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エ ネ ル ギ ー 政 策 推 進 特 別 委 員 会 記 録エ ネ ル ギ ー 政 策 推 進 特 別 委 員 会 記 録エ ネ ル ギ ー 政 策 推 進 特 別 委 員 会 記 録エ ネ ル ギ ー 政 策 推 進 特 別 委 員 会 記 録

開催日時開催日時開催日時開催日時 平成２５年９月１１日（水） １０：０４～１１：５４平成２５年９月１１日（水） １０：０４～１１：５４平成２５年９月１１日（水） １０：０４～１１：５４平成２５年９月１１日（水） １０：０４～１１：５４

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 ９名９名９名９名

猪奥 美里 委員長猪奥 美里 委員長猪奥 美里 委員長猪奥 美里 委員長

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

井岡 正徳 委員井岡 正徳 委員井岡 正徳 委員井岡 正徳 委員

阪口 保 委員阪口 保 委員阪口 保 委員阪口 保 委員

上田 悟 委員上田 悟 委員上田 悟 委員上田 悟 委員

安井 宏一 委員安井 宏一 委員安井 宏一 委員安井 宏一 委員

高柳 忠夫 委員高柳 忠夫 委員高柳 忠夫 委員高柳 忠夫 委員

和田 恵治 委員和田 恵治 委員和田 恵治 委員和田 恵治 委員

中村 昭 委員中村 昭 委員中村 昭 委員中村 昭 委員

欠席委員欠席委員欠席委員欠席委員 なしなしなしなし

出席理事者出席理事者出席理事者出席理事者 野村 地域振興部長 ほか、関係職員野村 地域振興部長 ほか、関係職員野村 地域振興部長 ほか、関係職員野村 地域振興部長 ほか、関係職員

傍 聴 者傍 聴 者傍 聴 者傍 聴 者 ３名３名３名３名

議 事議 事議 事議 事

（１）報告事項（１）報告事項（１）報告事項（１）報告事項

奈良県エネルギービジョンの推進について奈良県エネルギービジョンの推進について奈良県エネルギービジョンの推進について奈良県エネルギービジョンの推進について

（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＞

○猪奥委員長○猪奥委員長○猪奥委員長○猪奥委員長 それでは、ただいまの報告及びその他の事項も含めまして、質疑があればそれでは、ただいまの報告及びその他の事項も含めまして、質疑があればそれでは、ただいまの報告及びその他の事項も含めまして、質疑があればそれでは、ただいまの報告及びその他の事項も含めまして、質疑があれば

ご発言願います。ご発言願います。ご発言願います。ご発言願います。

○阪口委員○阪口委員○阪口委員○阪口委員 質問が２点あります。先ほど説明いただきましたように、奈良県の県民だよ質問が２点あります。先ほど説明いただきましたように、奈良県の県民だよ質問が２点あります。先ほど説明いただきましたように、奈良県の県民だよ質問が２点あります。先ほど説明いただきましたように、奈良県の県民だよ

り８月号に県のエネルギー政策等が載っていまして、県民の関心も高いので非常にいいのり８月号に県のエネルギー政策等が載っていまして、県民の関心も高いので非常にいいのり８月号に県のエネルギー政策等が載っていまして、県民の関心も高いので非常にいいのり８月号に県のエネルギー政策等が載っていまして、県民の関心も高いので非常にいいの

ではないかと思います。私自身は、経済労働委員会でもエネルギー政策について発言をしではないかと思います。私自身は、経済労働委員会でもエネルギー政策について発言をしではないかと思います。私自身は、経済労働委員会でもエネルギー政策について発言をしではないかと思います。私自身は、経済労働委員会でもエネルギー政策について発言をし

てきました。今回、県も少しはおくれたかもわかりませんけれども、エネルギー政策の概てきました。今回、県も少しはおくれたかもわかりませんけれども、エネルギー政策の概てきました。今回、県も少しはおくれたかもわかりませんけれども、エネルギー政策の概てきました。今回、県も少しはおくれたかもわかりませんけれども、エネルギー政策の概

要としては、一定の評価をいたしております。要としては、一定の評価をいたしております。要としては、一定の評価をいたしております。要としては、一定の評価をいたしております。

そこで質問が２点あります。１点目は、太陽光発電の県民への補助です。上期は１，０そこで質問が２点あります。１点目は、太陽光発電の県民への補助です。上期は１，０そこで質問が２点あります。１点目は、太陽光発電の県民への補助です。上期は１，０そこで質問が２点あります。１点目は、太陽光発電の県民への補助です。上期は１，０

００件の募集で７７８件の申し込みとのことで、２２２件の枠が余ったと理解をいたして００件の募集で７７８件の申し込みとのことで、２２２件の枠が余ったと理解をいたして００件の募集で７７８件の申し込みとのことで、２２２件の枠が余ったと理解をいたして００件の募集で７７８件の申し込みとのことで、２２２件の枠が余ったと理解をいたして
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おります。下期の募集は、７００件ですね。ですから、上期の残りとトータルすると９２おります。下期の募集は、７００件ですね。ですから、上期の残りとトータルすると９２おります。下期の募集は、７００件ですね。ですから、上期の残りとトータルすると９２おります。下期の募集は、７００件ですね。ですから、上期の残りとトータルすると９２

２件という理解でいいわけですね２件という理解でいいわけですね２件という理解でいいわけですね２件という理解でいいわけですね。。。。（発言する者あり）上期の残りは２２２件で、下期は（発言する者あり）上期の残りは２２２件で、下期は（発言する者あり）上期の残りは２２２件で、下期は（発言する者あり）上期の残りは２２２件で、下期は

７００件予定されているわけですね。そこまでお願いします。７００件予定されているわけですね。そこまでお願いします。７００件予定されているわけですね。そこまでお願いします。７００件予定されているわけですね。そこまでお願いします。

○塩見エネルギー政策課長○塩見エネルギー政策課長○塩見エネルギー政策課長○塩見エネルギー政策課長 太陽光発電の補助の件数等についてのご質問でございます。太陽光発電の補助の件数等についてのご質問でございます。太陽光発電の補助の件数等についてのご質問でございます。太陽光発電の補助の件数等についてのご質問でございます。

平成２４年度につきましては、太陽光発電は補助単価１０万円で１，０００件と予定を平成２４年度につきましては、太陽光発電は補助単価１０万円で１，０００件と予定を平成２４年度につきましては、太陽光発電は補助単価１０万円で１，０００件と予定を平成２４年度につきましては、太陽光発電は補助単価１０万円で１，０００件と予定を

