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エネルギー政策推進特別委員会記録エネルギー政策推進特別委員会記録エネルギー政策推進特別委員会記録エネルギー政策推進特別委員会記録

開催日時開催日時開催日時開催日時 平成２５年８月５日（月） １０：０２～１１：０８平成２５年８月５日（月） １０：０２～１１：０８平成２５年８月５日（月） １０：０２～１１：０８平成２５年８月５日（月） １０：０２～１１：０８

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 ９名９名９名９名

猪奥 美里 委員長猪奥 美里 委員長猪奥 美里 委員長猪奥 美里 委員長

宮本 次郎 副委員長宮本 次郎 副委員長宮本 次郎 副委員長宮本 次郎 副委員長

井岡 正徳 委員井岡 正徳 委員井岡 正徳 委員井岡 正徳 委員

阪口 保 委員阪口 保 委員阪口 保 委員阪口 保 委員

上田 悟 委員上田 悟 委員上田 悟 委員上田 悟 委員

安井 宏一 委員安井 宏一 委員安井 宏一 委員安井 宏一 委員

高柳 忠夫 委員高柳 忠夫 委員高柳 忠夫 委員高柳 忠夫 委員

和田 恵治 委員和田 恵治 委員和田 恵治 委員和田 恵治 委員

中村 昭 委員中村 昭 委員中村 昭 委員中村 昭 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 野村 地域振興部長 ほか、関係職員野村 地域振興部長 ほか、関係職員野村 地域振興部長 ほか、関係職員野村 地域振興部長 ほか、関係職員

傍 聴 者傍 聴 者傍 聴 者傍 聴 者 ２名２名２名２名

議 事議 事議 事議 事

（１）平成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

＜会議の経過＞＜会議の経過＞＜会議の経過＞＜会議の経過＞

○猪奥委員長○猪奥委員長○猪奥委員長○猪奥委員長 それでは、ただいまよりエネルギー政策推進特別委員会を開会いたします。それでは、ただいまよりエネルギー政策推進特別委員会を開会いたします。それでは、ただいまよりエネルギー政策推進特別委員会を開会いたします。それでは、ただいまよりエネルギー政策推進特別委員会を開会いたします。

本日、当委員会に対し、２名の方から傍聴の申し出がありますが、これを認めることとし本日、当委員会に対し、２名の方から傍聴の申し出がありますが、これを認めることとし本日、当委員会に対し、２名の方から傍聴の申し出がありますが、これを認めることとし本日、当委員会に対し、２名の方から傍聴の申し出がありますが、これを認めることとし

てよろしいでしょうか。てよろしいでしょうか。てよろしいでしょうか。てよろしいでしょうか。

（（（（「「「「異議なし」と呼ぶ者あり）異議なし」と呼ぶ者あり）異議なし」と呼ぶ者あり）異議なし」と呼ぶ者あり）

また、この後の申し出についても、さきの方を含め、２０名を限度に許可することにしまた、この後の申し出についても、さきの方を含め、２０名を限度に許可することにしまた、この後の申し出についても、さきの方を含め、２０名を限度に許可することにしまた、この後の申し出についても、さきの方を含め、２０名を限度に許可することにし

たいと思いますが、よろしいですか。たいと思いますが、よろしいですか。たいと思いますが、よろしいですか。たいと思いますが、よろしいですか。

（（（（「「「「異議なし」と呼ぶ者あり）異議なし」と呼ぶ者あり）異議なし」と呼ぶ者あり）異議なし」と呼ぶ者あり）

それでは、認めることといたします。それでは、認めることといたします。それでは、認めることといたします。それでは、認めることといたします。

議事に先立ちまして、一言ごあいさつを申し上げます。議事に先立ちまして、一言ごあいさつを申し上げます。議事に先立ちまして、一言ごあいさつを申し上げます。議事に先立ちまして、一言ごあいさつを申し上げます。

本日はご多忙のところご出席いただき、ありがとうございました。私と宮本議員が、さ本日はご多忙のところご出席いただき、ありがとうございました。私と宮本議員が、さ本日はご多忙のところご出席いただき、ありがとうございました。私と宮本議員が、さ本日はご多忙のところご出席いただき、ありがとうございました。私と宮本議員が、さ
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きの６月定例県議会において、当委員会の正副委員長に選任されました。今後、各委員並きの６月定例県議会において、当委員会の正副委員長に選任されました。今後、各委員並きの６月定例県議会において、当委員会の正副委員長に選任されました。今後、各委員並きの６月定例県議会において、当委員会の正副委員長に選任されました。今後、各委員並

びに理事者のご協力、ご支援を得て、円滑な委員会運営に努めてまいりたいと思いますのびに理事者のご協力、ご支援を得て、円滑な委員会運営に努めてまいりたいと思いますのびに理事者のご協力、ご支援を得て、円滑な委員会運営に努めてまいりたいと思いますのびに理事者のご協力、ご支援を得て、円滑な委員会運営に努めてまいりたいと思いますの

で、どうぞよろしくお願いをいたします。で、どうぞよろしくお願いをいたします。で、どうぞよろしくお願いをいたします。で、どうぞよろしくお願いをいたします。

今回、委員会構成がなされて初めての委員会ですので、委員より自己紹介をお願いいた今回、委員会構成がなされて初めての委員会ですので、委員より自己紹介をお願いいた今回、委員会構成がなされて初めての委員会ですので、委員より自己紹介をお願いいた今回、委員会構成がなされて初めての委員会ですので、委員より自己紹介をお願いいた

します。します。します。します。

○宮本副委員長○宮本副委員長○宮本副委員長○宮本副委員長 副委員長をさせていただきます宮本です。どうぞよろしくお願いいたし副委員長をさせていただきます宮本です。どうぞよろしくお願いいたし副委員長をさせていただきます宮本です。どうぞよろしくお願いいたし副委員長をさせていただきます宮本です。どうぞよろしくお願いいたし

ます。ます。ます。ます。

○安井委員○安井委員○安井委員○安井委員 委員の安井宏一です。委員の安井宏一です。委員の安井宏一です。委員の安井宏一です。

○上田委員○上田委員○上田委員○上田委員 上田でございます。上田でございます。上田でございます。上田でございます。

○井岡委員○井岡委員○井岡委員○井岡委員 井岡でございます。井岡でございます。井岡でございます。井岡でございます。

○中村委員○中村委員○中村委員○中村委員 中村でございます。中村でございます。中村でございます。中村でございます。

○高柳委員○高柳委員○高柳委員○高柳委員 高柳でございます。高柳でございます。高柳でございます。高柳でございます。

○和田委員○和田委員○和田委員○和田委員 和田です。よろしく。和田です。よろしく。和田です。よろしく。和田です。よろしく。

○阪口委員○阪口委員○阪口委員○阪口委員 阪口でございます。阪口でございます。阪口でございます。阪口でございます。

○猪奥委員長○猪奥委員長○猪奥委員長○猪奥委員長 次に、事務局の紹介をいたします。次に、事務局の紹介をいたします。次に、事務局の紹介をいたします。次に、事務局の紹介をいたします。

事務局長の自己紹介の後、担当書記の紹介を願います。事務局長の自己紹介の後、担当書記の紹介を願います。事務局長の自己紹介の後、担当書記の紹介を願います。事務局長の自己紹介の後、担当書記の紹介を願います。

○石井事務局長○石井事務局長○石井事務局長○石井事務局長 事務局長の石井でございます。どうぞよろしくお願いします。事務局長の石井でございます。どうぞよろしくお願いします。事務局長の石井でございます。どうぞよろしくお願いします。事務局長の石井でございます。どうぞよろしくお願いします。

当委員会の担当書記をご紹介させていただきます。当委員会の担当書記をご紹介させていただきます。当委員会の担当書記をご紹介させていただきます。当委員会の担当書記をご紹介させていただきます。

藤田政務調査課課長補佐でございます。藤田政務調査課課長補佐でございます。藤田政務調査課課長補佐でございます。藤田政務調査課課長補佐でございます。

前谷議事課主査でございます。以上でございます。よろしくお願いします。前谷議事課主査でございます。以上でございます。よろしくお願いします。前谷議事課主査でございます。以上でございます。よろしくお願いします。前谷議事課主査でございます。以上でございます。よろしくお願いします。

○猪奥委員長○猪奥委員長○猪奥委員長○猪奥委員長 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。

次に、理事者の紹介を願います。次に、理事者の紹介を願います。次に、理事者の紹介を願います。次に、理事者の紹介を願います。

なお、当委員会の所管事項及び出席を求める理事者についてですが、去る７月１２日のなお、当委員会の所管事項及び出席を求める理事者についてですが、去る７月１２日のなお、当委員会の所管事項及び出席を求める理事者についてですが、去る７月１２日のなお、当委員会の所管事項及び出席を求める理事者についてですが、去る７月１２日の

正副委員長会議で、お手元に配付のとおり決定されていますので、ご了承をお願いいたし正副委員長会議で、お手元に配付のとおり決定されていますので、ご了承をお願いいたし正副委員長会議で、お手元に配付のとおり決定されていますので、ご了承をお願いいたし正副委員長会議で、お手元に配付のとおり決定されていますので、ご了承をお願いいたし

ます。ます。ます。ます。

それでは、防災統括室長、地域振興部長、景観・観光局次長、農林部次長、水道局業務それでは、防災統括室長、地域振興部長、景観・観光局次長、農林部次長、水道局業務それでは、防災統括室長、地域振興部長、景観・観光局次長、農林部次長、水道局業務それでは、防災統括室長、地域振興部長、景観・観光局次長、農林部次長、水道局業務

課長の順に、関係次長、課長の紹介をお願いいたします。課長の順に、関係次長、課長の紹介をお願いいたします。課長の順に、関係次長、課長の紹介をお願いいたします。課長の順に、関係次長、課長の紹介をお願いいたします。

○中澤防災統括室長○中澤防災統括室長○中澤防災統括室長○中澤防災統括室長 防災統括室長の中澤でございます。よろしくお願いします。防災統括室長の中澤でございます。よろしくお願いします。防災統括室長の中澤でございます。よろしくお願いします。防災統括室長の中澤でございます。よろしくお願いします。

○野村地域振興部長○野村地域振興部長○野村地域振興部長○野村地域振興部長 地域振興部長の野村でございます。どうぞよろしくお願いいたしま地域振興部長の野村でございます。どうぞよろしくお願いいたしま地域振興部長の野村でございます。どうぞよろしくお願いいたしま地域振興部長の野村でございます。どうぞよろしくお願いいたしま

す。す。す。す。
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私より、関係次長、課長を紹介させていただきます。私より、関係次長、課長を紹介させていただきます。私より、関係次長、課長を紹介させていただきます。私より、関係次長、課長を紹介させていただきます。

地域振興部次長の福井でございます。地域振興部次長の福井でございます。地域振興部次長の福井でございます。地域振興部次長の福井でございます。

○福井地域振興部次長（企画管理室長事務取扱）○福井地域振興部次長（企画管理室長事務取扱）○福井地域振興部次長（企画管理室長事務取扱）○福井地域振興部次長（企画管理室長事務取扱） 福井でございます。よろしくお願いし福井でございます。よろしくお願いし福井でございます。よろしくお願いし福井でございます。よろしくお願いし

ます。ます。ます。ます。

○野村地域振興部長○野村地域振興部長○野村地域振興部長○野村地域振興部長 エネルギー政策課長の塩見でございます。エネルギー政策課長の塩見でございます。エネルギー政策課長の塩見でございます。エネルギー政策課長の塩見でございます。

○塩見エネルギー政策課長○塩見エネルギー政策課長○塩見エネルギー政策課長○塩見エネルギー政策課長 塩見でございます。よろしくお願いします。塩見でございます。よろしくお願いします。塩見でございます。よろしくお願いします。塩見でございます。よろしくお願いします。

○野村地域振興部長○野村地域振興部長○野村地域振興部長○野村地域振興部長 以上でございます。よろしくお願いいたします。以上でございます。よろしくお願いいたします。以上でございます。よろしくお願いいたします。以上でございます。よろしくお願いいたします。

○上山景観・環境局次長○上山景観・環境局次長○上山景観・環境局次長○上山景観・環境局次長 景観・環境局次長の上山でございます。関係課長のご紹介をさ景観・環境局次長の上山でございます。関係課長のご紹介をさ景観・環境局次長の上山でございます。関係課長のご紹介をさ景観・環境局次長の上山でございます。関係課長のご紹介をさ

せていただきます。せていただきます。せていただきます。せていただきます。

中川環境政策課長でございます。中川環境政策課長でございます。中川環境政策課長でございます。中川環境政策課長でございます。

○中川環境政策課長○中川環境政策課長○中川環境政策課長○中川環境政策課長 どうぞよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。

○上山景観・環境局次長○上山景観・環境局次長○上山景観・環境局次長○上山景観・環境局次長 どうかよろしくお願いいたします。どうかよろしくお願いいたします。どうかよろしくお願いいたします。どうかよろしくお願いいたします。

○植田農林部次長（企画管理室長事務取扱）○植田農林部次長（企画管理室長事務取扱）○植田農林部次長（企画管理室長事務取扱）○植田農林部次長（企画管理室長事務取扱） 農林部次長の植田でございます。どうかよ農林部次長の植田でございます。どうかよ農林部次長の植田でございます。どうかよ農林部次長の植田でございます。どうかよ

ろしくお願いいたします。ろしくお願いいたします。ろしくお願いいたします。ろしくお願いいたします。

私から、農林部出席者をご紹介いたします。私から、農林部出席者をご紹介いたします。私から、農林部出席者をご紹介いたします。私から、農林部出席者をご紹介いたします。

農林部次長の田中でございます。農林部次長の田中でございます。農林部次長の田中でございます。農林部次長の田中でございます。

○田中農林部次長（林務担当）○田中農林部次長（林務担当）○田中農林部次長（林務担当）○田中農林部次長（林務担当） 田中でございます。よろしくお願いいたします。田中でございます。よろしくお願いいたします。田中でございます。よろしくお願いいたします。田中でございます。よろしくお願いいたします。

○植田農林部次長（企画管理室長事務取扱）○植田農林部次長（企画管理室長事務取扱）○植田農林部次長（企画管理室長事務取扱）○植田農林部次長（企画管理室長事務取扱） 菅谷農村振興課長でございます。菅谷農村振興課長でございます。菅谷農村振興課長でございます。菅谷農村振興課長でございます。

○菅谷農村振興課長○菅谷農村振興課長○菅谷農村振興課長○菅谷農村振興課長 菅谷でございます。よろしくお願いします。菅谷でございます。よろしくお願いします。菅谷でございます。よろしくお願いします。菅谷でございます。よろしくお願いします。

○植田農林部次長（企画管理室長事務取扱）○植田農林部次長（企画管理室長事務取扱）○植田農林部次長（企画管理室長事務取扱）○植田農林部次長（企画管理室長事務取扱） 続きまして、岡野奈良の木ブランド課長で続きまして、岡野奈良の木ブランド課長で続きまして、岡野奈良の木ブランド課長で続きまして、岡野奈良の木ブランド課長で

ございます。ございます。ございます。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 岡野でございます。どうぞよろしくお願いいたします。岡野でございます。どうぞよろしくお願いいたします。岡野でございます。どうぞよろしくお願いいたします。岡野でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

○植田農林部次長（企画管理室長事務取扱）○植田農林部次長（企画管理室長事務取扱）○植田農林部次長（企画管理室長事務取扱）○植田農林部次長（企画管理室長事務取扱） 以上、農林部出席者でございます。どうか以上、農林部出席者でございます。どうか以上、農林部出席者でございます。どうか以上、農林部出席者でございます。どうか

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。

○的場水道局業務課長○的場水道局業務課長○的場水道局業務課長○的場水道局業務課長 水道局業務課長の的場でございます。どうぞよろしくお願いしま水道局業務課長の的場でございます。どうぞよろしくお願いしま水道局業務課長の的場でございます。どうぞよろしくお願いしま水道局業務課長の的場でございます。どうぞよろしくお願いしま

す。す。す。す。

○猪奥委員長○猪奥委員長○猪奥委員長○猪奥委員長 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。

次に、委員会の運営についてですが、お手元に特別委員会の設置等に関する申し合次に、委員会の運営についてですが、お手元に特別委員会の設置等に関する申し合次に、委員会の運営についてですが、お手元に特別委員会の設置等に関する申し合次に、委員会の運営についてですが、お手元に特別委員会の設置等に関する申し合わわわわせせせせ

を配付しております。この申し合を配付しております。この申し合を配付しております。この申し合を配付しております。この申し合わわわわせでは、調査せでは、調査せでは、調査せでは、調査期間終期間終期間終期間終了後にその成了後にその成了後にその成了後にその成果果果果を本会議でを本会議でを本会議でを本会議で報告報告報告報告すすすす

ること及び委員ること及び委員ること及び委員ること及び委員間討間討間討間討議の方議の方議の方議の方法法法法による議による議による議による議論論論論をををを行行行行うこととなうこととなうこととなうこととなっっっっております。ております。ております。ております。
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それでは、お手元に配付しておりますエネルギー政策推進特別委員会の運営について、それでは、お手元に配付しておりますエネルギー政策推進特別委員会の運営について、それでは、お手元に配付しておりますエネルギー政策推進特別委員会の運営について、それでは、お手元に配付しておりますエネルギー政策推進特別委員会の運営について、

説明説明説明説明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。

１の所管事項及び調査・１の所管事項及び調査・１の所管事項及び調査・１の所管事項及び調査・審審審審査事務については、ま査事務については、ま査事務については、ま査事務については、まずずずず当委員会の所管事項として、エネル当委員会の所管事項として、エネル当委員会の所管事項として、エネル当委員会の所管事項として、エネル

ギー政策の推進に関すること、そして調査並びにギー政策の推進に関すること、そして調査並びにギー政策の推進に関すること、そして調査並びにギー政策の推進に関すること、そして調査並びに審審審審査事務は、１エネルギー政策に関する査事務は、１エネルギー政策に関する査事務は、１エネルギー政策に関する査事務は、１エネルギー政策に関する

こと・ならの特こと・ならの特こと・ならの特こと・ならの特性性性性をををを生生生生かしたエネルギー政策、２かしたエネルギー政策、２かしたエネルギー政策、２かしたエネルギー政策、２再生再生再生再生可可可可能能能能エネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギーの普普普普及に関すること及に関すること及に関すること及に関すること

となとなとなとなっっっっております。今後議ております。今後議ております。今後議ております。今後議論論論論をををを深深深深めていただき、課めていただき、課めていただき、課めていただき、課題題題題等を等を等を等を絞絞絞絞りりりり込ん込ん込ん込んでまいりたいとでまいりたいとでまいりたいとでまいりたいと考え考え考え考えてててて

おります。おります。おります。おります。

次に、２の委員会の運営についてですが、平成２７年２月定例会に調査・次に、２の委員会の運営についてですが、平成２７年２月定例会に調査・次に、２の委員会の運営についてですが、平成２７年２月定例会に調査・次に、２の委員会の運営についてですが、平成２７年２月定例会に調査・審審審審査の成査の成査の成査の成果果果果をををを

取取取取りまとめることとしまして、委員りまとめることとしまして、委員りまとめることとしまして、委員りまとめることとしまして、委員間討間討間討間討議による議による議による議による論論論論議を議を議を議を行行行行いながら、いながら、いながら、いながら、必必必必要に要に要に要に応じ応じ応じ応じて委員のて委員のて委員のて委員の

みみみみによる委員会も開による委員会も開による委員会も開による委員会も開催催催催してまいりたいとしてまいりたいとしてまいりたいとしてまいりたいと考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。

３３３３の当の当の当の当面面面面ののののスケジュスケジュスケジュスケジュールですが、今年度のおおールですが、今年度のおおールですが、今年度のおおールですが、今年度のおおむねむねむねむねのののの予予予予定を定を定を定を入入入入れております。それにれております。それにれております。それにれております。それに沿沿沿沿

