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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９月２日（月） １０：０３～１１：４４平成２５年９月２日（月） １０：０３～１１：４４平成２５年９月２日（月） １０：０３～１１：４４平成２５年９月２日（月） １０：０３～１１：４４

開催場所開催場所開催場所開催場所 第１委員会室第１委員会室第１委員会室第１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

和田 恵治 副委員長和田 恵治 副委員長和田 恵治 副委員長和田 恵治 副委員長

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

森川 喜之 委員森川 喜之 委員森川 喜之 委員森川 喜之 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

中村 昭 委員中村 昭 委員中村 昭 委員中村 昭 委員

藤本 昭広 委員藤本 昭広 委員藤本 昭広 委員藤本 昭広 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 中 産業・雇用振興部長中 産業・雇用振興部長中 産業・雇用振興部長中 産業・雇用振興部長

福谷 農林部長 ほか、関係職員福谷 農林部長 ほか、関係職員福谷 農林部長 ほか、関係職員福谷 農林部長 ほか、関係職員

傍聴者傍聴者傍聴者傍聴者 なしなしなしなし

議 事議 事議 事議 事

（１）平成２５年度主要施策の概要について（１）平成２５年度主要施策の概要について（１）平成２５年度主要施策の概要について（１）平成２５年度主要施策の概要について

（２）その他（２）その他（２）その他（２）その他

＜質疑応答＞＜質疑応答＞＜質疑応答＞＜質疑応答＞

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

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

○今井委員○今井委員○今井委員○今井委員 今、ブラック企業がいろいろと話題になっているのですけれども、厚生労働今、ブラック企業がいろいろと話題になっているのですけれども、厚生労働今、ブラック企業がいろいろと話題になっているのですけれども、厚生労働今、ブラック企業がいろいろと話題になっているのですけれども、厚生労働

省が９月に全国のブラック企業を４，０００社、集中的に調査をすると発表されています。省が９月に全国のブラック企業を４，０００社、集中的に調査をすると発表されています。省が９月に全国のブラック企業を４，０００社、集中的に調査をすると発表されています。省が９月に全国のブラック企業を４，０００社、集中的に調査をすると発表されています。

この件に関して、県との関係ではどのようになるのかを１点お伺いをしたいのと、それかこの件に関して、県との関係ではどのようになるのかを１点お伺いをしたいのと、それかこの件に関して、県との関係ではどのようになるのかを１点お伺いをしたいのと、それかこの件に関して、県との関係ではどのようになるのかを１点お伺いをしたいのと、それか

ら、いろいろな雇用関係の相談など、私たちも聞かせてもらったりしているのですけれどら、いろいろな雇用関係の相談など、私たちも聞かせてもらったりしているのですけれどら、いろいろな雇用関係の相談など、私たちも聞かせてもらったりしているのですけれどら、いろいろな雇用関係の相談など、私たちも聞かせてもらったりしているのですけれど

も、そういうところが調査の対象に入るのかどうかもよくわからないのですが、こういうも、そういうところが調査の対象に入るのかどうかもよくわからないのですが、こういうも、そういうところが調査の対象に入るのかどうかもよくわからないのですが、こういうも、そういうところが調査の対象に入るのかどうかもよくわからないのですが、こういう

ところに問題があることを提案した場合に、調査に含めていただけるのかどうか、その辺ところに問題があることを提案した場合に、調査に含めていただけるのかどうか、その辺ところに問題があることを提案した場合に、調査に含めていただけるのかどうか、その辺ところに問題があることを提案した場合に、調査に含めていただけるのかどうか、その辺

のことをお尋ねをしたいと思います。のことをお尋ねをしたいと思います。のことをお尋ねをしたいと思います。のことをお尋ねをしたいと思います。

○村上雇用労政課長○村上雇用労政課長○村上雇用労政課長○村上雇用労政課長 ブラック企業についてのお尋ねです。ブラック企業についてのお尋ねです。ブラック企業についてのお尋ねです。ブラック企業についてのお尋ねです。
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厚生労働省、労働局では、昨日、９月１日に、若者の使い捨てが疑われる企業等に関す厚生労働省、労働局では、昨日、９月１日に、若者の使い捨てが疑われる企業等に関す厚生労働省、労働局では、昨日、９月１日に、若者の使い捨てが疑われる企業等に関す厚生労働省、労働局では、昨日、９月１日に、若者の使い捨てが疑われる企業等に関す

る無料の電話相談事業をやったと聞いております。９月１日だけで、９時から夕方の５時る無料の電話相談事業をやったと聞いております。９月１日だけで、９時から夕方の５時る無料の電話相談事業をやったと聞いております。９月１日だけで、９時から夕方の５時る無料の電話相談事業をやったと聞いております。９月１日だけで、９時から夕方の５時

まで受付けをしていたという内容でございます。これに関しましては、労働局から依頼がまで受付けをしていたという内容でございます。これに関しましては、労働局から依頼がまで受付けをしていたという内容でございます。これに関しましては、労働局から依頼がまで受付けをしていたという内容でございます。これに関しましては、労働局から依頼が

ありまして、電話相談事業をやっているという広報を県も一緒にしてくださいということありまして、電話相談事業をやっているという広報を県も一緒にしてくださいということありまして、電話相談事業をやっているという広報を県も一緒にしてくださいということありまして、電話相談事業をやっているという広報を県も一緒にしてくださいということ

でした。県では、パンフレットあるいはポスターを労働局からいただきまして、市町村、でした。県では、パンフレットあるいはポスターを労働局からいただきまして、市町村、でした。県では、パンフレットあるいはポスターを労働局からいただきまして、市町村、でした。県では、パンフレットあるいはポスターを労働局からいただきまして、市町村、

あるいはしごとｉセンターなどの県の出先機関に配付をいたしまして広報に努めたというあるいはしごとｉセンターなどの県の出先機関に配付をいたしまして広報に努めたというあるいはしごとｉセンターなどの県の出先機関に配付をいたしまして広報に努めたというあるいはしごとｉセンターなどの県の出先機関に配付をいたしまして広報に努めたという

内容でございます。内容でございます。内容でございます。内容でございます。

それから、２つ目が、ブラック企業の雇用に関する調査をしていますかという質問だっそれから、２つ目が、ブラック企業の雇用に関する調査をしていますかという質問だっそれから、２つ目が、ブラック企業の雇用に関する調査をしていますかという質問だっそれから、２つ目が、ブラック企業の雇用に関する調査をしていますかという質問だっ

たと思います。これに関しましては、今、厚生労働省で許認可の監督権限とかの関係もあたと思います。これに関しましては、今、厚生労働省で許認可の監督権限とかの関係もあたと思います。これに関しましては、今、厚生労働省で許認可の監督権限とかの関係もあたと思います。これに関しましては、今、厚生労働省で許認可の監督権限とかの関係もあ

ります。県では、まだ対象企業あるいはブラック企業の定義は定かでありませんので、現ります。県では、まだ対象企業あるいはブラック企業の定義は定かでありませんので、現ります。県では、まだ対象企業あるいはブラック企業の定義は定かでありませんので、現ります。県では、まだ対象企業あるいはブラック企業の定義は定かでありませんので、現

在のところ、県が直接調査することは予定しておりません。以上であります。在のところ、県が直接調査することは予定しておりません。以上であります。在のところ、県が直接調査することは予定しておりません。以上であります。在のところ、県が直接調査することは予定しておりません。以上であります。

○今井委員○今井委員○今井委員○今井委員 先日、民主青年同盟の人たちがハローワークの前でいろいろなお仕事の実態先日、民主青年同盟の人たちがハローワークの前でいろいろなお仕事の実態先日、民主青年同盟の人たちがハローワークの前でいろいろなお仕事の実態先日、民主青年同盟の人たちがハローワークの前でいろいろなお仕事の実態

調査をするということで、青年の方々を中心に聞き取り調査をさせてもらっているのです調査をするということで、青年の方々を中心に聞き取り調査をさせてもらっているのです調査をするということで、青年の方々を中心に聞き取り調査をさせてもらっているのです調査をするということで、青年の方々を中心に聞き取り調査をさせてもらっているのです

けれども、その中で少し紹介させていただきますと、２８歳の女けれども、その中で少し紹介させていただきますと、２８歳の女けれども、その中で少し紹介させていただきますと、２８歳の女けれども、その中で少し紹介させていただきますと、２８歳の女性性性性で、で、で、で、正正正正社員という社員という社員という社員という扱扱扱扱いいいい

ですが、ですが、ですが、ですが、給給給給料が料が料が料が手手手手取りで月１５取りで月１５取りで月１５取りで月１５万円万円万円万円ほど、ほど、ほど、ほど、忌引休暇忌引休暇忌引休暇忌引休暇はなくて、はなくて、はなくて、はなくて、祖母祖母祖母祖母がががが亡亡亡亡くなったときはくなったときはくなったときはくなったときは有有有有

給休暇消化給休暇消化給休暇消化給休暇消化になった。になった。になった。になった。有給休暇有給休暇有給休暇有給休暇を使ってを使ってを使ってを使って休む休む休む休む人は要らないと社長に言われた。タ人は要らないと社長に言われた。タ人は要らないと社長に言われた。タ人は要らないと社長に言われた。タイムカイムカイムカイムカーーーー

ドドドドはあるが、はあるが、はあるが、はあるが、ココココンセントがンセントがンセントがンセントが抜抜抜抜かれている。パート職員を雇ったときだけかれている。パート職員を雇ったときだけかれている。パート職員を雇ったときだけかれている。パート職員を雇ったときだけココココンセントを入れンセントを入れンセントを入れンセントを入れ

る。る。る。る。忙忙忙忙しいときは１時しいときは１時しいときは１時しいときは１時間半間半間半間半ののののササササーーーービビビビスススス残残残残業をさせられる。今の業をさせられる。今の業をさせられる。今の業をさせられる。今の給給給給料で料で料で料で親親親親からからからから独立独立独立独立してやっしてやっしてやっしてやっ

ていけるかていけるかていけるかていけるか不安不安不安不安だということです。それから、２だということです。それから、２だということです。それから、２だということです。それから、２６６６６歳の女歳の女歳の女歳の女性性性性は、は、は、は、学学学学生の生の生の生の弟弟弟弟さんと２人さんと２人さんと２人さんと２人暮暮暮暮らららら

しで、前の仕事は時しで、前の仕事は時しで、前の仕事は時しで、前の仕事は時給給給給８００８００８００８００円円円円、、、、将来結婚将来結婚将来結婚将来結婚することをすることをすることをすることを考え考え考え考えるとるとるとると貯金貯金貯金貯金しなければと思うが、しなければと思うが、しなければと思うが、しなければと思うが、

給給給給料が少ないから思うようにいかない。料が少ないから思うようにいかない。料が少ないから思うようにいかない。料が少ないから思うようにいかない。奨学金奨学金奨学金奨学金を月２を月２を月２を月２万円ず万円ず万円ず万円ずつつつつ返返返返さないといけない。さないといけない。さないといけない。さないといけない。奨学奨学奨学奨学

金金金金のののの返済総額返済総額返済総額返済総額がががが約約約約２５０２５０２５０２５０万円万円万円万円でででで負担負担負担負担がががが重重重重い。全ての職業い。全ての職業い。全ての職業い。全ての職業訓練訓練訓練訓練でででで給給給給付付付付金金金金が受けられるようにが受けられるようにが受けられるようにが受けられるように

してほしいと、こうした調査の内容がいろいろ出ています。こういうところが今してほしいと、こうした調査の内容がいろいろ出ています。こういうところが今してほしいと、こうした調査の内容がいろいろ出ています。こういうところが今してほしいと、こうした調査の内容がいろいろ出ています。こういうところが今回回回回調査に調査に調査に調査に

なるのかどうか少し心配をしているのですけれども、９月１日の電話相談は、どれなるのかどうか少し心配をしているのですけれども、９月１日の電話相談は、どれなるのかどうか少し心配をしているのですけれども、９月１日の電話相談は、どれなるのかどうか少し心配をしているのですけれども、９月１日の電話相談は、どれぐぐぐぐらいらいらいらい

の方がの方がの方がの方が利利利利用されたのかはわかりませんけれども、まだまだそれから用されたのかはわかりませんけれども、まだまだそれから用されたのかはわかりませんけれども、まだまだそれから用されたのかはわかりませんけれども、まだまだそれから漏漏漏漏れれれれ落落落落ちているところちているところちているところちているところ

がたくさんあると思います。そういうところを、やはり県としてもがたくさんあると思います。そういうところを、やはり県としてもがたくさんあると思います。そういうところを、やはり県としてもがたくさんあると思います。そういうところを、やはり県としてもぜひぜひぜひぜひ実態をつかんでい実態をつかんでい実態をつかんでい実態をつかんでい

ただいて、若者の雇用をただいて、若者の雇用をただいて、若者の雇用をただいて、若者の雇用を守守守守るようにしていただきたいと思いますので、その点でるようにしていただきたいと思いますので、その点でるようにしていただきたいと思いますので、その点でるようにしていただきたいと思いますので、その点で何何何何かおかおかおかお考考考考

ええええがありましたらお聞かせいただきたいと思います。がありましたらお聞かせいただきたいと思います。がありましたらお聞かせいただきたいと思います。がありましたらお聞かせいただきたいと思います。

○村上雇用労政課長○村上雇用労政課長○村上雇用労政課長○村上雇用労政課長 今井委員からご今井委員からご今井委員からご今井委員からご指摘指摘指摘指摘がありましたように、がありましたように、がありましたように、がありましたように、給給給給料が料が料が料が安安安安い、あるいはい、あるいはい、あるいはい、あるいは休休休休

みみみみがどうのとかあります。労働関係がどうのとかあります。労働関係がどうのとかあります。労働関係がどうのとかあります。労働関係法令法令法令法令でででで法律違反法律違反法律違反法律違反であるという企業でありましたら、そであるという企業でありましたら、そであるという企業でありましたら、そであるという企業でありましたら、そ
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れはれはれはれは是正是正是正是正をというのがをというのがをというのがをというのが当然当然当然当然のののの考え考え考え考えになると思います。監督権限は労働になると思います。監督権限は労働になると思います。監督権限は労働になると思います。監督権限は労働基準基準基準基準監督監督監督監督署署署署がががが持持持持ってってってって

おります。県は労働局とおります。県は労働局とおります。県は労働局とおります。県は労働局と連携連携連携連携しまして、そんな事案があればしまして、そんな事案があればしまして、そんな事案があればしまして、そんな事案があれば通通通通報するなり、あるいは労働報するなり、あるいは労働報するなり、あるいは労働報するなり、あるいは労働

相談でそんな相談でそんな相談でそんな相談でそんな情情情情報が入れば、労働局と報が入れば、労働局と報が入れば、労働局と報が入れば、労働局と連携連携連携連携して対して対して対して対応応応応していきたいと思います。以上です。していきたいと思います。以上です。していきたいと思います。以上です。していきたいと思います。以上です。

○藤本委員○藤本委員○藤本委員○藤本委員 二二二二、、、、三三三三点、質問をさせていただきます。点、質問をさせていただきます。点、質問をさせていただきます。点、質問をさせていただきます。

１つは、県内の１つは、県内の１つは、県内の１つは、県内の経済活性化経済活性化経済活性化経済活性化のことで、のことで、のことで、のことで、特特特特にいつもお願いしているのですが、にいつもお願いしているのですが、にいつもお願いしているのですが、にいつもお願いしているのですが、天理天理天理天理市内の市内の市内の市内の

アアアアーーーーケケケケーーーードドドド、、、、商店街商店街商店街商店街の点で、もう少しの点で、もう少しの点で、もう少しの点で、もう少し力力力力を入れてを入れてを入れてを入れて活性化活性化活性化活性化してほしいといつも言っています。してほしいといつも言っています。してほしいといつも言っています。してほしいといつも言っています。