しておりました。今年度につきましては、補助単価８万円で１，５００件と、もともとのしておりました。今年度につきましては、補助単価８万円で１，５００件と、もともとのしておりました。今年度につきましては、補助単価８万円で１，５００件と、もともとのしておりました。今年度につきましては、補助単価８万円で１，５００件と、もともとの

上期の予定が１，０００件、下期の予定が５００件という準備をしておったところでござ上期の予定が１，０００件、下期の予定が５００件という準備をしておったところでござ上期の予定が１，０００件、下期の予定が５００件という準備をしておったところでござ上期の予定が１，０００件、下期の予定が５００件という準備をしておったところでござ

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

○阪口委員○阪口委員○阪口委員○阪口委員 わかりました。わかりました。わかりました。わかりました。

上期の枠が余ったので、下期の受付が９月２日から９月２０日までなので、もしこの枠上期の枠が余ったので、下期の受付が９月２日から９月２０日までなので、もしこの枠上期の枠が余ったので、下期の受付が９月２日から９月２０日までなので、もしこの枠上期の枠が余ったので、下期の受付が９月２日から９月２０日までなので、もしこの枠

に満たない場合、ここで抽せんをしていただいて、その後、追加で先着順に申し込みを受に満たない場合、ここで抽せんをしていただいて、その後、追加で先着順に申し込みを受に満たない場合、ここで抽せんをしていただいて、その後、追加で先着順に申し込みを受に満たない場合、ここで抽せんをしていただいて、その後、追加で先着順に申し込みを受

け付けるとか手だてが必要ではないかと。例えば、他市の例を挙げると、生駒市では補助け付けるとか手だてが必要ではないかと。例えば、他市の例を挙げると、生駒市では補助け付けるとか手だてが必要ではないかと。例えば、他市の例を挙げると、生駒市では補助け付けるとか手だてが必要ではないかと。例えば、他市の例を挙げると、生駒市では補助

金が１０万円で募集数が３００件です。きのう、聞くと、今のところ申し込みは１０６件金が１０万円で募集数が３００件です。きのう、聞くと、今のところ申し込みは１０６件金が１０万円で募集数が３００件です。きのう、聞くと、今のところ申し込みは１０６件金が１０万円で募集数が３００件です。きのう、聞くと、今のところ申し込みは１０６件

だと。生駒市の場合は３月３１日まで申し込みを受け付けていまして、コンスタントに申だと。生駒市の場合は３月３１日まで申し込みを受け付けていまして、コンスタントに申だと。生駒市の場合は３月３１日まで申し込みを受け付けていまして、コンスタントに申だと。生駒市の場合は３月３１日まで申し込みを受け付けていまして、コンスタントに申

し込みが来ているという状況もありますので、年を通して考えることも必要ではないかとし込みが来ているという状況もありますので、年を通して考えることも必要ではないかとし込みが来ているという状況もありますので、年を通して考えることも必要ではないかとし込みが来ているという状況もありますので、年を通して考えることも必要ではないかと

考えております。考えております。考えております。考えております。

○塩見エネルギー政策課長○塩見エネルギー政策課長○塩見エネルギー政策課長○塩見エネルギー政策課長 今年度の住宅用の太陽光パネルの補助制度でございますが、今年度の住宅用の太陽光パネルの補助制度でございますが、今年度の住宅用の太陽光パネルの補助制度でございますが、今年度の住宅用の太陽光パネルの補助制度でございますが、

上期１，０００件の募集に対しまして、応募があったのが７７８件でございました。その上期１，０００件の募集に対しまして、応募があったのが７７８件でございました。その上期１，０００件の募集に対しまして、応募があったのが７７８件でございました。その上期１，０００件の募集に対しまして、応募があったのが７７８件でございました。その

後の取り下げ等もございまして、下期につきましては、残りの件数を募集しているところ後の取り下げ等もございまして、下期につきましては、残りの件数を募集しているところ後の取り下げ等もございまして、下期につきましては、残りの件数を募集しているところ後の取り下げ等もございまして、下期につきましては、残りの件数を募集しているところ

でございます。９月２日から９月２０日までの間でございますが、７８０件の募集枠を設でございます。９月２日から９月２０日までの間でございますが、７８０件の募集枠を設でございます。９月２日から９月２０日までの間でございますが、７８０件の募集枠を設でございます。９月２日から９月２０日までの間でございますが、７８０件の募集枠を設

けておるところでございます。現時点で３２２件の応募がなされたところでございまして、けておるところでございます。現時点で３２２件の応募がなされたところでございまして、けておるところでございます。現時点で３２２件の応募がなされたところでございまして、けておるところでございます。現時点で３２２件の応募がなされたところでございまして、

９月２０日までにこの枠を超えましたら、当然抽せんという形で対象者を９月２０日までにこの枠を超えましたら、当然抽せんという形で対象者を９月２０日までにこの枠を超えましたら、当然抽せんという形で対象者を９月２０日までにこの枠を超えましたら、当然抽せんという形で対象者を決決決決定させていた定させていた定させていた定させていた

だくわけですけれども、もし枠が余ることがございましたら、期間のだくわけですけれども、もし枠が余ることがございましたら、期間のだくわけですけれども、もし枠が余ることがございましたら、期間のだくわけですけれども、もし枠が余ることがございましたら、期間の延延延延長はしませんが、長はしませんが、長はしませんが、長はしませんが、

一一一一旦旦旦旦そこでそこでそこでそこで切切切切らせていただきまして、また追加で募集をさせていただこうと今考えているらせていただきまして、また追加で募集をさせていただこうと今考えているらせていただきまして、また追加で募集をさせていただこうと今考えているらせていただきまして、また追加で募集をさせていただこうと今考えている

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

○阪口委員○阪口委員○阪口委員○阪口委員 よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。

２点目の質問は、先ほど電２点目の質問は、先ほど電２点目の質問は、先ほど電２点目の質問は、先ほど電気気気気自自自自動車動車動車動車のののの普普普普及及及及拡大拡大拡大拡大というおというおというおというお話話話話をされました。電をされました。電をされました。電をされました。電気気気気自自自自動車動車動車動車がががが

普普普普及をしないのは、及をしないのは、及をしないのは、及をしないのは、ややややはりはりはりはり充充充充電電電電器器器器がががが不足不足不足不足をしていると理解をいたしております。をしていると理解をいたしております。をしていると理解をいたしております。をしていると理解をいたしております。普普普普及及及及拡大拡大拡大拡大