っっっって委員会運営をて委員会運営をて委員会運営をて委員会運営を行行行行いまして、いまして、いまして、いまして、来来来来年、平成２６年の６月定例会には中年、平成２６年の６月定例会には中年、平成２６年の６月定例会には中年、平成２６年の６月定例会には中間報告間報告間報告間報告をををを行行行行いたいといたいといたいといたいと

考え考え考え考えておりますので、よろしくお願いいたします。ておりますので、よろしくお願いいたします。ておりますので、よろしくお願いいたします。ておりますので、よろしくお願いいたします。

これについて、ごこれについて、ごこれについて、ごこれについて、ご意意意意見がありましたらお願いいたします。見がありましたらお願いいたします。見がありましたらお願いいたします。見がありましたらお願いいたします。

（（（（「「「「なし」と呼ぶ者あり）なし」と呼ぶ者あり）なし」と呼ぶ者あり）なし」と呼ぶ者あり）

それでは、当委員会の調査並びにそれでは、当委員会の調査並びにそれでは、当委員会の調査並びにそれでは、当委員会の調査並びに審審審審査におきまして、委員会査におきまして、委員会査におきまして、委員会査におきまして、委員会討討討討議の議の議の議の時間時間時間時間もとりながら進もとりながら進もとりながら進もとりながら進

めてまいりたいと思います。めてまいりたいと思います。めてまいりたいと思います。めてまいりたいと思います。

次に、事務次に、事務次に、事務次に、事務分掌表分掌表分掌表分掌表及び及び及び及び新規新規新規新規事業の事業の事業の事業の内容内容内容内容をお手元に配付しておりますので、をお手元に配付しておりますので、をお手元に配付しておりますので、をお手元に配付しておりますので、参考参考参考参考にしていにしていにしていにしてい

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。

それでは、それでは、それでは、それでは、案件案件案件案件にににに入入入入ります前に、地域振興部長から奈良県エネルギーります前に、地域振興部長から奈良県エネルギーります前に、地域振興部長から奈良県エネルギーります前に、地域振興部長から奈良県エネルギービジョビジョビジョビジョンの概要にンの概要にンの概要にンの概要に

ついてついてついてついて説明説明説明説明願います。願います。願います。願います。

○野村地域振興部長○野村地域振興部長○野村地域振興部長○野村地域振興部長 本年本年本年本年３３３３月に策定いたしました奈良県エネルギー月に策定いたしました奈良県エネルギー月に策定いたしました奈良県エネルギー月に策定いたしました奈良県エネルギービジョビジョビジョビジョンの概要につンの概要につンの概要につンの概要につ

いてごいてごいてごいてご説明説明説明説明させていただきたいとさせていただきたいとさせていただきたいとさせていただきたい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、お手元にエネルギー、お手元にエネルギー、お手元にエネルギー、お手元にエネルギービジョビジョビジョビジョンの概要はございますでしょうか。よろしいですか。ンの概要はございますでしょうか。よろしいですか。ンの概要はございますでしょうか。よろしいですか。ンの概要はございますでしょうか。よろしいですか。

これにこれにこれにこれに基づ基づ基づ基づいていていていて説明説明説明説明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。

ままままずずずず、、、、国国国国のエネルギー政策の見のエネルギー政策の見のエネルギー政策の見のエネルギー政策の見直直直直し、関し、関し、関し、関西電西電西電西電力（力（力（力（株株株株）の）の）の）の電電電電力力力力需給逼迫需給逼迫需給逼迫需給逼迫、、、、紀伊半島大紀伊半島大紀伊半島大紀伊半島大水水水水害害害害

のののの教訓教訓教訓教訓等を等を等を等を踏踏踏踏ままままええええ、奈良らしい、奈良らしい、奈良らしい、奈良らしい新新新新しいエネルギー政策を推進するため、奈良県エネルギーしいエネルギー政策を推進するため、奈良県エネルギーしいエネルギー政策を推進するため、奈良県エネルギーしいエネルギー政策を推進するため、奈良県エネルギー

ビジョビジョビジョビジョンを平成２ンを平成２ンを平成２ンを平成２４４４４年度年度年度年度末末末末の平成２５年の平成２５年の平成２５年の平成２５年３３３３月に策定いたしまして、平成２５年度から平成月に策定いたしまして、平成２５年度から平成月に策定いたしまして、平成２５年度から平成月に策定いたしまして、平成２５年度から平成

２７年度までの２７年度までの２７年度までの２７年度までの計画期間計画期間計画期間計画期間中にエネルギー中にエネルギー中にエネルギー中にエネルギービジョビジョビジョビジョンをンをンをンを積極積極積極積極的に推進することとしております。的に推進することとしております。的に推進することとしております。的に推進することとしております。

第１第１第１第１章章章章でででで電電電電力力力力需給需給需給需給に見る奈良県のに見る奈良県のに見る奈良県のに見る奈良県の状況状況状況状況では、では、では、では、近畿近畿近畿近畿におにおにおにおけけけけます奈良県のます奈良県のます奈良県のます奈良県の電電電電力力力力使用割使用割使用割使用割合は平合は平合は平合は平
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成２成２成２成２３３３３年度年度年度年度実績実績実績実績で５で５で５で５．．．．２２２２％％％％、、、、近畿近畿近畿近畿２２２２府４府４府４府４県で５県で５県で５県で５位位位位となとなとなとなっっっっています。一方、ています。一方、ています。一方、ています。一方、電電電電力自力自力自力自給率給率給率給率、、、、発発発発

電量電量電量電量とととと使用量使用量使用量使用量のののの割割割割合でございますが、２０合でございますが、２０合でございますが、２０合でございますが、２０．．．．５５５５％％％％ということで、これもということで、これもということで、これもということで、これも同じ同じ同じ同じく５く５く５く５位位位位というというというという

状況状況状況状況になになになになっっっっております。ております。ております。ております。

それで、それで、それで、それで、現状現状現状現状といたしまして、といたしまして、といたしまして、といたしまして、再生再生再生再生可可可可能能能能エネルギー等のエネルギー等のエネルギー等のエネルギー等の利活用状況利活用状況利活用状況利活用状況は、平成２は、平成２は、平成２は、平成２４４４４年１２年１２年１２年１２

月月月月時点時点時点時点では、では、では、では、太陽太陽太陽太陽光光光光発電発電発電発電等合等合等合等合計計計計７７７７万万万万７７７７，，，，００００００００００００キロワット余キロワット余キロワット余キロワット余りですりですりですりですけけけけれども、そのうちれども、そのうちれども、そのうちれども、そのうち太太太太

陽陽陽陽光光光光発電発電発電発電が７が７が７が７万キロワット余万キロワット余万キロワット余万キロワット余りということで、りということで、りということで、りということで、約約約約９９９９割近割近割近割近くをくをくをくを太陽太陽太陽太陽光光光光発電発電発電発電でででで賄っ賄っ賄っ賄っているているている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。

続きまして、第２続きまして、第２続きまして、第２続きまして、第２章章章章はははは再生再生再生再生可可可可能能能能エネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギーのポテポテポテポテンンンンシャシャシャシャルでございますのでルでございますのでルでございますのでルでございますので割愛割愛割愛割愛させてさせてさせてさせて

いただきまして、第いただきまして、第いただきまして、第いただきまして、第３章３章３章３章、、、、基基基基本方本方本方本方針針針針とととと導入目標導入目標導入目標導入目標についてについてについてについて説明説明説明説明いたします。いたします。いたします。いたします。

基基基基本方本方本方本方針針針針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４４４４本本本本柱柱柱柱で、１つで、１つで、１つで、１つ目目目目は多は多は多は多様様様様なななな再生再生再生再生可可可可能能能能エネルギー等のエネルギー等のエネルギー等のエネルギー等の普普普普及及及及拡大拡大拡大拡大、、、、

２つ２つ２つ２つ目目目目が奈良のが奈良のが奈良のが奈良の省省省省エネ・エネ・エネ・エネ・節電スタイ節電スタイ節電スタイ節電スタイルの推進、ルの推進、ルの推進、ルの推進、３３３３つつつつ目目目目がががが緊急時緊急時緊急時緊急時のエネルギー対策の推進、のエネルギー対策の推進、のエネルギー対策の推進、のエネルギー対策の推進、

４４４４つつつつ目目目目といたしましてエネルギーで地域振興につなげると。このといたしましてエネルギーで地域振興につなげると。このといたしましてエネルギーで地域振興につなげると。このといたしましてエネルギーで地域振興につなげると。この４４４４つのつのつのつの基基基基本方本方本方本方針針針針としておとしておとしておとしてお

ります。ります。ります。ります。

計画期間計画期間計画期間計画期間は平成２５年度から平成２７年度までのは平成２５年度から平成２７年度までのは平成２５年度から平成２７年度までのは平成２５年度から平成２７年度までの３３３３年年年年間間間間としております。としております。としております。としております。

本本本本ビジョビジョビジョビジョンのンのンのンの目標目標目標目標でございます。でございます。でございます。でございます。数値目標数値目標数値目標数値目標をををを掲掲掲掲げておりまして、げておりまして、げておりまして、げておりまして、供給面供給面供給面供給面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

は、平成２７年度のは、平成２７年度のは、平成２７年度のは、平成２７年度の再生再生再生再生可可可可能能能能エネルギーの設エネルギーの設エネルギーの設エネルギーの設備容量備容量備容量備容量を平成２２年度とを平成２２年度とを平成２２年度とを平成２２年度と比べ比べ比べ比べまして２まして２まして２まして２．．．．７７７７倍倍倍倍

にする、平成２２年度５にする、平成２２年度５にする、平成２２年度５にする、平成２２年度５万万万万７７７７，，，，００００００００００００キロワット余キロワット余キロワット余キロワット余りだりだりだりだっっっったものを平成２７年度１５たものを平成２７年度１５たものを平成２７年度１５たものを平成２７年度１５万万万万５５５５，，，，

００００００００００００余キロワット余キロワット余キロワット余キロワットまでまでまでまで持っ持っ持っ持っていきたいとていきたいとていきたいとていきたいと考え考え考え考えております。これをております。これをております。これをております。これを達達達達成いたしますと、平成いたしますと、平成いたしますと、平成いたしますと、平

成２２年度、成２２年度、成２２年度、成２２年度、東東東東日本日本日本日本大震大震大震大震災災災災発生発生発生発生前の奈良県前の奈良県前の奈良県前の奈良県内内内内のののの最大電最大電最大電最大電力力力力量量量量の９の９の９の９．３％．３％．３％．３％、、、、約約約約１０１０１０１０％近％近％近％近くにくにくにくに相相相相

当することになります。当することになります。当することになります。当することになります。需需需需要要要要面面面面からのからのからのからの目標目標目標目標といたしましては、平成２２年度のといたしましては、平成２２年度のといたしましては、平成２２年度のといたしましては、平成２２年度の電電電電力力力力使用量使用量使用量使用量

から５から５から５から５％削減％削減％削減％削減したしたしたした状態状態状態状態を平成２７年度までを平成２７年度までを平成２７年度までを平成２７年度まで維持維持維持維持するということをするということをするということをするということを目標目標目標目標としております。としております。としております。としております。

推進推進推進推進体制体制体制体制につきましては、エネルギーにつきましては、エネルギーにつきましては、エネルギーにつきましては、エネルギー利活用研究利活用研究利活用研究利活用研究会がありますし、また、地域振興部に会がありますし、また、地域振興部に会がありますし、また、地域振興部に会がありますし、また、地域振興部に

エネルギー政策課を平成２５年エネルギー政策課を平成２５年エネルギー政策課を平成２５年エネルギー政策課を平成２５年４４４４月に設置いたしましたところでございます。また、月に設置いたしましたところでございます。また、月に設置いたしましたところでございます。また、月に設置いたしましたところでございます。また、庁内庁内庁内庁内

にもにもにもにも検討体制検討体制検討体制検討体制をととのをととのをととのをととのええええまして、まして、まして、まして、必必必必要に要に要に要に応じ応じ応じ応じて見て見て見て見直直直直しながらしながらしながらしながら検討検討検討検討を進めていきたいとを進めていきたいとを進めていきたいとを進めていきたい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。

最最最最後に第後に第後に第後に第４章４章４章４章、エネルギー、エネルギー、エネルギー、エネルギービジョビジョビジョビジョンの推進にンの推進にンの推進にンの推進に向け向け向け向けたたたた取取取取りりりり組み組み組み組みといたしまして、先ほどの、といたしまして、先ほどの、といたしまして、先ほどの、といたしまして、先ほどの、

４４４４本本本本柱柱柱柱のうちの１、２、のうちの１、２、のうちの１、２、のうちの１、２、３３３３で書いております。１つで書いております。１つで書いております。１つで書いております。１つ目目目目の多の多の多の多様様様様なななな再生再生再生再生可可可可能能能能エネルギー等のエネルギー等のエネルギー等のエネルギー等の普普普普

及及及及拡大拡大拡大拡大につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、太陽太陽太陽太陽光光光光発電発電発電発電、、、、小小小小水力水力水力水力発電発電発電発電、、、、バイオマス利活用バイオマス利活用バイオマス利活用バイオマス利活用、、、、風風風風力力力力発電発電発電発電、地、地、地、地熱発熱発熱発熱発

電電電電、エネルギーの高度、エネルギーの高度、エネルギーの高度、エネルギーの高度利活用利活用利活用利活用ということでそれぞれのということでそれぞれのということでそれぞれのということでそれぞれの取取取取りりりり組み組み組み組みを進めてまいります。２つを進めてまいります。２つを進めてまいります。２つを進めてまいります。２つ

目目目目といたしまして、奈良のといたしまして、奈良のといたしまして、奈良のといたしまして、奈良の省省省省エネ・エネ・エネ・エネ・節電スタイ節電スタイ節電スタイ節電スタイルの推進といたしましては、奈良のルの推進といたしましては、奈良のルの推進といたしましては、奈良のルの推進といたしましては、奈良の節電ス節電ス節電ス節電ス
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タイタイタイタイルのルのルのルの提案提案提案提案・推進と事業所等・推進と事業所等・推進と事業所等・推進と事業所等へへへへのののの省省省省エネ・エネ・エネ・エネ・節電節電節電節電対策の支援、県を初め対策の支援、県を初め対策の支援、県を初め対策の支援、県を初め市町市町市町市町村による村による村による村による省省省省エエエエ

ネ・ネ・ネ・ネ・節電節電節電節電対策の対策の対策の対策の率率率率先先先先垂範垂範垂範垂範。。。。緊急時緊急時緊急時緊急時のエネルギー対策の推進といたしましては、のエネルギー対策の推進といたしましては、のエネルギー対策の推進といたしましては、のエネルギー対策の推進といたしましては、避難避難避難避難所所所所へへへへのののの

非常用発電機導入非常用発電機導入非常用発電機導入非常用発電機導入に対する支援、あるいはに対する支援、あるいはに対する支援、あるいはに対する支援、あるいは病院へ病院へ病院へ病院へのののの非常用発電機導入非常用発電機導入非常用発電機導入非常用発電機導入に対する支援、に対する支援、に対する支援、に対する支援、公共公共公共公共

施設等の施設等の施設等の施設等の非常用発電機非常用発電機非常用発電機非常用発電機等等等等導入導入導入導入支援、支援、支援、支援、電気電気電気電気自自自自動車動車動車動車のののの緊急時緊急時緊急時緊急時のののの活用促活用促活用促活用促進、進、進、進、ＬＰガス発電ＬＰガス発電ＬＰガス発電ＬＰガス発電のののの緊急緊急緊急緊急

時時時時のののの活用活用活用活用などをなどをなどをなどを掲掲掲掲げております。げております。げております。げております。

エネルギーエネルギーエネルギーエネルギービジョビジョビジョビジョンの概要につきましては以上でございます。ンの概要につきましては以上でございます。ンの概要につきましては以上でございます。ンの概要につきましては以上でございます。

○猪奥委員長○猪奥委員長○猪奥委員長○猪奥委員長 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。

それでは、それでは、それでは、それでは、案件案件案件案件にににに入入入入ります。ります。ります。ります。

平成２５年度主要施策の概要について、地域振興部長、防災統括室長、景観・環境局次平成２５年度主要施策の概要について、地域振興部長、防災統括室長、景観・環境局次平成２５年度主要施策の概要について、地域振興部長、防災統括室長、景観・環境局次平成２５年度主要施策の概要について、地域振興部長、防災統括室長、景観・環境局次

長、農林部次長、水道局業務課長の順に長、農林部次長、水道局業務課長の順に長、農林部次長、水道局業務課長の順に長、農林部次長、水道局業務課長の順に説明説明説明説明を願います。を願います。を願います。を願います。

○野村地域振興部長○野村地域振興部長○野村地域振興部長○野村地域振興部長 引引引引き続き、地域振興部関係の平成２５年度主要施策の概要についてき続き、地域振興部関係の平成２５年度主要施策の概要についてき続き、地域振興部関係の平成２５年度主要施策の概要についてき続き、地域振興部関係の平成２５年度主要施策の概要について

ごごごご説明説明説明説明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。

お手元に配付させていただいています「平成２５年度主要施策の概要」をお願いいたしお手元に配付させていただいています「平成２５年度主要施策の概要」をお願いいたしお手元に配付させていただいています「平成２５年度主要施策の概要」をお願いいたしお手元に配付させていただいています「平成２５年度主要施策の概要」をお願いいたし

ます。ます。ます。ます。

１１１１ペペペペーーーージジジジ、エネルギー、エネルギー、エネルギー、エネルギービジョビジョビジョビジョンの推進事業でございます。これにつきましては、ンの推進事業でございます。これにつきましては、ンの推進事業でございます。これにつきましては、ンの推進事業でございます。これにつきましては、昨昨昨昨年度、年度、年度、年度、

産産産産業・業・業・業・雇用雇用雇用雇用振興部でエネルギー振興部でエネルギー振興部でエネルギー振興部でエネルギービジョビジョビジョビジョンを策定し、平成２５年度からエネルギーンを策定し、平成２５年度からエネルギーンを策定し、平成２５年度からエネルギーンを策定し、平成２５年度からエネルギービジョビジョビジョビジョンンンン

の推進をの推進をの推進をの推進を図図図図るため、るため、るため、るため、新新新新たに地域振興部たに地域振興部たに地域振興部たに地域振興部内内内内にエネルギー政策課を設置したところでございまにエネルギー政策課を設置したところでございまにエネルギー政策課を設置したところでございまにエネルギー政策課を設置したところでございま

す。エネルギー政策課がす。エネルギー政策課がす。エネルギー政策課がす。エネルギー政策課が実実実実施させていただく施させていただく施させていただく施させていただく内容内容内容内容といたしまして、ここにまとめて書いてといたしまして、ここにまとめて書いてといたしまして、ここにまとめて書いてといたしまして、ここにまとめて書いて

おります。エネルギーおります。エネルギーおります。エネルギーおります。エネルギービジョビジョビジョビジョンの推進事業、その中に奈良県エネルギーンの推進事業、その中に奈良県エネルギーンの推進事業、その中に奈良県エネルギーンの推進事業、その中に奈良県エネルギービジョビジョビジョビジョン推進ン推進ン推進ン推進懇談懇談懇談懇談

会、エネルギー政策に関する会、エネルギー政策に関する会、エネルギー政策に関する会、エネルギー政策に関する講演講演講演講演会を開会を開会を開会を開催催催催いたします。また、いたします。また、いたします。また、いたします。また、大淀町大淀町大淀町大淀町福福福福神神神神地地地地区区区区をををを住宅団住宅団住宅団住宅団地地地地

ののののモデモデモデモデル地域といたしまして、ル地域といたしまして、ル地域といたしまして、ル地域といたしまして、再生再生再生再生可可可可能能能能エネルギーの高度エネルギーの高度エネルギーの高度エネルギーの高度利活用利活用利活用利活用の推進をの推進をの推進をの推進を図っ図っ図っ図っていくため、ていくため、ていくため、ていくため、

協議会を開協議会を開協議会を開協議会を開催催催催いたします。また、水いたします。また、水いたします。また、水いたします。また、水素燃料バス素燃料バス素燃料バス素燃料バスのののの試乗試乗試乗試乗会の開会の開会の開会の開催や催や催や催や水水水水素燃料素燃料素燃料素燃料自自自自動車動車動車動車及び水及び水及び水及び水素素素素