前にも前にも前にも前にも何何何何度も質問をしているのですが、年度も質問をしているのですが、年度も質問をしているのですが、年度も質問をしているのですが、年間間間間、、、、山山山山の辺のの辺のの辺のの辺の道道道道をををを歩歩歩歩いている人が５０いている人が５０いている人が５０いている人が５０万万万万人も人も人も人も６６６６

００００万万万万人もおられるわけですけれども、これがすっと人もおられるわけですけれども、これがすっと人もおられるわけですけれども、これがすっと人もおられるわけですけれども、これがすっと帰帰帰帰って、全って、全って、全って、全然天理然天理然天理然天理市で市で市で市で物物物物をををを買買買買わない。わない。わない。わない。

ココココーーーーヒヒヒヒーの無料ーの無料ーの無料ーの無料券券券券を出せばという話をしているのですけれども、これで、平成１８年にを出せばという話をしているのですけれども、これで、平成１８年にを出せばという話をしているのですけれども、これで、平成１８年にを出せばという話をしているのですけれども、これで、平成１８年に補補補補

助金助金助金助金として１，０００として１，０００として１，０００として１，０００万円万円万円万円ほど県が出してくれているのです。また、ほど県が出してくれているのです。また、ほど県が出してくれているのです。また、ほど県が出してくれているのです。また、商店商店商店商店主が中心となっ主が中心となっ主が中心となっ主が中心となっ

てててて天理天理天理天理市の市の市の市の魅力魅力魅力魅力のののの創創創創出出出出研究研究研究研究会もつくられて一生会もつくられて一生会もつくられて一生会もつくられて一生懸命懸命懸命懸命県も県も県も県も力力力力を入れているのですが、今を入れているのですが、今を入れているのですが、今を入れているのですが、今後後後後、、、、

もう少し、もう少し、もう少し、もう少し、富山富山富山富山市の市の市の市の通通通通りが、こういうりが、こういうりが、こういうりが、こういう天理天理天理天理市と同市と同市と同市と同じアじアじアじアーーーーケケケケーーーード街ド街ド街ド街だったのが、なだったのが、なだったのが、なだったのが、なぜぜぜぜああいああいああいああい

ううううふふふふうにしてにうにしてにうにしてにうにしてにぎぎぎぎわいがわいがわいがわいが活性化活性化活性化活性化したのか、そんなしたのか、そんなしたのか、そんなしたのか、そんな資資資資料を一度取り料を一度取り料を一度取り料を一度取り寄寄寄寄せてもらって、せてもらって、せてもらって、せてもらって、天理天理天理天理市市市市

にににに教え教え教え教えてあてあてあてあげげげげる、あるいは私にもる、あるいは私にもる、あるいは私にもる、あるいは私にも教え教え教え教えてもらって、てもらって、てもらって、てもらって、活性化活性化活性化活性化の方の方の方の方向向向向について、今について、今について、今について、今後後後後もう少しもう少しもう少しもう少し

どうどうどうどう考え考え考え考えていくかという方ていくかという方ていくかという方ていくかという方針針針針をををを教え教え教え教え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。

２点目は２点目は２点目は２点目は、、、、「「「「平成２５年度事業平成２５年度事業平成２５年度事業平成２５年度事業箇所箇所箇所箇所内内内内訳」訳」訳」訳」の４０の４０の４０の４０ペペペペーーーージジジジ、若者、若者、若者、若者へへへへのののの就就就就労労労労支援支援支援支援やややや就就就就業業業業意識意識意識意識

のののの醸醸醸醸成ということで、今、県内で若者のどれだけが成ということで、今、県内で若者のどれだけが成ということで、今、県内で若者のどれだけが成ということで、今、県内で若者のどれだけが失失失失業して、また、パート、業して、また、パート、業して、また、パート、業して、また、パート、アルバイアルバイアルバイアルバイト、ト、ト、ト、

派遣派遣派遣派遣とか、とか、とか、とか、不安不安不安不安定な仕事をしている人がいっ定な仕事をしている人がいっ定な仕事をしている人がいっ定な仕事をしている人がいっぱぱぱぱいいますね。やはり若者のいいますね。やはり若者のいいますね。やはり若者のいいますね。やはり若者の元気元気元気元気がないのでがないのでがないのでがないので

す。そういう点で、す。そういう点で、す。そういう点で、す。そういう点で、失失失失業がどういう業がどういう業がどういう業がどういう状況状況状況状況であるのか、県が、であるのか、県が、であるのか、県が、であるのか、県が、ジョジョジョジョブブブブカカカカフフフフェェェェですか、ああいですか、ああいですか、ああいですか、ああい

うううう形形形形でやってくれているけれど、そういう現でやってくれているけれど、そういう現でやってくれているけれど、そういう現でやってくれているけれど、そういう現状状状状をハローワークとをハローワークとをハローワークとをハローワークと連携連携連携連携しながら、現しながら、現しながら、現しながら、現状状状状がどがどがどがど

うなっているのか、若者がうなっているのか、若者がうなっているのか、若者がうなっているのか、若者が高校高校高校高校を出たりを出たりを出たりを出たり大学大学大学大学を出てもそうですけれど、どうを出てもそうですけれど、どうを出てもそうですけれど、どうを出てもそうですけれど、どう頑張頑張頑張頑張ってってってって支援支援支援支援

しているのかをお聞きしたい。しているのかをお聞きしたい。しているのかをお聞きしたい。しているのかをお聞きしたい。

それから、福谷農林部長、喜んでいますが、今度それから、福谷農林部長、喜んでいますが、今度それから、福谷農林部長、喜んでいますが、今度それから、福谷農林部長、喜んでいますが、今度山山山山の辺のの辺のの辺のの辺の道道道道の、の、の、の、周周周周辺辺辺辺地域地域地域地域の農村の農村の農村の農村資源資源資源資源をををを

活活活活かして２５０かして２５０かして２５０かして２５０万円万円万円万円をををを組組組組んでいただいています。この場んでいただいています。この場んでいただいています。この場んでいただいています。この場所所所所がどの辺か、がどの辺か、がどの辺か、がどの辺か、地地地地主との関係はう主との関係はう主との関係はう主との関係はう

まくいくのかどうかとか、まくいくのかどうかとか、まくいくのかどうかとか、まくいくのかどうかとか、具体具体具体具体的なことを的なことを的なことを的なことを教え教え教え教えていただけたらと思います。その３点です。ていただけたらと思います。その３点です。ていただけたらと思います。その３点です。ていただけたらと思います。その３点です。

○村上産業振興総合センター所長○村上産業振興総合センター所長○村上産業振興総合センター所長○村上産業振興総合センター所長 天理天理天理天理市市市市アアアアーーーーケケケケーーーード商店街ド商店街ド商店街ド商店街に対するに対するに対するに対する活性化活性化活性化活性化と、さらに今と、さらに今と、さらに今と、さらに今

後後後後のののの活性化活性化活性化活性化の方の方の方の方針針針針についてであろうとについてであろうとについてであろうとについてであろうと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。

ままままずずずず、県の事業といたしましては、今年度、、県の事業といたしましては、今年度、、県の事業といたしましては、今年度、、県の事業といたしましては、今年度、ププププレレレレミアム商品券支援ミアム商品券支援ミアム商品券支援ミアム商品券支援事業といたしまして、事業といたしまして、事業といたしまして、事業といたしまして、

天理天理天理天理市市市市商工商工商工商工会が発会が発会が発会が発行行行行される３，３００される３，３００される３，３００される３，３００万円分万円分万円分万円分のののの商品券商品券商品券商品券のうち、そののうち、そののうち、そののうち、そのププププレレレレミアムミアムミアムミアム相相相相当額当額当額当額３０３０３０３０

００００万円万円万円万円の２の２の２の２分分分分の１にの１にの１にの１に当当当当たります１５０たります１５０たります１５０たります１５０万円万円万円万円をををを支援支援支援支援いたします。１０月１日の発いたします。１０月１日の発いたします。１０月１日の発いたします。１０月１日の発行行行行予定で現予定で現予定で現予定で現
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在在在在準備準備準備準備をををを進進進進めておられますが、めておられますが、めておられますが、めておられますが、約約約約５００５００５００５００店舗店舗店舗店舗が対象と伺っておりますことから、そのが対象と伺っておりますことから、そのが対象と伺っておりますことから、そのが対象と伺っておりますことから、その大半大半大半大半

がががが天理天理天理天理市本市本市本市本通通通通りりりり商店街商店街商店街商店街とととと天理天理天理天理市市市市三島三島三島三島本本本本通通通通りりりり商店街商店街商店街商店街にあるものとにあるものとにあるものとにあるものと考え考え考え考えております。今ております。今ております。今ております。今後後後後、こ、こ、こ、こ

のののの天理天理天理天理市本市本市本市本通通通通りりりり商店街商店街商店街商店街とととと三島三島三島三島本本本本通通通通りりりり商店街商店街商店街商店街につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、アアアアーーーーケケケケーーーード商店街ド商店街ド商店街ド商店街という表現という表現という表現という表現

にさせていただきます。現在、にさせていただきます。現在、にさせていただきます。現在、にさせていただきます。現在、天理天理天理天理市からさらに市からさらに市からさらに市からさらにアアアアーーーーケケケケーーーード商店街ド商店街ド商店街ド商店街でででで勉強勉強勉強勉強会を実施するに会を実施するに会を実施するに会を実施するに

当当当当たり、産業雇用振興センターにたり、産業雇用振興センターにたり、産業雇用振興センターにたり、産業雇用振興センターに参画参画参画参画依頼をいただいておりますが、喜んで出依頼をいただいておりますが、喜んで出依頼をいただいておりますが、喜んで出依頼をいただいておりますが、喜んで出席席席席させていさせていさせていさせてい

ただくとただくとただくとただくと返返返返事をしているところでございます。また、今年度の国の中事をしているところでございます。また、今年度の国の中事をしているところでございます。また、今年度の国の中事をしているところでございます。また、今年度の国の中小小小小企業企業企業企業庁庁庁庁のののの補助補助補助補助事業事業事業事業

のうち、ハーのうち、ハーのうち、ハーのうち、ハードドドド事業といたしまして、事業といたしまして、事業といたしまして、事業といたしまして、アアアアーーーーケケケケーーーードドドドのののの改修改修改修改修ととととＬＥＤ化ＬＥＤ化ＬＥＤ化ＬＥＤ化につきまして、につきまして、につきまして、につきまして、商店街商店街商店街商店街

まちまちまちまちづづづづくり事業といたしまして、くり事業といたしまして、くり事業といたしまして、くり事業といたしまして、アアアアーーーーケケケケーーーード商店街ド商店街ド商店街ド商店街に合に合に合に合計計計計１１１１億億億億２２２２２２２２６万円６万円６万円６万円のののの補助補助補助補助がなされがなされがなされがなされ

ると伺っております。また、ると伺っております。また、ると伺っております。また、ると伺っております。また、ソソソソフト事業といたしましては、フト事業といたしましては、フト事業といたしましては、フト事業といたしましては、地域商店街活性化地域商店街活性化地域商店街活性化地域商店街活性化事業といた事業といた事業といた事業といた

しまして、しまして、しまして、しまして、両ア両ア両ア両アーーーーケケケケーーーード商店街ド商店街ド商店街ド商店街がががが行行行行う光とう光とう光とう光と緑緑緑緑のフのフのフのファァァァンタンタンタンタジジジジックなックなックなックな商店街商店街商店街商店街、いわ、いわ、いわ、いわゆゆゆゆるるるるイルミイルミイルミイルミ

ネネネネーーーーショショショションのンのンのンのイベイベイベイベントを１２月にントを１２月にントを１２月にントを１２月に計画計画計画計画されておられますが、それにつきましては、４００されておられますが、それにつきましては、４００されておられますが、それにつきましては、４００されておられますが、それにつきましては、４００

万円ず万円ず万円ず万円ずつそれつそれつそれつそれぞぞぞぞれれれれ助助助助成されると伺っております。成されると伺っております。成されると伺っております。成されると伺っております。

最後最後最後最後に、今に、今に、今に、今後後後後のののの商店街商店街商店街商店街のさらなるのさらなるのさらなるのさらなる活性化支援活性化支援活性化支援活性化支援でございますが、県の事業といたしまして、でございますが、県の事業といたしまして、でございますが、県の事業といたしまして、でございますが、県の事業といたしまして、

魅力魅力魅力魅力あるおあるおあるおあるお店づ店づ店づ店づくりくりくりくり推進推進推進推進事業や、事業や、事業や、事業や、魅力魅力魅力魅力あるレストランあるレストランあるレストランあるレストラン創創創創業業業業支援支援支援支援事業、また、事業、また、事業、また、事業、また、商店街商店街商店街商店街振興振興振興振興組組組組

合合合合連連連連合会合会合会合会補助補助補助補助事業といたしまして、事業といたしまして、事業といたしまして、事業といたしまして、各種研修各種研修各種研修各種研修会や全国会や全国会や全国会や全国大大大大会会会会へ参へ参へ参へ参加される加される加される加される商工商工商工商工会に対する会に対する会に対する会に対する旅旅旅旅

費費費費等を等を等を等を助助助助成いたしておりますので、それらを成いたしておりますので、それらを成いたしておりますので、それらを成いたしておりますので、それらを通じ通じ通じ通じてててて支援支援支援支援をををを強化強化強化強化させていただきたいと思いさせていただきたいと思いさせていただきたいと思いさせていただきたいと思い

ますとともに、先ほどお話のありましたますとともに、先ほどお話のありましたますとともに、先ほどお話のありましたますとともに、先ほどお話のありました富山富山富山富山市の市の市の市のアアアアーーーーケケケケーーーード商店街ド商店街ド商店街ド商店街につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、早速早速早速早速

調調調調べべべべて報て報て報て報告告告告させていただくとともに、させていただくとともに、させていただくとともに、させていただくとともに、天理天理天理天理市にもそのようなご紹介はさせていただきたい市にもそのようなご紹介はさせていただきたい市にもそのようなご紹介はさせていただきたい市にもそのようなご紹介はさせていただきたい

とととと考え考え考え考えております。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。

○村上雇用労政課長○村上雇用労政課長○村上雇用労政課長○村上雇用労政課長 若者の雇用対策についてのお尋ねでございます。若者の雇用対策についてのお尋ねでございます。若者の雇用対策についてのお尋ねでございます。若者の雇用対策についてのお尋ねでございます。

平成２５年３月の平成２５年３月の平成２５年３月の平成２５年３月の新卒新卒新卒新卒者の者の者の者のデデデデータを少しご紹介したいと思います。ことしの３月ータを少しご紹介したいと思います。ことしの３月ータを少しご紹介したいと思います。ことしの３月ータを少しご紹介したいと思います。ことしの３月末末末末、、、、就就就就

職の内定職の内定職の内定職の内定状況状況状況状況でございますが、でございますが、でございますが、でございますが、高高高高等等等等学校学校学校学校の場合、９５の場合、９５の場合、９５の場合、９５．．．．００００％％％％でした。全国平でした。全国平でした。全国平でした。全国平均均均均は９５は９５は９５は９５．．．．

８８８８％％％％でございました。０でございました。０でございました。０でございました。０．．．．８ポ８ポ８ポ８ポイイイイントントントント低低低低いと。いと。いと。いと。次次次次に、県内に、県内に、県内に、県内大学大学大学大学生の生の生の生の就就就就職内定職内定職内定職内定状況状況状況状況が８８が８８が８８が８８．．．．

１１１１％％％％、全国平、全国平、全国平、全国平均均均均が９３が９３が９３が９３．．．．９９９９％％％％でございます。これも５ポでございます。これも５ポでございます。これも５ポでございます。これも５ポイイイイントほどントほどントほどントほど低低低低いいいい数字数字数字数字となっておりとなっておりとなっておりとなっており

ます。ます。ます。ます。次次次次に、に、に、に、短期大学短期大学短期大学短期大学のののの卒卒卒卒業生の業生の業生の業生の就就就就職内定職内定職内定職内定状況状況状況状況でございますが、県内のでございますが、県内のでございますが、県内のでございますが、県内の短期大学短期大学短期大学短期大学、９０、９０、９０、９０．．．．

