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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９日（月） １３：０３～１５：１９平成２５年９月９日（月） １３：０３～１５：１９平成２５年９月９日（月） １３：０３～１５：１９平成２５年９月９日（月） １３：０３～１５：１９

開催場所開催場所開催場所開催場所 第３委員会室第３委員会室第３委員会室第３委員会室

出席委員出席委員出席委員出席委員 ７名７名７名７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

欠席委員欠席委員欠席委員欠席委員 １名１名１名１名

藤本 昭広 委員藤本 昭広 委員藤本 昭広 委員藤本 昭広 委員

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

（２）その他（２）その他（２）その他（２）その他

＜質疑応答＞＜質疑応答＞＜質疑応答＞＜質疑応答＞

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

があれば発言をお願いいたします。があれば発言をお願いいたします。があれば発言をお願いいたします。があれば発言をお願いいたします。

○中村委員○中村委員○中村委員○中村委員 通告いたしておりませんが、数点にわたってご質問をいたしたいと思います。通告いたしておりませんが、数点にわたってご質問をいたしたいと思います。通告いたしておりませんが、数点にわたってご質問をいたしたいと思います。通告いたしておりませんが、数点にわたってご質問をいたしたいと思います。

まず１点目は、今ご説明をいただきました中央卸売市場の件でございますが、３つの団まず１点目は、今ご説明をいただきました中央卸売市場の件でございますが、３つの団まず１点目は、今ご説明をいただきました中央卸売市場の件でございますが、３つの団まず１点目は、今ご説明をいただきました中央卸売市場の件でございますが、３つの団

体を指定され意欲的にやっていかれることは、非常に結構なことでございます。しかしこ体を指定され意欲的にやっていかれることは、非常に結構なことでございます。しかしこ体を指定され意欲的にやっていかれることは、非常に結構なことでございます。しかしこ体を指定され意欲的にやっていかれることは、非常に結構なことでございます。しかしこ

の基準の中で、事業者を撤退させるための基準を定めとなっているわけでございますけれの基準の中で、事業者を撤退させるための基準を定めとなっているわけでございますけれの基準の中で、事業者を撤退させるための基準を定めとなっているわけでございますけれの基準の中で、事業者を撤退させるための基準を定めとなっているわけでございますけれ

ども、どういう基準を決められて、また現在ここに置いておいても成果が上がらないと考ども、どういう基準を決められて、また現在ここに置いておいても成果が上がらないと考ども、どういう基準を決められて、また現在ここに置いておいても成果が上がらないと考ども、どういう基準を決められて、また現在ここに置いておいても成果が上がらないと考

えておられる事業者が一体どれぐらいいるのか。そして、これらの事業者をいつまでに中えておられる事業者が一体どれぐらいいるのか。そして、これらの事業者をいつまでに中えておられる事業者が一体どれぐらいいるのか。そして、これらの事業者をいつまでに中えておられる事業者が一体どれぐらいいるのか。そして、これらの事業者をいつまでに中

央卸売市場から撤去してもらって、新しい体制に編成がえをしていくのか、これが第１点央卸売市場から撤去してもらって、新しい体制に編成がえをしていくのか、これが第１点央卸売市場から撤去してもらって、新しい体制に編成がえをしていくのか、これが第１点央卸売市場から撤去してもらって、新しい体制に編成がえをしていくのか、これが第１点

でございます。でございます。でございます。でございます。
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それと、事業者と契約を結んで、その事業者に対して支援をしていくとのことですが、それと、事業者と契約を結んで、その事業者に対して支援をしていくとのことですが、それと、事業者と契約を結んで、その事業者に対して支援をしていくとのことですが、それと、事業者と契約を結んで、その事業者に対して支援をしていくとのことですが、

今までも県は中央卸売市場の入居者に対していろいろな形で支援をされているわけですけ今までも県は中央卸売市場の入居者に対していろいろな形で支援をされているわけですけ今までも県は中央卸売市場の入居者に対していろいろな形で支援をされているわけですけ今までも県は中央卸売市場の入居者に対していろいろな形で支援をされているわけですけ

れども、新しく契約を締結した人も含めてどのような支援をされていこうとしているのか、れども、新しく契約を締結した人も含めてどのような支援をされていこうとしているのか、れども、新しく契約を締結した人も含めてどのような支援をされていこうとしているのか、れども、新しく契約を締結した人も含めてどのような支援をされていこうとしているのか、

現段階でわかるところを教えてください。現段階でわかるところを教えてください。現段階でわかるところを教えてください。現段階でわかるところを教えてください。

２点目は、県営プールの跡地のことについてであります。これは、荒井知事の政策の目２点目は、県営プールの跡地のことについてであります。これは、荒井知事の政策の目２点目は、県営プールの跡地のことについてであります。これは、荒井知事の政策の目２点目は、県営プールの跡地のことについてであります。これは、荒井知事の政策の目

玉として高級ホテルを誘致するということで、今もまだ継続していると思うのですけれど玉として高級ホテルを誘致するということで、今もまだ継続していると思うのですけれど玉として高級ホテルを誘致するということで、今もまだ継続していると思うのですけれど玉として高級ホテルを誘致するということで、今もまだ継続していると思うのですけれど

も、その敷地内にＮＨＫを持ってくるとしますと、今度はホテル誘致にかかわる適正規模も、その敷地内にＮＨＫを持ってくるとしますと、今度はホテル誘致にかかわる適正規模も、その敷地内にＮＨＫを持ってくるとしますと、今度はホテル誘致にかかわる適正規模も、その敷地内にＮＨＫを持ってくるとしますと、今度はホテル誘致にかかわる適正規模

の用地、景観等も含めて、ホテル誘致はもう諦めるのか。それと、この広大な敷地のどこの用地、景観等も含めて、ホテル誘致はもう諦めるのか。それと、この広大な敷地のどこの用地、景観等も含めて、ホテル誘致はもう諦めるのか。それと、この広大な敷地のどこの用地、景観等も含めて、ホテル誘致はもう諦めるのか。それと、この広大な敷地のどこ

にＮＨＫを持ってきて、一般的な奈良のにぎわいづくりをしようとしておられるのか、現にＮＨＫを持ってきて、一般的な奈良のにぎわいづくりをしようとしておられるのか、現にＮＨＫを持ってきて、一般的な奈良のにぎわいづくりをしようとしておられるのか、現にＮＨＫを持ってきて、一般的な奈良のにぎわいづくりをしようとしておられるのか、現

下のところ、ちょっと不明でございますので、わかるところでご説明をいただきたいと思下のところ、ちょっと不明でございますので、わかるところでご説明をいただきたいと思下のところ、ちょっと不明でございますので、わかるところでご説明をいただきたいと思下のところ、ちょっと不明でございますので、わかるところでご説明をいただきたいと思

います。います。います。います。

３点目は、雇用対策であります。昨今の県の対応を見ておりますと、国の経済対策、国３点目は、雇用対策であります。昨今の県の対応を見ておりますと、国の経済対策、国３点目は、雇用対策であります。昨今の県の対応を見ておりますと、国の経済対策、国３点目は、雇用対策であります。昨今の県の対応を見ておりますと、国の経済対策、国

の政策に乗っかり、もっと言えば１０分の１０の補助で、県費負担がゼロで、国の政策にの政策に乗っかり、もっと言えば１０分の１０の補助で、県費負担がゼロで、国の政策にの政策に乗っかり、もっと言えば１０分の１０の補助で、県費負担がゼロで、国の政策にの政策に乗っかり、もっと言えば１０分の１０の補助で、県費負担がゼロで、国の政策に

よって乗っかっていると。そうしますと、国の政策が切れた場合に、今よって乗っかっていると。そうしますと、国の政策が切れた場合に、今よって乗っかっていると。そうしますと、国の政策が切れた場合に、今よって乗っかっていると。そうしますと、国の政策が切れた場合に、今申申申申し上し上し上し上げげげげている雇ている雇ている雇ている雇

用対策は、果たして用対策は、果たして用対策は、果たして用対策は、果たして進む進む進む進むのかどうか。ここで、今のかどうか。ここで、今のかどうか。ここで、今のかどうか。ここで、今回回回回補正に出されているテ補正に出されているテ補正に出されているテ補正に出されているテレワレワレワレワーーーーククククの予の予の予の予算算算算

をををを組組組組んでおられるわけですけれども、んでおられるわけですけれども、んでおられるわけですけれども、んでおられるわけですけれども、何何何何人規模で、どのような人規模で、どのような人規模で、どのような人規模で、どのような方法方法方法方法でこのテでこのテでこのテでこのテレワレワレワレワーーーーカカカカーをーをーをーを

養養養養成しようとされているのか。もっと言えば、在成しようとされているのか。もっと言えば、在成しようとされているのか。もっと言えば、在成しようとされているのか。もっと言えば、在宅就宅就宅就宅就業者が在業者が在業者が在業者が在宅宅宅宅でででで仕仕仕仕事をできるように県事をできるように県事をできるように県事をできるように県

はこの政策をはこの政策をはこの政策をはこの政策を使使使使ってってってって養養養養成しようという思いだと思うのですけれども、そうしたら、これは成しようという思いだと思うのですけれども、そうしたら、これは成しようという思いだと思うのですけれども、そうしたら、これは成しようという思いだと思うのですけれども、そうしたら、これは

どういう会どういう会どういう会どういう会社社社社にこういうにこういうにこういうにこういう資金資金資金資金を置いて、どういう人を置いて、どういう人を置いて、どういう人を置いて、どういう人間間間間をををを募集募集募集募集してテしてテしてテしてテレワレワレワレワーーーーカカカカーのーのーのーの育育育育成をし成をし成をし成をし

ようとしているのか、このことがまだようとしているのか、このことがまだようとしているのか、このことがまだようとしているのか、このことがまだ少少少少しわかりませんので、わかるしわかりませんので、わかるしわかりませんので、わかるしわかりませんので、わかる範囲範囲範囲範囲でご説明をいたでご説明をいたでご説明をいたでご説明をいた

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

４４４４点目は、県営点目は、県営点目は、県営点目は、県営競輪競輪競輪競輪場問場問場問場問題題題題です。中です。中です。中です。中間間間間報告に基づいて報告に基づいて報告に基づいて報告に基づいて競輪競輪競輪競輪場を場を場を場を存存存存続させ、今続させ、今続させ、今続させ、今回回回回１１１１１１１１億円億円億円億円

のののの枠枠枠枠をつくって県営をつくって県営をつくって県営をつくって県営競輪競輪競輪競輪をををを存存存存続させます。しかしながら、その続させます。しかしながら、その続させます。しかしながら、その続させます。しかしながら、その方方方方策として策として策として策として外外外外部委部委部委部委託託託託をやる。をやる。をやる。をやる。

常常常常 々々々々、現在の経済、現在の経済、現在の経済、現在の経済情勢情勢情勢情勢なり日本のなり日本のなり日本のなり日本の状況状況状況状況を見た場合に、かつてはを見た場合に、かつてはを見た場合に、かつてはを見た場合に、かつては競輪競輪競輪競輪場、あるいは場、あるいは場、あるいは場、あるいは競馬競馬競馬競馬場、場、場、場、

ボボボボーーーートレトレトレトレーーーースススス場、こういうことによって県の福場、こういうことによって県の福場、こういうことによって県の福場、こういうことによって県の福祉祉祉祉に非常にに非常にに非常にに非常に貢献貢献貢献貢献してもらったことはしてもらったことはしてもらったことはしてもらったことは認認認認めるめるめるめる

ところです。しかしながら、昨今はところです。しかしながら、昨今はところです。しかしながら、昨今はところです。しかしながら、昨今は赤字赤字赤字赤字続きで、奈良県営続きで、奈良県営続きで、奈良県営続きで、奈良県営競輪競輪競輪競輪場においては場においては場においては場においては随随随随分分分分前前前前に、こに、こに、こに、こ

れではいけないとれではいけないとれではいけないとれではいけないと三連単方式三連単方式三連単方式三連単方式をををを導導導導入して、これで入して、これで入して、これで入して、これで設備設備設備設備を入れ、今もを入れ、今もを入れ、今もを入れ、今も収益収益収益収益の大の大の大の大半半半半はははは三連単三連単三連単三連単とととと

思うのです。しかし、思うのです。しかし、思うのです。しかし、思うのです。しかし、三連単三連単三連単三連単をやったけれども、いかんせんをやったけれども、いかんせんをやったけれども、いかんせんをやったけれども、いかんせん競輪競輪競輪競輪人人人人口口口口がががが低迷低迷低迷低迷をたどって、をたどって、をたどって、をたどって、

将来将来将来将来もももも飛躍飛躍飛躍飛躍的に的に的に的にふふふふえるとは考えられない。そこで、奈良市えるとは考えられない。そこで、奈良市えるとは考えられない。そこで、奈良市えるとは考えられない。そこで、奈良市西西西西大大大大寺寺寺寺で、あれだけ広大な敷地で、あれだけ広大な敷地で、あれだけ広大な敷地で、あれだけ広大な敷地

にににに競輪競輪競輪競輪場を置いておく場を置いておく場を置いておく場を置いておくべべべべきかどうかということで、中きかどうかということで、中きかどうかということで、中きかどうかということで、中間間間間報告の３年報告の３年報告の３年報告の３年間間間間を見て、それでもし、を見て、それでもし、を見て、それでもし、を見て、それでもし、
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競輪競輪競輪競輪人人人人口口口口、、、、競輪収益競輪収益競輪収益競輪収益がががが改善改善改善改善しなかった場合に、しなかった場合に、しなかった場合に、しなかった場合に、外外外外部部部部包括包括包括包括委委委委託託託託会会会会社社社社は、今は、今は、今は、今使使使使っている、っている、っている、っている、競輪競輪競輪競輪

場の場の場の場の従従従従業員を業員を業員を業員を確保確保確保確保するとおっしするとおっしするとおっしするとおっしゃゃゃゃるけれども、るけれども、るけれども、るけれども、民間民間民間民間に委に委に委に委託託託託されたらされたらされたらされたら当然当然当然当然そのそのそのその従従従従業員の業員の業員の業員の給料給料給料給料

も１年、２年でも１年、２年でも１年、２年でも１年、２年で減減減減っていくわけです。委っていくわけです。委っていくわけです。委っていくわけです。委託託託託会会会会社社社社もももも収益収益収益収益を上を上を上を上げげげげないといけないので、ないといけないので、ないといけないので、ないといけないので、何何何何をすをすをすをす

るかといえば、やはり人件費のるかといえば、やはり人件費のるかといえば、やはり人件費のるかといえば、やはり人件費のカットカットカットカットも大きな経営の内も大きな経営の内も大きな経営の内も大きな経営の内容容容容となり、その場合に、県は３年となり、その場合に、県は３年となり、その場合に、県は３年となり、その場合に、県は３年

を経を経を経を経過過過過しても売り上しても売り上しても売り上しても売り上げげげげがががが低迷低迷低迷低迷した場合にはした場合にはした場合にはした場合には外外外外部部部部包括包括包括包括委委委委託託託託会会会会社社社社にににに任任任任せておくのではなく、せておくのではなく、せておくのではなく、せておくのではなく、根根根根

本的には本的には本的には本的には存廃存廃存廃存廃を考えるを考えるを考えるを考えるべべべべきだと思うのですが、この点について。きだと思うのですが、この点について。きだと思うのですが、この点について。きだと思うのですが、この点について。以以以以上上上上４４４４点、よろしくお願点、よろしくお願点、よろしくお願点、よろしくお願

いいたします。いいたします。いいたします。いいたします。

○嶋本農林部次長（市場担当）○嶋本農林部次長（市場担当）○嶋本農林部次長（市場担当）○嶋本農林部次長（市場担当） 中村委員から、中央卸売市場の中村委員から、中央卸売市場の中村委員から、中央卸売市場の中村委員から、中央卸売市場の改革改革改革改革に関に関に関に関連連連連いたしましていたしましていたしましていたしまして

大きく２点、一つは入退去基準について、もう一つは事業者の大きく２点、一つは入退去基準について、もう一つは事業者の大きく２点、一つは入退去基準について、もう一つは事業者の大きく２点、一つは入退去基準について、もう一つは事業者の取取取取りりりり組み組み組み組みに対する県の支援に対する県の支援に対する県の支援に対する県の支援

は、これまでとどうは、これまでとどうは、これまでとどうは、これまでとどう違違違違うのかという観点でご質問をいただきました。うのかという観点でご質問をいただきました。うのかという観点でご質問をいただきました。うのかという観点でご質問をいただきました。

まず、入退去基準でございます。これは、大きく３点ぐらいのまず、入退去基準でございます。これは、大きく３点ぐらいのまず、入退去基準でございます。これは、大きく３点ぐらいのまず、入退去基準でございます。これは、大きく３点ぐらいの要素要素要素要素を考えております。を考えております。を考えております。を考えております。

一つは、もちろん一つは、もちろん一つは、もちろん一つは、もちろん使使使使用用用用料料料料をををを滞納滞納滞納滞納されて、これまでもされて、これまでもされて、これまでもされて、これまでも個別個別個別個別にににに当当当当たり、支たり、支たり、支たり、支払払払払いいいい計画計画計画計画を出させるを出させるを出させるを出させる

とかとかとかとか期限期限期限期限を約を約を約を約束束束束させるとか、そういう対応をしてきたわけです。そうなるさせるとか、そういう対応をしてきたわけです。そうなるさせるとか、そういう対応をしてきたわけです。そうなるさせるとか、そういう対応をしてきたわけです。そうなる以前以前以前以前から意から意から意から意識識識識をををを

させないといけないと、今させないといけないと、今させないといけないと、今させないといけないと、今回回回回は新たに、例えば３は新たに、例えば３は新たに、例えば３は新たに、例えば３カカカカ月月月月以以以以上たつと、まず一上たつと、まず一上たつと、まず一上たつと、まず一旦旦旦旦はははは預預預預かっていかっていかっていかってい

るるるる保証金保証金保証金保証金をををを充当充当充当充当してしまいますとか、してしまいますとか、してしまいますとか、してしまいますとか、次次次次のののの催催催催告を告を告を告を受受受受けたらもうだめですというけたらもうだめですというけたらもうだめですというけたらもうだめですという条条条条件、こう件、こう件、こう件、こう

いう基準で考えますということを明いう基準で考えますということを明いう基準で考えますということを明いう基準で考えますということを明示示示示を一応させていただきました。それと、もう１点のを一応させていただきました。それと、もう１点のを一応させていただきました。それと、もう１点のを一応させていただきました。それと、もう１点の

要素要素要素要素は、いろいろな業は、いろいろな業は、いろいろな業は、いろいろな業務務務務においては、卸売市場においては、卸売市場においては、卸売市場においては、卸売市場法法法法で事で事で事で事細細細細かにかにかにかに手手手手続が決められておりますの続が決められておりますの続が決められておりますの続が決められておりますの

で、それにで、それにで、それにで、それに違反違反違反違反があった場合はもちろん、そうでなくても、例えば市場内のがあった場合はもちろん、そうでなくても、例えば市場内のがあった場合はもちろん、そうでなくても、例えば市場内のがあった場合はもちろん、そうでなくても、例えば市場内の施設施設施設施設のののの使使使使いいいい方方方方

であったり、そういう点でルールにであったり、そういう点でルールにであったり、そういう点でルールにであったり、そういう点でルールに従従従従わない、わない、わない、わない、何何何何度度度度勧勧勧勧告をしても告をしても告をしても告をしても聞聞聞聞いてもらえない人たちいてもらえない人たちいてもらえない人たちいてもらえない人たち

についても、についても、についても、についても、悪悪悪悪質な場合によっては出ていってもらいますという通知をいたします。質な場合によっては出ていってもらいますという通知をいたします。質な場合によっては出ていってもらいますという通知をいたします。質な場合によっては出ていってもらいますという通知をいたします。

それから、もう１点は、今現在、それから、もう１点は、今現在、それから、もう１点は、今現在、それから、もう１点は、今現在、青青青青果、果、果、果、水水水水産を合わせまして産を合わせまして産を合わせまして産を合わせまして仲仲仲仲卸卸卸卸６６６６０数０数０数０数社社社社入っているわ入っているわ入っているわ入っているわ

けです。しっかりやっておられ、けです。しっかりやっておられ、けです。しっかりやっておられ、けです。しっかりやっておられ、伸び伸び伸び伸びているところもあるのですが、ているところもあるのですが、ているところもあるのですが、ているところもあるのですが、多多多多くはくはくはくは後後後後継者がいな継者がいな継者がいな継者がいな

いとか、経営いとか、経営いとか、経営いとか、経営状況状況状況状況は、は、は、は、毎毎毎毎年度年度年度年度赤字赤字赤字赤字を出している等の業者もを出している等の業者もを出している等の業者もを出している等の業者も半半半半数数数数近近近近くございます。その中でくございます。その中でくございます。その中でくございます。その中で

も、例えばも、例えばも、例えばも、例えば流動比率流動比率流動比率流動比率であるとか、であるとか、であるとか、であるとか、資資資資本と負本と負本と負本と負債債債債のののの比率比率比率比率であるとか、であるとか、であるとか、であるとか、過過過過去３年去３年去３年去３年間間間間で経営で経営で経営で経営状況状況状況状況が、が、が、が、

例えば例えば例えば例えば赤字赤字赤字赤字継続をしていたとしても継続をしていたとしても継続をしていたとしても継続をしていたとしても資資資資本的にしっかりしていれば本的にしっかりしていれば本的にしっかりしていれば本的にしっかりしていれば改善改善改善改善のののの余余余余地もあるわけで地もあるわけで地もあるわけで地もあるわけで

すが、このすが、このすが、このすが、この辺辺辺辺を見ていったときに、どうしても今を見ていったときに、どうしても今を見ていったときに、どうしても今を見ていったときに、どうしても今後厳後厳後厳後厳しいと思われるところには県から、しいと思われるところには県から、しいと思われるところには県から、しいと思われるところには県から、

例えば例えば例えば例えば公認公認公認公認会会会会計士計士計士計士などをなどをなどをなどを紹介紹介紹介紹介したり、したり、したり、したり、商商商商売をされていますのでもうやめなさいともなかな売をされていますのでもうやめなさいともなかな売をされていますのでもうやめなさいともなかな売をされていますのでもうやめなさいともなかな

か言いにくくございますので、それにか言いにくくございますので、それにか言いにくくございますので、それにか言いにくくございますので、それに気気気気づいていただく指づいていただく指づいていただく指づいていただく指導導導導をしていこうということををしていこうということををしていこうということををしていこうということを前前前前

もって通知をさせていただいているのがこの入退去基準の内もって通知をさせていただいているのがこの入退去基準の内もって通知をさせていただいているのがこの入退去基準の内もって通知をさせていただいているのがこの入退去基準の内容容容容でございます。でございます。でございます。でございます。

それで、それで、それで、それで、実際実際実際実際にどれほどなのかということですが、にどれほどなのかということですが、にどれほどなのかということですが、にどれほどなのかということですが、単単単単にににに赤字赤字赤字赤字とか、とか、とか、とか、赤字赤字赤字赤字であるけれどもであるけれどもであるけれどもであるけれども
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資資資資本はしっかりしている、本はしっかりしている、本はしっかりしている、本はしっかりしている、黒字黒字黒字黒字だがだがだがだが資資資資本が本が本が本が危危危危ういとか、いろいろなういとか、いろいろなういとか、いろいろなういとか、いろいろなケケケケーーーーススススがありますが、がありますが、がありますが、がありますが、

半半半半数数数数近近近近くがそういうくがそういうくがそういうくがそういう状況状況状況状況にございます。今、平成２５年にございます。今、平成２５年にございます。今、平成２５年にございます。今、平成２５年４４４４月からここまで月からここまで月からここまで月からここまで取取取取りりりり組組組組んできたんできたんできたんできた

中で、まだ中で、まだ中で、まだ中で、まだ確確確確定ではないですが、一、定ではないですが、一、定ではないですが、一、定ではないですが、一、二二二二、そういう意、そういう意、そういう意、そういう意向向向向を持っている事業者が出てきていを持っている事業者が出てきていを持っている事業者が出てきていを持っている事業者が出てきてい

るのは現るのは現るのは現るのは現実実実実としてあるとしてあるとしてあるとしてある状況状況状況状況でございます。まだはっきりとでございます。まだはっきりとでございます。まだはっきりとでございます。まだはっきりと確確確確定しておりませんのでこれぐ定しておりませんのでこれぐ定しておりませんのでこれぐ定しておりませんのでこれぐ

らいです。らいです。らいです。らいです。

それから、それから、それから、それから、個別個別個別個別の契約をして県がする支援でございます。これまで３０数年の契約をして県がする支援でございます。これまで３０数年の契約をして県がする支援でございます。これまで３０数年の契約をして県がする支援でございます。これまで３０数年間間間間、、、、昔昔昔昔のののの取取取取

引引引引のののの流流流流れは、卸売業者がれは、卸売業者がれは、卸売業者がれは、卸売業者が生生生生産者と一産者と一産者と一産者と一緒緒緒緒になってになってになってになって集集集集めてきたものをめてきたものをめてきたものをめてきたものを仲仲仲仲卸業者を通して売る卸業者を通して売る卸業者を通して売る卸業者を通して売る流流流流

れ一れ一れ一れ一辺倒辺倒辺倒辺倒でやってきて、でやってきて、でやってきて、でやってきて、近近近近年、年、年、年、取引取引取引取引高は高は高は高は減少減少減少減少しているわけでございますけれども、これにしているわけでございますけれども、これにしているわけでございますけれども、これにしているわけでございますけれども、これに

対して県で対して県で対して県で対して県で何何何何とかというだけで、とかというだけで、とかというだけで、とかというだけで、余余余余り意欲を持ってり意欲を持ってり意欲を持ってり意欲を持って積極積極積極積極的にという的にという的にという的にという状況状況状況状況になかったので、になかったので、になかったので、になかったので、

個別個別個別個別には、には、には、には、先先先先ほどほどほどほど申申申申しましたようにしましたようにしましたようにしましたように頑張頑張頑張頑張っておられる業者もおられるのですが、大っておられる業者もおられるのですが、大っておられる業者もおられるのですが、大っておられる業者もおられるのですが、大半半半半がそがそがそがそ

ういうういうういうういう状況状況状況状況になかったということで、今になかったということで、今になかったということで、今になかったということで、今回改回改回改回改めてめてめてめて協協協協定まで結んでやろうということは、県定まで結んでやろうということは、県定まで結んでやろうということは、県定まで結んでやろうということは、県

も市場のも市場のも市場のも市場の活性化維活性化維活性化維活性化維持をするために持をするために持をするために持をするために頑張頑張頑張頑張るけれども、やはり市場の経営るけれども、やはり市場の経営るけれども、やはり市場の経営るけれども、やはり市場の経営活動活動活動活動は事業者のは事業者のは事業者のは事業者の商商商商売売売売

ががががメメメメーーーーンンンンでございますので、意欲があってでございますので、意欲があってでございますので、意欲があってでございますので、意欲があって初初初初めてそれに対して県の支援もめてそれに対して県の支援もめてそれに対して県の支援もめてそれに対して県の支援も効効効効果があらわれ果があらわれ果があらわれ果があらわれ

るという観点で、今るという観点で、今るという観点で、今るという観点で、今回回回回意欲を意欲を意欲を意欲を示示示示してもらえるしてもらえるしてもらえるしてもらえる方々方々方々方々に事業を提案し、そのに事業を提案し、そのに事業を提案し、そのに事業を提案し、その進捗進捗進捗進捗に応に応に応に応じじじじた支援た支援た支援た支援

を県もしていこうという関係をを県もしていこうという関係をを県もしていこうという関係をを県もしていこうという関係を築築築築いたところでございます。いたところでございます。いたところでございます。いたところでございます。

中中中中身身身身につきましては、今補正でお願いしており、農林部長からごにつきましては、今補正でお願いしており、農林部長からごにつきましては、今補正でお願いしており、農林部長からごにつきましては、今補正でお願いしており、農林部長からご紹介紹介紹介紹介していただきまししていただきまししていただきまししていただきまし

たけれども、加えまして、おたけれども、加えまして、おたけれども、加えまして、おたけれども、加えまして、お金金金金はかからないけれどもはかからないけれどもはかからないけれどもはかからないけれども情情情情報提報提報提報提供供供供であるとか、関係であるとか、関係であるとか、関係であるとか、関係各所各所各所各所とのとのとのとの