ステステステステーーーーショショショションンンン導入導入導入導入の可の可の可の可能性検討能性検討能性検討能性検討、さらには、、さらには、、さらには、、さらには、十津十津十津十津川村にお川村にお川村にお川村におけけけけるるるる温泉熱発電導入温泉熱発電導入温泉熱発電導入温泉熱発電導入可可可可能性検討能性検討能性検討能性検討

などをなどをなどをなどを行行行行います。また、います。また、います。また、います。また、製造製造製造製造業者業者業者業者向け省向け省向け省向け省エネ・エネ・エネ・エネ・節電節電節電節電対策補対策補対策補対策補助金助金助金助金では、では、では、では、省省省省エネ・エネ・エネ・エネ・節電効果節電効果節電効果節電効果がががが

あると認められますあると認められますあると認められますあると認められます生産生産生産生産設設設設備備備備のののの効果効果効果効果的な的な的な的な改修経費改修経費改修経費改修経費を支出する県を支出する県を支出する県を支出する県内整備内整備内整備内整備業者に対して補業者に対して補業者に対して補業者に対して補助助助助をををを

行行行行います。地域にいます。地域にいます。地域にいます。地域に役役役役立つ立つ立つ立つ小小小小水力水力水力水力発電導入発電導入発電導入発電導入支援事業といたしましては、支援事業といたしましては、支援事業といたしましては、支援事業といたしましては、小小小小水力の水力の水力の水力の導入導入導入導入可可可可能性能性能性能性

調査に対する補調査に対する補調査に対する補調査に対する補助助助助をををを実実実実施いたします。さらに、２月補正で施いたします。さらに、２月補正で施いたします。さらに、２月補正で施いたします。さらに、２月補正で予算化予算化予算化予算化させていただきましたさせていただきましたさせていただきましたさせていただきましたＬＬＬＬ

Ｐガス発電導入モデＰガス発電導入モデＰガス発電導入モデＰガス発電導入モデル事業につきましては、中山ル事業につきましては、中山ル事業につきましては、中山ル事業につきましては、中山間間間間地域の地域の地域の地域の非常用発電非常用発電非常用発電非常用発電として県立として県立として県立として県立十津十津十津十津川高川高川高川高

校校校校にににに整備整備整備整備し、し、し、し、普普普普及に及に及に及に向け向け向け向けたたたたモデモデモデモデル事業をル事業をル事業をル事業を行っ行っ行っ行っていくこととしております。ていくこととしております。ていくこととしております。ていくこととしております。

２つ２つ２つ２つ目目目目のののの家庭用太陽家庭用太陽家庭用太陽家庭用太陽光光光光発電発電発電発電設設設設備備備備設置事業につきましては、県設置事業につきましては、県設置事業につきましては、県設置事業につきましては、県民民民民のののの皆様皆様皆様皆様のののの太陽太陽太陽太陽光光光光パパパパネル設ネル設ネル設ネル設
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置に対する関置に対する関置に対する関置に対する関心心心心の高まりとの高まりとの高まりとの高まりと太陽太陽太陽太陽光光光光パパパパネルの設置ネルの設置ネルの設置ネルの設置経費経費経費経費のののの低下低下低下低下をををを踏踏踏踏ままままええええまして、補まして、補まして、補まして、補助件数助件数助件数助件数を１を１を１を１，，，，

００００００００００００件件件件から１から１から１から１，，，，５００５００５００５００件件件件にににに拡大拡大拡大拡大いたしまして、８いたしまして、８いたしまして、８いたしまして、８万万万万円を補円を補円を補円を補助助助助するするするする制制制制度ととして平成２度ととして平成２度ととして平成２度ととして平成２４４４４

年度から年度から年度から年度から継継継継続続続続実実実実施いたします。施いたします。施いたします。施いたします。

２２２２ペペペペーーーージジジジ、奈良の、奈良の、奈良の、奈良の節電スタイ節電スタイ節電スタイ節電スタイルの推進事業につきましては、ルの推進事業につきましては、ルの推進事業につきましては、ルの推進事業につきましては、節電節電節電節電をラをラをラをライフスタイイフスタイイフスタイイフスタイルとしルとしルとしルとし

て定て定て定て定着着着着させていくためのさせていくためのさせていくためのさせていくための普普普普及及及及活動活動活動活動ををををＮＰＯ団体ＮＰＯ団体ＮＰＯ団体ＮＰＯ団体等と協力しながら等と協力しながら等と協力しながら等と協力しながら実実実実施してまいります。施してまいります。施してまいります。施してまいります。

最最最最後に、エネルギー政策後に、エネルギー政策後に、エネルギー政策後に、エネルギー政策講演講演講演講演会の会の会の会の資料資料資料資料をお願いできますでしょうか。をお願いできますでしょうか。をお願いできますでしょうか。をお願いできますでしょうか。

８月２８月２８月２８月２３３３３日の１日の１日の１日の１３時３時３時３時から奈良から奈良から奈良から奈良商商商商工工工工会議所で、会議所で、会議所で、会議所で、京都京都京都京都大大大大学学学学大大大大学学学学院院院院の植田の植田の植田の植田教教教教授授授授などによるエネなどによるエネなどによるエネなどによるエネ

ルギー政策ルギー政策ルギー政策ルギー政策講演講演講演講演会を開会を開会を開会を開催催催催いたします。もし委員の方いたします。もし委員の方いたします。もし委員の方いたします。もし委員の方 々々々々、ご、ご、ご、ご連絡連絡連絡連絡いただいただいただいただけけけけましたら席をごましたら席をごましたら席をごましたら席をご用用用用

意意意意させていただきますので、させていただきますので、させていただきますので、させていただきますので、ぜひぜひぜひぜひおおおお時間時間時間時間がありましたらがありましたらがありましたらがありましたら足足足足を運を運を運を運んんんんでいただでいただでいただでいただけけけけれれれればばばばと思と思と思と思っっっってててて

おります。おります。おります。おります。

以上で地域振興部からの以上で地域振興部からの以上で地域振興部からの以上で地域振興部からの説明説明説明説明をををを終わ終わ終わ終わらせていただきます。らせていただきます。らせていただきます。らせていただきます。

○中澤防災統括室長○中澤防災統括室長○中澤防災統括室長○中澤防災統括室長 それでは、それでは、それでは、それでは、総総総総務部務部務部務部知知知知事事事事公公公公室所管の事業につきまして、ご室所管の事業につきまして、ご室所管の事業につきまして、ご室所管の事業につきまして、ご説明説明説明説明をさせをさせをさせをさせ

ていただきます。ていただきます。ていただきます。ていただきます。

引引引引き続きまして、お手元のき続きまして、お手元のき続きまして、お手元のき続きまして、お手元の資料資料資料資料、、、、「平成２５年度主要施策の概要」をお願いをいたしま「平成２５年度主要施策の概要」をお願いをいたしま「平成２５年度主要施策の概要」をお願いをいたしま「平成２５年度主要施策の概要」をお願いをいたしま

す。す。す。す。

４ペ４ペ４ペ４ペーーーージジジジ、くらしの、くらしの、くらしの、くらしの向向向向上上上上〔〔〔〔安安安安全全全全・安・安・安・安心心心心のののの確確確確保保保保〕〕〕〕の１災の１災の１災の１災害害害害にににに強強強強い地域い地域い地域い地域づづづづくりのうちのくりのうちのくりのうちのくりのうちの避難避難避難避難

所所所所機能緊急機能緊急機能緊急機能緊急強強強強化化化化補補補補助助助助事業でございます。災事業でございます。災事業でございます。災事業でございます。災害発生時害発生時害発生時害発生時にににに住民住民住民住民が安が安が安が安心心心心してしてしてして避難避難避難避難できるように、できるように、できるように、できるように、

市町市町市町市町村が村が村が村が行行行行いますいますいますいます避難避難避難避難所の安所の安所の安所の安全全全全性向性向性向性向上と上と上と上と機能機能機能機能強強強強化化化化に対して補に対して補に対して補に対して補助助助助をするものでございます。をするものでございます。をするものでございます。をするものでございます。

補補補補助助助助対対対対象象象象といたしましては、災といたしましては、災といたしましては、災といたしましては、災害害害害によるによるによるによる停停停停電時電時電時電時のののの備え備え備え備えといたしまして、といたしまして、といたしまして、といたしまして、ポポポポーーーータタタタブルブルブルブル非常用非常用非常用非常用

電電電電源源源源あるいはあるいはあるいはあるいは投投投投光光光光機機機機等の等の等の等の整備整備整備整備について支援をしてまいります。について支援をしてまいります。について支援をしてまいります。について支援をしてまいります。

私からのご私からのご私からのご私からのご説明説明説明説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。は以上でございます。よろしくお願いいたします。は以上でございます。よろしくお願いいたします。は以上でございます。よろしくお願いいたします。

○上山景観・環境局次長○上山景観・環境局次長○上山景観・環境局次長○上山景観・環境局次長 続きまして、景観・環境局所管の事業につきまして、ご続きまして、景観・環境局所管の事業につきまして、ご続きまして、景観・環境局所管の事業につきまして、ご続きまして、景観・環境局所管の事業につきまして、ご説明説明説明説明をををを

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。

同じ同じ同じ同じく「平成２５年度主要施策の概要」の５く「平成２５年度主要施策の概要」の５く「平成２５年度主要施策の概要」の５く「平成２５年度主要施策の概要」の５ペペペペーーーージジジジ、２きれいでくらし、２きれいでくらし、２きれいでくらし、２きれいでくらしややややすいすいすいすい生活生活生活生活環境環境環境環境

のののの創創創創造造造造、、、、（２）（２）（２）（２）省省省省エネエネエネエネ社社社社会の会の会の会の実現実現実現実現の地の地の地の地球球球球温温温温暖暖暖暖化化化化対策推進事業でございます。対策推進事業でございます。対策推進事業でございます。対策推進事業でございます。太陽太陽太陽太陽光光光光発電発電発電発電なななな

どどどど再生再生再生再生可可可可能能能能エネルギーによるエネルギーによるエネルギーによるエネルギーによる省省省省エネエネエネエネや節電や節電や節電や節電をはをはをはをはじじじじめとするめとするめとするめとする省省省省エネは地エネは地エネは地エネは地球球球球温温温温暖暖暖暖化化化化の防の防の防の防止止止止に対に対に対に対

してしてしてして有有有有効効効効な手な手な手な手段段段段であることから、であることから、であることから、であることから、市町市町市町市町村が村が村が村が実実実実施する環境施する環境施する環境施する環境イイイイベベベベンンンントトトト等において、地等において、地等において、地等において、地球球球球温温温温暖暖暖暖化化化化

防防防防止止止止の観の観の観の観点点点点から、これらのから、これらのから、これらのから、これらの啓啓啓啓発発発発等を等を等を等を行行行行うものでございます。うものでございます。うものでございます。うものでございます。

私からの私からの私からの私からの説明説明説明説明は以上でございます。は以上でございます。は以上でございます。は以上でございます。

○植田農林部次長（企画管理室長事務取扱）○植田農林部次長（企画管理室長事務取扱）○植田農林部次長（企画管理室長事務取扱）○植田農林部次長（企画管理室長事務取扱） 続きまして、農林部の主要施策についてご続きまして、農林部の主要施策についてご続きまして、農林部の主要施策についてご続きまして、農林部の主要施策についてご
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説明説明説明説明申し上げたいと思います。申し上げたいと思います。申し上げたいと思います。申し上げたいと思います。

同じ資料同じ資料同じ資料同じ資料の２の２の２の２ペペペペーーーージジジジをごらをごらをごら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。

ままままずずずず、、、、新規新規新規新規事業、農村事業、農村事業、農村事業、農村資資資資源源源源エネルギー支援事業では、エネルギー支援事業では、エネルギー支援事業では、エネルギー支援事業では、ダムダムダムダムややややためためためため池池池池などの農業水などの農業水などの農業水などの農業水利利利利施設施設施設施設

をををを生生生生かしたかしたかしたかした再生再生再生再生可可可可能能能能エネルギーによるエネルギーによるエネルギーによるエネルギーによる発電発電発電発電施設の施設の施設の施設の整備や導入整備や導入整備や導入整備や導入のののの検討検討検討検討に対して補に対して補に対して補に対して補助助助助をををを行っ行っ行っ行ってててて

まいります。まいります。まいります。まいります。

続きまして、続きまして、続きまして、続きまして、新規新規新規新規事業、木事業、木事業、木事業、木質質質質バイオマス実バイオマス実バイオマス実バイオマス実証証証証実実実実験験験験事業では、事業では、事業では、事業では、原原原原料料料料木木木木材搬材搬材搬材搬出の出の出の出の低低低低ココココスト化スト化スト化スト化

及び及び及び及びチチチチッッッッププププ・・・・ペペペペレレレレットットットットのののの効率効率効率効率的な的な的な的な製造製造製造製造工程工程工程工程のののの検検検検証証証証とととと再生再生再生再生可可可可能能能能エネルギーとしての木エネルギーとしての木エネルギーとしての木エネルギーとしての木質質質質バイバイバイバイ

オマスオマスオマスオマスのののの利用利用利用利用推進に推進に推進に推進に向け向け向け向けたたたた実実実実証証証証実実実実験験験験をををを行っ行っ行っ行ってまいります。８月５日より、てまいります。８月５日より、てまいります。８月５日より、てまいります。８月５日より、御杖御杖御杖御杖村村村村神末神末神末神末でででで移移移移

動動動動式式式式ペペペペレレレレタイタイタイタイザザザザーをーをーをーをリリリリーーーーススススし、し、し、し、ペペペペレレレレット製造ット製造ット製造ット製造をををを始始始始めているところでございます。めているところでございます。めているところでございます。めているところでございます。

以上が、農林部所管の主要施策の概要でございます。以上が、農林部所管の主要施策の概要でございます。以上が、農林部所管の主要施策の概要でございます。以上が、農林部所管の主要施策の概要でございます。

○的場水道局業務課長○的場水道局業務課長○的場水道局業務課長○的場水道局業務課長 続きまして続きまして続きまして続きまして、、、、「平成２５年度主要施策の概要」のうち、水道局所「平成２５年度主要施策の概要」のうち、水道局所「平成２５年度主要施策の概要」のうち、水道局所「平成２５年度主要施策の概要」のうち、水道局所

管管管管分分分分についてでございます。についてでございます。についてでございます。についてでございます。

１１１１ペペペペーーーージジジジ、、、、３３３３多多多多様様様様なエネルギーのなエネルギーのなエネルギーのなエネルギーの利活用利活用利活用利活用推進でございます。推進でございます。推進でございます。推進でございます。新規新規新規新規事業の事業の事業の事業の小小小小水力水力水力水力発電導入発電導入発電導入発電導入

事業で１事業で１事業で１事業で１，，，，００００００００００００万万万万円を円を円を円を計計計計上しております。水道管上しております。水道管上しております。水道管上しております。水道管路路路路の水の水の水の水圧圧圧圧をををを利用利用利用利用したしたしたした小小小小水力水力水力水力発電発電発電発電施設を施設を施設を施設を

御御御御所所所所浄浄浄浄水場に水場に水場に水場に整備整備整備整備するもので、平成２５年度はするもので、平成２５年度はするもので、平成２５年度はするもので、平成２５年度は実実実実施設施設施設施設計計計計をををを行行行行います。います。います。います。

以上で、水道局所管の主要施策の概要の以上で、水道局所管の主要施策の概要の以上で、水道局所管の主要施策の概要の以上で、水道局所管の主要施策の概要の説明説明説明説明をををを終わ終わ終わ終わらせていただきます。らせていただきます。らせていただきます。らせていただきます。

○猪奥委員長○猪奥委員長○猪奥委員長○猪奥委員長 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。

ただいまのただいまのただいまのただいまの説明説明説明説明、またはその他の事項も含めまして、、またはその他の事項も含めまして、、またはその他の事項も含めまして、、またはその他の事項も含めまして、質疑質疑質疑質疑があれがあれがあれがあればばばばごごごご発発発発言をお願いいた言をお願いいた言をお願いいた言をお願いいた

します。します。します。します。

○和田委員○和田委員○和田委員○和田委員 それでは、２、それでは、２、それでは、２、それでは、２、３３３３質問質問質問質問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。

このたび奈良県エネルギーこのたび奈良県エネルギーこのたび奈良県エネルギーこのたび奈良県エネルギービジョビジョビジョビジョンが、ンが、ンが、ンが、昨昨昨昨年度年度年度年度末末末末にはでき上がにはでき上がにはでき上がにはでき上がっっっって、今年度からのて、今年度からのて、今年度からのて、今年度からの実実実実施施施施

ということで、この成ということで、この成ということで、この成ということで、この成果果果果をををを大大大大変変変変期期期期待待待待させていただきたいと思させていただきたいと思させていただきたいと思させていただきたいと思っっっっております。ております。ております。ております。具具具具体体体体的に的に的に的に３３３３カカカカ

年年年年間間間間という限定でとりあという限定でとりあという限定でとりあという限定でとりあえずえずえずえずはははは計画計画計画計画をされましたが、まをされましたが、まをされましたが、まをされましたが、まずずずず、このエネルギー、このエネルギー、このエネルギー、このエネルギービジョビジョビジョビジョンの概ンの概ンの概ンの概

要で、２つほど要で、２つほど要で、２つほど要で、２つほど確確確確かめておきたいと思います。かめておきたいと思います。かめておきたいと思います。かめておきたいと思います。

１つは、第１１つは、第１１つは、第１１つは、第１章章章章のののの電電電電力力力力需給需給需給需給に見る奈良県のに見る奈良県のに見る奈良県のに見る奈良県の状況状況状況状況ということですが、これはあということですが、これはあということですが、これはあということですが、これはあええええて言うまて言うまて言うまて言うま

でもないと思いますが、でもないと思いますが、でもないと思いますが、でもないと思いますが、念念念念のためにのためにのためにのために確確確確認をしておきたいと思うのです。これは関認をしておきたいと思うのです。これは関認をしておきたいと思うのです。これは関認をしておきたいと思うのです。これは関西電西電西電西電力力力力

（（（（株株株株）の奈良県にお）の奈良県にお）の奈良県にお）の奈良県におけけけけるるるる電電電電力力力力使用割使用割使用割使用割合ということでいいですか。これが１つ合ということでいいですか。これが１つ合ということでいいですか。これが１つ合ということでいいですか。これが１つ目目目目。これはあ。これはあ。これはあ。これはあ

ええええてててて尋尋尋尋ねねねねておきます。ておきます。ておきます。ておきます。

それから２それから２それから２それから２点目点目点目点目は、第は、第は、第は、第３章３章３章３章、本、本、本、本ビジョビジョビジョビジョンのンのンのンの目標目標目標目標が項が項が項が項目目目目でででで掲掲掲掲げられております。げられております。げられております。げられております。供給面供給面供給面供給面かかかか

らのらのらのらの目標目標目標目標として、平成２７年度のとして、平成２７年度のとして、平成２７年度のとして、平成２７年度の再生再生再生再生可可可可能能能能エネルギーの設エネルギーの設エネルギーの設エネルギーの設備容量備容量備容量備容量を２を２を２を２．．．．７７７７倍倍倍倍をををを目目目目指指指指すとしすとしすとしすとし
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ております。これについてはどのようにしてております。これについてはどのようにしてております。これについてはどのようにしてております。これについてはどのようにして把握把握把握把握するのか、あるいは、するのか、あるいは、するのか、あるいは、するのか、あるいは、把握把握把握把握はははは容容容容易易易易であるであるであるである

のかどうか。あのかどうか。あのかどうか。あのかどうか。あわわわわせて関せて関せて関せて関連連連連してですが、してですが、してですが、してですが、家庭や民間家庭や民間家庭や民間家庭や民間でででで電電電電力力力力発電発電発電発電をををを行行行行いますが、そのいますが、そのいますが、そのいますが、その数量数量数量数量把把把把