１１１１％％％％、全国平、全国平、全国平、全国平均均均均は９４は９４は９４は９４．７％．７％．７％．７％、これも５、これも５、これも５、これも５％％％％ほどほどほどほど低低低低いいいい数字数字数字数字でございます。雇用はでございます。雇用はでございます。雇用はでございます。雇用は回復回復回復回復のののの基基基基調調調調

にあると、日本にあると、日本にあると、日本にあると、日本銀行銀行銀行銀行の企業の企業の企業の企業短期経済観測短期経済観測短期経済観測短期経済観測調査等に調査等に調査等に調査等に載載載載っておりますが、このように、まだまっておりますが、このように、まだまっておりますが、このように、まだまっておりますが、このように、まだま

だ県内の雇用のだ県内の雇用のだ県内の雇用のだ県内の雇用の状況状況状況状況はははは厳厳厳厳しいと認しいと認しいと認しいと認識識識識しております。若者のしております。若者のしております。若者のしております。若者の大大大大企業企業企業企業志向志向志向志向、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは都都都都市部市部市部市部へへへへ

のののの志向志向志向志向がががが強強強強いと言われております。また、若者たちは、企業いと言われております。また、若者たちは、企業いと言われております。また、若者たちは、企業いと言われております。また、若者たちは、企業訪訪訪訪問するのに問するのに問するのに問するのにコミュニケコミュニケコミュニケコミュニケーーーーシシシシ

ョョョョンンンン能力能力能力能力がががが弱弱弱弱いといういといういといういという指摘指摘指摘指摘もございます。県といたしましては、企業合同説明会、あるいもございます。県といたしましては、企業合同説明会、あるいもございます。県といたしましては、企業合同説明会、あるいもございます。県といたしましては、企業合同説明会、あるい
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ははははキャリアデザイキャリアデザイキャリアデザイキャリアデザインセンセンセンセミナミナミナミナー、職場実ー、職場実ー、職場実ー、職場実習習習習、、、、イイイインターンンターンンターンンターンシシシシッッッッププププ、実、実、実、実際際際際に企業でに企業でに企業でに企業で体験体験体験体験するようするようするようするよう

なななな新規新規新規新規事業をお認めいただいたところでございます。若者の事業をお認めいただいたところでございます。若者の事業をお認めいただいたところでございます。若者の事業をお認めいただいたところでございます。若者の自分自身自分自身自分自身自分自身の振りの振りの振りの振り返返返返り、あるいり、あるいり、あるいり、あるい

はははは自分自分自分自分のののの志望志望志望志望する業する業する業する業界界界界のののの研究研究研究研究、あるいは県内にも、あるいは県内にも、あるいは県内にも、あるいは県内にも優秀優秀優秀優秀な中な中な中な中小小小小企業があるとか、そんなとこ企業があるとか、そんなとこ企業があるとか、そんなとこ企業があるとか、そんなとこ

ろを、先ほど言いました企業合同説明会、ろを、先ほど言いました企業合同説明会、ろを、先ほど言いました企業合同説明会、ろを、先ほど言いました企業合同説明会、キャリアデザイキャリアデザイキャリアデザイキャリアデザインセンセンセンセミナミナミナミナーとか、そんな中にーとか、そんな中にーとか、そんな中にーとか、そんな中に組組組組

みみみみ込込込込みみみみまして、若者の内定まして、若者の内定まして、若者の内定まして、若者の内定状況状況状況状況を上を上を上を上げげげげようというようというようというようという応援体応援体応援体応援体制制制制の取の取の取の取組組組組にににに結結結結びびびびつけていきたいとつけていきたいとつけていきたいとつけていきたいと

考え考え考え考えております。また、しごとｉセンターにております。また、しごとｉセンターにております。また、しごとｉセンターにております。また、しごとｉセンターにジョジョジョジョブブブブカカカカフフフフェェェェをををを設置設置設置設置しております。内定がなしております。内定がなしております。内定がなしております。内定がな

かなかとれない、あるいは、かなかとれない、あるいは、かなかとれない、あるいは、かなかとれない、あるいは、卒卒卒卒業してもまだ業してもまだ業してもまだ業してもまだ就就就就職が職が職が職が見見見見つからないと、つからないと、つからないと、つからないと、求求求求職職職職活活活活動動動動が長が長が長が長期化期化期化期化しししし

ますと、どうしても一人一人に合ったきめますと、どうしても一人一人に合ったきめますと、どうしても一人一人に合ったきめますと、どうしても一人一人に合ったきめ細細細細かなかなかなかな就就就就業相談が業相談が業相談が業相談が必必必必要かと要かと要かと要かと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。ジジジジ

ョョョョブブブブカカカカフフフフェェェェにおきましてにおきましてにおきましてにおきましてキャリアコキャリアコキャリアコキャリアコンンンンサルサルサルサルタントを配タントを配タントを配タントを配置置置置しまして、一人一人に合った相談しまして、一人一人に合った相談しまして、一人一人に合った相談しまして、一人一人に合った相談

ができるように取りができるように取りができるように取りができるように取り組組組組んでいきたいとんでいきたいとんでいきたいとんでいきたいと考え考え考え考えております。以上です。ております。以上です。ております。以上です。ております。以上です。

○福谷農林部長○福谷農林部長○福谷農林部長○福谷農林部長 藤本委員の質問には、藤本委員の質問には、藤本委員の質問には、藤本委員の質問には、申申申申しわけないですが、私からしわけないですが、私からしわけないですが、私からしわけないですが、私から総総総総括括括括的なお的なお的なお的なお答答答答ええええをさをさをさをさ

せていただいて、せていただいて、せていただいて、せていただいて、詳細詳細詳細詳細な場な場な場な場所所所所等については農村振興等については農村振興等については農村振興等については農村振興課課課課長からお長からお長からお長からお答答答答ええええ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。

ままままずずずず、その農村、その農村、その農村、その農村資源資源資源資源をををを活活活活用した用した用した用した地域づ地域づ地域づ地域づくりということで、くりということで、くりということで、くりということで、基基基基本的に本県の本的に本県の本的に本県の本的に本県の特特特特色色色色のある農のある農のある農のある農

産産産産物物物物や農村のや農村のや農村のや農村の景景景景観観観観はははは貴貴貴貴重重重重なななな財財財財産であると産であると産であると産であると我我我我々も認々も認々も認々も認識識識識をしております。農をしております。農をしております。農をしております。農家家家家やややや地域地域地域地域住住住住民が主民が主民が主民が主

体体体体となってこれらのとなってこれらのとなってこれらのとなってこれらの資源資源資源資源をををを保存保存保存保存、、、、有有有有効効効効活活活活用し、農村用し、農村用し、農村用し、農村地域地域地域地域をををを逆逆逆逆にににに活性化活性化活性化活性化していただくこともしていただくこともしていただくこともしていただくことも

大大大大事な事な事な事な視視視視点であろうと。点であろうと。点であろうと。点であろうと。都都都都市部の方との市部の方との市部の方との市部の方との交流交流交流交流も含めて、その辺のところをも含めて、その辺のところをも含めて、その辺のところをも含めて、その辺のところを活活活活用していただ用していただ用していただ用していただ

くための事業くための事業くための事業くための事業立立立立てを今てを今てを今てを今回回回回要要要要求求求求をさせていただきました。をさせていただきました。をさせていただきました。をさせていただきました。詳細詳細詳細詳細な部な部な部な部分分分分については農村振興については農村振興については農村振興については農村振興課課課課

長からお長からお長からお長からお答答答答ええええ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。

○菅谷農村振興課長○菅谷農村振興課長○菅谷農村振興課長○菅谷農村振興課長 農村農村農村農村資源資源資源資源をををを活活活活用しました、用しました、用しました、用しました、彩彩彩彩りりりりづづづづくり事業ということで、今、くり事業ということで、今、くり事業ということで、今、くり事業ということで、今、天理天理天理天理

市、市、市、市、桜桜桜桜井市を中心とする井市を中心とする井市を中心とする井市を中心とする山山山山の辺のの辺のの辺のの辺の道周道周道周道周辺で辺で辺で辺で計画計画計画計画をしておりますけれども、このをしておりますけれども、このをしておりますけれども、このをしておりますけれども、この山山山山の辺のの辺のの辺のの辺の道道道道

周周周周辺は、辺は、辺は、辺は、訪訪訪訪れるハれるハれるハれるハイカイカイカイカーの方もーの方もーの方もーの方も非常非常非常非常にににに多多多多く、実は、く、実は、く、実は、く、実は、地域地域地域地域の方々と一緒にの方々と一緒にの方々と一緒にの方々と一緒に山山山山の辺のの辺のの辺のの辺の道道道道のののの魅力魅力魅力魅力

のののの向向向向上のための上のための上のための上のための協議協議協議協議会を平成２２年度に会を平成２２年度に会を平成２２年度に会を平成２２年度に立立立立ち上ち上ち上ち上げげげげまして、それからいろいろなまして、それからいろいろなまして、それからいろいろなまして、それからいろいろなイベイベイベイベントやントやントやントや

実実実実践践践践活活活活動動動動をををを行行行行ってきたところでございます。昨年度は、ってきたところでございます。昨年度は、ってきたところでございます。昨年度は、ってきたところでございます。昨年度は、例例例例ええええばばばば天理天理天理天理市市市市萱萱萱萱生町の生町の生町の生町の耕作放棄耕作放棄耕作放棄耕作放棄ささささ

れたれたれたれた柿園柿園柿園柿園を、を、を、を、棚棚棚棚田田田田オオオオーーーーナナナナーというか、ーというか、ーというか、ーというか、柿柿柿柿のののの木オ木オ木オ木オーーーーナナナナーーーー制制制制度により度により度により度により復復復復園園園園をさせていただいたをさせていただいたをさせていただいたをさせていただいた

ところです。また、これからはところです。また、これからはところです。また、これからはところです。また、これからは周周周周辺で辺で辺で辺で地域地域地域地域住住住住民とか民とか民とか民とかボボボボランランランランティティティティアアアアのののの参画参画参画参画によるによるによるによる遊遊遊遊休休休休農農農農地地地地のののの

整整整整備備備備をして農をして農をして農をして農地地地地景景景景観観観観をををを再再再再生させて、生させて、生させて、生させて、景景景景観観観観作作作作物物物物等を等を等を等を植栽植栽植栽植栽していこうということで、していこうということで、していこうということで、していこうということで、具体具体具体具体的な的な的な的な

場場場場所所所所としましては、としましては、としましては、としましては、天理天理天理天理市市市市乙木乙木乙木乙木町でございますとか、町でございますとか、町でございますとか、町でございますとか、桜桜桜桜井市井市井市井市穴師穴師穴師穴師でででで計画計画計画計画をしているところをしているところをしているところをしているところ

でございます。これらにつきましては、平成２２年度からでございます。これらにつきましては、平成２２年度からでございます。これらにつきましては、平成２２年度からでございます。これらにつきましては、平成２２年度から地域づ地域づ地域づ地域づくりのくりのくりのくりの協議協議協議協議会に入ってい会に入ってい会に入ってい会に入ってい

ただいたただいたただいたただいた地域地域地域地域の方々と一緒にの方々と一緒にの方々と一緒にの方々と一緒に連携連携連携連携してさせていただくことになっておりますので、してさせていただくことになっておりますので、してさせていただくことになっておりますので、してさせていただくことになっておりますので、地元地元地元地元のののの

方の方の方の方の協協協協力力力力をををを得得得得られるとられるとられるとられると考え考え考え考えております。ております。ております。ております。
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また、そのほかにも、また、そのほかにも、また、そのほかにも、また、そのほかにも、天理天理天理天理市の市の市の市の二二二二ノ瀬池ノ瀬池ノ瀬池ノ瀬池周周周周辺とか辺とか辺とか辺とか桜桜桜桜井市の井井市の井井市の井井市の井寺池寺池寺池寺池のののの周周周周辺では、辺では、辺では、辺では、眺眺眺眺望望望望がががが非非非非

常常常常にににに良良良良く、そのく、そのく、そのく、その池池池池からからからから大大大大和平和平和平和平野野野野、、、、大大大大和和和和三山三山三山三山とかがとかがとかがとかが眺眺眺眺められますので、その辺のめられますので、その辺のめられますので、その辺のめられますので、その辺の視視視視点場の点場の点場の点場の整整整整

備備備備ということで、ということで、ということで、ということで、簡易簡易簡易簡易ベベベベンンンンチチチチのののの設置設置設置設置とかとかとかとか散散散散策策策策道道道道のののの整整整整備備備備などもなどもなどもなども計画計画計画計画をさせていただいているをさせていただいているをさせていただいているをさせていただいている

ところでございます。これらにつきましては、実は直ところでございます。これらにつきましては、実は直ところでございます。これらにつきましては、実は直ところでございます。これらにつきましては、実は直営営営営施施施施工工工工とととと申申申申しまして、しまして、しまして、しまして、地域地域地域地域の方々にの方々にの方々にの方々に

資資資資材材材材を、を、を、を、例例例例ええええばばばばベベベベンンンンチチチチでしたらでしたらでしたらでしたらベベベベンンンンチチチチとかのとかのとかのとかの資資資資材材材材を県から提を県から提を県から提を県から提供供供供させていただいて、それをさせていただいて、それをさせていただいて、それをさせていただいて、それを

実実実実際際際際にににに地元地元地元地元の方々での方々での方々での方々で設置設置設置設置していただこうとか、県がしていただこうとか、県がしていただこうとか、県がしていただこうとか、県が種種種種代を出して代を出して代を出して代を出して地元地元地元地元の方々にそのの方々にそのの方々にそのの方々にその植栽植栽植栽植栽をををを

していただこうとか、そういうことでやらせていただいております。以上でございます。していただこうとか、そういうことでやらせていただいております。以上でございます。していただこうとか、そういうことでやらせていただいております。以上でございます。していただこうとか、そういうことでやらせていただいております。以上でございます。

○藤本委員○藤本委員○藤本委員○藤本委員 答弁答弁答弁答弁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。

村上産業振興村上産業振興村上産業振興村上産業振興総総総総合センター合センター合センター合センター所所所所長、よくやってもらって喜んでいますが、長、よくやってもらって喜んでいますが、長、よくやってもらって喜んでいますが、長、よくやってもらって喜んでいますが、富山富山富山富山市の市の市の市の資資資資料を料を料を料を

整整整整ええええて、私にも一部ください。て、私にも一部ください。て、私にも一部ください。て、私にも一部ください。天理天理天理天理市にも提市にも提市にも提市にも提供供供供してやってください。同してやってください。同してやってください。同してやってください。同志志志志社社社社大学大学大学大学で、で、で、で、大学大学大学大学

の先生からスラの先生からスラの先生からスラの先生からスライドイドイドイドでこんなでこんなでこんなでこんな活性化活性化活性化活性化をしているということで、をしているということで、をしているということで、をしているということで、向向向向こうでこうでこうでこうで大学大学大学大学生が生が生が生が地元地元地元地元の人の人の人の人

達達達達とととと演劇演劇演劇演劇をやったりをやったりをやったりをやったり漫才漫才漫才漫才をやったりして、をやったりして、をやったりして、をやったりして、山山山山の辺のの辺のの辺のの辺の道道道道でも、５０でも、５０でも、５０でも、５０円円円円ででででココココーーーーヒヒヒヒーーーー券券券券やってくやってくやってくやってく

れて、れて、れて、れて、商品商品商品商品３３３３割割割割引引引引とかいろいろなことがあると思います。ともかく、とかいろいろなことがあると思います。ともかく、とかいろいろなことがあると思います。ともかく、とかいろいろなことがあると思います。ともかく、富山富山富山富山市の市の市の市の資資資資料を一度、料を一度、料を一度、料を一度、