調整調整調整調整とか、そういったところには県もとか、そういったところには県もとか、そういったところには県もとか、そういったところには県も積極積極積極積極的に応援をして、一的に応援をして、一的に応援をして、一的に応援をして、一緒緒緒緒にやっていると考えておにやっていると考えておにやっていると考えておにやっていると考えてお

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

○中尾知事公室審議官（県営プール跡地活用プロジェクト担当）兼まちづくり推進局次長○中尾知事公室審議官（県営プール跡地活用プロジェクト担当）兼まちづくり推進局次長○中尾知事公室審議官（県営プール跡地活用プロジェクト担当）兼まちづくり推進局次長○中尾知事公室審議官（県営プール跡地活用プロジェクト担当）兼まちづくり推進局次長

（地域デザイン推進課長事務取扱）（地域デザイン推進課長事務取扱）（地域デザイン推進課長事務取扱）（地域デザイン推進課長事務取扱） 県営プール跡地のご質問をいただきました。県営プール跡地のご質問をいただきました。県営プール跡地のご質問をいただきました。県営プール跡地のご質問をいただきました。

県営プール跡地のプロ県営プール跡地のプロ県営プール跡地のプロ県営プール跡地のプロジェクトジェクトジェクトジェクトにつきましては、につきましては、につきましては、につきましては、滞滞滞滞在在在在型型型型観光の観光の観光の観光の拠拠拠拠点点点点へへへへのののの脱却脱却脱却脱却という大きという大きという大きという大き

なななな課題課題課題課題を持ってを持ってを持ってを持って取取取取りりりり組組組組んでおりますので、一つはホテル誘致につきましては、これまでも、んでおりますので、一つはホテル誘致につきましては、これまでも、んでおりますので、一つはホテル誘致につきましては、これまでも、んでおりますので、一つはホテル誘致につきましては、これまでも、

これからもこのプロこれからもこのプロこれからもこのプロこれからもこのプロジェクトジェクトジェクトジェクトの中の中の中の中核核核核的な内的な内的な内的な内容容容容であると思っております。これまでもご関であると思っております。これまでもご関であると思っております。これまでもご関であると思っております。これまでもご関心心心心

をををを寄寄寄寄せていただいている事業者のせていただいている事業者のせていただいている事業者のせていただいている事業者の方々方々方々方々を含め、を含め、を含め、を含め、引引引引き続き意見き続き意見き続き意見き続き意見交換交換交換交換をををを行行行行いながら誘致いながら誘致いながら誘致いながら誘致活動活動活動活動をををを

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

そういった中で、敷地のそういった中で、敷地のそういった中で、敷地のそういった中で、敷地の使使使使いいいい方方方方でございますが、敷地でございますが、敷地でございますが、敷地でございますが、敷地全全全全体ではプール跡地、それから体ではプール跡地、それから体ではプール跡地、それから体ではプール跡地、それから警警警警

察署察署察署察署を含めて３を含めて３を含めて３を含めて３万万万万１１１１，，，，０００平０００平０００平０００平方メ方メ方メ方メーーーートトトトルございます。そういう中で、ＮＨＫにつきましルございます。そういう中で、ＮＨＫにつきましルございます。そういう中で、ＮＨＫにつきましルございます。そういう中で、ＮＨＫにつきまし

ては、これからては、これからては、これからては、これから協協協協議議議議検討検討検討検討になりますけれども、今の段階ではおおになりますけれども、今の段階ではおおになりますけれども、今の段階ではおおになりますけれども、今の段階ではおおむね４，むね４，むね４，むね４，０００平０００平０００平０００平方メ方メ方メ方メーーーー

トトトトルから５ルから５ルから５ルから５，，，，０００平０００平０００平０００平方メ方メ方メ方メーーーートトトトルぐらいの規模になってくるのではないかと考えておりまルぐらいの規模になってくるのではないかと考えておりまルぐらいの規模になってくるのではないかと考えておりまルぐらいの規模になってくるのではないかと考えておりま
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す。す。す。す。

そういたしますと、まだ２そういたしますと、まだ２そういたしますと、まだ２そういたしますと、まだ２万６，万６，万６，万６，０００平０００平０００平０００平方メ方メ方メ方メーーーートトトトルから２ルから２ルから２ルから２万万万万７７７７，，，，０００平０００平０００平０００平方メ方メ方メ方メーーーートトトトルルルル

の敷地がの敷地がの敷地がの敷地が残残残残りますので、そういった中でホテルを含め、りますので、そういった中でホテルを含め、りますので、そういった中でホテルを含め、りますので、そういった中でホテルを含め、宿泊宿泊宿泊宿泊のののの機能機能機能機能だけではなくて、だけではなくて、だけではなくて、だけではなくて、イベイベイベイベ

ントントントント広場的な広場的な広場的な広場的な機能機能機能機能であるとかであるとかであるとかであるとかコンベンションコンベンションコンベンションコンベンション的な的な的な的な機能機能機能機能であるとか、あるいはであるとか、あるいはであるとか、あるいはであるとか、あるいは飲食飲食飲食飲食一般や一般や一般や一般や公公公公

共交共交共交共交通といった通といった通といった通といった機能機能機能機能も含めまして考えていきたいと思っております。もちろんホテルにつも含めまして考えていきたいと思っております。もちろんホテルにつも含めまして考えていきたいと思っております。もちろんホテルにつも含めまして考えていきたいと思っております。もちろんホテルにつ

きましては、ホテル事業者がどれくらいの敷地をきましては、ホテル事業者がどれくらいの敷地をきましては、ホテル事業者がどれくらいの敷地をきましては、ホテル事業者がどれくらいの敷地を必要必要必要必要とされるかということも含めてとされるかということも含めてとされるかということも含めてとされるかということも含めて協協協協議議議議

をしていくことになるかと思います。をしていくことになるかと思います。をしていくことになるかと思います。をしていくことになるかと思います。

そういった中で、３そういった中で、３そういった中で、３そういった中で、３万万万万１１１１，，，，０００平０００平０００平０００平方メ方メ方メ方メーーーートトトトルルルル全全全全体の中体の中体の中体の中身身身身を平成２５年度にを平成２５年度にを平成２５年度にを平成２５年度に整理整理整理整理してましてましてましてま

いりたいと思っております。いりたいと思っております。いりたいと思っております。いりたいと思っております。配配配配置につきましても置につきましても置につきましても置につきましても全全全全体を考える中で、ＮＨＫも含めて考え体を考える中で、ＮＨＫも含めて考え体を考える中で、ＮＨＫも含めて考え体を考える中で、ＮＨＫも含めて考え

ていくことになるかと思っております。ていくことになるかと思っております。ていくことになるかと思っております。ていくことになるかと思っております。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○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 テテテテレワレワレワレワーーーーククククに関してのご質問でございます。に関してのご質問でございます。に関してのご質問でございます。に関してのご質問でございます。

中村委員ご指中村委員ご指中村委員ご指中村委員ご指摘摘摘摘のとおり、国ののとおり、国ののとおり、国ののとおり、国の緊急緊急緊急緊急雇用の基雇用の基雇用の基雇用の基金金金金をををを利利利利用しますが、国の支援が切れたとき用しますが、国の支援が切れたとき用しますが、国の支援が切れたとき用しますが、国の支援が切れたとき

に、そのに、そのに、そのに、その後後後後もしっかりと雇用対策に結もしっかりと雇用対策に結もしっかりと雇用対策に結もしっかりと雇用対策に結びびびびついているのかというご指ついているのかというご指ついているのかというご指ついているのかというご指摘摘摘摘であったと思います。であったと思います。であったと思います。であったと思います。

ご指ご指ご指ご指摘摘摘摘のとおり、雇用に結のとおり、雇用に結のとおり、雇用に結のとおり、雇用に結びびびびつけるためにつけるためにつけるためにつけるために施施施施策をいろいろ考えるのは非常に策をいろいろ考えるのは非常に策をいろいろ考えるのは非常に策をいろいろ考えるのは非常に重要重要重要重要なことだなことだなことだなことだ

と考えています。と考えています。と考えています。と考えています。

平成２５年平成２５年平成２５年平成２５年６６６６月に月に月に月に骨太骨太骨太骨太のののの方針方針方針方針ということで、ということで、ということで、ということで、若若若若者や者や者や者や女性女性女性女性のののの活躍推進活躍推進活躍推進活躍推進のための提言が出まのための提言が出まのための提言が出まのための提言が出ま

して、して、して、して、女性女性女性女性のののの活躍活躍活躍活躍をををを推進推進推進推進するための一つのするための一つのするための一つのするための一つの手法手法手法手法として在として在として在として在宅就労宅就労宅就労宅就労をををを進進進進めていき、テめていき、テめていき、テめていき、テレワレワレワレワーーーークククク

をををを推進推進推進推進していくという項目がしていくという項目がしていくという項目がしていくという項目が盛盛盛盛りりりり込込込込まれております。テまれております。テまれております。テまれております。テレワレワレワレワーーーーククククをををを進進進進めていきますのには、めていきますのには、めていきますのには、めていきますのには、

まずまずまずまず最初最初最初最初にににに企企企企業でございます。これは、業でございます。これは、業でございます。これは、業でございます。これは、民間企民間企民間企民間企業の業の業の業の調査調査調査調査ではありますが、まだではありますが、まだではありますが、まだではありますが、まだ導導導導入入入入企企企企業は業は業は業は

そんなにたくさんありません。そんなにたくさんありません。そんなにたくさんありません。そんなにたくさんありません。アンケアンケアンケアンケーーーート調査ト調査ト調査ト調査をしておりますが、テをしておりますが、テをしておりますが、テをしておりますが、テレワレワレワレワーーーーククククをををを導導導導入する入する入する入する

意意意意向向向向があるのは大体３があるのは大体３があるのは大体３があるのは大体３割割割割ぐらいという内ぐらいという内ぐらいという内ぐらいという内容容容容になっております。このテになっております。このテになっております。このテになっております。このテレワレワレワレワーーーークククク、基、基、基、基金金金金をををを利利利利

用しまして、用しまして、用しまして、用しまして、企企企企業業業業向向向向けにけにけにけに掘掘掘掘りりりり起起起起こしをこしをこしをこしを行行行行い、テい、テい、テい、テレワレワレワレワーーーーククククにににに取取取取りりりり組む企組む企組む企組む企業を業を業を業をふふふふやしていきたやしていきたやしていきたやしていきた

いと思っています。いと思っています。いと思っています。いと思っています。

次次次次に、テに、テに、テに、テレワレワレワレワーーーーククククをををを利利利利用して用して用して用して女性女性女性女性のののの方方方方等が在等が在等が在等が在宅宅宅宅でででで就労就労就労就労できるように、できるように、できるように、できるように、何何何何人ぐらいを目人ぐらいを目人ぐらいを目人ぐらいを目標標標標

に、またそんな目に、またそんな目に、またそんな目に、またそんな目標標標標があるのかというご質問だと思いますがあるのかというご質問だと思いますがあるのかというご質問だと思いますがあるのかというご質問だと思います。。。。「「「「９月定例県議会提出予定議９月定例県議会提出予定議９月定例県議会提出予定議９月定例県議会提出予定議

案の案の案の案の概概概概要要要要」」」」にににに書書書書いていますこの事業に関しましては、平成２２年９月からいていますこの事業に関しましては、平成２２年９月からいていますこの事業に関しましては、平成２２年９月からいていますこの事業に関しましては、平成２２年９月から始始始始め、め、め、め、延延延延べべべべ定員定員定員定員

が１９５名でが１９５名でが１９５名でが１９５名で養養養養成をしました。成をしました。成をしました。成をしました。訓練訓練訓練訓練のののの修了修了修了修了者が９者が９者が９者が９８８８８名で、その名で、その名で、その名で、その後後後後しごとしごとしごとしごとｉセｉセｉセｉセンンンンタタタターにーにーにーにササササーーーー

ビビビビスススス修了修了修了修了者９者９者９者９８８８８名のうち７名のうち７名のうち７名のうち７６６６６名が名が名が名が登録登録登録登録をしております。このをしております。このをしております。このをしております。この登録登録登録登録は、テは、テは、テは、テレワレワレワレワーーーーククククをををを利利利利用し用し用し用し

たたたた仕仕仕仕事の事の事の事の情情情情報提報提報提報提供供供供をををを希望希望希望希望するというするというするというするという方方方方はしごとはしごとはしごとはしごとｉセｉセｉセｉセンンンンタタタターでーでーでーで登録登録登録登録していただいて、テしていただいて、テしていただいて、テしていただいて、テレワレワレワレワ

ーーーーククククをををを利利利利用した用した用した用した仕仕仕仕事、発事、発事、発事、発注注注注があればがあればがあればがあれば情情情情報を欲しいということでございます。基報を欲しいということでございます。基報を欲しいということでございます。基報を欲しいということでございます。基金金金金の制度のの制度のの制度のの制度の
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うまうまうまうまみみみみをををを利利利利用しまして、テ用しまして、テ用しまして、テ用しまして、テレワレワレワレワーーーーククククのののの利利利利用用用用推進推進推進推進にににに進進進進めていきたいと思っています。めていきたいと思っています。めていきたいと思っています。めていきたいと思っています。以以以以上で上で上で上で

す。す。す。す。

○大月地域産業課長○大月地域産業課長○大月地域産業課長○大月地域産業課長 競輪競輪競輪競輪に関するご質問におに関するご質問におに関するご質問におに関するご質問にお答答答答えさせていただきます。ごえさせていただきます。ごえさせていただきます。ごえさせていただきます。ご存じ存じ存じ存じのように、のように、のように、のように、

奈良県営奈良県営奈良県営奈良県営競輪競輪競輪競輪では平成２では平成２では平成２では平成２４４４４年度年度年度年度末末末末でででで累累累累積赤字積赤字積赤字積赤字が９が９が９が９，４，４，４，４００００００００万円万円万円万円というというというという状況状況状況状況でございます。でございます。でございます。でございます。

このままこのままこのままこのまま赤字赤字赤字赤字を続けるわけにはいかないと、県営を続けるわけにはいかないと、県営を続けるわけにはいかないと、県営を続けるわけにはいかないと、県営競輪競輪競輪競輪ありありありあり方検討方検討方検討方検討委員会も委員会も委員会も委員会も設設設設けましてけましてけましてけまして検討検討検討検討

をををを重ね重ね重ね重ね、その中で、、その中で、、その中で、、その中で、全全全全国ですでに１国ですでに１国ですでに１国ですでに１４４４４のののの競輪競輪競輪競輪場が場が場が場が導導導導入している入している入している入している包括外包括外包括外包括外部委部委部委部委託方式託方式託方式託方式、これは、これは、これは、これは

車券販車券販車券販車券販売から売から売から売から警備警備警備警備、、、、清掃清掃清掃清掃、広告など、、広告など、、広告など、、広告など、個別個別個別個別、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは直直直直営で営で営で営で行行行行っている業っている業っている業っている業務務務務を一を一を一を一括括括括して一して一して一して一

社社社社に委に委に委に委託託託託するするするする方式方式方式方式です。このです。このです。このです。この包括外包括外包括外包括外部委部委部委部委託託託託をををを導導導導入して入して入して入して累累累累積赤字積赤字積赤字積赤字のののの解消解消解消解消を目指したいと今を目指したいと今を目指したいと今を目指したいと今回回回回、、、、

平成２平成２平成２平成２６６６６年度から平成２年度から平成２年度から平成２年度から平成２８８８８年度の年度の年度の年度の債務債務債務債務負担をお願いしているわけでございます。これによ負担をお願いしているわけでございます。これによ負担をお願いしているわけでございます。これによ負担をお願いしているわけでございます。これによ

って平成２って平成２って平成２って平成２４４４４年度の決年度の決年度の決年度の決算ベ算ベ算ベ算ベーーーーススススで約１で約１で約１で約１億円億円億円億円程程程程度の経費度の経費度の経費度の経費削削削削減減減減をもくろんでいるところでござをもくろんでいるところでござをもくろんでいるところでござをもくろんでいるところでござ

いまして、いまして、いまして、いまして、シシシシミュミュミュミュレレレレーーーーションションションションでは平成２では平成２では平成２では平成２８８８８年度年度年度年度末末末末にににに累累累累積赤字積赤字積赤字積赤字のののの解消解消解消解消もできて、一般会もできて、一般会もできて、一般会もできて、一般会計計計計にににに

もまたもまたもまたもまた貢献貢献貢献貢献することができると考えているところです。加えて、することができると考えているところです。加えて、することができると考えているところです。加えて、することができると考えているところです。加えて、包括外包括外包括外包括外部委部委部委部委託託託託することにすることにすることにすることに

よってよってよってよって民間民間民間民間ノウハウノウハウノウハウノウハウをををを活活活活用することによって新規の用することによって新規の用することによって新規の用することによって新規の顧客獲得顧客獲得顧客獲得顧客獲得もももも期期期期待待待待できると考えておりまできると考えておりまできると考えておりまできると考えておりま

す。県としては、平成２す。県としては、平成２す。県としては、平成２す。県としては、平成２６６６６年度から年度から年度から年度から導導導導入を入を入を入を図図図図りたいと考えているところですけれども、県りたいと考えているところですけれども、県りたいと考えているところですけれども、県りたいと考えているところですけれども、県

営営営営競輪競輪競輪競輪ありありありあり方検討方検討方検討方検討委員会でも委員会でも委員会でも委員会でも方向性方向性方向性方向性としてとしてとしてとして示示示示されましたが、されましたが、されましたが、されましたが、当当当当面面面面のののの存存存存続続続続期間期間期間期間と考えておりと考えておりと考えておりと考えており

まして、まして、まして、まして、当当当当面面面面平成２平成２平成２平成２８８８８年度までして、その年度までして、その年度までして、その年度までして、その包括外包括外包括外包括外部委部委部委部委託導託導託導託導入入入入後後後後のののの車券車券車券車券の売り上の売り上の売り上の売り上げ状況げ状況げ状況げ状況や、や、や、や、

収収収収支の支の支の支の改善状況改善状況改善状況改善状況をををを検証検証検証検証いたしまして、一、いたしまして、一、いたしまして、一、いたしまして、一、二二二二年たつと年たつと年たつと年たつと包括外包括外包括外包括外部委部委部委部委託託託託をををを導導導導入することで入することで入することで入することでコスコスコスコス

トトトトをどのをどのをどのをどの程程程程度度度度削削削削減減減減できるのかがはっきりと見えてくると思います。そのできるのかがはっきりと見えてくると思います。そのできるのかがはっきりと見えてくると思います。そのできるのかがはっきりと見えてくると思います。その時時時時点で平成２９年点で平成２９年点で平成２９年点で平成２９年

度度度度以以以以降降降降、３年たって、その、３年たって、その、３年たって、その、３年たって、その次次次次をどうするかについては平成２９年度をどうするかについては平成２９年度をどうするかについては平成２９年度をどうするかについては平成２９年度以以以以降降降降もももも存存存存続させるか、続させるか、続させるか、続させるか、

あるいは平成２あるいは平成２あるいは平成２あるいは平成２８８８８年度年度年度年度末末末末でもうでもうでもうでもう廃廃廃廃止止止止するかについてするかについてするかについてするかについて方向性方向性方向性方向性をををを打打打打ち出すということを考えてち出すということを考えてち出すということを考えてち出すということを考えて

いるところでございます。いるところでございます。いるところでございます。いるところでございます。以以以以上です。上です。上です。上です。

○中村委員○中村委員○中村委員○中村委員 まず、県営まず、県営まず、県営まず、県営競輪競輪競輪競輪場ですけれども、大体の場ですけれども、大体の場ですけれども、大体の場ですけれども、大体の話話話話はよくわかりました。しかし、はよくわかりました。しかし、はよくわかりました。しかし、はよくわかりました。しかし、公公公公

が負担すが負担すが負担すが負担すべべべべき部分とき部分とき部分とき部分と民民民民が負担すが負担すが負担すが負担すべべべべき部分はもう政治の常き部分はもう政治の常き部分はもう政治の常き部分はもう政治の常 々々々々のののの課題課題課題課題です。そうすると、県営です。そうすると、県営です。そうすると、県営です。そうすると、県営

競輪競輪競輪競輪場でも、本場でも、本場でも、本場でも、本来来来来はははは役役役役割割割割があった。しかし、現代はがあった。しかし、現代はがあった。しかし、現代はがあった。しかし、現代は役役役役割割割割がもうがもうがもうがもう終終終終わってしまったのではなわってしまったのではなわってしまったのではなわってしまったのではな

いかというのがいかというのがいかというのがいかというのが私私私私のののの認識認識認識認識です。そうしますと、県はです。そうしますと、県はです。そうしますと、県はです。そうしますと、県は自自自自らのらのらのらの損失損失損失損失をををを軽軽軽軽減減減減するためにするためにするためにするために外外外外注注注注して、して、して、して、

それで一定それで一定それで一定それで一定期間期間期間期間見て、だめならばまた考えよう、ということだと思うのです。もうそんな見て、だめならばまた考えよう、ということだと思うのです。もうそんな見て、だめならばまた考えよう、ということだと思うのです。もうそんな見て、だめならばまた考えよう、ということだと思うのです。もうそんな

時時時時代ではないと思うのです。例えば、県の代ではないと思うのです。例えば、県の代ではないと思うのです。例えば、県の代ではないと思うのです。例えば、県の遊休土遊休土遊休土遊休土地でも地でも地でも地でも処処処処分していこうではないかという分していこうではないかという分していこうではないかという分していこうではないかという

時時時時代なのです。そうしたら、あの一等地はにぎわいづくりという観点からもっと奈良市代なのです。そうしたら、あの一等地はにぎわいづくりという観点からもっと奈良市代なのです。そうしたら、あの一等地はにぎわいづくりという観点からもっと奈良市代なのです。そうしたら、あの一等地はにぎわいづくりという観点からもっと奈良市民民民民

を含めた地を含めた地を含めた地を含めた地域域域域のののの方々方々方々方々にににに貢献貢献貢献貢献することをすることをすることをすることを真剣真剣真剣真剣に考えるに考えるに考えるに考える時時時時期期期期だと思うのです。だから、今のだと思うのです。だから、今のだと思うのです。だから、今のだと思うのです。だから、今の話話話話

で、いで、いで、いで、いみじみじみじみじくも出ましたが、３年くも出ましたが、３年くも出ましたが、３年くも出ましたが、３年間間間間様様様様子を見て、それでも県営子を見て、それでも県営子を見て、それでも県営子を見て、それでも県営競輪競輪競輪競輪場本場本場本場本来来来来の売り上の売り上の売り上の売り上げ収げ収げ収げ収入入入入
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であるであるであるである車券車券車券車券売り上売り上売り上売り上げげげげがががが低迷低迷低迷低迷した場合には、した場合には、した場合には、した場合には、外外外外部部部部包括包括包括包括委委委委託託託託いかんにかかわらず、県がいかんにかかわらず、県がいかんにかかわらず、県がいかんにかかわらず、県が競輪競輪競輪競輪事事事事

業から撤退をするというかたい意思を業から撤退をするというかたい意思を業から撤退をするというかたい意思を業から撤退をするというかたい意思を確認確認確認確認するするするする時時時時期期期期がそろそろがそろそろがそろそろがそろそろ近近近近づいてきているのではなづいてきているのではなづいてきているのではなづいてきているのではな

いか。これはいか。これはいか。これはいか。これは私私私私の意見ですので、県としてよく荒井知事とごの意見ですので、県としてよく荒井知事とごの意見ですので、県としてよく荒井知事とごの意見ですので、県としてよく荒井知事とご相談相談相談相談をなされ、をなされ、をなされ、をなされ、所所所所見があれば見があれば見があれば見があれば

この件についてはおこの件についてはおこの件についてはおこの件についてはお話話話話を願いたいと思います。を願いたいと思います。を願いたいと思います。を願いたいと思います。

次次次次に、雇用対策ですけれど、村上雇用に、雇用対策ですけれど、村上雇用に、雇用対策ですけれど、村上雇用に、雇用対策ですけれど、村上雇用労労労労政政政政課課課課長、もうここで長、もうここで長、もうここで長、もうここで簡簡簡簡単単単単に言えば、在に言えば、在に言えば、在に言えば、在宅就宅就宅就宅就業と業と業と業と

は、会は、会は、会は、会社社社社にににに朝８時朝８時朝８時朝８時に出ていってというに出ていってというに出ていってというに出ていってという仕仕仕仕事はせず、事はせず、事はせず、事はせず、企企企企業の中で業の中で業の中で業の中でインインインインタタタターーーーネネネネットットットットをををを使使使使って報って報って報って報

告やいろいろな告やいろいろな告やいろいろな告やいろいろな仕仕仕仕事をして、それでもう出事をして、それでもう出事をして、それでもう出事をして、それでもう出勤勤勤勤しないでしようではないかということでしょしないでしようではないかということでしょしないでしようではないかということでしょしないでしようではないかということでしょ

う。日本のう。日本のう。日本のう。日本の社社社社会の中で言われているけれども、奈良県において、会の中で言われているけれども、奈良県において、会の中で言われているけれども、奈良県において、会の中で言われているけれども、奈良県において、実際実際実際実際に在に在に在に在宅宅宅宅でででで就就就就業してい業してい業してい業してい

る人はどれくらいいるのですか。そんなる人はどれくらいいるのですか。そんなる人はどれくらいいるのですか。そんなる人はどれくらいいるのですか。そんな調査調査調査調査もしていないでしょう。今もしていないでしょう。今もしていないでしょう。今もしていないでしょう。今回回回回のこの予のこの予のこの予のこの予算算算算は、は、は、は、

それがないわけです。人それがないわけです。人それがないわけです。人それがないわけです。人材派遣材派遣材派遣材派遣会会会会社社社社に県は委に県は委に県は委に県は委託託託託をして、とにかく在をして、とにかく在をして、とにかく在をして、とにかく在宅宅宅宅でででで仕仕仕仕事する人、事する人、事する人、事する人、アアアアルルルル

ババババイトイトイトイトを１年、２年を１年、２年を１年、２年を１年、２年使使使使って、一般って、一般って、一般って、一般企企企企業を業を業を業を回回回回って、やってくださいというって、やってくださいというって、やってくださいというって、やってくださいという企企企企業業業業回回回回りの指りの指りの指りの指導導導導員員員員

をつくってやる、その人をつくってやる、その人をつくってやる、その人をつくってやる、その人間間間間が今言っているかなりの予が今言っているかなりの予が今言っているかなりの予が今言っているかなりの予算算算算になっているわけです。になっているわけです。になっているわけです。になっているわけです。

これも政これも政これも政これも政府府府府の政策です。県がこんな政策はしていないのです。だから、奈良県で現在在の政策です。県がこんな政策はしていないのです。だから、奈良県で現在在の政策です。県がこんな政策はしていないのです。だから、奈良県で現在在の政策です。県がこんな政策はしていないのです。だから、奈良県で現在在

宅宅宅宅でででで就就就就業している人が、今質問しているのは業している人が、今質問しているのは業している人が、今質問しているのは業している人が、今質問しているのは突突突突然然然然のののの話話話話ですから、どれぐらいいるのか。そですから、どれぐらいいるのか。そですから、どれぐらいいるのか。そですから、どれぐらいいるのか。そ

れで、この事業をすることによって、本れで、この事業をすることによって、本れで、この事業をすることによって、本れで、この事業をすることによって、本当当当当に雇用対策として、奈良県の中に雇用対策として、奈良県の中に雇用対策として、奈良県の中に雇用対策として、奈良県の中小小小小企企企企業などを含業などを含業などを含業などを含

めて、奈良県のめて、奈良県のめて、奈良県のめて、奈良県の企企企企業の業業の業業の業業の業績績績績アッアッアッアップにつながる人プにつながる人プにつながる人プにつながる人材材材材確保確保確保確保にどれぐらいにどれぐらいにどれぐらいにどれぐらい貢献貢献貢献貢献するのか、そのするのか、そのするのか、そのするのか、その辺辺辺辺

のところをよくのところをよくのところをよくのところをよく吟味吟味吟味吟味してやらないと、今言った２してやらないと、今言った２してやらないと、今言った２してやらないと、今言った２番番番番目の目の目の目の女性女性女性女性のののの話話話話でもそうです。もうでもそうです。もうでもそうです。もうでもそうです。もう多多多多くくくく