握握握握はできるのかどうか、そのはできるのかどうか、そのはできるのかどうか、そのはできるのかどうか、その点点点点おおおお尋尋尋尋ねねね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。

そして、そして、そして、そして、３点目３点目３点目３点目は、は、は、は、電電電電力力力力需給逼迫需給逼迫需給逼迫需給逼迫という言という言という言という言葉葉葉葉が今回出ております。これはが今回出ております。これはが今回出ております。これはが今回出ております。これは昨昨昨昨年の年の年の年の状況状況状況状況をををを

踏踏踏踏ままままええええての言ての言ての言ての言葉葉葉葉をををを使っ使っ使っ使っているとは思いますが、そのようなているとは思いますが、そのようなているとは思いますが、そのようなているとは思いますが、そのような心心心心配をしながらのエネルギー政配をしながらのエネルギー政配をしながらのエネルギー政配をしながらのエネルギー政

策ですから、とりあ策ですから、とりあ策ですから、とりあ策ですから、とりあえずえずえずえずこの７月のこの７月のこの７月のこの７月の電電電電力力力力需給需給需給需給のののの状況状況状況状況、関、関、関、関西電西電西電西電力（力（力（力（株株株株）管）管）管）管内内内内なのかどうか、なのかどうか、なのかどうか、なのかどうか、

そのこともはそのこともはそのこともはそのこともはっっっっきりしていただいた上で、きりしていただいた上で、きりしていただいた上で、きりしていただいた上で、わわわわかるかるかるかる範範範範囲囲囲囲でごでごでごでご説明説明説明説明をいただをいただをいただをいただけけけけれれれればばばばありがたいありがたいありがたいありがたい

と思います。それについては、委員長、と思います。それについては、委員長、と思います。それについては、委員長、と思います。それについては、委員長、資料資料資料資料があれがあれがあれがあれば請ば請ば請ば請求でもしていただくなら求でもしていただくなら求でもしていただくなら求でもしていただくならばばばば、多、多、多、多分分分分

用意用意用意用意されているのではないかと思いますので、よろしくお願いいたします。されているのではないかと思いますので、よろしくお願いいたします。されているのではないかと思いますので、よろしくお願いいたします。されているのではないかと思いますので、よろしくお願いいたします。

○猪奥委員長○猪奥委員長○猪奥委員長○猪奥委員長 ただいま和田委員よりただいま和田委員よりただいま和田委員よりただいま和田委員より資料資料資料資料請請請請求のありました求のありました求のありました求のありました件件件件について、について、について、について、資料資料資料資料をををを提提提提出して出して出して出して

よろしいでしょうか。よろしいでしょうか。よろしいでしょうか。よろしいでしょうか。

（（（（発発発発言する者あり）言する者あり）言する者あり）言する者あり）

先に先に先に先に答弁答弁答弁答弁をお願いいたします。をお願いいたします。をお願いいたします。をお願いいたします。

○塩見エネルギー政策課長○塩見エネルギー政策課長○塩見エネルギー政策課長○塩見エネルギー政策課長 今、和田委員から今、和田委員から今、和田委員から今、和田委員から３点３点３点３点ほどごほどごほどごほどご質問質問質問質問いただきました。いただきました。いただきました。いただきました。

１つ１つ１つ１つ目目目目のエネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギービジョビジョビジョビジョンの第１ンの第１ンの第１ンの第１章章章章の奈良県のの奈良県のの奈良県のの奈良県の現状現状現状現状ののののデデデデーーーータタタタのののの件件件件でございますが、こでございますが、こでございますが、こでございますが、こ

れは関れは関れは関れは関西電西電西電西電力（力（力（力（株株株株）でよいのかというご）でよいのかというご）でよいのかというご）でよいのかというご質問質問質問質問だだだだっっっったかと思います。この第１たかと思います。この第１たかと思います。この第１たかと思います。この第１章章章章の県のの県のの県のの県の状況状況状況状況

につきましては、これは関につきましては、これは関につきましては、これは関につきましては、これは関西電西電西電西電力（力（力（力（株株株株）の）の）の）のデデデデーーーータタタタでございます。でございます。でございます。でございます。

それから、それから、それから、それから、同じ同じ同じ同じくエネルギーくエネルギーくエネルギーくエネルギービジョビジョビジョビジョンの概要の第ンの概要の第ンの概要の第ンの概要の第３章３章３章３章、エネルギー、エネルギー、エネルギー、エネルギービジョビジョビジョビジョンのンのンのンの目標目標目標目標のとのとのとのと

ころでございます。ころでございます。ころでございます。ころでございます。再生再生再生再生可可可可能能能能エネルギーで、平成２７年度で２エネルギーで、平成２７年度で２エネルギーで、平成２７年度で２エネルギーで、平成２７年度で２．．．．７７７７倍倍倍倍に設に設に設に設備容量備容量備容量備容量をををを目目目目指指指指すすすす

というというというという目標目標目標目標をををを掲掲掲掲げております。げております。げております。げております。把握把握把握把握方方方方法法法法等につきましては、等につきましては、等につきましては、等につきましては、小小小小水力水力水力水力発電発電発電発電等は等は等は等は箇箇箇箇所もある所もある所もある所もある程程程程

度度度度わわわわかかかかっっっっておりますので、これはておりますので、これはておりますので、これはておりますので、これは容容容容易易易易かとかとかとかと考え考え考え考えております。また、ております。また、ております。また、ております。また、メメメメガガガガソソソソーラーにつきまーラーにつきまーラーにつきまーラーにつきま

しても、今年度設置しても、今年度設置しても、今年度設置しても、今年度設置予予予予定も含めまして、今のところ１０定も含めまして、今のところ１０定も含めまして、今のところ１０定も含めまして、今のところ１０件件件件ぐぐぐぐらいのらいのらいのらいのメメメメガガガガソソソソーラーができるーラーができるーラーができるーラーができる

とととと聞聞聞聞いておりますが、いておりますが、いておりますが、いておりますが、大大大大きなきなきなきな発電発電発電発電所でございますので、そこも所でございますので、そこも所でございますので、そこも所でございますので、そこも電電電電力の力の力の力の把握把握把握把握はははは簡単簡単簡単簡単かと思かと思かと思かと思っっっっ

ております。ただ、一ております。ただ、一ております。ただ、一ております。ただ、一般般般般家庭用家庭用家庭用家庭用のののの太陽太陽太陽太陽光光光光発電発電発電発電につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、昨昨昨昨年の７月から年の７月から年の７月から年の７月から固固固固定定定定価格価格価格価格のののの

買買買買いいいい取取取取りりりり制制制制度で関度で関度で関度で関西電西電西電西電力（力（力（力（株株株株）が）が）が）が買買買買いいいい取取取取ることになることになることになることになっっっっておりますておりますておりますておりますけけけけれども、れども、れども、れども、ＦＩＴＦＩＴＦＩＴＦＩＴ制制制制度を度を度を度を

活用活用活用活用してのしてのしてのしての太陽太陽太陽太陽光光光光パパパパネルによるネルによるネルによるネルによる発電発電発電発電、これについては関、これについては関、これについては関、これについては関西電西電西電西電力から力から力から力からデデデデーーーータタタタはいただはいただはいただはいただけけけけますますますます

ので、ので、ので、ので、把握把握把握把握は可は可は可は可能能能能でございます。ただ、でございます。ただ、でございます。ただ、でございます。ただ、太陽太陽太陽太陽光光光光パパパパネルを設置はしているネルを設置はしているネルを設置はしているネルを設置はしているけけけけれども、これすれども、これすれども、これすれども、これす

べべべべて自て自て自て自家家家家消消消消費費費費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ケケケケーーーーススススがございます。これにつきましては関がございます。これにつきましては関がございます。これにつきましては関がございます。これにつきましては関西電西電西電西電力（力（力（力（株株株株）で）で）で）で

もももも把握把握把握把握はできませはできませはできませはできませんんんんので、県としましてもそこのので、県としましてもそこのので、県としましてもそこのので、県としましてもそこの把握把握把握把握ははははやや難やや難やや難やや難しいとしいとしいとしいと考え考え考え考えております。以ております。以ております。以ております。以

上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。
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○和田委員○和田委員○和田委員○和田委員 今今今今説明説明説明説明いただきました。第１いただきました。第１いただきました。第１いただきました。第１章章章章のののの電電電電力力力力需給需給需給需給に見る奈良県のに見る奈良県のに見る奈良県のに見る奈良県の状況状況状況状況、これは関、これは関、これは関、これは関西西西西

電電電電力管力管力管力管内内内内ということはということはということはということはわわわわかりましたが、関かりましたが、関かりましたが、関かりましたが、関西電西電西電西電力（力（力（力（株株株株）の）の）の）の供給供給供給供給する方からする方からする方からする方からみみみみたたたた電電電電力力力力需給需給需給需給でででで

ございますから、ございますから、ございますから、ございますから、消消消消費費費費者の立場からの者の立場からの者の立場からの者の立場からの電電電電力の力の力の力の需需需需要はどれ要はどれ要はどれ要はどれぐぐぐぐらいあるのかもう一度おらいあるのかもう一度おらいあるのかもう一度おらいあるのかもう一度お答答答答ええええくくくく

ださい。ださい。ださい。ださい。消消消消費費費費は関は関は関は関西電西電西電西電力（力（力（力（株株株株）以）以）以）以外外外外でも特定でも特定でも特定でも特定電電電電力事業者だとかいろいろな力事業者だとかいろいろな力事業者だとかいろいろな力事業者だとかいろいろな形形形形でででで電電電電力がど力がど力がど力がどんんんん

どどどどんんんん購購購購入入入入されていると思うのです。例されていると思うのです。例されていると思うのです。例されていると思うのです。例ええええばばばば県県県県庁庁庁庁もそうだろうし、各もそうだろうし、各もそうだろうし、各もそうだろうし、各市町市町市町市町村でもあちこちで村でもあちこちで村でもあちこちで村でもあちこちで

電電電電力を力を力を力を消消消消費費費費するためにするためにするためにするために買買買買っっっっていると思います。そういうていると思います。そういうていると思います。そういうていると思います。そういう意意意意味味味味での、での、での、での、消消消消費費費費者の立場での者の立場での者の立場での者の立場での把握把握把握把握

はできるのかどうなのか。はできるのかどうなのか。はできるのかどうなのか。はできるのかどうなのか。

○塩見エネルギー政策課長○塩見エネルギー政策課長○塩見エネルギー政策課長○塩見エネルギー政策課長 今の和田委員のご今の和田委員のご今の和田委員のご今の和田委員のご質問質問質問質問でございます。関でございます。関でございます。関でございます。関西電西電西電西電力（力（力（力（株株株株）からの）からの）からの）からの

電電電電力の力の力の力の供給供給供給供給に対するに対するに対するに対する消消消消費費費費者の者の者の者の需需需需要については、それはそれでよく要については、それはそれでよく要については、それはそれでよく要については、それはそれでよくわわわわかるということでござかるということでござかるということでござかるということでござ

いますが、特定いますが、特定いますが、特定いますが、特定電電電電力事業者から力事業者から力事業者から力事業者から買買買買いいいい取っ取っ取っ取ったたたた分分分分のののの消消消消費費費費についてどうなのかというごについてどうなのかというごについてどうなのかというごについてどうなのかというご質問質問質問質問かとかとかとかと

思いますが、それについては、こちらの方では思いますが、それについては、こちらの方では思いますが、それについては、こちらの方では思いますが、それについては、こちらの方では把握把握把握把握はははは難難難難しいとしいとしいとし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。

○和田委員○和田委員○和田委員○和田委員 では、では、では、では、把握把握把握把握するための方するための方するための方するための方法法法法についてはについてはについてはについては十分検討十分検討十分検討十分検討していただいて、そしてしていただいて、そしてしていただいて、そしてしていただいて、そして何何何何よよよよ

りも奈良県で本当にりも奈良県で本当にりも奈良県で本当にりも奈良県で本当に電電電電力の力の力の力の消消消消費量費量費量費量はどれはどれはどれはどれぐぐぐぐらいあるのかというらいあるのかというらいあるのかというらいあるのかという大体大体大体大体のところをのところをのところをのところを把握把握把握把握できるできるできるできる

ようにようにようにように頑張頑張頑張頑張っっっっていただきたいと思います。これはていただきたいと思います。これはていただきたいと思います。これはていただきたいと思います。これはややややはりはりはりはり電電電電力エネルギー政策を力エネルギー政策を力エネルギー政策を力エネルギー政策を打打打打ち立てるち立てるち立てるち立てる

上で上で上で上で極極極極めてめてめてめて重重重重要な、統要な、統要な、統要な、統計計計計的な的な的な的な重重重重要要要要ポイポイポイポインンンントトトトだと思います。だと思います。だと思います。だと思います。

○塩見エネルギー政策課長○塩見エネルギー政策課長○塩見エネルギー政策課長○塩見エネルギー政策課長 特定特定特定特定電電電電力事業者からの力事業者からの力事業者からの力事業者からの供給供給供給供給に対してのに対してのに対してのに対しての消消消消費費費費ということでござということでござということでござということでござ

いますが、特定いますが、特定いますが、特定いますが、特定電電電電力事業者に力事業者に力事業者に力事業者に確確確確認をさせていただくという方認をさせていただくという方認をさせていただくという方認をさせていただくという方法法法法もあるかと思いますが、今もあるかと思いますが、今もあるかと思いますが、今もあるかと思いますが、今

のところのところのところのところ公表公表公表公表されていないとされていないとされていないとされていないと聞聞聞聞いておりますが、そのあたりも含めまして、いておりますが、そのあたりも含めまして、いておりますが、そのあたりも含めまして、いておりますが、そのあたりも含めまして、把握把握把握把握の方の方の方の方法法法法をををを

探探探探していきたいと思していきたいと思していきたいと思していきたいと思っっっっております。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。

○猪奥委員長○猪奥委員長○猪奥委員長○猪奥委員長 資料資料資料資料請請請請求のありました７月の求のありました７月の求のありました７月の求のありました７月の電電電電力力力力需給需給需給需給のののの状況状況状況状況については、理事者については、理事者については、理事者については、理事者側側側側でででで準準準準備備備備

していただいておりますので、事務局からしていただいておりますので、事務局からしていただいておりますので、事務局からしていただいておりますので、事務局から資料資料資料資料を配付いたします。を配付いたします。を配付いたします。を配付いたします。

○和田委員○和田委員○和田委員○和田委員 資料資料資料資料いただきました。ありがとうございます。いただきました。ありがとうございます。いただきました。ありがとうございます。いただきました。ありがとうございます。

これでこれでこれでこれでコメコメコメコメンンンントトトトしていただしていただしていただしていただけけけけることはございませることはございませることはございませることはございませんんんんか。か。か。か。

○塩見エネルギー政策課長○塩見エネルギー政策課長○塩見エネルギー政策課長○塩見エネルギー政策課長 今、和田委員から今、和田委員から今、和田委員から今、和田委員からコメコメコメコメンンンントトトトはできないかというはできないかというはできないかというはできないかという話話話話でございまでございまでございまでございま

すが、先にこのすが、先にこのすが、先にこのすが、先にこの資料資料資料資料のののの内容内容内容内容をごをごをごをご説明説明説明説明させていただいてもよろしいでしょうか。させていただいてもよろしいでしょうか。させていただいてもよろしいでしょうか。させていただいてもよろしいでしょうか。

○猪奥委員長○猪奥委員長○猪奥委員長○猪奥委員長 はい、お願いします。はい、お願いします。はい、お願いします。はい、お願いします。

○塩見エネルギー政策課長○塩見エネルギー政策課長○塩見エネルギー政策課長○塩見エネルギー政策課長 関関関関西電西電西電西電力管力管力管力管内内内内今今今今夏夏夏夏のののの電電電電力力力力需給状況需給状況需給状況需給状況一一一一覧覧覧覧で、７月の関で、７月の関で、７月の関で、７月の関西電西電西電西電力力力力

（（（（株株株株）管）管）管）管内内内内のののの電電電電力力力力使用率使用率使用率使用率でございますが、でございますが、でございますが、でございますが、資料資料資料資料のののの使用率使用率使用率使用率のののの欄欄欄欄に記に記に記に記載載載載させていただいていまさせていただいていまさせていただいていまさせていただいていま

す。当日す。当日す。当日す。当日最大電最大電最大電最大電力力力力実績実績実績実績ををををピピピピーーーークククク時供給時供給時供給時供給力で力で力で力で割っ割っ割っ割った部た部た部た部分分分分、これが、これが、これが、これが現現現現在在在在のののの使用率使用率使用率使用率ということにということにということにということに

なります。このなります。このなります。このなります。この夏夏夏夏でございますが、でございますが、でございますが、でございますが、梅雨梅雨梅雨梅雨明け明け明け明けも平年よりもも平年よりもも平年よりもも平年よりも早早早早くて、もうくて、もうくて、もうくて、もう既既既既にににに猛暑猛暑猛暑猛暑になになになになっっっってててて
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おります。７月のおります。７月のおります。７月のおります。７月の最大最大最大最大のののの使用率使用率使用率使用率は７月２は７月２は７月２は７月２３３３３日の９日の９日の９日の９４．４．４．４．１１１１％％％％で、９０で、９０で、９０で、９０％％％％をををを超超超超ええええた日は９日た日は９日た日は９日た日は９日間間間間

ございました。また、ございました。また、ございました。また、ございました。また、供給供給供給供給力から力から力から力から原子原子原子原子力を力を力を力を除除除除いた場合のいた場合のいた場合のいた場合の使用率使用率使用率使用率をををを試算試算試算試算してしてしてしてみみみみましたが、ましたが、ましたが、ましたが、原原原原

子子子子力力力力抜抜抜抜きききき使用率使用率使用率使用率のののの欄欄欄欄に記に記に記に記載載載載させていただいているとおりでございます。させていただいているとおりでございます。させていただいているとおりでございます。させていただいているとおりでございます。

このこのこのこの資料資料資料資料のののの説明説明説明説明につきましては、以上でございます。につきましては、以上でございます。につきましては、以上でございます。につきましては、以上でございます。

何何何何かかかかコメコメコメコメンンンントトトトはということでございますが、はということでございますが、はということでございますが、はということでございますが、使用率使用率使用率使用率は、は、は、は、猛暑猛暑猛暑猛暑のののの影響影響影響影響でででで既既既既に９０に９０に９０に９０％％％％をををを超超超超ええええ

てててて電電電電力力力力需給需給需給需給ににににやややややややや不不不不安があ安があ安があ安があっっっったのは９日たのは９日たのは９日たのは９日間間間間ということで、このということで、このということで、このということで、この夏夏夏夏はかなりはかなりはかなりはかなり厳厳厳厳しいというこしいというこしいというこしいというこ

とと、それから、とと、それから、とと、それから、とと、それから、原子原子原子原子力力力力抜抜抜抜きのきのきのきの使用率使用率使用率使用率のところにつきましては、のところにつきましては、のところにつきましては、のところにつきましては、網網網網かかかかけけけけになになになになっっっっているかとているかとているかとているかと

思いますが、１００思いますが、１００思いますが、１００思いますが、１００％％％％をををを超超超超ええええている、あるいは１００ている、あるいは１００ている、あるいは１００ている、あるいは１００％％％％になになになになっっっっているところがているところがているところがているところが４４４４日日日日間間間間ござござござござ

います。います。います。います。電電電電力の力の力の力の需給状況需給状況需給状況需給状況はははは非常非常非常非常にににに厳厳厳厳しいこのしいこのしいこのしいこの夏夏夏夏かとかとかとか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。

○和田委員○和田委員○和田委員○和田委員 地道な地道な地道な地道な取取取取りりりり組み組み組み組みはこのようなはこのようなはこのようなはこのような電電電電力力力力需給需給需給需給のののの状況状況状況状況から一から一から一から一目目目目ででででわわわわかるかるかるかるわけわけわけわけで、エネで、エネで、エネで、エネ

ルギー政策課として立ち上げられたこと、ルギー政策課として立ち上げられたこと、ルギー政策課として立ち上げられたこと、ルギー政策課として立ち上げられたこと、非常非常非常非常によかによかによかによかっっっったと思います。たと思います。たと思います。たと思います。

