしておるところでございます。以上です。発をしておるところでございます。以上です。

○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 小小小小規模規模規模規模零細零細零細零細地場産業についてのご質問がございました。地場産業についてのご質問がございました。地場産業についてのご質問がございました。地場産業についてのご質問がございました。

私どもでは、小私どもでは、小私どもでは、小私どもでは、小規模規模規模規模零細零細零細零細地場産業の定地場産業の定地場産業の定地場産業の定義義義義をしておりまして、まをしておりまして、まをしておりまして、まをしておりまして、まずずずず地場地場地場地場製造製造製造製造業業業業者者者者であるこであるこであるこであるこ

と、これは奈良県で従来から地場産業と言と、これは奈良県で従来から地場産業と言と、これは奈良県で従来から地場産業と言と、これは奈良県で従来から地場産業と言わわわわれているものと、そのれているものと、そのれているものと、そのれているものと、その次次次次に、小に、小に、小に、小規模規模規模規模零細零細零細零細事業事業事業事業

者者者者が、その業が、その業が、その業が、その業種種種種の大部の大部の大部の大部分分分分をををを占占占占めるめるめるめる製造製造製造製造業業業業者者者者であるということで、さらに１事業であるということで、さらに１事業であるということで、さらに１事業であるということで、さらに１事業所当所当所当所当たりのたりのたりのたりの

平平平平均均均均従業従業従業従業者数者数者数者数が県が県が県が県内内内内全全全全産業平産業平産業平産業平均均均均、１２、１２、１２、１２．．．．９９９９人人人人以以以以下下下下であるということ。それと、従業員２０であるということ。それと、従業員２０であるということ。それと、従業員２０であるということ。それと、従業員２０

人人人人未未未未満満満満の事業の事業の事業の事業所所所所のののの占占占占めるめるめるめる割割割割合が県合が県合が県合が県内内内内全全全全産業の平産業の平産業の平産業の平均均均均、これも８８、これも８８、これも８８、これも８８．．．．４４４４％％％％以上であること。従以上であること。従以上であること。従以上であること。従

業員２０業員２０業員２０業員２０人人人人未未未未満満満満の事業の事業の事業の事業所所所所のののの製造製造製造製造品品品品出出出出荷荷荷荷額等額等額等額等のののの占占占占めるめるめるめる割割割割合が県合が県合が県合が県内内内内のののの全全全全産業の平産業の平産業の平産業の平均均均均以上である以上である以上である以上である

ことになっていまして、ことになっていまして、ことになっていまして、ことになっていまして、零細零細零細零細な地場産業の業な地場産業の業な地場産業の業な地場産業の業種種種種をこのをこのをこのをこの基準基準基準基準にににに当当当当てはめて小てはめて小てはめて小てはめて小規模規模規模規模零細零細零細零細地場産地場産地場産地場産

業と定めまして、定められた業業と定めまして、定められた業業と定めまして、定められた業業と定めまして、定められた業種種種種にはにはにはには野野野野球球球球用のグ用のグ用のグ用のグロロロローーーーブブブブミミミミットットットット、、、、ササササンンンンダダダダルルルル、、、、軽軽軽軽装装装装履履履履き、き、き、き、毛毛毛毛
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皮皮皮皮及びセ及びセ及びセ及びセーーーームムムム皮皮皮皮等等等等の１２業の１２業の１２業の１２業種種種種があるということでございます。この１２業があるということでございます。この１２業があるということでございます。この１２業があるということでございます。この１２業種種種種にににに対対対対してしてしてしてデデデデザザザザ

インインインイン開開開開発、発、発、発、新新新新商商商商品品品品開開開開発、発、発、発、販販販販路路路路開開開開拓拓拓拓をををを行行行行うときのうときのうときのうときの費費費費用の用の用の用の一一一一部を部を部を部を補助補助補助補助しておるということでごしておるということでごしておるということでごしておるということでご

ざいます。ざいます。ざいます。ざいます。

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

奈良県奈良県奈良県奈良県食肉食肉食肉食肉流流流流通通通通セセセセンンンンタタタターの今ーの今ーの今ーの今後後後後の改の改の改の改革革革革につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、注注注注意意意意深深深深く見く見く見く見守守守守っていきたいと思っていきたいと思っていきたいと思っていきたいと思

っております。っております。っております。っております。ＢＳＥＢＳＥＢＳＥＢＳＥの３０の３０の３０の３０カカカカ月の月の月の月の牛牛牛牛肉肉肉肉のののの輸輸輸輸入の問入の問入の問入の問題題題題とかが入ってきておりますので、今とかが入ってきておりますので、今とかが入ってきておりますので、今とかが入ってきておりますので、今

後後後後そうしたそうしたそうしたそうした畜畜畜畜産に産に産に産に対対対対する影響がどうかということもする影響がどうかということもする影響がどうかということもする影響がどうかということも懸懸懸懸念念念念するするするする面面面面があるのですけれども、やがあるのですけれども、やがあるのですけれども、やがあるのですけれども、や

はりこれだけの県の予はりこれだけの県の予はりこれだけの県の予はりこれだけの県の予算算算算をををを投投投投じじじじるのであれば、もう少し大るのであれば、もう少し大るのであれば、もう少し大るのであれば、もう少し大和和和和肉肉肉肉が私たが私たが私たが私たちちちちのののの食食食食卓卓卓卓にににに身身身身近近近近にあにあにあにあ

ってしかるべきではないかというってしかるべきではないかというってしかるべきではないかというってしかるべきではないかという印象印象印象印象をををを持持持持っております。年にっております。年にっております。年にっております。年に数数数数回しか口にできないよう回しか口にできないよう回しか口にできないよう回しか口にできないよう

なななな状況状況状況状況があったり、なかなかがあったり、なかなかがあったり、なかなかがあったり、なかなか身身身身近近近近ななななススススーーーーパパパパーでーでーでーで手手手手に入らなかったり、子どもたに入らなかったり、子どもたに入らなかったり、子どもたに入らなかったり、子どもたちちちちのののの給食給食給食給食にににに

もももも使わ使わ使わ使われていないということなどもありますので、こうしたことも含めて、今れていないということなどもありますので、こうしたことも含めて、今れていないということなどもありますので、こうしたことも含めて、今れていないということなどもありますので、こうしたことも含めて、今後後後後また検討また検討また検討また検討

していただきたいということをお願いしておきたいと思います。していただきたいということをお願いしておきたいと思います。していただきたいということをお願いしておきたいと思います。していただきたいということをお願いしておきたいと思います。

それから、雇用の関係ですけれども、奈良県の賃それから、雇用の関係ですけれども、奈良県の賃それから、雇用の関係ですけれども、奈良県の賃それから、雇用の関係ですけれども、奈良県の賃金金金金のののの下下下下がりがりがりがりぐぐぐぐあいがあいがあいがあいが全国全国全国全国平平平平均均均均にににに比比比比べてべてべてべて

非常非常非常非常に大きいということがに大きいということがに大きいということがに大きいということが先先先先ほどのおほどのおほどのおほどのお話話話話の中での中での中での中でわわわわかりました。そうした奈良県の賃かりました。そうした奈良県の賃かりました。そうした奈良県の賃かりました。そうした奈良県の賃金金金金がががが下下下下

がっているということは、やはり奈良県の経済ががっているということは、やはり奈良県の経済ががっているということは、やはり奈良県の経済ががっているということは、やはり奈良県の経済が疲弊疲弊疲弊疲弊する、消する、消する、消する、消費費費費がががが落ち込落ち込落ち込落ち込むということにむということにむということにむということに

なっていきますので、なっていきますので、なっていきますので、なっていきますので、国国国国でももっと、でももっと、でももっと、でももっと、物物物物価価価価の上の上の上の上昇昇昇昇目目目目標標標標だけではなくて、賃だけではなくて、賃だけではなくて、賃だけではなくて、賃金金金金の上の上の上の上昇昇昇昇目目目目標標標標をををを

持持持持つべきだということをつべきだということをつべきだということをつべきだということを共共共共産産産産党党党党が議論などもしておりまして、この間、が議論などもしておりまして、この間、が議論などもしておりまして、この間、が議論などもしておりまして、この間、麻麻麻麻生生生生財財財財務務務務大臣など大臣など大臣など大臣など

もそれが必要だというもそれが必要だというもそれが必要だというもそれが必要だという認識認識認識認識をををを示示示示して、もう少し賃して、もう少し賃して、もう少し賃して、もう少し賃金金金金を上げるようにという働きかけなどもを上げるようにという働きかけなどもを上げるようにという働きかけなどもを上げるようにという働きかけなども

具体具体具体具体的に的に的に的に行行行行うようになってきておりますが、そうしたうようになってきておりますが、そうしたうようになってきておりますが、そうしたうようになってきておりますが、そうした状況状況状況状況にあるところにつきましては、にあるところにつきましては、にあるところにつきましては、にあるところにつきましては、

ぜぜぜぜひひひひ賃上げということも賃上げということも賃上げということも賃上げということも念念念念頭頭頭頭にににに置置置置いて働きかけをしていただきたいと思います。いて働きかけをしていただきたいと思います。いて働きかけをしていただきたいと思います。いて働きかけをしていただきたいと思います。

それから、それから、それから、それから、女女女女性性性性のののの就就就就労が大労が大労が大労が大変変変変だというだというだというだという話話話話の中で、働きやすい職場の中で、働きやすい職場の中で、働きやすい職場の中で、働きやすい職場環境環境環境環境整整整整備備備備支支支支援援援援資金資金資金資金、１、１、１、１

件件件件も貸しも貸しも貸しも貸し付付付付けのけのけのけの実実実実績績績績がないことにがないことにがないことにがないことにびびびびっくりいたしました。っくりいたしました。っくりいたしました。っくりいたしました。ずずずずっとこの予っとこの予っとこの予っとこの予算算算算案の案の案の案の概概概概要を見ま要を見ま要を見ま要を見ま

して、して、して、して、女女女女性性性性が働くということでが働くということでが働くということでが働くということでひひひひっかかったのがそこだけだったのです。そのっかかったのがそこだけだったのです。そのっかかったのがそこだけだったのです。そのっかかったのがそこだけだったのです。その実実実実績績績績が１が１が１が１件件件件

もなくて、奈良県のもなくて、奈良県のもなくて、奈良県のもなくて、奈良県の女女女女性性性性のののの就就就就労労労労率率率率がががが全国全国全国全国でででで一番一番一番一番悪悪悪悪いというのはいというのはいというのはいというのは話話話話にならないのではないかにならないのではないかにならないのではないかにならないのではないか

と思いましたので、それについては、雇用労政と思いましたので、それについては、雇用労政と思いましたので、それについては、雇用労政と思いましたので、それについては、雇用労政課課課課とととと女女女女性支性支性支性支援援援援課課課課とととと一一一一緒緒緒緒に、に、に、に、ぜぜぜぜひ進ひ進ひ進ひ進めていっめていっめていっめていっ

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

それから、小それから、小それから、小それから、小規模規模規模規模零細零細零細零細地場産業という地場産業という地場産業という地場産業という規規規規定があるというのはは定があるというのはは定があるというのはは定があるというのははじじじじめてめてめてめて知知知知りました。りました。りました。りました。毎毎毎毎年年年年

毎毎毎毎年小年小年小年小規模規模規模規模零細零細零細零細地場産業ということで地場産業ということで地場産業ということで地場産業ということで掲掲掲掲げられてきているげられてきているげられてきているげられてきているわわわわけですけれども、このけですけれども、このけですけれども、このけですけれども、この支支支支援援援援をををを

することによってどのようなすることによってどのようなすることによってどのようなすることによってどのような効果効果効果効果になっているのかなどもあります。になっているのかなどもあります。になっているのかなどもあります。になっているのかなどもあります。

私の地私の地私の地私の地元元元元でも、今はでも、今はでも、今はでも、今は靴靴靴靴下下下下も大も大も大も大変変変変なななな状状状状態態態態で、で、で、で、靴靴靴靴下下下下でいえばこれにでいえばこれにでいえばこれにでいえばこれに当当当当てはまらないのかもしてはまらないのかもしてはまらないのかもしてはまらないのかもし
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れないのですけれども、地場産業がやはりれないのですけれども、地場産業がやはりれないのですけれども、地場産業がやはりれないのですけれども、地場産業がやはり活性活性活性活性化をすることは、地化をすることは、地化をすることは、地化をすることは、地元元元元で働く場で働く場で働く場で働く場所所所所ががががふふふふえてえてえてえて

女女女女性性性性が働く場が働く場が働く場が働く場所所所所ももももふふふふえることにもつながっていくと思いますので、今えることにもつながっていくと思いますので、今えることにもつながっていくと思いますので、今えることにもつながっていくと思いますので、今後後後後もっと地場産業もっと地場産業もっと地場産業もっと地場産業全全全全

体体体体にににに対対対対するするするする支支支支援援援援もももも強強強強めていただきたいということをお願いいたしまして、質問をめていただきたいということをお願いいたしまして、質問をめていただきたいということをお願いいたしまして、質問をめていただきたいということをお願いいたしまして、質問を終わ終わ終わ終わってってってって

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

○神田委員○神田委員○神田委員○神田委員 ままままずずずず、、、、「「「「平成２５年平成２５年平成２５年平成２５年度一般度一般度一般度一般会会会会計特別計特別計特別計特別会会会会計計計計予予予予算算算算案の案の案の案の概概概概要、平成２４年要、平成２４年要、平成２４年要、平成２４年度一般度一般度一般度一般会会会会

計特別計特別計特別計特別会会会会計計計計２月２月２月２月補正補正補正補正予予予予算算算算案の案の案の案の概概概概要要要要」」」」１９１９１９１９ペペペペーーーージジジジ、、、、新規新規新規新規事業、奈良の事業、奈良の事業、奈良の事業、奈良の逸品逸品逸品逸品売り売り売り売り込込込込みみみみ逆逆逆逆商商商商談談談談会会会会

開催開催開催開催事業の中に、事業の中に、事業の中に、事業の中に、百貨百貨百貨百貨店バ店バ店バ店バイイイイヤヤヤヤーにーにーにーに自社製自社製自社製自社製品品品品を売りを売りを売りを売り込込込込むむむむ逆逆逆逆商商商商談談談談会を会を会を会を開催開催開催開催とあります。これとあります。これとあります。これとあります。これ

から奈良県のいろいろなものをから奈良県のいろいろなものをから奈良県のいろいろなものをから奈良県のいろいろなものを販販販販路路路路拡拡拡拡大していくのは大していくのは大していくのは大していくのは非常非常非常非常に大事だし、そのためにに大事だし、そのためにに大事だし、そのためにに大事だし、そのために百貨百貨百貨百貨店店店店

をををを巻巻巻巻きききき込ん込ん込ん込んでいくのはこれからはでいくのはこれからはでいくのはこれからはでいくのはこれからは絶絶絶絶対対対対必要かと思います。この間、そういう関係の必要かと思います。この間、そういう関係の必要かと思います。この間、そういう関係の必要かと思います。この間、そういう関係の人人人人と、と、と、と、

個人個人個人個人的にお会いしたことがあるのですが、的にお会いしたことがあるのですが、的にお会いしたことがあるのですが、的にお会いしたことがあるのですが、特特特特にににに通信通信通信通信販販販販売などに売などに売などに売などにＰＲＰＲＰＲＰＲでででで載載載載せてもらったり、せてもらったり、せてもらったり、せてもらったり、

うまくうまくうまくうまく乗乗乗乗ると、すごくると、すごくると、すごくると、すごく需需需需要要要要者者者者がががが多多多多いのでいけるのではないかと、これはいのでいけるのではないかと、これはいのでいけるのではないかと、これはいのでいけるのではないかと、これはぜぜぜぜひひひひ成成成成功功功功してほししてほししてほししてほし

いと思うのです。いと思うのです。いと思うのです。いと思うのです。

そそそそんんんんな中で、どこのな中で、どこのな中で、どこのな中で、どこの百貨百貨百貨百貨店店店店とかはとかはとかはとかは決決決決めておられるのか、まだそこまではいっていないのめておられるのか、まだそこまではいっていないのめておられるのか、まだそこまではいっていないのめておられるのか、まだそこまではいっていないの

かと、そういうのに関かと、そういうのに関かと、そういうのに関かと、そういうのに関連連連連して、年して、年して、年して、年末末末末に出されたに出されたに出されたに出されたギギギギフフフフトカトカトカトカーーーードドドド、奈良県の、奈良県の、奈良県の、奈良県の特特特特産産産産品品品品のがあったのがあったのがあったのがあった

と思うのですが、あの売れと思うのですが、あの売れと思うのですが、あの売れと思うのですが、あの売れ行行行行きはどきはどきはどきはどんんんんなものだったのか。だめだったのなら、どういうとなものだったのか。だめだったのなら、どういうとなものだったのか。だめだったのなら、どういうとなものだったのか。だめだったのなら、どういうと

ころを改善すべきかを、あれもとても県ころを改善すべきかを、あれもとても県ころを改善すべきかを、あれもとても県ころを改善すべきかを、あれもとても県民民民民のののの皆皆皆皆ささささんんんんにににに利利利利用していただくのが大事なことで用していただくのが大事なことで用していただくのが大事なことで用していただくのが大事なことで

すので、すので、すので、すので、ＰＲＰＲＰＲＰＲをもっとしっかりしていくようなことも必要だと思いますので、そのをもっとしっかりしていくようなことも必要だと思いますので、そのをもっとしっかりしていくようなことも必要だと思いますので、そのをもっとしっかりしていくようなことも必要だと思いますので、その辺辺辺辺、、、、去去去去

年の年の年の年の冬冬冬冬で今で今で今で今分析分析分析分析というのもというのもというのもというのも難難難難しいかしいかしいかしいかわわわわかりませかりませかりませかりませんんんんけれども、けれども、けれども、けれども、わわわわかるところで結かるところで結かるところで結かるところで結構構構構です。そです。そです。そです。そ

れをお願いいたします。れをお願いいたします。れをお願いいたします。れをお願いいたします。

それと今、今井委員の質問ではありませそれと今、今井委員の質問ではありませそれと今、今井委員の質問ではありませそれと今、今井委員の質問ではありませんんんんが、おっしが、おっしが、おっしが、おっしゃゃゃゃっていたっていたっていたっていた女女女女性性性性のののの就就就就労ということ労ということ労ということ労ということ

で、奈良県では今、で、奈良県では今、で、奈良県では今、で、奈良県では今、女女女女性性性性のののの就就就就労ということでいろいろと取り上げられております。労ということでいろいろと取り上げられております。労ということでいろいろと取り上げられております。労ということでいろいろと取り上げられております。先先先先日も日も日も日も

知知知知事事事事主主主主催催催催、で、奈良県の雇用問、で、奈良県の雇用問、で、奈良県の雇用問、で、奈良県の雇用問題題題題を考える会のを考える会のを考える会のを考える会のシシシシンンンンポポポポジウジウジウジウムムムムがありました。その中で、奈がありました。その中で、奈がありました。その中で、奈がありました。その中で、奈