は言いませんけれども、この事業は、まだは言いませんけれども、この事業は、まだは言いませんけれども、この事業は、まだは言いませんけれども、この事業は、まだ熟熟熟熟度が非常に度が非常に度が非常に度が非常に低迷低迷低迷低迷しているのです。それにもかしているのです。それにもかしているのです。それにもかしているのです。それにもか

かわらず、今かわらず、今かわらず、今かわらず、今回回回回のこの予のこの予のこの予のこの予算算算算書書書書はほとんど１０分の１０、国の経済対策にはほとんど１０分の１０、国の経済対策にはほとんど１０分の１０、国の経済対策にはほとんど１０分の１０、国の経済対策に全全全全部乗っかってい部乗っかってい部乗っかってい部乗っかってい

るだけです。県るだけです。県るだけです。県るだけです。県独自独自独自独自で、３分の１でも費用負担して、これは大事だからとやっている政策で、３分の１でも費用負担して、これは大事だからとやっている政策で、３分の１でも費用負担して、これは大事だからとやっている政策で、３分の１でも費用負担して、これは大事だからとやっている政策

ではないです。ではないです。ではないです。ではないです。全全全全部国がこれをしなさいと言ったのでやろうか、費用負担がゼロだからや部国がこれをしなさいと言ったのでやろうか、費用負担がゼロだからや部国がこれをしなさいと言ったのでやろうか、費用負担がゼロだからや部国がこれをしなさいと言ったのでやろうか、費用負担がゼロだからや

ろうとやっているのではないのですか。もうろうとやっているのではないのですか。もうろうとやっているのではないのですか。もうろうとやっているのではないのですか。もう少少少少しやはり雇用対策をしやはり雇用対策をしやはり雇用対策をしやはり雇用対策を真剣真剣真剣真剣に考えていただかに考えていただかに考えていただかに考えていただか

ないといけないので、今言っている今ないといけないので、今言っている今ないといけないので、今言っている今ないといけないので、今言っている今回回回回のこの分について、もうのこの分について、もうのこの分について、もうのこの分について、もう少少少少しししし具具具具体的にわかる体的にわかる体的にわかる体的にわかる範囲範囲範囲範囲

でご説明できればしてください。でご説明できればしてください。でご説明できればしてください。でご説明できればしてください。

それでそれでそれでそれで次次次次に、ホテル誘致について。３に、ホテル誘致について。３に、ホテル誘致について。３に、ホテル誘致について。３万万万万１１１１，，，，０００平０００平０００平０００平方メ方メ方メ方メーーーートトトトルのうちＮＨＫの敷地はルのうちＮＨＫの敷地はルのうちＮＨＫの敷地はルのうちＮＨＫの敷地は

５５５５，，，，０００平０００平０００平０００平方メ方メ方メ方メーーーートトトトルぐらいとのことです。荒井知事がホテル誘致にルぐらいとのことです。荒井知事がホテル誘致にルぐらいとのことです。荒井知事がホテル誘致にルぐらいとのことです。荒井知事がホテル誘致に真剣真剣真剣真剣にににに取取取取りりりり組組組組んで、んで、んで、んで、

国国国国際際際際会議もでき、そして会議もでき、そして会議もでき、そして会議もでき、そしてイメイメイメイメーーーージジジジとしては中としては中としては中としては中ラララランク以ンク以ンク以ンク以上の、高級なホテルの上の、高級なホテルの上の、高級なホテルの上の、高級なホテルのイメイメイメイメーーーージジジジをさをさをさをさ

れていると思うのです。そうすると、そこにＮＨＫが５れていると思うのです。そうすると、そこにＮＨＫが５れていると思うのです。そうすると、そこにＮＨＫが５れていると思うのです。そうすると、そこにＮＨＫが５，，，，０００平０００平０００平０００平方メ方メ方メ方メーーーートトトトルもルもルもルも使使使使ってしってしってしってし

まうと、そのまうと、そのまうと、そのまうと、その位位位位置によって、置によって、置によって、置によって、来来来来るホテルのるホテルのるホテルのるホテルのググググレレレレーーーードドドド、例えば、例えば、例えば、例えばヒヒヒヒルルルルトントントントンホテル、あるいは上ホテル、あるいは上ホテル、あるいは上ホテル、あるいは上

本本本本町町町町ののののシェシェシェシェララララトントントントン都都都都ホテル、ホテル、ホテル、ホテル、リリリリーーーーガガガガロロロロイイイイヤヤヤヤル、これらのホテルを誘致して、ル、これらのホテルを誘致して、ル、これらのホテルを誘致して、ル、これらのホテルを誘致して、来来来来ようとしてようとしてようとしてようとして
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いても、やはり敷地が制約されてきたら、今でもなかなかホテル誘致がいても、やはり敷地が制約されてきたら、今でもなかなかホテル誘致がいても、やはり敷地が制約されてきたら、今でもなかなかホテル誘致がいても、やはり敷地が制約されてきたら、今でもなかなかホテル誘致が実実実実現しないのに、現しないのに、現しないのに、現しないのに、

ここここここここへへへへまたＮＨＫのまたＮＨＫのまたＮＨＫのまたＮＨＫの移転移転移転移転です。だから言いたいのは、もうホテルの誘致は諦め、ＮＨＫをです。だから言いたいのは、もうホテルの誘致は諦め、ＮＨＫをです。だから言いたいのは、もうホテルの誘致は諦め、ＮＨＫをです。だから言いたいのは、もうホテルの誘致は諦め、ＮＨＫを

核核核核とした奈良市のにぎわいづくりをする意思があるのか、ホテル誘致はまだまだやる、そとした奈良市のにぎわいづくりをする意思があるのか、ホテル誘致はまだまだやる、そとした奈良市のにぎわいづくりをする意思があるのか、ホテル誘致はまだまだやる、そとした奈良市のにぎわいづくりをする意思があるのか、ホテル誘致はまだまだやる、そ

のののの辺辺辺辺のかたい決意があればお願いをいたしたいと思います。のかたい決意があればお願いをいたしたいと思います。のかたい決意があればお願いをいたしたいと思います。のかたい決意があればお願いをいたしたいと思います。

それでそれでそれでそれで最後最後最後最後に、県中央卸売市場について、に、県中央卸売市場について、に、県中央卸売市場について、に、県中央卸売市場について、話話話話は大体わかりました。しかしながら、今日は大体わかりました。しかしながら、今日は大体わかりました。しかしながら、今日は大体わかりました。しかしながら、今日

のののの社社社社会において、会において、会において、会において、ママママンションンションンションンションでもでもでもでも何何何何でもでもでもでも家賃家賃家賃家賃やややや土土土土地代などが地代などが地代などが地代などが払払払払えないということは、えないということは、えないということは、えないということは、商商商商売売売売

をする上でもう基をする上でもう基をする上でもう基をする上でもう基礎礎礎礎部分です。それすら部分です。それすら部分です。それすら部分です。それすら払払払払えないえないえないえない状況状況状況状況になっている事業者は、正常な営業になっている事業者は、正常な営業になっている事業者は、正常な営業になっている事業者は、正常な営業

ができないとができないとができないとができないと判断判断判断判断するのが常するのが常するのが常するのが常識識識識だと思うのです。そうすると、だと思うのです。そうすると、だと思うのです。そうすると、だと思うのです。そうすると、６６６６０数０数０数０数社社社社の中でも、の中でも、の中でも、の中でも、払払払払えなえなえなえな

い人にい人にい人にい人に催催催催促文促文促文促文を出して、を出して、を出して、を出して、払払払払ってくださいなどと言っているってくださいなどと言っているってくださいなどと言っているってくださいなどと言っている時時時時代ではないのです。だから、代ではないのです。だから、代ではないのです。だから、代ではないのです。だから、

もうもうもうもう使使使使用用用用料料料料もももも払払払払えない業者に対しては的えない業者に対しては的えない業者に対しては的えない業者に対しては的確確確確にににに強強強強いいいい態態態態度でやるということ。度でやるということ。度でやるということ。度でやるということ。

もう１点は、県中央卸売市場のもう１点は、県中央卸売市場のもう１点は、県中央卸売市場のもう１点は、県中央卸売市場の存存存存在在在在価値価値価値価値がもうがもうがもうがもう既既既既にににに薄薄薄薄れてしまった。大れてしまった。大れてしまった。大れてしまった。大阪阪阪阪市市市市東東東東部中央卸部中央卸部中央卸部中央卸

売市場など大きな市場が売市場など大きな市場が売市場など大きな市場が売市場など大きな市場が近近近近畿畿畿畿にもたくさんあるのです。そこにもたくさんあるのです。そこにもたくさんあるのです。そこにもたくさんあるのです。そこへへへへ海海海海のない奈良県の中央卸売のない奈良県の中央卸売のない奈良県の中央卸売のない奈良県の中央卸売

市場は、今までの市場は、今までの市場は、今までの市場は、今までの歴歴歴歴史を見ても、もう史を見ても、もう史を見ても、もう史を見ても、もう採採採採算算算算が合わなくなっているのです。それをいつまでが合わなくなっているのです。それをいつまでが合わなくなっているのです。それをいつまでが合わなくなっているのです。それをいつまで

も、も、も、も、改善型改善型改善型改善型はいいです。しかし、いつまでも続けていこうとしている、県営はいいです。しかし、いつまでも続けていこうとしている、県営はいいです。しかし、いつまでも続けていこうとしている、県営はいいです。しかし、いつまでも続けていこうとしている、県営競輪競輪競輪競輪場の問場の問場の問場の問題題題題

と一と一と一と一緒緒緒緒です。奈良県の中央卸売市場、今のままではもうです。奈良県の中央卸売市場、今のままではもうです。奈良県の中央卸売市場、今のままではもうです。奈良県の中央卸売市場、今のままではもう存存存存続しないです。だから、その続しないです。だから、その続しないです。だから、その続しないです。だから、その辺辺辺辺

に対して見通しがあるかどうか。それと、今新しく３に対して見通しがあるかどうか。それと、今新しく３に対して見通しがあるかどうか。それと、今新しく３に対して見通しがあるかどうか。それと、今新しく３社申社申社申社申しししし込込込込んだわけですがそれんだわけですがそれんだわけですがそれんだわけですがそれ以外以外以外以外にににに

はなくこの３はなくこの３はなくこの３はなくこの３社社社社でもうでもうでもうでもう終終終終わりか。これから県中央卸売市場に対するさまざまなわりか。これから県中央卸売市場に対するさまざまなわりか。これから県中央卸売市場に対するさまざまなわりか。これから県中央卸売市場に対するさまざまな施施施施策、事業策、事業策、事業策、事業

者にとってもっと者にとってもっと者にとってもっと者にとってもっと魅力魅力魅力魅力のある場であるのかどうかは、これからまだ新規のある場であるのかどうかは、これからまだ新規のある場であるのかどうかは、これからまだ新規のある場であるのかどうかは、これからまだ新規参参参参入をする業者の入をする業者の入をする業者の入をする業者の

ありなしです。そのありなしです。そのありなしです。そのありなしです。その辺辺辺辺のところをのところをのところをのところを再再再再度、お考えがあれば。度、お考えがあれば。度、お考えがあれば。度、お考えがあれば。以以以以上です。上です。上です。上です。

○大月地域産業課長○大月地域産業課長○大月地域産業課長○大月地域産業課長 競輪競輪競輪競輪に関しまして、現在も県営に関しまして、現在も県営に関しまして、現在も県営に関しまして、現在も県営競輪競輪競輪競輪ありありありあり方検討方検討方検討方検討委員会を委員会を委員会を委員会を開開開開催催催催しておしておしておしてお

ります。そこで中ります。そこで中ります。そこで中ります。そこで中間間間間報告では、今報告では、今報告では、今報告では、今後後後後のののの課題課題課題課題として県営として県営として県営として県営競輪競輪競輪競輪場を地場を地場を地場を地域及域及域及域及びびびび奈良県の奈良県の奈良県の奈良県の活性化活性化活性化活性化にににに

資資資資する代する代する代する代替替替替策、その中長策、その中長策、その中長策、その中長期期期期的な的な的な的な視視視視点からの点からの点からの点からの競輪競輪競輪競輪場のあり場のあり場のあり場のあり方方方方について継続的にについて継続的にについて継続的にについて継続的に検討検討検討検討せよと提せよと提せよと提せよと提

案をいただいておりますので、その観点で、これから県営案をいただいておりますので、その観点で、これから県営案をいただいておりますので、その観点で、これから県営案をいただいておりますので、その観点で、これから県営競輪競輪競輪競輪ありありありあり方検討方検討方検討方検討委員会で考えて委員会で考えて委員会で考えて委員会で考えて

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

○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 テテテテレワレワレワレワーーーーククククのののの推進推進推進推進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。多多多多様様様様でででで柔軟柔軟柔軟柔軟なななな働働働働きききき方方方方の一の一の一の一

つが在つが在つが在つが在宅就宅就宅就宅就業ということで、業ということで、業ということで、業ということで、特特特特に会に会に会に会社社社社に出に出に出に出勤勤勤勤ができない、ができない、ができない、ができない、優秀優秀優秀優秀な人な人な人な人材材材材がありますけれど在がありますけれど在がありますけれど在がありますけれど在

宅宅宅宅であればであればであればであれば仕仕仕仕事ができますがということの一つの事ができますがということの一つの事ができますがということの一つの事ができますがということの一つの解解解解決決決決法法法法としてテとしてテとしてテとしてテレワレワレワレワーーーーククククのののの推進推進推進推進でございでございでございでござい

ます。ます。ます。ます。具具具具体的には県内体的には県内体的には県内体的には県内企企企企業、あるいは奈良県在業、あるいは奈良県在業、あるいは奈良県在業、あるいは奈良県在住住住住のののの従従従従業員がいる大業員がいる大業員がいる大業員がいる大阪府阪府阪府阪府のののの企企企企業に対しまし業に対しまし業に対しまし業に対しまし

て、テて、テて、テて、テレワレワレワレワーーーークククク制度の制度の制度の制度の啓啓啓啓発を発を発を発を行行行行いまして、いまして、いまして、いまして、セミナセミナセミナセミナーやーやーやーや啓啓啓啓発発発発冊冊冊冊子によりまして子によりまして子によりまして子によりまして情情情情報発報発報発報発信信信信してしてしてして

普及普及普及普及したいと考えております。まだまだしたいと考えております。まだまだしたいと考えております。まだまだしたいと考えております。まだまだ普及普及普及普及がががが進進進進んでおりませんし、んでおりませんし、んでおりませんし、んでおりませんし、手手手手元元元元にににに具具具具体的な体的な体的な体的なデデデデーーーー
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タタタタも持ち合わせておりませんが、テも持ち合わせておりませんが、テも持ち合わせておりませんが、テも持ち合わせておりませんが、テレワレワレワレワーーーーククククのののの推進推進推進推進にににに向向向向けて中けて中けて中けて中身身身身をよくをよくをよくをよく精精精精査査査査しましてしましてしましてしまして進進進進めめめめ

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

○中村委員○中村委員○中村委員○中村委員 わかりました。結構です。わかりました。結構です。わかりました。結構です。わかりました。結構です。

○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 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。

○中尾知事公室審議官（県営プール跡地活用プロジェクト担当）兼まちづくり推進局次長○中尾知事公室審議官（県営プール跡地活用プロジェクト担当）兼まちづくり推進局次長○中尾知事公室審議官（県営プール跡地活用プロジェクト担当）兼まちづくり推進局次長○中尾知事公室審議官（県営プール跡地活用プロジェクト担当）兼まちづくり推進局次長

（地域デザイン推進課長事務取扱）（地域デザイン推進課長事務取扱）（地域デザイン推進課長事務取扱）（地域デザイン推進課長事務取扱） 県営プール跡地の県営プール跡地の県営プール跡地の県営プール跡地の活活活活用でございますけれども、ホテ用でございますけれども、ホテ用でございますけれども、ホテ用でございますけれども、ホテ

ル誘致について、これまでずっとやっていく中で、ホテルの部分だけではなくて、そのル誘致について、これまでずっとやっていく中で、ホテルの部分だけではなくて、そのル誘致について、これまでずっとやっていく中で、ホテルの部分だけではなくて、そのル誘致について、これまでずっとやっていく中で、ホテルの部分だけではなくて、その全全全全

体の体の体の体の絵絵絵絵をををを描描描描いていく中で、いていく中で、いていく中で、いていく中で、全全全全体をどういう体をどういう体をどういう体をどういう空空空空間間間間にしていこうかという中で、またホテル誘にしていこうかという中で、またホテル誘にしていこうかという中で、またホテル誘にしていこうかという中で、またホテル誘

致していったほうがいいのではないかというホテルの致していったほうがいいのではないかというホテルの致していったほうがいいのではないかというホテルの致していったほうがいいのではないかというホテルの投投投投資資資資家家家家のご意見もいろいろのご意見もいろいろのご意見もいろいろのご意見もいろいろ伺伺伺伺っておっておっておってお

ります。そういった中で今、ここに、にぎわいとります。そういった中で今、ここに、にぎわいとります。そういった中で今、ここに、にぎわいとります。そういった中で今、ここに、にぎわいと交流交流交流交流のののの空空空空間間間間をつくっていこうと、ＮＨＫをつくっていこうと、ＮＨＫをつくっていこうと、ＮＨＫをつくっていこうと、ＮＨＫ

にというのは、一つはにというのは、一つはにというのは、一つはにというのは、一つは映像映像映像映像、、、、特特特特に奈良県に関するに奈良県に関するに奈良県に関するに奈良県に関する映像映像映像映像もたくさんのもたくさんのもたくさんのもたくさんのコンコンコンコンテテテテンンンンツツツツをお持ちでをお持ちでをお持ちでをお持ちで

いらっしいらっしいらっしいらっしゃゃゃゃいますし、いろいろないますし、いろいろないますし、いろいろないますし、いろいろなイベントイベントイベントイベントというというというという方方方方面面面面でのでのでのでのココココララララボレボレボレボレーーーーションションションションもできるのでもできるのでもできるのでもできるので

はないかということ、県としてこれからはないかということ、県としてこれからはないかということ、県としてこれからはないかということ、県としてこれから協協協協議議議議検討検討検討検討していく中で、そういったにぎわいづくしていく中で、そういったにぎわいづくしていく中で、そういったにぎわいづくしていく中で、そういったにぎわいづく

りにＮＨＫもりにＮＨＫもりにＮＨＫもりにＮＨＫも貢献貢献貢献貢献していただけないかということでやっていきたいと思っております。そしていただけないかということでやっていきたいと思っております。そしていただけないかということでやっていきたいと思っております。そしていただけないかということでやっていきたいと思っております。そ

ういった中でホテル誘致は、ういった中でホテル誘致は、ういった中でホテル誘致は、ういった中でホテル誘致は、引引引引き続きここのき続きここのき続きここのき続きここの全全全全体、にぎわいと体、にぎわいと体、にぎわいと体、にぎわいと交流交流交流交流空空空空間間間間の中でのホテルの中でのホテルの中でのホテルの中でのホテル立立立立

地をしていただくことでホテル誘致を地をしていただくことでホテル誘致を地をしていただくことでホテル誘致を地をしていただくことでホテル誘致を頑張頑張頑張頑張って続けてまいりたいと思っております。って続けてまいりたいと思っております。って続けてまいりたいと思っております。って続けてまいりたいと思っております。以以以以上上上上

です。です。です。です。

○嶋本農林部次長（市場担当）○嶋本農林部次長（市場担当）○嶋本農林部次長（市場担当）○嶋本農林部次長（市場担当） 確確確確かに大かに大かに大かに大阪府阪府阪府阪府、大、大、大、大阪阪阪阪市、それから市、それから市、それから市、それから京都府京都府京都府京都府など、大など、大など、大など、大都都都都市の市の市の市の

大きな市場も大きな市場も大きな市場も大きな市場も控控控控えております。その中でえております。その中でえております。その中でえております。その中で全全全全国的に奈良県の中央卸売市場は、やはり国的に奈良県の中央卸売市場は、やはり国的に奈良県の中央卸売市場は、やはり国的に奈良県の中央卸売市場は、やはり青青青青果で果で果で果で

すと１５～１すと１５～１すと１５～１すと１５～１６６６６番番番番目と、目と、目と、目と、水水水水産は産は産は産は仰仰仰仰せのとおりせのとおりせのとおりせのとおり海海海海もないところですので、３０もないところですので、３０もないところですので、３０もないところですので、３０番番番番目を目を目を目を超超超超したしたしたした

ぐらいのぐらいのぐらいのぐらいの位位位位置にあるわけでございます。ただ、置にあるわけでございます。ただ、置にあるわけでございます。ただ、置にあるわけでございます。ただ、試試試試算算算算している中では県内のしている中では県内のしている中では県内のしている中では県内の需需需需要要要要の約の約の約の約半半半半分に分に分に分に

近近近近い数い数い数い数字字字字のののの取取取取扱扱扱扱高を高を高を高を扱扱扱扱っています。っています。っています。っています。

しかし、今このしかし、今このしかし、今このしかし、今この改革改革改革改革をやろうとしているのは、をやろうとしているのは、をやろうとしているのは、をやろうとしているのは、放放放放っておくとっておくとっておくとっておくと右肩右肩右肩右肩下がりにどんどん下が下がりにどんどん下が下がりにどんどん下が下がりにどんどん下が

るるるる状況状況状況状況でございますので、この３年でございますので、この３年でございますので、この３年でございますので、この３年間間間間、事業者、事業者、事業者、事業者みみみみずからにずからにずからにずからに工夫工夫工夫工夫をしてもらって、そのをしてもらって、そのをしてもらって、そのをしてもらって、その動動動動きききき

によって、とまらなかったというによって、とまらなかったというによって、とまらなかったというによって、とまらなかったというケケケケーーーーススススも出てくるかと思いますし、あとも出てくるかと思いますし、あとも出てくるかと思いますし、あとも出てくるかと思いますし、あと何何何何年かするとや年かするとや年かするとや年かするとや

はり高はり高はり高はり高齢齢齢齢化化化化によってやめていかれるので、件数もによってやめていかれるので、件数もによってやめていかれるので、件数もによってやめていかれるので、件数も減減減減ってくるだろう。そうなりますとってくるだろう。そうなりますとってくるだろう。そうなりますとってくるだろう。そうなりますと施設施設施設施設

のありのありのありのあり方方方方も、もう５０年も、もう５０年も、もう５０年も、もう５０年近近近近くもなってくると出てきますので、そのくもなってくると出てきますので、そのくもなってくると出てきますので、そのくもなってくると出てきますので、その時時時時点で点で点で点で改革改革改革改革にににに取取取取りりりり組組組組んんんん

だ結果とそのだ結果とそのだ結果とそのだ結果とその状況状況状況状況で、おっしで、おっしで、おっしで、おっしゃゃゃゃるようにもうるようにもうるようにもうるようにもう改革改革改革改革というのではなく、いろいろなというのではなく、いろいろなというのではなく、いろいろなというのではなく、いろいろな運運運運営営営営方法方法方法方法

や、や、や、や、極極極極端端端端にいけばにいけばにいけばにいけば存存存存続を続を続を続を判断判断判断判断するするするする時時時時期期期期はははは来来来来るのだろうとるのだろうとるのだろうとるのだろうと想想想想定はしております。定はしております。定はしております。定はしております。

それから、それから、それから、それから、先先先先ほど新規で３ほど新規で３ほど新規で３ほど新規で３社申社申社申社申しししし込み込み込み込みがあったというご報告をいたしました。があったというご報告をいたしました。があったというご報告をいたしました。があったというご報告をいたしました。食食食食品品品品関係関係関係関係
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と、それからと、それからと、それからと、それから食食食食器器器器をををを扱扱扱扱うところとうところとうところとうところと聞聞聞聞いておりますけれども、いておりますけれども、いておりますけれども、いておりますけれども、実際実際実際実際は新規としては２は新規としては２は新規としては２は新規としては２店店店店おおおお聞聞聞聞

きしており、あときしており、あときしており、あときしており、あと残残残残りは、今りは、今りは、今りは、今書書書書いている関いている関いている関いている関連連連連事業者の中でもしっかりと経営されていると事業者の中でもしっかりと経営されていると事業者の中でもしっかりと経営されていると事業者の中でもしっかりと経営されていると

ころの３ころの３ころの３ころの３店舗店舗店舗店舗のうち１のうち１のうち１のうち１社社社社から、もう１から、もう１から、もう１から、もう１ブブブブーーーース使ス使ス使ス使わせてくれという、わせてくれという、わせてくれという、わせてくれという、借借借借りりりり増増増増しのしのしのしの申申申申し出もいし出もいし出もいし出もい

ただいておりまして、中にはそういうのもございます。ただ、まだ１０ただいておりまして、中にはそういうのもございます。ただ、まだ１０ただいておりまして、中にはそういうのもございます。ただ、まだ１０ただいておりまして、中にはそういうのもございます。ただ、まだ１０幾幾幾幾つのつのつのつのブブブブーーーーススススあいあいあいあい

ていますので、これも、事業者もていますので、これも、事業者もていますので、これも、事業者もていますので、これも、事業者も積極積極積極積極的に誘致に的に誘致に的に誘致に的に誘致に走走走走っていますし県もそういうことでっていますし県もそういうことでっていますし県もそういうことでっていますし県もそういうことで協協協協力力力力

をして、をして、をして、をして、幾幾幾幾つかでも、できるだけつかでも、できるだけつかでも、できるだけつかでも、できるだけブ－ブ－ブ－ブ－ススススをををを埋埋埋埋めて、めて、めて、めて、活性化活性化活性化活性化できるようにできるようにできるようにできるように努努努努めたいと考えてめたいと考えてめたいと考えてめたいと考えて

おります。おります。おります。おります。以以以以上です。上です。上です。上です。

○中村委員○中村委員○中村委員○中村委員 終終終終わります。わります。わります。わります。

○今井委員○今井委員○今井委員○今井委員 質問させていただきたいと思います。質問させていただきたいと思います。質問させていただきたいと思います。質問させていただきたいと思います。

一つは、一つは、一つは、一つは、行行行行政政政政財財財財産を産を産を産を使使使使用する用する用する用する権権権権利利利利に関するに関するに関するに関する処処処処分に対する分に対する分に対する分に対する異異異異議議議議申申申申しししし立立立立ての問ての問ての問ての問題題題題がもうずっがもうずっがもうずっがもうずっ

とととと何何何何年年年年越越越越しかしかしかしか繰繰繰繰りりりり返返返返し出されてきているわけです。結し出されてきているわけです。結し出されてきているわけです。結し出されてきているわけです。結局局局局県といたしましては、県といたしましては、県といたしましては、県といたしましては、審審審審査要査要査要査要綱綱綱綱にににに

基づいて的基づいて的基づいて的基づいて的確確確確にににに判断判断判断判断しているので問しているので問しているので問しているので問題題題題ないというのが言い分ではないかと思っております。ないというのが言い分ではないかと思っております。ないというのが言い分ではないかと思っております。ないというのが言い分ではないかと思っております。

これは、これは、これは、これは、過過過過去に去に去に去に裁判裁判裁判裁判もされておりまして、もされておりまして、もされておりまして、もされておりまして、裁判裁判裁判裁判のののの附帯附帯附帯附帯決議にも、長年にわたって決議にも、長年にわたって決議にも、長年にわたって決議にも、長年にわたって公共公共公共公共財財財財

産で産で産で産で差差差差別別別別的な的な的な的な取取取取りりりり扱扱扱扱いがいがいがいが行行行行われるわれるわれるわれる状状状状態態態態にはしてはいけないのだというにはしてはいけないのだというにはしてはいけないのだというにはしてはいけないのだという附帯附帯附帯附帯決議もあったと決議もあったと決議もあったと決議もあったと

思います。これでいく思います。これでいく思います。これでいく思います。これでいく限限限限りはずっとりはずっとりはずっとりはずっと半半半半永久永久永久永久的にこういう的にこういう的にこういう的にこういう状況状況状況状況が続いていくのではないかとが続いていくのではないかとが続いていくのではないかとが続いていくのではないかと