特に７月５日、６日、特に７月５日、６日、特に７月５日、６日、特に７月５日、６日、原子原子原子原子力力力力抜抜抜抜きききき使用率使用率使用率使用率だと、これはだと、これはだと、これはだと、これは予備予備予備予備がなくながなくながなくながなくなっっっっております。７月ております。７月ております。７月ております。７月

２２２２３３３３日、２５日もそのとおり日、２５日もそのとおり日、２５日もそのとおり日、２５日もそのとおり。。。。、このことでの私の、このことでの私の、このことでの私の、このことでの私のコメコメコメコメンンンントトトトを１を１を１を１点点点点だだだだけけけけ申し上げます。申し上げます。申し上げます。申し上げます。

７月９日を見ますと、２７月９日を見ますと、２７月９日を見ますと、２７月９日を見ますと、２，，，，９８０９８０９８０９８０万キロワット供給万キロワット供給万キロワット供給万キロワット供給しております。１しております。１しております。１しております。１４時４時４時４時から１５から１５から１５から１５時時時時、、、、

一一一一番暑番暑番暑番暑いいいい時間時間時間時間帯帯帯帯だだだだっっっったでしょう、あるいはたでしょう、あるいはたでしょう、あるいはたでしょう、あるいは使用率使用率使用率使用率が一が一が一が一番番番番高いと高いと高いと高いと想想想想定される定される定される定される時間時間時間時間帯帯帯帯です。こです。こです。こです。こ

の２の２の２の２，，，，９８０９８０９８０９８０万キロワット万キロワット万キロワット万キロワットというのは、その日のというのは、その日のというのは、その日のというのは、その日の天候天候天候天候であるとか、であるとか、であるとか、であるとか、使用使用使用使用がどのがどのがどのがどのぐぐぐぐらいらいらいらい膨膨膨膨らららら

んんんんでいくのかでいくのかでいくのかでいくのか経経経経験験験験的な的な的な的な予予予予測測測測でででで供給量供給量供給量供給量が決まが決まが決まが決まっっっってくると思います。このように２てくると思います。このように２てくると思います。このように２てくると思います。このように２，，，，９８０９８０９８０９８０万万万万

キロワットキロワットキロワットキロワットだだだだけけけけのののの供給量供給量供給量供給量ができるができるができるができるわけわけわけわけだから、もしも７月５日に２だから、もしも７月５日に２だから、もしも７月５日に２だから、もしも７月５日に２，，，，９８０９８０９８０９８０万キロワット万キロワット万キロワット万キロワット

のののの供給量供給量供給量供給量を設定したならを設定したならを設定したならを設定したならばばばば、、、、原子原子原子原子力力力力抜抜抜抜きのきのきのきの使用率使用率使用率使用率は１０１は１０１は１０１は１０１％％％％ではなくて９０ではなくて９０ではなくて９０ではなくて９０％％％％台台台台にににに落落落落ちちちち込込込込

むむむむというように理というように理というように理というように理解解解解ができると思います。ができると思います。ができると思います。ができると思います。

そのようなことで、私のそのようなことで、私のそのようなことで、私のそのようなことで、私の個人個人個人個人的見的見的見的見解解解解を言いますと、を言いますと、を言いますと、を言いますと、原子原子原子原子力力力力発電発電発電発電がががが必必必必要であるのかないの要であるのかないの要であるのかないの要であるのかないの

かといかといかといかといっっっったことは、たことは、たことは、たことは、必ず必ず必ず必ずしもしもしもしも原子原子原子原子力力力力抜抜抜抜きききき使用率使用率使用率使用率を見てを見てを見てを見てややややはりはりはりはり原子原子原子原子力が力が力が力が必必必必要だというもので要だというもので要だというもので要だというもので

はなくて、はなくて、はなくて、はなくて、供給供給供給供給力としては７月９日の２力としては７月９日の２力としては７月９日の２力としては７月９日の２，，，，９８０９８０９８０９８０万キロワット万キロワット万キロワット万キロワットが７月中ではが７月中ではが７月中ではが７月中では最最最最高です。こ高です。こ高です。こ高です。こ

れにできるだれにできるだれにできるだれにできるだけ近づけけ近づけけ近づけけ近づけるような設定をるような設定をるような設定をるような設定を供給供給供給供給力として力として力として力として持持持持つならつならつならつならばばばば、、、、原子原子原子原子力なしでもい力なしでもい力なしでもい力なしでもいけけけけるるるる数数数数

字字字字だと今思だと今思だと今思だと今思っっっったりもしております。そういうことで、私のたりもしております。そういうことで、私のたりもしております。そういうことで、私のたりもしております。そういうことで、私のコメコメコメコメンンンントトトトをををを入入入入れておきたいと思れておきたいと思れておきたいと思れておきたいと思

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

○高柳委員○高柳委員○高柳委員○高柳委員 エネルギーエネルギーエネルギーエネルギービジョビジョビジョビジョンのンのンのンの説明説明説明説明のところで、第２のところで、第２のところで、第２のところで、第２章章章章のののの再生再生再生再生可可可可能能能能エネルギーの本県エネルギーの本県エネルギーの本県エネルギーの本県

ののののポテポテポテポテンンンンシャシャシャシャルとルとルとルと導入導入導入導入にににに向け向け向け向けたというところはたというところはたというところはたというところは割愛割愛割愛割愛されましたが、ここがとてもされましたが、ここがとてもされましたが、ここがとてもされましたが、ここがとても大大大大事だろ事だろ事だろ事だろ

うと思うと思うと思うと思っっっっていまして、なていまして、なていまして、なていまして、なぜ抜ぜ抜ぜ抜ぜ抜かすのかと思いました。ここでかすのかと思いました。ここでかすのかと思いました。ここでかすのかと思いました。ここで具具具具体体体体的な奈良県らしさが的な奈良県らしさが的な奈良県らしさが的な奈良県らしさが強強強強調調調調

されるはされるはされるはされるはずずずずだし、そこのところがいろいろな施策にだし、そこのところがいろいろな施策にだし、そこのところがいろいろな施策にだし、そこのところがいろいろな施策に影響影響影響影響してくるのだろうと思してくるのだろうと思してくるのだろうと思してくるのだろうと思っっっっています。ています。ています。ています。
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実実実実はここのはここのはここのはここの章章章章立ての前に書いてありますように、立ての前に書いてありますように、立ての前に書いてありますように、立ての前に書いてありますように、国国国国のエネルギー政策の見のエネルギー政策の見のエネルギー政策の見のエネルギー政策の見直直直直しとか関しとか関しとか関しとか関西西西西

電電電電力（力（力（力（株株株株）の）の）の）の電電電電力力力力逼迫逼迫逼迫逼迫とかとかとかとか紀伊半島大紀伊半島大紀伊半島大紀伊半島大水水水水害害害害のののの教訓教訓教訓教訓とかは、それなりに第とかは、それなりに第とかは、それなりに第とかは、それなりに第４章４章４章４章のところでどのところでどのところでどのところでど

こに対こに対こに対こに対応応応応するのかが見するのかが見するのかが見するのかが見ええええてくるのです。てくるのです。てくるのです。てくるのです。無無無無理理理理無無無無理ここに理ここに理ここに理ここに予算予算予算予算をつをつをつをつけけけけているのだということているのだということているのだということているのだということ

ははははわわわわかるのです。かるのです。かるのです。かるのです。３３３３年年年年間間間間ということで、こということで、こということで、こということで、こんんんんななななビジョビジョビジョビジョンをつくらなくてもンをつくらなくてもンをつくらなくてもンをつくらなくても予算予算予算予算配置できる配置できる配置できる配置できる

のに、のに、のに、のに、無無無無理して理して理して理してビジョビジョビジョビジョンの中にほうりンの中にほうりンの中にほうりンの中にほうり込ん込ん込ん込んだというのはだというのはだというのはだというのはわわわわかるのです。それよりかるのです。それよりかるのです。それよりかるのです。それより問問問問題題題題なのなのなのなの

は、奈良県として本当には、奈良県として本当には、奈良県として本当には、奈良県として本当に再生再生再生再生エネルギーのどこにエネルギーのどこにエネルギーのどこにエネルギーのどこに焦焦焦焦点点点点を当ててを当ててを当ててを当ててやっやっやっやっていくのか、ていくのか、ていくのか、ていくのか、３３３３年どこ年どこ年どこ年どこ

ろではないでしょうと思いながら、ろではないでしょうと思いながら、ろではないでしょうと思いながら、ろではないでしょうと思いながら、最最最最初の初の初の初の３３３３年年年年間間間間なりなりなりなり腰腰腰腰をををを据据据据ええええて奈良県がて奈良県がて奈良県がて奈良県がやっやっやっやっていくためていくためていくためていくため

にまにまにまにまず３ず３ず３ず３年でもいい年でもいい年でもいい年でもいいけけけけれども、れども、れども、れども、３３３３年の年の年の年の導入導入導入導入部部部部分分分分のところで一のところで一のところで一のところで一番番番番整整整整理す理す理す理すべべべべきところは、奈良きところは、奈良きところは、奈良きところは、奈良

県の奈良らしさをいろいろな施策に県の奈良らしさをいろいろな施策に県の奈良らしさをいろいろな施策に県の奈良らしさをいろいろな施策に表現表現表現表現させるためにここの第２させるためにここの第２させるためにここの第２させるためにここの第２章章章章がががが重重重重要要要要じじじじゃゃゃゃないか。ないか。ないか。ないか。

それで、この特別委員会のそれで、この特別委員会のそれで、この特別委員会のそれで、この特別委員会の審審審審査とか調査のところでい査とか調査のところでい査とか調査のところでい査とか調査のところでいええええばばばば、ここのところが私、ここのところが私、ここのところが私、ここのところが私達達達達にとにとにとにとっっっっ

てもてもてもても大大大大事かと思います。このエネルギー事かと思います。このエネルギー事かと思います。このエネルギー事かと思います。このエネルギービジョビジョビジョビジョンをつくンをつくンをつくンをつくっっっったときのたときのたときのたときの原原原原資料資料資料資料、、、、割愛割愛割愛割愛せざるをせざるをせざるをせざるを

得ない、自得ない、自得ない、自得ない、自信信信信をををを持持持持てないてないてないてない説明説明説明説明しかできない。奈良県のしかできない。奈良県のしかできない。奈良県のしかできない。奈良県のポテポテポテポテンンンンシャシャシャシャルということでルということでルということでルということで大大大大 々々々々的に的に的に的に

こうしてこうしてこうしてこうして打打打打ち出してもらち出してもらち出してもらち出してもらっっっっているているているているけけけけれども、これは奈良県らしさというのか、れども、これは奈良県らしさというのか、れども、これは奈良県らしさというのか、れども、これは奈良県らしさというのか、何何何何でもそうでもそうでもそうでもそう

でしょう、きでしょう、きでしょう、きでしょう、きっっっっちり調査することはちり調査することはちり調査することはちり調査することはややややるというるというるというるという意意意意思でしょう。き思でしょう。き思でしょう。き思でしょう。きっっっっちりと調査したちりと調査したちりと調査したちりと調査した資料資料資料資料がががが

ないということは、しないことだと思います。だから、第２ないということは、しないことだと思います。だから、第２ないということは、しないことだと思います。だから、第２ないということは、しないことだと思います。だから、第２章章章章の中の中の中の中身身身身をどういうをどういうをどういうをどういうデデデデーーーータタタタにににに

基づ基づ基づ基づいてこのいてこのいてこのいてこのビジョビジョビジョビジョンをつくり出したのかをンをつくり出したのかをンをつくり出したのかをンをつくり出したのかを教え教え教え教えてほしいし、今言てほしいし、今言てほしいし、今言てほしいし、今言っっっっていただいて、後ていただいて、後ていただいて、後ていただいて、後 々々々々

でいいですから、ここのでいいですから、ここのでいいですから、ここのでいいですから、ここのメメメメンンンンババババーがそういうーがそういうーがそういうーがそういう資料資料資料資料にににに基づ基づ基づ基づいてこのいてこのいてこのいてこのビジョビジョビジョビジョンをつくンをつくンをつくンをつくっっっったたたたんんんんだだだだ

ということをということをということをということを教え教え教え教えてほしいと思てほしいと思てほしいと思てほしいと思っっっっています。ています。ています。ています。

ななななぜぜぜぜかということはまた後で言いますかということはまた後で言いますかということはまた後で言いますかということはまた後で言いますけけけけれども、まれども、まれども、まれども、まずずずずこのこのこのこのポテポテポテポテンンンンシャシャシャシャルの特ルの特ルの特ルの特徴徴徴徴、奈良県、奈良県、奈良県、奈良県

の特の特の特の特徴徴徴徴をををを述述述述べべべべてください。てください。てください。てください。

○野村地域振興部長○野村地域振興部長○野村地域振興部長○野村地域振興部長 ままままずずずず、高柳委員から第２、高柳委員から第２、高柳委員から第２、高柳委員から第２章章章章のののの説明説明説明説明をををを割愛割愛割愛割愛したではないかということしたではないかということしたではないかということしたではないかということ

については、第２については、第２については、第２については、第２章章章章がががが重重重重要要要要じじじじゃゃゃゃないからとか、そういうないからとか、そういうないからとか、そういうないからとか、そういう意図意図意図意図はははは全全全全くございませくございませくございませくございませんんんん。。。。済済済済みみみみまままま

せせせせんんんんでした。別にでした。別にでした。別にでした。別に意図意図意図意図があがあがあがあっっっってててて飛ば飛ば飛ば飛ばしたとか、そういうことではございませしたとか、そういうことではございませしたとか、そういうことではございませしたとか、そういうことではございませんんんんので、そこので、そこので、そこので、そこ

はお許しください。はお許しください。はお許しください。はお許しください。

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、太陽太陽太陽太陽光光光光発電発電発電発電でありますと１７２でありますと１７２でありますと１７２でありますと１７２万キロワット万キロワット万キロワット万キロワットとかそれぞれ書いてとかそれぞれ書いてとかそれぞれ書いてとかそれぞれ書いて

おりまして、おりまして、おりまして、おりまして、昨昨昨昨年度策定した年度策定した年度策定した年度策定した段階段階段階段階のののの基基基基礎礎礎礎資料資料資料資料がございますので、それについては、先ほどがございますので、それについては、先ほどがございますので、それについては、先ほどがございますので、それについては、先ほど

委員が言委員が言委員が言委員が言わわわわれましたように後ほどごれましたように後ほどごれましたように後ほどごれましたように後ほどご説明説明説明説明させていただくさせていただくさせていただくさせていただく時間時間時間時間をとらせていただをとらせていただをとらせていただをとらせていただけけけけれれれればばばばと思と思と思と思

っっっっております。ております。ております。ております。

あと、特あと、特あと、特あと、特徴徴徴徴でございます。ここをでございます。ここをでございます。ここをでございます。ここを改改改改めてめてめてめて説明説明説明説明いたしますと、いたしますと、いたしますと、いたしますと、太陽太陽太陽太陽光光光光発電発電発電発電、、、、導入ポテ導入ポテ導入ポテ導入ポテンンンンシシシシ

ャャャャル１７２ル１７２ル１７２ル１７２万キロワット万キロワット万キロワット万キロワットと、と、と、と、現現現現在在在在が７が７が７が７万キロワット万キロワット万キロワット万キロワットということでございます。県ということでございます。県ということでございます。県ということでございます。県内内内内８８８８割割割割がががが
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山山山山間間間間地域でありまして、そういう地域でありまして、そういう地域でありまして、そういう地域でありまして、そういう意意意意味味味味では平地というでは平地というでは平地というでは平地という意意意意味味味味でのでのでのでの適適適適地は限定的ではあります地は限定的ではあります地は限定的ではあります地は限定的ではあります

が、が、が、が、全全全全体体体体から見ますとから見ますとから見ますとから見ますと導入促導入促導入促導入促進の可進の可進の可進の可能性能性能性能性があると、があると、があると、があると、太陽太陽太陽太陽光光光光発電発電発電発電についてについてについてについて導入導入導入導入可可可可能性能性能性能性ののののポテポテポテポテ

ンンンンシャシャシャシャルは一定ルは一定ルは一定ルは一定程程程程度はあると思度はあると思度はあると思度はあると思っっっっています。ただ、８ています。ただ、８ています。ただ、８ています。ただ、８割割割割が山が山が山が山間間間間というもので、平地がというもので、平地がというもので、平地がというもので、平地が少少少少なななな

いといういといういといういという意意意意味味味味での限での限での限での限界界界界はあるかと思はあるかと思はあるかと思はあるかと思っっっっております。ております。ております。ております。

あと、あと、あと、あと、小小小小水力水力水力水力発電発電発電発電については、記については、記については、記については、記載載載載のようにのようにのようにのように最大導入ポテ最大導入ポテ最大導入ポテ最大導入ポテンンンンシャシャシャシャルとしても６ルとしても６ルとしても６ルとしても６．．．．６６６６万キ万キ万キ万キ

ロワットロワットロワットロワットぐぐぐぐらいかと思らいかと思らいかと思らいかと思っっっっております。いろいろなております。いろいろなております。いろいろなております。いろいろな条条条条件件件件、、、、発電発電発電発電場所と場所と場所と場所と電電電電力力力力使用使用使用使用場所が場所が場所が場所が近近近近接接接接しししし

ていることなどがていることなどがていることなどがていることなどが条条条条件件件件となりますし、管理運営となりますし、管理運営となりますし、管理運営となりますし、管理運営体制体制体制体制をどうしていくかなどが課をどうしていくかなどが課をどうしていくかなどが課をどうしていくかなどが課題題題題になりまになりまになりまになりま

す。水す。水す。水す。水利利利利権権権権のののの問問問問題題題題もございます。もございます。もございます。もございます。

バイオマス発電バイオマス発電バイオマス発電バイオマス発電については、については、については、については、導入ポテ導入ポテ導入ポテ導入ポテンンンンシャシャシャシャルとしては今のルとしては今のルとしては今のルとしては今の時点時点時点時点ではではではでは未未未未実実実実施だ施だ施だ施だっっっったといたといたといたとい

うことでございます。記うことでございます。記うことでございます。記うことでございます。記載載載載のようなのようなのようなのような搬搬搬搬出等の出等の出等の出等のココココストストストストのののの低減低減低減低減が課が課が課が課題題題題となとなとなとなっっっっておりますので、ておりますので、ておりますので、ておりますので、

それについては所管課でそれについては所管課でそれについては所管課でそれについては所管課で検討検討検討検討していただいたところでございます。していただいたところでございます。していただいたところでございます。していただいたところでございます。

風風風風力力力力発電発電発電発電につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、ポテポテポテポテンンンンシャシャシャシャルというルというルというルという意意意意味味味味では１では１では１では１４４４４００００万キロワット万キロワット万キロワット万キロワット。これはか。これはか。これはか。これはか

なりのなりのなりのなりの数数数数字字字字かと思いますが、かと思いますが、かと思いますが、かと思いますが、実実実実際問際問際問際問題題題題本当に本当に本当に本当に建建建建てられるのかというところで、いろいろてられるのかというところで、いろいろてられるのかというところで、いろいろてられるのかというところで、いろいろ南南南南

部の山部の山部の山部の山間間間間地域等が地域等が地域等が地域等が風風風風がががが強強強強いといういといういといういという意意意意味味味味ではあり得るのかもしれませではあり得るのかもしれませではあり得るのかもしれませではあり得るのかもしれませんんんんが、一方で自が、一方で自が、一方で自が、一方で自然然然然公公公公園園園園

法法法法等の等の等の等の法規制法規制法規制法規制がございますので、本当にがございますので、本当にがございますので、本当にがございますので、本当に建建建建てられるのかと。これはてられるのかと。これはてられるのかと。これはてられるのかと。これは全全全全部どこでも部どこでも部どこでも部どこでも建建建建てきてきてきてきっっっっ