天理天理天理天理市にも市にも市にも市にも指指指指導導導導してあしてあしてあしてあげげげげて、点て、点て、点て、点検検検検してやってください。喜んでいます。お願いします。要してやってください。喜んでいます。お願いします。要してやってください。喜んでいます。お願いします。要してやってください。喜んでいます。お願いします。要

望望望望でででで終終終終わります。わります。わります。わります。

村上雇用労村上雇用労村上雇用労村上雇用労政課政課政課政課長、長、長、長、高校高校高校高校、、、、大学大学大学大学、、、、短大短大短大短大、、、、皆皆皆皆全国平全国平全国平全国平均均均均よりよりよりより低低低低いわけです。そういう点で、いわけです。そういう点で、いわけです。そういう点で、いわけです。そういう点で、

もう少しもう少しもう少しもう少し頑張頑張頑張頑張ってほしいと要ってほしいと要ってほしいと要ってほしいと要望望望望しておきます。ただ、しておきます。ただ、しておきます。ただ、しておきます。ただ、数字数字数字数字がわからないですか。がわからないですか。がわからないですか。がわからないですか。奈良奈良奈良奈良県で、県で、県で、県で、

例例例例ええええば、ば、ば、ば、高校高校高校高校、、、、大学大学大学大学を出てから３５歳までの若者がこれだけいる、を出てから３５歳までの若者がこれだけいる、を出てから３５歳までの若者がこれだけいる、を出てから３５歳までの若者がこれだけいる、失失失失業業業業率率率率はははは何何何何パーセントパーセントパーセントパーセント

で、これだけ働いているというで、これだけ働いているというで、これだけ働いているというで、これだけ働いているというデデデデータをータをータをータを教え教え教え教えてもらてもらてもらてもらええええないですか。それをないですか。それをないですか。それをないですか。それを把握把握把握把握しながら、しながら、しながら、しながら、

県とかハローワークとかがどう対策するか、そこらも問われているわけですから。県とかハローワークとかがどう対策するか、そこらも問われているわけですから。県とかハローワークとかがどう対策するか、そこらも問われているわけですから。県とかハローワークとかがどう対策するか、そこらも問われているわけですから。確確確確かにかにかにかに

よくやってもらっているのはわかるけれども。その辺のよくやってもらっているのはわかるけれども。その辺のよくやってもらっているのはわかるけれども。その辺のよくやってもらっているのはわかるけれども。その辺のデデデデータがあったらータがあったらータがあったらータがあったら教え教え教え教えてほしいし、てほしいし、てほしいし、てほしいし、

その辺をもう一度その辺をもう一度その辺をもう一度その辺をもう一度答弁答弁答弁答弁してください。してください。してください。してください。

それから、福谷農林部長、ありがとうございます。それから、福谷農林部長、ありがとうございます。それから、福谷農林部長、ありがとうございます。それから、福谷農林部長、ありがとうございます。菅菅菅菅谷農村振興谷農村振興谷農村振興谷農村振興課課課課長、さらに長、さらに長、さらに長、さらに連携連携連携連携してしてしてして

頑張頑張頑張頑張ってやってください。ありがとうございました。以上です。ってやってください。ありがとうございました。以上です。ってやってください。ありがとうございました。以上です。ってやってください。ありがとうございました。以上です。

○村上雇用労政課長○村上雇用労政課長○村上雇用労政課長○村上雇用労政課長 手元手元手元手元ににににデデデデータをータをータをータを持持持持っていないので、また配付させていただきます。っていないので、また配付させていただきます。っていないので、また配付させていただきます。っていないので、また配付させていただきます。

おおおお知知知知らせさせていただきます。今、らせさせていただきます。今、らせさせていただきます。今、らせさせていただきます。今、手元手元手元手元にはにはにはには非非非非正規正規正規正規雇用の雇用の雇用の雇用の状況状況状況状況ののののデデデデータだけがありまして、ータだけがありまして、ータだけがありまして、ータだけがありまして、

全全全全般般般般的な、今ご的な、今ご的な、今ご的な、今ご指摘指摘指摘指摘のありましたようなのありましたようなのありましたようなのありましたような数字数字数字数字はははは持持持持ち合わせておりませんので、またち合わせておりませんので、またち合わせておりませんので、またち合わせておりませんので、また後後後後でででで資資資資

料を集めてお料を集めてお料を集めてお料を集めてお届届届届けしたいと思います。けしたいと思います。けしたいと思います。けしたいと思います。

○藤本委員○藤本委員○藤本委員○藤本委員 県が施策をして、予県が施策をして、予県が施策をして、予県が施策をして、予算算算算をつけてやっているわけでしをつけてやっているわけでしをつけてやっているわけでしをつけてやっているわけでしょょょょう。う。う。う。デデデデータなしで仕事ータなしで仕事ータなしで仕事ータなしで仕事

してどうするの。してどうするの。してどうするの。してどうするの。違違違違いますか。産業いますか。産業いますか。産業いますか。産業････雇用振興部長、雇用振興部長、雇用振興部長、雇用振興部長、責責責責めているのではないけれど、私もめているのではないけれど、私もめているのではないけれど、私もめているのではないけれど、私も
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公務公務公務公務員を長い員を長い員を長い員を長い間間間間やっていたけれど、今、やっていたけれど、今、やっていたけれど、今、やっていたけれど、今、奈良奈良奈良奈良県の若者、県の若者、県の若者、県の若者、高校高校高校高校やややや大学大学大学大学を出てから３５歳までを出てから３５歳までを出てから３５歳までを出てから３５歳まで

がこれだけいて、これだけがこれだけいて、これだけがこれだけいて、これだけがこれだけいて、これだけ失失失失業していると。その中で、業していると。その中で、業していると。その中で、業していると。その中で、アルバイアルバイアルバイアルバイト、ト、ト、ト、派遣派遣派遣派遣、パートという、パートという、パートという、パートという

不安不安不安不安定な職定な職定な職定な職種種種種の方ががこれだけいる。そういうことが少子の方ががこれだけいる。そういうことが少子の方ががこれだけいる。そういうことが少子の方ががこれだけいる。そういうことが少子化化化化を生を生を生を生みみみみ出し、出し、出し、出し、結婚結婚結婚結婚しないことしないことしないことしないこと

とか、いろいろとか、いろいろとか、いろいろとか、いろいろふえふえふえふえているわけでしているわけでしているわけでしているわけでしょょょょう。若者の雇用をどう県がう。若者の雇用をどう県がう。若者の雇用をどう県がう。若者の雇用をどう県が腹腹腹腹をををを据据据据ええええてやるかを、今てやるかを、今てやるかを、今てやるかを、今

すすすすぐぐぐぐににににデデデデータを出せと言わないけれどそれはきっちりータを出せと言わないけれどそれはきっちりータを出せと言わないけれどそれはきっちりータを出せと言わないけれどそれはきっちり把握把握把握把握してください。してください。してください。してください。

経済経済経済経済労働委員会の労働委員会の労働委員会の労働委員会の皆皆皆皆が思っておられる。そういうきっちりしたが思っておられる。そういうきっちりしたが思っておられる。そういうきっちりしたが思っておられる。そういうきっちりしたデデデデータをータをータをータを持持持持って、そしてって、そしてって、そしてって、そして

行行行行政政政政施策に予施策に予施策に予施策に予算算算算をつをつをつをつぎぎぎぎ込込込込んでハローワークとんでハローワークとんでハローワークとんでハローワークと連携連携連携連携しないとだめです。もうしないとだめです。もうしないとだめです。もうしないとだめです。もう答弁答弁答弁答弁はははは結結結結構構構構です。です。です。です。

そういう点、きっちりしたそういう点、きっちりしたそういう点、きっちりしたそういう点、きっちりしたデデデデータを出してください。私もよく言われるのですよ。藤本さータを出してください。私もよく言われるのですよ。藤本さータを出してください。私もよく言われるのですよ。藤本さータを出してください。私もよく言われるのですよ。藤本さ

ん、ん、ん、ん、天理天理天理天理市の若者の雇用をもっときちんとしてと。うちの前がハローワークの市の若者の雇用をもっときちんとしてと。うちの前がハローワークの市の若者の雇用をもっときちんとしてと。うちの前がハローワークの市の若者の雇用をもっときちんとしてと。うちの前がハローワークの所所所所長をして長をして長をして長をして

いた人で、いた人で、いた人で、いた人で、天理天理天理天理市の市の市の市の従従従従業員業員業員業員募募募募集は集は集は集は天理天理天理天理市で雇ってと、市で雇ってと、市で雇ってと、市で雇ってと、僕僕僕僕話をしたのです。話をしたのです。話をしたのです。話をしたのです。派遣派遣派遣派遣して、して、して、して、天理天理天理天理

市市市市役役役役所所所所に入ったら、若者のに入ったら、若者のに入ったら、若者のに入ったら、若者の就就就就職相談ってハローワークと職相談ってハローワークと職相談ってハローワークと職相談ってハローワークと連携連携連携連携してしてしてして来来来来させてやってという話させてやってという話させてやってという話させてやってという話

もあるわけです。もあるわけです。もあるわけです。もあるわけです。天理天理天理天理市がどういう市がどういう市がどういう市がどういう状況状況状況状況で、で、で、で、奈良奈良奈良奈良県はどういう県はどういう県はどういう県はどういう状況状況状況状況だということを、きっだということを、きっだということを、きっだということを、きっ

ちりそれがちりそれがちりそれがちりそれが把握把握把握把握できていなかったら、産業できていなかったら、産業できていなかったら、産業できていなかったら、産業････雇用振興部長、どう思いますか。雇用振興部長、どう思いますか。雇用振興部長、どう思いますか。雇用振興部長、どう思いますか。

○中産業・雇用振興部長○中産業・雇用振興部長○中産業・雇用振興部長○中産業・雇用振興部長 今、藤本委員からご今、藤本委員からご今、藤本委員からご今、藤本委員からご指摘指摘指摘指摘のありましたいろいろな雇用問題が、のありましたいろいろな雇用問題が、のありましたいろいろな雇用問題が、のありましたいろいろな雇用問題が、

今、今、今、今、奈良奈良奈良奈良県の県の県の県の大大大大きなきなきなきな課課課課題だということで、題だということで、題だということで、題だということで、知知知知事も事も事も事も基基基基本的にはそれに本的にはそれに本的にはそれに本的にはそれに向向向向けて取りけて取りけて取りけて取り組み組み組み組みをををを進進進進めめめめ

ていこうということで、９月中ていこうということで、９月中ていこうということで、９月中ていこうということで、９月中旬旬旬旬ぐぐぐぐらいには、岡委員長にご出らいには、岡委員長にご出らいには、岡委員長にご出らいには、岡委員長にご出席席席席いただくいただくいただくいただく奈良奈良奈良奈良県県県県経済経済経済経済産業産業産業産業

雇用振興会雇用振興会雇用振興会雇用振興会議議議議の中で、今の中で、今の中で、今の中で、今回回回回も雇用を一つのも雇用を一つのも雇用を一つのも雇用を一つのテテテテーーーーママママとしてしっかりと取りとしてしっかりと取りとしてしっかりと取りとしてしっかりと取り組組組組んでいこうといんでいこうといんでいこうといんでいこうとい

うことで今やっているところでございまして、その中でも県内の、うことで今やっているところでございまして、その中でも県内の、うことで今やっているところでございまして、その中でも県内の、うことで今やっているところでございまして、その中でも県内の、例例例例ええええばばばば高卒高卒高卒高卒者の者の者の者の離離離離職職職職率率率率

とかいろいろなものをとかいろいろなものをとかいろいろなものをとかいろいろなものを統統統統計計計計、、、、分分分分析析析析をきちんとをきちんとをきちんとをきちんと整整整整理理理理をしながらをしながらをしながらをしながら進進進進めております。きめております。きめております。きめております。きょょょょう、う、う、う、担担担担

当当当当課課課課長で長で長で長で資資資資料を料を料を料を持持持持ち合わせていないというところで、またち合わせていないというところで、またち合わせていないというところで、またち合わせていないというところで、また後後後後日ご報日ご報日ご報日ご報告告告告させていただきたいさせていただきたいさせていただきたいさせていただきたい

と思いますが、そういったと思いますが、そういったと思いますが、そういったと思いますが、そういった意意意意味味味味では、では、では、では、各各各各般般般般にわたる、にわたる、にわたる、にわたる、例例例例ええええば３年ば３年ば３年ば３年間間間間でのでのでのでの離離離離職職職職率率率率とかいったとかいったとかいったとかいった

ものも含めて、いろいろなものも含めて、いろいろなものも含めて、いろいろなものも含めて、いろいろな角角角角度から雇用について度から雇用について度から雇用について度から雇用について分分分分析析析析をした上で、をした上で、をした上で、をした上で、奈良奈良奈良奈良県にとって今どう県にとって今どう県にとって今どう県にとって今どう

いう施策がいう施策がいう施策がいう施策が必必必必要かを要かを要かを要かを奈良奈良奈良奈良県産業雇用振興会県産業雇用振興会県産業雇用振興会県産業雇用振興会議議議議でもでもでもでも議論議論議論議論をいただこうと思っております。藤をいただこうと思っております。藤をいただこうと思っております。藤をいただこうと思っております。藤

本委員がおっし本委員がおっし本委員がおっし本委員がおっしゃゃゃゃった部った部った部った部分分分分は、は、は、は、我我我我々としても々としても々としても々としても十十十十分分分分現現現現状状状状把握把握把握把握と、それにと、それにと、それにと、それに基づ基づ基づ基づいたいたいたいた次次次次の施策にの施策にの施策にの施策に

どのように取りどのように取りどのように取りどのように取り組む組む組む組むかについては、おっしかについては、おっしかについては、おっしかについては、おっしゃゃゃゃったようにったようにったようにったように統統統統計計計計などがやはりなどがやはりなどがやはりなどがやはり柱柱柱柱になりますし、になりますし、になりますし、になりますし、

それがそれがそれがそれが基基基基本であることも認本であることも認本であることも認本であることも認識識識識にににに基づ基づ基づ基づいて今いて今いて今いて今後後後後もももも進進進進めさせていただきたいと思います。以上めさせていただきたいと思います。以上めさせていただきたいと思います。以上めさせていただきたいと思います。以上

でございます。でございます。でございます。でございます。

○村上雇用労政課長○村上雇用労政課長○村上雇用労政課長○村上雇用労政課長 失失失失礼礼礼礼いたしました。若年者、１５歳から３４歳までの職についていいたしました。若年者、１５歳から３４歳までの職についていいたしました。若年者、１５歳から３４歳までの職についていいたしました。若年者、１５歳から３４歳までの職についてい

ない方、無業者の方、県内で２００ない方、無業者の方、県内で２００ない方、無業者の方、県内で２００ない方、無業者の方、県内で２００７７７７年の年の年の年の統統統統計計計計でででで７７７７，，，，７７７７００人になっております。００人になっております。００人になっております。００人になっております。男男男男性性性性がががが

４，８００人、女４，８００人、女４，８００人、女４，８００人、女性性性性が２，９００人というが２，９００人というが２，９００人というが２，９００人という数字数字数字数字でございます。あるいは、年でございます。あるいは、年でございます。あるいは、年でございます。あるいは、年齢別齢別齢別齢別のののの完完完完全全全全失失失失
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業業業業率率率率をををを見見見見ますと、２４歳までがますと、２４歳までがますと、２４歳までがますと、２４歳までが完完完完全全全全失失失失業業業業率率率率６．６．６．６．４４４４％％％％、２５歳から３４歳までが５、２５歳から３４歳までが５、２５歳から３４歳までが５、２５歳から３４歳までが５．．．．４４４４％％％％とととと

いういういういう数字数字数字数字でございます。全でございます。全でございます。全でございます。全体体体体をををを把握把握把握把握するするするする総総総総合的な合的な合的な合的なデデデデータではなく、とりあータではなく、とりあータではなく、とりあータではなく、とりあえずえずえずえず２つの２つの２つの２つの大大大大きききき