良県の良県の良県の良県の女女女女性性性性のののの就就就就労が労が労が労が話話話話に上っておりましたけれども、この予に上っておりましたけれども、この予に上っておりましたけれども、この予に上っておりましたけれども、この予算算算算案の案の案の案の概概概概要を、最要を、最要を、最要を、最初初初初に私もに私もに私もに私も探探探探

して、どこにあるのかと思ったら、ここだけで、これでして、どこにあるのかと思ったら、ここだけで、これでして、どこにあるのかと思ったら、ここだけで、これでして、どこにあるのかと思ったら、ここだけで、これで就就就就労できないだろうという思いを労できないだろうという思いを労できないだろうという思いを労できないだろうという思いを

したのですけれども、もう少しもっとしたのですけれども、もう少しもっとしたのですけれども、もう少しもっとしたのですけれども、もう少しもっと違違違違ったったったった角度角度角度角度というのか、これはというのか、これはというのか、これはというのか、これは個人個人個人個人的な考えですが、的な考えですが、的な考えですが、的な考えですが、

本当本当本当本当に奈良県のに奈良県のに奈良県のに奈良県の女女女女性性性性はははは仕仕仕仕事につきたいと思っておられるのだろうか。アン事につきたいと思っておられるのだろうか。アン事につきたいと思っておられるのだろうか。アン事につきたいと思っておられるのだろうか。アンケケケケーーーートトトトとっても、とっても、とっても、とっても、

いいいいいいいい仕仕仕仕事があったらとか、事があったらとか、事があったらとか、事があったらとか、自自自自分分分分に合うのがあったらとかいうに合うのがあったらとかいうに合うのがあったらとかいうに合うのがあったらとかいう状況状況状況状況の中かと思うのです。だの中かと思うのです。だの中かと思うのです。だの中かと思うのです。だ

から、から、から、から、本当本当本当本当にににに就就就就労したいのか、そ労したいのか、そ労したいのか、そ労したいのか、そんんんんなことがなことがなことがなことが一度一度一度一度はっきりするようなはっきりするようなはっきりするようなはっきりするような何何何何かかかか調調調調査査査査ができないができないができないができない

のか、そういうことがはっきりのか、そういうことがはっきりのか、そういうことがはっきりのか、そういうことがはっきりわわわわかってきたら、もう少しかってきたら、もう少しかってきたら、もう少しかってきたら、もう少し対対対対策も策も策も策も具体具体具体具体的に的に的に的に練練練練っていけるのっていけるのっていけるのっていけるの

とととと違違違違うかと思うのですけれども、この予うかと思うのですけれども、この予うかと思うのですけれども、この予うかと思うのですけれども、この予算算算算書書書書ではではではではちちちちょょょょっとっとっとっと寂寂寂寂しい、これはまたしい、これはまたしい、これはまたしい、これはまた全国全国全国全国最最最最下下下下位位位位
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になってしまうかと思うのですけれども、になってしまうかと思うのですけれども、になってしまうかと思うのですけれども、になってしまうかと思うのですけれども、何何何何かそのかそのかそのかその辺辺辺辺で、今回はこれだけしかできなかっで、今回はこれだけしかできなかっで、今回はこれだけしかできなかっで、今回はこれだけしかできなかっ

たのだというごたのだというごたのだというごたのだというご所所所所見があれば見があれば見があれば見があれば聞聞聞聞かせてください。かせてください。かせてください。かせてください。

それと、４２それと、４２それと、４２それと、４２ペペペペーーーージジジジ、まほろば、まほろば、まほろば、まほろばキッチキッチキッチキッチンについて。ンについて。ンについて。ンについて。橿橿橿橿原原原原市市市市にににに道道道道のののの駅駅駅駅をと言い出して５年、をと言い出して５年、をと言い出して５年、をと言い出して５年、

こうしてこうしてこうしてこうして実実実実現現現現をしていただいたのはをしていただいたのはをしていただいたのはをしていただいたのは非常非常非常非常にありがたいし、今にありがたいし、今にありがたいし、今にありがたいし、今全体全体全体全体のののの姿姿姿姿が見えてくると、が見えてくると、が見えてくると、が見えてくると、橿橿橿橿

原原原原市市市市の方たの方たの方たの方たちちちちはもはもはもはもちちちちろろろろんんんんですが、中ですが、中ですが、中ですが、中和和和和幹幹幹幹線線線線をををを通通通通られた方がられた方がられた方がられた方が非常非常非常非常にににに期期期期待待待待をををを持持持持っていただいてっていただいてっていただいてっていただいて

いるといういるといういるといういるという声声声声をををを聞聞聞聞かせてもらってうれしいと思っております。かせてもらってうれしいと思っております。かせてもらってうれしいと思っております。かせてもらってうれしいと思っております。一一一一部、農産部、農産部、農産部、農産物物物物のところは４のところは４のところは４のところは４

月２日月２日月２日月２日オオオオーーーーププププンですか。ンですか。ンですか。ンですか。全体全体全体全体ののののオオオオーーーーププププンが４月１４日、私のンが４月１４日、私のンが４月１４日、私のンが４月１４日、私の誕誕誕誕生生生生日なのですが、そ日なのですが、そ日なのですが、そ日なのですが、そんんんんなこなこなこなこ

とで、これもとで、これもとで、これもとで、これも非常非常非常非常にうれしいと思いながらにうれしいと思いながらにうれしいと思いながらにうれしいと思いながら期期期期待待待待しておりますけれども、予しておりますけれども、予しておりますけれども、予しておりますけれども、予算算算算案の案の案の案の概概概概要には要には要には要には

このイこのイこのイこのイベベベベンンンントトトトについて、県としてについて、県としてについて、県としてについて、県として応応応応援援援援できるとできるとできるとできると書書書書いております。このイいております。このイいております。このイいております。このイベベベベンンンントトトトについて、について、について、について、

もしもしもしもし何何何何かかかか具体具体具体具体的に的に的に的にわわわわかっていればかっていればかっていればかっていれば教教教教えていただきたいと思います。その３点でお願いしまえていただきたいと思います。その３点でお願いしまえていただきたいと思います。その３点でお願いしまえていただきたいと思います。その３点でお願いしま

す。す。す。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 奈良の奈良の奈良の奈良の逸品逸品逸品逸品売り売り売り売り込込込込みみみみ逆逆逆逆商商商商談談談談会会会会開催開催開催開催事業についてご質問いただきまし事業についてご質問いただきまし事業についてご質問いただきまし事業についてご質問いただきまし

た。これにつきましては、やはりそのた。これにつきましては、やはりそのた。これにつきましては、やはりそのた。これにつきましては、やはりその販販販販路路路路拡拡拡拡大を大を大を大を行行行行うには、大うには、大うには、大うには、大都都都都市市市市圏圏圏圏におけるにおけるにおけるにおける百貨百貨百貨百貨店店店店ですですですです

とかとかとかとかススススーーーーパパパパーーーー等等等等でのでのでのでの新規新規新規新規取取取取引引引引はやはりはやはりはやはりはやはり不不不不可可可可欠欠欠欠であろうと思っておりまして、ただ、であろうと思っておりまして、ただ、であろうと思っておりまして、ただ、であろうと思っておりまして、ただ、自社製自社製自社製自社製

品品品品の見の見の見の見本市本市本市本市によるによるによるによる新規顧新規顧新規顧新規顧客客客客のののの獲獲獲獲得得得得支支支支援援援援だけではだけではだけではだけでは不不不不十分十分十分十分なななな状況状況状況状況であるというであるというであるというであるという認識認識認識認識をしておりをしておりをしておりをしており

ます。ます。ます。ます。

そこで、そこで、そこで、そこで、百貨百貨百貨百貨店店店店ややややススススーーーーパパパパーーーー等等等等ののののＣＳＣＳＣＳＣＳ担当者担当者担当者担当者が出が出が出が出展展展展者者者者となって、そこにとなって、そこにとなって、そこにとなって、そこに新規新規新規新規取取取取引引引引をををを希望希望希望希望すすすす

るるるる企企企企業が来場して県業が来場して県業が来場して県業が来場して県内企内企内企内企業の業の業の業の商商商商談談談談の機会をの機会をの機会をの機会をふふふふやすことを考えておりまして、来年やすことを考えておりまして、来年やすことを考えておりまして、来年やすことを考えておりまして、来年度度度度、大阪、大阪、大阪、大阪

府府府府１回、１回、１回、１回、東京都東京都東京都東京都１回１回１回１回開開開開ければと思っておりますが、まければと思っておりますが、まければと思っておりますが、まければと思っておりますが、まずずずず百貨百貨百貨百貨店店店店等等等等をををを個別個別個別個別にににに決決決決めているめているめているめているわわわわけけけけ

ではございませではございませではございませではございませんんんんので、おおよそこので、おおよそこので、おおよそこので、おおよそこんんんんなななな分分分分野野野野でやりたいとか、そういうでやりたいとか、そういうでやりたいとか、そういうでやりたいとか、そういう構構構構想想想想をしているをしているをしているをしている段段段段

階階階階でございます。でございます。でございます。でございます。ぜぜぜぜひひひひ応応応応援援援援していただければと思います。よろしくお願いいたします。していただければと思います。よろしくお願いいたします。していただければと思います。よろしくお願いいたします。していただければと思います。よろしくお願いいたします。

○角山マーケティング課長○角山マーケティング課長○角山マーケティング課長○角山マーケティング課長 奈良まるごと奈良まるごと奈良まるごと奈良まるごと便便便便につきましてのにつきましてのにつきましてのにつきましての答答答答弁弁弁弁をさせていただきたいとをさせていただきたいとをさせていただきたいとをさせていただきたいと

思います。思います。思います。思います。

奈良まるごと奈良まるごと奈良まるごと奈良まるごと便便便便につきましては、奈良のにつきましては、奈良のにつきましては、奈良のにつきましては、奈良の食食食食ををををギギギギフフフフトトトト化するということで、化するということで、化するということで、化するということで、民民民民間間間間企企企企業や業や業や業や一一一一

般般般般消消消消費者費者費者費者のおのおのおのお歳歳歳歳暮暮暮暮等等等等、それからまた観光、それからまた観光、それからまた観光、それからまた観光客客客客のののの土土土土産など、産など、産など、産など、利利利利用用用用拡拡拡拡大を大を大を大を通通通通じじじじて県産て県産て県産て県産特特特特産産産産品品品品のののの魅魅魅魅

力発力発力発力発信信信信とととと新新新新たなたなたなたな販販販販路路路路開開開開拓拓拓拓をををを推進推進推進推進するということではするということではするということではするということではじじじじめてまいりました。めてまいりました。めてまいりました。めてまいりました。

今年今年今年今年度度度度から委から委から委から委託託託託業業業業者者者者ということで、奈良ということで、奈良ということで、奈良ということで、奈良テレテレテレテレビビビビ等々等々等々等々でででで始始始始めたところでございます。平成めたところでございます。平成めたところでございます。平成めたところでございます。平成

２４年１０月１日から２４年１０月１日から２４年１０月１日から２４年１０月１日から販販販販売を売を売を売を開開開開始始始始させていただきまして、おさせていただきまして、おさせていただきまして、おさせていただきまして、お歳歳歳歳暮暮暮暮商商商商戦戦戦戦から奈良のから奈良のから奈良のから奈良の食食食食ををををギギギギフフフフ

ト商ト商ト商ト商品品品品としてアとしてアとしてアとしてアピピピピーーーールルルルさせていただいたところです。３させていただいたところです。３させていただいたところです。３させていただいたところです。３タタタタイイイイププププでででで販販販販売させていただいたと売させていただいたと売させていただいたと売させていただいたと

ころでございますが、１２月３１日ころでございますが、１２月３１日ころでございますが、１２月３１日ころでございますが、１２月３１日時時時時点での点での点での点での販販販販売売売売実実実実績績績績につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、寧樂寧樂寧樂寧樂プレプレプレプレミアミアミアミアムムムムカカカカ
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ーーーードドドドは３は３は３は３，，，，００００００００００００円円円円ココココーーーーススススと５と５と５と５，，，，００００００００００００円円円円ココココーーーーススススの２つでございましたが、３の２つでございましたが、３の２つでございましたが、３の２つでございましたが、３，，，，００００００００００００円円円円

ココココーーーーススススにつきましては３０４につきましては３０４につきましては３０４につきましては３０４個個個個、５、５、５、５，，，，００００００００００００円円円円ココココーーーーススススについては２８４については２８４については２８４については２８４個個個個、、、、寧樂寧樂寧樂寧樂セセセセレクレクレクレクトトトト

カタロカタロカタロカタログについては１４８グについては１４８グについては１４８グについては１４８商商商商品品品品、それからイン、それからイン、それからイン、それからインタタタターネーネーネーネットットットットの奈良ええもの奈良ええもの奈良ええもの奈良ええもんんんんスススストトトトアにつきまアにつきまアにつきまアにつきま

しては２３７しては２３７しては２３７しては２３７商商商商品品品品というというというという形形形形でででで販販販販売を売を売を売を終わ終わ終わ終わらせていただきました。予定をしていたところよらせていただきました。予定をしていたところよらせていただきました。予定をしていたところよらせていただきました。予定をしていたところよ

りは、りは、りは、りは、販販販販売は少し少なかったところではございます。売は少し少なかったところではございます。売は少し少なかったところではございます。売は少し少なかったところではございます。

これにつきましては、これにつきましては、これにつきましては、これにつきましては、ププププロロロロポポポポーーーーザザザザルルルルを平成２４年を平成２４年を平成２４年を平成２４年度度度度ははははじじじじめからさせていただきまして、めからさせていただきまして、めからさせていただきまして、めからさせていただきまして、

１０月１日のお１０月１日のお１０月１日のお１０月１日のお歳歳歳歳暮暮暮暮に間に合に間に合に間に合に間に合わわわわすということで、すということで、すということで、すということで、商商商商品品品品等々等々等々等々のののの造造造造成成成成等々等々等々等々にににに十分十分十分十分なななな時時時時間をとれ間をとれ間をとれ間をとれ

なかったところもなかったところもなかったところもなかったところも反省反省反省反省しております。このしております。このしております。このしております。この販販販販売売売売実実実実績績績績を今を今を今を今分析分析分析分析をしておりまして、よりをしておりまして、よりをしておりまして、よりをしておりまして、より魅魅魅魅力力力力

的な的な的な的な商商商商品品品品造造造造成に取り組成に取り組成に取り組成に取り組んんんんでいきたいと考えております。平成２５年でいきたいと考えております。平成２５年でいきたいと考えております。平成２５年でいきたいと考えております。平成２５年度度度度につきましては、中につきましては、中につきましては、中につきましては、中

元元元元、、、、歳歳歳歳暮暮暮暮の機会とあの機会とあの機会とあの機会とあわわわわせまして、またせまして、またせまして、またせまして、また冠冠冠冠婚婚婚婚葬祭葬祭葬祭葬祭等等等等幅幅幅幅広広広広いいいいニニニニーーーーズズズズにもにもにもにも対応対応対応対応できるようなできるようなできるようなできるような通通通通年年年年

型型型型のののの商商商商品品品品化も検討していきたいと考えているところです。また、化も検討していきたいと考えているところです。また、化も検討していきたいと考えているところです。また、化も検討していきたいと考えているところです。また、皆皆皆皆様様様様方、ご方、ご方、ご方、ご商商商商品品品品できましできましできましできまし

たらたらたらたらＰＲＰＲＰＲＰＲさせていただきます。よろしくお願いしたいと思います。させていただきます。よろしくお願いしたいと思います。させていただきます。よろしくお願いしたいと思います。させていただきます。よろしくお願いしたいと思います。

それから、それから、それから、それから、続続続続きましてもうきましてもうきましてもうきましてもう一一一一つ、まほろばつ、まほろばつ、まほろばつ、まほろばキッチキッチキッチキッチンについてのおンについてのおンについてのおンについてのお尋ね尋ね尋ね尋ねのののの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。

４月から４月から４月から４月からオオオオーーーーププププンになるンになるンになるンになるわわわわけでございますが、そこでけでございますが、そこでけでございますが、そこでけでございますが、そこで行行行行いますところの県産農産いますところの県産農産いますところの県産農産いますところの県産農産物物物物等等等等ののののＰＰＰＰ

ＲＲＲＲフフフフェェェェアのアのアのアの内内内内容容容容につきましては、今につきましては、今につきましては、今につきましては、今後後後後検討になる検討になる検討になる検討になるわわわわけでございますけれども、けでございますけれども、けでございますけれども、けでございますけれども、直直直直売売売売所所所所のののの前前前前、、、、

まほろばまほろばまほろばまほろばキッチキッチキッチキッチンのンのンのンの軒軒軒軒下下下下であったり、それからであったり、それからであったり、それからであったり、それから駐駐駐駐車場、場車場、場車場、場車場、場所所所所は検討ですけれども、は検討ですけれども、は検討ですけれども、は検討ですけれども、建物建物建物建物のののの

外という外という外という外という形形形形にはなるかと思うのですけれども、年間にそのにはなるかと思うのですけれども、年間にそのにはなるかと思うのですけれども、年間にそのにはなるかと思うのですけれども、年間にその旬旬旬旬ししししゅゅゅゅんんんん、、、、季季季季節節節節ごとに県ごとに県ごとに県ごとに県内内内内の農の農の農の農

産産産産品品品品、、、、食食食食のものがそこにのものがそこにのものがそこにのものがそこに集集集集まって、まって、まって、まって、生生生生産産産産者者者者やややや販販販販売売売売者者者者がががが集集集集まってまってまってまってＰＲＰＲＰＲＰＲしていくイしていくイしていくイしていくイベベベベンンンントトトトをををを計計計計

画画画画していきたいと考えておりまして、まだ出していきたいと考えておりまして、まだ出していきたいと考えておりまして、まだ出していきたいと考えておりまして、まだ出店内店内店内店内容容容容等々等々等々等々、他、他、他、他府府府府県の事例県の事例県の事例県の事例等等等等もかもかもかもかんんんんがみなががみなががみなががみなが

ら、ら、ら、ら、実実実実際際際際にににに魅魅魅魅力あるまほろば力あるまほろば力あるまほろば力あるまほろばキッチキッチキッチキッチンになって、大ンになって、大ンになって、大ンになって、大勢勢勢勢の方の方の方の方 々々々々に来ていただけるに来ていただけるに来ていただけるに来ていただける拠拠拠拠点になり点になり点になり点になり

ますようにというますようにというますようにというますようにという形形形形で取り組みをで取り組みをで取り組みをで取り組みを進進進進めたいと思っております。以上です。めたいと思っております。以上です。めたいと思っております。以上です。めたいと思っております。以上です。

○神田委員○神田委員○神田委員○神田委員 県が県が県が県が主主主主催催催催でイでイでイでイベベベベンンンントトトトをする。をする。をする。をする。

○角山マーケティング課長○角山マーケティング課長○角山マーケティング課長○角山マーケティング課長 そうですそうですそうですそうですねねねね、その、その、その、その辺辺辺辺はははは生生生生産産産産者等者等者等者等もももも巻巻巻巻きききき込ん込ん込ん込んでというでというでというでという形形形形になりになりになりになり