たらということが前たらということが前たらということが前たらということが前提提提提になになになになっっっっているかと思いますので、ているかと思いますので、ているかと思いますので、ているかと思いますので、実実実実際際際際は１は１は１は１３３３３９９９９万キロワット万キロワット万キロワット万キロワットと言と言と言と言っっっっ

ていますていますていますていますけけけけれども、そこまでれども、そこまでれども、そこまでれども、そこまで行け行け行け行けるかという課るかという課るかという課るかという課題題題題がございます。がございます。がございます。がございます。

あと、地あと、地あと、地あと、地熱発電熱発電熱発電熱発電は、は、は、は、ポテポテポテポテンンンンシャシャシャシャル自ル自ル自ル自体体体体ががががややややはりはりはりはり小小小小さいだろうと。７０度以上のさいだろうと。７０度以上のさいだろうと。７０度以上のさいだろうと。７０度以上の熱熱熱熱がないがないがないがない

といといといといけけけけないようでして、そうしますとないようでして、そうしますとないようでして、そうしますとないようでして、そうしますと十津十津十津十津川村の川村の川村の川村の３３３３カカカカ所所所所ぐぐぐぐらいしかないということで、今らいしかないということで、今らいしかないということで、今らいしかないということで、今

後後後後伸伸伸伸びるというびるというびるというびるという意意意意味味味味での一定のでの一定のでの一定のでの一定の電電電電力力力力量量量量をををを確確確確保したいという保したいという保したいという保したいという意意意意味味味味では、なかなか地では、なかなか地では、なかなか地では、なかなか地熱発電熱発電熱発電熱発電にににに

ついてはついてはついてはついては厳厳厳厳しいのかとしいのかとしいのかとしいのかと考え考え考え考えております。また、ております。また、ております。また、ております。また、十津十津十津十津川村の地元の協力も調査・川村の地元の協力も調査・川村の地元の協力も調査・川村の地元の協力も調査・検討検討検討検討していしていしていしてい

く上ではく上ではく上ではく上では必必必必要かと要かと要かと要かと存存存存じじじじております。ております。ております。ております。

そういうそういうそういうそういう意意意意味味味味で振りで振りで振りで振り返返返返りますと、りますと、りますと、りますと、数数数数字字字字的には的には的には的には太陽太陽太陽太陽光光光光発電発電発電発電とととと風風風風力力力力発電発電発電発電がががが大大大大きくなきくなきくなきくなっっっっておりておりておりており

ますが、それぞれ課ますが、それぞれ課ますが、それぞれ課ますが、それぞれ課題題題題がありますし、がありますし、がありますし、がありますし、最最最最初に申し上げましたが、今、初に申し上げましたが、今、初に申し上げましたが、今、初に申し上げましたが、今、再生再生再生再生可可可可能能能能エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー

ががががトトトトーーーータタタタル７ル７ル７ル７万万万万７７７７，，，，００００００００００００キロワットキロワットキロワットキロワットの中での中での中での中で太陽太陽太陽太陽光光光光発電発電発電発電が７が７が７が７万キロワット万キロワット万キロワット万キロワットと、と、と、と、約約約約９９９９割割割割以上以上以上以上

ということからいたしますと、ということからいたしますと、ということからいたしますと、ということからいたしますと、再生再生再生再生可可可可能能能能エネルギーの今後のエネルギーの今後のエネルギーの今後のエネルギーの今後の拡大拡大拡大拡大というというというという意意意意味味味味でも、一でも、一でも、一でも、一番番番番数数数数

字字字字が上がが上がが上がが上がっっっってくるのは今のところてくるのは今のところてくるのは今のところてくるのは今のところ太陽太陽太陽太陽光光光光発電発電発電発電になるのかとになるのかとになるのかとになるのかと考え考え考え考えております。以上でございております。以上でございております。以上でございております。以上でござい

ます。ます。ます。ます。

○高柳委員○高柳委員○高柳委員○高柳委員 そういうことも含めて、このそういうことも含めて、このそういうことも含めて、このそういうことも含めて、このビジョビジョビジョビジョン策定のときのン策定のときのン策定のときのン策定のときの資料資料資料資料を委員のを委員のを委員のを委員のメメメメンンンンババババーのーのーのーの

皆皆皆皆ささささんんんん方にお方にお方にお方にお渡渡渡渡しして、しして、しして、しして、共共共共通通通通課課課課題題題題として出していただきたいというのと、もうとして出していただきたいというのと、もうとして出していただきたいというのと、もうとして出していただきたいというのと、もう過過過過去の去の去の去の話話話話でででで
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すが、すが、すが、すが、代代代代表表表表質問質問質問質問でもしましたが、このでもしましたが、このでもしましたが、このでもしましたが、このビジョビジョビジョビジョンをつくるときのンをつくるときのンをつくるときのンをつくるときのメメメメンンンンババババーは、関ーは、関ーは、関ーは、関西電西電西電西電力力力力

（（（（株株株株）と）と）と）と大大大大阪阪阪阪ガスガスガスガス（（（（株株株株）と）と）と）とシャシャシャシャーーーーププププ（（（（株株株株）と奈良県）と奈良県）と奈良県）と奈良県工工工工業会で県業会で県業会で県業会で県民民民民がががが入っ入っ入っ入っていませていませていませていませんんんんでした。でした。でした。でした。

そういうところでつくそういうところでつくそういうところでつくそういうところでつくっっっったたたたビジョビジョビジョビジョンの中ンの中ンの中ンの中身身身身を見てを見てを見てを見てみみみみたいと思たいと思たいと思たいと思っっっっていました。それがこれでていました。それがこれでていました。それがこれでていました。それがこれで

すすすすねねねね。だから、一つ一つこの。だから、一つ一つこの。だから、一つ一つこの。だから、一つ一つこのビジョビジョビジョビジョンをつくンをつくンをつくンをつくっっっった今まで、それはた今まで、それはた今まで、それはた今まで、それは悪悪悪悪いいいい意意意意味味味味ではなく、今まではなく、今まではなく、今まではなく、今ま

でこのでこのでこのでこの国国国国のそういうところを支のそういうところを支のそういうところを支のそういうところを支ええええてきた、一つのてきた、一つのてきた、一つのてきた、一つの価価価価値値値値観で支観で支観で支観で支ええええてきたてきたてきたてきた流流流流れの中のれの中のれの中のれの中の人人人人たちをたちをたちをたちを

３３３３・１１が・１１が・１１が・１１が終わっ終わっ終わっ終わった以た以た以た以降降降降もももも同じ同じ同じ同じ価価価価値値値値観でつく観でつく観でつく観でつくっっっったたたたビジョビジョビジョビジョンだと私は思ンだと私は思ンだと私は思ンだと私は思っっっっています。そういています。そういています。そういています。そうい

うううう意意意意味味味味では、このでは、このでは、このでは、このビジョビジョビジョビジョンをつくり出したンをつくり出したンをつくり出したンをつくり出した過程過程過程過程は、どういうは、どういうは、どういうは、どういう資料資料資料資料にににに基づ基づ基づ基づいてそのいてそのいてそのいてそのビジョビジョビジョビジョンンンン

をつくをつくをつくをつくっっっったのか、またここの委員も一定の成たのか、またここの委員も一定の成たのか、またここの委員も一定の成たのか、またここの委員も一定の成果果果果というか、県が出してきたというか、県が出してきたというか、県が出してきたというか、県が出してきたビジョビジョビジョビジョンに出てンに出てンに出てンに出て

くるくるくるくる結結結結果果果果はははは期期期期待待待待はするのです。はするのです。はするのです。はするのです。けけけけれども、一つのれども、一つのれども、一つのれども、一つの価価価価値値値値観でそういう観でそういう観でそういう観でそういう人人人人たちでつくり出したたちでつくり出したたちでつくり出したたちでつくり出した

ビジョビジョビジョビジョンの限ンの限ンの限ンの限界界界界も含めて、県がも含めて、県がも含めて、県がも含めて、県がややややるるるるべべべべきこときこときこときことじじじじゃゃゃゃないと思ないと思ないと思ないと思っっっっていますし、関ていますし、関ていますし、関ていますし、関西電西電西電西電力（力（力（力（株株株株））））

とととと大大大大阪阪阪阪ガスガスガスガス（（（（株株株株）と）と）と）とシャシャシャシャーーーーププププ（（（（株株株株）という今の）という今の）という今の）という今の時時時時代代代代をををを引っ引っ引っ引っ張張張張っっっっているところがこのているところがこのているところがこのているところがこのビジョビジョビジョビジョ

ンをつくンをつくンをつくンをつくっっっった委員ですた委員ですた委員ですた委員ですねねねね。。。。結結結結果果果果としてそれを選定した県のとしてそれを選定した県のとしてそれを選定した県のとしてそれを選定した県の姿勢姿勢姿勢姿勢がこの中にあらがこの中にあらがこの中にあらがこの中にあらわわわわれているれているれているれている

のです。だから、奈良県ののです。だから、奈良県ののです。だから、奈良県ののです。だから、奈良県のポテポテポテポテンンンンシャシャシャシャル、ル、ル、ル、具具具具体体体体的な的な的な的な再生再生再生再生可可可可能能能能エネルギーをどういうところエネルギーをどういうところエネルギーをどういうところエネルギーをどういうところ

ににににポテポテポテポテンンンンシャシャシャシャルがあるのかというルがあるのかというルがあるのかというルがあるのかという生生生生ののののデデデデーーーータタタタをををを共共共共有有有有しなくて、ただしなくて、ただしなくて、ただしなくて、ただ教教教教科科科科書に書いてあるよ書に書いてあるよ書に書いてあるよ書に書いてあるよ

うな、どこかの本に書いてあるような、どこかのうな、どこかの本に書いてあるような、どこかのうな、どこかの本に書いてあるような、どこかのうな、どこかの本に書いてあるような、どこかの省庁省庁省庁省庁がつくがつくがつくがつくっっっったたたた資料資料資料資料をそのままをそのままをそのままをそのまま流流流流用用用用したしたしたした

形形形形でこのでこのでこのでこのビジョビジョビジョビジョンをつくンをつくンをつくンをつくっっっっているのではないかと思ているのではないかと思ているのではないかと思ているのではないかと思っっっっています。私はこています。私はこています。私はこています。私はこんんんんなななな視視視視点点点点でこれかでこれかでこれかでこれか

ら委員会にら委員会にら委員会にら委員会に参参参参加加加加していきたいと思いますので、していきたいと思いますので、していきたいと思いますので、していきたいと思いますので、資料資料資料資料請請請請求、よろしくお願いいたします。以求、よろしくお願いいたします。以求、よろしくお願いいたします。以求、よろしくお願いいたします。以

上です。上です。上です。上です。

○猪奥委員長○猪奥委員長○猪奥委員長○猪奥委員長 資料資料資料資料請請請請求に関してですが、求に関してですが、求に関してですが、求に関してですが、ビジョビジョビジョビジョンのンのンのンの作作作作成成成成時時時時におにおにおにおけけけけるるるる再生再生再生再生可可可可能能能能エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー

のののの導入ポテ導入ポテ導入ポテ導入ポテンンンンシャシャシャシャルのルのルのルの数値数値数値数値のののの基基基基礎礎礎礎資料資料資料資料をををを提提提提出していただくということでよろしいですか。出していただくということでよろしいですか。出していただくということでよろしいですか。出していただくということでよろしいですか。

○高柳委員○高柳委員○高柳委員○高柳委員 はい。そこを中はい。そこを中はい。そこを中はい。そこを中心心心心にどういうにどういうにどういうにどういう資料資料資料資料にににに基づ基づ基づ基づいていていていてやっやっやっやったのか、すたのか、すたのか、すたのか、すべべべべて出してくだて出してくだて出してくだて出してくだ

さい。その方が、一さい。その方が、一さい。その方が、一さい。その方が、一 々々々々言言言言わわわわないといないといないといないといけけけけないので、ほとないので、ほとないので、ほとないので、ほとんんんんどどどど資料資料資料資料はないと思いますがそういはないと思いますがそういはないと思いますがそういはないと思いますがそうい

うことでうことでうことでうことで頼頼頼頼みみみみます。以上です。ます。以上です。ます。以上です。ます。以上です。

（（（（「「「「委員長そ委員長そ委員長そ委員長そんんんんななななんんんん県と県と県と県と相談相談相談相談して」と呼ぶ者あり）して」と呼ぶ者あり）して」と呼ぶ者あり）して」と呼ぶ者あり）

無無無無理言いませ理言いませ理言いませ理言いませんんんんから。から。から。から。

○野村地域振興部長○野村地域振興部長○野村地域振興部長○野村地域振興部長 今、高柳委員からご今、高柳委員からご今、高柳委員からご今、高柳委員からご指摘指摘指摘指摘いただきましたので、また委員長といただきましたので、また委員長といただきましたので、また委員長といただきましたので、また委員長と相談相談相談相談ささささ

せていただきながら、せていただきながら、せていただきながら、せていただきながら、資料資料資料資料はははは考え考え考え考えさせていただきたいと思います。させていただきたいと思います。させていただきたいと思います。させていただきたいと思います。

○猪奥委員長○猪奥委員長○猪奥委員長○猪奥委員長 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。

○宮本副委員長○宮本副委員長○宮本副委員長○宮本副委員長 今回、今回、今回、今回、新新新新しくエネルギー政策推進の特別委員会ということで、しくエネルギー政策推進の特別委員会ということで、しくエネルギー政策推進の特別委員会ということで、しくエネルギー政策推進の特別委員会ということで、皆皆皆皆ささささん熱ん熱ん熱ん熱

心心心心に、自に、自に、自に、自由由由由民民民民主主主主党党党党からからからから３３３３委員、それから自委員、それから自委員、それから自委員、それから自由由由由民民民民主主主主党党党党改改改改革革革革からもからもからもからも入っ入っ入っ入っていただいて、そしてていただいて、そしてていただいて、そしてていただいて、そして
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民民民民主主主主党党党党からと。委員長を支からと。委員長を支からと。委員長を支からと。委員長を支ええええてててて頑張頑張頑張頑張りたいと思いますが、りたいと思いますが、りたいと思いますが、りたいと思いますが、同時同時同時同時にににに脱原脱原脱原脱原発発発発議員議員議員議員連盟連盟連盟連盟を奈良県を奈良県を奈良県を奈良県

議会でも去年、議会でも去年、議会でも去年、議会でも去年、発発発発足足足足させていただきまして、奈良させていただきまして、奈良させていただきまして、奈良させていただきまして、奈良維新維新維新維新の会の山本議員を会長に、副会長、の会の山本議員を会長に、副会長、の会の山本議員を会長に、副会長、の会の山本議員を会長に、副会長、

なら元なら元なら元なら元気気気気ククククラブの和田委員、そして事務局長の阪口委員も本委員会にもラブの和田委員、そして事務局長の阪口委員も本委員会にもラブの和田委員、そして事務局長の阪口委員も本委員会にもラブの和田委員、そして事務局長の阪口委員も本委員会にも入っ入っ入っ入っていただいてていただいてていただいてていただいて

おりまして、おりまして、おりまして、おりまして、非常非常非常非常にににに大大大大事なことだと思事なことだと思事なことだと思事なことだと思っっっっております。ております。ております。ております。

福福福福島島島島第一第一第一第一原子原子原子原子力力力力発電発電発電発電所の事所の事所の事所の事故故故故をををを目目目目の当たりにしまして、それから、去年、おととしと、の当たりにしまして、それから、去年、おととしと、の当たりにしまして、それから、去年、おととしと、の当たりにしまして、それから、去年、おととしと、

都都都都合８回に合８回に合８回に合８回にわわわわたたたたっっっって福て福て福て福島島島島県に県に県に県にボボボボランランランランテテテティアィアィアィアにににに行行行行かせていただいています。多くのかせていただいています。多くのかせていただいています。多くのかせていただいています。多くの避難生活避難生活避難生活避難生活

者は、者は、者は、者は、放射放射放射放射能能能能災災災災害害害害によるによるによるによる避難生活避難生活避難生活避難生活者でありまして、いつ者でありまして、いつ者でありまして、いつ者でありまして、いつ帰帰帰帰れるか見れるか見れるか見れるか見通通通通しが立たない中でしが立たない中でしが立たない中でしが立たない中で非非非非

常常常常にににに不不不不安な安な安な安な生活生活生活生活をををを送送送送られております。そられております。そられております。そられております。そんんんんなさなか、なさなか、なさなか、なさなか、参参参参議議議議院院院院議員議員議員議員通通通通常常常常選選選選挙挙挙挙がががが終わっ終わっ終わっ終わったたたた翌翌翌翌日日日日

にににに汚染汚染汚染汚染水が水が水が水が大量大量大量大量にににに漏漏漏漏れ出ているということが、１れ出ているということが、１れ出ているということが、１れ出ているということが、１カカカカ月前に月前に月前に月前に把握把握把握把握をしておきながらをしておきながらをしておきながらをしておきながら投票投票投票投票のののの翌翌翌翌

日に日に日に日に発表発表発表発表されるということで、されるということで、されるということで、されるということで、海洋海洋海洋海洋にににに放放放放出せざるを得ないという出せざるを得ないという出せざるを得ないという出せざるを得ないという話話話話にもなにもなにもなにもなっっっっております。ております。ております。ております。

これは一これは一これは一これは一刻刻刻刻のののの猶猶猶猶予予予予もないもないもないもない深深深深刻刻刻刻なななな状況状況状況状況がなおも進がなおも進がなおも進がなおも進行行行行しているもとで、自しているもとで、自しているもとで、自しているもとで、自然然然然エネルギー、エネルギー、エネルギー、エネルギー、再生再生再生再生

可可可可能能能能エネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギーの普普普普及及及及促促促促進を本進を本進を本進を本格格格格化化化化させて、そしてさせて、そしてさせて、そしてさせて、そして原原原原発発発発ゼゼゼゼロロロロの政治決の政治決の政治決の政治決断断断断をしていくことがをしていくことがをしていくことがをしていくことが

今、本当に求められていると思今、本当に求められていると思今、本当に求められていると思今、本当に求められていると思っっっっております。ております。ております。ております。

そそそそんんんんな中、な中、な中、な中、参参参参議議議議院院院院議員議員議員議員通通通通常常常常選選選選挙挙挙挙でででで我我我我がががが党党党党もももも躍躍躍躍進させていただきまして、進させていただきまして、進させていただきまして、進させていただきまして、脱原脱原脱原脱原発発発発の思いがの思いがの思いがの思いが

東東東東京京京京選選選選挙挙挙挙区区区区ではではではでは無無無無所所所所属属属属のののの候候候候補にも補にも補にも補にも寄寄寄寄せられて、せられて、せられて、せられて、国民国民国民国民世世世世論論論論としてはとしてはとしてはとしては非常非常非常非常に関に関に関に関心心心心もももも期期期期待待待待も高まも高まも高まも高ま

っっっっている委員会だと思ている委員会だと思ている委員会だと思ている委員会だと思っっっっておりますので、そのておりますので、そのておりますので、そのておりますので、その点点点点、委員長をし、委員長をし、委員長をし、委員長をしっっっっかり支かり支かり支かり支ええええて、て、て、て、頑張頑張頑張頑張らせてらせてらせてらせて

いただきたいということで、いただきたいということで、いただきたいということで、いただきたいということで、質問質問質問質問にににに入入入入りたいと思いますがりたいと思いますがりたいと思いますがりたいと思いますが……………………。。。。

（（（（「「「「もうもうもうもう終わっ終わっ終わっ終わったたたたんんんんちちちちゃゃゃゃううううんんんんか」と呼ぶ者あり）か」と呼ぶ者あり）か」と呼ぶ者あり）か」と呼ぶ者あり）

いいいいええええいいいいええええ。１。１。１。１点点点点は、先ほどは、先ほどは、先ほどは、先ほど来来来来話話話話がありましたがありましたがありましたがありました再生再生再生再生可可可可能能能能エネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギーのポテポテポテポテンンンンシャシャシャシャルです。ルです。ルです。ルです。