なななな指指指指標標標標をご紹介させていただきました。すをご紹介させていただきました。すをご紹介させていただきました。すをご紹介させていただきました。すみみみみませんでした。ませんでした。ませんでした。ませんでした。失失失失礼礼礼礼いたしました。いたしました。いたしました。いたしました。

○藤本委員○藤本委員○藤本委員○藤本委員 もう、これでもう、これでもう、これでもう、これで終終終終わります。わります。わります。わります。

デデデデータ、あるのなら言わないとだめです。私は、きータ、あるのなら言わないとだめです。私は、きータ、あるのなら言わないとだめです。私は、きータ、あるのなら言わないとだめです。私は、きょょょょう、いきなり質問しているのではう、いきなり質問しているのではう、いきなり質問しているのではう、いきなり質問しているのでは

ないでしないでしないでしないでしょょょょう。こういう質問をするとう。こういう質問をするとう。こういう質問をするとう。こういう質問をすると家家家家から電話を入れているわけです、きちんとから電話を入れているわけです、きちんとから電話を入れているわけです、きちんとから電話を入れているわけです、きちんと資資資資料を料を料を料を

整整整整ええええてと言っているわけです。だから、今言って、てと言っているわけです。だから、今言って、てと言っているわけです。だから、今言って、てと言っているわけです。だから、今言って、デデデデータがないのはわかるけれど、事前ータがないのはわかるけれど、事前ータがないのはわかるけれど、事前ータがないのはわかるけれど、事前

に言ってあるでしに言ってあるでしに言ってあるでしに言ってあるでしょょょょう。だから、う。だから、う。だから、う。だから、次次次次の会の会の会の会議議議議のときにはのときにはのときにはのときには必必必必ずずずず、あるいは、、あるいは、、あるいは、、あるいは、早早早早急急急急にににに資資資資料が出た料が出た料が出た料が出た

らららら経済経済経済経済労働委員会の全委員に配ってください。以上です。労働委員会の全委員に配ってください。以上です。労働委員会の全委員に配ってください。以上です。労働委員会の全委員に配ってください。以上です。

○神田委員○神田委員○神田委員○神田委員 藤本委員と藤本委員と藤本委員と藤本委員と違違違違ってってってって通告通告通告通告をしておりませんのでをしておりませんのでをしておりませんのでをしておりませんので申申申申しわけありませんが、説明をしわけありませんが、説明をしわけありませんが、説明をしわけありませんが、説明を

聞いていて聞いていて聞いていて聞いていてふふふふと思ったのですが、まと思ったのですが、まと思ったのですが、まと思ったのですが、まずずずずはははは、、、、「「「「平成２５年度事業平成２５年度事業平成２５年度事業平成２５年度事業箇所箇所箇所箇所内内内内訳」訳」訳」訳」３３３３７ペ７ペ７ペ７ペーーーージジジジ、県、県、県、県

内内内内大学大学大学大学生の提案事業がありますが、この生の提案事業がありますが、この生の提案事業がありますが、この生の提案事業がありますが、この小規小規小規小規模宿泊模宿泊模宿泊模宿泊施施施施設設設設とはどのとはどのとはどのとはどの程程程程度の施度の施度の施度の施設設設設をををを小規小規小規小規模模模模といといといとい

うのか。民うのか。民うのか。民うのか。民泊泊泊泊を対象にしておられるのかとか、その辺をを対象にしておられるのかとか、その辺をを対象にしておられるのかとか、その辺をを対象にしておられるのかとか、その辺を教え教え教え教えてほしいです。もうてほしいです。もうてほしいです。もうてほしいです。もう既既既既にこれにこれにこれにこれ

はははは進進進進められているのかどうかということ。それから、４２められているのかどうかということ。それから、４２められているのかどうかということ。それから、４２められているのかどうかということ。それから、４２ペペペペーーーージジジジにまほろばにまほろばにまほろばにまほろばキキキキッッッッチチチチンのこンのこンのこンのこ

とがあります。４月１４日に全とがあります。４月１４日に全とがあります。４月１４日に全とがあります。４月１４日に全面面面面的に的に的に的にオオオオーーーーププププンされて、ンされて、ンされて、ンされて、連連連連日たくさんの方に日たくさんの方に日たくさんの方に日たくさんの方に来来来来ていただいていただいていただいていただい

ております。これから１０月になってております。これから１０月になってております。これから１０月になってております。これから１０月になって観観観観光光光光シシシシーーーーズズズズンになったら、またンになったら、またンになったら、またンになったら、また観観観観光光光光拠拠拠拠点点点点地地地地もにもにもにもにぎぎぎぎわわわわ

ってってってって買買買買いいいい物物物物もたくさんしていただけるかともたくさんしていただけるかともたくさんしていただけるかともたくさんしていただけるかと期期期期待待待待をしておりますが、そのこととはまたをしておりますが、そのこととはまたをしておりますが、そのこととはまたをしておりますが、そのこととはまた別別別別でででで

すが、すが、すが、すが、資資資資料を料を料を料を見見見見ていると農産ていると農産ていると農産ていると農産物物物物ののののＰＲＰＲＰＲＰＲのためののためののためののためのイベイベイベイベントということで、ントということで、ントということで、ントということで、７７７７月にあったよう月にあったよう月にあったよう月にあったよう

ですね。そのですね。そのですね。そのですね。その様様様様子を聞かせてほしいと思います。子を聞かせてほしいと思います。子を聞かせてほしいと思います。子を聞かせてほしいと思います。

それと、昨年度、それと、昨年度、それと、昨年度、それと、昨年度、奈良奈良奈良奈良県を県を県を県を幾幾幾幾つかのつかのつかのつかのエエエエリアリアリアリアにににに分分分分けてけてけてけて彩彩彩彩りのあるまちりのあるまちりのあるまちりのあるまちづづづづくりをやっていこくりをやっていこくりをやっていこくりをやっていこ

うということになりました。それらのうということになりました。それらのうということになりました。それらのうということになりました。それらのエエエエリアリアリアリアのののの彩彩彩彩りのまちりのまちりのまちりのまちづづづづくりをどのように今くりをどのように今くりをどのように今くりをどのように今回進回進回進回進めてめてめてめて

いかれるのか。いかれるのか。いかれるのか。いかれるのか。特特特特にににに大大大大和和和和三山三山三山三山、、、、畝傍畝傍畝傍畝傍山山山山の辺はもの辺はもの辺はもの辺はもみじみじみじみじを中心にということをを中心にということをを中心にということをを中心にということを決決決決めていただいめていただいめていただいめていただい

ていると思うのですけれども、本年度、それをどのようにていると思うのですけれども、本年度、それをどのようにていると思うのですけれども、本年度、それをどのようにていると思うのですけれども、本年度、それをどのように進進進進めていってもらめていってもらめていってもらめていってもらええええるのか、こるのか、こるのか、こるのか、こ

こにこにこにこに載載載載っているのかどうか、っているのかどうか、っているのかどうか、っているのかどうか、見見見見つけられませんので、その３点、質問します。つけられませんので、その３点、質問します。つけられませんので、その３点、質問します。つけられませんので、その３点、質問します。

○大西企業立地推進課長○大西企業立地推進課長○大西企業立地推進課長○大西企業立地推進課長 「「「「平成２５年度事業平成２５年度事業平成２５年度事業平成２５年度事業箇所箇所箇所箇所内内内内訳」訳」訳」訳」３３３３７ペ７ペ７ペ７ペーーーージジジジの県の県の県の県立大学立大学立大学立大学生による生による生による生による

小規小規小規小規模宿泊模宿泊模宿泊模宿泊施施施施設設設設支援支援支援支援事業についてのご質問でございます。事業についてのご質問でございます。事業についてのご質問でございます。事業についてのご質問でございます。

これは、平成２４年度の県内これは、平成２４年度の県内これは、平成２４年度の県内これは、平成２４年度の県内大学大学大学大学生がつくる生がつくる生がつくる生がつくる奈良奈良奈良奈良のののの未未未未来来来来事業という取り事業という取り事業という取り事業という取り組み組み組み組みで、県内で、県内で、県内で、県内大大大大

学学学学からのからのからのからの政政政政策提案が実策提案が実策提案が実策提案が実際際際際にございます。今年度、予にございます。今年度、予にございます。今年度、予にございます。今年度、予算算算算化化化化をしていただきまして、事業をしていただきまして、事業をしていただきまして、事業をしていただきまして、事業化化化化をををを

進進進進めているところでございます。めているところでございます。めているところでございます。めているところでございます。具体具体具体具体的には、的には、的には、的には、奈良奈良奈良奈良県県県県立大学立大学立大学立大学生で生で生で生で組組組組織織織織をいたしますならなをいたしますならなをいたしますならなをいたしますならな

らというらというらというらという大学大学大学大学生の生の生の生のボボボボランランランランティティティティアアアアググググルルルルーーーーププププで県内ので県内ので県内ので県内のＢ＆ＢＢ＆ＢＢ＆ＢＢ＆Ｂでありますとか町でありますとか町でありますとか町でありますとか町屋屋屋屋をををを活活活活用された用された用された用された
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本本本本当当当当にごくにごくにごくにごく小規小規小規小規模模模模なななな宿泊宿泊宿泊宿泊施施施施設設設設では、では、では、では、最最最最近近近近はそういったはそういったはそういったはそういった観観観観光光光光客客客客ののののニニニニーーーーズズズズもももも非常非常非常非常にににに高高高高まっておまっておまっておまってお

ります。県ります。県ります。県ります。県外外外外からもからもからもからも低低低低価価価価でおでおでおでお食食食食事をされ、事をされ、事をされ、事をされ、泊泊泊泊まって、それでまって、それでまって、それでまって、それで周周周周辺の辺の辺の辺の観観観観光光光光地地地地をめをめをめをめぐぐぐぐられるとられるとられるとられると

いうことで、そういったところでのおもてなしをいうことで、そういったところでのおもてなしをいうことで、そういったところでのおもてなしをいうことで、そういったところでのおもてなしを大学大学大学大学生の生の生の生の手手手手でもってでもってでもってでもって手づ手づ手づ手づくりでくりでくりでくりで向向向向上して上して上して上して

いこうという取りいこうという取りいこうという取りいこうという取り組み組み組み組みになっております。実になっております。実になっております。実になっております。実際際際際には、県内の、には、県内の、には、県内の、には、県内の、特特特特にならまちあたりのにならまちあたりのにならまちあたりのにならまちあたりの小規小規小規小規

模模模模のののの宿泊宿泊宿泊宿泊施施施施設設設設でででで大学大学大学大学生が生が生が生が連携連携連携連携して、一して、一して、一して、一体体体体になって取りになって取りになって取りになって取り組組組組んでいるところでございまして、んでいるところでございまして、んでいるところでございまして、んでいるところでございまして、

本年５月には本年５月には本年５月には本年５月には奈良奈良奈良奈良県県県県立大学立大学立大学立大学と、この事業に関しますと、この事業に関しますと、この事業に関しますと、この事業に関します協協協協定定定定書書書書のののの締締締締結結結結をさせていただき、５月をさせていただき、５月をさせていただき、５月をさせていただき、５月

下旬下旬下旬下旬からからからから各各各各県内施県内施県内施県内施設設設設に事業の説明にに事業の説明にに事業の説明にに事業の説明に参参参参りましたところ、今、りましたところ、今、りましたところ、今、りましたところ、今、数カ所数カ所数カ所数カ所でででで積極積極積極積極的にこの事業に的にこの事業に的にこの事業に的にこの事業に

参画参画参画参画してしてしてして大学大学大学大学生の生の生の生の協協協協力力力力をををを得得得得たいとごたいとごたいとごたいとご返返返返答答答答をいただいておりまして、平成２５年をいただいておりまして、平成２５年をいただいておりまして、平成２５年をいただいておりまして、平成２５年７７７７月からは月からは月からは月からは

いろいろな事業いろいろな事業いろいろな事業いろいろな事業ガガガガイドイドイドイド等について説明を等について説明を等について説明を等について説明を申申申申し上し上し上し上げげげげ、今月から、今月から、今月から、今月から大学大学大学大学生が実生が実生が実生が実際際際際に町に町に町に町屋屋屋屋にににに参参参参りまりまりまりま

して、して、して、して、宿泊宿泊宿泊宿泊者に対し県内の者に対し県内の者に対し県内の者に対し県内の観観観観光光光光ＰＲＰＲＰＲＰＲでありますとか、またでありますとか、またでありますとか、またでありますとか、また宿泊宿泊宿泊宿泊者が者が者が者が到着到着到着到着されてされてされてされて来来来来られますられますられますられます

際際際際のいろいろなおのいろいろなおのいろいろなおのいろいろなお手手手手伝伝伝伝いといういといういといういという面面面面で、で、で、で、小規小規小規小規模模模模でありますのででありますのででありますのででありますのでオオオオーーーーナナナナーの方お一人だけではーの方お一人だけではーの方お一人だけではーの方お一人だけでは

なかなかなかなかなかなかなかなか賄賄賄賄いいいい切切切切れないところをれないところをれないところをれないところを大学大学大学大学生がいろいろお生がいろいろお生がいろいろお生がいろいろお手手手手伝伝伝伝いをされて、おもてなしをいをされて、おもてなしをいをされて、おもてなしをいをされて、おもてなしを向向向向上す上す上す上す

る取る取る取る取組組組組を実施しているところでございます。以上でございます。を実施しているところでございます。以上でございます。を実施しているところでございます。以上でございます。を実施しているところでございます。以上でございます。

○角山マーケティング課長○角山マーケティング課長○角山マーケティング課長○角山マーケティング課長 神田委員からの県産農産神田委員からの県産農産神田委員からの県産農産神田委員からの県産農産物物物物等等等等ＰＲＰＲＰＲＰＲフフフフェアェアェアェアにつきましての質問につきましての質問につきましての質問につきましての質問

にににに答答答答ええええ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。

農産農産農産農産物物物物ＰＲＰＲＰＲＰＲにつきましては、これは平成１５年から実施してきましたにつきましては、これは平成１５年から実施してきましたにつきましては、これは平成１５年から実施してきましたにつきましては、これは平成１５年から実施してきました奈良食奈良食奈良食奈良食と実りのフと実りのフと実りのフと実りのフ

ェェェェススススティティティティバルバルバルバルとしてとしてとしてとして皆皆皆皆さんにさんにさんにさんに親親親親しんでいただいた事業ですけれども、この事業は昨年度でしんでいただいた事業ですけれども、この事業は昨年度でしんでいただいた事業ですけれども、この事業は昨年度でしんでいただいた事業ですけれども、この事業は昨年度で

一定の成一定の成一定の成一定の成果果果果をををを得得得得たことでたことでたことでたことで終了終了終了終了させていただきました。しかし、まだまださせていただきました。しかし、まだまださせていただきました。しかし、まだまださせていただきました。しかし、まだまだ地地地地産産産産地消地消地消地消に対するに対するに対するに対する

消費消費消費消費者の者の者の者の意識意識意識意識がががが高高高高まっていることも受けまして、また、農産まっていることも受けまして、また、農産まっていることも受けまして、また、農産まっていることも受けまして、また、農産物物物物直直直直売売売売所所所所など、生産者となど、生産者となど、生産者となど、生産者と消費消費消費消費

者の者の者の者の交流交流交流交流の機会もの機会もの機会もの機会もふえふえふえふえており、県内にことし４月にており、県内にことし４月にており、県内にことし４月にており、県内にことし４月にオオオオーーーーププププンいたしましたまほろばンいたしましたまほろばンいたしましたまほろばンいたしましたまほろばキキキキッッッッチチチチ

ンにおきましてンにおきましてンにおきましてンにおきまして継続継続継続継続して農産して農産して農産して農産物物物物ＰＲＰＲＰＲＰＲフフフフェアェアェアェアをしていこうというをしていこうというをしていこうというをしていこうという新規新規新規新規の事業でございます。の事業でございます。の事業でございます。の事業でございます。