のののの啓啓啓啓発発発発活動活動活動活動を進めていこうと思えば、例えば奈良市はを進めていこうと思えば、例えば奈良市はを進めていこうと思えば、例えば奈良市はを進めていこうと思えば、例えば奈良市は急速充急速充急速充急速充電電電電器器器器等を設等を設等を設等を設置置置置しているわけでしているわけでしているわけでしているわけで

す。県す。県す。県す。県庁庁庁庁においても、場においても、場においても、場においても、場所所所所等の問等の問等の問等の問題題題題もあるので、場もあるので、場もあるので、場もあるので、場所所所所がなければがなければがなければがなければ無無無無理かと思いますけれど理かと思いますけれど理かと思いますけれど理かと思いますけれど



---- 3333 ----

も、も、も、も、急速充急速充急速充急速充電電電電器器器器等を等を等を等を置置置置いて県民にいて県民にいて県民にいて県民に啓啓啓啓発していくという取り発していくという取り発していくという取り発していくという取り組組組組みが必要ではないかと考えまみが必要ではないかと考えまみが必要ではないかと考えまみが必要ではないかと考えま

すが、いかがでしすが、いかがでしすが、いかがでしすが、いかがでしょょょょうか。うか。うか。うか。

○塩見エネルギー政策課長○塩見エネルギー政策課長○塩見エネルギー政策課長○塩見エネルギー政策課長 阪口委員のご質問でございます。電阪口委員のご質問でございます。電阪口委員のご質問でございます。電阪口委員のご質問でございます。電気気気気自自自自動車動車動車動車のののの普普普普及について及について及について及について

は、は、は、は、充充充充電電電電器器器器のののの普普普普及が及が及が及が大大大大事ではないかということで、奈良県事ではないかということで、奈良県事ではないかということで、奈良県事ではないかということで、奈良県庁庁庁庁も事も事も事も事業主体業主体業主体業主体としてそういう取としてそういう取としてそういう取としてそういう取

りりりり組組組組みをみをみをみをややややったらどうかというご質問でございました。ったらどうかというご質問でございました。ったらどうかというご質問でございました。ったらどうかというご質問でございました。

ままままずずずず、電、電、電、電気気気気自自自自動車動車動車動車でございますが、これはでございますが、これはでございますが、これはでございますが、これは二酸化炭素削減二酸化炭素削減二酸化炭素削減二酸化炭素削減といったといったといったといった環境環境環境環境問問問問題題題題につきましにつきましにつきましにつきまし

ててててＣＯＣＯＣＯＣＯ２２２２をををを出出出出さないとのことで、非常にさないとのことで、非常にさないとのことで、非常にさないとのことで、非常に環境環境環境環境にににに優優優優しい自しい自しい自しい自動車動車動車動車でございます。また、でございます。また、でございます。また、でございます。また、災害災害災害災害時時時時

などにつきましては、そのなどにつきましては、そのなどにつきましては、そのなどにつきましては、そのバッテリバッテリバッテリバッテリーを非常用電ーを非常用電ーを非常用電ーを非常用電源源源源としてとしてとしてとして活活活活用できるなど、用できるなど、用できるなど、用できるなど、災害災害災害災害にににに強強強強いいいい移移移移

動動動動手手手手段段段段と、非常用と、非常用と、非常用と、非常用移動移動移動移動電電電電源源源源としてのとしてのとしてのとしての役割役割役割役割もももも注注注注目されているところでございます。目されているところでございます。目されているところでございます。目されているところでございます。

その電その電その電その電気気気気自自自自動車動車動車動車ののののガソリガソリガソリガソリンスタンンスタンンスタンンスタンドドドドとも言えるとも言えるとも言えるとも言える充充充充電電電電器器器器でございますが、民間のでございますが、民間のでございますが、民間のでございますが、民間のサイサイサイサイトをトをトをトを

検索検索検索検索してしてしてして調べ調べ調べ調べたところでございますが、８月たところでございますが、８月たところでございますが、８月たところでございますが、８月末末末末現現現現在在在在で、県で、県で、県で、県内内内内にはにはにはには充充充充電電電電施施施施設が、設が、設が、設が、急速充急速充急速充急速充電で電で電で電で

７７７７カ所カ所カ所カ所、それから、それから、それから、それから普普普普通通通通充充充充電で４６電で４６電で４６電で４６カ所カ所カ所カ所ございました。ございました。ございました。ございました。充充充充電電電電器器器器のののの普普普普及の及の及の及の支援支援支援支援策としましては、策としましては、策としましては、策としましては、

先ほど地域振興部長から説明がございましたが、先ほど地域振興部長から説明がございましたが、先ほど地域振興部長から説明がございましたが、先ほど地域振興部長から説明がございましたが、国国国国のののの整整整整備備備備方針方針方針方針を受けて県が策定するを受けて県が策定するを受けて県が策定するを受けて県が策定する充充充充電電電電

器器器器のののの整整整整備備備備計画計画計画計画にににに沿沿沿沿った設った設った設った設置置置置をする場合には自をする場合には自をする場合には自をする場合には自己負担率己負担率己負担率己負担率が３が３が３が３分分分分の１にの１にの１にの１に軽減軽減軽減軽減されます。本来、されます。本来、されます。本来、されます。本来、

国国国国の補助金が２の補助金が２の補助金が２の補助金が２分分分分の１のところを３の１のところを３の１のところを３の１のところを３分分分分の２にかさ上げされます。このの２にかさ上げされます。このの２にかさ上げされます。このの２にかさ上げされます。この国国国国の経の経の経の経費費費費補助が補助が補助が補助が拡大拡大拡大拡大

されることもございますので、されることもございますので、されることもございますので、されることもございますので、国国国国がががが示示示示すすすすモデモデモデモデルルルルプラプラプラプランをもとにしまして、県でもンをもとにしまして、県でもンをもとにしまして、県でもンをもとにしまして、県でも急速充急速充急速充急速充電電電電

器器器器のののの整整整整備備備備計画計画計画計画等を策定する予定でございます。等を策定する予定でございます。等を策定する予定でございます。等を策定する予定でございます。

なお、県につきましては、なお、県につきましては、なお、県につきましては、なお、県につきましては、南南南南部地域の部地域の部地域の部地域の土木土木土木土木事事事事務所務所務所務所で、非常用で、非常用で、非常用で、非常用移動移動移動移動電電電電源源源源としてのとしてのとしてのとしての観観観観点から点から点から点から