思うわけですが、このことに関して思うわけですが、このことに関して思うわけですが、このことに関して思うわけですが、このことに関して何何何何かお考えがありましたらおかお考えがありましたらおかお考えがありましたらおかお考えがありましたらお伺伺伺伺いをしたいと思います。いをしたいと思います。いをしたいと思います。いをしたいと思います。

そのことが１点です。そのことが１点です。そのことが１点です。そのことが１点です。

それから、それから、それから、それから、先先先先日、尾日、尾日、尾日、尾鷲鷲鷲鷲市の市の市の市の速速速速水水水水林業に林業に林業に林業に研修研修研修研修にににに行行行行かせていただくかせていただくかせていただくかせていただく機機機機会があり、会があり、会があり、会があり、行行行行ってきまってきまってきまってきま

した。した。した。した。全全全全国的に林業経営が国的に林業経営が国的に林業経営が国的に林業経営が立立立立ちちちち行行行行かないかないかないかない状況状況状況状況ですけれども、ここはですけれども、ここはですけれども、ここはですけれども、ここは自自自自分の分の分の分の山山山山のののの状状状状態態態態ををををデデデデーーーー

タタタタでででで管管管管理理理理しまして、森林関係のしまして、森林関係のしまして、森林関係のしまして、森林関係の管管管管理理理理の国の国の国の国際認証際認証際認証際認証を日本でを日本でを日本でを日本で初初初初めてめてめてめて取取取取得得得得し、し、し、し、山山山山を見ただけでを見ただけでを見ただけでを見ただけで木木木木

がががが何何何何本あるかわかるような本あるかわかるような本あるかわかるような本あるかわかるようなベベベベテテテテラララランンンンのののの作作作作業員が、業員が、業員が、業員が、少少少少ない人数でない人数でない人数でない人数で山山山山をををを管管管管理理理理しているような、しているような、しているような、しているような、

採採採採算算算算をとる林業をやっているところです。をとる林業をやっているところです。をとる林業をやっているところです。をとる林業をやっているところです。

山山山山にににに行行行行って一って一って一って一番感番感番感番感心心心心したのは、非常に森がしたのは、非常に森がしたのは、非常に森がしたのは、非常に森が美美美美しいということです。下しいということです。下しいということです。下しいということです。下草草草草がきちんとがきちんとがきちんとがきちんと生生生生ええええ

ておりまして、見たことのないような大きなておりまして、見たことのないような大きなておりまして、見たことのないような大きなておりまして、見たことのないような大きなシシシシダダダダがががが山山山山をををを覆覆覆覆っているというっているというっているというっているという状況状況状況状況で、大で、大で、大で、大変変変変気気気気

持ちのいい持ちのいい持ちのいい持ちのいい空空空空間間間間がありました。がありました。がありました。がありました。

そのそのそのその翌翌翌翌日は、そこのすぐ日は、そこのすぐ日は、そこのすぐ日は、そこのすぐ真真真真下にあります、下にあります、下にあります、下にあります、須賀須賀須賀須賀利利利利漁港漁港漁港漁港というというというという小小小小さなさなさなさな漁漁漁漁村の見村の見村の見村の見学学学学をさせてをさせてをさせてをさせて

いただきました。そこにいただきました。そこにいただきました。そこにいただきました。そこに行行行行きましたときに、またきましたときに、またきましたときに、またきましたときに、また驚驚驚驚きましたのが、きましたのが、きましたのが、きましたのが、海海海海のののの水水水水がすごくきれいがすごくきれいがすごくきれいがすごくきれい

だったのです。だったのです。だったのです。だったのです。水水水水がががが透透透透きとおっておりまして、もうきとおっておりまして、もうきとおっておりまして、もうきとおっておりまして、もう沖縄沖縄沖縄沖縄県の県の県の県の海海海海でもでもでもでも行行行行ってってってって潜潜潜潜らないと見れらないと見れらないと見れらないと見れ

ないような、ないような、ないような、ないような、青青青青いいいい熱帯魚熱帯魚熱帯魚熱帯魚が、が、が、が、沿岸沿岸沿岸沿岸をををを歩歩歩歩いていてそこから見えるという、そんなきれいないていてそこから見えるという、そんなきれいないていてそこから見えるという、そんなきれいないていてそこから見えるという、そんなきれいな海海海海

だったのです。だったのです。だったのです。だったのです。
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何何何何を言いたいかといいますと、一般的にを言いたいかといいますと、一般的にを言いたいかといいますと、一般的にを言いたいかといいますと、一般的に海海海海をををを豊豊豊豊かにするにはかにするにはかにするにはかにするには山山山山をををを手手手手入れをするのが大事入れをするのが大事入れをするのが大事入れをするのが大事

だと言われてきましたけれども、だと言われてきましたけれども、だと言われてきましたけれども、だと言われてきましたけれども、実際実際実際実際にそうしたものを見たときに、本にそうしたものを見たときに、本にそうしたものを見たときに、本にそうしたものを見たときに、本当当当当にそうだとにそうだとにそうだとにそうだと感感感感じじじじ

ました。ました。ました。ました。

平成２平成２平成２平成２６６６６年は年は年は年は豊豊豊豊かなかなかなかな海海海海づくり大会を奈良県でづくり大会を奈良県でづくり大会を奈良県でづくり大会を奈良県で行行行行う予定になっておりますが、一う予定になっておりますが、一う予定になっておりますが、一う予定になっておりますが、一番番番番気気気気がかがかがかがか

りになっておりますのは、りになっておりますのは、りになっておりますのは、りになっておりますのは、吉野吉野吉野吉野川の川の川の川の源源源源流流流流にににに位位位位置します川上村置します川上村置します川上村置します川上村三三三三之之之之公公公公の問の問の問の問題題題題です。ここは大です。ここは大です。ここは大です。ここは大

台ヶ原台ヶ原台ヶ原台ヶ原のののの北側北側北側北側にににに位位位位置するところですけれども、置するところですけれども、置するところですけれども、置するところですけれども、吉野吉野吉野吉野川に川に川に川に注注注注ぐそのぐそのぐそのぐその源源源源流流流流は、本は、本は、本は、本沢沢沢沢川と川と川と川と北股北股北股北股川川川川

という２つのという２つのという２つのという２つの二二二二大大大大源源源源流流流流が入っています。が入っています。が入っています。が入っています。北股北股北股北股川に入っている川に入っている川に入っている川に入っている最最最最大の支大の支大の支大の支流流流流がががが三三三三之之之之公公公公川という川という川という川という

川で、まさに川で、まさに川で、まさに川で、まさに吉野吉野吉野吉野川の川の川の川の源源源源流流流流中の中の中の中の源源源源流流流流という場という場という場という場所所所所にににに当当当当たります。たります。たります。たります。

この地この地この地この地域域域域一一一一帯帯帯帯は、長いは、長いは、長いは、長い間手間手間手間手つかずのつかずのつかずのつかずの原原原原生生生生林であったわけですけれども、１９９０年代に林であったわけですけれども、１９９０年代に林であったわけですけれども、１９９０年代に林であったわけですけれども、１９９０年代に

製紙製紙製紙製紙会会会会社社社社によりましてによりましてによりましてによりまして山山山山のののの木木木木がががが全全全全てててて伐採伐採伐採伐採され、そのされ、そのされ、そのされ、その後後後後はははは外外外外材材材材のののの輸輸輸輸入の入の入の入の自由自由自由自由化化化化や林業の不振や林業の不振や林業の不振や林業の不振

などもありまして、などもありまして、などもありまして、などもありまして、植植植植林がされないままに林がされないままに林がされないままに林がされないままに放放放放ってあるというってあるというってあるというってあるという状況状況状況状況です。です。です。です。

この一この一この一この一帯帯帯帯は、は、は、は、氷河氷河氷河氷河期期期期をををを生生生生きききき延延延延びびびびたたたた針針針針葉樹葉樹葉樹葉樹ののののトトトトガサガサガサガサワワワワララララを含を含を含を含むむむむ非常に非常に非常に非常に貴貴貴貴重重重重なななな原原原原生生生生林の地林の地林の地林の地帯帯帯帯

にあるわけですけれども、このにあるわけですけれども、このにあるわけですけれども、このにあるわけですけれども、この山山山山がががが放放放放置されている問置されている問置されている問置されている問題題題題に対しまして、１９９０年代に下に対しまして、１９９０年代に下に対しまして、１９９０年代に下に対しまして、１９９０年代に下

流流流流の県営の県営の県営の県営水水水水道道道道や農業用や農業用や農業用や農業用水水水水にこのにこのにこのにこの土砂土砂土砂土砂がががが堆堆堆堆積積積積するおそれがあると、するおそれがあると、するおそれがあると、するおそれがあると、自自自自然然然然愛愛愛愛好好好好家家家家が中が中が中が中心心心心になりになりになりになり

ましてましてましてまして伐採伐採伐採伐採地の地地の地地の地地の地主主主主の代の代の代の代表表表表者に者に者に者に立木立木立木立木のののの販販販販売の中売の中売の中売の中止止止止をををを求求求求め、め、め、め、伐採伐採伐採伐採会会会会社社社社にもにもにもにも署署署署名を提出して名を提出して名を提出して名を提出して伐伐伐伐

採採採採の中の中の中の中止止止止をををを求求求求めるめるめるめる取取取取りりりり組み組み組み組みなどがなどがなどがなどが行行行行われた経われた経われた経われた経緯緯緯緯があります。奈良県や地があります。奈良県や地があります。奈良県や地があります。奈良県や地元元元元の川上村にもの川上村にもの川上村にもの川上村にも伐伐伐伐

採採採採の中の中の中の中止止止止をををを要要要要請請請請するするするする行動行動行動行動もされたともされたともされたともされた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。

こうした中で、川上村では７こうした中で、川上村では７こうした中で、川上村では７こうした中で、川上村では７４４４４９９９９ヘヘヘヘククククタタタタールを村がールを村がールを村がールを村が買買買買いいいい取取取取りまして、りまして、りまして、りまして、保全保全保全保全管管管管理理理理をををを行行行行ってってってって

おりますけれども、いまだにおりますけれども、いまだにおりますけれども、いまだにおりますけれども、いまだに何何何何の対策もないままの対策もないままの対策もないままの対策もないまま自自自自然然然然再再再再生生生生をををを行行行行っているというっているというっているというっているという伐採伐採伐採伐採されまされまされまされま

した３２０した３２０した３２０した３２０ヘヘヘヘククククタタタタールの地ールの地ールの地ールの地域域域域ですけれども、そこがですけれども、そこがですけれども、そこがですけれども、そこが残残残残っております。っております。っております。っております。自自自自然然然然再再再再生生生生ということということということということ

ですが、やはり人のですが、やはり人のですが、やはり人のですが、やはり人の手手手手が入っていないので、本が入っていないので、本が入っていないので、本が入っていないので、本当当当当にすさんだようなにすさんだようなにすさんだようなにすさんだような状況状況状況状況になってきておりになってきておりになってきておりになってきており

まして、まして、まして、まして、私私私私も３年ほども３年ほども３年ほども３年ほど前前前前に現地にに現地にに現地にに現地に行行行行きましたが、もうきましたが、もうきましたが、もうきましたが、もう山山山山が荒れてが荒れてが荒れてが荒れて土砂土砂土砂土砂がががが流流流流れ出し、れ出し、れ出し、れ出し、三三三三之之之之公公公公

川の谷は大川の谷は大川の谷は大川の谷は大量量量量のののの土砂土砂土砂土砂でででで埋埋埋埋まり、とてもまり、とてもまり、とてもまり、とても源源源源流流流流とは思えないとは思えないとは思えないとは思えない状況状況状況状況になっております。そのときになっております。そのときになっております。そのときになっております。そのとき

にそのにそのにそのにその土砂土砂土砂土砂をををを手手手手に持ってに持ってに持ってに持ってみみみみましたら、ましたら、ましたら、ましたら、手手手手ででででぼぼぼぼろろろろぼぼぼぼろろろろ漏漏漏漏れるような、そういうもろいれるような、そういうもろいれるような、そういうもろいれるような、そういうもろい土土土土のののの塊塊塊塊

だったのです。だったのです。だったのです。だったのです。

県が平成２２年に奈良県森林林業県が平成２２年に奈良県森林林業県が平成２２年に奈良県森林林業県が平成２２年に奈良県森林林業木材木材木材木材産業振興産業振興産業振興産業振興計画計画計画計画を策定をいたしまして、その中でを策定をいたしまして、その中でを策定をいたしまして、その中でを策定をいたしまして、その中で木木木木

材材材材生生生生産林と産林と産林と産林と環境環境環境環境保全保全保全保全林に分けるという林に分けるという林に分けるという林に分けるという計画計画計画計画をされましたけれども、こうしたをされましたけれども、こうしたをされましたけれども、こうしたをされましたけれども、こうした条条条条例で川上村例で川上村例で川上村例で川上村

三三三三之之之之公公公公のののの伐採伐採伐採伐採をされているこの場をされているこの場をされているこの場をされているこの場所所所所はこのはこのはこのはこの計画計画計画計画によってによってによってによって守守守守れるのかどうか、その点をおれるのかどうか、その点をおれるのかどうか、その点をおれるのかどうか、その点をお尋尋尋尋

ねねねねしたいと思います。したいと思います。したいと思います。したいと思います。

それから、今それから、今それから、今それから、今個個個個人が人が人が人が所所所所有有有有し、し、し、し、民民民民有有有有地になっておりますけれども、そういう地になっておりますけれども、そういう地になっておりますけれども、そういう地になっておりますけれども、そういう私私私私有有有有財財財財産に対産に対産に対産に対
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しましてしましてしましてしまして環境環境環境環境保全保全保全保全林だという制林だという制林だという制林だという制限限限限をかけたり、をかけたり、をかけたり、をかけたり、保保保保安安安安林だと決めたりということは林だと決めたりということは林だと決めたりということは林だと決めたりということは可可可可能能能能なのなのなのなの

かどうか、その点についてもおかどうか、その点についてもおかどうか、その点についてもおかどうか、その点についてもお尋尋尋尋ねねねねしたいと思います。したいと思います。したいと思います。したいと思います。

それから、大和高それから、大和高それから、大和高それから、大和高原原原原のののの南南南南部部部部土土土土地地地地改改改改良事業、国営良事業、国営良事業、国営良事業、国営パパパパイイイイロロロロットットットット事業のことで質問をさせてい事業のことで質問をさせてい事業のことで質問をさせてい事業のことで質問をさせてい

ただきたいと思います。この国営ただきたいと思います。この国営ただきたいと思います。この国営ただきたいと思います。この国営パパパパイイイイロロロロットットットット事業は、事業は、事業は、事業は、最初最初最初最初はははは食食食食糧糧糧糧をををを増増増増産するということで産するということで産するということで産するということで

国のもとに国のもとに国のもとに国のもとに進進進進められてきた事業だと思います。３０年められてきた事業だと思います。３０年められてきた事業だと思います。３０年められてきた事業だと思います。３０年前前前前にににに完完完完成をしまして、１０年成をしまして、１０年成をしまして、１０年成をしまして、１０年前前前前からからからから

返返返返済が済が済が済が始始始始まってきているとのことです。まってきているとのことです。まってきているとのことです。まってきているとのことです。当初当初当初当初は、一は、一は、一は、一反反反反１０１０１０１０万円万円万円万円の負担でできると言われての負担でできると言われての負担でできると言われての負担でできると言われて

農農農農家家家家のののの方々方々方々方々がががが皆皆皆皆さんでその事業にさんでその事業にさんでその事業にさんでその事業に参参参参加されてきたということですが、２５年たったらそれ加されてきたということですが、２５年たったらそれ加されてきたということですが、２５年たったらそれ加されてきたということですが、２５年たったらそれ

が一が一が一が一反反反反７０７０７０７０万円万円万円万円になって、とてもそんなにになって、とてもそんなにになって、とてもそんなにになって、とてもそんなに払払払払えないと一えないと一えないと一えないと一反４反４反４反４００００万円万円万円万円に下がったというおに下がったというおに下がったというおに下がったというお話話話話

もももも聞聞聞聞かせていただきました。かせていただきました。かせていただきました。かせていただきました。

このこのこのこの返返返返済の問済の問済の問済の問題題題題ですけれども、今ですけれども、今ですけれども、今ですけれども、今返返返返済をするのに、お済をするのに、お済をするのに、お済をするのに、お金金金金がががが滞滞滞滞っているところにっているところにっているところにっているところに差差差差しししし押押押押ささささ

えをするなど、そういうことでそこのえをするなど、そういうことでそこのえをするなど、そういうことでそこのえをするなど、そういうことでそこの役役役役員の員の員の員の皆皆皆皆様様様様がががが返返返返済に大済に大済に大済に大変変変変苦苦苦苦労労労労をされています。をされています。をされています。をされています。パパパパイイイイ

ロロロロットットットット事業を事業を事業を事業を始始始始めるときには、県からめるときには、県からめるときには、県からめるときには、県から何回何回何回何回もももも足足足足をををを運運運運んで、こうした事業にんで、こうした事業にんで、こうした事業にんで、こうした事業に協協協協力力力力をしてくれをしてくれをしてくれをしてくれ

と言われているのに、今このようにと言われているのに、今このようにと言われているのに、今このようにと言われているのに、今このように返返返返済が済が済が済が滞滞滞滞って、しかもって、しかもって、しかもって、しかも役役役役員が員が員が員が皆皆皆皆さん高さん高さん高さん高齢齢齢齢化化化化していますしていますしていますしています

ので、そうしたところにので、そうしたところにので、そうしたところにので、そうしたところに再再再再三三三三足足足足をををを運運運運ぶぶぶぶことは大ことは大ことは大ことは大変変変変なことなのですけれども、そういうとこなことなのですけれども、そういうとこなことなのですけれども、そういうとこなことなのですけれども、そういうとこ

ろにもっと県が応援してもらえないのかというおろにもっと県が応援してもらえないのかというおろにもっと県が応援してもらえないのかというおろにもっと県が応援してもらえないのかというお話話話話がががが寄寄寄寄せられました。その点について県せられました。その点について県せられました。その点について県せられました。その点について県

はどのようにお考えなのか、おはどのようにお考えなのか、おはどのようにお考えなのか、おはどのようにお考えなのか、お尋尋尋尋ねねねねしたいと思います。したいと思います。したいと思います。したいと思います。

それから、もう１点は、非正規雇用の関係で、それから、もう１点は、非正規雇用の関係で、それから、もう１点は、非正規雇用の関係で、それから、もう１点は、非正規雇用の関係で、法法法法律律律律がががが改改改改正されました。非正規雇用正されました。非正規雇用正されました。非正規雇用正されました。非正規雇用労労労労働働働働

者の政策で大きな者の政策で大きな者の政策で大きな者の政策で大きな流流流流れといたしましては、れといたしましては、れといたしましては、れといたしましては、賃賃賃賃金金金金や雇用や雇用や雇用や雇用条条条条件に件に件に件に差差差差別別別別をつけてはいけないとをつけてはいけないとをつけてはいけないとをつけてはいけないと労労労労

働働働働者者者者派遣派遣派遣派遣法法法法のののの改改改改正が正が正が正が行行行行われてきておりまして、これは今のわれてきておりまして、これは今のわれてきておりまして、これは今のわれてきておりまして、これは今の社社社社会の中で大会の中で大会の中で大会の中で大変変変変大事な大事な大事な大事な法改法改法改法改正で正で正で正で

はないかと思っているわけです。この問はないかと思っているわけです。この問はないかと思っているわけです。この問はないかと思っているわけです。この問題題題題は、は、は、は、同同同同じじじじところでところでところでところで仕仕仕仕事をしているのに正規であ事をしているのに正規であ事をしているのに正規であ事をしているのに正規であ

るのか非正規であるのかによってるのか非正規であるのかによってるのか非正規であるのかによってるのか非正規であるのかによって給料給料給料給料やややや労労労労働働働働条条条条件、また件、また件、また件、また休休休休みみみみの問の問の問の問題題題題などがなどがなどがなどが違違違違うということうということうということうということ

が、あらが、あらが、あらが、あらゆゆゆゆる場る場る場る場所所所所で本で本で本で本当当当当に日常、に日常、に日常、に日常、周周周周りにたくさんあります。りにたくさんあります。りにたくさんあります。りにたくさんあります。

これは、奈良県の地これは、奈良県の地これは、奈良県の地これは、奈良県の地方方方方裁判裁判裁判裁判所所所所でででで法法法法テテテテララララスススス奈良の事奈良の事奈良の事奈良の事務所務所務所務所にににに勤勤勤勤務務務務をするをするをするをする方方方方が、このが、このが、このが、この賃賃賃賃金金金金差差差差別別別別

の問の問の問の問題題題題でででで訴訟訴訟訴訟訴訟をををを起起起起こしているこしているこしているこしているパパパパンンンンフフフフレットレットレットレットですけれども、ここにそのような思いがですけれども、ここにそのような思いがですけれども、ここにそのような思いがですけれども、ここにそのような思いが書書書書いていていていて

あるのです。日常あるのです。日常あるのです。日常あるのです。日常働働働働く中で不思議に思ってきているのは、非正規というだけでく中で不思議に思ってきているのは、非正規というだけでく中で不思議に思ってきているのは、非正規というだけでく中で不思議に思ってきているのは、非正規というだけで賃賃賃賃金金金金がががが低低低低い、い、い、い、

ななななぜぜぜぜ非正規というだけで非正規というだけで非正規というだけで非正規というだけで求求求求められるめられるめられるめられる仕仕仕仕事を事を事を事を着着着着実実実実にこなしているのに雇いどめにこなしているのに雇いどめにこなしているのに雇いどめにこなしているのに雇いどめ期限期限期限期限があるのがあるのがあるのがあるの

だろう。なだろう。なだろう。なだろう。なぜぜぜぜ働働働働きききき方方方方に正規と非正規があるのだろう。そして、なに正規と非正規があるのだろう。そして、なに正規と非正規があるのだろう。そして、なに正規と非正規があるのだろう。そして、なぜぜぜぜこの２つのこの２つのこの２つのこの２つの働働働働きききき方方方方しかしかしかしか

ないのだろうとないのだろうとないのだろうとないのだろうと書書書書いてありまして、非正規雇用でいてありまして、非正規雇用でいてありまして、非正規雇用でいてありまして、非正規雇用で働働働働くことをくことをくことをくことを選択選択選択選択したしたしたした時時時時点で点で点で点で自自自自動動動動的に的に的に的に有有有有期期期期

雇用、雇用、雇用、雇用、低低低低賃賃賃賃金金金金という非人という非人という非人という非人間間間間的な的な的な的な処処処処遇遇遇遇をををを受受受受け、け、け、け、自立自立自立自立したしたしたした生活生活生活生活とととと安安安安定的定的定的定的未未未未来来来来をををを奪奪奪奪われることなわれることなわれることなわれることな

どはあってはならないと言われています。そして、どはあってはならないと言われています。そして、どはあってはならないと言われています。そして、どはあってはならないと言われています。そして、同同同同じ労じ労じ労じ労働働働働にはにはにはには同同同同じじじじ賃賃賃賃金金金金をををを払払払払うことはうことはうことはうことは最最最最
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低低低低守守守守らなくてはいけないらなくてはいけないらなくてはいけないらなくてはいけない原原原原理理理理原原原原則則則則だということで、今これはだということで、今これはだということで、今これはだということで、今これは訴訟訴訟訴訟訴訟をををを起起起起こされているわけでこされているわけでこされているわけでこされているわけで

す。す。す。す。法改法改法改法改正が奈良県内の事業正が奈良県内の事業正が奈良県内の事業正が奈良県内の事業所所所所にににに徹底徹底徹底徹底されていけば、非正規だとされていけば、非正規だとされていけば、非正規だとされていけば、非正規だと企企企企業にとって業にとって業にとって業にとって安安安安くくくく使使使使えるえるえるえる

というというというというメメメメリリリリットットットットがあると非正規を雇用するわけですけれども、非正規であってもがあると非正規を雇用するわけですけれども、非正規であってもがあると非正規を雇用するわけですけれども、非正規であってもがあると非正規を雇用するわけですけれども、非正規であっても安安安安くくくく使使使使ええええ

ない、ない、ない、ない、同同同同じじじじだということであれば、だんだん非正規雇用はなくなっていくのではないかとだということであれば、だんだん非正規雇用はなくなっていくのではないかとだということであれば、だんだん非正規雇用はなくなっていくのではないかとだということであれば、だんだん非正規雇用はなくなっていくのではないかと

期期期期待待待待をするわけです。をするわけです。をするわけです。をするわけです。

この点で、県といたしましても、この点で、県といたしましても、この点で、県といたしましても、この点で、県といたしましても、ぜひぜひぜひぜひこうしたこうしたこうしたこうした労労労労働働働働者者者者派遣派遣派遣派遣法法法法がががが改改改改正されたことを正されたことを正されたことを正されたことを周周周周知し知し知し知し

ていただきたいと思うわけですが、その点についておていただきたいと思うわけですが、その点についておていただきたいと思うわけですが、その点についておていただきたいと思うわけですが、その点についてお答答答答えをいただきたいと思います。えをいただきたいと思います。えをいただきたいと思います。えを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 まず、奈良まず、奈良まず、奈良まず、奈良労労労労働働働働会会会会館館館館のののの行行行行政政政政財財財財産の産の産の産の使使使使用に関してでございます。奈良用に関してでございます。奈良用に関してでございます。奈良用に関してでございます。奈良

地地地地方方方方裁判裁判裁判裁判所所所所のののの判判判判決のお決のお決のお決のお話話話話がありました。奈良地がありました。奈良地がありました。奈良地がありました。奈良地方方方方裁判裁判裁判裁判所所所所のののの判判判判決は、目的決は、目的決は、目的決は、目的外使外使外使外使用を用を用を用を許可許可許可許可するするするする

かかかか否否否否かのかのかのかの判断判断判断判断にににに当当当当たり、たり、たり、たり、連連連連合奈良、奈合奈良、奈合奈良、奈合奈良、奈労連労連労連労連、その他の、その他の、その他の、その他の申申申申請請請請者を平等に者を平等に者を平等に者を平等に取取取取りりりり扱扱扱扱ううううべべべべきであり、きであり、きであり、きであり、

審審審審査手査手査手査手続は続は続は続は競競競競合した場合の合した場合の合した場合の合した場合の処処処処置等について適切な置等について適切な置等について適切な置等について適切な取取取取りりりり扱扱扱扱いを模いを模いを模いを模索索索索し、し、し、し、実施実施実施実施すすすすべべべべきであって、きであって、きであって、きであって、

連連連連合奈良に合奈良に合奈良に合奈良に無無無無条条条条件に件に件に件に許可許可許可許可し、その他のし、その他のし、その他のし、その他の申申申申請請請請者に対しては者に対しては者に対しては者に対しては許可許可許可許可しないという現在のしないという現在のしないという現在のしないという現在の取取取取りりりり扱扱扱扱いいいい

はははは早晩是早晩是早晩是早晩是正されてしかる正されてしかる正されてしかる正されてしかるべべべべきと考えられるときと考えられるときと考えられるときと考えられると文書文書文書文書にありました。これはにありました。これはにありました。これはにありました。これは審審審審査手査手査手査手続の明続の明続の明続の明確化確化確化確化

と目的と目的と目的と目的外使外使外使外使用用用用許可許可許可許可申申申申請請請請がががが競競競競合した場合の適切な合した場合の適切な合した場合の適切な合した場合の適切な取取取取りりりり扱扱扱扱いをすいをすいをすいをすべべべべきときときときと判判判判示示示示しているところでしているところでしているところでしているところで

あります。あります。あります。あります。

県では、県では、県では、県では、判判判判決内決内決内決内容容容容をををを尊尊尊尊重重重重いたしまして、いたしまして、いたしまして、いたしまして、審審審審査手査手査手査手続の明続の明続の明続の明確化確化確化確化とととと競競競競合した場合の適切な合した場合の適切な合した場合の適切な合した場合の適切な取取取取りりりり

扱扱扱扱いをするために、いをするために、いをするために、いをするために、労労労労働働働働会会会会館館館館目的目的目的目的外使外使外使外使用用用用許可許可許可許可に係るに係るに係るに係る審審審審査要査要査要査要綱綱綱綱を平成１３年２月にを平成１３年２月にを平成１３年２月にを平成１３年２月に作作作作成いた成いた成いた成いた