ますか、今ますか、今ますか、今ますか、今後後後後平成２５年平成２５年平成２５年平成２５年度度度度になりまして考えていきたいと思っております。になりまして考えていきたいと思っております。になりまして考えていきたいと思っております。になりまして考えていきたいと思っております。

○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 女女女女性性性性のののの就就就就労労労労支支支支援援援援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、女女女女性性性性のののの就就就就労労労労支支支支援援援援については、については、については、については、

先先先先ほどほどほどほど申申申申しましたように、しましたように、しましたように、しましたように、基基基基本本本本的に平成２３年４月からは的に平成２３年４月からは的に平成２３年４月からは的に平成２３年４月からは女女女女性支性支性支性支援援援援課課課課でやっていただいてでやっていただいてでやっていただいてでやっていただいて

おるというおるというおるというおるという状況状況状況状況でございます。それで、予でございます。それで、予でございます。それで、予でございます。それで、予算算算算案の案の案の案の概概概概要のところで説明させていただいたの要のところで説明させていただいたの要のところで説明させていただいたの要のところで説明させていただいたの

は、私ども雇用労政は、私ども雇用労政は、私ども雇用労政は、私ども雇用労政課分課分課分課分というというというという形形形形です。です。です。です。女女女女性性性性のののの就就就就労労労労支支支支援援援援については８７については８７については８７については８７ペペペペーーーージジジジにににに女女女女性性性性のののの就就就就

労労労労支支支支援援援援策の策の策の策の推進推進推進推進、、、、女女女女性性性性のののの就就就就労労労労支支支支援援援援というというというという形形形形でででで女女女女性支性支性支性支援援援援課課課課がやられる事業をまとめておりまがやられる事業をまとめておりまがやられる事業をまとめておりまがやられる事業をまとめておりま

すので、そすので、そすので、そすので、そちちちちらの方がらの方がらの方がらの方が主主主主になっていくかと思っております。になっていくかと思っております。になっていくかと思っております。になっていくかと思っております。
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それで、それで、それで、それで、女女女女性支性支性支性支援援援援課課課課からおからおからおからお聞聞聞聞きしておるきしておるきしておるきしておる話話話話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、女女女女性性性性のののの就就就就労における、労における、労における、労における、

今、神田委員がおっし今、神田委員がおっし今、神田委員がおっし今、神田委員がおっしゃゃゃゃったような、ったような、ったような、ったような、女女女女性性性性の意の意の意の意識識識識がどうかというおがどうかというおがどうかというおがどうかというお話話話話かと思うのですけれかと思うのですけれかと思うのですけれかと思うのですけれ

ども、そのども、そのども、そのども、その辺辺辺辺のところについてはのところについてはのところについてはのところについては社内社内社内社内でででで仕仕仕仕事と事と事と事と家庭家庭家庭家庭のののの両立両立両立両立支支支支援援援援のののの制度制度制度制度と意と意と意と意識識識識がががが整整整整っておらっておらっておらっておら

ずずずず周周周周りにりにりにりに遠慮遠慮遠慮遠慮ががががちちちちになってしまうというになってしまうというになってしまうというになってしまうという感じ感じ感じ感じ、その、その、その、その辺辺辺辺のののの理理理理解が解が解が解が欲欲欲欲しいということとか、そしいということとか、そしいということとか、そしいということとか、そ

れから働きれから働きれから働きれから働き続続続続けるけるけるける前前前前例がない、もう例がない、もう例がない、もう例がない、もう皆皆皆皆ささささんんんん結結結結婚婚婚婚されたらおやめになるというされたらおやめになるというされたらおやめになるというされたらおやめになるという形形形形で、それ以で、それ以で、それ以で、それ以

後後後後に働きに働きに働きに働き続続続続けておられる方のけておられる方のけておられる方のけておられる方の前前前前例が少ないために、今は例が少ないために、今は例が少ないために、今は例が少ないために、今は仕仕仕仕事をやめざるを得ないというご事をやめざるを得ないというご事をやめざるを得ないというご事をやめざるを得ないというご

意見を意見を意見を意見を持持持持っておられる方がっておられる方がっておられる方がっておられる方が多多多多いとおいとおいとおいとお聞聞聞聞きしております。またきしております。またきしております。またきしております。また一一一一方で、方で、方で、方で、通通通通勤勤勤勤時時時時間が３０間が３０間が３０間が３０分分分分以以以以

内内内内ということをということをということをということを希望希望希望希望される方もおられる、いされる方もおられる、いされる方もおられる、いされる方もおられる、いわわわわゆゆゆゆる職る職る職る職住住住住接接接接近近近近もももも望望望望んんんんでおられる方もおられでおられる方もおられでおられる方もおられでおられる方もおられ

るとおるとおるとおるとお聞聞聞聞きしてます。きしてます。きしてます。きしてます。

そういうそういうそういうそういう形形形形で、今で、今で、今で、今申申申申しましたように、しましたように、しましたように、しましたように、社内社内社内社内でのでのでのでの仕仕仕仕事と事と事と事と家庭家庭家庭家庭のののの両立両立両立両立というというというという状況状況状況状況のおのおのおのお話話話話の中の中の中の中

で、今年で、今年で、今年で、今年度度度度においてはにおいてはにおいてはにおいては女女女女性支性支性支性支援援援援課課課課をををを主主主主導といたしまして、経済導といたしまして、経済導といたしまして、経済導といたしまして、経済団体団体団体団体、労働、労働、労働、労働団体団体団体団体、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは

先先先先進企進企進企進企業業業業等等等等などとなどとなどとなどと連連連連携携携携をいたしまして、雇用労政をいたしまして、雇用労政をいたしまして、雇用労政をいたしまして、雇用労政課課課課も入りましたけれども、も入りましたけれども、も入りましたけれども、も入りましたけれども、仕仕仕仕事と事と事と事と家庭家庭家庭家庭のののの

両立両立両立両立推進推進推進推進会議を設会議を設会議を設会議を設置置置置いたしまして、経済関係の方いたしまして、経済関係の方いたしまして、経済関係の方いたしまして、経済関係の方 々々々々へのへのへのへの女女女女性性性性の働くことについてのの働くことについてのの働くことについてのの働くことについての重重重重要さ要さ要さ要さ

のののの啓啓啓啓発をいたしておったところでございます。その発をいたしておったところでございます。その発をいたしておったところでございます。その発をいたしておったところでございます。その延延延延長で、平成２５年長で、平成２５年長で、平成２５年長で、平成２５年度度度度は、は、は、は、先先先先ほどほどほどほど申申申申しししし

ましたように、ましたように、ましたように、ましたように、企企企企業の業の業の業の管理管理管理管理職、あるいは職、あるいは職、あるいは職、あるいは人人人人事事事事担当者向担当者向担当者向担当者向けのけのけのけのワワワワーーーークククク・ライ・ライ・ライ・ライフフフフ・・・・ババババランランランランススススを導を導を導を導

入するに入するに入するに入するに当当当当たってのたってのたってのたってのママママニニニニュュュュアアアアルルルル、こういったものをつくっていって、、こういったものをつくっていって、、こういったものをつくっていって、、こういったものをつくっていって、企企企企業の中での業の中での業の中での業の中での啓啓啓啓発を発を発を発を

進進進進めていって、めていって、めていって、めていって、女女女女性性性性が働きやすいが働きやすいが働きやすいが働きやすい環境環境環境環境づづづづくりをしていきたいというくりをしていきたいというくりをしていきたいというくりをしていきたいという形形形形のことをのことをのことをのことを進進進進めようとめようとめようとめようと

いうことをおいうことをおいうことをおいうことをお聞聞聞聞きしております。きしております。きしております。きしております。

○神田委員○神田委員○神田委員○神田委員 答答答答弁弁弁弁していただいたところからしていただいたところからしていただいたところからしていただいたところから行行行行きます。きます。きます。きます。

ここを見たらよかったのですが、ここまで目がここを見たらよかったのですが、ここまで目がここを見たらよかったのですが、ここまで目がここを見たらよかったのですが、ここまで目が届届届届かなかったから。やはりかなかったから。やはりかなかったから。やはりかなかったから。やはり女女女女性性性性の意の意の意の意識識識識がががが

ままままず変わず変わず変わず変わらないと、なかなからないと、なかなからないと、なかなからないと、なかなか社社社社会の中、奈良県の中でのきっ会の中、奈良県の中でのきっ会の中、奈良県の中でのきっ会の中、奈良県の中でのきっちちちちりとしたりとしたりとしたりとした女女女女性性性性のののの就就就就労は労は労は労は実実実実現現現現

していかないかと思っているところでございます。そういうしていかないかと思っているところでございます。そういうしていかないかと思っているところでございます。そういうしていかないかと思っているところでございます。そういう女女女女性性性性の意の意の意の意識識識識がががが高高高高揚揚揚揚するように、するように、するように、するように、

周周周周りのりのりのりの企企企企業なり、また地域が業なり、また地域が業なり、また地域が業なり、また地域が協協協協力を、力を、力を、力を、支支支支援援援援をしてもらをしてもらをしてもらをしてもらわわわわないとというところで、また県でないとというところで、また県でないとというところで、また県でないとというところで、また県で

頑頑頑頑張張張張っていただきたいと思います。っていただきたいと思います。っていただきたいと思います。っていただきたいと思います。

それから、それから、それから、それから、ギギギギフフフフトトトトについてはについてはについてはについてはわわわわかりました。かりました。かりました。かりました。応応応応援援援援いたします。しっかり売れるように、いたします。しっかり売れるように、いたします。しっかり売れるように、いたします。しっかり売れるように、

私ができることは、また私ができることは、また私ができることは、また私ができることは、また応応応応援援援援をさせていただきたいと思います。をさせていただきたいと思います。をさせていただきたいと思います。をさせていただきたいと思います。

それと、まほろばそれと、まほろばそれと、まほろばそれと、まほろばキッチキッチキッチキッチンはまたこれからということで、みンはまたこれからということで、みンはまたこれからということで、みンはまたこれからということで、みんんんんなのなのなのなの期期期期待待待待がかかっておりがかかっておりがかかっておりがかかっており

ますので、ますので、ますので、ますので、ぜぜぜぜひひひひよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。

それともうそれともうそれともうそれともう一一一一つだけ。つだけ。つだけ。つだけ。前前前前のとき、１２月かそののとき、１２月かそののとき、１２月かそののとき、１２月かその前前前前か、か、か、か、好好好好適適適適環境環境環境環境水をご水をご水をご水をご紹介紹介紹介紹介をさせていたをさせていたをさせていたをさせていた

だきました。これが以外とだきました。これが以外とだきました。これが以外とだきました。これが以外と皆皆皆皆ささささんんんんより委員のより委員のより委員のより委員の皆皆皆皆ささささんんんんが興が興が興が興味味味味をををを持持持持って、って、って、って、皆皆皆皆ささささんんんんよりと言うとよりと言うとよりと言うとよりと言うと
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怒怒怒怒られますが。で、１回見にられますが。で、１回見にられますが。で、１回見にられますが。で、１回見に行行行行こうよとか言っていただいている中で、こうよとか言っていただいている中で、こうよとか言っていただいている中で、こうよとか言っていただいている中で、植植植植田農林部田農林部田農林部田農林部次次次次長に長に長に長に

この間、そこの間、そこの間、そこの間、そんんんんなななな話話話話をしていたのですが、をしていたのですが、をしていたのですが、をしていたのですが、何何何何かごかごかごかご所所所所見があれば。見があれば。見があれば。見があれば。全国全国全国全国豊豊豊豊かなかなかなかな海づ海づ海づ海づくり大会にくり大会にくり大会にくり大会に

どうのというのは、これはどうのというのは、これはどうのというのは、これはどうのというのは、これは無無無無理理理理かと思いましたけれども、やはり奈良県のようにかと思いましたけれども、やはり奈良県のようにかと思いましたけれども、やはり奈良県のようにかと思いましたけれども、やはり奈良県のように海海海海のないのないのないのない

ところは、県中ところは、県中ところは、県中ところは、県中央央央央卸卸卸卸売売売売市市市市場の問場の問場の問場の問題題題題などに少しでも解などに少しでも解などに少しでも解などに少しでも解決決決決できるようなものであればと思ってできるようなものであればと思ってできるようなものであればと思ってできるようなものであればと思って

紹介紹介紹介紹介をさせていただいたので、もしも見にをさせていただいたので、もしも見にをさせていただいたので、もしも見にをさせていただいたので、もしも見に行行行行っていただいたのだったらそのっていただいたのだったらそのっていただいたのだったらそのっていただいたのだったらその辺辺辺辺のところ、のところ、のところ、のところ、

何何何何かいろいろなインかいろいろなインかいろいろなインかいろいろなインタタタターネーネーネーネットットットットでででで調調調調べたところでべたところでべたところでべたところで感感感感想想想想とかがあればお願いします。とかがあればお願いします。とかがあればお願いします。とかがあればお願いします。指指指指名で名で名で名で

済みませ済みませ済みませ済みませんんんん。。。。

○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） ごごごご指指指指名ですのでお名ですのでお名ですのでお名ですのでお答答答答えさせてえさせてえさせてえさせて

いただきます。いただきます。いただきます。いただきます。

農業水産振興農業水産振興農業水産振興農業水産振興課課課課の方もの方もの方もの方も担当担当担当担当職員が岡山県へ視察に職員が岡山県へ視察に職員が岡山県へ視察に職員が岡山県へ視察に行行行行かせていただきました。結論からいかせていただきました。結論からいかせていただきました。結論からいかせていただきました。結論からい

いますと、いますと、いますと、いますと、開開開開発された方が発された方が発された方が発された方が特特特特許ビ許ビ許ビ許ビジジジジネネネネススススに今取りかかっておられるというのが１点ございに今取りかかっておられるというのが１点ございに今取りかかっておられるというのが１点ございに今取りかかっておられるというのが１点ござい

ます。それと、やはり設備ます。それと、やはり設備ます。それと、やはり設備ます。それと、やはり設備費等々費等々費等々費等々、、、、運運運運営営営営費等々費等々費等々費等々、、、、費費費費用用用用対効果対効果対効果対効果のののの面面面面もあって、県といたしまもあって、県といたしまもあって、県といたしまもあって、県といたしま

してはしてはしてはしては全国全国全国全国豊豊豊豊かなかなかなかな海づ海づ海づ海づくり大会もございますけれども、くり大会もございますけれども、くり大会もございますけれども、くり大会もございますけれども、注注注注意意意意深深深深く見てまいりたいというく見てまいりたいというく見てまいりたいというく見てまいりたいという状状状状

況況況況になっております。以上です。になっております。以上です。になっております。以上です。になっております。以上です。

○神田委員○神田委員○神田委員○神田委員 行行行行っていただいたということで、ありがとうございました。また、っていただいたということで、ありがとうございました。また、っていただいたということで、ありがとうございました。また、っていただいたということで、ありがとうございました。また、研究研究研究研究調調調調査査査査

をををを続続続続けていただいて、けていただいて、けていただいて、けていただいて、何何何何かの部かの部かの部かの部分分分分でも奈良県のでも奈良県のでも奈良県のでも奈良県の活性活性活性活性化になると思うのですが、そ化になると思うのですが、そ化になると思うのですが、そ化になると思うのですが、そんんんんなことなことなことなこと

でよろしくお願いします。でよろしくお願いします。でよろしくお願いします。でよろしくお願いします。行行行行きましきましきましきましょょょょう、１回。う、１回。う、１回。う、１回。

○岡委員長○岡委員長○岡委員長○岡委員長 委員長の私も大委員長の私も大委員長の私も大委員長の私も大変変変変関心を関心を関心を関心を持持持持っておりますので、また委員のっておりますので、また委員のっておりますので、また委員のっておりますので、また委員の皆皆皆皆ささささんんんんも、よかっも、よかっも、よかっも、よかっ

たら視察をたら視察をたら視察をたら視察をねねねね。。。。

○神田委員○神田委員○神田委員○神田委員 ありがとうございます。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。

○田中委員○田中委員○田中委員○田中委員 通通通通告も告も告も告も何何何何もしていないのでもしていないのでもしていないのでもしていないので申申申申ししししわわわわけございませけございませけございませけございませんんんんけれども、けれども、けれども、けれども、ちちちちょょょょっとっとっとっと教教教教えてえてえてえて

ください。ください。ください。ください。

「「「「平成２５年平成２５年平成２５年平成２５年度一般度一般度一般度一般会会会会計特別計特別計特別計特別会会会会計計計計予予予予算算算算案の案の案の案の概概概概要、平成２４年要、平成２４年要、平成２４年要、平成２４年度一般度一般度一般度一般会会会会計特別計特別計特別計特別会会会会計計計計２月２月２月２月補補補補

正正正正予予予予算算算算案の案の案の案の概概概概要要要要」」」」３９３９３９３９ペペペペーーーージジジジ、、、、緊急緊急緊急緊急雇用ですとかことしの予雇用ですとかことしの予雇用ですとかことしの予雇用ですとかことしの予算算算算やややや補正補正補正補正予予予予算算算算との中で、との中で、との中で、との中で、緊急緊急緊急緊急

雇用雇用雇用雇用対対対対策の策の策の策の基基基基金金金金とかとかとかとか国国国国の予の予の予の予算算算算の中でいろいろと出てくるのですけれども、これについての、の中でいろいろと出てくるのですけれども、これについての、の中でいろいろと出てくるのですけれども、これについての、の中でいろいろと出てくるのですけれども、これについての、

どなたかどういう予どなたかどういう予どなたかどういう予どなたかどういう予算算算算かという説明をしてもらえるかという説明をしてもらえるかという説明をしてもらえるかという説明をしてもらえるわわわわけにはいきませけにはいきませけにはいきませけにはいきませんんんんか。あか。あか。あか。あちちちちここここちちちちで出で出で出で出

てくるので、これはどなたにてくるので、これはどなたにてくるので、これはどなたにてくるので、これはどなたに聞聞聞聞いたらいいのか、いたらいいのか、いたらいいのか、いたらいいのか、根本根本根本根本的な的な的な的な緊急緊急緊急緊急雇用の項目についてどうい雇用の項目についてどうい雇用の項目についてどうい雇用の項目についてどうい

う予う予う予う予算算算算内内内内容容容容なのかということですなのかということですなのかということですなのかということですねねねね。いろいろな部でも取り上げられていると思うのです。いろいろな部でも取り上げられていると思うのです。いろいろな部でも取り上げられていると思うのです。いろいろな部でも取り上げられていると思うのです

けれども、もとがけれども、もとがけれども、もとがけれども、もとがわわわわかっていないのにどうかと思いますので、かっていないのにどうかと思いますので、かっていないのにどうかと思いますので、かっていないのにどうかと思いますので、性格性格性格性格みたいなものをみたいなものをみたいなものをみたいなものを教教教教えてえてえてえて

いただけたらありがたいと思います。いただけたらありがたいと思います。いただけたらありがたいと思います。いただけたらありがたいと思います。
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それから、５０それから、５０それから、５０それから、５０ペペペペーーーージジジジ、、、、鳥獣鳥獣鳥獣鳥獣被害被害被害被害対対対対策ですけれども、森林策ですけれども、森林策ですけれども、森林策ですけれども、森林生生生生態態態態系系系系保保保保全全全全事業のところで、事業のところで、事業のところで、事業のところで、