電電電電気気気気自自自自動車動車動車動車を３を３を３を３台台台台、今年度設、今年度設、今年度設、今年度設置置置置する予定でございます。する予定でございます。する予定でございます。する予定でございます。

また、また、また、また、普普普普通通通通充充充充電電電電器器器器でございますが、これも１でございますが、これも１でございますが、これも１でございますが、これも１基基基基、年、年、年、年内内内内にににに整整整整備をする予定としているとこ備をする予定としているとこ備をする予定としているとこ備をする予定としているとこ

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

○阪口委員○阪口委員○阪口委員○阪口委員 わかりました。どうもありがとうございます。わかりました。どうもありがとうございます。わかりました。どうもありがとうございます。わかりました。どうもありがとうございます。

○和田委員○和田委員○和田委員○和田委員 二二二二、、、、三三三三点、時間の進点、時間の進点、時間の進点、時間の進行行行行もございますので、その点をもございますので、その点をもございますので、その点をもございますので、その点を踏踏踏踏まえながら２０まえながら２０まえながら２０まえながら２０分分分分～３～３～３～３

００００分分分分質問をさせていただきます。質問をさせていただきます。質問をさせていただきます。質問をさせていただきます。

ままままずずずず、ことしの、ことしの、ことしの、ことしの夏夏夏夏の電の電の電の電力需給力需給力需給力需給事事事事情情情情、奈良県、奈良県、奈良県、奈良県内内内内においてはどのような状況であったのか、においてはどのような状況であったのか、においてはどのような状況であったのか、においてはどのような状況であったのか、

これをまこれをまこれをまこれをまずずずずご説明いただきたいと思います。ご説明いただきたいと思います。ご説明いただきたいと思います。ご説明いただきたいと思います。

なおまた、なおまた、なおまた、なおまた、冒頭冒頭冒頭冒頭に要に要に要に要請請請請させていただきたいので、７月に関させていただきたいので、７月に関させていただきたいので、７月に関させていただきたいので、７月に関西西西西電電電電力管内力管内力管内力管内の電の電の電の電力供給量力供給量力供給量力供給量、あ、あ、あ、あ

るいは電るいは電るいは電るいは電力力力力のののの需需需需要要要要量量量量がががが出出出出ております。これは関ております。これは関ております。これは関ております。これは関西西西西電電電電力管内力管内力管内力管内ですから、奈良県以ですから、奈良県以ですから、奈良県以ですから、奈良県以外外外外のののの分分分分も含も含も含も含

まれております。このことに関して、７月まれております。このことに関して、７月まれております。このことに関して、７月まれております。このことに関して、７月分分分分のののの資料資料資料資料はははは出出出出していただきました。もしきしていただきました。もしきしていただきました。もしきしていただきました。もしきょょょょう、う、う、う、

８月８月８月８月分分分分のののの資料資料資料資料がががが出出出出せるという状況であるならば、委員長にお願いしたいのですが、そのせるという状況であるならば、委員長にお願いしたいのですが、そのせるという状況であるならば、委員長にお願いしたいのですが、そのせるという状況であるならば、委員長にお願いしたいのですが、その資資資資
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料料料料を理事者を理事者を理事者を理事者側側側側にににに求求求求めていただきたい、このことをあわせてお願いいたします。めていただきたい、このことをあわせてお願いいたします。めていただきたい、このことをあわせてお願いいたします。めていただきたい、このことをあわせてお願いいたします。特特特特にににに資料資料資料資料にににに

ついては、ついては、ついては、ついては、議論議論議論議論を進める上で、を進める上で、を進める上で、を進める上で、大変重大変重大変重大変重要でございますので、そのことだけは先に進めてい要でございますので、そのことだけは先に進めてい要でございますので、そのことだけは先に進めてい要でございますので、そのことだけは先に進めてい

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

○猪奥委員長○猪奥委員長○猪奥委員長○猪奥委員長 ただいま和田委員よりただいま和田委員よりただいま和田委員よりただいま和田委員より資料請求資料請求資料請求資料請求のありました、関のありました、関のありました、関のありました、関西西西西電電電電力管内力管内力管内力管内今今今今夏夏夏夏電電電電力需給力需給力需給力需給

状況一状況一状況一状況一覧覧覧覧、２０１３年の８月、２０１３年の８月、２０１３年の８月、２０１３年の８月分分分分のののの資料資料資料資料をををを提出提出提出提出してもよろしいでししてもよろしいでししてもよろしいでししてもよろしいでしょょょょうか。うか。うか。うか。

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

それでは事それでは事それでは事それでは事務局務局務局務局よりよりよりより配配配配付をさせます。付をさせます。付をさせます。付をさせます。

それでは、エネルギー政策それでは、エネルギー政策それでは、エネルギー政策それでは、エネルギー政策課課課課長、説明をしてください。長、説明をしてください。長、説明をしてください。長、説明をしてください。

○塩見エネルギー政策課長○塩見エネルギー政策課長○塩見エネルギー政策課長○塩見エネルギー政策課長 和田委員のご質問でございますが、この和田委員のご質問でございますが、この和田委員のご質問でございますが、この和田委員のご質問でございますが、この夏夏夏夏の電の電の電の電力需給力需給力需給力需給はどうはどうはどうはどう

であったのかということでございます。であったのかということでございます。であったのかということでございます。であったのかということでございます。

８月の関８月の関８月の関８月の関西西西西電電電電力管内力管内力管内力管内の電の電の電の電力需給力需給力需給力需給状況一状況一状況一状況一覧覧覧覧を今おを今おを今おを今お配配配配りさせていただきました。現時点でのりさせていただきました。現時点でのりさせていただきました。現時点でのりさせていただきました。現時点での

このこのこのこの夏夏夏夏の電の電の電の電力需給力需給力需給力需給のののの実績実績実績実績としましては、としましては、としましては、としましては、需需需需要の要の要の要の最大実績最大実績最大実績最大実績ですが、８月２２日のところでごですが、８月２２日のところでごですが、８月２２日のところでごですが、８月２２日のところでご

ざいます。２，８１６万ざいます。２，８１６万ざいます。２，８１６万ざいます。２，８１６万キロワッキロワッキロワッキロワットがこのトがこのトがこのトがこの夏夏夏夏のののの最大最大最大最大のののの実績実績実績実績でございました。電でございました。電でございました。電でございました。電力使力使力使力使用用用用率率率率にににに