計画計画計画計画では、では、では、では、７７７７月、１１月、２月と年３月、１１月、２月と年３月、１１月、２月と年３月、１１月、２月と年３回計画回計画回計画回計画しているところですけれども、今、しているところですけれども、今、しているところですけれども、今、しているところですけれども、今、オオオオーーーーププププンンンン

しましたところで、まほろばしましたところで、まほろばしましたところで、まほろばしましたところで、まほろばキキキキッッッッチチチチンと調ンと調ンと調ンと調整整整整をしておりまして、この事業のをしておりまして、この事業のをしておりまして、この事業のをしておりまして、この事業のＰＲＰＲＰＲＰＲは１１月は１１月は１１月は１１月

開催開催開催開催で今で今で今で今進進進進めております。あと、まほろばめております。あと、まほろばめております。あと、まほろばめております。あと、まほろばキキキキッッッッチチチチンにあります案内ンにあります案内ンにあります案内ンにあります案内所所所所におきまして、におきまして、におきまして、におきまして、観観観観光光光光

振興と振興と振興と振興と連携連携連携連携いたしまして、いたしまして、いたしまして、いたしまして、各各各各市町村の市町村の市町村の市町村のＰＲＰＲＰＲＰＲというというというという形形形形で１で１で１で１カカカカ月か２月か２月か２月か２カカカカ月ごとに市町村月ごとに市町村月ごとに市町村月ごとに市町村連携連携連携連携のののの

ＰＲＰＲＰＲＰＲもというもというもというもという形形形形で、で、で、で、７７７７月の月の月の月の末末末末に第１に第１に第１に第１回回回回で、川上村ので、川上村ので、川上村ので、川上村のＰＲＰＲＰＲＰＲフフフフェアェアェアェアをさせていただいたところをさせていただいたところをさせていただいたところをさせていただいたところ

でございます。この県産農産でございます。この県産農産でございます。この県産農産でございます。この県産農産物物物物ＰＲＰＲＰＲＰＲフフフフェアェアェアェアにつきましては、１１月ににつきましては、１１月ににつきましては、１１月ににつきましては、１１月に向向向向けまして今調けまして今調けまして今調けまして今調整整整整をををを

しているところでございます。以上です。よろしくお願いします。しているところでございます。以上です。よろしくお願いします。しているところでございます。以上です。よろしくお願いします。しているところでございます。以上です。よろしくお願いします。

○福谷農林部長○福谷農林部長○福谷農林部長○福谷農林部長 神田委員からの神田委員からの神田委員からの神田委員からの彩彩彩彩りりりりづづづづくりの関係の質問でございます。くりの関係の質問でございます。くりの関係の質問でございます。くりの関係の質問でございます。

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に、県ったように、県ったように、県ったように、県下下下下５０５０５０５０カ所カ所カ所カ所を事業実施を事業実施を事業実施を事業実施地地地地としてとしてとしてとして計画計画計画計画しておりましておりましておりましておりま
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す。ただ、お話にございましたす。ただ、お話にございましたす。ただ、お話にございましたす。ただ、お話にございました大大大大和和和和三山周三山周三山周三山周辺につきましては、農林部辺につきましては、農林部辺につきましては、農林部辺につきましては、農林部所所所所管管管管ではなくて、くではなくて、くではなくて、くではなくて、く

らしらしらしらし創創創創造造造造部の部の部の部の所所所所管管管管になります。ちなになります。ちなになります。ちなになります。ちなみみみみに、農林部で関係しているに、農林部で関係しているに、農林部で関係しているに、農林部で関係している箇所数箇所数箇所数箇所数をご説明させていをご説明させていをご説明させていをご説明させてい

ただきますと、まただきますと、まただきますと、まただきますと、まずずずず林林林林務務務務で１３で１３で１３で１３カ所カ所カ所カ所、これは中、これは中、これは中、これは中山間地域山間地域山間地域山間地域となりますので、となりますので、となりますので、となりますので、山山山山を中心としてを中心としてを中心としてを中心として

彩彩彩彩りりりりづづづづくり事業を実施することとしております。それから、先ほど藤本委員からのご質問くり事業を実施することとしております。それから、先ほど藤本委員からのご質問くり事業を実施することとしております。それから、先ほど藤本委員からのご質問くり事業を実施することとしております。それから、先ほど藤本委員からのご質問

にもありましたように、にもありましたように、にもありましたように、にもありましたように、山山山山の辺、月の辺、月の辺、月の辺、月ヶ瀬ヶ瀬ヶ瀬ヶ瀬、それから国、それから国、それから国、それから国道道道道１１１１６６６６５５５５号号号号からからからから南南南南というというというという位置位置位置位置でもっでもっでもっでもっ

て、これは農村振興て、これは農村振興て、これは農村振興て、これは農村振興課課課課で３で３で３で３カ所カ所カ所カ所、ですから、農林部といたしましては、、ですから、農林部といたしましては、、ですから、農林部といたしましては、、ですから、農林部といたしましては、彩彩彩彩りりりりづづづづくり５０くり５０くり５０くり５０カカカカ

所所所所のうちののうちののうちののうちの都都都都合１合１合１合１６カ所６カ所６カ所６カ所をををを所所所所管管管管しているということで、今ご質問がありました場しているということで、今ご質問がありました場しているということで、今ご質問がありました場しているということで、今ご質問がありました場所所所所についについについについ

ては、またくらしては、またくらしては、またくらしては、またくらし創創創創造造造造部に部に部に部に連連連連絡絡絡絡をして、をして、をして、をして、具体具体具体具体的な内容について委員に説明をするようにお的な内容について委員に説明をするようにお的な内容について委員に説明をするようにお的な内容について委員に説明をするようにお

伝伝伝伝ええええをしたいと思います。以上でございます。をしたいと思います。以上でございます。をしたいと思います。以上でございます。をしたいと思います。以上でございます。

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

そうですか。いつも農林部に質問していたから、これでよかったのかと思っていたのでそうですか。いつも農林部に質問していたから、これでよかったのかと思っていたのでそうですか。いつも農林部に質問していたから、これでよかったのかと思っていたのでそうですか。いつも農林部に質問していたから、これでよかったのかと思っていたので

すけれども、そうしたら、すけれども、そうしたら、すけれども、そうしたら、すけれども、そうしたら、後後後後でまた聞かせていただきたいと思います。せっかくのでまた聞かせていただきたいと思います。せっかくのでまた聞かせていただきたいと思います。せっかくのでまた聞かせていただきたいと思います。せっかくの彩彩彩彩りりりりづづづづ

くりで、どんなくりで、どんなくりで、どんなくりで、どんな奈良奈良奈良奈良県になるのかと、県になるのかと、県になるのかと、県になるのかと、楽楽楽楽ししししみみみみですので、ですので、ですので、ですので、順序順序順序順序よくよくよくよく進進進進めていただくようにとめていただくようにとめていただくようにとめていただくようにと

思います、農林部も含めてお願いしておきたいと。思います、農林部も含めてお願いしておきたいと。思います、農林部も含めてお願いしておきたいと。思います、農林部も含めてお願いしておきたいと。

それから、まほろばそれから、まほろばそれから、まほろばそれから、まほろばキキキキッッッッチチチチンもそれでンもそれでンもそれでンもそれで結結結結構構構構でございますが、このでございますが、このでございますが、このでございますが、このＰＲＰＲＰＲＰＲは、まほろばは、まほろばは、まほろばは、まほろばキキキキッッッッ

チチチチンにおさめておられる方たちの農産ンにおさめておられる方たちの農産ンにおさめておられる方たちの農産ンにおさめておられる方たちの農産物物物物ののののＰＲＰＲＰＲＰＲなのか、それとも、それ以なのか、それとも、それ以なのか、それとも、それ以なのか、それとも、それ以外外外外の方々がの方々がの方々がの方々が店店店店外外外外

でされるのか、その辺だけもう一度お願いします。でされるのか、その辺だけもう一度お願いします。でされるのか、その辺だけもう一度お願いします。でされるのか、その辺だけもう一度お願いします。

それから、それから、それから、それから、大学大学大学大学生の生の生の生の分分分分ですが、ですが、ですが、ですが、非常非常非常非常にいいことだと思います。明日にいいことだと思います。明日にいいことだと思います。明日にいいことだと思います。明日香香香香村でも農村でも農村でも農村でも農家家家家民民民民泊泊泊泊がががが

非常非常非常非常に人に人に人に人気気気気があるし、そのおうちの方のおもてなしでがあるし、そのおうちの方のおもてなしでがあるし、そのおうちの方のおもてなしでがあるし、そのおうちの方のおもてなしで外外外外国の方も国の方も国の方も国の方も非常非常非常非常に喜んでに喜んでに喜んでに喜んで楽楽楽楽しんでしんでしんでしんで帰帰帰帰

っていただくと先日も聞かせてもらっていたので、やはりこういう民っていただくと先日も聞かせてもらっていたので、やはりこういう民っていただくと先日も聞かせてもらっていたので、やはりこういう民っていただくと先日も聞かせてもらっていたので、やはりこういう民間間間間の人がの人がの人がの人が親親親親しんでおしんでおしんでおしんでお

もてなしをすることはもてなしをすることはもてなしをすることはもてなしをすることは大大大大変変変変ありがたいと思います。また、ならまちだけでなく、ほかでも、ありがたいと思います。また、ならまちだけでなく、ほかでも、ありがたいと思います。また、ならまちだけでなく、ほかでも、ありがたいと思います。また、ならまちだけでなく、ほかでも、

中中中中南南南南和和和和地域地域地域地域でもあったらいいと思いますけれども、これからのでもあったらいいと思いますけれども、これからのでもあったらいいと思いますけれども、これからのでもあったらいいと思いますけれども、これからの進進進進め方、め方、め方、め方、楽楽楽楽ししししみみみみにしておきにしておきにしておきにしておき

たいと思います。それでたいと思います。それでたいと思います。それでたいと思います。それで結結結結構構構構です。です。です。です。

○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 まほろばまほろばまほろばまほろばキキキキッッッッチチチチンのンのンのンの回回回回廊廊廊廊やややや駐車駐車駐車駐車場の一部を場の一部を場の一部を場の一部を活活活活用しまして用しまして用しまして用しましてイベイベイベイベ

ントをントをントをントを計画計画計画計画しております。そこに出しております。そこに出しております。そこに出しております。そこに出店店店店していただく方々につきましては直していただく方々につきましては直していただく方々につきましては直していただく方々につきましては直売売売売所所所所のののの登録登録登録登録農農農農家家家家

の方々も含めてというの方々も含めてというの方々も含めてというの方々も含めてという形形形形になりますが、になりますが、になりますが、になりますが、登録登録登録登録農農農農家家家家には一定の出には一定の出には一定の出には一定の出店店店店委委委委託託託託のののの費費費費用をいただいて用をいただいて用をいただいて用をいただいて

いるところもございますので、まほろばいるところもございますので、まほろばいるところもございますので、まほろばいるところもございますので、まほろばキキキキッッッッチチチチンのンのンのンの回回回回廊廊廊廊であったり、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、それから駐車駐車駐車駐車場で場で場で場で設設設設

営営営営してやるところのしてやるところのしてやるところのしてやるところの費費費費用、かかってくる用、かかってくる用、かかってくる用、かかってくる費費費費用とは、その辺を調用とは、その辺を調用とは、その辺を調用とは、その辺を調整整整整をしているところで少しをしているところで少しをしているところで少しをしているところで少し

時時時時間間間間がかかっているところでございます。一がかかっているところでございます。一がかかっているところでございます。一がかかっているところでございます。一応応応応、県内の農産、県内の農産、県内の農産、県内の農産物物物物ををををＰＲＰＲＰＲＰＲするというするというするというするという形形形形でででで計画計画計画計画

したいと思っております。したいと思っております。したいと思っております。したいと思っております。
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○神田委員○神田委員○神田委員○神田委員 委委委委託託託託料を料を料を料を払払払払ってある人と、そのときってある人と、そのときってある人と、そのときってある人と、そのとき来来来来たらたらたらたら何何何何もももも払払払払わなくてもいいとか、そうわなくてもいいとか、そうわなくてもいいとか、そうわなくてもいいとか、そう

いうもめごとのないように、いうもめごとのないように、いうもめごとのないように、いうもめごとのないように、頑張頑張頑張頑張ってください。以上です。ってください。以上です。ってください。以上です。ってください。以上です。

○和田副委員長○和田副委員長○和田副委員長○和田副委員長 産業・雇用振興部に１点だけ質問をさせていただきます。産業・雇用振興部に１点だけ質問をさせていただきます。産業・雇用振興部に１点だけ質問をさせていただきます。産業・雇用振興部に１点だけ質問をさせていただきます。

産業振興産業振興産業振興産業振興体体体体制制制制のののの充充充充実実実実強化強化強化強化、この、この、この、この面面面面で、産業で、産業で、産業で、産業政政政政策策策策課課課課を今年度を今年度を今年度を今年度設置設置設置設置して、さらに出先機関として、さらに出先機関として、さらに出先機関として、さらに出先機関と

して県産業振興して県産業振興して県産業振興して県産業振興総総総総合センターを合センターを合センターを合センターを設置設置設置設置したとのことでございますが、したとのことでございますが、したとのことでございますが、したとのことでございますが、イイイイメメメメーーーージジジジとしては、としては、としては、としては、例例例例

ええええば農林部の場合、ば農林部の場合、ば農林部の場合、ば農林部の場合、奈良奈良奈良奈良県農業県農業県農業県農業総総総総合センターを合センターを合センターを合センターを移転移転移転移転させて、今までにない質的にさせて、今までにない質的にさせて、今までにない質的にさせて、今までにない質的に違違違違った、った、った、った、

さらにさらにさらにさらに研究研究研究研究のののの高高高高度度度度化化化化、これを、これを、これを、これを求求求求める施める施める施める施設設設設、しかも、しかも、しかも、しかも単単単単に農業者のに農業者のに農業者のに農業者の育育育育成だけではなく、成だけではなく、成だけではなく、成だけではなく、食材食材食材食材をををを

つくり、そしてつくり、そしてつくり、そしてつくり、そして食材食材食材食材を提を提を提を提供供供供していくという、していくという、していくという、していくという、消費消費消費消費までをまでをまでをまでを考え考え考え考えたたたた展開展開展開展開をやっております。そをやっております。そをやっております。そをやっております。そ

ういうういうういうういう意意意意味味味味では、県農では、県農では、県農では、県農政政政政にとってはにとってはにとってはにとっては非常非常非常非常にににに大大大大きなきなきなきな転換転換転換転換期期期期ではないかとではないかとではないかとではないかとイイイイメメメメーーーージジジジするわけでするわけでするわけでするわけで

すが、この産業すが、この産業すが、この産業すが、この産業政政政政策策策策課課課課をををを設置設置設置設置し、産業振興し、産業振興し、産業振興し、産業振興総総総総合センターを合センターを合センターを合センターを設置設置設置設置したことのしたことのしたことのしたことの意意意意義をしっかり義をしっかり義をしっかり義をしっかり

とととと理理理理解解解解をさせてもらいたいと思うので、をさせてもらいたいと思うので、をさせてもらいたいと思うので、をさせてもらいたいと思うので、ひひひひとつとつとつとつ答弁答弁答弁答弁をお願いします。をお願いします。をお願いします。をお願いします。

○中産業・雇用振興部長○中産業・雇用振興部長○中産業・雇用振興部長○中産業・雇用振興部長 和田副委員長から平成２５年度の和田副委員長から平成２５年度の和田副委員長から平成２５年度の和田副委員長から平成２５年度の組組組組織織織織改正改正改正改正で、産業振興で、産業振興で、産業振興で、産業振興総総総総合セ合セ合セ合セ