しました。しました。しました。しました。競競競競合する団体を平等に合する団体を平等に合する団体を平等に合する団体を平等に取取取取りりりり扱扱扱扱い、い、い、い、審審審審査要査要査要査要綱綱綱綱に基づきましてに基づきましてに基づきましてに基づきまして公公公公正に１正に１正に１正に１次次次次審審審審査査査査、２、２、２、２

次次次次審審審審査査査査をををを行行行行いまして、いまして、いまして、いまして、総総総総合的に合的に合的に合的に判断判断判断判断して決定しているところでございます。して決定しているところでございます。して決定しているところでございます。して決定しているところでございます。

それから、非正規雇用のおそれから、非正規雇用のおそれから、非正規雇用のおそれから、非正規雇用のお話話話話がありました。平成２がありました。平成２がありました。平成２がありました。平成２４４４４年１０月に年１０月に年１０月に年１０月に施行施行施行施行されましたされましたされましたされました改改改改正正正正労労労労

働働働働者者者者派遣派遣派遣派遣法法法法では、今井委員おでは、今井委員おでは、今井委員おでは、今井委員お述述述述べべべべのとおりのとおりのとおりのとおり均衡均衡均衡均衡を考を考を考を考慮慮慮慮したしたしたした待待待待遇遇遇遇のののの確保確保確保確保、、、、賃賃賃賃金金金金決定に決定に決定に決定に当当当当たりたりたりたり

ましてはそのようなことをましてはそのようなことをましてはそのようなことをましてはそのようなことを配配配配慮慮慮慮しなくてはいけないということがしなくてはいけないということがしなくてはいけないということがしなくてはいけないということが盛盛盛盛りりりり込込込込まれております。まれております。まれております。まれております。

改改改改正正正正労労労労働働働働者者者者派遣派遣派遣派遣法法法法では、では、では、では、派遣派遣派遣派遣もとの事業もとの事業もとの事業もとの事業主主主主は、は、は、は、派遣派遣派遣派遣労労労労働働働働者の者の者の者の従従従従事する業事する業事する業事する業務務務務とととと同種同種同種同種の業の業の業の業務務務務にににに

従従従従事する事する事する事する派遣派遣派遣派遣先先先先に雇用されるに雇用されるに雇用されるに雇用される労労労労働働働働者の者の者の者の賃賃賃賃金水金水金水金水準とその準とその準とその準とその均衡均衡均衡均衡を考を考を考を考慮慮慮慮しつつ、しつつ、しつつ、しつつ、派遣派遣派遣派遣労労労労働働働働者の者の者の者の従従従従

事する業事する業事する業事する業務務務務とととと同種同種同種同種の業の業の業の業務務務務にににに従従従従事する一般の事する一般の事する一般の事する一般の労労労労働働働働者の者の者の者の賃賃賃賃金水金水金水金水準、または準、または準、または準、または派遣派遣派遣派遣労労労労働働働働者の職者の職者の職者の職務務務務のののの

内内内内容容容容、職、職、職、職務務務務の成果、意欲、の成果、意欲、の成果、意欲、の成果、意欲、能能能能力力力力、もしくは経、もしくは経、もしくは経、もしくは経験験験験等を等を等を等を勘勘勘勘案して案して案して案して派遣派遣派遣派遣労労労労働働働働者の者の者の者の賃賃賃賃金金金金を決定するを決定するを決定するを決定する

ようにようにようにように配配配配慮慮慮慮しなければならないと第３０しなければならないと第３０しなければならないと第３０しなければならないと第３０条条条条の２にの２にの２にの２に書書書書いてあります。また、いてあります。また、いてあります。また、いてあります。また、派遣派遣派遣派遣労労労労働働働働者につ者につ者につ者につ

きまして、教きまして、教きまして、教きまして、教育育育育訓練訓練訓練訓練、あるいは福、あるいは福、あるいは福、あるいは福利利利利厚厚厚厚生生生生のののの実施実施実施実施、その他に関しましても、、その他に関しましても、、その他に関しましても、、その他に関しましても、派遣派遣派遣派遣就就就就業の業の業の業の確保確保確保確保

のためにのためにのためにのために必要必要必要必要なななな措措措措置を置を置を置を講講講講ずるようにずるようにずるようにずるように配配配配慮慮慮慮しなければならないとされております。しなければならないとされております。しなければならないとされております。しなければならないとされております。

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状況状況状況状況につきましては、現在県内のにつきましては、現在県内のにつきましては、現在県内のにつきましては、現在県内の労労労労働働働働者者者者派遣派遣派遣派遣事業の事業の事業の事業の許可許可許可許可、または、または、または、または届届届届け出け出け出け出
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をををを行行行行っていますのは３０っていますのは３０っていますのは３０っていますのは３０８８８８事業事業事業事業所所所所でございます。平成２２年の国でございます。平成２２年の国でございます。平成２２年の国でございます。平成２２年の国勢調査勢調査勢調査勢調査では、県内の雇用では、県内の雇用では、県内の雇用では、県内の雇用

者が者が者が者が４４４４７７７７万万万万人ほどありました。そのうち人ほどありました。そのうち人ほどありました。そのうち人ほどありました。そのうち派遣派遣派遣派遣労労労労働働働働者は１者は１者は１者は１万４，万４，万４，万４，０００人ぐらいで、約３０００人ぐらいで、約３０００人ぐらいで、約３０００人ぐらいで、約３％％％％

という数という数という数という数字字字字になっております。になっております。になっております。になっております。

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状況状況状況状況につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、法施行後法施行後法施行後法施行後まだ１年も経まだ１年も経まだ１年も経まだ１年も経過過過過せずせずせずせず把握把握把握把握はしていないとはしていないとはしていないとはしていないと

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。以以以以上です。上です。上です。上です。

○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） 川上村川上村川上村川上村三三三三之之之之公公公公の森林のの森林のの森林のの森林の話話話話ですが、ここは今井委員がおっですが、ここは今井委員がおっですが、ここは今井委員がおっですが、ここは今井委員がおっ

ししししゃゃゃゃっていますように、平成７年から平成っていますように、平成７年から平成っていますように、平成７年から平成っていますように、平成７年から平成８８８８年に年に年に年にパパパパルプ用ルプ用ルプ用ルプ用材材材材としてとしてとしてとして伐採伐採伐採伐採されております。されております。されております。されております。

そのときの森林そのときの森林そのときの森林そのときの森林植植植植生生生生ががががカシカシカシカシ類類類類等の広等の広等の広等の広葉樹葉樹葉樹葉樹林が林が林が林が主主主主のののの天天天天然然然然林であったことから、林であったことから、林であったことから、林であったことから、種種種種子の発子の発子の発子の発芽芽芽芽やややや

切り切り切り切り株株株株からの、からの、からの、からの、ぼぼぼぼうううう芽芽芽芽によって大によって大によって大によって大方方方方のののの伐採伐採伐採伐採跡地については、現在、跡地については、現在、跡地については、現在、跡地については、現在、天天天天然然然然更更更更新が新が新が新が進進進進んでいるんでいるんでいるんでいる

のではないかと考えております。これらののではないかと考えております。これらののではないかと考えております。これらののではないかと考えております。これらの樹樹樹樹種種種種は、は、は、は、当当当当該該該該地地地地域域域域のののの原原原原生生生生的な森林を構成してい的な森林を構成してい的な森林を構成してい的な森林を構成してい

るるるる樹樹樹樹種種種種でもありまして、今でもありまして、今でもありまして、今でもありまして、今後後後後もももも自自自自然推然推然推然推移移移移の中で森林がの中で森林がの中で森林がの中で森林が再再再再生生生生されていくものであると考え、されていくものであると考え、されていくものであると考え、されていくものであると考え、

当当当当面面面面はははは推推推推移移移移を見を見を見を見守守守守っていくっていくっていくっていくべべべべきものかと考えております。きものかと考えております。きものかと考えております。きものかと考えております。

おおおお尋尋尋尋ねねねねのののの環境環境環境環境保全保全保全保全林として林として林として林として条条条条例で例で例で例で区区区区分をして、ここが分をして、ここが分をして、ここが分をして、ここが守守守守れるのかというご質問ですが、れるのかというご質問ですが、れるのかというご質問ですが、れるのかというご質問ですが、

条条条条例によりまして例によりまして例によりまして例によりまして区区区区分をしております森林分をしております森林分をしております森林分をしております森林環境税環境税環境税環境税をををを使使使使ったったったった税税税税事業の中には、現在このよう事業の中には、現在このよう事業の中には、現在このよう事業の中には、現在このよう

なななな伐採伐採伐採伐採跡地を跡地を跡地を跡地を植植植植林する、あるいは林する、あるいは林する、あるいは林する、あるいは造造造造林するという制度はございません。林するという制度はございません。林するという制度はございません。林するという制度はございません。

あと、あと、あと、あと、公公公公的関的関的関的関与与与与と考えられますのは、一般と考えられますのは、一般と考えられますのは、一般と考えられますのは、一般論論論論になりますが、になりますが、になりますが、になりますが、保保保保安安安安林として指定されるの林として指定されるの林として指定されるの林として指定されるの

でありましたら治でありましたら治でありましたら治でありましたら治山山山山事業として森林事業として森林事業として森林事業として森林機能機能機能機能のののの回回回回復復復復のためののためののためののための植植植植栽栽栽栽やややや土砂土砂土砂土砂流流流流出等を目的とした出等を目的とした出等を目的とした出等を目的とした簡簡簡簡

易易易易なななな施施施施策の策の策の策の設設設設置が置が置が置が可可可可能能能能と考えております。いずれにしましても、今井委員おっしと考えております。いずれにしましても、今井委員おっしと考えております。いずれにしましても、今井委員おっしと考えております。いずれにしましても、今井委員おっしゃゃゃゃっていっていっていってい

ますように、ますように、ますように、ますように、吉野吉野吉野吉野川の川の川の川の源源源源流流流流域域域域であることから、今であることから、今であることから、今であることから、今後後後後も森林も森林も森林も森林再再再再生生生生の経の経の経の経過過過過についてについてについてについて注注注注意意意意深深深深く見く見く見く見

守守守守るとともに、るとともに、るとともに、るとともに、伐採伐採伐採伐採造造造造林等の森林林等の森林林等の森林林等の森林施施施施業につきましては業につきましては業につきましては業につきましては法法法法に基づき適切にに基づき適切にに基づき適切にに基づき適切に行行行行われるよう指われるよう指われるよう指われるよう指導導導導

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

○岡委員長○岡委員長○岡委員長○岡委員長 先先先先ほどの今井委員の質問の中で、ほどの今井委員の質問の中で、ほどの今井委員の質問の中で、ほどの今井委員の質問の中で、環境環境環境環境保全保全保全保全林や林や林や林や木材木材木材木材生生生生産林の産林の産林の産林の区区区区別別別別がががが民民民民有有有有林に林に林に林に

どのどのどのどの程程程程度度度度拘拘拘拘束束束束的な的な的な的な影響影響影響影響をををを及及及及ぼぼぼぼすのかという質問があったと思うのです。そのすのかという質問があったと思うのです。そのすのかという質問があったと思うのです。そのすのかという質問があったと思うのです。その辺辺辺辺のことはどのことはどのことはどのことはど

ちらでちらでちらでちらで答答答答えていただけますか。えていただけますか。えていただけますか。えていただけますか。

簡簡簡簡単単単単に言えばに言えばに言えばに言えば民間民間民間民間が持っているが持っているが持っているが持っている山山山山に今の、今に今の、今に今の、今に今の、今回回回回県が決めた県が決めた県が決めた県が決めた木材木材木材木材生生生生産林と産林と産林と産林と環境環境環境環境保全保全保全保全林の林の林の林の網網網網

かけはどのようなかけはどのようなかけはどのようなかけはどのような影響影響影響影響をををを与与与与えるのかそれともえるのかそれともえるのかそれともえるのかそれとも与与与与えないのかという意えないのかという意えないのかという意えないのかという意味味味味の質問ということでの質問ということでの質問ということでの質問ということで

すすすすねねねね、今井委員。、今井委員。、今井委員。、今井委員。

○中村委員○中村委員○中村委員○中村委員 地地地地主主主主のののの了解了解了解了解をををを得得得得ないで、県がかけられるのかかけられないかということで。ないで、県がかけられるのかかけられないかということで。ないで、県がかけられるのかかけられないかということで。ないで、県がかけられるのかかけられないかということで。

○今井委員○今井委員○今井委員○今井委員 そうです。そうです。そうです。そうです。

○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） 木材木材木材木材生生生生産林、産林、産林、産林、環境環境環境環境保全保全保全保全林として林として林として林として区区区区分けをしておりますの分けをしておりますの分けをしておりますの分けをしておりますの
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は、は、は、は、役役役役場のほうで場場のほうで場場のほうで場場のほうで場所所所所をををを公公公公告して、たしか告して、たしか告して、たしか告して、たしか異異異異議のなかったものについて議のなかったものについて議のなかったものについて議のなかったものについて木材木材木材木材生生生生産林と産林と産林と産林と環境環境環境環境

保全保全保全保全林とに分けています。だから、林とに分けています。だから、林とに分けています。だから、林とに分けています。だから、承諾承諾承諾承諾があったとかなかったとかがあったとかなかったとかがあったとかなかったとかがあったとかなかったとか……………………。。。。

○岡委員長○岡委員長○岡委員長○岡委員長 福谷農林部長、ちょっと福谷農林部長、ちょっと福谷農林部長、ちょっと福谷農林部長、ちょっと答答答答弁弁弁弁かわってください。かわってください。かわってください。かわってください。

○福谷農林部長○福谷農林部長○福谷農林部長○福谷農林部長 恐恐恐恐らくらくらくらく条条条条例で例で例で例で木材木材木材木材生生生生産林と産林と産林と産林と環境環境環境環境保全保全保全保全林とに分けております。それが林とに分けております。それが林とに分けております。それが林とに分けております。それが民民民民有有有有

地である地である地である地である山山山山にどれだけにどれだけにどれだけにどれだけ影響影響影響影響をををを及及及及ぼぼぼぼすのか、すのか、すのか、すのか、効効効効力力力力をををを及及及及ぼぼぼぼすのかというご質問であるとすのかというご質問であるとすのかというご質問であるとすのかというご質問であると理理理理解解解解をををを

しております。基本的には、しております。基本的には、しております。基本的には、しております。基本的には、効効効効力力力力について、について、について、について、木材木材木材木材生生生生産林でありますと産林でありますと産林でありますと産林でありますと施施施施業業業業計画計画計画計画に基づいてに基づいてに基づいてに基づいて

いろいろな補助とかが考えられますけれども、いろいろな補助とかが考えられますけれども、いろいろな補助とかが考えられますけれども、いろいろな補助とかが考えられますけれども、環境環境環境環境保全保全保全保全林については、例えば切ってはだ林については、例えば切ってはだ林については、例えば切ってはだ林については、例えば切ってはだ

めですとか、切っためですとか、切っためですとか、切っためですとか、切った後後後後はこうしなさいというところまでははこうしなさいというところまでははこうしなさいというところまでははこうしなさいというところまでは条条条条例として規定はしていなかっ例として規定はしていなかっ例として規定はしていなかっ例として規定はしていなかっ

たと思います。ただし、今現在、たと思います。ただし、今現在、たと思います。ただし、今現在、たと思います。ただし、今現在、法法法法律律律律が平成２が平成２が平成２が平成２４４４４年度に年度に年度に年度に改改改改正をされまして、正をされまして、正をされまして、正をされまして、伐採伐採伐採伐採届届届届を出さを出さを出さを出さ

ないといけません。そのないといけません。そのないといけません。そのないといけません。その届届届届け出を出すときに、そのけ出を出すときに、そのけ出を出すときに、そのけ出を出すときに、その伐採伐採伐採伐採後後後後に、例えばに、例えばに、例えばに、例えば改改改改めてめてめてめて植植植植栽栽栽栽をするのをするのをするのをするの

かどうするのかは、そのかどうするのかは、そのかどうするのかは、そのかどうするのかは、その届届届届け出の内け出の内け出の内け出の内容容容容にににに記載記載記載記載をしなければいけないとなっておりますので、をしなければいけないとなっておりますので、をしなければいけないとなっておりますので、をしなければいけないとなっておりますので、

平成７年、平成平成７年、平成平成７年、平成平成７年、平成８８８８年よりは年よりは年よりは年よりは環境環境環境環境としてはある意としてはある意としてはある意としてはある意味味味味よくなっている部分もあるのかと考えてよくなっている部分もあるのかと考えてよくなっている部分もあるのかと考えてよくなっている部分もあるのかと考えて

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

○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 大和高大和高大和高大和高原原原原南南南南部部部部土土土土地地地地改改改改良良良良区区区区に係りまして、国営に係りまして、国営に係りまして、国営に係りまして、国営総総総総合農地合農地合農地合農地開開開開発事業の負発事業の負発事業の負発事業の負

担担担担金金金金のののの徴徴徴徴収収収収事事事事務務務務に対する県の支援、対応策をどのように考えているかというご質問でござに対する県の支援、対応策をどのように考えているかというご質問でござに対する県の支援、対応策をどのように考えているかというご質問でござに対する県の支援、対応策をどのように考えているかというご質問でござ

います。います。います。います。

大和高大和高大和高大和高原原原原南南南南部部部部土土土土地地地地改改改改良良良良区区区区では、平成１１年度にでは、平成１１年度にでは、平成１１年度にでは、平成１１年度に完完完完了了了了しました国営しました国営しました国営しました国営総総総総合農地合農地合農地合農地開開開開発事業の事発事業の事発事業の事発事業の事

業費の負担業費の負担業費の負担業費の負担金金金金償還償還償還償還をするために、をするために、をするために、をするために、各受益各受益各受益各受益農農農農家家家家から負担から負担から負担から負担金金金金のののの徴徴徴徴収収収収をををを行行行行っておられるところでっておられるところでっておられるところでっておられるところで

ございます。しかし、一部農ございます。しかし、一部農ございます。しかし、一部農ございます。しかし、一部農家家家家からの負担からの負担からの負担からの負担金金金金がががが土土土土地地地地改改改改良良良良区区区区に対してに対してに対してに対して未未未未納納納納となっていることとなっていることとなっていることとなっていること

から、から、から、から、土土土土地地地地改改改改良良良良区区区区のののの役役役役員が員が員が員が未未未未納納納納者を者を者を者を訪訪訪訪問するなどして問するなどして問するなどして問するなどして督督督督促促促促やややや徴徴徴徴収収収収にににに努努努努めておられます。めておられます。めておられます。めておられます。

今井委員お今井委員お今井委員お今井委員お述述述述べべべべのように、のように、のように、のように、土土土土地地地地改改改改良良良良区区区区のののの役役役役員は高員は高員は高員は高齢齢齢齢のののの方方方方がががが多多多多く、く、く、く、徴徴徴徴収収収収のののの手手手手続や制度事続や制度事続や制度事続や制度事務務務務

に対してもに対してもに対してもに対しても専門専門専門専門的知的知的知的知識識識識がなくがなくがなくがなくふふふふなれであることから、なれであることから、なれであることから、なれであることから、未未未未納納納納負担負担負担負担金金金金のののの徴徴徴徴収収収収については大については大については大については大変変変変ごごごご

苦苦苦苦労労労労されているとされているとされているとされている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。

県としましては、そうしたことから、これまでも県としましては、そうしたことから、これまでも県としましては、そうしたことから、これまでも県としましては、そうしたことから、これまでも土土土土地地地地改改改改良良良良区区区区の事の事の事の事務務務務局局局局に対しましてに対しましてに対しましてに対しまして土土土土地地地地

改改改改良良良良法法法法に基づくに基づくに基づくに基づく徴徴徴徴収収収収制度や制度や制度や制度や具具具具体の体の体の体の手手手手続に係る続に係る続に係る続に係る技術技術技術技術的な指的な指的な指的な指導導導導をををを行行行行ってまいりましたし、また、ってまいりましたし、また、ってまいりましたし、また、ってまいりましたし、また、

土土土土地地地地改改改改良良良良区区区区のののの理理理理事会におきましても、そうした制度や事会におきましても、そうした制度や事会におきましても、そうした制度や事会におきましても、そうした制度や手手手手続に関しまして説明等を続に関しまして説明等を続に関しまして説明等を続に関しまして説明等を行行行行ってきってきってきってき

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

また、これとはまた、これとはまた、これとはまた、これとは別別別別に、国の農に、国の農に、国の農に、国の農家家家家負担負担負担負担軽軽軽軽減減減減支援対策事業も支援対策事業も支援対策事業も支援対策事業も活活活活用いたしまして、現在用いたしまして、現在用いたしまして、現在用いたしまして、現在土土土土地地地地改改改改

良良良良区区区区がががが償還償還償還償還しております事業費負担しております事業費負担しております事業費負担しております事業費負担金金金金にかかるにかかるにかかるにかかる利利利利息息息息のののの軽軽軽軽減減減減支援も支援も支援も支援も行行行行ってきたところでござってきたところでござってきたところでござってきたところでござ

います。います。います。います。
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県としましては、今県としましては、今県としましては、今県としましては、今後後後後ともともともとも引引引引き続きき続きき続きき続き償還償還償還償還金金金金のののの利利利利息息息息のののの軽軽軽軽減減減減の支援の継続をの支援の継続をの支援の継続をの支援の継続を図図図図ってまいりまってまいりまってまいりまってまいりま

すとともに、すとともに、すとともに、すとともに、土土土土地地地地改改改改良良良良区区区区役役役役員が員が員が員が行行行行うそうしたうそうしたうそうしたうそうした徴徴徴徴収収収収事事事事務務務務に対しましてに対しましてに対しましてに対しまして少少少少しでもしでもしでもしでも軽軽軽軽減減減減ができまができまができまができま

すように、すように、すように、すように、土土土土地地地地改改改改良良良良区区区区に対してに対してに対してに対して徴徴徴徴収手収手収手収手続の事続の事続の事続の事務務務務やややや土土土土地地地地改改改改良良良良区区区区のののの運運運運営も含めまして、営も含めまして、営も含めまして、営も含めまして、技術技術技術技術的的的的

な指な指な指な指導導導導やややや相談相談相談相談をををを丁寧丁寧丁寧丁寧にににに進進進進めて支援をしてまいりたいと考えております。めて支援をしてまいりたいと考えております。めて支援をしてまいりたいと考えております。めて支援をしてまいりたいと考えております。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

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

労労労労働働働働会会会会館館館館の問の問の問の問題題題題では、では、では、では、審審審審査要査要査要査要綱綱綱綱に基づいてとのことですが、このに基づいてとのことですが、このに基づいてとのことですが、このに基づいてとのことですが、この審審審審査要査要査要査要綱自綱自綱自綱自体に、もう体に、もう体に、もう体に、もう

初初初初めから入れないような問めから入れないような問めから入れないような問めから入れないような問題題題題があるのではないかと思いますので、があるのではないかと思いますので、があるのではないかと思いますので、があるのではないかと思いますので、ぜひぜひぜひぜひその点でもう一度その点でもう一度その点でもう一度その点でもう一度

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

それから、非正規雇用の問それから、非正規雇用の問それから、非正規雇用の問それから、非正規雇用の問題題題題ですけれども、今ですけれども、今ですけれども、今ですけれども、今回改回改回改回改正されましたこの正されましたこの正されましたこの正されましたこの法法法法律律律律ををををぜひぜひぜひぜひ県内の県内の県内の県内の

企企企企業に対して業に対して業に対して業に対して徹底徹底徹底徹底させていただきたい。それをもう一度させていただきたい。それをもう一度させていただきたい。それをもう一度させていただきたい。それをもう一度確認確認確認確認をしたいと思います。この点、をしたいと思います。この点、をしたいと思います。この点、をしたいと思います。この点、

ごごごご回回回回答答答答をいただきたいと思います。をいただきたいと思います。をいただきたいと思います。をいただきたいと思います。

川上村川上村川上村川上村三三三三之之之之公公公公の問の問の問の問題題題題ですけれども、森林ですけれども、森林ですけれども、森林ですけれども、森林法法法法がががが変変変変わったとのことですが、今のわったとのことですが、今のわったとのことですが、今のわったとのことですが、今の民民民民有有有有林のま林のま林のま林のま

までここのまでここのまでここのまでここの保全保全保全保全が、できるとは考えにくいと思っております。平成２が、できるとは考えにくいと思っております。平成２が、できるとは考えにくいと思っております。平成２が、できるとは考えにくいと思っております。平成２６６６６年は年は年は年は全全全全国国国国豊豊豊豊かなかなかなかな海海海海

づくり大会という、大きなづくり大会という、大きなづくり大会という、大きなづくり大会という、大きなイベントイベントイベントイベントを奈良県でもを奈良県でもを奈良県でもを奈良県でも行行行行うわけですので、うわけですので、うわけですので、うわけですので、ぜひぜひぜひぜひ国なり県なりの国なり県なりの国なり県なりの国なり県なりの

公公公公的なところできちんとここの的なところできちんとここの的なところできちんとここの的なところできちんとここの買買買買い上い上い上い上げげげげをして、本をして、本をして、本をして、本当当当当にににに将来将来将来将来的に的に的に的に原原原原生生生生林として林として林として林として豊豊豊豊かな森がかな森がかな森がかな森が

できるようにしていただきたいと考えております。できるようにしていただきたいと考えております。できるようにしていただきたいと考えております。できるようにしていただきたいと考えております。

先先先先日、日、日、日、台台台台風風風風１２１２１２１２号号号号の問の問の問の問題題題題でででで橿橿橿橿原文原文原文原文化化化化会会会会館館館館ででででイベントイベントイベントイベントがががが行行行行われわれわれわれ参参参参加をさせていただきまし加をさせていただきまし加をさせていただきまし加をさせていただきまし

た。た。た。た。環環環環太太太太平平平平洋洋洋洋インインインインタタタタープープープープリリリリベント協ベント協ベント協ベント協議会の岡本正議会の岡本正議会の岡本正議会の岡本正男男男男会長が会長が会長が会長が講演講演講演講演をされまして、そのときに、をされまして、そのときに、をされまして、そのときに、をされまして、そのときに、

山山山山川川川川掟掟掟掟のののの令令令令というというというという江戸江戸江戸江戸時時時時代の代の代の代の法法法法律律律律のことをのことをのことをのことを紹介紹介紹介紹介をしていただきました。をしていただきました。をしていただきました。をしていただきました。災害災害災害災害のののの多多多多い日本でい日本でい日本でい日本で

は、は、は、は、江戸江戸江戸江戸時時時時代に代に代に代に木木木木が切りが切りが切りが切り尽尽尽尽くされてくされてくされてくされて災害災害災害災害が発が発が発が発生生生生したために、したために、したために、したために、土砂土砂土砂土砂留奉留奉留奉留奉行行行行を置きまして、を置きまして、を置きまして、を置きまして、禁禁禁禁

伐及伐及伐及伐及びびびび植植植植林を林を林を林を行行行行いいいい山山山山のののの保保保保護護護護にににに努努努努めたということをめたということをめたということをめたということを紹介紹介紹介紹介されております。このされております。このされております。このされております。この山山山山川川川川掟掟掟掟のののの令令令令でででで

は、大は、大は、大は、大雨雨雨雨でででで土砂土砂土砂土砂がががが流流流流れてれてれてれて河河河河床床床床が上がりが上がりが上がりが上がり洪洪洪洪水水水水になるので、になるので、になるので、になるので、草木草木草木草木をををを根根根根こそぎこそぎこそぎこそぎ掘掘掘掘りりりり起起起起こすことをこすことをこすことをこすことを

禁禁禁禁止止止止をする。それから、川のをする。それから、川のをする。それから、川のをする。それから、川の周周周周囲囲囲囲にににに木木木木がなくがなくがなくがなく土砂土砂土砂土砂がががが流流流流れて出ているところはれて出ているところはれて出ているところはれて出ているところは植植植植林をせよ。林をせよ。林をせよ。林をせよ。

川を川を川を川を利利利利用した森林用した森林用した森林用した森林開開開開発をとめる。こうしたことがおきてとして発をとめる。こうしたことがおきてとして発をとめる。こうしたことがおきてとして発をとめる。こうしたことがおきてとして書書書書かれているわけですが、かれているわけですが、かれているわけですが、かれているわけですが、