つきましては９６つきましては９６つきましては９６つきましては９６．．．．６６６６％％％％で、関で、関で、関で、関西西西西電電電電力管内力管内力管内力管内の電の電の電の電力使力使力使力使用用用用率率率率が９７が９７が９７が９７％％％％を超えますと、を超えますと、を超えますと、を超えますと、緊急緊急緊急緊急のののの節節節節

電要電要電要電要請請請請をををを行行行行うこととなっていましたので、その当日はうこととなっていましたので、その当日はうこととなっていましたので、その当日はうこととなっていましたので、その当日は連絡体連絡体連絡体連絡体制の制の制の制の確認確認確認確認等の対応をとったと等の対応をとったと等の対応をとったと等の対応をとったと

ころでございます。８月２２日以ころでございます。８月２２日以ころでございます。８月２２日以ころでございます。８月２２日以外外外外も電も電も電も電力使力使力使力使用用用用率率率率のところをのところをのところをのところを見見見見ていただきますと、８月１ていただきますと、８月１ていただきますと、８月１ていただきますと、８月１

カカカカ月で９５月で９５月で９５月で９５％％％％を超えたところが２２日も含めまして４日間ございました。７月につきましを超えたところが２２日も含めまして４日間ございました。７月につきましを超えたところが２２日も含めまして４日間ございました。７月につきましを超えたところが２２日も含めまして４日間ございました。７月につきまし

ては、この９５ては、この９５ては、この９５ては、この９５％％％％以上が以上が以上が以上がゼロゼロゼロゼロでございましたので、８月の電でございましたので、８月の電でございましたので、８月の電でございましたので、８月の電力需給力需給力需給力需給としましては非常にとしましては非常にとしましては非常にとしましては非常に厳厳厳厳

しかったと考えております。以上でございます。しかったと考えております。以上でございます。しかったと考えております。以上でございます。しかったと考えております。以上でございます。

○和田委員○和田委員○和田委員○和田委員 奈良県奈良県奈良県奈良県内内内内の電の電の電の電力需給力需給力需給力需給の状況としてはどのようなの状況としてはどのようなの状況としてはどのようなの状況としてはどのような様子様子様子様子であったのか、それもあであったのか、それもあであったのか、それもあであったのか、それもあ

わせてお聞かせください。わせてお聞かせください。わせてお聞かせください。わせてお聞かせください。

○塩見エネルギー政策課長○塩見エネルギー政策課長○塩見エネルギー政策課長○塩見エネルギー政策課長 関関関関西西西西電電電電力管内力管内力管内力管内のこののこののこののこの夏夏夏夏の電の電の電の電力需給力需給力需給力需給一一一一覧表覧表覧表覧表をををを見見見見ていただきますていただきますていただきますていただきます

と、先ほど申し上げましたが９５と、先ほど申し上げましたが９５と、先ほど申し上げましたが９５と、先ほど申し上げましたが９５％％％％を超えている日が４日間ということで、非常にを超えている日が４日間ということで、非常にを超えている日が４日間ということで、非常にを超えている日が４日間ということで、非常に厳厳厳厳しかしかしかしか

ったのとったのとったのとったのと同様同様同様同様に、奈良県のに、奈良県のに、奈良県のに、奈良県の様子様子様子様子はいかがかというご質問でございますが、奈良県も非常にはいかがかというご質問でございますが、奈良県も非常にはいかがかというご質問でございますが、奈良県も非常にはいかがかというご質問でございますが、奈良県も非常に

厳厳厳厳しい状況だったと考えております。以上でございます。しい状況だったと考えております。以上でございます。しい状況だったと考えております。以上でございます。しい状況だったと考えております。以上でございます。

○和田委員○和田委員○和田委員○和田委員 脱原脱原脱原脱原発推進という発推進という発推進という発推進という立立立立場から、電場から、電場から、電場から、電力力力力のエネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギー供給供給供給供給の問の問の問の問題題題題を考えております。を考えております。を考えております。を考えております。

そして、それだけにとどまらそして、それだけにとどまらそして、それだけにとどまらそして、それだけにとどまらずずずず、電、電、電、電力力力力の安定の安定の安定の安定的供給的供給的供給的供給をいかにをいかにをいかにをいかに確確確確保するのか。そしてまた、保するのか。そしてまた、保するのか。そしてまた、保するのか。そしてまた、

電電電電力力力力の安定の安定の安定の安定的供給的供給的供給的供給をををを行行行行うことにより、エネルギーうことにより、エネルギーうことにより、エネルギーうことにより、エネルギー産業産業産業産業をさらに９電をさらに９電をさらに９電をさらに９電力力力力会会会会社社社社以以以以外外外外にににに裾裾裾裾野を野を野を野を広広広広

げていく、げていく、げていく、げていく、新新新新しいこれからのエネルギーしいこれからのエネルギーしいこれからのエネルギーしいこれからのエネルギー産業産業産業産業をををを促促促促進していく、成長させていく、そういう進していく、成長させていく、そういう進していく、成長させていく、そういう進していく、成長させていく、そういう

意味意味意味意味合いでこの問合いでこの問合いでこの問合いでこの問題題題題を考えております。を考えております。を考えております。を考えております。
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そういうことをそういうことをそういうことをそういうことを前提前提前提前提としながら、関としながら、関としながら、関としながら、関西西西西電電電電力管内力管内力管内力管内今今今今夏夏夏夏電電電電力需給力需給力需給力需給状況一状況一状況一状況一覧表覧表覧表覧表をををを見見見見てみたいとてみたいとてみたいとてみたいと

思うのですけれど、それについて質問をいたします。思うのですけれど、それについて質問をいたします。思うのですけれど、それについて質問をいたします。思うのですけれど、それについて質問をいたします。

ままままずずずず、一日単、一日単、一日単、一日単位位位位の電の電の電の電力供給力供給力供給力供給、あるいは電、あるいは電、あるいは電、あるいは電力使力使力使力使用を用を用を用を見見見見れば、８月２２日が一れば、８月２２日が一れば、８月２２日が一れば、８月２２日が一番緊迫番緊迫番緊迫番緊迫した状した状した状した状

況であったという況であったという況であったという況であったという紹介紹介紹介紹介がありました。がありました。がありました。がありました。改改改改めてめてめてめて確認確認確認確認しますが、しますが、しますが、しますが、最大供給力最大供給力最大供給力最大供給力は、そのときが２，は、そのときが２，は、そのときが２，は、そのときが２，