これは、高柳委員とはこれは、高柳委員とはこれは、高柳委員とはこれは、高柳委員とは若干若干若干若干観観観観点点点点がががが違違違違いまして、ここに書いてあるいまして、ここに書いてあるいまして、ここに書いてあるいまして、ここに書いてある数数数数字字字字で言いますとで言いますとで言いますとで言いますと太陽太陽太陽太陽光光光光

発電発電発電発電がががが非常非常非常非常に高いことですとか、また、に高いことですとか、また、に高いことですとか、また、に高いことですとか、また、バイオマスバイオマスバイオマスバイオマスに関してはに関してはに関してはに関しては未未未未実実実実施なので施なので施なので施なので未知未知未知未知のののの領領領領域だ域だ域だ域だ

ということですとか、また、地ということですとか、また、地ということですとか、また、地ということですとか、また、地熱熱熱熱は可は可は可は可能性能性能性能性はははは薄薄薄薄いいいいけけけけれどもれどもれどもれども風風風風力は力は力は力は頑張頑張頑張頑張れれれればばばば可可可可能性能性能性能性があるとがあるとがあるとがあると

か、そのか、そのか、そのか、その点点点点はいろいろ奈良県のはいろいろ奈良県のはいろいろ奈良県のはいろいろ奈良県の現状現状現状現状をををを把握把握把握把握されてのされてのされてのされての数数数数字字字字だとだとだとだと受受受受けけけけとめております。とめております。とめております。とめております。

ただ、これを本当にただ、これを本当にただ、これを本当にただ、これを本当に実実実実施主施主施主施主体体体体であるであるであるである市町市町市町市町村ですとか、あるいは村ですとか、あるいは村ですとか、あるいは村ですとか、あるいは民間民間民間民間事業者だとか、ある事業者だとか、ある事業者だとか、ある事業者だとか、ある

いは県いは県いは県いは県民民民民がががが意意意意欲欲欲欲的に的に的に的に再生再生再生再生可可可可能能能能エネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギーの普普普普及及及及促促促促進に進に進に進に踏み踏み踏み踏み出そうと思出そうと思出そうと思出そうと思っっっったときには、たときには、たときには、たときには、ややややはははは

りりりり即即即即効性効性効性効性とかとかとかとか効率性効率性効率性効率性をををを非常非常非常非常にににに吟味吟味吟味吟味しなしなしなしなけけけけれれれればばばばならないと思うのです。そのならないと思うのです。そのならないと思うのです。そのならないと思うのです。その点点点点でででで考え考え考え考えますと、ますと、ますと、ますと、

太陽太陽太陽太陽光光光光発電発電発電発電というのはというのはというのはというのは確確確確かにかにかにかにポテポテポテポテンンンンシャシャシャシャルもあるルもあるルもあるルもあるわけわけわけわけですですですですけけけけれども、れども、れども、れども、発電効率発電効率発電効率発電効率としてはとしてはとしてはとしては非非非非

常常常常にににに悪悪悪悪い。い。い。い。夜夜夜夜はははは発電発電発電発電できないということもあるので、できないということもあるので、できないということもあるので、できないということもあるので、ポテポテポテポテンンンンシャシャシャシャルどおりのルどおりのルどおりのルどおりの普普普普及になるの及になるの及になるの及になるの

かどうかというかどうかというかどうかというかどうかという点点点点ではではではでは非常非常非常非常にににに疑問疑問疑問疑問がががが残残残残ると思います。ると思います。ると思います。ると思います。

一方で、一方で、一方で、一方で、小小小小水力水力水力水力発電発電発電発電ははははポテポテポテポテンンンンシャシャシャシャルはルはルはルは低低低低いかもしれませいかもしれませいかもしれませいかもしれませんけんけんけんけれども、れども、れども、れども、効率効率効率効率はははは非常非常非常非常にいい、にいい、にいい、にいい、
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ココココストストストストも安いということで言いますと、平地でも多も安いということで言いますと、平地でも多も安いということで言いますと、平地でも多も安いということで言いますと、平地でも多少少少少の水のの水のの水のの水の落差落差落差落差があれがあれがあれがあればばばばできるというこできるというこできるというこできるというこ

とですから、私のとですから、私のとですから、私のとですから、私の住ん住ん住ん住んでいるでいるでいるでいる生生生生駒郡駒郡駒郡駒郡でもでもでもでもポテポテポテポテンンンンシャシャシャシャルはあるだろうと思いますし、一たルはあるだろうと思いますし、一たルはあるだろうと思いますし、一たルはあるだろうと思いますし、一たんんんん

水が水が水が水が流流流流れるとれるとれるとれるとずっずっずっずっとととと発電発電発電発電をするをするをするをするわけわけわけわけですから、ですから、ですから、ですから、太陽太陽太陽太陽光よりも光よりも光よりも光よりも効率効率効率効率はいいとおはいいとおはいいとおはいいとお聞聞聞聞きしていまきしていまきしていまきしていま

す。す。す。す。

そういうそういうそういうそういう点点点点で、本県の施策ので、本県の施策ので、本県の施策ので、本県の施策の打打打打ち方として、ち方として、ち方として、ち方として、太陽太陽太陽太陽光光光光発電発電発電発電で言いますと、で言いますと、で言いますと、で言いますと、効率効率効率効率はははは悪悪悪悪いいいいけけけけれれれれ

どもどもどもども導入導入導入導入するするするする動機動機動機動機としてはとしてはとしてはとしては広広広広がりがりがりがりややややすいということで、今年度、すいということで、今年度、すいということで、今年度、すいということで、今年度、昨昨昨昨年度１年度１年度１年度１，，，，００００００００００００件件件件１０１０１０１０

万万万万円の補円の補円の補円の補助助助助だだだだっっっったものを１たものを１たものを１たものを１，，，，５００５００５００５００件件件件で８で８で８で８万万万万円と円と円と円と金金金金額額額額をををを下下下下げてげてげてげて件数件数件数件数をををを広広広広げたことは、一げたことは、一げたことは、一げたことは、一歩歩歩歩

前進かと前進かと前進かと前進かと評価評価評価評価をしています。このをしています。このをしています。このをしています。この太陽太陽太陽太陽光光光光発電発電発電発電の設置補の設置補の設置補の設置補助助助助、、、、件数件数件数件数ををををふふふふややややして、そしてして、そしてして、そしてして、そして募集募集募集募集をををを

ずずずずらして２回にらして２回にらして２回にらして２回に分け分け分け分けたこともおたこともおたこともおたこともお聞聞聞聞きをしていますが、このきをしていますが、このきをしていますが、このきをしていますが、この募集募集募集募集のののの状況状況状況状況、そして県、そして県、そして県、そして県民民民民のののの受受受受けけけけ

とめ、とめ、とめ、とめ、評価評価評価評価、あるいは業者の、あるいは業者の、あるいは業者の、あるいは業者の受受受受けけけけとめとめとめとめやややや評価評価評価評価は今どうなのかを一つおは今どうなのかを一つおは今どうなのかを一つおは今どうなのかを一つお聞聞聞聞きしておきたいときしておきたいときしておきたいときしておきたいと

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、小小小小水力水力水力水力発電発電発電発電はははは非常非常非常非常にににに効率効率効率効率もいいということで、本日もいいということで、本日もいいということで、本日もいいということで、本日午午午午後から後から後から後から吉吉吉吉野野野野町町町町にもおにもおにもおにもお邪邪邪邪

魔魔魔魔をしてをしてをしてをして視察視察視察視察をするをするをするをする予予予予定にしています。定にしています。定にしています。定にしています。非常非常非常非常にににに期期期期待待待待をしていますが、いろいろをしていますが、いろいろをしていますが、いろいろをしていますが、いろいろ勉強勉強勉強勉強させてさせてさせてさせて

いただきますと、いただきますと、いただきますと、いただきますと、小小小小水力水力水力水力発電発電発電発電の推進協議会が各地で関係の推進協議会が各地で関係の推進協議会が各地で関係の推進協議会が各地で関係団体団体団体団体がががが集集集集ままままっっっってててて発発発発足足足足をしているとをしているとをしているとをしていると

聞聞聞聞いています。本県もそれを支援しているということで、いています。本県もそれを支援しているということで、いています。本県もそれを支援しているということで、いています。本県もそれを支援しているということで、現現現現在在在在、、、、吉吉吉吉野野野野町町町町とととと東東東東吉吉吉吉野村に設置野村に設置野村に設置野村に設置

をされているとおをされているとおをされているとおをされているとお聞聞聞聞きをしています。今後、このきをしています。今後、このきをしています。今後、このきをしています。今後、この小小小小水力水力水力水力発電発電発電発電は平地でもは平地でもは平地でもは平地でも十分十分十分十分可可可可能性能性能性能性あるとあるとあるとあると

いうことですから、いうことですから、いうことですから、いうことですから、大大大大いにこういういにこういういにこういういにこういう効果効果効果効果がありますとか、こうすれがありますとか、こうすれがありますとか、こうすれがありますとか、こうすればばばば実実実実施できますよとい施できますよとい施できますよとい施できますよとい

うことをうことをうことをうことを研究研究研究研究して、して、して、して、情情情情報発報発報発報発信信信信して後して後して後して後押押押押ししていくししていくししていくししていく必必必必要があると思うので、そういう要があると思うので、そういう要があると思うので、そういう要があると思うので、そういう点点点点で今で今で今で今

後の見後の見後の見後の見通通通通しと、また、県しと、また、県しと、また、県しと、また、県レベレベレベレベルでも設置をしてルでも設置をしてルでも設置をしてルでも設置をして旗旗旗旗振りしているところもあると振りしているところもあると振りしているところもあると振りしているところもあると聞聞聞聞いておりいておりいておりいており

ます。そういうます。そういうます。そういうます。そういう点点点点で、県で、県で、県で、県レベレベレベレベルでのルでのルでのルでの研究団体研究団体研究団体研究団体ですとかですとかですとかですとか大大大大学学学学などの力をかりて設置して、県などの力をかりて設置して、県などの力をかりて設置して、県などの力をかりて設置して、県

庁庁庁庁からからからから情情情情報発報発報発報発信信信信して各地のして各地のして各地のして各地の小小小小水力水力水力水力発電発電発電発電のののの普普普普及を推進するための協議会設置に及を推進するための協議会設置に及を推進するための協議会設置に及を推進するための協議会設置に結結結結びつびつびつびつけけけけていていていてい

くことはくことはくことはくことは検討検討検討検討しないのかどうか、このしないのかどうか、このしないのかどうか、このしないのかどうか、この点点点点をおをおをおを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。

最最最最後にもう一後にもう一後にもう一後にもう一点点点点おおおお聞聞聞聞きしたいのが、きしたいのが、きしたいのが、きしたいのが、スマスマスマスマーーーートトトトグリグリグリグリッッッッドというドというドというドという聞聞聞聞きなれない言きなれない言きなれない言きなれない言葉葉葉葉についてについてについてについて

ですが、ですが、ですが、ですが、最近最近最近最近横文字横文字横文字横文字が多くて、が多くて、が多くて、が多くて、住民住民住民住民の方にの方にの方にの方に説明説明説明説明するときにするときにするときにするときに非常非常非常非常にににに困困困困るのでするのでするのでするのですけけけけれども、れども、れども、れども、スススス

ママママーーーートトトトグリグリグリグリッッッッドというのは、ドというのは、ドというのは、ドというのは、スマスマスマスマーーーートトトトはははは賢賢賢賢い、い、い、い、グリグリグリグリッッッッドはドはドはドは格子格子格子格子とかとかとかとか網網網網というというというという意意意意味味味味ですが、ですが、ですが、ですが、

要するに要するに要するに要するに発電発電発電発電設設設設備備備備からからからから末末末末端端端端のののの電電電電力力力力機機機機器器器器までをまでをまでをまでをココココンンンンピピピピュュュューーーータタタターーーー内内内内蔵蔵蔵蔵の高の高の高の高機能機能機能機能なななな制制制制御装御装御装御装置など置など置など置など

をををを結結結結び合び合び合び合わわわわせて、自立せて、自立せて、自立せて、自立分分分分散散散散的な的な的な的な効率効率効率効率のよいのよいのよいのよい送送送送電電電電だとかだとかだとかだとか電電電電力力力力需給需給需給需給を構を構を構を構築築築築する、する、する、する、最最最最適適適適化化化化と呼と呼と呼と呼ばばばば

れたりしますれたりしますれたりしますれたりしますけけけけれども、そういう調れども、そういう調れども、そういう調れども、そういう調整や整や整や整や推進のことを推進のことを推進のことを推進のことをスマスマスマスマーーーートトトトグリグリグリグリッッッッドというそうです。ドというそうです。ドというそうです。ドというそうです。

このこのこのこの点点点点でででで非常非常非常非常ににににココココストストストストをををを抑抑抑抑ええええられたりとか、られたりとか、られたりとか、られたりとか、発電量発電量発電量発電量がががが少少少少なくてもなくてもなくてもなくても十分電気十分電気十分電気十分電気をををを行行行行きききき渡渡渡渡らせるらせるらせるらせる

というというというという点点点点でででで注注注注目目目目をされているということで、今、をされているということで、今、をされているということで、今、をされているということで、今、全全全全国国国国にににに４４４４つのつのつのつのモデモデモデモデル地ル地ル地ル地区区区区が設置をされて、が設置をされて、が設置をされて、が設置をされて、
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その１つがその１つがその１つがその１つがけけけけいはいはいはいはんんんんなななな学学学学研研研研都都都都市市市市だとだとだとだと聞聞聞聞いております。いております。いております。いております。隣隣隣隣接接接接する本県としてもする本県としてもする本県としてもする本県としても非常非常非常非常にににに耳耳耳耳なれなれなれなれ

ない言ない言ない言ない言葉葉葉葉ですがですがですがですがスマスマスマスマーーーートトトトグリグリグリグリッッッッドというものをドというものをドというものをドというものを研究研究研究研究し、し、し、し、具具具具体化体化体化体化して、エネルギーのして、エネルギーのして、エネルギーのして、エネルギーの効率化効率化効率化効率化

をををを図図図図るるるる必必必必要があると要があると要があると要があると考え考え考え考えておりますが、このておりますが、このておりますが、このておりますが、この点点点点についてのについてのについてのについての現現現現在在在在の本県の認の本県の認の本県の認の本県の認識識識識をををを聞聞聞聞いておきいておきいておきいておき

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。

○塩見エネルギー政策課長○塩見エネルギー政策課長○塩見エネルギー政策課長○塩見エネルギー政策課長 宮本副委員長のご宮本副委員長のご宮本副委員長のご宮本副委員長のご質問質問質問質問、、、、３点３点３点３点ございました。１つはございました。１つはございました。１つはございました。１つは太陽太陽太陽太陽光光光光発発発発

電電電電ののののパパパパネルの補ネルの補ネルの補ネルの補助金助金助金助金のののの募集募集募集募集のののの状況状況状況状況はどうなはどうなはどうなはどうなっっっっているのかということでございます。ているのかということでございます。ているのかということでございます。ているのかということでございます。

副委員長がお副委員長がお副委員長がお副委員長がおっっっっししししゃゃゃゃっっっったとおり、たとおり、たとおり、たとおり、昨昨昨昨年度からこの年度からこの年度からこの年度からこの制制制制度が度が度が度が始始始始まりまして、まりまして、まりまして、まりまして、昨昨昨昨年度は１０年度は１０年度は１０年度は１０万万万万

円で１円で１円で１円で１，，，，００００００００００００件件件件、、、、募集募集募集募集をををを始始始始めまして９日めまして９日めまして９日めまして９日間間間間ですですですですべべべべてててて枠枠枠枠がががが埋埋埋埋ままままっっっったということでございまたということでございまたということでございまたということでございま

して、そういうして、そういうして、そういうして、そういう反反反反省省省省もももも込込込込めまして、本年度につきましては２回にめまして、本年度につきましては２回にめまして、本年度につきましては２回にめまして、本年度につきましては２回に募集募集募集募集をををを分け分け分け分けております。ております。ております。ております。

上上上上期期期期がががが４４４４月１１日から月１１日から月１１日から月１１日から４４４４月月月月３３３３０日まで１０日まで１０日まで１０日まで１，，，，００００００００００００件件件件、それから、、それから、、それから、、それから、下期下期下期下期が９月上が９月上が９月上が９月上旬旬旬旬からからからから残残残残りりりり

の５００の５００の５００の５００件件件件をををを募集募集募集募集するするするする予予予予定でございますが、上定でございますが、上定でございますが、上定でございますが、上期期期期のののの募集募集募集募集１１１１，，，，００００００００００００件件件件に対してのに対してのに対してのに対しての応応応応募募募募状況状況状況状況

につきましては７７８につきましては７７８につきましては７７８につきましては７７８件件件件となとなとなとなっっっっております。ております。ております。ております。残残残残りのりのりのりの分分分分も上も上も上も上積み積み積み積みしまして９月にしまして９月にしまして９月にしまして９月に下期下期下期下期をををを募集募集募集募集

したいとしたいとしたいとしたい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。

それから、２つそれから、２つそれから、２つそれから、２つ目目目目のののの小小小小水力水力水力水力発電発電発電発電の協議会のの協議会のの協議会のの協議会の発発発発足足足足等も含めまして、今後、等も含めまして、今後、等も含めまして、今後、等も含めまして、今後、小小小小水力水力水力水力発電発電発電発電をををを大大大大

いにいにいにいに研究研究研究研究してしてしてして情情情情報発報発報発報発信信信信していしていしていしていっっっって、それを後て、それを後て、それを後て、それを後押押押押しするしするしするしする必必必必要があると要があると要があると要があると考え考え考え考えるるるるけけけけれどもどうなれどもどうなれどもどうなれどもどうな

のかということでございます。のかということでございます。のかということでございます。のかということでございます。

奈良県では、本年奈良県では、本年奈良県では、本年奈良県では、本年３３３３月にエネルギー月にエネルギー月にエネルギー月にエネルギービジョビジョビジョビジョンを策定しまして、ンを策定しまして、ンを策定しまして、ンを策定しまして、再生再生再生再生可可可可能能能能エネルギーの設エネルギーの設エネルギーの設エネルギーの設

備容量備容量備容量備容量としましては、平成２７年度までに平成２２年度ととしましては、平成２７年度までに平成２２年度ととしましては、平成２７年度までに平成２２年度ととしましては、平成２７年度までに平成２２年度と比べ比べ比べ比べまして２まして２まして２まして２．．．．７７７７倍倍倍倍の設の設の設の設備容量備容量備容量備容量

というというというという目標目標目標目標設定をしております。その中で、設定をしております。その中で、設定をしております。その中で、設定をしております。その中で、小小小小水力水力水力水力発電発電発電発電につきましては１につきましては１につきましては１につきましては１．．．．５５５５倍倍倍倍のののの目標目標目標目標をををを

設定してるところでございます。今年度につきましては、設定してるところでございます。今年度につきましては、設定してるところでございます。今年度につきましては、設定してるところでございます。今年度につきましては、市町市町市町市町村村村村やややや各各各各種種種種団体団体団体団体がががが行行行行う地域振う地域振う地域振う地域振

興に興に興に興に役役役役立つ立つ立つ立つ小小小小水力水力水力水力発電発電発電発電のののの導入導入導入導入にににに向け向け向け向けた可た可た可た可能性能性能性能性調査の補調査の補調査の補調査の補助金助金助金助金をををを準準準準備備備備しておりまして、そういしておりまして、そういしておりまして、そういしておりまして、そうい

うううう活動活動活動活動を支援していくこととしております。を支援していくこととしております。を支援していくこととしております。を支援していくこととしております。現現現現在募集在募集在募集在募集中でございます。中でございます。中でございます。中でございます。

先ほどお先ほどお先ほどお先ほどお話話話話に出ておりました本年１月にに出ておりました本年１月にに出ておりました本年１月にに出ておりました本年１月に発発発発足足足足しました、しました、しました、しました、吉吉吉吉野野野野町小町小町小町小水力水力水力水力利用利用利用利用推進協議会で推進協議会で推進協議会で推進協議会で