江戸江戸江戸江戸時時時時代の人たちがそういう代の人たちがそういう代の人たちがそういう代の人たちがそういう災害災害災害災害の中で考え出した、このの中で考え出した、このの中で考え出した、このの中で考え出した、この島島島島国を国を国を国を守守守守ることの知恵があるわることの知恵があるわることの知恵があるわることの知恵があるわ

けです。それが今のけです。それが今のけです。それが今のけです。それが今の法法法法律律律律の中ではなかなか、の中ではなかなか、の中ではなかなか、の中ではなかなか、民間民間民間民間のののの同同同同意がなければできないとか、この意がなければできないとか、この意がなければできないとか、この意がなければできないとか、この奉奉奉奉

行行行行のののの役役役役割割割割を一体を一体を一体を一体誰誰誰誰がするのかと思うわけですけれども、そうしたことも含めまして、このがするのかと思うわけですけれども、そうしたことも含めまして、このがするのかと思うわけですけれども、そうしたことも含めまして、このがするのかと思うわけですけれども、そうしたことも含めまして、この

川上村川上村川上村川上村三三三三之之之之公公公公のののの原原原原生生生生林の林の林の林の保全保全保全保全問問問問題題題題でもう一度ごでもう一度ごでもう一度ごでもう一度ご回回回回答答答答をお願いしたいと思います。をお願いしたいと思います。をお願いしたいと思います。をお願いしたいと思います。

○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 派遣派遣派遣派遣労労労労働働働働者の正規職員との者の正規職員との者の正規職員との者の正規職員との待待待待遇遇遇遇について、について、について、について、再再再再度度度度労労労労働働働働者者者者派遣派遣派遣派遣法法法法がががが

改改改改正されたことに対して県内正されたことに対して県内正されたことに対して県内正されたことに対して県内企企企企業に業に業に業に周周周周知をというご質問でございます。知をというご質問でございます。知をというご質問でございます。知をというご質問でございます。



---- 11117777 ----

労労労労働働働働者者者者派遣派遣派遣派遣法法法法のののの改改改改正等については、正等については、正等については、正等については、労労労労働働働働基準基準基準基準監督監督監督監督署署署署なりそういったなりそういったなりそういったなりそういった所所所所管管管管のところから県のところから県のところから県のところから県

内の内の内の内の企企企企業等に業等に業等に業等に周周周周知を知を知を知を図図図図るのが、るのが、るのが、るのが、法法法法律律律律のののの主旨主旨主旨主旨でございます。県も今、奈良でございます。県も今、奈良でございます。県も今、奈良でございます。県も今、奈良労労労労働局働局働局働局とのとのとのとの間間間間で、で、で、で、

雇用を雇用を雇用を雇用を促促促促進進進進していき、雇用のしていき、雇用のしていき、雇用のしていき、雇用の安安安安定定定定化化化化をををを図図図図るためにも、雇用対策るためにも、雇用対策るためにも、雇用対策るためにも、雇用対策協協協協定を県と定を県と定を県と定を県と労労労労働局働局働局働局とで結んとで結んとで結んとで結ん

でおります。そういったでおります。そういったでおります。そういったでおります。そういった視視視視点で、国と点で、国と点で、国と点で、国と連連連連携携携携しながら、今、今井委員おっししながら、今、今井委員おっししながら、今、今井委員おっししながら、今、今井委員おっしゃゃゃゃったことにつったことにつったことにつったことにつ

いて今いて今いて今いて今後後後後しっかりとしっかりとしっかりとしっかりと周周周周知を知を知を知を図図図図っていけるようにっていけるようにっていけるようにっていけるように努努努努めていきたいと思っております。めていきたいと思っております。めていきたいと思っております。めていきたいと思っております。以以以以上で上で上で上で

ございます。ございます。ございます。ございます。

○福谷農林部長○福谷農林部長○福谷農林部長○福谷農林部長 今井委員お今井委員お今井委員お今井委員お述述述述べべべべのののの復旧復旧復旧復旧、、、、復復復復興の興の興の興のシンシンシンシンポポポポジジジジウウウウムムムムに、に、に、に、私私私私もももも参参参参加をさせていた加をさせていた加をさせていた加をさせていた

だきました。だきました。だきました。だきました。確確確確かに、かに、かに、かに、昔昔昔昔そういう制度が制定されてそういう制度が制定されてそういう制度が制定されてそういう制度が制定されて運運運運用されてきたというお用されてきたというお用されてきたというお用されてきたというお話話話話もおもおもおもお伺伺伺伺いしいしいしいし

ました。そこで今のました。そこで今のました。そこで今のました。そこで今の行行行行政の中で政の中で政の中で政の中で誰誰誰誰がががが奉奉奉奉行行行行になるのかというになるのかというになるのかというになるのかという話話話話もございましたが、いずれにもございましたが、いずれにもございましたが、いずれにもございましたが、いずれに

いたしましても、現いたしましても、現いたしましても、現いたしましても、現行法行法行法行法上は、上は、上は、上は、過過過過去の部分にまでさかの去の部分にまでさかの去の部分にまでさかの去の部分にまでさかのぼぼぼぼってそのってそのってそのってその整備整備整備整備なりなりなりなり買買買買収収収収ができるができるができるができる

状況状況状況状況にはなっていないというのは、事にはなっていないというのは、事にはなっていないというのは、事にはなっていないというのは、事実実実実でございます。ですから、今県としてできることでございます。ですから、今県としてできることでございます。ですから、今県としてできることでございます。ですから、今県としてできること

というのは、いずれにしてもそのというのは、いずれにしてもそのというのは、いずれにしてもそのというのは、いずれにしてもその当当当当該該該該地地地地域域域域を含めた経を含めた経を含めた経を含めた経過過過過についてについてについてについて注注注注意して見意して見意して見意して見守守守守っていかざっていかざっていかざっていかざ

るをるをるをるを得得得得ないというないというないというないという状況状況状況状況にあるのはもうにあるのはもうにあるのはもうにあるのはもう変変変変わりないと考えております。その点はごわりないと考えております。その点はごわりないと考えております。その点はごわりないと考えております。その点はご理理理理解解解解をおをおをおをお

願いしたいと思います。ただ、いずれにしましても、おっし願いしたいと思います。ただ、いずれにしましても、おっし願いしたいと思います。ただ、いずれにしましても、おっし願いしたいと思います。ただ、いずれにしましても、おっしゃゃゃゃっていただいた部分についっていただいた部分についっていただいた部分についっていただいた部分につい

てはてはてはては十十十十分分分分真真真真摯摯摯摯にににに受受受受けとめてやっていきたいと思っておりますので、よろしくお願いをしまけとめてやっていきたいと思っておりますので、よろしくお願いをしまけとめてやっていきたいと思っておりますので、よろしくお願いをしまけとめてやっていきたいと思っておりますので、よろしくお願いをしま

す。す。す。す。以以以以上です。上です。上です。上です。

○松尾委員○松尾委員○松尾委員○松尾委員 ２点質問をさせていただきます。２点質問をさせていただきます。２点質問をさせていただきます。２点質問をさせていただきます。

１点目は、中村委員の補１点目は、中村委員の補１点目は、中村委員の補１点目は、中村委員の補足足足足みみみみたいですが、県営プールの件です。たいですが、県営プールの件です。たいですが、県営プールの件です。たいですが、県営プールの件です。当初当初当初当初、奈良県には本、奈良県には本、奈良県には本、奈良県には本当当当当

にににに泊泊泊泊まるところがない、会議をするところがない、そしてまたまるところがない、会議をするところがない、そしてまたまるところがない、会議をするところがない、そしてまたまるところがない、会議をするところがない、そしてまた宿泊型宿泊型宿泊型宿泊型観光を目指そうとホ観光を目指そうとホ観光を目指そうとホ観光を目指そうとホ

テル誘致を目指すという荒井知事のかたい決意のもとにテル誘致を目指すという荒井知事のかたい決意のもとにテル誘致を目指すという荒井知事のかたい決意のもとにテル誘致を目指すという荒井知事のかたい決意のもとに進進進進んでいったのだと思います。そんでいったのだと思います。そんでいったのだと思います。そんでいったのだと思います。そ

の中で、いろいろの中で、いろいろの中で、いろいろの中で、いろいろ交交交交渉渉渉渉していただいたのだと思うのですがなかなかホテルがしていただいたのだと思うのですがなかなかホテルがしていただいたのだと思うのですがなかなかホテルがしていただいたのだと思うのですがなかなかホテルが来来来来ない。なのない。なのない。なのない。なの

で、１で、１で、１で、１回回回回目の誘い目の誘い目の誘い目の誘い水水水水をかけようと、大をかけようと、大をかけようと、大をかけようと、大宮宮宮宮通りの奈良通りの奈良通りの奈良通りの奈良警察署警察署警察署警察署をををを移転移転移転移転して、にぎわいとして、にぎわいとして、にぎわいとして、にぎわいと交流交流交流交流のののの

場という誘い場という誘い場という誘い場という誘い水水水水でででで交交交交渉渉渉渉をしていただいたけれども、なかなかそれでもをしていただいたけれども、なかなかそれでもをしていただいたけれども、なかなかそれでもをしていただいたけれども、なかなかそれでも来来来来ない。もう一つ誘ない。もう一つ誘ない。もう一つ誘ない。もう一つ誘

いいいい水水水水をかけましょうとＮＨＫに、今をかけましょうとＮＨＫに、今をかけましょうとＮＨＫに、今をかけましょうとＮＨＫに、今回回回回声声声声をかけていただいたと、そんなをかけていただいたと、そんなをかけていただいたと、そんなをかけていただいたと、そんな感感感感じじじじで思っているで思っているで思っているで思っている

のです。ＮＨＫとのです。ＮＨＫとのです。ＮＨＫとのです。ＮＨＫと交交交交渉渉渉渉するまで、経するまで、経するまで、経するまで、経緯緯緯緯もたくさんあり、いろいろな形でもたくさんあり、いろいろな形でもたくさんあり、いろいろな形でもたくさんあり、いろいろな形で検討検討検討検討もしたのでしもしたのでしもしたのでしもしたのでし

ょうが、果たしてこのょうが、果たしてこのょうが、果たしてこのょうが、果たしてこの交流交流交流交流の場とにぎわいの場に、どうしてＮＨＫが入るとそうなるのかの場とにぎわいの場に、どうしてＮＨＫが入るとそうなるのかの場とにぎわいの場に、どうしてＮＨＫが入るとそうなるのかの場とにぎわいの場に、どうしてＮＨＫが入るとそうなるのか

がわからないので、がわからないので、がわからないので、がわからないので、ふふふふと思うのですが、ＮＨＫというよりも、もうと思うのですが、ＮＨＫというよりも、もうと思うのですが、ＮＨＫというよりも、もうと思うのですが、ＮＨＫというよりも、もう企企企企業業業業立立立立地でそこにＮＨ地でそこにＮＨ地でそこにＮＨ地でそこにＮＨ

Ｋを誘致してくるのではないのかなと思っているのです。そうなったら、ホテル誘致が本Ｋを誘致してくるのではないのかなと思っているのです。そうなったら、ホテル誘致が本Ｋを誘致してくるのではないのかなと思っているのです。そうなったら、ホテル誘致が本Ｋを誘致してくるのではないのかなと思っているのです。そうなったら、ホテル誘致が本

当当当当にどうなっていくのかもにどうなっていくのかもにどうなっていくのかもにどうなっていくのかも懸念懸念懸念懸念するので、そのことについて一するので、そのことについて一するので、そのことについて一するので、そのことについて一回回回回答答答答えていただきたいと思えていただきたいと思えていただきたいと思えていただきたいと思

っております。っております。っております。っております。



---- 11118888 ----

そして、２点目、国そして、２点目、国そして、２点目、国そして、２点目、国庫庫庫庫返返返返還還還還金金金金の件ですが、森林の件ですが、森林の件ですが、森林の件ですが、森林整備整備整備整備加加加加速速速速化化化化・林業・林業・林業・林業再再再再生生生生基基基基金金金金、いわ、いわ、いわ、いわゆゆゆゆるるるる緑緑緑緑

プロという基プロという基プロという基プロという基金金金金ですが、ですが、ですが、ですが、当初当初当初当初平成２平成２平成２平成２４４４４年から３年から３年から３年から３カカカカ年年年年計画計画計画計画で２０で２０で２０で２０億億億億５５５５，，，，００００００００００００万円積み万円積み万円積み万円積み立立立立てててて

てやっていただいたと思うのですが、平成２てやっていただいたと思うのですが、平成２てやっていただいたと思うのですが、平成２てやっていただいたと思うのですが、平成２４４４４年度の事業年度の事業年度の事業年度の事業開始時開始時開始時開始時期期期期のののの前前前前に３年分の２０に３年分の２０に３年分の２０に３年分の２０億億億億

５５５５，，，，００００００００００００万円万円万円万円の分をの分をの分をの分を張張張張りつけされたと思うのです。平成２りつけされたと思うのです。平成２りつけされたと思うのです。平成２りつけされたと思うのです。平成２４４４４年度に事業をやられた事業年度に事業をやられた事業年度に事業をやられた事業年度に事業をやられた事業

体もいて、平成２５年度に事業をやられる事業体もいる、平成２体もいて、平成２５年度に事業をやられる事業体もいる、平成２体もいて、平成２５年度に事業をやられる事業体もいる、平成２体もいて、平成２５年度に事業をやられる事業体もいる、平成２６６６６年度に事業をやられる年度に事業をやられる年度に事業をやられる年度に事業をやられる

事業体もいて、事業体は会事業体もいて、事業体は会事業体もいて、事業体は会事業体もいて、事業体は会社社社社ですから、ですから、ですから、ですから、計画計画計画計画をしてをしてをしてをして申申申申請請請請を出していると思いますが、このを出していると思いますが、このを出していると思いますが、このを出していると思いますが、この

おおおお金金金金が出ていないのですけれど、が出ていないのですけれど、が出ていないのですけれど、が出ていないのですけれど、復復復復興の興の興の興の財源財源財源財源とととと聞聞聞聞いており、いろいろ問いており、いろいろ問いており、いろいろ問いており、いろいろ問題題題題になり、になり、になり、になり、復復復復興興興興以以以以

外外外外のののの都道府都道府都道府都道府県で県で県で県で使使使使うとうとうとうと困困困困るということでるということでるということでるということで返返返返せというおせというおせというおせというお話話話話だと思うのですけれど、そうしただと思うのですけれど、そうしただと思うのですけれど、そうしただと思うのですけれど、そうした

ら平成２ら平成２ら平成２ら平成２４４４４年度に年度に年度に年度に先先先先に事業に事業に事業に事業計画計画計画計画をしてをしてをしてをして使使使使った会った会った会った会社社社社はははは得得得得をしているわけです。会をしているわけです。会をしているわけです。会をしているわけです。会社社社社のののの計画計画計画計画でででで

平成２５年、平成２平成２５年、平成２平成２５年、平成２平成２５年、平成２６６６６年にやろうと思っていた会年にやろうと思っていた会年にやろうと思っていた会年にやろうと思っていた会社社社社は、本は、本は、本は、本当当当当にににに何何何何もももも悪悪悪悪いことをしてませんいことをしてませんいことをしてませんいことをしてません

けれどもばかを見ているいるけれどもばかを見ているいるけれどもばかを見ているいるけれどもばかを見ているいる状況状況状況状況だと思うので、国でもだと思うので、国でもだと思うので、国でもだと思うので、国でも何何何何かかかか措措措措置をするなり、県で置をするなり、県で置をするなり、県で置をするなり、県で何何何何かかかか措措措措

置をするなりと考えておられるのかおられないのか、また、国から本置をするなりと考えておられるのかおられないのか、また、国から本置をするなりと考えておられるのかおられないのか、また、国から本置をするなりと考えておられるのかおられないのか、また、国から本当当当当に今どういうに今どういうに今どういうに今どういう話話話話がががが

来来来来ているのかということを正ているのかということを正ているのかということを正ているのかということを正確確確確に教えていただけたらと思います。この２点です。に教えていただけたらと思います。この２点です。に教えていただけたらと思います。この２点です。に教えていただけたらと思います。この２点です。

○中尾知事公室審議官（県営プール跡地活用プロジェクト担当）兼まちづくり推進局次長○中尾知事公室審議官（県営プール跡地活用プロジェクト担当）兼まちづくり推進局次長○中尾知事公室審議官（県営プール跡地活用プロジェクト担当）兼まちづくり推進局次長○中尾知事公室審議官（県営プール跡地活用プロジェクト担当）兼まちづくり推進局次長

（地域デザイン推進課長事務取扱）（地域デザイン推進課長事務取扱）（地域デザイン推進課長事務取扱）（地域デザイン推進課長事務取扱） プール跡地になプール跡地になプール跡地になプール跡地になぜぜぜぜＮＨＫかというところでございまＮＨＫかというところでございまＮＨＫかというところでございまＮＨＫかというところでございま

すけれども、ＮＨＫは、すけれども、ＮＨＫは、すけれども、ＮＨＫは、すけれども、ＮＨＫは、ママママスコスコスコスコミミミミとしていろいろなところでとしていろいろなところでとしていろいろなところでとしていろいろなところで放放放放送送送送と関と関と関と関連連連連したしたしたしたイベントイベントイベントイベントをやをやをやをや

られていたり、あるいは奈良県に関するられていたり、あるいは奈良県に関するられていたり、あるいは奈良県に関するられていたり、あるいは奈良県に関する映像映像映像映像コンコンコンコンテテテテンンンンツツツツもたくさん持っていらっしもたくさん持っていらっしもたくさん持っていらっしもたくさん持っていらっしゃゃゃゃいまいまいまいま

す。よく大和の国す。よく大和の国す。よく大和の国す。よく大和の国宝宝宝宝とかそういうものもやっています。そういったとかそういうものもやっています。そういったとかそういうものもやっています。そういったとかそういうものもやっています。そういったアアアアーーーーカイカイカイカイブブブブススススといいまといいまといいまといいま

すか、そういったものをうまくすか、そういったものをうまくすか、そういったものをうまくすか、そういったものをうまく活活活活用して、もちろんＮＨＫとしてはＮＨＫの用して、もちろんＮＨＫとしてはＮＨＫの用して、もちろんＮＨＫとしてはＮＨＫの用して、もちろんＮＨＫとしてはＮＨＫのオフィオフィオフィオフィスススス、、、、放放放放

送送送送局局局局機能機能機能機能をもちろんをもちろんをもちろんをもちろん確保確保確保確保しなくてはいけないということはあるでしょうけれども、一しなくてはいけないということはあるでしょうけれども、一しなくてはいけないということはあるでしょうけれども、一しなくてはいけないということはあるでしょうけれども、一方方方方でででで

そういった持っていらっしそういった持っていらっしそういった持っていらっしそういった持っていらっしゃゃゃゃるものを県営プール跡地のところで、いろいろるものを県営プール跡地のところで、いろいろるものを県営プール跡地のところで、いろいろるものを県営プール跡地のところで、いろいろ映像映像映像映像によるによるによるによる展展展展

示示示示でありますとか、あるいはでありますとか、あるいはでありますとか、あるいはでありますとか、あるいは先先先先ほどもほどもほどもほども申申申申し上し上し上し上げげげげたたたたイベントイベントイベントイベントのようなものであるとか、そうのようなものであるとか、そうのようなものであるとか、そうのようなものであるとか、そう

いったもので、県ももともと、にぎわいの広場もつくって、県でもいろいろなプロいったもので、県ももともと、にぎわいの広場もつくって、県でもいろいろなプロいったもので、県ももともと、にぎわいの広場もつくって、県でもいろいろなプロいったもので、県ももともと、にぎわいの広場もつくって、県でもいろいろなプロジェクジェクジェクジェク

トトトトを、大を、大を、大を、大宮宮宮宮通り通り通り通り沿沿沿沿いにいにいにいに仕仕仕仕掛掛掛掛けたりしておりますけれども、こういった県営プール跡地でもけたりしておりますけれども、こういった県営プール跡地でもけたりしておりますけれども、こういった県営プール跡地でもけたりしておりますけれども、こういった県営プール跡地でも

イベントイベントイベントイベントをやっていくというようなことで考えておりますから、をやっていくというようなことで考えておりますから、をやっていくというようなことで考えておりますから、をやっていくというようなことで考えておりますから、ココココララララボレボレボレボレーーーーションションションションしながしながしながしなが

らららら検討検討検討検討をしていきたい。ＮＨＫが持っているものをまたここの地をしていきたい。ＮＨＫが持っているものをまたここの地をしていきたい。ＮＨＫが持っているものをまたここの地をしていきたい。ＮＨＫが持っているものをまたここの地域域域域のののの活性化活性化活性化活性化にもにもにもにも使使使使ってもってもってもっても

らえないかということで考えております。らえないかということで考えております。らえないかということで考えております。らえないかということで考えております。

県営プール跡地の敷地につきましては、もちろんＮＨＫだけではなくて、県営プール跡地の敷地につきましては、もちろんＮＨＫだけではなくて、県営プール跡地の敷地につきましては、もちろんＮＨＫだけではなくて、県営プール跡地の敷地につきましては、もちろんＮＨＫだけではなくて、前前前前から言ってから言ってから言ってから言って

おりますおりますおりますおります宿泊機能宿泊機能宿泊機能宿泊機能、それから、、それから、、それから、、それから、コンベンションコンベンションコンベンションコンベンションだとかだとかだとかだとか飲食飲食飲食飲食物物物物販販販販、、、、イベントイベントイベントイベント広場、そういっ広場、そういっ広場、そういっ広場、そういっ

たたたた複複複複合的な、にぎわいと合的な、にぎわいと合的な、にぎわいと合的な、にぎわいと交流交流交流交流のののの機能機能機能機能を考えていく中でホテルの事業者についてもを考えていく中でホテルの事業者についてもを考えていく中でホテルの事業者についてもを考えていく中でホテルの事業者についても集集集集客力客力客力客力がががが
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あるようなあるようなあるようなあるような土土土土地でのホテル地でのホテル地でのホテル地でのホテル展展展展開開開開を考えていただきたいと思っております。を考えていただきたいと思っております。を考えていただきたいと思っております。を考えていただきたいと思っております。

奈良県らしくということで、奈良県に関奈良県らしくということで、奈良県に関奈良県らしくということで、奈良県に関奈良県らしくということで、奈良県に関連連連連しないのではなくて、しないのではなくて、しないのではなくて、しないのではなくて、映像映像映像映像なんかについてもなんかについてもなんかについてもなんかについても

奈良県に関奈良県に関奈良県に関奈良県に関連連連連するものをあそこの場で、するものをあそこの場で、するものをあそこの場で、するものをあそこの場で、歴歴歴歴史史史史展展展展示示示示ということをよく言っておりましたけれということをよく言っておりましたけれということをよく言っておりましたけれということをよく言っておりましたけれ

ども、そういったものをども、そういったものをども、そういったものをども、そういったものを映像映像映像映像によってによってによってによって展展展展示示示示していくといったことをＮＨＫと一していくといったことをＮＨＫと一していくといったことをＮＨＫと一していくといったことをＮＨＫと一緒緒緒緒にににに検討検討検討検討をををを

していけたらと思っております。していけたらと思っております。していけたらと思っております。していけたらと思っております。以以以以上です。上です。上です。上です。

○岡野奈良の木ブランド課長○岡野奈良の木ブランド課長○岡野奈良の木ブランド課長○岡野奈良の木ブランド課長 松尾委員から、今松尾委員から、今松尾委員から、今松尾委員から、今回回回回のののの復復復復興予興予興予興予算算算算のののの返返返返還還還還にかかわってのご質にかかわってのご質にかかわってのご質にかかわってのご質

問がございました。問がございました。問がございました。問がございました。

この事業は、この事業は、この事業は、この事業は、緑緑緑緑プロという事業ですけれども、国の森林プロという事業ですけれども、国の森林プロという事業ですけれども、国の森林プロという事業ですけれども、国の森林整備整備整備整備加加加加速速速速化化化化・林業・林業・林業・林業再再再再生生生生事業補助事業補助事業補助事業補助

金金金金をををを活活活活用いたしまして、一用いたしまして、一用いたしまして、一用いたしまして、一番番番番初初初初めはもう平成２１年度からめはもう平成２１年度からめはもう平成２１年度からめはもう平成２１年度から始始始始まっているのですけれども、まっているのですけれども、まっているのですけれども、まっているのですけれども、

３年３年３年３年タタタターーーームムムムで今で今で今で今回回回回の場合は平成２の場合は平成２の場合は平成２の場合は平成２４４４４年度から平成２年度から平成２年度から平成２年度から平成２６６６６年度に年度に年度に年度に向向向向けて３年けて３年けて３年けて３年間間間間の事業をの事業をの事業をの事業を計画計画計画計画しししし

てててて進進進進めていたということになります。めていたということになります。めていたということになります。めていたということになります。

この事業には、国からいろいろなこの事業には、国からいろいろなこの事業には、国からいろいろなこの事業には、国からいろいろな財源財源財源財源がががが投投投投入されているわけでございますけれども、そ入されているわけでございますけれども、そ入されているわけでございますけれども、そ入されているわけでございますけれども、そ

ういった中で、これは一ういった中で、これは一ういった中で、これは一ういった中で、これは一番番番番大きいのですけれど平成２３年度の国の補正予大きいのですけれど平成２３年度の国の補正予大きいのですけれど平成２３年度の国の補正予大きいのですけれど平成２３年度の国の補正予算算算算においてにおいてにおいてにおいて措措措措置置置置

された本県におきましては２０された本県におきましては２０された本県におきましては２０された本県におきましては２０億億億億５５５５，，，，００００００００００００万円万円万円万円をををを積み積み積み積み立立立立てたわけでございます。このてたわけでございます。このてたわけでございます。このてたわけでございます。この財財財財

源源源源が国のが国のが国のが国の復復復復興関興関興関興関連連連連予予予予算算算算をををを財源財源財源財源にしたものでございまして、にしたものでございまして、にしたものでございまして、にしたものでございまして、当初当初当初当初はははは木材木材木材木材のののの供給供給供給供給をををを全全全全国規模で国規模で国規模で国規模で

活性化活性化活性化活性化していき、そうすることによってしていき、そうすることによってしていき、そうすることによってしていき、そうすることによって被災被災被災被災地にも地にも地にも地にも間間間間接接接接的に的に的に的に供給供給供給供給できるであろうという事できるであろうという事できるであろうという事できるであろうという事

業の目的で業の目的で業の目的で業の目的で始始始始まったわけでございます。ご案内のことと思いますが、まったわけでございます。ご案内のことと思いますが、まったわけでございます。ご案内のことと思いますが、まったわけでございます。ご案内のことと思いますが、ママママスコスコスコスコミミミミ等でいろい等でいろい等でいろい等でいろい

ろなろなろなろな批批批批判判判判がございまして、平成２５年７月２日がございまして、平成２５年７月２日がございまして、平成２５年７月２日がございまして、平成２５年７月２日付付付付で、で、で、で、先先先先ほど、福谷農林部長からも説明いほど、福谷農林部長からも説明いほど、福谷農林部長からも説明いほど、福谷農林部長からも説明い

たしましたように、農林たしましたように、農林たしましたように、農林たしましたように、農林水水水水産大臣から奈良県知事産大臣から奈良県知事産大臣から奈良県知事産大臣から奈良県知事宛宛宛宛てに通知があり、この通知では、今てに通知があり、この通知では、今てに通知があり、この通知では、今てに通知があり、この通知では、今後後後後

のののの復復復復興予興予興予興予算算算算をををを財源財源財源財源とした事業に関しまして、とした事業に関しまして、とした事業に関しまして、とした事業に関しまして、被災被災被災被災地に対する地に対する地に対する地に対する直直直直接接接接的な事業に的な事業に的な事業に的な事業に使使使使途途途途をををを限限限限定し定し定し定し

た上で、これた上で、これた上で、これた上で、これ以外以外以外以外のものについてはこれまでののものについてはこれまでののものについてはこれまでののものについてはこれまでの執執執執行行行行済済済済みみみみ並並並並びびびびにににに執執執執行行行行済済済済みみみみとととと認認認認められるもの、められるもの、められるもの、められるもの、