去去去去年は目年は目年は目年は目標標標標をつくっていただいて２をつくっていただいて２をつくっていただいて２をつくっていただいて２，，，，００００００００００００頭頭頭頭だったのか、それで目だったのか、それで目だったのか、それで目だったのか、それで目標標標標はははは達達達達成できました成できました成できました成できました

とおっしとおっしとおっしとおっしゃゃゃゃっていただいたのですけれども、来年っていただいたのですけれども、来年っていただいたのですけれども、来年っていただいたのですけれども、来年度度度度予予予予算算算算の中ではそういう目の中ではそういう目の中ではそういう目の中ではそういう目標標標標とか、それとか、それとか、それとか、それ

からどういうインからどういうインからどういうインからどういうインセセセセンンンンティブティブティブティブをををを与与与与えるえるえるえる形形形形の取り組みをしようとしているのか、もう少しの取り組みをしようとしているのか、もう少しの取り組みをしようとしているのか、もう少しの取り組みをしようとしているのか、もう少し詳詳詳詳

しく解説をしていただきたいと思います。しく解説をしていただきたいと思います。しく解説をしていただきたいと思います。しく解説をしていただきたいと思います。

そのそのそのその次次次次に、５４に、５４に、５４に、５４ペペペペーーーージジジジ、、、、市町村市町村市町村市町村森林森林森林森林所有者所有者所有者所有者情情情情報報報報整整整整備事業で予備事業で予備事業で予備事業で予算算算算が組まれています。それが組まれています。それが組まれています。それが組まれています。それ

はははは国国国国土土土土地地地地理理理理院院院院との関係のとの関係のとの関係のとの関係の境境境境界界界界明明明明示示示示云云云云 々々々々、、、、市町村市町村市町村市町村の地の地の地の地籍籍籍籍調調調調査査査査とのかかとのかかとのかかとのかかわわわわり方がどうなのか、り方がどうなのか、り方がどうなのか、り方がどうなのか、

実実実実はははは正正正正直直直直申申申申し上げて、し上げて、し上げて、し上げて、各各各各市町村市町村市町村市町村の林の地の林の地の林の地の林の地籍籍籍籍調調調調査査査査はかなりおくれているのではないかと、こはかなりおくれているのではないかと、こはかなりおくれているのではないかと、こはかなりおくれているのではないかと、こ

れを見まして思い出しました。で、れを見まして思い出しました。で、れを見まして思い出しました。で、れを見まして思い出しました。で、本本本本来の予来の予来の予来の予算算算算のののの枠枠枠枠の中での中での中での中で交付交付交付交付金等金等金等金等での地での地での地での地籍籍籍籍調調調調査査査査云云云云 々々々々のののの話話話話

とはとはとはとは別個別個別個別個に、あるに、あるに、あるに、ある程程程程度度度度、今の、今の、今の、今の衛衛衛衛星星星星をををを通通通通してしてしてして境境境境界界界界明明明明示示示示することはかなりすることはかなりすることはかなりすることはかなり精精精精度度度度もつかむことがもつかむことがもつかむことがもつかむことが

できてますので、農林部の予できてますので、農林部の予できてますので、農林部の予できてますので、農林部の予算算算算をこういうをこういうをこういうをこういう形形形形で回していって、地で回していって、地で回していって、地で回していって、地籍籍籍籍調調調調査査査査とととと一一一一つの成つの成つの成つの成果果果果を上を上を上を上

げられる項目となり得るのではないかと思えるものですから、どういう関係にあるのかにげられる項目となり得るのではないかと思えるものですから、どういう関係にあるのかにげられる項目となり得るのではないかと思えるものですから、どういう関係にあるのかにげられる項目となり得るのではないかと思えるものですから、どういう関係にあるのかに

ついてご説明をいただきたいと思います。ついてご説明をいただきたいと思います。ついてご説明をいただきたいと思います。ついてご説明をいただきたいと思います。

それで、もうそれで、もうそれで、もうそれで、もう一一一一つは、これはどの項目というつは、これはどの項目というつは、これはどの項目というつは、これはどの項目という形形形形の質問ではないのですけれども、の質問ではないのですけれども、の質問ではないのですけれども、の質問ではないのですけれども、特特特特にににに宇宇宇宇

陀陀陀陀地域だけかも地域だけかも地域だけかも地域だけかもわわわわかりませかりませかりませかりませんんんんが、が、が、が、商商商商業業業業商商商商店店店店街街街街、、、、商商商商業の関係の方も、それから中小業の関係の方も、それから中小業の関係の方も、それから中小業の関係の方も、それから中小企企企企業の関業の関業の関業の関

係の方も、今まで係の方も、今まで係の方も、今まで係の方も、今までずずずずっとやってきたっとやってきたっとやってきたっとやってきた仕仕仕仕事が、どうも事が、どうも事が、どうも事が、どうも衰衰衰衰退退退退していってしていってしていってしていってシシシシャャャャッタッタッタッターをおろしてーをおろしてーをおろしてーをおろして

しましましましまわわわわれる。だが、れる。だが、れる。だが、れる。だが、新新新新しい産業があるし、しい産業があるし、しい産業があるし、しい産業があるし、何何何何か目ざとくそれにか目ざとくそれにか目ざとくそれにか目ざとくそれに向向向向かってかってかってかって突突突突きききき進進進進みたいと思みたいと思みたいと思みたいと思

っていてもっていてもっていてもっていても把握把握把握把握することができないので、そのままうなだれてすることができないので、そのままうなだれてすることができないので、そのままうなだれてすることができないので、そのままうなだれて落ち込ん落ち込ん落ち込ん落ち込んでしまっているでしまっているでしまっているでしまっている人人人人

たたたたちちちちがかなり県がかなり県がかなり県がかなり県内内内内にはにはにはには多多多多いように思うのです。それをいように思うのです。それをいように思うのです。それをいように思うのです。それをササササポポポポーーーートトトトすると言ったらすると言ったらすると言ったらすると言ったら変変変変ですけれですけれですけれですけれ

ども、意ども、意ども、意ども、意欲欲欲欲はあるけれどもうまく見つけられないのだということで、それをはあるけれどもうまく見つけられないのだということで、それをはあるけれどもうまく見つけられないのだということで、それをはあるけれどもうまく見つけられないのだということで、それをササササポポポポーーーートトトトするするするする

予予予予算算算算もももも先先先先ほどのご説明の中にあったように思うのですけれども、もっとそういうことをほどのご説明の中にあったように思うのですけれども、もっとそういうことをほどのご説明の中にあったように思うのですけれども、もっとそういうことをほどのご説明の中にあったように思うのですけれども、もっとそういうことを強強強強

く県でもおく県でもおく県でもおく県でもお支支支支えいただく必要があるのかと思います。えいただく必要があるのかと思います。えいただく必要があるのかと思います。えいただく必要があるのかと思います。零細零細零細零細企企企企業というか、中小の事業業というか、中小の事業業というか、中小の事業業というか、中小の事業家家家家のののの

方方方方 々々々々も、どうもやりくりが大も、どうもやりくりが大も、どうもやりくりが大も、どうもやりくりが大変変変変だと、だと、だと、だと、需需需需給給給給、こ、こ、こ、こちちちちらはらはらはらは商商商商品品品品をををを供給供給供給供給する能力もあるしやるする能力もあるしやるする能力もあるしやるする能力もあるしやる気気気気

はあるけれども、おはあるけれども、おはあるけれども、おはあるけれども、お客客客客ささささんんんんがだがだがだがだんんんんだだだだん先ん先ん先ん先細細細細りになってりになってりになってりになって買買買買ってもらえないという産業ってもらえないという産業ってもらえないという産業ってもらえないという産業界界界界の方の方の方の方

がかなりあるように思うのです。そういうがかなりあるように思うのです。そういうがかなりあるように思うのです。そういうがかなりあるように思うのです。そういう人人人人たたたたちちちちの事業意の事業意の事業意の事業意欲欲欲欲をほったらかしにしないで、をほったらかしにしないで、をほったらかしにしないで、をほったらかしにしないで、

何何何何かかかかササササポポポポーーーートトトトしてあげられる方してあげられる方してあげられる方してあげられる方法法法法、もう少し意、もう少し意、もう少し意、もう少し意欲欲欲欲をををを持持持持って取り組って取り組って取り組って取り組んんんんでいただきたいというでいただきたいというでいただきたいというでいただきたいという

ことをお願いしておきたいと思います。ことをお願いしておきたいと思います。ことをお願いしておきたいと思います。ことをお願いしておきたいと思います。

それから、奈良県営競輪について。私もそれから、奈良県営競輪について。私もそれから、奈良県営競輪について。私もそれから、奈良県営競輪について。私も行行行行かせていただきました。議会事かせていただきました。議会事かせていただきました。議会事かせていただきました。議会事務局務局務局務局の方もの方もの方もの方もササササ

ポポポポーーーートトトトしてくれましたし、場してくれましたし、場してくれましたし、場してくれましたし、場内内内内の職員の方もいろいろとご説明いただいておの職員の方もいろいろとご説明いただいておの職員の方もいろいろとご説明いただいておの職員の方もいろいろとご説明いただいてお世世世世話話話話になりまになりまになりまになりま

した。ありがとうございました。した。ありがとうございました。した。ありがとうございました。した。ありがとうございました。
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ただ、その中で、ご説明をただ、その中で、ご説明をただ、その中で、ご説明をただ、その中で、ご説明を聞聞聞聞いている中で思ったいている中で思ったいている中で思ったいている中で思った感感感感想想想想を少しを少しを少しを少し述述述述べさせていただきたいとべさせていただきたいとべさせていただきたいとべさせていただきたいと

思うのです。あれはあくまでも思うのです。あれはあくまでも思うのです。あれはあくまでも思うのです。あれはあくまでもギギギギャャャャンンンンブブブブルルルル、競輪、競、競輪、競、競輪、競、競輪、競馬馬馬馬、これは公営でやるというのが原、これは公営でやるというのが原、これは公営でやるというのが原、これは公営でやるというのが原

則則則則のように思いますし、委のように思いますし、委のように思いますし、委のように思いますし、委託託託託をををを受受受受けてけてけてけて民民民民間でやらせてもらえたらという間でやらせてもらえたらという間でやらせてもらえたらという間でやらせてもらえたらという話話話話ももももちちちちらほららほららほららほら聞聞聞聞ここここ

えたようにも思うのですけれども、えたようにも思うのですけれども、えたようにも思うのですけれども、えたようにも思うのですけれども、性格性格性格性格をををを曲曲曲曲げてしまうとげてしまうとげてしまうとげてしまうと何何何何かかかか非常非常非常非常におかしなものになっにおかしなものになっにおかしなものになっにおかしなものになっ

てしまうてしまうてしまうてしまう危険危険危険危険性性性性もあるようにも思います。ただ、もあるようにも思います。ただ、もあるようにも思います。ただ、もあるようにも思います。ただ、馬馬馬馬見見見見丘陵丘陵丘陵丘陵公公公公園園園園ですとか、それからうだ・ですとか、それからうだ・ですとか、それからうだ・ですとか、それからうだ・

アアアアニニニニマルパマルパマルパマルパーーーーククククもそうですが、もそうですが、もそうですが、もそうですが、当初当初当初当初入場入場入場入場者数者数者数者数がががが随随随随分分分分と少なかったけれども、いろいろと少なかったけれども、いろいろと少なかったけれども、いろいろと少なかったけれども、いろいろ工工工工夫夫夫夫

をされて入場をされて入場をされて入場をされて入場者数者数者数者数ををををふふふふやしたりですとか、それからやしたりですとか、それからやしたりですとか、それからやしたりですとか、それから馬馬馬馬見見見見丘陵丘陵丘陵丘陵公公公公園園園園もイもイもイもイベベベベンンンントトトトをなさってをなさってをなさってをなさって好好好好

評評評評をををを博博博博しているという、そういう公しているという、そういう公しているという、そういう公しているという、そういう公園園園園のあり方についてののあり方についてののあり方についてののあり方についての変変変変化が県化が県化が県化が県庁庁庁庁の中であるように思の中であるように思の中であるように思の中であるように思

うのです。ですから、県営競輪場のうのです。ですから、県営競輪場のうのです。ですから、県営競輪場のうのです。ですから、県営競輪場の利利利利用の用の用の用の仕仕仕仕方、方、方、方、運運運運営の営の営の営の仕仕仕仕方も意方も意方も意方も意識識識識をををを変変変変えていろいろえていろいろえていろいろえていろいろ運運運運営営営営

なさると、今までとなさると、今までとなさると、今までとなさると、今までと違違違違った従来からの競輪場というった従来からの競輪場というった従来からの競輪場というった従来からの競輪場という固固固固定定定定概概概概念念念念から１から１から１から１歩歩歩歩も２も２も２も２歩歩歩歩もももも脱脱脱脱皮皮皮皮した競した競した競した競

輪場がつくっていけるのではないかと思いますので、そういう意輪場がつくっていけるのではないかと思いますので、そういう意輪場がつくっていけるのではないかと思いますので、そういう意輪場がつくっていけるのではないかと思いますので、そういう意味味味味のご努力をのご努力をのご努力をのご努力をぜぜぜぜひひひひやってやってやってやって

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

それから、奈良県それから、奈良県それから、奈良県それから、奈良県食肉食肉食肉食肉流流流流通通通通セセセセンンンンタタタターの改ーの改ーの改ーの改革革革革について、について、について、について、先先先先ほどほかの委員から質問がござほどほかの委員から質問がござほどほかの委員から質問がござほどほかの委員から質問がござ

いました。私もいました。私もいました。私もいました。私も勉強勉強勉強勉強不足不足不足不足で、すで、すで、すで、すぐぐぐぐにおにおにおにお答答答答えいただけないとは思いつつですけれども、今えいただけないとは思いつつですけれども、今えいただけないとは思いつつですけれども、今えいただけないとは思いつつですけれども、今後後後後

多分多分多分多分今回の改今回の改今回の改今回の改革革革革をすることによって、予をすることによって、予をすることによって、予をすることによって、予算算算算の質はの質はの質はの質は将将将将来こういう来こういう来こういう来こういうふふふふうに減らしていくうに減らしていくうに減らしていくうに減らしていく可可可可能能能能性性性性

があるのですという意があるのですという意があるのですという意があるのですという意味味味味のアのアのアのアナウナウナウナウンンンンススススですとか、それからですとか、それからですとか、それからですとか、それからススススキキキキーーーームムムムについてどういうやりについてどういうやりについてどういうやりについてどういうやり

とりといいますか、関係とりといいますか、関係とりといいますか、関係とりといいますか、関係団体団体団体団体といいますか、といいますか、といいますか、といいますか、対象対象対象対象の方と文の方と文の方と文の方と文書書書書をををを交交交交わわわわしたりしておられるのしたりしておられるのしたりしておられるのしたりしておられるの

か、どういうか、どういうか、どういうか、どういう話話話話し合いのもとになさることになったのか。また、県として今し合いのもとになさることになったのか。また、県として今し合いのもとになさることになったのか。また、県として今し合いのもとになさることになったのか。また、県として今後運後運後運後運営をされ営をされ営をされ営をされ

ていくていくていくていくわわわわけですけれども、いろいろなけですけれども、いろいろなけですけれども、いろいろなけですけれども、いろいろな規規規規定をおつくりになっていると思うのですけれども、定をおつくりになっていると思うのですけれども、定をおつくりになっていると思うのですけれども、定をおつくりになっていると思うのですけれども、

できたらできたらできたらできたら後後後後日で結日で結日で結日で結構構構構ですから、そういうものもですから、そういうものもですから、そういうものもですから、そういうものも拝拝拝拝見できたらありがたいと思います。見できたらありがたいと思います。見できたらありがたいと思います。見できたらありがたいと思います。

○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 緊急緊急緊急緊急雇用についてのお雇用についてのお雇用についてのお雇用についてのお話話話話をさせていただきます。をさせていただきます。をさせていただきます。をさせていただきます。

緊急緊急緊急緊急雇用と雇用と雇用と雇用と申申申申しますのは、その字のとおり、平成１８年にしますのは、その字のとおり、平成１８年にしますのは、その字のとおり、平成１８年にしますのは、その字のとおり、平成１８年にリリリリーーーーママママンンンンショッショッショッショッククククがががが起起起起こりまこりまこりまこりま

して、そのして、そのして、そのして、その後後後後においてにおいてにおいてにおいて急激急激急激急激な経済のな経済のな経済のな経済の落ち込落ち込落ち込落ち込みがございました。そのときにみがございました。そのときにみがございました。そのときにみがございました。そのときに一時一時一時一時的にでも雇的にでも雇的にでも雇的にでも雇

用をいたしまして、その用をいたしまして、その用をいたしまして、その用をいたしまして、その落ち込落ち込落ち込落ち込みを少しでもみを少しでもみを少しでもみを少しでも和和和和らげようというらげようというらげようというらげようという形形形形でででで始始始始められたのがめられたのがめられたのがめられたのが緊急緊急緊急緊急雇雇雇雇

用用用用創創創創出事業でございます。これはそもそも出事業でございます。これはそもそも出事業でございます。これはそもそも出事業でございます。これはそもそも国国国国のののの交付交付交付交付金金金金をもとにして県にをもとにして県にをもとにして県にをもとにして県に配配配配分分分分をいただきまをいただきまをいただきまをいただきま

して、そのして、そのして、そのして、その交付交付交付交付金金金金を財を財を財を財源源源源として県で雇用をとして県で雇用をとして県で雇用をとして県で雇用を生生生生み出すような事業をやっていくというみ出すような事業をやっていくというみ出すような事業をやっていくというみ出すような事業をやっていくという枠枠枠枠組み組み組み組み

でございます。それが平成２１年からでございます。それが平成２１年からでございます。それが平成２１年からでございます。それが平成２１年から続続続続けてきております。けてきております。けてきております。けてきております。

それで、それで、それで、それで、現在現在現在現在、大きく、大きく、大きく、大きく緊急緊急緊急緊急雇用の中でも雇い方といたしまして、雇用の中でも雇い方といたしまして、雇用の中でも雇い方といたしまして、雇用の中でも雇い方といたしまして、一時一時一時一時的に雇う事業とし的に雇う事業とし的に雇う事業とし的に雇う事業とし

て、て、て、て、使使使使う事業としてう事業としてう事業としてう事業として緊急緊急緊急緊急雇用雇用雇用雇用創創創創出事業というのと、それから、出事業というのと、それから、出事業というのと、それから、出事業というのと、それから、一一一一たたたたんんんん雇って、その雇って、その雇って、その雇って、その後後後後引引引引きききき

続続続続きききき継続継続継続継続して雇用していくというして雇用していくというして雇用していくというして雇用していくという形形形形で雇う、で雇う、で雇う、で雇う、ふふふふるさと雇用とるさと雇用とるさと雇用とるさと雇用と略略略略して言っておりますけれどして言っておりますけれどして言っておりますけれどして言っておりますけれど
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も、その大きくも、その大きくも、その大きくも、その大きく二二二二手手手手がございます。がございます。がございます。がございます。