ンターをつくった、また、産業ンターをつくった、また、産業ンターをつくった、また、産業ンターをつくった、また、産業政政政政策策策策課課課課をつくったをつくったをつくったをつくった趣旨趣旨趣旨趣旨についてについてについてについて十十十十分分分分な説明が要るのではなな説明が要るのではなな説明が要るのではなな説明が要るのではな

いかというごいかというごいかというごいかというご趣旨趣旨趣旨趣旨でございます。でございます。でございます。でございます。

もともと、本もともと、本もともと、本もともと、本庁庁庁庁のののの組組組組織織織織ではではではでは工工工工業振興業振興業振興業振興課課課課がこの３月までございました。それ以がこの３月までございました。それ以がこの３月までございました。それ以がこの３月までございました。それ以外外外外にもにもにもにも商商商商業業業業

振興振興振興振興課課課課もあったわけでございますが、まもあったわけでございますが、まもあったわけでございますが、まもあったわけでございますが、まずずずず、、、、工工工工業振興業振興業振興業振興課課課課をををを廃止廃止廃止廃止し、し、し、し、奈良奈良奈良奈良県の産業の県の産業の県の産業の県の産業の政政政政策を策を策を策を

立立立立案していこうという案していこうという案していこうという案していこうという趣旨趣旨趣旨趣旨で産業で産業で産業で産業政政政政策策策策課課課課という名前に一部という名前に一部という名前に一部という名前に一部組組組組織織織織改正改正改正改正をさせていただきましをさせていただきましをさせていただきましをさせていただきまし

た。それから、産業振興た。それから、産業振興た。それから、産業振興た。それから、産業振興総総総総合センターにいたしましたのは、もともと合センターにいたしましたのは、もともと合センターにいたしましたのは、もともと合センターにいたしましたのは、もともと創創創創業・業・業・業・経経経経営営営営支援支援支援支援室と室と室と室と

いういういういう工工工工業振興業振興業振興業振興課課課課の中の一つのの中の一つのの中の一つのの中の一つの課課課課内室の内室の内室の内室の形形形形でででで工工工工業業業業技術技術技術技術センターにセンターにセンターにセンターに併設併設併設併設をしていたわけでござをしていたわけでござをしていたわけでござをしていたわけでござ

います。います。います。います。例例例例ええええば県内の中ば県内の中ば県内の中ば県内の中小小小小企業が企業が企業が企業が経経経経営営営営相談をしていただく上で、より現場に相談をしていただく上で、より現場に相談をしていただく上で、より現場に相談をしていただく上で、より現場に近近近近いところでいところでいところでいところで

相談相談相談相談体体体体制制制制をををを充充充充実しようと、実しようと、実しようと、実しようと、例例例例ええええばばばば物づ物づ物づ物づくりはもともとくりはもともとくりはもともとくりはもともと工工工工業業業業技術技術技術技術センターでセンターでセンターでセンターで指指指指導導導導をしていたをしていたをしていたをしていた

わけでございますが、その中で、わけでございますが、その中で、わけでございますが、その中で、わけでございますが、その中で、販売販売販売販売とかとかとかとか流流流流通通通通までまでまでまで意識意識意識意識してしてしてして物づ物づ物づ物づくりをすることによって、くりをすることによって、くりをすることによって、くりをすることによって、

実質的な企業の実質的な企業の実質的な企業の実質的な企業の物づ物づ物づ物づくりがくりがくりがくりが丸丸丸丸 々々々々商商商商業に関業に関業に関業に関連連連連していくしていくしていくしていく形形形形で、一で、一で、一で、一元元元元的にワンストッ的にワンストッ的にワンストッ的にワンストッププププでででで窓口窓口窓口窓口をををを

つくっていくつくっていくつくっていくつくっていくココココンセンセンセンセププププトのもと、県産業振興トのもと、県産業振興トのもと、県産業振興トのもと、県産業振興総総総総合センターに合センターに合センターに合センターに組組組組織織織織改正改正改正改正をいたしたところでをいたしたところでをいたしたところでをいたしたところで

ございます。そういったございます。そういったございます。そういったございます。そういった意意意意味味味味では、実では、実では、実では、実際際際際のところ、企業がこういうものをつくりたいのだのところ、企業がこういうものをつくりたいのだのところ、企業がこういうものをつくりたいのだのところ、企業がこういうものをつくりたいのだ

けれどと相談にけれどと相談にけれどと相談にけれどと相談に来来来来られましたら、まられましたら、まられましたら、まられましたら、まずずずず、、、、創創創創業・業・業・業・経経経経営営営営支援支援支援支援部がございます。それと、生部がございます。それと、生部がございます。それと、生部がございます。それと、生活活活活・・・・

産業産業産業産業技術技術技術技術研究研究研究研究部という２つの部で、部という２つの部で、部という２つの部で、部という２つの部で、何何何何をつくりたいのか、どうをつくりたいのか、どうをつくりたいのか、どうをつくりたいのか、どう持持持持っていきたいのかというっていきたいのかというっていきたいのかというっていきたいのかという

個別個別個別個別の相談を受けて、の相談を受けて、の相談を受けて、の相談を受けて、丁寧丁寧丁寧丁寧に話を聞かせていただいて、よりに話を聞かせていただいて、よりに話を聞かせていただいて、よりに話を聞かせていただいて、より商商商商業業業業ベベベベースにースにースにースに乗乗乗乗っていく、たっていく、たっていく、たっていく、た

だだだだ単単単単にににに物物物物をつくっても、をつくっても、をつくっても、をつくっても、売売売売れなければれなければれなければれなければ結結結結局は産業の振興につながっていかないというとこ局は産業の振興につながっていかないというとこ局は産業の振興につながっていかないというとこ局は産業の振興につながっていかないというとこ

ろがありましたので、ろがありましたので、ろがありましたので、ろがありましたので、基基基基本的には、一本的には、一本的には、一本的には、一元元元元的にま的にま的にま的にまずずずず、、、、俗俗俗俗に言うワンストッに言うワンストッに言うワンストッに言うワンストッププププで相談できる、で相談できる、で相談できる、で相談できる、
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そういうそういうそういうそういう体体体体制制制制づづづづくりをしようというのが平成２５年４月のくりをしようというのが平成２５年４月のくりをしようというのが平成２５年４月のくりをしようというのが平成２５年４月の組組組組織織織織改正改正改正改正でございます。もし、でございます。もし、でございます。もし、でございます。もし、

中中中中小小小小企業の方々がま企業の方々がま企業の方々がま企業の方々がまずずずずは産業振興は産業振興は産業振興は産業振興総総総総合センター合センター合センター合センターへへへへ相談していただければ、どんな内容のも相談していただければ、どんな内容のも相談していただければ、どんな内容のも相談していただければ、どんな内容のも

のかものかものかものかも十十十十分分分分話を聞かせていただいて、す話を聞かせていただいて、す話を聞かせていただいて、す話を聞かせていただいて、すぐぐぐぐにつながっていけるようにさせていただくといにつながっていけるようにさせていただくといにつながっていけるようにさせていただくといにつながっていけるようにさせていただくとい

ううううココココンセンセンセンセププププトのトのトのトの組組組組織織織織づづづづくりでございます。以上でございます。くりでございます。以上でございます。くりでございます。以上でございます。くりでございます。以上でございます。

○和田副委員長○和田副委員長○和田副委員長○和田副委員長 今、今、今、今、答弁答弁答弁答弁いただきましたが、いただきましたが、いただきましたが、いただきましたが、イイイイメメメメーーーージジジジがまがまがまがまずずずずできるのは、まだここまでできるのは、まだここまでできるのは、まだここまでできるのは、まだここまで

です。つまり、です。つまり、です。つまり、です。つまり、統廃統廃統廃統廃合し合し合し合し改改改改称称称称した、した、した、した、組組組組織織織織改正改正改正改正した。した。した。した。販売販売販売販売も取り入れて相談も取り入れて相談も取り入れて相談も取り入れて相談支援体支援体支援体支援体制制制制をををを頑張頑張頑張頑張

っていると。ざっくり言っていると。ざっくり言っていると。ざっくり言っていると。ざっくり言ええええばそんなばそんなばそんなばそんな程程程程度の度の度の度のイイイイメメメメーーーージジジジしかまだしかまだしかまだしかまだ湧湧湧湧きません。先ほどの県農業きません。先ほどの県農業きません。先ほどの県農業きません。先ほどの県農業

総総総総合センター、合センター、合センター、合センター、６次６次６次６次産業産業産業産業化研修化研修化研修化研修施施施施設設設設は、今までにないは、今までにないは、今までにないは、今までにない斬斬斬斬新新新新な、県としてここまでよくな、県としてここまでよくな、県としてここまでよくな、県としてここまでよく踏踏踏踏みみみみ

込込込込んだ、農んだ、農んだ、農んだ、農政政政政としてもとしてもとしてもとしても大大大大きな、きな、きな、きな、大大大大胆胆胆胆な事業がな事業がな事業がな事業がイイイイメメメメーーーージジジジできるけれども、先ほどできるけれども、先ほどできるけれども、先ほどできるけれども、先ほど答弁答弁答弁答弁されたされたされたされた

ように、ように、ように、ように、知知知知事事事事自身自身自身自身が雇用が雇用が雇用が雇用促促促促進進進進はははは大大大大変変変変重重重重要だと思っていますとこう紹介をしてくれました。要だと思っていますとこう紹介をしてくれました。要だと思っていますとこう紹介をしてくれました。要だと思っていますとこう紹介をしてくれました。

そして、そして、そして、そして、奈良奈良奈良奈良県は県は県は県は消費消費消費消費県だけれども、県の県だけれども、県の県だけれども、県の県だけれども、県の経済経済経済経済で生産はで生産はで生産はで生産は非常非常非常非常にににに低低低低迷迷迷迷していると。していると。していると。していると。何何何何とかしとかしとかしとかし

ないといけない。それで、企業ないといけない。それで、企業ないといけない。それで、企業ないといけない。それで、企業立地推進立地推進立地推進立地推進課課課課もももも頑張頑張頑張頑張ってもらわないといけないけれど、ここってもらわないといけないけれど、ここってもらわないといけないけれど、ここってもらわないといけないけれど、ここ

に、村上産業振興に、村上産業振興に、村上産業振興に、村上産業振興総総総総合センター合センター合センター合センター所所所所長がこのセンターのトッ長がこのセンターのトッ長がこのセンターのトッ長がこのセンターのトッププププにいらっしにいらっしにいらっしにいらっしゃゃゃゃるわけで、るわけで、るわけで、るわけで、ひひひひとととと

つつつつ補補補補足足足足することがあれば、話をしていただきたいし、することがあれば、話をしていただきたいし、することがあれば、話をしていただきたいし、することがあれば、話をしていただきたいし、決決決決意意意意もあればもあればもあればもあればひひひひとつお聞かせいただとつお聞かせいただとつお聞かせいただとつお聞かせいただ

きたいと。どのようなきたいと。どのようなきたいと。どのようなきたいと。どのような意気意気意気意気込込込込みみみみをををを持持持持っているのか、っているのか、っているのか、っているのか、何何何何としてもとしてもとしてもとしても知知知知りたい。それによってこりたい。それによってこりたい。それによってこりたい。それによってこ

れからのれからのれからのれからの議論議論議論議論の仕方がありましの仕方がありましの仕方がありましの仕方がありましょょょょうから。きうから。きうから。きうから。きょょょょうは、これ１問だけでうは、これ１問だけでうは、これ１問だけでうは、これ１問だけで終終終終わりますので。わりますので。わりますので。わりますので。

○村上産業振興総合センター所長○村上産業振興総合センター所長○村上産業振興総合センター所長○村上産業振興総合センター所長 では、では、では、では、新新新新しいしいしいしい組組組組織織織織としてのとしてのとしてのとしての意気意気意気意気込込込込みみみみだけお話しさせてだけお話しさせてだけお話しさせてだけお話しさせて

いただきます。それでご容いただきます。それでご容いただきます。それでご容いただきます。それでご容赦赦赦赦願います。願います。願います。願います。

ままままずずずず、、、、奈良奈良奈良奈良県の産業県の産業県の産業県の産業界界界界にににに新新新新しいしいしいしい風風風風をををを吹吹吹吹きききき込込込込めとスタッフにはめとスタッフにはめとスタッフにはめとスタッフには申申申申しております。それから、しております。それから、しております。それから、しております。それから、

あしたあしたあしたあしたイイイイズズズズムムムムとととと申申申申しまして、明るくしまして、明るくしまして、明るくしまして、明るく、、、、「「「「ああああ」」」」ですねですねですねですね、、、、「「「「しししし」」」」は、仕事に集中しては、仕事に集中しては、仕事に集中しては、仕事に集中して結結結結果果果果を出せを出せを出せを出せ

とととと。。。。「「「「たたたた」」」」は、は、は、は、楽楽楽楽しんでしんでしんでしんで結結結結果果果果を出せということでを出せということでを出せということでを出せということで叱咤激励叱咤激励叱咤激励叱咤激励いたしておりますが、このセンいたしておりますが、このセンいたしておりますが、このセンいたしておりますが、このセン

ターにつきましては、先ほど産業ターにつきましては、先ほど産業ターにつきましては、先ほど産業ターにつきましては、先ほど産業････雇用振興部長のご説明がありましたように、雇用振興部長のご説明がありましたように、雇用振興部長のご説明がありましたように、雇用振興部長のご説明がありましたように、創創創創業・業・業・業・経経経経

営営営営支援支援支援支援室、室、室、室、商商商商業振興業振興業振興業振興課課課課のスタッフが５１名、のスタッフが５１名、のスタッフが５１名、のスタッフが５１名、昔昔昔昔の中の中の中の中小小小小企業企業企業企業支援支援支援支援センター、現在のセンター、現在のセンター、現在のセンター、現在の公益財団公益財団公益財団公益財団

法法法法人人人人地域地域地域地域産業振興センターが２２～２３名で、トータ産業振興センターが２２～２３名で、トータ産業振興センターが２２～２３名で、トータ産業振興センターが２２～２３名で、トータル７ル７ル７ル７１～１～１～１～７７７７２名で２名で２名で２名で活活活活動動動動いたしておりいたしておりいたしておりいたしており

ます。これにつきましては、現在、ます。これにつきましては、現在、ます。これにつきましては、現在、ます。これにつきましては、現在、新新新新たな取たな取たな取たな取組組組組といたしまして、県と、それからといたしまして、県と、それからといたしまして、県と、それからといたしまして、県と、それから公益財団公益財団公益財団公益財団

法法法法人と、それから発明人と、それから発明人と、それから発明人と、それから発明協協協協会の会の会の会の三三三三者が者が者が者が連携連携連携連携いたしまして、県内の企業、いたしまして、県内の企業、いたしまして、県内の企業、いたしまして、県内の企業、デデデデータ会社のータ会社のータ会社のータ会社のデデデデータータータータ

にににに基づ基づ基づ基づきまして、一定きまして、一定きまして、一定きまして、一定額額額額以上の以上の以上の以上の売売売売り上り上り上り上げげげげのある、さらにのある、さらにのある、さらにのある、さらに伸び伸び伸び伸び代が代が代が代が高高高高いと本センターのいと本センターのいと本センターのいと本センターのココココーーーー

デデデディィィィネネネネーター等がーター等がーター等がーター等が判断判断判断判断したものを、今現在、したものを、今現在、したものを、今現在、したものを、今現在、ＡＡＡＡがががが約約約約９０社、９０社、９０社、９０社、ＢＢＢＢがががが約約約約５０社と、５０社と、５０社と、５０社と、足足足足して１４して１４して１４して１４

０社、これを全部０社、これを全部０社、これを全部０社、これを全部回回回回らせていただいたらいいのですけれども、スタッフの関係、時らせていただいたらいいのですけれども、スタッフの関係、時らせていただいたらいいのですけれども、スタッフの関係、時らせていただいたらいいのですけれども、スタッフの関係、時間間間間の関の関の関の関