すなわち平成２５年度のすなわち平成２５年度のすなわち平成２５年度のすなわち平成２５年度の当初当初当初当初予予予予算算算算にににに計計計計上した分を上した分を上した分を上した分を除除除除いていていていて返返返返還還還還せよというせよというせよというせよという要要要要請請請請がありました。がありました。がありました。がありました。

本県で本県で本県で本県で被災被災被災被災地に地に地に地に直直直直接接接接的な的な的な的な木材木材木材木材供給供給供給供給をしているものををしているものををしているものををしているものを調べ調べ調べ調べててててみみみみましたところ、これがござましたところ、これがござましたところ、これがござましたところ、これがござ

いませんので、今いませんので、今いませんので、今いませんので、今回回回回復復復復興関興関興関興関連連連連予予予予算算算算の２０の２０の２０の２０億億億億５５５５，，，，００００００００００００万円万円万円万円から平成２から平成２から平成２から平成２４４４４年度の年度の年度の年度の執執執執行行行行済済済済みみみみ額額額額、、、、

２２２２億６，億６，億６，億６，７００７００７００７００万円余万円余万円余万円余、それから平成２５年度の、それから平成２５年度の、それから平成２５年度の、それから平成２５年度の当初当初当初当初予予予予算計算計算計算計上上上上額額額額３３３３億億億億５５５５，，，，８８８８００００００００万円余万円余万円余万円余、、、、

それから、それから、それから、それから、積み積み積み積み立立立立てておりますのでてておりますのでてておりますのでてておりますので運運運運用用用用利利利利息息息息が３００が３００が３００が３００万円余万円余万円余万円余ございます。これらを合わせございます。これらを合わせございます。これらを合わせございます。これらを合わせ

ましたましたましたました残残残残りの１りの１りの１りの１４億４億４億４億２２２２，，，，００００００００００００万円余万円余万円余万円余を国を国を国を国へへへへ返返返返還還還還するというものでございます。するというものでございます。するというものでございます。するというものでございます。

ただいま松尾委員よりご指ただいま松尾委員よりご指ただいま松尾委員よりご指ただいま松尾委員よりご指摘摘摘摘ございましたように、これは３年ございましたように、これは３年ございましたように、これは３年ございましたように、これは３年間間間間の事業での事業での事業での事業で計画計画計画計画をしておをしておをしておをしてお

りましたので、りましたので、りましたので、りましたので、当初当初当初当初の段階で事業をの段階で事業をの段階で事業をの段階で事業を募集募集募集募集しました。そのときには平成２しました。そのときには平成２しました。そのときには平成２しました。そのときには平成２４４４４年度、平成２５年度、平成２５年度、平成２５年度、平成２５

年度、それから平成２年度、それから平成２年度、それから平成２年度、それから平成２６６６６年度の事業も合わせて年度の事業も合わせて年度の事業も合わせて年度の事業も合わせて募集募集募集募集していたわけでございまして、平成２していたわけでございまして、平成２していたわけでございまして、平成２していたわけでございまして、平成２
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６６６６年度は、年度は、年度は、年度は、概概概概算算算算でございますけれども３でございますけれども３でございますけれども３でございますけれども３億円余億円余億円余億円余りの事業りの事業りの事業りの事業要要要要求求求求があったのも事があったのも事があったのも事があったのも事実実実実でございまでございまでございまでございま

す。今す。今す。今す。今回回回回の国のの国のの国のの国の要要要要請請請請によりまして、予によりまして、予によりまして、予によりまして、予算計算計算計算計上していないものも合わせて上していないものも合わせて上していないものも合わせて上していないものも合わせて返返返返還還還還するというこするというこするというこするというこ

とになっておりますので、平成２とになっておりますので、平成２とになっておりますので、平成２とになっておりますので、平成２６６６６年度に事業を予定していた事業者からは、事業を予定年度に事業を予定していた事業者からは、事業を予定年度に事業を予定していた事業者からは、事業を予定年度に事業を予定していた事業者からは、事業を予定

していたのにしていたのにしていたのにしていたのに財源財源財源財源のののの措措措措置がないということで、置がないということで、置がないということで、置がないということで、何何何何とかしてほしいととかしてほしいととかしてほしいととかしてほしいと強強強強いいいい要要要要望望望望が出ているこが出ているこが出ているこが出ているこ

とも事とも事とも事とも事実実実実でございます。これをでございます。これをでございます。これをでございます。これを受受受受けまして、県といたしましては、けまして、県といたしましては、けまして、県といたしましては、けまして、県といたしましては、早早早早速速速速国に、代国に、代国に、代国に、代替財源替財源替財源替財源のののの

措措措措置について置について置について置について強強強強くくくく要要要要望望望望しているところでございます。福谷農林部長しているところでございます。福谷農林部長しているところでございます。福谷農林部長しているところでございます。福谷農林部長みみみみずからも国にずからも国にずからも国にずからも国に行行行行き、き、き、き、

いろいろないろいろないろいろないろいろな要要要要望望望望をををを行行行行ったところでございまして、そういった中で、国といたしましては、ったところでございまして、そういった中で、国といたしましては、ったところでございまして、そういった中で、国といたしましては、ったところでございまして、そういった中で、国といたしましては、

やはりこういうやはりこういうやはりこういうやはりこういう状況状況状況状況はははは理理理理解解解解できるということで、国の補正予できるということで、国の補正予できるということで、国の補正予できるということで、国の補正予算算算算並並並並びびびびに平成２に平成２に平成２に平成２６６６６年度の年度の年度の年度の当初当初当初当初

予予予予算算算算でなるでなるでなるでなるべべべべくくくく確保確保確保確保できるできるできるできる方向方向方向方向でででで頑張頑張頑張頑張っていきたいということも言っていただいているとっていきたいということも言っていただいているとっていきたいということも言っていただいているとっていきたいということも言っていただいていると

ころでございます。県といたしましてもころでございます。県といたしましてもころでございます。県といたしましてもころでございます。県といたしましても引引引引き続きき続きき続きき続き強強強強くくくく要要要要請請請請をしていきたいと思っておりまをしていきたいと思っておりまをしていきたいと思っておりまをしていきたいと思っておりま

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

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

まず、ホテルの件ですが、ＮＨＫがまず、ホテルの件ですが、ＮＨＫがまず、ホテルの件ですが、ＮＨＫがまず、ホテルの件ですが、ＮＨＫが放放放放送送送送と関と関と関と関連連連連したしたしたしたイベントイベントイベントイベントもやっています、奈良県のもやっています、奈良県のもやっています、奈良県のもやっています、奈良県の

コンコンコンコンテテテテンンンンツツツツもたくさん持っています、だからにぎわいともたくさん持っています、だからにぎわいともたくさん持っています、だからにぎわいともたくさん持っています、だからにぎわいと交流交流交流交流の場となる、ホテルを誘致すの場となる、ホテルを誘致すの場となる、ホテルを誘致すの場となる、ホテルを誘致す

る誘いる誘いる誘いる誘い水水水水にするために適したにするために適したにするために適したにするために適した企企企企業だと思いますという業だと思いますという業だと思いますという業だと思いますという話話話話だと思うのですけれど、そのこだと思うのですけれど、そのこだと思うのですけれど、そのこだと思うのですけれど、そのこじじじじ

つけには本つけには本つけには本つけには本当当当当にににに無無無無理理理理があると思っています。本があると思っています。本があると思っています。本があると思っています。本当当当当に今、あそこにあるに今、あそこにあるに今、あそこにあるに今、あそこにある土土土土地は県地は県地は県地は県有有有有資資資資産とし産とし産とし産とし

て県て県て県て県民民民民のののの財財財財産です。ＮＨＫは産です。ＮＨＫは産です。ＮＨＫは産です。ＮＨＫはオフィオフィオフィオフィススススとしてのとしてのとしてのとしての機能機能機能機能もはたしていますから、それでしたらもはたしていますから、それでしたらもはたしていますから、それでしたらもはたしていますから、それでしたら

本本本本当当当当にもっとにもっとにもっとにもっと公募公募公募公募をして、をして、をして、をして、家賃家賃家賃家賃ももらうわけですから、きちんとしたことをやっていくももらうわけですから、きちんとしたことをやっていくももらうわけですから、きちんとしたことをやっていくももらうわけですから、きちんとしたことをやっていくべべべべ

きだと思うのです。きだと思うのです。きだと思うのです。きだと思うのです。イベントイベントイベントイベント会会会会社社社社にしても、ＮＨＫよりもっとすぐれたにしても、ＮＨＫよりもっとすぐれたにしても、ＮＨＫよりもっとすぐれたにしても、ＮＨＫよりもっとすぐれたイベントイベントイベントイベントをやってをやってをやってをやって

いるところもたくさんあると思うのです。だから、もっとほかに考えられることがあるといるところもたくさんあると思うのです。だから、もっとほかに考えられることがあるといるところもたくさんあると思うのです。だから、もっとほかに考えられることがあるといるところもたくさんあると思うのです。だから、もっとほかに考えられることがあると

思いますので、思いますので、思いますので、思いますので、公公公公正正正正性性性性、、、、透透透透明明明明性性性性が高い、が高い、が高い、が高い、誰誰誰誰が見ても、ああ、そうだというが見ても、ああ、そうだというが見ても、ああ、そうだというが見ても、ああ、そうだという感感感感じじじじでででで進進進進めていめていめていめてい

っていただけたらと思うのです。どうしてこういうことになるのかというと、これっていただけたらと思うのです。どうしてこういうことになるのかというと、これっていただけたらと思うのです。どうしてこういうことになるのかというと、これっていただけたらと思うのです。どうしてこういうことになるのかというと、これ私私私私が思が思が思が思

っていることですが、もうホテル誘致はなかなかできないだろう。なのでもういっそうのっていることですが、もうホテル誘致はなかなかできないだろう。なのでもういっそうのっていることですが、もうホテル誘致はなかなかできないだろう。なのでもういっそうのっていることですが、もうホテル誘致はなかなかできないだろう。なのでもういっそうの

こと、こと、こと、こと、方向方向方向方向転転転転換換換換したらどうですかと本したらどうですかと本したらどうですかと本したらどうですかと本当当当当に思っているのです。例えば、あそこに県でに思っているのです。例えば、あそこに県でに思っているのです。例えば、あそこに県でに思っているのです。例えば、あそこに県で箱物箱物箱物箱物

をををを建建建建てて、もちろんてて、もちろんてて、もちろんてて、もちろん企企企企業も業も業も業も来来来来ていただく、ホテルもそこで指定ていただく、ホテルもそこで指定ていただく、ホテルもそこで指定ていただく、ホテルもそこで指定管管管管理み理み理み理みたいにたいにたいにたいに運運運運営会営会営会営会社社社社に入に入に入に入

ってもらいってもらいってもらいってもらい運運運運営してもらう。本営してもらう。本営してもらう。本営してもらう。本当当当当にホテルがにホテルがにホテルがにホテルが必要必要必要必要なわけでここまでなわけでここまでなわけでここまでなわけでここまで頑張頑張頑張頑張ってきたのですかってきたのですかってきたのですかってきたのですか

ら、本ら、本ら、本ら、本当当当当にににに必要必要必要必要でしたらもう県で思い切ってやってでしたらもう県で思い切ってやってでしたらもう県で思い切ってやってでしたらもう県で思い切ってやってみみみみませんか。そういうところにませんか。そういうところにませんか。そういうところにませんか。そういうところに私私私私はははははははは

もうもうもうもう来来来来ていると思っていますので、ていると思っていますので、ていると思っていますので、ていると思っていますので、何何何何か意か意か意か意気込み気込み気込み気込みでもありましたら。でもありましたら。でもありましたら。でもありましたら。

それと、それと、それと、それと、緑緑緑緑プロの件ですが、本プロの件ですが、本プロの件ですが、本プロの件ですが、本当当当当にににに鋭鋭鋭鋭意意意意努力努力努力努力していただいているのはありがたいと思っしていただいているのはありがたいと思っしていただいているのはありがたいと思っしていただいているのはありがたいと思っ

ているのです。本ているのです。本ているのです。本ているのです。本当当当当にこのままにこのままにこのままにこのまま霞霞霞霞が関にが関にが関にが関に頭頭頭頭ばかり下ばかり下ばかり下ばかり下げげげげにににに行行行行かないとしようがないのでしょかないとしようがないのでしょかないとしようがないのでしょかないとしようがないのでしょ
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うけれど、うけれど、うけれど、うけれど、努力努力努力努力していただきたい。もしもそれでつかなかったときのことも考えて、またしていただきたい。もしもそれでつかなかったときのことも考えて、またしていただきたい。もしもそれでつかなかったときのことも考えて、またしていただきたい。もしもそれでつかなかったときのことも考えて、また

きちんとそういうきちんとそういうきちんとそういうきちんとそういう情情情情報も、例えば報も、例えば報も、例えば報も、例えば間間間間伐伐伐伐の事業でしたら、森林の事業でしたら、森林の事業でしたら、森林の事業でしたら、森林組組組組合、合、合、合、町町町町村なりが村なりが村なりが村なりが山山山山林林林林所所所所有有有有者者者者

といろいろといろいろといろいろといろいろ接接接接点を持って、点を持って、点を持って、点を持って、交交交交渉渉渉渉をいろいろしている経をいろいろしている経をいろいろしている経をいろいろしている経緯緯緯緯もありますので、とにかくもありますので、とにかくもありますので、とにかくもありますので、とにかく情情情情報は報は報は報は

きちんと、きちんと、きちんと、きちんと、鋭鋭鋭鋭意意意意流流流流していっていただくことをお願いしてしていっていただくことをお願いしてしていっていただくことをお願いしてしていっていただくことをお願いして終終終終わります。わります。わります。わります。何何何何かありましたらどかありましたらどかありましたらどかありましたらど

ううううぞぞぞぞ。。。。

○中尾知事公室審議官（県営プール跡地活用プロジェクト担当）兼まちづくり推進局次長○中尾知事公室審議官（県営プール跡地活用プロジェクト担当）兼まちづくり推進局次長○中尾知事公室審議官（県営プール跡地活用プロジェクト担当）兼まちづくり推進局次長○中尾知事公室審議官（県営プール跡地活用プロジェクト担当）兼まちづくり推進局次長

（地域デザイン推進課長事務取扱）（地域デザイン推進課長事務取扱）（地域デザイン推進課長事務取扱）（地域デザイン推進課長事務取扱） ホテルの今ホテルの今ホテルの今ホテルの今後後後後のののの進進進進めめめめ方方方方、県営プール跡地の今、県営プール跡地の今、県営プール跡地の今、県営プール跡地の今後後後後のののの進進進進

めめめめ方方方方でございますけれども、やはり奈良市の中でございますけれども、やはり奈良市の中でございますけれども、やはり奈良市の中でございますけれども、やはり奈良市の中心心心心部で３部で３部で３部で３ヘヘヘヘククククタタタタール、それもール、それもール、それもール、それも公公公公有有有有地は、非地は、非地は、非地は、非

常に常に常に常に貴貴貴貴重重重重なななな土土土土地だと思っておりまして、ここはやはり奈良県が長年地だと思っておりまして、ここはやはり奈良県が長年地だと思っておりまして、ここはやはり奈良県が長年地だと思っておりまして、ここはやはり奈良県が長年抱抱抱抱えているえているえているえている課題課題課題課題、、、、特特特特にににに

日日日日帰帰帰帰り観光でありますとかをり観光でありますとかをり観光でありますとかをり観光でありますとかを解解解解決するような形で決するような形で決するような形で決するような形で土土土土地を地を地を地を有有有有効効効効にににに使使使使っていくことが非常に大っていくことが非常に大っていくことが非常に大っていくことが非常に大

事だと思っております。そういった意事だと思っております。そういった意事だと思っております。そういった意事だと思っております。そういった意味味味味でホテルについてこれまでもでホテルについてこれまでもでホテルについてこれまでもでホテルについてこれまでも検討検討検討検討をしてまいったをしてまいったをしてまいったをしてまいった

わけでございます。松尾委員がおっしわけでございます。松尾委員がおっしわけでございます。松尾委員がおっしわけでございます。松尾委員がおっしゃゃゃゃるように、るように、るように、るように、世世世世の中に、県営のホテルといいますか、の中に、県営のホテルといいますか、の中に、県営のホテルといいますか、の中に、県営のホテルといいますか、

県が県が県が県が金金金金を出してやっているようなホテルはないことはございません。今、を出してやっているようなホテルはないことはございません。今、を出してやっているようなホテルはないことはございません。今、を出してやっているようなホテルはないことはございません。今、我我我我 々々々々がががが検討検討検討検討してしてしてして

いるのは、いるのは、いるのは、いるのは、官官官官民連民連民連民連携携携携でここのプロでここのプロでここのプロでここのプロジェクトジェクトジェクトジェクト、にぎわいの内、にぎわいの内、にぎわいの内、にぎわいの内容容容容をつくれないかということで、をつくれないかということで、をつくれないかということで、をつくれないかということで、

ＮＨＫもある意ＮＨＫもある意ＮＨＫもある意ＮＨＫもある意味味味味官官官官民民民民の中のの中のの中のの中の純粋純粋純粋純粋にににに民民民民というわけではないかもしれませんけれども、というわけではないかもしれませんけれども、というわけではないかもしれませんけれども、というわけではないかもしれませんけれども、公共公共公共公共

団体団体団体団体以外以外以外以外の団体、それからホテルに対してもの団体、それからホテルに対してもの団体、それからホテルに対してもの団体、それからホテルに対しても民間民間民間民間事業者に対して事業者に対して事業者に対して事業者に対して働働働働きかけをしているとこきかけをしているとこきかけをしているとこきかけをしているとこ

ろでございますし、できるだけろでございますし、できるだけろでございますし、できるだけろでございますし、できるだけ官官官官民連民連民連民連携携携携ということで、ホテルにつきましては今はということで、ホテルにつきましては今はということで、ホテルにつきましては今はということで、ホテルにつきましては今は民間民間民間民間主主主主

体でということで誘致体でということで誘致体でということで誘致体でということで誘致活動活動活動活動をしているわけでございます。もうをしているわけでございます。もうをしているわけでございます。もうをしているわけでございます。もう少少少少しししし引引引引き続きこの形でプロき続きこの形でプロき続きこの形でプロき続きこの形でプロ

ジェクトジェクトジェクトジェクトの内の内の内の内容容容容をををを固固固固められないかというめられないかというめられないかというめられないかという検討検討検討検討を続けていきたいと思っております。とにかを続けていきたいと思っております。とにかを続けていきたいと思っております。とにかを続けていきたいと思っております。とにか

くあの場くあの場くあの場くあの場所所所所はははは何何何何とかにぎわいのとかにぎわいのとかにぎわいのとかにぎわいの滞滞滞滞在在在在型型型型観光の観光の観光の観光の拠拠拠拠点という形になるように、点という形になるように、点という形になるように、点という形になるように、初初初初めから、県めから、県めから、県めから、県有有有有

ホテルありきではなくて、ホテルありきではなくて、ホテルありきではなくて、ホテルありきではなくて、官官官官民連民連民連民連携携携携ということでまずはということでまずはということでまずはということでまずは検討検討検討検討してまいりたいと思っておりしてまいりたいと思っておりしてまいりたいと思っておりしてまいりたいと思っており

ます。ます。ます。ます。以以以以上です。上です。上です。上です。

○森川委員○森川委員○森川委員○森川委員 中産業・雇用振興部長に中産業・雇用振興部長に中産業・雇用振興部長に中産業・雇用振興部長に心心心心意意意意気気気気といいますか、雇用に対しての基本的な考えといいますか、雇用に対しての基本的な考えといいますか、雇用に対しての基本的な考えといいますか、雇用に対しての基本的な考え

について、県の雇用対策費用としてについて、県の雇用対策費用としてについて、県の雇用対策費用としてについて、県の雇用対策費用として緊急緊急緊急緊急雇用なり、また高雇用なり、また高雇用なり、また高雇用なり、また高齢齢齢齢者雇用なり、さまざまな雇用者雇用なり、さまざまな雇用者雇用なり、さまざまな雇用者雇用なり、さまざまな雇用

のののの促促促促進進進進として県はとして県はとして県はとして県は抜抜抜抜本的に本的に本的に本的に取取取取りりりり組組組組んでいただいていると思うのですけれども、非正規雇用、んでいただいていると思うのですけれども、非正規雇用、んでいただいていると思うのですけれども、非正規雇用、んでいただいていると思うのですけれども、非正規雇用、

また、また、また、また、仮仮仮仮に県のに県のに県のに県の施設施設施設施設、委、委、委、委託託託託の雇用、また県内というかそれにの雇用、また県内というかそれにの雇用、また県内というかそれにの雇用、また県内というかそれに付付付付随随随随する事業者に対する雇用、する事業者に対する雇用、する事業者に対する雇用、する事業者に対する雇用、

仮仮仮仮に今ここに上がっております県営に今ここに上がっております県営に今ここに上がっております県営に今ここに上がっております県営競輪競輪競輪競輪場の場の場の場の包括外包括外包括外包括外部委部委部委部委託託託託の問の問の問の問題題題題の一つとして、このの一つとして、このの一つとして、このの一つとして、この競輪競輪競輪競輪

場は、場は、場は、場は、競輪競輪競輪競輪場の場内場の場内場の場内場の場内作作作作業員、また場内に業員、また場内に業員、また場内に業員、また場内に付付付付随随随随するするするする企企企企業の業の業の業の従従従従業員など、こういう大きな業員など、こういう大きな業員など、こういう大きな業員など、こういう大きな施設施設施設施設

にあってはさまざまなにあってはさまざまなにあってはさまざまなにあってはさまざまな外外外外部委部委部委部委託託託託もずっとやられていると思うのですが、県として雇用といもずっとやられていると思うのですが、県として雇用といもずっとやられていると思うのですが、県として雇用といもずっとやられていると思うのですが、県として雇用とい

う見地から考えれば、う見地から考えれば、う見地から考えれば、う見地から考えれば、施設施設施設施設でもともと場内雇用をされているでもともと場内雇用をされているでもともと場内雇用をされているでもともと場内雇用をされている方方方方と、また場内に委と、また場内に委と、また場内に委と、また場内に委託託託託をされをされをされをされ
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てててて各企各企各企各企業から人業から人業から人業から人材派遣材派遣材派遣材派遣で入っておられるで入っておられるで入っておられるで入っておられる方方方方も、も、も、も、全全全全てが雇用対てが雇用対てが雇用対てが雇用対象象象象になると思うのですが、やになると思うのですが、やになると思うのですが、やになると思うのですが、や

はり県としてはり県としてはり県としてはり県として直直直直接接接接県が雇用されている部分も、またそれに県が雇用されている部分も、またそれに県が雇用されている部分も、またそれに県が雇用されている部分も、またそれに付付付付随随随随されている部分、それにされている部分、それにされている部分、それにされている部分、それに附附附附

帯帯帯帯されているされているされているされている企企企企業の業の業の業の従従従従業員も、やはり県内の雇用業員も、やはり県内の雇用業員も、やはり県内の雇用業員も、やはり県内の雇用促促促促進進進進として本として本として本として本当当当当にににに抜抜抜抜本的に考えて、対応本的に考えて、対応本的に考えて、対応本的に考えて、対応

していかなければならないと思うのですけれども、そのしていかなければならないと思うのですけれども、そのしていかなければならないと思うのですけれども、そのしていかなければならないと思うのですけれども、その辺辺辺辺で、できましたら県としてさまで、できましたら県としてさまで、できましたら県としてさまで、できましたら県としてさま

ざまな雇用がざまな雇用がざまな雇用がざまな雇用が失失失失われる場合、どのように対応していくのか、どのようにわれる場合、どのように対応していくのか、どのようにわれる場合、どのように対応していくのか、どのようにわれる場合、どのように対応していくのか、どのように協協協協議していくのか、議していくのか、議していくのか、議していくのか、

今やられている今やられている今やられている今やられている競輪競輪競輪競輪場の形が一つの例ではありますけれども、場の形が一つの例ではありますけれども、場の形が一つの例ではありますけれども、場の形が一つの例ではありますけれども、全全全全体的な雇用の体的な雇用の体的な雇用の体的な雇用の差差差差別化別化別化別化をなをなをなをな

くして、やはり正職員であれ、くして、やはり正職員であれ、くして、やはり正職員であれ、くして、やはり正職員であれ、臨臨臨臨時時時時職員であれ、またそういう職員であれ、またそういう職員であれ、またそういう職員であれ、またそういう企企企企業の職員であれ、やはり業の職員であれ、やはり業の職員であれ、やはり業の職員であれ、やはり

その事業その事業その事業その事業所所所所がなくなるときにどうなるかを考えていかなければならないと思います。そこがなくなるときにどうなるかを考えていかなければならないと思います。そこがなくなるときにどうなるかを考えていかなければならないと思います。そこがなくなるときにどうなるかを考えていかなければならないと思います。そこ

で、産業で、産業で、産業で、産業････雇用振興部の雇用振興部の雇用振興部の雇用振興部のトットットットップとして、プとして、プとして、プとして、仮仮仮仮に事業に事業に事業に事業所所所所がなくなるときにどういう県の対応をがなくなるときにどういう県の対応をがなくなるときにどういう県の対応をがなくなるときにどういう県の対応を

今考えておられるのか、また今今考えておられるのか、また今今考えておられるのか、また今今考えておられるのか、また今後後後後考えられることがあるのか、できれば見考えられることがあるのか、できれば見考えられることがあるのか、できれば見考えられることがあるのか、できれば見解解解解とととと心心心心意意意意気気気気をををを聞聞聞聞

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

○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 今、森川委員から、県の今、森川委員から、県の今、森川委員から、県の今、森川委員から、県の施設施設施設施設という一つの例で県営という一つの例で県営という一つの例で県営という一つの例で県営競輪競輪競輪競輪場を場を場を場を挙挙挙挙

げげげげていただいたわけでございますが、ていただいたわけでございますが、ていただいたわけでございますが、ていただいたわけでございますが、私私私私、、、、前前前前職は県の人事職は県の人事職は県の人事職は県の人事課課課課長をしておりましたので、県長をしておりましたので、県長をしておりましたので、県長をしておりましたので、県

のののの施設施設施設施設やややや公公公公のののの施設施設施設施設のありのありのありのあり方方方方はいろいろ議はいろいろ議はいろいろ議はいろいろ議論論論論をさせていただきました。その中で、をさせていただきました。その中で、をさせていただきました。その中で、をさせていただきました。その中で、最最最最小小小小の経の経の経の経

費で費で費で費で最最最最大の大の大の大の効効効効果を上果を上果を上果を上げげげげるというのは県のいろいろなるというのは県のいろいろなるというのは県のいろいろなるというのは県のいろいろな施設施設施設施設のののの運運運運営の考え営の考え営の考え営の考え方方方方であります。そうであります。そうであります。そうであります。そう

いったときに、例えばいったときに、例えばいったときに、例えばいったときに、例えば最最最最小小小小の経費での経費での経費での経費で最最最最大の大の大の大の効効効効果を上果を上果を上果を上げげげげるために、そのるために、そのるために、そのるために、その施設施設施設施設をををを直直直直営として考営として考営として考営として考

えていくえていくえていくえていくべべべべきなのか、それともきなのか、それともきなのか、それともきなのか、それとも外外外外部に部に部に部に同同同同様様様様のののの機能機能機能機能を持ったところがあったら、そういうとを持ったところがあったら、そういうとを持ったところがあったら、そういうとを持ったところがあったら、そういうと

ころに委ころに委ころに委ころに委託託託託をををを進進進進めていくのがいいのか、そういった見地でさまざまな考えめていくのがいいのか、そういった見地でさまざまな考えめていくのがいいのか、そういった見地でさまざまな考えめていくのがいいのか、そういった見地でさまざまな考え方方方方をとらせて、をとらせて、をとらせて、をとらせて、

その中でその中でその中でその中で最最最最大の大の大の大の効効効効果になるように果になるように果になるように果になるように進進進進めるのが基本的な考えめるのが基本的な考えめるのが基本的な考えめるのが基本的な考え方方方方であるとであるとであるとであると認識認識認識認識をいたしておりをいたしておりをいたしておりをいたしており

ます。ます。ます。ます。

今今今今回回回回につきましても、県営につきましても、県営につきましても、県営につきましても、県営競輪競輪競輪競輪場のお場のお場のお場のお話話話話を森川委員がされましたので、を森川委員がされましたので、を森川委員がされましたので、を森川委員がされましたので、競輪競輪競輪競輪場という場という場という場という施施施施