ふふふふるさと雇用については、平成２１年るさと雇用については、平成２１年るさと雇用については、平成２１年るさと雇用については、平成２１年度度度度から平成２３年から平成２３年から平成２３年から平成２３年度度度度でででで終終終終了了了了いたしました。これにいたしました。これにいたしました。これにいたしました。これに

ついては、奈良県ついては、奈良県ついては、奈良県ついては、奈良県内内内内においてにおいてにおいてにおいて市町村市町村市町村市町村も含めてですけれども、約４５も含めてですけれども、約４５も含めてですけれども、約４５も含めてですけれども、約４５．．．．３３３３億円億円億円億円をををを執執執執行行行行いたしいたしいたしいたし

まして、雇用まして、雇用まして、雇用まして、雇用創創創創出は出は出は出は延延延延べ１べ１べ１べ１，，，，３３０３３０３３０３３０人人人人をををを一時一時一時一時的に雇用をいたしました。的に雇用をいたしました。的に雇用をいたしました。的に雇用をいたしました。

それから、それから、それから、それから、先先先先ほど言いましたほど言いましたほど言いましたほど言いました緊急緊急緊急緊急雇用雇用雇用雇用創創創創出事業、出事業、出事業、出事業、一時一時一時一時的にやる的にやる的にやる的にやる分分分分については平成２０年については平成２０年については平成２０年については平成２０年

から、平成２３年までのから、平成２３年までのから、平成２３年までのから、平成２３年までの実実実実績績績績といたしましてはといたしましてはといたしましてはといたしましては執執執執行額行額行額行額は７７は７７は７７は７７億円億円億円億円、そして雇用の、そして雇用の、そして雇用の、そして雇用の延延延延べべべべ人数人数人数人数

として７として７として７として７，，，，４８９４８９４８９４８９人人人人を雇用させていただきました。この事業については平成２４年を雇用させていただきました。この事業については平成２４年を雇用させていただきました。この事業については平成２４年を雇用させていただきました。この事業については平成２４年度度度度もももも引引引引

きききき続続続続いてやっております。また、平成２５年いてやっております。また、平成２５年いてやっております。また、平成２５年いてやっております。また、平成２５年度度度度においてもにおいてもにおいてもにおいても新新新新たに３３たに３３たに３３たに３３．．．．６６６６億円億円億円億円ほどほどほどほど執執執執行行行行予予予予

定をいたしまして、定をいたしまして、定をいたしまして、定をいたしまして、新新新新たな雇用といたしまして１たな雇用といたしまして１たな雇用といたしまして１たな雇用といたしまして１，，，，０６６０６６０６６０６６人人人人ほどの雇用を予定しておるとほどの雇用を予定しておるとほどの雇用を予定しておるとほどの雇用を予定しておると

いういういういう形形形形です。これは今、県とです。これは今、県とです。これは今、県とです。これは今、県と市町村全体市町村全体市町村全体市町村全体のののの枠枠枠枠組みでございます。それで、組みでございます。それで、組みでございます。それで、組みでございます。それで、各各各各事業、県にお事業、県にお事業、県にお事業、県にお

いてはそれいてはそれいてはそれいてはそれぞぞぞぞれの事業でこのれの事業でこのれの事業でこのれの事業でこの緊急緊急緊急緊急雇用の財雇用の財雇用の財雇用の財源源源源をををを使使使使って事業をやっていくというものについって事業をやっていくというものについって事業をやっていくというものについって事業をやっていくというものについ

て、この財て、この財て、この財て、この財源源源源でででで緊急緊急緊急緊急雇用とかという雇用とかという雇用とかという雇用とかという形形形形で出てくるかとに思っております。で出てくるかとに思っております。で出てくるかとに思っております。で出てくるかとに思っております。

雇用労政雇用労政雇用労政雇用労政課課課課といたしましては、といたしましては、といたしましては、といたしましては、緊急緊急緊急緊急雇用の、今雇用の、今雇用の、今雇用の、今申申申申したしたしたした国国国国からのからのからのからの交付交付交付交付金金金金とかとかとかとか市町村市町村市町村市町村事業、事業、事業、事業、

これの取りまとめをやっております。以上でございます。これの取りまとめをやっております。以上でございます。これの取りまとめをやっております。以上でございます。これの取りまとめをやっております。以上でございます。

○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） ５０５０５０５０ペペペペーーーージジジジについてのご質問、についてのご質問、についてのご質問、についてのご質問、

森林森林森林森林生生生生態態態態系系系系保保保保全全全全事業の森林事業の森林事業の森林事業の森林植植植植生生生生保保保保全全全全事業、事業、事業、事業、ニニニニホホホホンンンンジカジカジカジカのののの適適適適正生正生正生正生息息息息数数数数にににに誘誘誘誘導するためという導するためという導するためという導するためという

話話話話でございますが、でございますが、でございますが、でございますが、ニニニニホホホホンンンンジカジカジカジカにつきましては、県でにつきましては、県でにつきましては、県でにつきましては、県でニニニニホホホホンンンンジカ特ジカ特ジカ特ジカ特定保定保定保定保護護護護管理計管理計管理計管理計画画画画をををを立立立立てててて

てございます。平成２４年てございます。平成２４年てございます。平成２４年てございます。平成２４年当初当初当初当初で、で、で、で、恐恐恐恐らく奈良県らく奈良県らく奈良県らく奈良県下下下下に５に５に５に５万万万万５５５５，，，，００００００００００００頭頭頭頭から５から５から５から５万万万万７７７７，，，，００００００００

００００頭頭頭頭生生生生育育育育しておるだろうとしておるだろうとしておるだろうとしておるだろうと推推推推測測測測しております。それを平成３２年にしております。それを平成３２年にしております。それを平成３２年にしております。それを平成３２年に適適適適正生正生正生正生息息息息数数数数６６６６，，，，７００７００７００７００

頭頭頭頭に減らすためには年間８に減らすためには年間８に減らすためには年間８に減らすためには年間８，，，，００００００００００００頭頭頭頭、、、、雌雌雌雌が６が６が６が６，，，，００００００００００００頭頭頭頭でででで雄雄雄雄が２が２が２が２，，，，００００００００００００頭頭頭頭ですが、８ですが、８ですが、８ですが、８，，，，

００００００００００００頭頭頭頭をとっていけば平成３２年に６をとっていけば平成３２年に６をとっていけば平成３２年に６をとっていけば平成３２年に６，，，，７００７００７００７００頭頭頭頭前前前前後後後後になるでしになるでしになるでしになるでしょょょょうという目うという目うという目うという目標標標標をををを立立立立てててて

てててて現在現在現在現在やっております。やっております。やっております。やっております。

直直直直近近近近のののの捕獲捕獲捕獲捕獲数数数数のののの話話話話をををを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、ニニニニホホホホンンンンジカジカジカジカは平成２２年が５は平成２２年が５は平成２２年が５は平成２２年が５，，，，５６１５６１５６１５６１頭頭頭頭、これが、これが、これが、これが

史上最史上最史上最史上最高高高高にとれた年でした。平成２３年が４にとれた年でした。平成２３年が４にとれた年でした。平成２３年が４にとれた年でした。平成２３年が４，，，，７２２７２２７２２７２２頭頭頭頭、これは、これは、これは、これは恐恐恐恐らくらくらくらく紀伊紀伊紀伊紀伊半半半半島島島島大水大水大水大水害害害害のののの

関係で減ったものと考えております。平成２４はまだ関係で減ったものと考えております。平成２４はまだ関係で減ったものと考えております。平成２４はまだ関係で減ったものと考えております。平成２４はまだ集計集計集計集計中で中で中で中で答答答答えは出ておらないのですえは出ておらないのですえは出ておらないのですえは出ておらないのです

が、中間が、中間が、中間が、中間値値値値を見ますとを見ますとを見ますとを見ますと一番一番一番一番とれた平成２２年にとれた平成２２年にとれた平成２２年にとれた平成２２年に近近近近いいいい数数数数字が出てきております。で、なかな字が出てきております。で、なかな字が出てきております。で、なかな字が出てきております。で、なかな

かまだ８かまだ８かまだ８かまだ８，，，，００００００００００００頭頭頭頭にはいっておらないというのがにはいっておらないというのがにはいっておらないというのがにはいっておらないというのが現現現現状状状状で、今で、今で、今で、今後後後後もももも手手手手をかえをかえをかえをかえ品品品品をかえをかえをかえをかえ頑頑頑頑張張張張

りたいと思います。りたいと思います。りたいと思います。りたいと思います。

それから、インそれから、インそれから、インそれから、インセセセセンンンンティブティブティブティブのののの話話話話がございました。平成２５年がございました。平成２５年がございました。平成２５年がございました。平成２５年度度度度のののの新規新規新規新規事業としまして、事業としまして、事業としまして、事業としまして、

シカシカシカシカをををを効効効効率率率率よくとるには、よくとるには、よくとるには、よくとるには、箱箱箱箱わわわわなよりもくくりなよりもくくりなよりもくくりなよりもくくりわわわわながながながなが非常非常非常非常によくきくというのがによくきくというのがによくきくというのがによくきくというのが環境環境環境環境省省省省のののの
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大大大大台ヶ台ヶ台ヶ台ヶ原の原の原の原の実実実実験験験験ででででわわわわかりましたので、くくりかりましたので、くくりかりましたので、くくりかりましたので、くくりわわわわなによるなによるなによるなによる捕獲捕獲捕獲捕獲技技技技術術術術のののの向向向向上上上上研研研研修修修修をををを新新新新年年年年度度度度でででで計計計計

画画画画していきたいと、こしていきたいと、こしていきたいと、こしていきたいと、こんんんんなことも考えております。以上でございます。なことも考えております。以上でございます。なことも考えております。以上でございます。なことも考えております。以上でございます。

○馬場林業振興課長○馬場林業振興課長○馬場林業振興課長○馬場林業振興課長 ５４５４５４５４ペペペペーーーージジジジのののの新規新規新規新規事業でございます事業でございます事業でございます事業でございます市町村市町村市町村市町村森林森林森林森林所有者所有者所有者所有者情情情情報報報報整整整整備事業備事業備事業備事業

について、について、について、について、国国国国土交通省土交通省土交通省土交通省がががが実実実実施しています地施しています地施しています地施しています地籍籍籍籍調調調調査査査査との関との関との関との関連連連連はどうなのかというはどうなのかというはどうなのかというはどうなのかという話話話話ですけれですけれですけれですけれ

ども、ども、ども、ども、特特特特に関に関に関に関連連連連づづづづけてけてけてけて実実実実施しているものではございませ施しているものではございませ施しているものではございませ施しているものではございませんんんん。。。。

この事業は、この事業は、この事業は、この事業は、木材木材木材木材のののの安安安安定定定定供給供給供給供給体制体制体制体制をををを構構構構築築築築するためには、森林施業のするためには、森林施業のするためには、森林施業のするためには、森林施業の集集集集約化とか約化とか約化とか約化とか路路路路網網網網のののの整整整整

備備備備等等等等の必要の必要の必要の必要性性性性から、森林から、森林から、森林から、森林所有者所有者所有者所有者情情情情報の的報の的報の的報の的確確確確なななな把握把握把握把握に努めるということでに努めるということでに努めるということでに努めるということで実実実実施してございま施してございま施してございま施してございま

す。す。す。す。特特特特にににに内内内内容容容容的には的には的には的にはＧＰＳＧＰＳＧＰＳＧＰＳ機機機機器器器器のののの購購購購入であったり、入であったり、入であったり、入であったり、不在不在不在不在村者村者村者村者把握把握把握把握であったりするものでごであったりするものでごであったりするものでごであったりするものでご

ざいます。来年ざいます。来年ざいます。来年ざいます。来年度度度度はごらはごらはごらはごらんんんんのように、のように、のように、のように、葛城葛城葛城葛城市市市市とととと天川天川天川天川村村村村とととと曽爾曽爾曽爾曽爾村村村村でででで実実実実施予定でございます。施予定でございます。施予定でございます。施予定でございます。

以上でございます。以上でございます。以上でございます。以上でございます。

○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 競輪事業のこともご質問いただきましたので、お競輪事業のこともご質問いただきましたので、お競輪事業のこともご質問いただきましたので、お競輪事業のこともご質問いただきましたので、お答答答答えさせていただえさせていただえさせていただえさせていただ

きます。きます。きます。きます。

競輪事業の競輪事業の競輪事業の競輪事業の根拠法根拠法根拠法根拠法律律律律はははは自自自自転転転転車競技車競技車競技車競技法法法法ということですけれども、ここで施ということですけれども、ここで施ということですけれども、ここで施ということですけれども、ここで施行者行者行者行者はははは自治自治自治自治体体体体とととと

なっておりますので、なっておりますので、なっておりますので、なっておりますので、自治自治自治自治体体体体以外の以外の以外の以外の者者者者が競輪をが競輪をが競輪をが競輪を主主主主催催催催することはもすることはもすることはもすることはもちちちちろろろろんんんんできないとなってできないとなってできないとなってできないとなって

おりまして、おりまして、おりまして、おりまして、多分多分多分多分、ご視察いただいたときに、ご視察いただいたときに、ご視察いただいたときに、ご視察いただいたときに民民民民間委間委間委間委託託託託と、それは、競輪事業の中でいろいと、それは、競輪事業の中でいろいと、それは、競輪事業の中でいろいと、それは、競輪事業の中でいろい

ろな業ろな業ろな業ろな業務務務務を外部に委を外部に委を外部に委を外部に委託託託託しています。例えば警備とかしています。例えば警備とかしています。例えば警備とかしています。例えば警備とか清掃清掃清掃清掃とか、いろいろ場とか、いろいろ場とか、いろいろ場とか、いろいろ場内内内内のののの運運運運営に関し営に関し営に関し営に関し

て委て委て委て委託託託託していると、そういうのをしていると、そういうのをしていると、そういうのをしていると、そういうのを個別個別個別個別に委に委に委に委託託託託するのではなくまとめて委するのではなくまとめて委するのではなくまとめて委するのではなくまとめて委託託託託、、、、包括包括包括包括委委委委託託託託と、と、と、と、

外部委外部委外部委外部委託託託託と言っております。そういうことをすると、もっとと言っております。そういうことをすると、もっとと言っております。そういうことをすると、もっとと言っております。そういうことをすると、もっとコスコスコスコストトトトがががが安安安安くなるのではないくなるのではないくなるのではないくなるのではない

かというおかというおかというおかというお話話話話をされたのかと思っています。をされたのかと思っています。をされたのかと思っています。をされたのかと思っています。当当当当然然然然そういうことも考えていかないといけなそういうことも考えていかないといけなそういうことも考えていかないといけなそういうことも考えていかないといけな

いと思っております。あと、委員がおいと思っております。あと、委員がおいと思っております。あと、委員がおいと思っております。あと、委員がお述述述述べの、意べの、意べの、意べの、意識識識識をををを変変変変えて努力すれば経営もうまくいくえて努力すれば経営もうまくいくえて努力すれば経営もうまくいくえて努力すれば経営もうまくいく

のではないかということですけれども、ごのではないかということですけれども、ごのではないかということですけれども、ごのではないかということですけれども、ご指指指指摘摘摘摘のとおり、今３年のとおり、今３年のとおり、今３年のとおり、今３年連連連連続続続続の赤字がの赤字がの赤字がの赤字が続続続続いてる中いてる中いてる中いてる中

で経営経で経営経で経営経で経営経理理理理のあり方を検討するということで奈良県営競輪あり方検討委員会もやっておりのあり方を検討するということで奈良県営競輪あり方検討委員会もやっておりのあり方を検討するということで奈良県営競輪あり方検討委員会もやっておりのあり方を検討するということで奈良県営競輪あり方検討委員会もやっており

ます。この結ます。この結ます。この結ます。この結果果果果もももも踏踏踏踏まえて、意まえて、意まえて、意まえて、意識識識識をををを変変変変えて競輪の経営に努めていきたいと考えております。えて競輪の経営に努めていきたいと考えております。えて競輪の経営に努めていきたいと考えております。えて競輪の経営に努めていきたいと考えております。

以上です。以上です。以上です。以上です。

○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 商商商商業、中小業、中小業、中小業、中小企企企企業をは業をは業をは業をはじじじじめ、かなりめ、かなりめ、かなりめ、かなり厳厳厳厳しいしいしいしい状況状況状況状況にあると。そうにあると。そうにあると。そうにあると。そう

いったいったいったいった企企企企業さ業さ業さ業さんんんん、もしくは、もしくは、もしくは、もしくは商商商商店店店店街街街街の方の方の方の方 々々々々にににに対対対対してしてしてして支支支支援援援援をしていっていただきたいいうご質をしていっていただきたいいうご質をしていっていただきたいいうご質をしていっていただきたいいうご質

問でありました。問でありました。問でありました。問でありました。

ままままずずずず１つ目に組１つ目に組１つ目に組１つ目に組織織織織のののの再再再再編編編編ということで、ということで、ということで、ということで、昨昨昨昨年に年に年に年に創創創創業・経営業・経営業・経営業・経営支支支支援援援援室を産業室を産業室を産業室を産業活性活性活性活性化化化化ププププララララザザザザにににに

設設設設置置置置をいたしましたが、ことしはこれを少しをいたしましたが、ことしはこれを少しをいたしましたが、ことしはこれを少しをいたしましたが、ことしはこれを少し強強強強化いたしまして、化いたしまして、化いたしまして、化いたしまして、工工工工業技業技業技業技術術術術セセセセンンンンタタタター、それー、それー、それー、それ

からからからから新新新新たに地域振興たに地域振興たに地域振興たに地域振興総総総総合合合合セセセセンンンンタタタターというーというーというーという形形形形で、そこにで、そこにで、そこにで、そこに総総総総合経営の部合経営の部合経営の部合経営の部分分分分、それから、それから、それから、それから商商商商業の部業の部業の部業の部
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分分分分、そういったものを含めてご、そういったものを含めてご、そういったものを含めてご、そういったものを含めてご支支支支援援援援をする。そういうをする。そういうをする。そういうをする。そういう形形形形でよりでよりでよりでより皆皆皆皆ささささんんんん方に方に方に方に近近近近いところでごいところでごいところでごいところでご

支支支支援援援援できるようなできるようなできるようなできるような体制体制体制体制をつくろうということで、今回そういうをつくろうということで、今回そういうをつくろうということで、今回そういうをつくろうということで、今回そういう形形形形をとらせていただきましをとらせていただきましをとらせていただきましをとらせていただきまし

た。また、た。また、た。また、た。また、当当当当然然然然これからいろいろなこれからいろいろなこれからいろいろなこれからいろいろな商商商商品品品品を売るにを売るにを売るにを売るに当当当当たりましても、たりましても、たりましても、たりましても、通通通通常常常常県県県県内内内内の消の消の消の消費費費費だけでだけでだけでだけで

いいますといいますといいますといいますと先先先先細細細細りのりのりのりの状況状況状況状況になっていくように思になっていくように思になっていくように思になっていくように思わわわわれますので、やはりれますので、やはりれますので、やはりれますので、やはり高高高高付付付付加加加加価価価価値値値値をををを獲獲獲獲得す得す得す得す