９３１万９３１万９３１万９３１万キロワッキロワッキロワッキロワット、そしてト、そしてト、そしてト、そして最大需最大需最大需最大需要が２，８１６万要が２，８１６万要が２，８１６万要が２，８１６万キロワッキロワッキロワッキロワットです。トです。トです。トです。念念念念のために、今のために、今のために、今のために、今見見見見

せていただいて申し上げますが、８月２３日の２，９９２万せていただいて申し上げますが、８月２３日の２，９９２万せていただいて申し上げますが、８月２３日の２，９９２万せていただいて申し上げますが、８月２３日の２，９９２万キロワッキロワッキロワッキロワットが一トが一トが一トが一番最番最番最番最高の電高の電高の電高の電力力力力

供給供給供給供給であることをであることをであることをであることを押押押押さえておいていただきたい。電さえておいていただきたい。電さえておいていただきたい。電さえておいていただきたい。電力需給力需給力需給力需給関係はどうでし関係はどうでし関係はどうでし関係はどうでしょょょょうか、心うか、心うか、心うか、心配配配配要要要要

りませんかと、このことをまりませんかと、このことをまりませんかと、このことをまりませんかと、このことをまず尋ず尋ず尋ず尋ねたのは、ねたのは、ねたのは、ねたのは、原子力原子力原子力原子力発電がなくても発電がなくても発電がなくても発電がなくても大丈大丈大丈大丈夫ですということ夫ですということ夫ですということ夫ですということ

を、このを、このを、このを、この表表表表によってによってによってによって確認確認確認確認をしたいために申し上げるのです。これは、この間一をしたいために申し上げるのです。これは、この間一をしたいために申し上げるのです。これは、この間一をしたいために申し上げるのです。これは、この間一般般般般質問でも質問でも質問でも質問でも

代表代表代表代表質問でも質問でも質問でも質問でも繰繰繰繰りりりり返返返返し言ってきたわけですけれども、きし言ってきたわけですけれども、きし言ってきたわけですけれども、きし言ってきたわけですけれども、きょょょょうはエネルギー政策うはエネルギー政策うはエネルギー政策うはエネルギー政策課課課課がががが新新新新しくしくしくしく

できて、これからしっかりと取りできて、これからしっかりと取りできて、これからしっかりと取りできて、これからしっかりと取り組組組組んでいただかなくてはなりませんので、そのんでいただかなくてはなりませんので、そのんでいただかなくてはなりませんので、そのんでいただかなくてはなりませんので、その確信確信確信確信をををを持持持持

っていただきたいのでそのっていただきたいのでそのっていただきたいのでそのっていただきたいのでその根拠根拠根拠根拠をををを示示示示し、どうなのですかとおし、どうなのですかとおし、どうなのですかとおし、どうなのですかとお尋尋尋尋ねをしたいと思います。ねをしたいと思います。ねをしたいと思います。ねをしたいと思います。

一日の一日の一日の一日の最大供給力最大供給力最大供給力最大供給力とととと最大需最大需最大需最大需要要要要量量量量は非常には非常には非常には非常に緊迫緊迫緊迫緊迫している。けれども、７月、８月を通している。けれども、７月、８月を通している。けれども、７月、８月を通している。けれども、７月、８月を通じじじじてててて

それそれそれそれぞぞぞぞれのれのれのれの原子力原子力原子力原子力発電は、２３６万発電は、２３６万発電は、２３６万発電は、２３６万キロワッキロワッキロワッキロワットとトとトとトと決決決決まっております。けれども、まっております。けれども、まっております。けれども、まっております。けれども、火力火力火力火力、水、水、水、水

力力力力、、、、揚揚揚揚水、他水、他水、他水、他社社社社受電などは、それ受電などは、それ受電などは、それ受電などは、それぞぞぞぞれれれれ違違違違っております。それでは、その中でこの７月からっております。それでは、その中でこの７月からっております。それでは、その中でこの７月からっております。それでは、その中でこの７月から

８月の間で、８月の間で、８月の間で、８月の間で、最大供給力最大供給力最大供給力最大供給力が一が一が一が一体幾体幾体幾体幾らできたのかと、そのらできたのかと、そのらできたのかと、そのらできたのかと、その最最最最高の電高の電高の電高の電力供給力供給力供給力供給こそがこそがこそがこそが最大最大最大最大のののの供給供給供給供給

のののの施施施施設設設設容量容量容量容量、設備の、設備の、設備の、設備の容量容量容量容量でございます。したがって、そのことをでございます。したがって、そのことをでございます。したがって、そのことをでございます。したがって、そのことを勘勘勘勘定しておきたいと思い定しておきたいと思い定しておきたいと思い定しておきたいと思い

ます。そうしますと、７月ます。そうしますと、７月ます。そうしますと、７月ます。そうしますと、７月分分分分をここにをここにをここにをここに持持持持っておりますが、っておりますが、っておりますが、っておりますが、火力火力火力火力発電が７月９日に１，５６発電が７月９日に１，５６発電が７月９日に１，５６発電が７月９日に１，５６

０万０万０万０万キロワッキロワッキロワッキロワットありました。そして、水トありました。そして、水トありました。そして、水トありました。そして、水力力力力発電は８月１１日に２７２万発電は８月１１日に２７２万発電は８月１１日に２７２万発電は８月１１日に２７２万キロワッキロワッキロワッキロワット、それト、それト、それト、それ

から、から、から、から、揚揚揚揚水発電が７月７日、あるいは８月１８日、以水発電が７月７日、あるいは８月１８日、以水発電が７月７日、あるいは８月１８日、以水発電が７月７日、あるいは８月１８日、以降降降降ざっとざっとざっとざっと天天天天が４３２万が４３２万が４３２万が４３２万キロワッキロワッキロワッキロワットでトでトでトで

何何何何度も度も度も度も何何何何度も度も度も度も出出出出てきております。つまり、設備てきております。つまり、設備てきております。つまり、設備てきております。つまり、設備容量容量容量容量としては４３２万としては４３２万としては４３２万としては４３２万キロワッキロワッキロワッキロワットがありまトがありまトがありまトがありま