設設設設については、については、については、については、先先先先ほど中村委員の質問にもほど中村委員の質問にもほど中村委員の質問にもほど中村委員の質問にも答答答答弁弁弁弁させていただいたように、させていただいたように、させていただいたように、させていただいたように、赤字赤字赤字赤字にににに転転転転落落落落をしをしをしをし

ていき、ていき、ていき、ていき、赤字赤字赤字赤字が続けば、が続けば、が続けば、が続けば、逆逆逆逆に言えばに言えばに言えばに言えば施設施設施設施設としてのとしてのとしてのとしての存存存存亡亡亡亡をどうするのか。一をどうするのか。一をどうするのか。一をどうするのか。一旦旦旦旦もうそこでやもうそこでやもうそこでやもうそこでや

めますとしてしまえば、基本的に雇用の場がなくなってしまうのが現めますとしてしまえば、基本的に雇用の場がなくなってしまうのが現めますとしてしまえば、基本的に雇用の場がなくなってしまうのが現めますとしてしまえば、基本的に雇用の場がなくなってしまうのが現実実実実的な的な的な的な話話話話であります。であります。であります。であります。

そうしたら、雇用をそうしたら、雇用をそうしたら、雇用をそうしたら、雇用を存存存存続できるように考えるにはどうしたらよいのか。そういった見地で続できるように考えるにはどうしたらよいのか。そういった見地で続できるように考えるにはどうしたらよいのか。そういった見地で続できるように考えるにはどうしたらよいのか。そういった見地で

県営県営県営県営競輪競輪競輪競輪ありありありあり方検討方検討方検討方検討委員会を県で委員会を県で委員会を県で委員会を県で設設設設けまして、けまして、けまして、けまして、外外外外部の部の部の部の有有有有識識識識者の者の者の者の方々方々方々方々のご意見をのご意見をのご意見をのご意見を頂戴頂戴頂戴頂戴しながしながしながしなが

ら、ここで他のら、ここで他のら、ここで他のら、ここで他の競輪競輪競輪競輪場でもやっている場でもやっている場でもやっている場でもやっている手法手法手法手法としていろいろな経費をとしていろいろな経費をとしていろいろな経費をとしていろいろな経費をコンコンコンコンパパパパクトクトクトクトにまとめるにまとめるにまとめるにまとめる

ことで、ことで、ことで、ことで、必要最必要最必要最必要最小小小小限限限限の経費での経費での経費での経費で行行行行うことができるやりうことができるやりうことができるやりうことができるやり方方方方があるというご意見でがあるというご意見でがあるというご意見でがあるというご意見で包括外包括外包括外包括外部委部委部委部委託託託託

を一つのを一つのを一つのを一つの手法手法手法手法としてどうかということで中としてどうかということで中としてどうかということで中としてどうかということで中間間間間報告をいただいたことが今までの経報告をいただいたことが今までの経報告をいただいたことが今までの経報告をいただいたことが今までの経緯緯緯緯でござでござでござでござ

います。います。います。います。
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平成２５年平成２５年平成２５年平成２５年６６６６月議会でも荒井知事の月議会でも荒井知事の月議会でも荒井知事の月議会でも荒井知事の答答答答弁弁弁弁もさせていただいておりますが、では、そこにもさせていただいておりますが、では、そこにもさせていただいておりますが、では、そこにもさせていただいておりますが、では、そこに

従従従従事しておられる事しておられる事しておられる事しておられる方々方々方々方々の雇用はどうかと。県も、の雇用はどうかと。県も、の雇用はどうかと。県も、の雇用はどうかと。県も、当然当然当然当然業業業業務務務務がなくなってしまえば、今度はがなくなってしまえば、今度はがなくなってしまえば、今度はがなくなってしまえば、今度は

雇用をする雇用をする雇用をする雇用をする理理理理屈屈屈屈がなくなってしまう、これは一般的な考えがなくなってしまう、これは一般的な考えがなくなってしまう、これは一般的な考えがなくなってしまう、これは一般的な考え方方方方でございます。でも、それをでございます。でも、それをでございます。でも、それをでございます。でも、それを

うまくうまくうまくうまく次次次次のところにつないでいくのにどうしたらいいのか。これは、もともと県ののところにつないでいくのにどうしたらいいのか。これは、もともと県ののところにつないでいくのにどうしたらいいのか。これは、もともと県ののところにつないでいくのにどうしたらいいのか。これは、もともと県の施設へ施設へ施設へ施設へ

の指定の指定の指定の指定管管管管理理理理制度を制度を制度を制度を導導導導入してある入してある入してある入してある施設施設施設施設でも、そこに今までおでも、そこに今までおでも、そこに今までおでも、そこに今までお勤勤勤勤めのめのめのめの方方方方をををを引引引引き続いて指定き続いて指定き続いて指定き続いて指定管管管管理理理理

先先先先で雇用いただけるようにとので雇用いただけるようにとので雇用いただけるようにとので雇用いただけるようにとの前前前前提に提に提に提に立立立立って、いろいろな委って、いろいろな委って、いろいろな委って、いろいろな委託託託託をしていく上でも雇用してをしていく上でも雇用してをしていく上でも雇用してをしていく上でも雇用して

いただけるようにという形を委いただけるようにという形を委いただけるようにという形を委いただけるようにという形を委託条託条託条託条件にさせていただいたりという件にさせていただいたりという件にさせていただいたりという件にさせていただいたりという取取取取りりりり扱扱扱扱いをしているのいをしているのいをしているのいをしているの

も事も事も事も事実実実実でございます。そういった観点で、基本的には県とでございます。そういった観点で、基本的には県とでございます。そういった観点で、基本的には県とでございます。そういった観点で、基本的には県と直直直直接接接接雇用関係がなくなってしま雇用関係がなくなってしま雇用関係がなくなってしま雇用関係がなくなってしま

うかもわかりませんが、新たなところでも雇用がきちんとうかもわかりませんが、新たなところでも雇用がきちんとうかもわかりませんが、新たなところでも雇用がきちんとうかもわかりませんが、新たなところでも雇用がきちんと存存存存続し、また、そのもともとの続し、また、そのもともとの続し、また、そのもともとの続し、また、そのもともとの

県営県営県営県営競輪競輪競輪競輪場という業場という業場という業場という業務務務務がこれからもがこれからもがこれからもがこれからも存存存存続できる続できる続できる続できる可可可可能性能性能性能性をををを十十十十分見きわめて、雇用の分見きわめて、雇用の分見きわめて、雇用の分見きわめて、雇用の喪喪喪喪失失失失になになになにな

らないように県としてもらないように県としてもらないように県としてもらないように県としても多多多多角角角角的な的な的な的な視視視視点から考えていく点から考えていく点から考えていく点から考えていく取取取取りりりり組み組み組み組みをさせていただいておりまをさせていただいておりまをさせていただいておりまをさせていただいておりま

す。そういった意す。そういった意す。そういった意す。そういった意味味味味では、では、では、では、心心心心意意意意気気気気とか意とか意とか意とか意気込み気込み気込み気込みというおというおというおというお話話話話がございましたが、県からがございましたが、県からがございましたが、県からがございましたが、県から直直直直接接接接

の雇用がなくなるかもわかりません、そういうの雇用がなくなるかもわかりません、そういうの雇用がなくなるかもわかりません、そういうの雇用がなくなるかもわかりません、そういう包括外包括外包括外包括外部委部委部委部委託託託託をををを導導導導入することによって入することによって入することによって入することによって直直直直接接接接

雇用ではなくなるかもわかりませんが、雇用ではなくなるかもわかりませんが、雇用ではなくなるかもわかりませんが、雇用ではなくなるかもわかりませんが、少少少少しでも雇用がしでも雇用がしでも雇用がしでも雇用が存存存存続できるように続できるように続できるように続できるように最最最最大大大大限限限限努力努力努力努力をさをさをさをさ

せていただきたいと思います。今景せていただきたいと思います。今景せていただきたいと思います。今景せていただきたいと思います。今景気気気気もももも徐徐徐徐 々々々々にではありますけれどにではありますけれどにではありますけれどにではありますけれど回回回回復傾復傾復傾復傾向向向向にあるが、地にあるが、地にあるが、地にあるが、地

域域域域経済はなかなかで、雇用経済はなかなかで、雇用経済はなかなかで、雇用経済はなかなかで、雇用情勢情勢情勢情勢、奈良県の、奈良県の、奈良県の、奈良県の有有有有効効効効求求求求人人人人倍倍倍倍率率率率、、、、近近近近畿府畿府畿府畿府県に県に県に県に比べ比べ比べ比べてかなり下てかなり下てかなり下てかなり下回回回回っっっっ

ております。そういったところで今ております。そういったところで今ております。そういったところで今ております。そういったところで今後後後後、県内で、新たな雇用が、県内で、新たな雇用が、県内で、新たな雇用が、県内で、新たな雇用が生み生み生み生み出せるようにいろいろ出せるようにいろいろ出せるようにいろいろ出せるようにいろいろ

なななな施施施施策も策も策も策も取取取取りりりり組み組み組み組みながら、現に雇用されている人がながら、現に雇用されている人がながら、現に雇用されている人がながら、現に雇用されている人が引引引引き続いて雇用されていくようにき続いて雇用されていくようにき続いて雇用されていくようにき続いて雇用されていくように施施施施策策策策

をををを展展展展開開開開していきたいと思っています。奈良県で、していきたいと思っています。奈良県で、していきたいと思っています。奈良県で、していきたいと思っています。奈良県で、失失失失業者ということは不適切かもわかりま業者ということは不適切かもわかりま業者ということは不適切かもわかりま業者ということは不適切かもわかりま

せんが、そういうせんが、そういうせんが、そういうせんが、そういう失失失失業の業の業の業の機機機機会が会が会が会が少少少少しでもしでもしでもしでも減減減減るように、るように、るように、るように、最最最最大大大大限限限限県も県も県も県も企企企企業に業に業に業にアアアアプロープロープロープローチチチチしながしながしながしなが

らららら進進進進めていきたいと思っております。めていきたいと思っております。めていきたいと思っております。めていきたいと思っております。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○森川委員○森川委員○森川委員○森川委員 県内に県内に県内に県内に失失失失業者が出ないような業者が出ないような業者が出ないような業者が出ないような方方方方策で考えて、策で考えて、策で考えて、策で考えて、取取取取りりりり組組組組んでいただけるというこんでいただけるというこんでいただけるというこんでいただけるというこ

とで、県営とで、県営とで、県営とで、県営競輪競輪競輪競輪場の問場の問場の問場の問題題題題であれば、であれば、であれば、であれば、競輪競輪競輪競輪場の場内職員、またそこに今まで業としておられ場の場内職員、またそこに今まで業としておられ場の場内職員、またそこに今まで業としておられ場の場内職員、またそこに今まで業としておられ

るるるる従従従従業員とかもおられます。そういう業員とかもおられます。そういう業員とかもおられます。そういう業員とかもおられます。そういう方々方々方々方々が、このが、このが、このが、この包括外包括外包括外包括外部委部委部委部委託託託託によって雇用切りの形にによって雇用切りの形にによって雇用切りの形にによって雇用切りの形に

ならないように、もし今入っておられるならないように、もし今入っておられるならないように、もし今入っておられるならないように、もし今入っておられる従従従従業員がまたそういう形で継続して新しい業員がまたそういう形で継続して新しい業員がまたそういう形で継続して新しい業員がまたそういう形で継続して新しい包括包括包括包括事事事事

業者のところでも業者のところでも業者のところでも業者のところでも働働働働ける対応とか、本ける対応とか、本ける対応とか、本ける対応とか、本当当当当にににに失失失失業しないようにしていただきたい。一つの事業しないようにしていただきたい。一つの事業しないようにしていただきたい。一つの事業しないようにしていただきたい。一つの事

業を業を業を業を集集集集約していく、また今約していく、また今約していく、また今約していく、また今後後後後３年３年３年３年間間間間このこのこのこの外外外外部部部部包括包括包括包括委委委委託託託託でででで様様様様子を見て、本子を見て、本子を見て、本子を見て、本当当当当にやめると決にやめると決にやめると決にやめると決断断断断

されるされるされるされる順序順序順序順序の一つかもわからないのですけれども、とりの一つかもわからないのですけれども、とりの一つかもわからないのですけれども、とりの一つかもわからないのですけれども、とり方方方方によっては、によっては、によっては、によっては、丸丸丸丸投投投投げげげげして、して、して、して、仮仮仮仮にににに

従従従従業員の雇用を一業員の雇用を一業員の雇用を一業員の雇用を一旦全旦全旦全旦全部ここで切って、それから部ここで切って、それから部ここで切って、それから部ここで切って、それから最最最最終終終終的に的に的に的に店店店店じじじじまいという形にとられる場まいという形にとられる場まいという形にとられる場まいという形にとられる場

合が合が合が合が往往往往 々々々々としてあるので、今としてあるので、今としてあるので、今としてあるので、今聞聞聞聞かせていただいた形で一人の雇用もなくさないようなやりかせていただいた形で一人の雇用もなくさないようなやりかせていただいた形で一人の雇用もなくさないようなやりかせていただいた形で一人の雇用もなくさないようなやり
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方方方方で今で今で今で今後後後後やっていただきたいと思います。本やっていただきたいと思います。本やっていただきたいと思います。本やっていただきたいと思います。本当当当当にありがとうございます。にありがとうございます。にありがとうございます。にありがとうございます。

○神田委員○神田委員○神田委員○神田委員 １問、１問、１問、１問、簡簡簡簡単単単単にですがにですがにですがにですが重要重要重要重要な質問。な質問。な質問。な質問。

中村委員と関中村委員と関中村委員と関中村委員と関連連連連しておりますが、県中央卸売市場について、しておりますが、県中央卸売市場について、しておりますが、県中央卸売市場について、しておりますが、県中央卸売市場について、実実実実は、この市場のは、この市場のは、この市場のは、この市場の審審審審議会の議会の議会の議会の

委員でございます。平成２委員でございます。平成２委員でございます。平成２委員でございます。平成２４４４４年度にもなりました。ただ、平成２年度にもなりました。ただ、平成２年度にもなりました。ただ、平成２年度にもなりました。ただ、平成２４４４４年は１年は１年は１年は１回回回回も会議がなかも会議がなかも会議がなかも会議がなか

ったように思うのです。あってったように思うのです。あってったように思うのです。あってったように思うのです。あって私私私私がががが行行行行けなかったのかどうか、ちょっとそのけなかったのかどうか、ちょっとそのけなかったのかどうか、ちょっとそのけなかったのかどうか、ちょっとその辺辺辺辺はわかりまはわかりまはわかりまはわかりま

せんが、そういうせんが、そういうせんが、そういうせんが、そういう欠席届欠席届欠席届欠席届を出したを出したを出したを出した覚覚覚覚えもないし、えもないし、えもないし、えもないし、多多多多分なかったと思うのです。これだけ分なかったと思うのです。これだけ分なかったと思うのです。これだけ分なかったと思うのです。これだけ深深深深

刻刻刻刻なななな状況状況状況状況の中で、このの中で、このの中で、このの中で、この審審審審議会が１議会が１議会が１議会が１回回回回もももも開開開開かれないのはどういうかれないのはどういうかれないのはどういうかれないのはどういう状状状状態態態態なのか。このなのか。このなのか。このなのか。この審審審審議会の議会の議会の議会の

ありありありあり方方方方、そんな、そんな、そんな、そんな審審審審議会はいいか議会はいいか議会はいいか議会はいいかげげげげんなものなのか、んなものなのか、んなものなのか、んなものなのか、余余余余りりりり集集集集まっても意まっても意まっても意まっても意味味味味がないような会議がないような会議がないような会議がないような会議

なのかという思いをしております。なのかという思いをしております。なのかという思いをしております。なのかという思いをしております。

平成２平成２平成２平成２４４４４年は１年は１年は１年は１回回回回もなかったから、もう一もなかったから、もう一もなかったから、もう一もなかったから、もう一回回回回平成２５年に入って、その平成２５年に入って、その平成２５年に入って、その平成２５年に入って、その様様様様子をしっかり子をしっかり子をしっかり子をしっかり

ととととみみみみるためと思って、るためと思って、るためと思って、るためと思って、充充充充て職ですけれど入りました。平成２５年はどうなのかと思っていて職ですけれど入りました。平成２５年はどうなのかと思っていて職ですけれど入りました。平成２５年はどうなのかと思っていて職ですけれど入りました。平成２５年はどうなのかと思ってい

る中で、これだけいろいろ、この数年ずっと大る中で、これだけいろいろ、この数年ずっと大る中で、これだけいろいろ、この数年ずっと大る中で、これだけいろいろ、この数年ずっと大変変変変なななな状況状況状況状況の中で、これをどうの中で、これをどうの中で、これをどうの中で、これをどう解解解解釈釈釈釈をしたらをしたらをしたらをしたら

いいのかと思っておりますので、その点をおいいのかと思っておりますので、その点をおいいのかと思っておりますので、その点をおいいのかと思っておりますので、その点をお答答答答えください。えください。えください。えください。

それとそれとそれとそれと、、、、「「「「経済経済経済経済労労労労働働働働委員会委員会委員会委員会資料資料資料資料」」」」の県中央卸売市場のの県中央卸売市場のの県中央卸売市場のの県中央卸売市場の改革改革改革改革についての１についての１についての１についての１．．．．県の基本的な県の基本的な県の基本的な県の基本的な

取取取取りりりり組み組み組み組みの中の規制の見の中の規制の見の中の規制の見の中の規制の見直直直直しとしとしとしと検証検証検証検証の内の内の内の内容容容容のののの②②②②番番番番のののの小小小小売業者に売業者に売業者に売業者に販販販販売する売する売する売する販販販販売売売売量量量量を制を制を制を制限限限限といといといとい

うのがありますが、うのがありますが、うのがありますが、うのがありますが、販販販販売売売売量量量量はどのようにして見るのですか、その２問だけお願いします。はどのようにして見るのですか、その２問だけお願いします。はどのようにして見るのですか、その２問だけお願いします。はどのようにして見るのですか、その２問だけお願いします。

○嶋本農林部次長（市場担当）○嶋本農林部次長（市場担当）○嶋本農林部次長（市場担当）○嶋本農林部次長（市場担当） あるあるあるある種種種種のののの運運運運営委員会というのと営委員会というのと営委員会というのと営委員会というのと審審審審議会とがありまして、議会とがありまして、議会とがありまして、議会とがありまして、

神田委員にはたしか神田委員にはたしか神田委員にはたしか神田委員にはたしか運運運運営委員会に営委員会に営委員会に営委員会に就任就任就任就任していただいています。おっししていただいています。おっししていただいています。おっししていただいています。おっしゃゃゃゃるとおり、平成２るとおり、平成２るとおり、平成２るとおり、平成２

４４４４年は年は年は年は開開開開催催催催がございませんでした。平成２がございませんでした。平成２がございませんでした。平成２がございませんでした。平成２４４４４年は事業者といろいろ今年は事業者といろいろ今年は事業者といろいろ今年は事業者といろいろ今後後後後のののの取取取取りりりり組み組み組み組みなどをなどをなどをなどを

議議議議論論論論をしているをしているをしているをしている最最最最中で、まとめ切れなかったという中で、まとめ切れなかったという中で、まとめ切れなかったという中で、まとめ切れなかったという状況状況状況状況がございましてがございましてがございましてがございまして開開開開催催催催できませんでできませんでできませんでできませんで

した。おわした。おわした。おわした。おわび申び申び申び申し上し上し上し上げげげげたいと思います。たいと思います。たいと思います。たいと思います。

今今今今回回回回やっております中で、今ご説明、ご報告いたしましたように、やっております中で、今ご説明、ご報告いたしましたように、やっております中で、今ご説明、ご報告いたしましたように、やっております中で、今ご説明、ご報告いたしましたように、進捗進捗進捗進捗もしてきておりもしてきておりもしてきておりもしてきており

ます。まだます。まだます。まだます。まだ４カ４カ４カ４カ月というところですが、内部では平成２５年９月でこの月というところですが、内部では平成２５年９月でこの月というところですが、内部では平成２５年９月でこの月というところですが、内部では平成２５年９月でこの取取取取りりりり組み組み組み組みについてについてについてについて

一度一度一度一度取取取取りまとめなりをしてりまとめなりをしてりまとめなりをしてりまとめなりをしてみみみみたいと思っております。今たいと思っております。今たいと思っております。今たいと思っております。今後後後後、、、、状況状況状況状況と今のと今のと今のと今の取取取取りりりり組み組み組み組みの内の内の内の内容容容容、、、、

そういった現そういった現そういった現そういった現状状状状をご報告するとともに、ご意見等をいただくために平成２５年度というをご報告するとともに、ご意見等をいただくために平成２５年度というをご報告するとともに、ご意見等をいただくために平成２５年度というをご報告するとともに、ご意見等をいただくために平成２５年度という開開開開

催催催催ののののタタタタイイイイミミミミンンンンググググ、またご、またご、またご、またご相談相談相談相談をさせていただきたいと考えております。をさせていただきたいと考えております。をさせていただきたいと考えております。をさせていただきたいと考えております。

それから、済それから、済それから、済それから、済みみみみません、もう１点、規制の内ません、もう１点、規制の内ません、もう１点、規制の内ません、もう１点、規制の内容容容容の。の。の。の。

○神田委員○神田委員○神田委員○神田委員 販販販販売売売売量量量量の制の制の制の制限限限限のののの緩緩緩緩和となっている、和となっている、和となっている、和となっている、小小小小売業者に売業者に売業者に売業者に販販販販売する売する売する売する販販販販売売売売量量量量の制の制の制の制限限限限ってってってって何何何何

をもってをもってをもってをもって販販販販売売売売量量量量というのか。というのか。というのか。というのか。

○嶋本農林部次長（市場担当）○嶋本農林部次長（市場担当）○嶋本農林部次長（市場担当）○嶋本農林部次長（市場担当） この２この２この２この２番番番番目につきまして、今、卸売市場目につきまして、今、卸売市場目につきまして、今、卸売市場目につきまして、今、卸売市場法法法法の中では卸売の中では卸売の中では卸売の中では卸売
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業者は業者は業者は業者は仲仲仲仲卸業者と卸業者と卸業者と卸業者と買買買買い出し人、い出し人、い出し人、い出し人、買買買買参参参参人にしか売ってはならないとなっております。ただ、人にしか売ってはならないとなっております。ただ、人にしか売ってはならないとなっております。ただ、人にしか売ってはならないとなっております。ただ、

例例例例外外外外措措措措置といたしまして、置といたしまして、置といたしまして、置といたしまして、何何何何らかの事らかの事らかの事らかの事情情情情でそのでそのでそのでその仕仕仕仕入れた入れた入れた入れた物物物物がその者に売り切れない場合に、がその者に売り切れない場合に、がその者に売り切れない場合に、がその者に売り切れない場合に、

第第第第三三三三者と言っているのですけれども、それ者と言っているのですけれども、それ者と言っているのですけれども、それ者と言っているのですけれども、それ以外以外以外以外の者に売ってもよいという規定がございまの者に売ってもよいという規定がございまの者に売ってもよいという規定がございまの者に売ってもよいという規定がございま

す。それは、す。それは、す。それは、す。それは、むむむむややややみみみみにそうなるといけませんので、これまでにそうなるといけませんので、これまでにそうなるといけませんので、これまでにそうなるといけませんので、これまで仕仕仕仕入れの１０入れの１０入れの１０入れの１０％％％％以以以以内にしてい内にしてい内にしてい内にしてい

たのですけれども、それでもまだなおかつ売り切れない場合、それをたのですけれども、それでもまだなおかつ売り切れない場合、それをたのですけれども、それでもまだなおかつ売り切れない場合、それをたのですけれども、それでもまだなおかつ売り切れない場合、それを恐恐恐恐れるれるれるれる余余余余りいろいろりいろいろりいろいろりいろいろ

ななななニニニニーーーーズズズズに応えるようなに応えるようなに応えるようなに応えるような積極積極積極積極的な的な的な的な仕仕仕仕入れができないという入れができないという入れができないという入れができないという状況状況状況状況がございますので、それは、がございますので、それは、がございますので、それは、がございますので、それは、

基本的には川下の基本的には川下の基本的には川下の基本的には川下のニニニニーーーーズズズズに応えていくためには、やはり一に応えていくためには、やはり一に応えていくためには、やはり一に応えていくためには、やはり一方方方方でそのでそのでそのでその枠枠枠枠を広を広を広を広げげげげることによっることによっることによっることによっ

て、今まで１０て、今まで１０て、今まで１０て、今まで１０％％％％しかだめですと言ってたのを３０しかだめですと言ってたのを３０しかだめですと言ってたのを３０しかだめですと言ってたのを３０％％％％ぐらいまでいいとするので、もっとぐらいまでいいとするので、もっとぐらいまでいいとするので、もっとぐらいまでいいとするので、もっと

積極積極積極積極的に的に的に的にニニニニーーーーズズズズにににに捉捉捉捉えたえたえたえた仕仕仕仕入れをしてくださいという入れをしてくださいという入れをしてくださいという入れをしてくださいという緩緩緩緩和をしたという内和をしたという内和をしたという内和をしたという内容容容容でございます。でございます。でございます。でございます。

以以以以上です。上です。上です。上です。

○神田委員○神田委員○神田委員○神田委員 平成２５年は平成２５年は平成２５年は平成２５年は開開開開催催催催されるということですので、よほどのことがないされるということですので、よほどのことがないされるということですので、よほどのことがないされるということですので、よほどのことがない限限限限り出り出り出り出席席席席

はさせていただきたいと思っていますが、どんな事はさせていただきたいと思っていますが、どんな事はさせていただきたいと思っていますが、どんな事はさせていただきたいと思っていますが、どんな事情情情情があれ、やはりそういう会合はがあれ、やはりそういう会合はがあれ、やはりそういう会合はがあれ、やはりそういう会合は開開開開いいいい

て、広く意見もて、広く意見もて、広く意見もて、広く意見も聞聞聞聞いて、その中にはちょっとしたいい提案もあるかもしれないし、いて、その中にはちょっとしたいい提案もあるかもしれないし、いて、その中にはちょっとしたいい提案もあるかもしれないし、いて、その中にはちょっとしたいい提案もあるかもしれないし、開開開開催催催催すすすす

ることが一ることが一ることが一ることが一番番番番基本だと思いますので、そういうことを基本だと思いますので、そういうことを基本だと思いますので、そういうことを基本だと思いますので、そういうことを申申申申し上し上し上し上げげげげておきたいと思います。ておきたいと思います。ておきたいと思います。ておきたいと思います。

販販販販売業は１０売業は１０売業は１０売業は１０％％％％から３０から３０から３０から３０％％％％に広に広に広に広げげげげるということで、それは大事なことかと思います。いるということで、それは大事なことかと思います。いるということで、それは大事なことかと思います。いるということで、それは大事なことかと思います。い

ろいろろいろろいろろいろ細細細細かいことはありますけれど、またのかいことはありますけれど、またのかいことはありますけれど、またのかいことはありますけれど、またの機機機機会に会に会に会に聞聞聞聞かせてもらい、どれだけかせてもらい、どれだけかせてもらい、どれだけかせてもらい、どれだけ緩緩緩緩和になっ和になっ和になっ和になっ

たのかということだけたのかということだけたのかということだけたのかということだけ聞聞聞聞かせていただきたかったのです。かせていただきたかったのです。かせていただきたかったのです。かせていただきたかったのです。

○岡委員長○岡委員長○岡委員長○岡委員長 では、ほかにございませんか。では、ほかにございませんか。では、ほかにございませんか。では、ほかにございませんか。

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

次次次次に、議会に、議会に、議会に、議会閉閉閉閉会中の会中の会中の会中の審審審審査査査査事件に係る委員長報告につきましては、正副委員長に一事件に係る委員長報告につきましては、正副委員長に一事件に係る委員長報告につきましては、正副委員長に一事件に係る委員長報告につきましては、正副委員長に一任任任任願え願え願え願え

ますか。ますか。ますか。ますか。

（（（（「「「「異異異異議なし議なし議なし議なし」」」」とととと呼ぶ呼ぶ呼ぶ呼ぶ者あり）者あり）者あり）者あり）

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

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