ることが大ることが大ることが大ることが大切切切切になってくるかと思います。こういったものについてもしっかりになってくるかと思います。こういったものについてもしっかりになってくるかと思います。こういったものについてもしっかりになってくるかと思います。こういったものについてもしっかり支支支支援援援援をしてをしてをしてをして

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

また、また、また、また、商商商商店店店店でででで申申申申し上げますと、おし上げますと、おし上げますと、おし上げますと、お店店店店のイのイのイのイメメメメーーーージジジジづづづづくり、そういったことも必要でございくり、そういったことも必要でございくり、そういったことも必要でございくり、そういったことも必要でござい

ますので、ますので、ますので、ますので、魅魅魅魅力あるお力あるお力あるお力あるお店店店店づづづづくり、それからくり、それからくり、それからくり、それから商商商商店店店店街街街街のののの活性活性活性活性化、それから化、それから化、それから化、それから国国国国内内内内、、、、国国国国外への外への外への外への販販販販路路路路

拡拡拡拡大、こういった事業について大、こういった事業について大、こういった事業について大、こういった事業について展展展展開開開開をしていきたいと思っております。まをしていきたいと思っております。まをしていきたいと思っております。まをしていきたいと思っております。まずずずずはそういったはそういったはそういったはそういった

皆皆皆皆様様様様方に方に方に方に近近近近いところでのごいところでのごいところでのごいところでのご支支支支援援援援体制体制体制体制ということで、第ということで、第ということで、第ということで、第一一一一歩歩歩歩をををを踏踏踏踏み出したところでございまみ出したところでございまみ出したところでございまみ出したところでございま

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

○福住畜産流通振興室長○福住畜産流通振興室長○福住畜産流通振興室長○福住畜産流通振興室長 奈良県奈良県奈良県奈良県食肉食肉食肉食肉流流流流通通通通セセセセンンンンタタタターの改ーの改ーの改ーの改革革革革のことでのおのことでのおのことでのおのことでのお尋ね尋ね尋ね尋ねでございます。でございます。でございます。でございます。

昨昨昨昨年年年年度度度度、奈良県、奈良県、奈良県、奈良県食肉食肉食肉食肉流流流流通通通通セセセセンンンンタタタター（とー（とー（とー（と畜畜畜畜・・・・市市市市場）改場）改場）改場）改革革革革検討委員会で議論をいただいたと検討委員会で議論をいただいたと検討委員会で議論をいただいたと検討委員会で議論をいただいたと

ころでございますけれども、そのころでございますけれども、そのころでございますけれども、そのころでございますけれども、その際際際際に、に、に、に、食肉食肉食肉食肉流流流流通通通通セセセセンンンンタタタター、これはとー、これはとー、これはとー、これはと畜畜畜畜場と、それから地場と、それから地場と、それから地場と、それから地

方方方方食肉食肉食肉食肉卸卸卸卸売売売売市市市市場という２つの機能を場という２つの機能を場という２つの機能を場という２つの機能を持持持持っております。これについてそれっております。これについてそれっております。これについてそれっております。これについてそれぞぞぞぞれの存れの存れの存れの存在在在在意意意意義義義義、、、、

機能、機能、機能、機能、役割役割役割役割を明を明を明を明確確確確にして、今にして、今にして、今にして、今後後後後どのようにしていくべきなのかというところからこの議論どのようにしていくべきなのかというところからこの議論どのようにしていくべきなのかというところからこの議論どのようにしていくべきなのかというところからこの議論

をしていただいたところでございます。をしていただいたところでございます。をしていただいたところでございます。をしていただいたところでございます。

そしてその結そしてその結そしてその結そしてその結果果果果、と、と、と、と畜畜畜畜については、これは県については、これは県については、これは県については、これは県民民民民にににに安安安安心・心・心・心・安安安安全全全全なななな食肉食肉食肉食肉を提を提を提を提供供供供するという公するという公するという公するという公

共共共共性性性性をををを持持持持っておって、なおかつっておって、なおかつっておって、なおかつっておって、なおかつ非常非常非常非常にににに不採不採不採不採算算算算であると。これを今であると。これを今であると。これを今であると。これを今後後後後もそれにもそれにもそれにもそれに対応対応対応対応していくしていくしていくしていく

必要があるのではないかということで、これは必要があるのではないかということで、これは必要があるのではないかということで、これは必要があるのではないかということで、これは直接直接直接直接財財財財団法人団法人団法人団法人奈良県奈良県奈良県奈良県食肉食肉食肉食肉公公公公社社社社がががが行行行行うべきでうべきでうべきでうべきで

あるという提言をいただいております。そしてあるという提言をいただいております。そしてあるという提言をいただいております。そしてあるという提言をいただいております。そして市市市市場につきましては、関係場につきましては、関係場につきましては、関係場につきましては、関係者者者者の努力によっの努力によっの努力によっの努力によっ

てててて自主運自主運自主運自主運営をなすべきだと、これについては公的営をなすべきだと、これについては公的営をなすべきだと、これについては公的営をなすべきだと、これについては公的補助補助補助補助をすべきではないと、こういう結論をすべきではないと、こういう結論をすべきではないと、こういう結論をすべきではないと、こういう結論

をいただいております。そういうことから、今をいただいております。そういうことから、今をいただいております。そういうことから、今をいただいております。そういうことから、今般般般般の結の結の結の結果果果果につながってきたにつながってきたにつながってきたにつながってきたわわわわけでございまけでございまけでございまけでございま

す。す。す。す。

その中で、奈良県その中で、奈良県その中で、奈良県その中で、奈良県食肉食肉食肉食肉流流流流通通通通セセセセンンンンタタタター（とー（とー（とー（と畜畜畜畜・・・・市市市市場）改場）改場）改場）改革革革革検討委員会の中でもいろいろ議検討委員会の中でもいろいろ議検討委員会の中でもいろいろ議検討委員会の中でもいろいろ議

論がある論がある論がある論がある際際際際に、関係に、関係に、関係に、関係者者者者の方の方の方の方 々々々々からもいろいろ意見とかもおからもいろいろ意見とかもおからもいろいろ意見とかもおからもいろいろ意見とかもお聞聞聞聞きをしております。そしてこきをしております。そしてこきをしております。そしてこきをしております。そしてこ

の提言にの提言にの提言にの提言に沿沿沿沿いまして県として方いまして県として方いまして県として方いまして県として方針針針針をををを決決決決定して、定して、定して、定して、協協協協議、議、議、議、調調調調整整整整及び及び及び及び諸諸諸諸準準準準備を備を備を備を進進進進めてきた中でも、めてきた中でも、めてきた中でも、めてきた中でも、

とりとりとりとりわわわわけ今までとけ今までとけ今までとけ今までと畜畜畜畜業業業業務務務務、そして、そして、そして、そして市市市市場業場業場業場業務務務務をををを行行行行っております財っております財っております財っております財団法人団法人団法人団法人奈良県奈良県奈良県奈良県食肉食肉食肉食肉会会会会社社社社とととととととと

もにもにもにもに調調調調整整整整もしてきたところでございます。もしてきたところでございます。もしてきたところでございます。もしてきたところでございます。

それから、とそれから、とそれから、とそれから、と畜畜畜畜場、そして場、そして場、そして場、そして市市市市場、それ場、それ場、それ場、それぞぞぞぞれにつきまして、これは財れにつきまして、これは財れにつきまして、これは財れにつきまして、これは財団法人団法人団法人団法人奈良県奈良県奈良県奈良県食肉食肉食肉食肉公公公公
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社社社社が設が設が設が設置者置者置者置者、、、、開開開開設設設設者者者者でございますので、業でございますので、業でございますので、業でございますので、業務務務務に関するに関するに関するに関する規規規規定を定を定を定を持持持持っております。これにつきっております。これにつきっております。これにつきっております。これにつき

ましては、またましては、またましては、またましては、また後後後後ほどご説明をさせていただきたいと思っております。以上でございます。ほどご説明をさせていただきたいと思っております。以上でございます。ほどご説明をさせていただきたいと思っております。以上でございます。ほどご説明をさせていただきたいと思っております。以上でございます。

○田中委員○田中委員○田中委員○田中委員 有有有有害害害害鳥獣鳥獣鳥獣鳥獣について、おについて、おについて、おについて、お尋ね尋ね尋ね尋ねしたかったのは、ことしもしたかったのは、ことしもしたかったのは、ことしもしたかったのは、ことしも数数数数値値値値目目目目標標標標を設けてなさを設けてなさを設けてなさを設けてなさ

ろうとしておられるのですかということがろうとしておられるのですかということがろうとしておられるのですかということがろうとしておられるのですかということが一一一一つの質問項目でございます。つの質問項目でございます。つの質問項目でございます。つの質問項目でございます。

それと、山間地域の方それと、山間地域の方それと、山間地域の方それと、山間地域の方 々々々々のののの話話話話をををを聞聞聞聞いていますと、やっいていますと、やっいていますと、やっいていますと、やっぱぱぱぱりりりり頭頭頭頭数数数数が明が明が明が明確確確確ににににわわわわかるほど、かるほど、かるほど、かるほど、銃銃銃銃

なりなりなりなりわわわわななりいろいろなななりいろいろなななりいろいろなななりいろいろな形形形形でもでもでもでも頭頭頭頭数数数数をををを削削削削減してほしいということが減してほしいということが減してほしいということが減してほしいということが強強強強くくくく望望望望まれているようまれているようまれているようまれているよう

にににに聞聞聞聞こえてくるものですから、できるだけ、かなりのこえてくるものですから、できるだけ、かなりのこえてくるものですから、できるだけ、かなりのこえてくるものですから、できるだけ、かなりの頭頭頭頭数数数数削削削削減を、４減を、４減を、４減を、４，，，，００００００００００００頭台頭台頭台頭台ですとですとですとですと

か、もっとあったのですか、かなりか、もっとあったのですか、かなりか、もっとあったのですか、かなりか、もっとあったのですか、かなり削削削削減していただいているようですけれども、それでも減していただいているようですけれども、それでも減していただいているようですけれども、それでも減していただいているようですけれども、それでも

なおかつまだ地なおかつまだ地なおかつまだ地なおかつまだ地元元元元の方の方の方の方 々々々々にとってみたらそれほどでもないというところでございますし、にとってみたらそれほどでもないというところでございますし、にとってみたらそれほどでもないというところでございますし、にとってみたらそれほどでもないというところでございますし、

イイイイノノノノシシシシシシシシもしかりでございます。もしかりでございます。もしかりでございます。もしかりでございます。ぜぜぜぜひひひひともともともとも強強強強くくくく推進推進推進推進していただきたいということをお願いしていただきたいということをお願いしていただきたいということをお願いしていただきたいということをお願い

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

それから、あまりそれから、あまりそれから、あまりそれから、あまり国国国国土交通省土交通省土交通省土交通省のことと関係がないからうのことと関係がないからうのことと関係がないからうのことと関係がないからうちちちちはうはうはうはうちちちちだとしてしまだとしてしまだとしてしまだとしてしまわわわわないで、ないで、ないで、ないで、

こういうこういうこういうこういう利利利利用の用の用の用の仕仕仕仕方をお考えいただける方をお考えいただける方をお考えいただける方をお考えいただける余余余余地はないだろうかということが地はないだろうかということが地はないだろうかということが地はないだろうかということが先先先先ほどほどほどほど申申申申し上げし上げし上げし上げ

た、地た、地た、地た、地籍籍籍籍確確確確認認認認の予の予の予の予算算算算をする上でお考えいただけないでしをする上でお考えいただけないでしをする上でお考えいただけないでしをする上でお考えいただけないでしょょょょうかということでございまして、うかということでございまして、うかということでございまして、うかということでございまして、

ぜぜぜぜひひひひとも、とも、とも、とも、縦縦縦縦割割割割りのりのりのりの官官官官庁体制庁体制庁体制庁体制だからそだからそだからそだからそんんんんなの関係がないと言なの関係がないと言なの関係がないと言なの関係がないと言わずわずわずわずに、できることならお考に、できることならお考に、できることならお考に、できることならお考

えいただけたらありがたいと思いますので、要えいただけたらありがたいと思いますので、要えいただけたらありがたいと思いますので、要えいただけたらありがたいと思いますので、要望望望望しておきます。しておきます。しておきます。しておきます。

それから、それから、それから、それから、木材木材木材木材について。について。について。について。先先先先ほどほどほどほど申申申申し上げなかったのですけれども、従来からの予し上げなかったのですけれども、従来からの予し上げなかったのですけれども、従来からの予し上げなかったのですけれども、従来からの予算算算算項項項項

目の中では目の中では目の中では目の中では木材木材木材木材のののの利利利利用については用については用については用については随随随随分分分分と項目がと項目がと項目がと項目がふふふふえましたし、えましたし、えましたし、えましたし、新新新新しい視点がしい視点がしい視点がしい視点がふふふふえたようにえたようにえたようにえたように

思って思って思って思って感謝感謝感謝感謝しているのですけれども、もう少しまたしているのですけれども、もう少しまたしているのですけれども、もう少しまたしているのですけれども、もう少しまた頑頑頑頑張張張張っていただいて、っていただいて、っていただいて、っていただいて、実実実実需需需需ののののふふふふえる項える項える項える項

目を目を目を目をふふふふやしていただけるようにご努力をお願いしたいと思います。やしていただけるようにご努力をお願いしたいと思います。やしていただけるようにご努力をお願いしたいと思います。やしていただけるようにご努力をお願いしたいと思います。量量量量的にはまだまだ、こ的にはまだまだ、こ的にはまだまだ、こ的にはまだまだ、こ

れで大れで大れで大れで大幅幅幅幅にににに需需需需要要要要量量量量ががががふふふふえるかというとそうでもないようなえるかというとそうでもないようなえるかというとそうでもないようなえるかというとそうでもないような気気気気もいたしますので、その点をもいたしますので、その点をもいたしますので、その点をもいたしますので、その点を

お願いしておきたいと思います。お願いしておきたいと思います。お願いしておきたいと思います。お願いしておきたいと思います。

それから、それから、それから、それから、緊急緊急緊急緊急雇用の関係で、雇用の関係で、雇用の関係で、雇用の関係で、先先先先ほどからのご説明は平成２１年とか平成２３年とか、ほどからのご説明は平成２１年とか平成２３年とか、ほどからのご説明は平成２１年とか平成２３年とか、ほどからのご説明は平成２１年とか平成２３年とか、

そのときのそのときのそのときのそのときの話話話話はそれはそれでなさったのですけれども、はそれはそれでなさったのですけれども、はそれはそれでなさったのですけれども、はそれはそれでなさったのですけれども、実実実実際際際際、お、お、お、お尋ね尋ね尋ね尋ねしたかったのは、こしたかったのは、こしたかったのは、こしたかったのは、こ

としのとしのとしのとしの補正補正補正補正予予予予算算算算の中での中での中での中で緊急緊急緊急緊急雇用の予雇用の予雇用の予雇用の予算算算算、、、、交付交付交付交付金金金金が出ていますけれども、奈良県としてどのが出ていますけれども、奈良県としてどのが出ていますけれども、奈良県としてどのが出ていますけれども、奈良県としてどの

程程程程度度度度のものをこののものをこののものをこののものをこの補正補正補正補正予予予予算算算算の中での中での中での中で実実実実際際際際にやっているのか、どういうにやっているのか、どういうにやっているのか、どういうにやっているのか、どういう性格性格性格性格としてとしてとしてとして使使使使っていたっていたっていたっていた

だいているのか、そこをもう少し、だいているのか、そこをもう少し、だいているのか、そこをもう少し、だいているのか、そこをもう少し、理理理理解解解解度度度度がががが薄薄薄薄いものですからいものですからいものですからいものですから教教教教えていただければと思っえていただければと思っえていただければと思っえていただければと思っ

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

具体具体具体具体的には、的には、的には、的には、補正補正補正補正予予予予算算算算の中で奈良県のの中で奈良県のの中で奈良県のの中で奈良県の緊急緊急緊急緊急雇用関係はどれ雇用関係はどれ雇用関係はどれ雇用関係はどれぐぐぐぐらいあって、らいあって、らいあって、らいあって、全全全全部の部がこ部の部がこ部の部がこ部の部がこ

れにれにれにれに対応対応対応対応しておられるのか。しておられるのか。しておられるのか。しておられるのか。何何何何部と部と部と部と何何何何部が部が部が部が主主主主にどのにどのにどのにどの程程程程度使度使度使度使っているのか、そのっているのか、そのっているのか、そのっているのか、その辺辺辺辺のところのところのところのところ
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をををを教教教教えていただければえていただければえていただければえていただければわわわわかりやすかったと思っているかりやすかったと思っているかりやすかったと思っているかりやすかったと思っているわわわわけでございます。けでございます。けでございます。けでございます。

もうもうもうもう一一一一つのつのつのつの食肉食肉食肉食肉流流流流通通通通セセセセンンンンタタタターの改ーの改ーの改ーの改革革革革について、について、について、について、ススススキキキキーーーームムムムをををを変変変変えたということが中心ですえたということが中心ですえたということが中心ですえたということが中心です

という視点のご説明でございました。これによってという視点のご説明でございました。これによってという視点のご説明でございました。これによってという視点のご説明でございました。これによって将将将将来のあり方はなるほどということで来のあり方はなるほどということで来のあり方はなるほどということで来のあり方はなるほどということで

よくよくよくよくわわわわかるのですけれども、県がとかるのですけれども、県がとかるのですけれども、県がとかるのですけれども、県がと畜畜畜畜場なりに予場なりに予場なりに予場なりに予算算算算をつけていく上でをつけていく上でをつけていく上でをつけていく上で増増増増減のことは県の視減のことは県の視減のことは県の視減のことは県の視

点の中にあったのか、なかったのか、この点の中にあったのか、なかったのか、この点の中にあったのか、なかったのか、この点の中にあったのか、なかったのか、この辺辺辺辺のところをできたらもうのところをできたらもうのところをできたらもうのところをできたらもう一度一度一度一度おおおお答答答答えいただきえいただきえいただきえいただき

たいと思います。以上です。たいと思います。以上です。たいと思います。以上です。たいと思います。以上です。

○加納雇用労政課長○加納雇用労政課長○加納雇用労政課長○加納雇用労政課長 緊急緊急緊急緊急雇用の平成２４年雇用の平成２４年雇用の平成２４年雇用の平成２４年度補正度補正度補正度補正についてのおについてのおについてのおについてのお話話話話がががが抜抜抜抜けておったことはけておったことはけておったことはけておったことは

申申申申ししししわわわわけございませけございませけございませけございませんんんんでした。でした。でした。でした。

一応一応一応一応、今、平成２１年、今、平成２１年、今、平成２１年、今、平成２１年度度度度からからからから始始始始まった事業についてはおまった事業についてはおまった事業についてはおまった事業についてはお話話話話はさせていただいたはさせていただいたはさせていただいたはさせていただいた状況状況状況状況でごでごでごでご

ざいます。それで、平成２４年ざいます。それで、平成２４年ざいます。それで、平成２４年ざいます。それで、平成２４年度補正度補正度補正度補正予予予予算算算算はははは国国国国の予備の予備の予備の予備費費費費のののの分分分分でございまして、これはでございまして、これはでございまして、これはでございまして、これは一応一応一応一応