は、地域は、地域は、地域は、地域住民住民住民住民が主が主が主が主体体体体になりまして、になりまして、になりまして、になりまして、吉吉吉吉野野野野杉杉杉杉製製製製の水の水の水の水車車車車をつくるなどして、地域特をつくるなどして、地域特をつくるなどして、地域特をつくるなどして、地域特性性性性をををを生生生生かしかしかしかし

たたたた小小小小水力水力水力水力発電発電発電発電のののの整備整備整備整備にににに取取取取りりりり組ん組ん組ん組んでおられます。きょうのでおられます。きょうのでおられます。きょうのでおられます。きょうの午午午午後にご後にご後にご後にご視察視察視察視察いただきますいただきますいただきますいただきますけけけけれどれどれどれど

も、も、も、も、吉吉吉吉野野野野町町町町のののの殿殿殿殿川地川地川地川地区区区区では、では、では、では、停停停停電時電時電時電時のののの電電電電力力力力確確確確保などを保などを保などを保などを目目目目的にしまして的にしまして的にしまして的にしまして小小小小水力水力水力水力発電発電発電発電にににに取取取取りりりり組組組組

んんんんでおります。また、でおります。また、でおります。また、でおります。また、同じ同じ同じ同じくくくく吉吉吉吉野野野野町町町町三茶屋三茶屋三茶屋三茶屋地地地地区区区区では、地域振興をでは、地域振興をでは、地域振興をでは、地域振興を目目目目的としまして、そうい的としまして、そうい的としまして、そうい的としまして、そうい

う木う木う木う木製製製製水水水水車車車車によるによるによるによる消消消消費費費費者水力者水力者水力者水力発電発電発電発電にににに取取取取りりりり組ん組ん組ん組んでおります。でおります。でおります。でおります。

このように、地域のこのように、地域のこのように、地域のこのように、地域の取取取取りりりり組み組み組み組みはははは盛盛盛盛り上がり上がり上がり上がっっっっておりますが、ておりますが、ておりますが、ておりますが、実実実実は先ほど副委員長からもは先ほど副委員長からもは先ほど副委員長からもは先ほど副委員長からも発発発発

言ございましたように、きのう、言ございましたように、きのう、言ございましたように、きのう、言ございましたように、きのう、東東東東吉吉吉吉野村でも野村でも野村でも野村でも東東東東吉吉吉吉野村野村野村野村小小小小水力水力水力水力利用利用利用利用推進協議会が設立にな推進協議会が設立にな推進協議会が設立にな推進協議会が設立にな
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っっっっております。県では、これらの協議会のております。県では、これらの協議会のております。県では、これらの協議会のております。県では、これらの協議会の取取取取りりりり組み組み組み組みが推進するよう、そういう協議会とが推進するよう、そういう協議会とが推進するよう、そういう協議会とが推進するよう、そういう協議会と連連連連

携携携携、支援しまして、あ、支援しまして、あ、支援しまして、あ、支援しまして、あわわわわせて協議会のせて協議会のせて協議会のせて協議会の取取取取りりりり組み組み組み組みを紹介するなどして、を紹介するなどして、を紹介するなどして、を紹介するなどして、普普普普及及及及啓啓啓啓発発発発をををを図っ図っ図っ図っていていていてい

るところでございます。るところでございます。るところでございます。るところでございます。具具具具体体体体的には、６月２０日に的には、６月２０日に的には、６月２０日に的には、６月２０日に市町市町市町市町村エネルギー政策担当課長会議を村エネルギー政策担当課長会議を村エネルギー政策担当課長会議を村エネルギー政策担当課長会議を

開開開開催催催催しました。また、７月２０日にはしました。また、７月２０日にはしました。また、７月２０日にはしました。また、７月２０日には、、、、「奈良「奈良「奈良「奈良！！！！そこがそこがそこがそこが知知知知りたい」というりたい」というりたい」というりたい」というテテテテレレレレビビビビ番番番番組組組組のののの制制制制

作作作作させていただきまして、そこでそういう地域のさせていただきまして、そこでそういう地域のさせていただきまして、そこでそういう地域のさせていただきまして、そこでそういう地域の取取取取りりりり組み組み組み組み等を等を等を等を発発発発信信信信させていただいておりさせていただいておりさせていただいておりさせていただいており

ます。また、県ます。また、県ます。また、県ます。また、県民民民民だより奈良の８月だより奈良の８月だより奈良の８月だより奈良の８月号号号号でもそういう特でもそういう特でもそういう特でもそういう特集集集集記事を記事を記事を記事を掲掲掲掲載載載載して、して、して、して、広広広広報報報報の可の可の可の可能能能能ななななツツツツ

ールをールをールをールを活用活用活用活用しまして、県しまして、県しまして、県しまして、県内内内内広広広広くにくにくにくにＰＰＰＰＲＲＲＲさせていただいているところでございます。また、させていただいているところでございます。また、させていただいているところでございます。また、させていただいているところでございます。また、

８月２８月２８月２８月２３３３３日には、エネルギー日には、エネルギー日には、エネルギー日には、エネルギービジョビジョビジョビジョンの推進協議会を開ンの推進協議会を開ンの推進協議会を開ンの推進協議会を開催催催催するするするする予予予予定でございます。ここで定でございます。ここで定でございます。ここで定でございます。ここで

は、地域では、地域では、地域では、地域で取取取取りりりり組み組み組み組みをされているをされているをされているをされている吉吉吉吉野野野野町町町町のののの小小小小水力水力水力水力利用利用利用利用推進協議会にも推進協議会にも推進協議会にも推進協議会にも参画参画参画参画していただくしていただくしていただくしていただく予予予予

定でございます。また、定でございます。また、定でございます。また、定でございます。また、ＮＰＯ法ＮＰＯ法ＮＰＯ法ＮＰＯ法人人人人ののののササササーーーーククククルおてルおてルおてルおてんんんんとさとさとさとさんんんんというというというという市民団体市民団体市民団体市民団体につきましてにつきましてにつきましてにつきまして

も、エネルギーも、エネルギーも、エネルギーも、エネルギービジョビジョビジョビジョン推進協議会にン推進協議会にン推進協議会にン推進協議会に参画参画参画参画していただくことを今していただくことを今していただくことを今していただくことを今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。

今後も今後も今後も今後も引引引引き続きまして県のき続きまして県のき続きまして県のき続きまして県のホホホホーーーームムムムペペペペーーーージやフジやフジやフジやフェェェェイスイスイスイスブブブブッッッッククククなどをなどをなどをなどを活用活用活用活用して、そういうして、そういうして、そういうして、そういう情情情情

報報報報をををを発発発発信信信信していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと考え考え考え考えております。今後も地域のております。今後も地域のております。今後も地域のております。今後も地域の取取取取りりりり組み組み組み組みをををを情情情情報提供報提供報提供報提供してしてしてして普普普普及及及及啓啓啓啓発発発発

をををを図図図図るとともに、県の補るとともに、県の補るとともに、県の補るとともに、県の補助制助制助制助制度である地域の振興に度である地域の振興に度である地域の振興に度である地域の振興に役役役役立つ立つ立つ立つ小小小小水力水力水力水力発電発電発電発電のののの導入導入導入導入調査事業を調査事業を調査事業を調査事業を活活活活

用用用用していただくなど、地域のしていただくなど、地域のしていただくなど、地域のしていただくなど、地域のややややるるるる気気気気のあるのあるのあるのある具具具具体体体体的な的な的な的な取取取取りりりり組み組み組み組みを支援してまいりたいと思いを支援してまいりたいと思いを支援してまいりたいと思いを支援してまいりたいと思い

ます。また、協議会のます。また、協議会のます。また、協議会のます。また、協議会の取取取取りりりり組み組み組み組みを紹介することで、他の地域の自主的なを紹介することで、他の地域の自主的なを紹介することで、他の地域の自主的なを紹介することで、他の地域の自主的な取取取取りりりり組み組み組み組みにつながにつながにつながにつなが

ることをることをることをることを期期期期待待待待しているところでございます。しているところでございます。しているところでございます。しているところでございます。

それから、それから、それから、それから、３３３３つつつつ目目目目でございます。でございます。でございます。でございます。スマスマスマスマーーーートトトトグリグリグリグリッッッッドについて、ドについて、ドについて、ドについて、全全全全国国国国でででで４４４４つのつのつのつのモデモデモデモデル地ル地ル地ル地区区区区

があるがあるがあるがあるけけけけれども、県としてはどういうれども、県としてはどういうれども、県としてはどういうれども、県としてはどういう検討検討検討検討をしているのかということでございます。をしているのかということでございます。をしているのかということでございます。をしているのかということでございます。

先ほど副委員長お先ほど副委員長お先ほど副委員長お先ほど副委員長お述述述述べべべべののののスマスマスマスマーーーートトトトグリグリグリグリッッッッドでございますがごドでございますがごドでございますがごドでございますがご説明説明説明説明ありがとうございましありがとうございましありがとうございましありがとうございまし

た。このた。このた。このた。このスマスマスマスマーーーートトトトグリグリグリグリッッッッドでございますが、ドでございますが、ドでございますが、ドでございますが、従従従従来来来来からのからのからのからの火火火火力力力力発電発電発電発電などのなどのなどのなどの集集集集中中中中型型型型電電電電源源源源と、そと、そと、そと、そ

れかられかられかられから送送送送電電電電系系系系統、これの一統、これの一統、これの一統、これの一体体体体運運運運用用用用にににに加加加加ええええまして、まして、まして、まして、新新新新たにたにたにたにＩＴＩＴＩＴＩＴ技術技術技術技術、、、、情情情情報報報報通信通信通信通信技術技術技術技術をををを活用活用活用活用しししし

て、高て、高て、高て、高効率効率効率効率で高で高で高で高品品品品質質質質で安定したで安定したで安定したで安定した電電電電力力力力供給システ供給システ供給システ供給システムムムムをををを実現実現実現実現しようとするものがしようとするものがしようとするものがしようとするものがスマスマスマスマーーーートトトトグリグリグリグリ

ッッッッドでございます。ドでございます。ドでございます。ドでございます。

また、エネルギーだまた、エネルギーだまた、エネルギーだまた、エネルギーだけけけけではなくて、ではなくて、ではなくて、ではなくて、熱熱熱熱エネルギーとかエネルギーとかエネルギーとかエネルギーとか交交交交通通通通システシステシステシステムムムムを含めてを含めてを含めてを含めて人々人々人々人々のラのラのラのライイイイ

フスタイフスタイフスタイフスタイルの見ルの見ルの見ルの見直直直直しなど、しなど、しなど、しなど、新新新新たなたなたなたな社社社社会会会会システシステシステシステムムムム、すな、すな、すな、すなわわわわちちちちスマスマスマスマーーーートシテトシテトシテトシティィィィーのあり方のーのあり方のーのあり方のーのあり方の検検検検

討討討討も今後はも今後はも今後はも今後は必必必必要にな要にな要にな要になっっっってくるかと思います。てくるかと思います。てくるかと思います。てくるかと思います。

先ほど副委員長ご先ほど副委員長ご先ほど副委員長ご先ほど副委員長ご指摘指摘指摘指摘いただきましたいただきましたいただきましたいただきました４４４４つのつのつのつの全全全全国国国国でのでのでのでの取取取取りりりり組み組み組み組みがございますが、平成２がございますが、平成２がございますが、平成２がございますが、平成２

２年に日本にお２年に日本にお２年に日本にお２年に日本におけけけけるるるるスマスマスマスマーーーートトトトグリグリグリグリッッッッド及びド及びド及びド及びスマスマスマスマーーーートシテトシテトシテトシティィィィーのあり方を見出すために、ーのあり方を見出すために、ーのあり方を見出すために、ーのあり方を見出すために、全全全全

国国国国のののの４４４４カカカカ所、所、所、所、けけけけいはいはいはいはんんんんなななな学学学学研研研研都都都都市市市市も含めましても含めましても含めましても含めまして横横横横浜浜浜浜市市市市、、、、豊豊豊豊田田田田市市市市、それから、それから、それから、それから北九州北九州北九州北九州市市市市が選定が選定が選定が選定
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されまして、平成２６年までの５年されまして、平成２６年までの５年されまして、平成２６年までの５年されまして、平成２６年までの５年間間間間、、、、実実実実証証証証実実実実験験験験をををを行行行行うことになうことになうことになうことになっっっっているようでございまているようでございまているようでございまているようでございま

す。す。す。す。

奈良県では、奈良県では、奈良県では、奈良県では、規規規規模模模模はははは小小小小さいながらも、本県の地域特さいながらも、本県の地域特さいながらも、本県の地域特さいながらも、本県の地域特性性性性に合いましたに合いましたに合いましたに合いましたココココンンンンパパパパククククトシテトシテトシテトシティィィィーーーー

でのでのでのでの取取取取りりりり組み組み組み組みとして、として、として、として、昨昨昨昨年度、年度、年度、年度、大淀町大淀町大淀町大淀町の福の福の福の福神神神神地地地地区区区区、ここをエネルギーの高度、ここをエネルギーの高度、ここをエネルギーの高度、ここをエネルギーの高度利活用利活用利活用利活用ののののモデモデモデモデ

ル地域にル地域にル地域にル地域に位位位位置置置置づけづけづけづけまして、県とまして、県とまして、県とまして、県と大淀町大淀町大淀町大淀町、それから、それから、それから、それから近畿近畿近畿近畿日本日本日本日本鉄鉄鉄鉄道道道道((((株株株株))))のののの３３３３者が事務局とな者が事務局とな者が事務局とな者が事務局となっっっっ

て、関て、関て、関て、関西電西電西電西電力（力（力（力（株株株株））））やややや日日日日産産産産自自自自動車動車動車動車（（（（株株株株））））、、、、大大大大和和和和ハウハウハウハウスススス工工工工業（業（業（業（株株株株））））、、、、オオオオムムムムロロロロン（ン（ン（ン（株株株株）で構成さ）で構成さ）で構成さ）で構成さ

れるれるれるれる検討検討検討検討会を立ち上げました。会を立ち上げました。会を立ち上げました。会を立ち上げました。

この福この福この福この福神神神神地地地地区区区区では今年度では今年度では今年度では今年度末近畿末近畿末近畿末近畿日本日本日本日本鉄鉄鉄鉄道（道（道（道（株株株株）が）が）が）が３３３３メメメメガワットガワットガワットガワットののののソソソソーラーーラーーラーーラー発電発電発電発電所を所を所を所を建建建建設設設設

いたします。このいたします。このいたします。このいたします。このメメメメガガガガソソソソーラーを中ーラーを中ーラーを中ーラーを中心心心心にしまして、にしまして、にしまして、にしまして、電気電気電気電気自自自自動車やスマ動車やスマ動車やスマ動車やスマーーーートトトトハウハウハウハウススススをををを活用活用活用活用しししし

たエネルギーの高度たエネルギーの高度たエネルギーの高度たエネルギーの高度利活用利活用利活用利活用、、、、緊急時緊急時緊急時緊急時のエネルギー対策について、のエネルギー対策について、のエネルギー対策について、のエネルギー対策について、現現現現在在在在検討検討検討検討していくこととしていくこととしていくこととしていくことと

しております。しております。しております。しております。停停停停電時電時電時電時にはにはにはにはメメメメガガガガソソソソーラーーラーーラーーラー発電発電発電発電所に設置します所に設置します所に設置します所に設置します急急急急速充速充速充速充電電電電器器器器からからからから電気電気電気電気自自自自動車へ動車へ動車へ動車へ

電電電電力を力を力を力を供給供給供給供給しまして、このしまして、このしまして、このしまして、この電気電気電気電気自自自自動車動車動車動車をををを活用活用活用活用してしてしてして病院病院病院病院とかとかとかとか避難避難避難避難所、所、所、所、役役役役場等場等場等場等へへへへのののの電電電電源源源源ののののバッバッバッバッ

クアクアクアクアッッッッププププをををを行行行行うようにうようにうようにうように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。

今後も今後も今後も今後も引引引引き続きき続きき続きき続き国国国国のののの有有有有利利利利な補な補な補な補助制助制助制助制度を度を度を度を利用利用利用利用するためのするためのするためのするための動向動向動向動向にににに注注注注意意意意をををを払払払払いますとともに、いますとともに、いますとともに、いますとともに、

参参参参加加加加企企企企業の協力も得て業の協力も得て業の協力も得て業の協力も得てモデモデモデモデル事業をル事業をル事業をル事業を実実実実施したいと施したいと施したいと施したい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。

○宮本副委員長○宮本副委員長○宮本副委員長○宮本副委員長 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。

１１１１点点点点だだだだけ意け意け意け意見を見を見を見を述述述述べべべべておきたいのですが、ておきたいのですが、ておきたいのですが、ておきたいのですが、太陽太陽太陽太陽光光光光発電発電発電発電ののののパパパパネル設置補ネル設置補ネル設置補ネル設置補助助助助ですですですですけけけけれども、れども、れども、れども、

４４４４月の月の月の月の募集募集募集募集で１で１で１で１，，，，００００００００００００件件件件のののの枠枠枠枠に対して７７８に対して７７８に対して７７８に対して７７８件件件件にとどまにとどまにとどまにとどまっっっったということは、たということは、たということは、たということは、恐恐恐恐らくらくらくらく３３３３月月月月

末末末末でででで国国国国のののの制制制制度が度が度が度が切切切切れるということで、そちらのれるということで、そちらのれるということで、そちらのれるということで、そちらの駆駆駆駆け込みけ込みけ込みけ込みがあがあがあがあっっっったのでたのでたのでたので４４４４月は月は月は月は減っ減っ減っ減ったというたというたというたという

ことかと理ことかと理ことかと理ことかと理解解解解をしていますが、をしていますが、をしていますが、をしていますが、同時同時同時同時に、９月のに、９月のに、９月のに、９月の募集募集募集募集のののの枠枠枠枠が今度は７２２が今度は７２２が今度は７２２が今度は７２２件件件件ににににふふふふええええることでることでることでることで

すから、これはすから、これはすから、これはすから、これは非常非常非常非常にありがたいことですので、そのにありがたいことですので、そのにありがたいことですので、そのにありがたいことですので、その点点点点よくよくよくよく周周周周知知知知徹底徹底徹底徹底していただきたいとしていただきたいとしていただきたいとしていただきたいと

思います。思います。思います。思います。聞聞聞聞くところによると、去年１年くところによると、去年１年くところによると、去年１年くところによると、去年１年間間間間でもでもでもでも太陽太陽太陽太陽光光光光パパパパネルは設置したネルは設置したネルは設置したネルは設置したけけけけれども補れども補れども補れども補助助助助申申申申

請請請請はしなかはしなかはしなかはしなかっっっったというたというたというたという人人人人もあるもあるもあるもあるややややにににに聞聞聞聞いておりますので、そういういておりますので、そういういておりますので、そういういておりますので、そういう漏漏漏漏れれれれ落落落落ちのないように、ちのないように、ちのないように、ちのないように、

工工工工務務務務店店店店とか関係事業者にもとか関係事業者にもとか関係事業者にもとか関係事業者にも徹底徹底徹底徹底していただいてと思いますのとしていただいてと思いますのとしていただいてと思いますのとしていただいてと思いますのと額額額額をををを減減減減らしたというのは、らしたというのは、らしたというのは、らしたというのは、

これはこれはこれはこれは財財財財政課が政課が政課が政課が頑張頑張頑張頑張っっっったのかと思たのかと思たのかと思たのかと思っっっったりもするのですが、たりもするのですが、たりもするのですが、たりもするのですが、ややややはり１０はり１０はり１０はり１０万万万万円という円という円という円という枠枠枠枠でででで件数件数件数件数

もももも広広広広げていただきたかげていただきたかげていただきたかげていただきたかっっっったと思たと思たと思たと思っっっっておりますので、そのておりますので、そのておりますので、そのておりますので、その点点点点はははは意意意意見として申し上げておきた見として申し上げておきた見として申し上げておきた見として申し上げておきた

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

○猪奥委員長○猪奥委員長○猪奥委員長○猪奥委員長 ほかになほかになほかになほかになけけけけれれれればばばば、これで、これで、これで、これで質疑質疑質疑質疑をををを終わ終わ終わ終わります。ります。ります。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わ終わ終わ終わります。ります。ります。ります。