す。それから、他す。それから、他す。それから、他す。それから、他社社社社受電、これは８月２２日が受電、これは８月２２日が受電、これは８月２２日が受電、これは８月２２日が最最最最高です。７１７万高です。７１７万高です。７１７万高です。７１７万キロワッキロワッキロワッキロワット。これだけト。これだけト。これだけト。これだけ

のののの量量量量がががが出出出出ました。そこで、このました。そこで、このました。そこで、このました。そこで、この利利利利用用用用量量量量を、まを、まを、まを、まず原子力ず原子力ず原子力ず原子力発電を発電を発電を発電を横横横横にににに置置置置いておいて、残りのいておいて、残りのいておいて、残りのいておいて、残りの火火火火

力力力力発電、水発電、水発電、水発電、水力力力力発電、発電、発電、発電、揚揚揚揚水発電、他水発電、他水発電、他水発電、他社社社社受電、これを受電、これを受電、これを受電、これを総総総総合合合合計計計計いたしますといたしますといたしますといたしますと幾幾幾幾らになるでしらになるでしらになるでしらになるでしょょょょうううう

か。これは２，９４１万か。これは２，９４１万か。これは２，９４１万か。これは２，９４１万キロワッキロワッキロワッキロワットですか、２，９８１万トですか、２，９８１万トですか、２，９８１万トですか、２，９８１万キロワッキロワッキロワッキロワットですか。すトですか。すトですか。すトですか。すぐぐぐぐにににに誰誰誰誰かかかか

暗算暗算暗算暗算のできるのできるのできるのできる人人人人いらっしいらっしいらっしいらっしゃゃゃゃいませんか。それに対していませんか。それに対していませんか。それに対していませんか。それに対して需需需需要が、要が、要が、要が、原子力原子力原子力原子力発電を発電を発電を発電を抜抜抜抜いて、いて、いて、いて、最大最大最大最大

設備設備設備設備能力能力能力能力、ここにき、ここにき、ここにき、ここにきちちちちんとんとんとんと出出出出ておるわけで２，９８１万ておるわけで２，９８１万ておるわけで２，９８１万ておるわけで２，９８１万キロワッキロワッキロワッキロワット、間ト、間ト、間ト、間違違違違っておればっておればっておればっておれば訂訂訂訂正正正正

してください。してください。してください。してください。最大需最大需最大需最大需要が２，８１６万要が２，８１６万要が２，８１６万要が２，８１６万キロワッキロワッキロワッキロワット、これは８月２２日です。ここではっト、これは８月２２日です。ここではっト、これは８月２２日です。ここではっト、これは８月２２日です。ここではっ

きりしていることは、きりしていることは、きりしていることは、きりしていることは、原子力原子力原子力原子力発電がなくても発電がなくても発電がなくても発電がなくても最大最大最大最大設備設備設備設備能力能力能力能力ををををフフフフル回ル回ル回ル回転転転転させるならば、このさせるならば、このさせるならば、このさせるならば、この

ようにしてようにしてようにしてようにして率率率率にすれば９２にすれば９２にすれば９２にすれば９２％ぐ％ぐ％ぐ％ぐらいにらいにらいにらいに落ち落ち落ち落ちつくのではないでしつくのではないでしつくのではないでしつくのではないでしょょょょうか。いうか。いうか。いうか。いずずずずれにいたしまれにいたしまれにいたしまれにいたしま
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しても、これでしても、これでしても、これでしても、これで供給力供給力供給力供給力が上回っていることがが上回っていることがが上回っていることがが上回っていることが証証証証明されました。この明されました。この明されました。この明されました。この暑暑暑暑いいいい夏夏夏夏でも、まだ１３でも、まだ１３でも、まだ１３でも、まだ１３

０万０万０万０万キロワッキロワッキロワッキロワット余ト余ト余ト余裕裕裕裕があったということです。があったということです。があったということです。があったということです。

先ほど、例を先ほど、例を先ほど、例を先ほど、例を出出出出しましたが、しましたが、しましたが、しましたが、火力火力火力火力発電、水発電、水発電、水発電、水力力力力発電、発電、発電、発電、揚揚揚揚水発電などは、その日の水発電などは、その日の水発電などは、その日の水発電などは、その日の天候天候天候天候とかとかとかとか

気温気温気温気温などをなどをなどをなどを見見見見ながらその日のながらその日のながらその日のながらその日の最大供給力最大供給力最大供給力最大供給力をををを決決決決めるだけのことです。したがって、関めるだけのことです。したがって、関めるだけのことです。したがって、関めるだけのことです。したがって、関西西西西電電電電力力力力

の経の経の経の経営営営営を考えながら、を考えながら、を考えながら、を考えながら、雨雨雨雨の日にこの２，９００万の日にこの２，９００万の日にこの２，９００万の日にこの２，９００万キロワッキロワッキロワッキロワットもトもトもトも出出出出したら、これは電したら、これは電したら、これは電したら、これは電気気気気のののの無無無無

駄駄駄駄で、関で、関で、関で、関西西西西電電電電力力力力としてはとしてはとしてはとしては損損損損をすることになりますから、ここはをすることになりますから、ここはをすることになりますから、ここはをすることになりますから、ここは調整調整調整調整です。です。です。です。調整調整調整調整は関は関は関は関西西西西電電電電力力力力

のののの腹腹腹腹一つになります。ですから、この一日一日が、９６一つになります。ですから、この一日一日が、９６一つになります。ですから、この一日一日が、９６一つになります。ですから、この一日一日が、９６％％％％だった、だった、だった、だった、大変大変大変大変だというだというだというだという新新新新聞報聞報聞報聞報道道道道

のありのありのありのあり方方方方は、これはいかがなものかと思います。それには振り回されることのないようには、これはいかがなものかと思います。それには振り回されることのないようには、これはいかがなものかと思います。それには振り回されることのないようには、これはいかがなものかと思います。それには振り回されることのないように

しなければならないと思うわけです。しなければならないと思うわけです。しなければならないと思うわけです。しなければならないと思うわけです。

そこで、そこで、そこで、そこで、最大最大最大最大設備設備設備設備能力能力能力能力が、そのようなことで、が、そのようなことで、が、そのようなことで、が、そのようなことで、最大需最大需最大需最大需要も要も要も要も出出出出ました。いかがでしました。いかがでしました。いかがでしました。いかがでしょょょょうか。うか。うか。うか。

改改改改めて聞きますが、めて聞きますが、めて聞きますが、めて聞きますが、念念念念のためにのためにのためにのために確認確認確認確認です。関です。関です。関です。関西西西西電電電電力管内力管内力管内力管内の電の電の電の電力供給力供給力供給力供給と電と電と電と電力需力需力需力需要は、要は、要は、要は、原子力原子力原子力原子力