使使使使い方としてはい方としてはい方としてはい方としては重重重重点点点点分分分分野野野野ということで、例えば観光関係とかということで、例えば観光関係とかということで、例えば観光関係とかということで、例えば観光関係とか環境環境環境環境関係とか、そういう事業関係とか、そういう事業関係とか、そういう事業関係とか、そういう事業

についてについてについてについて主主主主に雇用をに雇用をに雇用をに雇用をふふふふやせる事業があればそれをやせる事業があればそれをやせる事業があればそれをやせる事業があればそれを使使使使っていただいて結っていただいて結っていただいて結っていただいて結構構構構ですというですというですというですという形形形形でごでごでごでご

ざいます。ざいます。ざいます。ざいます。

それと、平成２５年それと、平成２５年それと、平成２５年それと、平成２５年度度度度においては、その平成２４年においては、その平成２４年においては、その平成２４年においては、その平成２４年度度度度のののの補正補正補正補正予予予予算算算算でででで積積積積立立立立金金金金というというというという形形形形でででで先先先先

ほどほどほどほど申申申申しましたしましたしましたしました交付交付交付交付金金金金はははは国国国国からいただいて、それをからいただいて、それをからいただいて、それをからいただいて、それを一一一一たたたたんんんん県の財県の財県の財県の財源源源源といたしまして、そこといたしまして、そこといたしまして、そこといたしまして、そこ

から事業にから事業にから事業にから事業に使使使使っていく、それによって雇用をっていく、それによって雇用をっていく、それによって雇用をっていく、それによって雇用をふふふふやしていくという事業でございます。やしていくという事業でございます。やしていくという事業でございます。やしていくという事業でございます。

それで、その事業についてはそれで、その事業についてはそれで、その事業についてはそれで、その事業については企企企企業業業業支支支支援援援援型型型型とととと申申申申しまして、しまして、しまして、しまして、新新新新しく事業をしく事業をしく事業をしく事業を起起起起こされて１０年こされて１０年こされて１０年こされて１０年

以以以以内内内内の事業場をの事業場をの事業場をの事業場を対象対象対象対象といたしまして、そこでといたしまして、そこでといたしまして、そこでといたしまして、そこで何何何何か事業をしていただく。例えばか事業をしていただく。例えばか事業をしていただく。例えばか事業をしていただく。例えば先先先先ほどの観ほどの観ほどの観ほどの観

光とか、光とか、光とか、光とか、調調調調査査査査とかいろいろあるかと思うのですけれども、そういったものの事業についてとかいろいろあるかと思うのですけれども、そういったものの事業についてとかいろいろあるかと思うのですけれども、そういったものの事業についてとかいろいろあるかと思うのですけれども、そういったものの事業について

やられるやられるやられるやられる分分分分で雇用をしていただきましで雇用をしていただきましで雇用をしていただきましで雇用をしていただきましょょょょうといううといううといううという形形形形でございます。でございます。でございます。でございます。

それで、それで、それで、それで、申申申申ししししわわわわけないのですが、今けないのですが、今けないのですが、今けないのですが、今手元手元手元手元にどこにどういうというのがないのですけれどにどこにどういうというのがないのですけれどにどこにどういうというのがないのですけれどにどこにどういうというのがないのですけれど

も、予も、予も、予も、予算算算算案の案の案の案の概概概概要のところで要のところで要のところで要のところで括弧括弧括弧括弧してしてしてして緊急緊急緊急緊急雇用とかという雇用とかという雇用とかという雇用とかという形形形形でででで書書書書いているのがいているのがいているのがいているのが緊急緊急緊急緊急雇用の雇用の雇用の雇用の

事業でございます。それら、どこがどうという、今、事業でございます。それら、どこがどうという、今、事業でございます。それら、どこがどうという、今、事業でございます。それら、どこがどうという、今、申申申申ししししわわわわけないのですけれどもけないのですけれどもけないのですけれどもけないのですけれども……………………。。。。

○田中委員○田中委員○田中委員○田中委員 それがあっそれがあっそれがあっそれがあっちちちちこっこっこっこっちちちちになっているから。になっているから。になっているから。になっているから。

○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 えらいえらいえらいえらい申申申申ししししわわわわけないです。けないです。けないです。けないです。

○田中委員○田中委員○田中委員○田中委員 まとまったものが見えないというか。まとまったものが見えないというか。まとまったものが見えないというか。まとまったものが見えないというか。

○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 そうですそうですそうですそうですねねねね。財。財。財。財源源源源が今、が今、が今、が今、申申申申しましたしましたしましたしました緊急緊急緊急緊急雇用というものを雇用というものを雇用というものを雇用というものを使使使使っていっていっていってい

るというるというるというるというぐぐぐぐあいにごあいにごあいにごあいにご理理理理解いただけたらと思います。よろしいでし解いただけたらと思います。よろしいでし解いただけたらと思います。よろしいでし解いただけたらと思います。よろしいでしょょょょうか。うか。うか。うか。

○岡委員長○岡委員長○岡委員長○岡委員長 それならまた、それならまた、それならまた、それならまた、後後後後ほどほどほどほど詳詳詳詳しくしくしくしく聞聞聞聞いてください。いてください。いてください。いてください。

○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 わわわわかりました。かりました。かりました。かりました。申申申申ししししわわわわけありませけありませけありませけありませんんんん。。。。



---- 22228888 ----

○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） 有有有有害害害害鳥獣鳥獣鳥獣鳥獣のののの話話話話が出ていました。が出ていました。が出ていました。が出ていました。

平成２５年平成２５年平成２５年平成２５年度度度度の目の目の目の目標標標標ということですと、保ということですと、保ということですと、保ということですと、保護護護護管理計管理計管理計管理計画画画画で、で、で、で、先先先先ほど言いましたように年８ほど言いましたように年８ほど言いましたように年８ほど言いましたように年８，，，，

００００００００００００頭頭頭頭、、、、内内内内訳訳訳訳がががが雌雌雌雌が６が６が６が６，，，，００００００００００００頭頭頭頭でででで雄雄雄雄が２が２が２が２，，，，００００００００００００頭頭頭頭をとっていけば減る、をとっていけば減る、をとっていけば減る、をとっていけば減る、暫暫暫暫減減減減傾向傾向傾向傾向にににに

なるでしなるでしなるでしなるでしょょょょうといううといううといううという計計計計画画画画をまをまをまをまずずずず立立立立てております。それをどうやっててております。それをどうやっててております。それをどうやっててております。それをどうやって具具具具現現現現化するかというこ化するかというこ化するかというこ化するかというこ

とで、平成２４年とで、平成２４年とで、平成２４年とで、平成２４年度度度度からですと、例えば大きなところですとからですと、例えば大きなところですとからですと、例えば大きなところですとからですと、例えば大きなところですと奨励奨励奨励奨励金金金金を大を大を大を大幅幅幅幅にアにアにアにアッッッッププププさせてさせてさせてさせて

いただきました。あるいはいただきました。あるいはいただきました。あるいはいただきました。あるいは交付交付交付交付金金金金でやっていますでやっていますでやっていますでやっています柵柵柵柵でありますとか、そういうものをくるでありますとか、そういうものをくるでありますとか、そういうものをくるでありますとか、そういうものをくる

めまして、それからもともとめまして、それからもともとめまして、それからもともとめまして、それからもともと有有有有害害害害鳥獣鳥獣鳥獣鳥獣ではなく、ではなく、ではなく、ではなく、シカシカシカシカはははは狩猟狩猟狩猟狩猟対象対象対象対象獣獣獣獣でございますので、でございますので、でございますので、でございますので、狩狩狩狩

猟猟猟猟も含めてこれら８も含めてこれら８も含めてこれら８も含めてこれら８，，，，００００００００００００頭頭頭頭をどをどをどをどんんんんどどどどんんんんとっていきたいと考えております。例えば、とっていきたいと考えております。例えば、とっていきたいと考えております。例えば、とっていきたいと考えております。例えば、有有有有

害害害害で報で報で報で報償償償償金金金金の目の目の目の目標標標標ははははトトトトーーーータルタルタルタルでででで雌雌雌雌５５５５，，，，００００００００００００頭頭頭頭としております。としております。としております。としております。

○田中委員○田中委員○田中委員○田中委員 同一同一同一同一、、、、同額同額同額同額でインでインでインでインセセセセンンンンティブティブティブティブをををを与与与与えるということで、えるということで、えるということで、えるということで、制度制度制度制度をををを変変変変えないというえないというえないというえないという

ことですか。ことですか。ことですか。ことですか。

○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） 平成２４年平成２４年平成２４年平成２４年度度度度に大に大に大に大幅幅幅幅にアにアにアにアッッッッププププしししし

てございます。それを平成２５年てございます。それを平成２５年てございます。それを平成２５年てございます。それを平成２５年度度度度もももも継続継続継続継続したいと思ってます。したいと思ってます。したいと思ってます。したいと思ってます。

○田中委員○田中委員○田中委員○田中委員 継続継続継続継続ですか。ですか。ですか。ですか。

○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） はい。はい。はい。はい。

○福住畜産流通振興室長○福住畜産流通振興室長○福住畜産流通振興室長○福住畜産流通振興室長 ススススキキキキーーーームムムムをををを変変変変えてえてえてえて将将将将来のあり方、そしてその予来のあり方、そしてその予来のあり方、そしてその予来のあり方、そしてその予算算算算のののの増増増増減につい減につい減につい減につい

てどうなのかという点でございますけれども、奈良てどうなのかという点でございますけれども、奈良てどうなのかという点でございますけれども、奈良てどうなのかという点でございますけれども、奈良食肉食肉食肉食肉流流流流通通通通セセセセンンンンタタタター（とー（とー（とー（と畜畜畜畜・・・・市市市市場）改場）改場）改場）改革革革革

検討委員会の議論の中でも、と検討委員会の議論の中でも、と検討委員会の議論の中でも、と検討委員会の議論の中でも、と畜畜畜畜需需需需要が今要が今要が今要が今後後後後も見も見も見も見込込込込まれることから、とまれることから、とまれることから、とまれることから、と畜畜畜畜機能は機能は機能は機能は維維維維持持持持してしてしてして

いく必要があると。しかしながら、といく必要があると。しかしながら、といく必要があると。しかしながら、といく必要があると。しかしながら、と畜畜畜畜業業業業務務務務がががが構造構造構造構造的に的に的に的に不採不採不採不採算算算算である、そういう中で公的である、そういう中で公的である、そういう中で公的である、そういう中で公的

負負負負担担担担も必要ということでありますけれども、それを必要最小も必要ということでありますけれども、それを必要最小も必要ということでありますけれども、それを必要最小も必要ということでありますけれども、それを必要最小限限限限にするためににするためににするためににするために効効効効率率率率的な的な的な的な運運運運営営営営

をををを行行行行う必要があるとう必要があるとう必要があるとう必要があると指指指指摘摘摘摘されておりました。されておりました。されておりました。されておりました。

そういう中で、そういう中で、そういう中で、そういう中で、現在現在現在現在これまでのこれまでのこれまでのこれまでのススススキキキキーーーームムムムでいいますと、県が奈良でいいますと、県が奈良でいいますと、県が奈良でいいますと、県が奈良食肉株式食肉株式食肉株式食肉株式会会会会社社社社にににに補助金補助金補助金補助金

を出して間を出して間を出して間を出して間接接接接的に的に的に的に効効効効率率率率化を化を化を化を促促促促進進進進させるとなっておりますけれども、それよりも今させるとなっておりますけれども、それよりも今させるとなっておりますけれども、それよりも今させるとなっておりますけれども、それよりも今後後後後、財、財、財、財団団団団

法人法人法人法人奈良県奈良県奈良県奈良県食肉食肉食肉食肉公公公公社社社社がががが直接直接直接直接運運運運営することによって営することによって営することによって営することによって透透透透明明明明性性性性をををを高高高高め、そしてめ、そしてめ、そしてめ、そして効効効効率率率率化を化を化を化を図図図図っていっていっていってい

くことがよりくことがよりくことがよりくことがより可可可可能になるということで、予能になるということで、予能になるということで、予能になるということで、予算算算算に関しましても県のに関しましても県のに関しましても県のに関しましても県の負負負負担担担担ができるだけ小さくができるだけ小さくができるだけ小さくができるだけ小さく

なるようにとなるようにとなるようにとなるようにと進進進進めておるめておるめておるめておる次次次次第でございます。以上です。第でございます。以上です。第でございます。以上です。第でございます。以上です。

○田中委員○田中委員○田中委員○田中委員 すべてがすべてがすべてがすべてがわわわわかったかったかったかったわわわわけではけではけではけでは決決決決してないのですけれども、どうしてないのですけれども、どうしてないのですけれども、どうしてないのですけれども、どうぞぞぞぞ来年来年来年来年度度度度予予予予算算算算のののの

執執執執行行行行にににに向向向向けてご努力いただきたいと、ごけてご努力いただきたいと、ごけてご努力いただきたいと、ごけてご努力いただきたいと、ご活活活活躍躍躍躍いただきたいと思います。以上でいただきたいと思います。以上でいただきたいと思います。以上でいただきたいと思います。以上で終わ終わ終わ終わります。ります。ります。ります。

○猪奥副委員長○猪奥副委員長○猪奥副委員長○猪奥副委員長 短短短短く２つおく２つおく２つおく２つお聞聞聞聞きしたいと思います。きしたいと思います。きしたいと思います。きしたいと思います。通通通通告していませ告していませ告していませ告していませんんんんでしたので、お願でしたので、お願でしたので、お願でしたので、お願

いします。いします。いします。いします。



---- 22229999 ----

１つ目が、２月１８日の月１つ目が、２月１８日の月１つ目が、２月１８日の月１つ目が、２月１８日の月曜曜曜曜日、日、日、日、企企企企業業業業誘致曲誘致曲誘致曲誘致曲がりがりがりがり角角角角というというというという新新新新聞聞聞聞記記記記事を見ました。事を見ました。事を見ました。事を見ました。内内内内容容容容はははは

というと、というと、というと、というと、自治自治自治自治体体体体がががが補助金補助金補助金補助金をたくさをたくさをたくさをたくさんんんん出してきて、出してきて、出してきて、出してきて、北北北北川川川川知知知知事が事が事が事が三三三三重重重重県の中でやり出したの県の中でやり出したの県の中でやり出したの県の中でやり出したの

を中心に、２００３年を中心に、２００３年を中心に、２００３年を中心に、２００３年ぐぐぐぐらいから、いろいろならいから、いろいろならいから、いろいろならいから、いろいろな自治自治自治自治体体体体でででで各各各各企企企企業に業に業に業に向向向向けてけてけてけて補助金補助金補助金補助金を出すようを出すようを出すようを出すよう

になったと。ところが、ここ最になったと。ところが、ここ最になったと。ところが、ここ最になったと。ところが、ここ最近近近近おおおお金金金金を出してもなかなか来てくれないはおろか、来ていを出してもなかなか来てくれないはおろか、来ていを出してもなかなか来てくれないはおろか、来ていを出してもなかなか来てくれないはおろか、来てい

ただくお約ただくお約ただくお約ただくお約束束束束をしていたのにも関をしていたのにも関をしていたのにも関をしていたのにも関わわわわららららずずずず、来ていただけなくなって、また、来ていただけなくなって、また、来ていただけなくなって、また、来ていただけなくなって、また撤退撤退撤退撤退されるようされるようされるようされるよう

になって、長になって、長になって、長になって、長野野野野県では県では県では県では何億円何億円何億円何億円、、、、兵兵兵兵庫庫庫庫県では県では県では県では何億円何億円何億円何億円、で、その、で、その、で、その、で、その補助金補助金補助金補助金をををを返返返返すだすだすだすだ返返返返さないだのさないだのさないだのさないだの

裁判裁判裁判裁判までやっているところもあると。来年までやっているところもあると。来年までやっているところもあると。来年までやっているところもあると。来年度度度度の予の予の予の予算算算算を見ていますと、を見ていますと、を見ていますと、を見ていますと、わわわわりとりとりとりと企企企企業業業業立立立立地の大地の大地の大地の大

規模規模規模規模補助金補助金補助金補助金がつけておられると思うのですけれども、これまで奈良県は経済がつけておられると思うのですけれども、これまで奈良県は経済がつけておられると思うのですけれども、これまで奈良県は経済がつけておられると思うのですけれども、これまで奈良県は経済規模規模規模規模が小さいが小さいが小さいが小さい

からなかなか大からなかなか大からなかなか大からなかなか大型型型型のののの補助金補助金補助金補助金をつけられないのだ、だからをつけられないのだ、だからをつけられないのだ、だからをつけられないのだ、だから細細細細やかにやりますというのから、やかにやりますというのから、やかにやりますというのから、やかにやりますというのから、

先先先先ほどの田中委員の質問でほどの田中委員の質問でほどの田中委員の質問でほどの田中委員の質問で細細細細やかにやっているのですというごやかにやっているのですというごやかにやっているのですというごやかにやっているのですというご答答答答弁弁弁弁があるがあるがあるがある一一一一方、大方、大方、大方、大規模規模規模規模のののの

企企企企業業業業誘致誘致誘致誘致のののの補助金補助金補助金補助金もどもどもどもどんんんんとつけておられると、これから奈良県の産業のとつけておられると、これから奈良県の産業のとつけておられると、これから奈良県の産業のとつけておられると、これから奈良県の産業の活性活性活性活性化の方化の方化の方化の方向性向性向性向性はははは

どうかどうかどうかどうかじじじじをををを切切切切っていかれるのかをっていかれるのかをっていかれるのかをっていかれるのかを一一一一つつつつ教教教教えてください。えてください。えてください。えてください。

もうもうもうもう一一一一つは、つは、つは、つは、エエエエネネネネルギルギルギルギーーーービビビビジョジョジョジョンについてですけれども、２つおンについてですけれども、２つおンについてですけれども、２つおンについてですけれども、２つお伺伺伺伺いしたいのですが、いしたいのですが、いしたいのですが、いしたいのですが、

ままままずずずず、、、、電電電電力の力の力の力の使使使使用用用用割割割割合５合５合５合５．．．．２２２２％％％％というこのというこのというこのというこの割割割割合は、最合は、最合は、最合は、最初初初初の第１の第１の第１の第１章章章章の１にの１にの１にの１に書書書書いてあります。いてあります。いてあります。いてあります。

近近近近畿畿畿畿における奈良県のにおける奈良県のにおける奈良県のにおける奈良県の電電電電力力力力使使使使用用用用割割割割合は５合は５合は５合は５．．．．２２２２％％％％、これは関、これは関、これは関、これは関西西西西電電電電力力力力内内内内、関、関、関、関西西西西電電電電力から力から力から力から買買買買ってってってって

いる、ないしは関いる、ないしは関いる、ないしは関いる、ないしは関西西西西電電電電力を力を力を力を通通通通しているというしているというしているというしているという数数数数字でし字でし字でし字でしょょょょうか、うか、うか、うか、教教教教えてください。えてください。えてください。えてください。

もうもうもうもう一一一一つは、どこを見てもいくらつは、どこを見てもいくらつは、どこを見てもいくらつは、どこを見てもいくら自自自自活活活活するのだというするのだというするのだというするのだという数数数数値値値値目目目目標標標標がありませがありませがありませがありませんんんん。これはま。これはま。これはま。これはま