係がございますので、とりあ係がございますので、とりあ係がございますので、とりあ係がございますので、とりあえずえずえずえず、今は、今は、今は、今は食食食食品品品品製造製造製造製造業からスタートいたしまして業からスタートいたしまして業からスタートいたしまして業からスタートいたしまして十十十十数数数数社社社社回回回回っっっっ
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ております。こういうております。こういうております。こういうております。こういう組組組組織織織織になりました、こういう事業をやっております、ちなになりました、こういう事業をやっております、ちなになりました、こういう事業をやっております、ちなになりました、こういう事業をやっております、ちなみみみみに、に、に、に、補補補補

助金助金助金助金をををを申請申請申請申請される場合は、もうされる場合は、もうされる場合は、もうされる場合は、もう書書書書き方から一緒にやらせていただきます、どのようなご要き方から一緒にやらせていただきます、どのようなご要き方から一緒にやらせていただきます、どのようなご要き方から一緒にやらせていただきます、どのようなご要

望望望望がありますかと。こういうことをおたくはやったらできるのではないですかという話をがありますかと。こういうことをおたくはやったらできるのではないですかという話をがありますかと。こういうことをおたくはやったらできるのではないですかという話をがありますかと。こういうことをおたくはやったらできるのではないですかという話を

するためにするためにするためにするために回回回回りりりり始始始始めたところでございます。これも、めたところでございます。これも、めたところでございます。これも、めたところでございます。これも、従従従従来来来来にない取りにない取りにない取りにない取り組み組み組み組みかと思いますけかと思いますけかと思いますけかと思いますけ

れども、今れども、今れども、今れども、今後後後後、、、、新新新新たな産業、たな産業、たな産業、たな産業、リビリビリビリビンンンンググググサイサイサイサイエエエエンスンスンスンス絡絡絡絡みみみみの産業も興すことをの産業も興すことをの産業も興すことをの産業も興すことを念頭念頭念頭念頭に努に努に努に努力力力力をををを続続続続

けていきたいと思いますので、ごけていきたいと思いますので、ごけていきたいと思いますので、ごけていきたいと思いますので、ご支援支援支援支援よろしくお願いよろしくお願いよろしくお願いよろしくお願い申申申申し上し上し上し上げげげげます。以上でございます。ます。以上でございます。ます。以上でございます。ます。以上でございます。

○和田副委員長○和田副委員長○和田副委員長○和田副委員長 要要要要望望望望にとどめますが、今、県産業振興にとどめますが、今、県産業振興にとどめますが、今、県産業振興にとどめますが、今、県産業振興総総総総合センター合センター合センター合センター所所所所長から、長から、長から、長から、奈良奈良奈良奈良県の県の県の県の

産業産業産業産業界界界界にににに新新新新しいしいしいしい風風風風をををを吹吹吹吹きききき込込込込みみみみたいというたいというたいというたいという決決決決意意意意をいただきました。これはをいただきました。これはをいただきました。これはをいただきました。これは大大大大変変変変うれしい限りうれしい限りうれしい限りうれしい限り

でございます。でございます。でございます。でございます。単単単単にこのセンターが、産業にこのセンターが、産業にこのセンターが、産業にこのセンターが、産業政政政政策策策策課課課課がががが経経経経営営営営、、、、組組組組織織織織のののの効率効率効率効率をををを高高高高めるだけにとどめるだけにとどめるだけにとどめるだけにとど

まらまらまらまらずずずず、、、、高高高高めるのもめるのもめるのもめるのも大大大大切切切切だけれども、あるいは生産者にとってだけれども、あるいは生産者にとってだけれども、あるいは生産者にとってだけれども、あるいは生産者にとって便便便便利利利利なセンター、本なセンター、本なセンター、本なセンター、本当当当当にににに革革革革

新新新新をををを起起起起こせるような、そういうこせるような、そういうこせるような、そういうこせるような、そういう拠拠拠拠点として点として点として点として大大大大々的に々的に々的に々的に奈良奈良奈良奈良県内の事業者の県内の事業者の県内の事業者の県内の事業者の支援支援支援支援ができるができるができるができる新新新新しししし

い方い方い方い方向向向向をををを皆皆皆皆さんにさんにさんにさんに理理理理解解解解していただく、あそこしていただく、あそこしていただく、あそこしていただく、あそこへ行へ行へ行へ行けば、とにかくいいけば、とにかくいいけば、とにかくいいけば、とにかくいい知知知知恵をかしていただ恵をかしていただ恵をかしていただ恵をかしていただ

き、いいき、いいき、いいき、いい制制制制度、事業も紹介をしていただける、うちも度、事業も紹介をしていただける、うちも度、事業も紹介をしていただける、うちも度、事業も紹介をしていただける、うちも助助助助かるのではないか、かるのではないか、かるのではないか、かるのではないか、新新新新しい方しい方しい方しい方向へ向へ向へ向へ

と、生産者にとってと、生産者にとってと、生産者にとってと、生産者にとって励励励励みみみみとなるような、となるような、となるような、となるような、拠拠拠拠点施点施点施点施設設設設としてしっかりととしてしっかりととしてしっかりととしてしっかりと頑張頑張頑張頑張っていただきたいっていただきたいっていただきたいっていただきたい

し、産業・雇用振興部としても、部長も先し、産業・雇用振興部としても、部長も先し、産業・雇用振興部としても、部長も先し、産業・雇用振興部としても、部長も先頭頭頭頭にににに立立立立ってその方ってその方ってその方ってその方面面面面にこれからにこれからにこれからにこれから頑張頑張頑張頑張ってくださってくださってくださってくださ

い。よろしくお願いします。い。よろしくお願いします。い。よろしくお願いします。い。よろしくお願いします。

○森川委員○森川委員○森川委員○森川委員 通告通告通告通告をしていないのですけれど、１点だけをしていないのですけれど、１点だけをしていないのですけれど、１点だけをしていないのですけれど、１点だけ教え教え教え教えていただきたいのはていただきたいのはていただきたいのはていただきたいのは、、、、「「「「平成平成平成平成

２５年度事業２５年度事業２５年度事業２５年度事業箇所箇所箇所箇所内内内内訳」訳」訳」訳」の４の４の４の４６ペ６ペ６ペ６ペーーーージジジジののののエエエエココココフフフフィィィィーーーード利ド利ド利ド利用用用用促促促促進進進進事業、事業、事業、事業、食食食食のののの安安安安全、全、全、全、安安安安心な農心な農心な農心な農

産産産産物物物物のののの供供供供給給給給のところにこれがうたわれているのですが、産業のところにこれがうたわれているのですが、産業のところにこれがうたわれているのですが、産業のところにこれがうたわれているのですが、産業廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物のののの食食食食物残物残物残物残渣渣渣渣をここに使をここに使をここに使をここに使

うのは、これはうのは、これはうのは、これはうのは、これは当然当然当然当然、、、、廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物処処処処理法理法理法理法にもにもにもにも抵触抵触抵触抵触するするするする感感感感じじじじもするのですけれども、その辺のもするのですけれども、その辺のもするのですけれども、その辺のもするのですけれども、その辺の見見見見

解解解解と、どのような事業を今と、どのような事業を今と、どのような事業を今と、どのような事業を今後後後後展開展開展開展開されるのかについて、されるのかについて、されるのかについて、されるのかについて、突突突突然然然然でででで申申申申しわけないですけれど、しわけないですけれど、しわけないですけれど、しわけないですけれど、

展展展展望望望望があったり、また、その産業があったり、また、その産業があったり、また、その産業があったり、また、その産業廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物とのとのとのとの整整整整合合合合性性性性をできたらをできたらをできたらをできたら教え教え教え教えていただきたいと思いていただきたいと思いていただきたいと思いていただきたいと思い

ます。ます。ます。ます。

○福谷農林部長○福谷農林部長○福谷農林部長○福谷農林部長 森川委員のご質問でございます。森川委員のご質問でございます。森川委員のご質問でございます。森川委員のご質問でございます。

産業産業産業産業廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物の件もあわせてということで、私はの件もあわせてということで、私はの件もあわせてということで、私はの件もあわせてということで、私は経験経験経験経験もありますので、おもありますので、おもありますので、おもありますので、お答答答答ええええをさせていをさせていをさせていをさせてい

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

エエエエココココフフフフィィィィーーーードドドド、、、、食食食食物残物残物残物残渣渣渣渣ですけれども、このことについては、ですけれども、このことについては、ですけれども、このことについては、ですけれども、このことについては、当然当然当然当然、、、、廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物というというというという観観観観点、点、点、点、

視視視視点からすると、それを点からすると、それを点からすると、それを点からすると、それを運ぶ運ぶ運ぶ運ぶについてはについてはについてはについては収収収収集、集、集、集、運搬運搬運搬運搬の許可が要る、もちろん、それをの許可が要る、もちろん、それをの許可が要る、もちろん、それをの許可が要る、もちろん、それを処処処処理理理理

するについてはするについてはするについてはするについては処処処処理理理理業の許可が要るというところですけれども、業の許可が要るというところですけれども、業の許可が要るというところですけれども、業の許可が要るというところですけれども、当然当然当然当然、、、、廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物に関するに関するに関するに関する法法法法

律律律律をををを念頭念頭念頭念頭にににに置置置置きながら、実きながら、実きながら、実きながら、実際際際際にににに廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物としてとしてとしてとして排排排排出される出される出される出される残残残残渣渣渣渣を、うまくを、うまくを、うまくを、うまく利活利活利活利活用、用、用、用、リサイリサイリサイリサイクククク
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ルルルルができないかというところを一度ができないかというところを一度ができないかというところを一度ができないかというところを一度研究研究研究研究をしてをしてをしてをしてみみみみましましましましょょょょうというところが一うというところが一うというところが一うというところが一番番番番ののののネネネネックで、ックで、ックで、ックで、

それがうまくそれがうまくそれがうまくそれがうまく畜畜畜畜産の産の産の産の飼飼飼飼料として料として料として料として利利利利用できる、現実に用できる、現実に用できる、現実に用できる、現実に利利利利用されているところもあるのですけ用されているところもあるのですけ用されているところもあるのですけ用されているところもあるのですけ

れども、それがうまくれども、それがうまくれども、それがうまくれども、それがうまく利利利利用できれば、ご用できれば、ご用できれば、ご用できれば、ごみみみみのののの排排排排出出出出抑抑抑抑制制制制にもつながるし、うまくにもつながるし、うまくにもつながるし、うまくにもつながるし、うまく回回回回っていくっていくっていくっていく

のではないかというのではないかというのではないかというのではないかという視視視視点に点に点に点に立立立立って、本年度って、本年度って、本年度って、本年度新新新新たに事業たに事業たに事業たに事業化化化化をさせていただいたところでござをさせていただいたところでござをさせていただいたところでござをさせていただいたところでござ

います。います。います。います。

委員ご委員ご委員ご委員ご指摘指摘指摘指摘の、産業の、産業の、産業の、産業廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物も入ってきますので、も入ってきますので、も入ってきますので、も入ってきますので、当然当然当然当然廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物処処処処理法理法理法理法とのとのとのとの連携連携連携連携といいますといいますといいますといいます

か、それについてはか、それについてはか、それについてはか、それについては重重重重 々々々々念頭念頭念頭念頭にににに置置置置いたういたういたういたうええええで、そのことも含めてで、そのことも含めてで、そのことも含めてで、そのことも含めて研究研究研究研究をしてまいりたいとをしてまいりたいとをしてまいりたいとをしてまいりたいと

考え考え考え考えておりますので、ておりますので、ておりますので、ておりますので、非常非常非常非常にににに簡単簡単簡単簡単な説明でな説明でな説明でな説明で申申申申しわけないですが、以上でございます。しわけないですが、以上でございます。しわけないですが、以上でございます。しわけないですが、以上でございます。

○森川委員○森川委員○森川委員○森川委員 わかりました。わかりました。わかりました。わかりました。

とりあとりあとりあとりあえずえずえずえず、、、、廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物処処処処理法理法理法理法上、産業上、産業上、産業上、産業廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物というのは、あくまでというのは、あくまでというのは、あくまでというのは、あくまで費費費費用をいただいて、そ用をいただいて、そ用をいただいて、そ用をいただいて、そ

のののの費費費費用で用で用で用で最最最最終終終終処処処処分分分分をするという前提もあると思います。とりあをするという前提もあると思います。とりあをするという前提もあると思います。とりあをするという前提もあると思います。とりあえずえずえずえず、、、、廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物のののの減量減量減量減量化化化化といといといとい

うことで、中うことで、中うことで、中うことで、中身身身身についても一についても一についても一についても一段段段段とととと注注注注意意意意していただけるよう、また、していただけるよう、また、していただけるよう、また、していただけるよう、また、廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物処処処処理法理法理法理法上の上の上の上の絡絡絡絡みみみみ

もあるので、もあるので、もあるので、もあるので、法律法律法律法律的な部的な部的な部的な部分分分分からからからから慎慎慎慎重重重重にににに考え考え考え考えて取りて取りて取りて取り組組組組んでいただきたいし、現在、実んでいただきたいし、現在、実んでいただきたいし、現在、実んでいただきたいし、現在、実験験験験的に的に的に的に

やっておられるところもあったりすると聞いておりますけれども、県でこういう予やっておられるところもあったりすると聞いておりますけれども、県でこういう予やっておられるところもあったりすると聞いておりますけれども、県でこういう予やっておられるところもあったりすると聞いておりますけれども、県でこういう予算算算算化化化化をををを

されている以上、その辺の前されている以上、その辺の前されている以上、その辺の前されている以上、その辺の前裁裁裁裁きをきちんとしていただいて、どういうきをきちんとしていただいて、どういうきをきちんとしていただいて、どういうきをきちんとしていただいて、どういう手手手手順順順順でやるかからでやるかからでやるかからでやるかから

ままままずずずず入っていただきたいと思いますので、入っていただきたいと思いますので、入っていただきたいと思いますので、入っていただきたいと思いますので、突突突突然然然然でしたので、またそのでしたので、またそのでしたので、またそのでしたので、またその経経経経過過過過とかも聞かせてとかも聞かせてとかも聞かせてとかも聞かせて

いただきたいと思います。質問をいただきたいと思います。質問をいただきたいと思います。質問をいただきたいと思います。質問を終終終終わります。わります。わります。わります。

○福谷農林部長○福谷農林部長○福谷農林部長○福谷農林部長 １点だけ１点だけ１点だけ１点だけ補補補補足足足足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。

本事業の本事業の本事業の本事業の財財財財源源源源につきましては、ごにつきましては、ごにつきましては、ごにつきましては、ご指摘指摘指摘指摘いただいております産業いただいております産業いただいております産業いただいております産業廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物税税税税をををを財財財財源源源源としてとしてとしてとして研研研研

究究究究をををを行行行行うということで、これはうということで、これはうということで、これはうということで、これは景景景景観観観観・・・・環境環境環境環境局の局の局の局の廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物対策対策対策対策課課課課ともともともとも連携連携連携連携をとったをとったをとったをとった形形形形でででで進進進進めてめてめてめて

いこうといこうといこうといこうと考え考え考え考えておりますので、そのことだけておりますので、そのことだけておりますので、そのことだけておりますので、そのことだけ追追追追加でご報加でご報加でご報加でご報告告告告をさせていただきます。以上でをさせていただきます。以上でをさせていただきます。以上でをさせていただきます。以上で

ございます。ございます。ございます。ございます。

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

（（（（「「「「なしなしなしなし」」」」とととと呼ぶ呼ぶ呼ぶ呼ぶ者あり）者あり）者あり）者あり）

ほかにないようでございますので、これをもって、質疑等をほかにないようでございますので、これをもって、質疑等をほかにないようでございますので、これをもって、質疑等をほかにないようでございますので、これをもって、質疑等を終終終終わります。わります。わります。わります。

それでは、これをもちまして、本日の委員会をそれでは、これをもちまして、本日の委員会をそれでは、これをもちまして、本日の委員会をそれでは、これをもちまして、本日の委員会を終終終終わります。わります。わります。わります。