だ年だ年だ年だ年度度度度内内内内にでき上がっていないからにでき上がっていないからにでき上がっていないからにでき上がっていないから書書書書いていないのか、それともいていないのか、それともいていないのか、それともいていないのか、それとも数数数数値値値値目目目目標標標標、ないしは、ないしは、ないしは、ないしは割割割割合合合合

を出すつもりはないのか、それについてを出すつもりはないのか、それについてを出すつもりはないのか、それについてを出すつもりはないのか、それについて教教教教えてください。以上です。えてください。以上です。えてください。以上です。えてください。以上です。

○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 奈良県として今奈良県として今奈良県として今奈良県として今後後後後のののの企企企企業業業業誘致誘致誘致誘致を含めた産業振興の方を含めた産業振興の方を含めた産業振興の方を含めた産業振興の方向性向性向性向性というというというという

おおおお尋ね尋ね尋ね尋ねでございます。でございます。でございます。でございます。

○猪奥副委員長○猪奥副委員長○猪奥副委員長○猪奥副委員長 企企企企業業業業誘致誘致誘致誘致でお願いします。でお願いします。でお願いします。でお願いします。

○森田企業立地推進課長○森田企業立地推進課長○森田企業立地推進課長○森田企業立地推進課長 そういうことでおそういうことでおそういうことでおそういうことでお答答答答えいたします。えいたします。えいたします。えいたします。確確確確かにかにかにかに新新新新聞聞聞聞紙紙紙紙上にも出てお上にも出てお上にも出てお上にも出てお

りますように、他りますように、他りますように、他りますように、他府府府府県で県で県で県で三三三三重重重重県、あるいは県、あるいは県、あるいは県、あるいは兵兵兵兵庫庫庫庫県で大県で大県で大県で大規模規模規模規模なななな補助金補助金補助金補助金をををを活活活活用した大用した大用した大用した大手手手手企企企企業を業を業を業を

誘致誘致誘致誘致したしたしたした工工工工場の場の場の場の撤退撤退撤退撤退という事例がという事例がという事例がという事例が幾幾幾幾つか出てきているのはつか出てきているのはつか出てきているのはつか出てきているのは確確確確かに事かに事かに事かに事実実実実でございます。でございます。でございます。でございます。幸幸幸幸いいいい

奈良県の場合は、奈良県の場合は、奈良県の場合は、奈良県の場合は、現在現在現在現在まで、まで、まで、まで、先先先先ほどのほどのほどのほどの三三三三重重重重県の県の県の県のシシシシャャャャーーーープ株式プ株式プ株式プ株式会会会会社社社社、あるいは外、あるいは外、あるいは外、あるいは外資資資資系系系系のののの企企企企業業業業

であったりであったりであったりであったり兵兵兵兵庫庫庫庫県の県の県の県のパナパナパナパナソソソソニニニニッッッック株式ク株式ク株式ク株式会会会会社社社社という、という、という、という、投投投投資資資資規模規模規模規模、、、、工工工工場の場の場の場の建建建建設設設設費費費費でいいましてでいいましてでいいましてでいいまして

数数数数百百百百億円億円億円億円、あるいは１、あるいは１、あるいは１、あるいは１，，，，００００００００００００億円億円億円億円にににに近近近近いいいい投投投投資資資資規模ぐ規模ぐ規模ぐ規模ぐらいのらいのらいのらいの企企企企業で業で業で業で補助金補助金補助金補助金もももも何十億円何十億円何十億円何十億円、１、１、１、１

００００００００億円億円億円億円というというというという規模規模規模規模のののの補助金補助金補助金補助金を出している、そういう事例は今のところございませを出している、そういう事例は今のところございませを出している、そういう事例は今のところございませを出している、そういう事例は今のところございませんんんん。。。。

奈良県が今、奈良県が今、奈良県が今、奈良県が今、確確確確かに予かに予かに予かに予算算算算は９は９は９は９億円億円億円億円の予の予の予の予算算算算はいただいておりますが、はいただいておりますが、はいただいておりますが、はいただいておりますが、対象対象対象対象としておりますとしておりますとしておりますとしております
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のはのはのはのは投投投投資資資資規模規模規模規模でいいまして大きいところで、例えばでいいまして大きいところで、例えばでいいまして大きいところで、例えばでいいまして大きいところで、例えば昨昨昨昨年の年の年の年の天天天天理市理市理市理市福福福福住町住町住町住町のののの三甲三甲三甲三甲株式株式株式株式会会会会社社社社のののの

投投投投資資資資規模規模規模規模で、あれは約６０で、あれは約６０で、あれは約６０で、あれは約６０億円億円億円億円です。ですので、奈良県の場合は予です。ですので、奈良県の場合は予です。ですので、奈良県の場合は予です。ですので、奈良県の場合は予算算算算は９は９は９は９億円億円億円億円ですが、今ですが、今ですが、今ですが、今

までまでまでまで対象対象対象対象にしている、あるいは今にしている、あるいは今にしている、あるいは今にしている、あるいは今後後後後、平成２５年、平成２５年、平成２５年、平成２５年度度度度もももも対象対象対象対象となるととなるととなるととなると想想想想定されます定されます定されます定されます企企企企業の業の業の業の投投投投

資資資資規模規模規模規模、大きくて、大きくて、大きくて、大きくて数十億円数十億円数十億円数十億円規模規模規模規模、あるいは１０、あるいは１０、あるいは１０、あるいは１０億円前億円前億円前億円前後後後後のののの規模規模規模規模のののの企企企企業です。これらの業です。これらの業です。これらの業です。これらの企企企企業業業業

はどはどはどはどちちちちらかといいますと業らかといいますと業らかといいますと業らかといいますと業種種種種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内内内内需需需需向向向向けのけのけのけの製製製製品品品品をををを生生生生産しておられる産しておられる産しておられる産しておられる企企企企業が業が業が業が多多多多

いのです。いのです。いのです。いのです。

ことしもおおよそ９ことしもおおよそ９ことしもおおよそ９ことしもおおよそ９億円億円億円億円をほをほをほをほぼぼぼぼ使使使使いいいい切切切切るるるるぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの件数件数件数件数のののの実実実実績績績績は上がるという見は上がるという見は上がるという見は上がるという見込込込込みですみですみですみです

が、これまでが、これまでが、これまでが、これまで立立立立地しました地しました地しました地しました企企企企業は、例えば業は、例えば業は、例えば業は、例えば三甲三甲三甲三甲株式株式株式株式会会会会社社社社はははは流流流流通通通通用の用の用の用のパパパパレレレレットットットットですので、あですので、あですので、あですので、あ

くまでもこれはくまでもこれはくまでもこれはくまでもこれは流流流流通通通通向向向向けのけのけのけの内内内内需需需需のののの企企企企業です。それですとか、あるいは今までの事例で業です。それですとか、あるいは今までの事例で業です。それですとか、あるいは今までの事例で業です。それですとか、あるいは今までの事例で幾幾幾幾つつつつ

かかかか挙挙挙挙げますとげますとげますとげますと住住住住宅系宅系宅系宅系のののの資資資資材材材材であったり、あるいは大であったり、あるいは大であったり、あるいは大であったり、あるいは大和和和和郡郡郡郡山山山山市市市市ののののハハハハウウウウス食ス食ス食ス食品品品品株式株式株式株式会会会会社社社社のようのようのようのよう

にににに食食食食品品品品業業業業界界界界、あるいは、来年、あるいは、来年、あるいは、来年、あるいは、来年ぐぐぐぐらいですが、らいですが、らいですが、らいですが、医薬品医薬品医薬品医薬品関係の関係の関係の関係の資資資資材材材材であるということで、であるということで、であるということで、であるということで、我我我我 々々々々

も意も意も意も意識識識識していますのは、できるだけしていますのは、できるだけしていますのは、できるだけしていますのは、できるだけ景気景気景気景気のののの変変変変動動動動をををを受受受受けないような業けないような業けないような業けないような業種種種種のののの誘致誘致誘致誘致にににに重重重重点的に取点的に取点的に取点的に取

り組り組り組り組んんんんでいくと。そういうでいくと。そういうでいくと。そういうでいくと。そういう数十億円数十億円数十億円数十億円ぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの投投投投資資資資の業の業の業の業種企種企種企種企業ですと、業ですと、業ですと、業ですと、内内内内需需需需向向向向けのけのけのけの景気景気景気景気のののの変変変変

動動動動を大きくを大きくを大きくを大きく受受受受けない業けない業けない業けない業種種種種が結が結が結が結構構構構たくさたくさたくさたくさんんんんございますので、今ございますので、今ございますので、今ございますので、今後後後後ともともともとも非常非常非常非常にににに持持持持続続続続性性性性がある、がある、がある、がある、

あるいは県に定あるいは県に定あるいは県に定あるいは県に定着着着着していただけると、そういう業していただけると、そういう業していただけると、そういう業していただけると、そういう業種種種種にににに重重重重点を点を点を点を置置置置きながら、あまり大きながら、あまり大きながら、あまり大きながら、あまり大規模規模規模規模なななな

欲欲欲欲を出さを出さを出さを出さずずずずに、大に、大に、大に、大規模規模規模規模な大な大な大な大手手手手のののの派派派派手手手手目な目な目な目な企企企企業という業という業という業という欲欲欲欲を出さを出さを出さを出さずずずずに、そういうに、そういうに、そういうに、そういう数十億円数十億円数十億円数十億円単単単単位位位位

のののの手手手手がたいがたいがたいがたい投投投投資資資資をををを引引引引きききき込ん込ん込ん込んでいくと、そのかでいくと、そのかでいくと、そのかでいくと、そのかわわわわりりりり末末末末長らく奈良県で営業してもらうと、そ長らく奈良県で営業してもらうと、そ長らく奈良県で営業してもらうと、そ長らく奈良県で営業してもらうと、そ

ういう視点で取り組ういう視点で取り組ういう視点で取り組ういう視点で取り組んんんんでいきたいと考えております。以上でございます。でいきたいと考えております。以上でございます。でいきたいと考えております。以上でございます。でいきたいと考えております。以上でございます。

○浪越産業・雇用振興部長○浪越産業・雇用振興部長○浪越産業・雇用振興部長○浪越産業・雇用振興部長 エエエエネネネネルギルギルギルギーーーービビビビジョジョジョジョンの関係でございますけれども、ンの関係でございますけれども、ンの関係でございますけれども、ンの関係でございますけれども、一番一番一番一番ははははじじじじ

めにご説明めにご説明めにご説明めにご説明申申申申し上げたときにし上げたときにし上げたときにし上げたときに自給率自給率自給率自給率のののの話話話話を出したときに、を出したときに、を出したときに、を出したときに、実実実実はこの中にはこの中にはこの中にはこの中に揚揚揚揚水発水発水発水発電電電電が含まれが含まれが含まれが含まれ

ておりますということをておりますということをておりますということをておりますということを申申申申し上げて、これはし上げて、これはし上げて、これはし上げて、これは何何何何かというと、かというと、かというと、かというと、揚揚揚揚水発水発水発水発電電電電の、これは発の、これは発の、これは発の、これは発電電電電量量量量のののの

話話話話ですけれども、ですけれども、ですけれども、ですけれども、通通通通常使わ常使わ常使わ常使われるれるれるれる電電電電力ではない力ではない力ではない力ではないわわわわけです。けです。けです。けです。非常非常非常非常事事事事態態態態のののの電電電電力になります。その力になります。その力になります。その力になります。その

揚揚揚揚水発水発水発水発電電電電のをのをのをのを引引引引いたいたいたいたデデデデーーーータタタタがございませがございませがございませがございませんんんんので、なかなかので、なかなかので、なかなかので、なかなか自給率自給率自給率自給率というというというという形形形形でででで実実実実態態態態をあらをあらをあらをあらわわわわ

すようなすようなすようなすような形形形形で目で目で目で目標標標標設定ができるのかというところが設定ができるのかというところが設定ができるのかというところが設定ができるのかというところが一一一一つあろうかと思います。そういう意つあろうかと思います。そういう意つあろうかと思います。そういう意つあろうかと思います。そういう意

味味味味で、施設の設備で、施設の設備で、施設の設備で、施設の設備容量容量容量容量を目を目を目を目標標標標にいたしまして２にいたしまして２にいたしまして２にいたしまして２．．．．７７７７倍倍倍倍というというというという形形形形で目で目で目で目標標標標をををを立立立立てました。てました。てました。てました。実実実実際際際際

にどれだけ発にどれだけ発にどれだけ発にどれだけ発電電電電され、どれだけ発され、どれだけ発され、どれだけ発され、どれだけ発電電電電容量容量容量容量が出たのかということまでなかなかつかみが出たのかということまでなかなかつかみが出たのかということまでなかなかつかみが出たのかということまでなかなかつかみづづづづらいらいらいらい

ところがございますので、ところがございますので、ところがございますので、ところがございますので、現現現現時時時時点では設備点では設備点では設備点では設備容量容量容量容量で目で目で目で目標標標標を定めたというところでございます。を定めたというところでございます。を定めたというところでございます。を定めたというところでございます。

先先先先ほどの５ほどの５ほどの５ほどの５．．．．２２２２％％％％というのは、というのは、というのは、というのは、主主主主に関に関に関に関西西西西電電電電力を中心としてつか力を中心としてつか力を中心としてつか力を中心としてつかんんんんでいるでいるでいるでいる数数数数字で字で字で字で比比比比較較較較をしをしをしをし

ていると思います。以上です。ていると思います。以上です。ていると思います。以上です。ていると思います。以上です。

○猪奥副委員長○猪奥副委員長○猪奥副委員長○猪奥副委員長 設備設備設備設備投投投投資資資資のののの件件件件はよくはよくはよくはよく理理理理解できました。解できました。解できました。解できました。引引引引きききき続続続続きききき頑頑頑頑張張張張ってください。ってください。ってください。ってください。



---- 33331111 ----

エエエエネネネネルギルギルギルギーーーービビビビジョジョジョジョンに関してですけれども、ンに関してですけれども、ンに関してですけれども、ンに関してですけれども、実実実実態態態態を今、を今、を今、を今、再生可再生可再生可再生可能能能能エエエエネネネネルギルギルギルギーでーでーでーで幾幾幾幾ら発ら発ら発ら発電電電電

がされていて、関がされていて、関がされていて、関がされていて、関西西西西電電電電力では力では力では力では幾幾幾幾ら発ら発ら発ら発電電電電をされているというのを、をされているというのを、をされているというのを、をされているというのを、果果果果たしてたしてたしてたして何％何％何％何％がががが再生可再生可再生可再生可能能能能

エエエエネネネネルギルギルギルギーで発ーで発ーで発ーで発電電電電されているかすらもされているかすらもされているかすらもされているかすらもわわわわからない中でからない中でからない中でからない中でずずずずっと議論を県がっと議論を県がっと議論を県がっと議論を県が進進進進めていくのは、めていくのは、めていくのは、めていくのは、

おかしいと思います。関おかしいと思います。関おかしいと思います。関おかしいと思います。関西西西西電電電電力が出しておられないから力が出しておられないから力が出しておられないから力が出しておられないからわわわわからないというところもからないというところもからないというところもからないというところも往往往往 々々々々にににに

あろうかと思いますので、このあろうかと思いますので、このあろうかと思いますので、このあろうかと思いますので、この数数数数字も含めて県字も含めて県字も含めて県字も含めて県側側側側から出してくれとご要から出してくれとご要から出してくれとご要から出してくれとご要望望望望いただければといただければといただければといただければと

思っております。思っております。思っております。思っております。

もうもうもうもう一一一一つは、設備つは、設備つは、設備つは、設備容量容量容量容量でやるのは、いかがかと思っておりまして、回らないでやるのは、いかがかと思っておりまして、回らないでやるのは、いかがかと思っておりまして、回らないでやるのは、いかがかと思っておりまして、回らない風風風風車を１つ車を１つ車を１つ車を１つ

立立立立てれば、こてれば、こてれば、こてれば、こんんんんなものどなものどなものどなものどんんんんといくのだというのがこれまでのといくのだというのがこれまでのといくのだというのがこれまでのといくのだというのがこれまでの自治自治自治自治体体体体のののの再生可再生可再生可再生可能能能能エエエエネネネネルギルギルギルギーーーー

の取り組みのあり方でありましたので、県としての取り組みのあり方でありましたので、県としての取り組みのあり方でありましたので、県としての取り組みのあり方でありましたので、県として何％何％何％何％をををを再生可再生可再生可再生可能能能能エエエエネネネネルギルギルギルギーでーでーでーで賄賄賄賄うのだとうのだとうのだとうのだと

いう目いう目いう目いう目標標標標を、これではやれることのを、これではやれることのを、これではやれることのを、これではやれることの積積積積み上げと見えてしまいます。奈良県としてみ上げと見えてしまいます。奈良県としてみ上げと見えてしまいます。奈良県としてみ上げと見えてしまいます。奈良県としてエエエエネネネネルギルギルギルギ

ー政策をどう考えているのだというよりかは、こー政策をどう考えているのだというよりかは、こー政策をどう考えているのだというよりかは、こー政策をどう考えているのだというよりかは、こんんんんなことができますというなことができますというなことができますというなことができますという積積積積み上げに見み上げに見み上げに見み上げに見

えてしまいますので、えてしまいますので、えてしまいますので、えてしまいますので、ビビビビジョジョジョジョンというからにはンというからにはンというからにはンというからにはビビビビジョジョジョジョンをンをンをンを示示示示して、それにして、それにして、それにして、それに向向向向かってどう努かってどう努かってどう努かってどう努

力するのだという力するのだという力するのだという力するのだというププププロセロセロセロセススススをとっていただきたいと思っております。以上です。をとっていただきたいと思っております。以上です。をとっていただきたいと思っております。以上です。をとっていただきたいと思っております。以上です。終わ終わ終わ終わりまりまりまりま

す。す。す。す。

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

なければ、以上で質疑をなければ、以上で質疑をなければ、以上で質疑をなければ、以上で質疑を終わ終わ終わ終わります。ります。ります。ります。

なお、なお、なお、なお、当当当当委員会委員会委員会委員会所管所管所管所管事項に係る議案が事項に係る議案が事項に係る議案が事項に係る議案が追追追追加提出される場合には、加提出される場合には、加提出される場合には、加提出される場合には、当当当当委員会を定例会中の委員会を定例会中の委員会を定例会中の委員会を定例会中の

３月８日３月８日３月８日３月８日金金金金曜曜曜曜日の日の日の日の本本本本会議会議会議会議終終終終了後了後了後了後にににに再度開催再度開催再度開催再度開催させていただくことになりますので、あらかさせていただくことになりますので、あらかさせていただくことになりますので、あらかさせていただくことになりますので、あらかじじじじ

めごめごめごめご了承了承了承了承を願います。を願います。を願います。を願います。

以上で以上で以上で以上で本本本本日の委員会を日の委員会を日の委員会を日の委員会を終わ終わ終わ終わります。ごります。ごります。ごります。ご苦苦苦苦労さまでした。労さまでした。労さまでした。労さまでした。