発電がなくても発電がなくても発電がなくても発電がなくても十分十分十分十分に余に余に余に余裕裕裕裕があることががあることががあることががあることが確認確認確認確認できるのではないでしできるのではないでしできるのではないでしできるのではないでしょょょょうか。また、そのようか。また、そのようか。また、そのようか。また、そのよ

うなうなうなうな見方見方見方見方をしてもをしてもをしてもをしても差差差差しししし支支支支えないのではないか、つまり２えないのではないか、つまり２えないのではないか、つまり２えないのではないか、つまり２カカカカ月間の、一月間の、一月間の、一月間の、一番最大番最大番最大番最大の設備の設備の設備の設備容量容量容量容量をををを

問問問問題題題題にしてそういうにしてそういうにしてそういうにしてそういう確信確信確信確信をををを持持持持った、報告をしている、そういうった、報告をしている、そういうった、報告をしている、そういうった、報告をしている、そういう提起提起提起提起でございますが、私のでございますが、私のでございますが、私のでございますが、私の

見見見見解に対して解に対して解に対して解に対して何何何何かかかか反論反論反論反論はあるでしはあるでしはあるでしはあるでしょょょょうか。これが１つ目です。うか。これが１つ目です。うか。これが１つ目です。うか。これが１つ目です。

次に、２つ目は、このように次に、２つ目は、このように次に、２つ目は、このように次に、２つ目は、このように原子力原子力原子力原子力発電がなくても発電がなくても発電がなくても発電がなくても大丈大丈大丈大丈夫で、もう夫で、もう夫で、もう夫で、もう十分十分十分十分に電に電に電に電力力力力も余っても余っても余っても余って

いる。それなのに、奈良県において今、いる。それなのに、奈良県において今、いる。それなのに、奈良県において今、いる。それなのに、奈良県において今、節節節節電電電電協議協議協議協議会が設会が設会が設会が設置置置置されております。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。この節節節節電電電電協議協議協議協議

会は、会は、会は、会は、無駄無駄無駄無駄とは言いません。なとは言いません。なとは言いません。なとは言いません。なぜぜぜぜならば、ならば、ならば、ならば、省省省省エネ、エネ、エネ、エネ、節節節節電、奈良県らしさを電、奈良県らしさを電、奈良県らしさを電、奈良県らしさを出出出出す、こういうす、こういうす、こういうす、こういう

意味意味意味意味合いで必要なことだとは思います。しかし、合いで必要なことだとは思います。しかし、合いで必要なことだとは思います。しかし、合いで必要なことだとは思います。しかし、節節節節電電電電協議協議協議協議会での電会での電会での電会での電力供給力供給力供給力供給、、、、需需需需要がどうな要がどうな要がどうな要がどうな

っているのだろうかというっているのだろうかというっているのだろうかというっているのだろうかという議論議論議論議論は、単は、単は、単は、単純純純純にそれだけではないとは思いますが、にそれだけではないとは思いますが、にそれだけではないとは思いますが、にそれだけではないとは思いますが、節節節節電電電電協議協議協議協議会会会会

でででで議論議論議論議論されているされているされているされている内容内容内容内容についてはについてはについてはについては若干若干若干若干、、、、趣旨的趣旨的趣旨的趣旨的にににに違違違違うううう方向方向方向方向へとかへとかへとかへとかじじじじ取りをする形での取りをする形での取りをする形での取りをする形での協議協議協議協議

会の会の会の会の議論議論議論議論が必要ではないかと思うわけです。こういう点についてはエネルギー政策が必要ではないかと思うわけです。こういう点についてはエネルギー政策が必要ではないかと思うわけです。こういう点についてはエネルギー政策が必要ではないかと思うわけです。こういう点についてはエネルギー政策課課課課長で長で長で長で

はははは答答答答えられないはえられないはえられないはえられないはずずずずですので、地域振興部長からですので、地域振興部長からですので、地域振興部長からですので、地域振興部長から答弁答弁答弁答弁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。

今とりあえ今とりあえ今とりあえ今とりあえずずずずそれで。それで。それで。それで。

○塩見エネルギー政策課長○塩見エネルギー政策課長○塩見エネルギー政策課長○塩見エネルギー政策課長 今の和田委員のご質問でございますが、今の和田委員のご質問でございますが、今の和田委員のご質問でございますが、今の和田委員のご質問でございますが、原子力原子力原子力原子力発電なしで電発電なしで電発電なしで電発電なしで電

力力力力のののの供給供給供給供給はははは十分十分十分十分ではないか、電ではないか、電ではないか、電ではないか、電力力力力のののの需給需給需給需給状況は状況は状況は状況は十分十分十分十分ではないかというご質問でございますではないかというご質問でございますではないかというご質問でございますではないかというご質問でございます

が、それにつきましては、電が、それにつきましては、電が、それにつきましては、電が、それにつきましては、電気気気気事事事事業業業業者は関者は関者は関者は関西西西西電電電電力力力力でございますので、でございますので、でございますので、でございますので、十分十分十分十分だだだだ十分十分十分十分ではないではないではないではない

というというというという判断判断判断判断はなかなかはなかなかはなかなかはなかなか難難難難しいということで、しいということで、しいということで、しいということで、直接的直接的直接的直接的なおなおなおなお答答答答えはできませんが、８月の電えはできませんが、８月の電えはできませんが、８月の電えはできませんが、８月の電力力力力

需給需給需給需給状況の一状況の一状況の一状況の一覧覧覧覧をををを見見見見ていただきますと、先ほど委員おっしていただきますと、先ほど委員おっしていただきますと、先ほど委員おっしていただきますと、先ほど委員おっしゃゃゃゃったとおり、８月２２日の２，ったとおり、８月２２日の２，ったとおり、８月２２日の２，ったとおり、８月２２日の２，

８１６万８１６万８１６万８１６万キロワッキロワッキロワッキロワットがこの８月のトがこの８月のトがこの８月のトがこの８月の最大最大最大最大の電の電の電の電力使力使力使力使用用用用量量量量でございました。でございました。でございました。でございました。ピピピピーーーークククク時の時の時の時の供給力供給力供給力供給力のののの
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最大最大最大最大でございますが、これは委員おでございますが、これは委員おでございますが、これは委員おでございますが、これは委員お述べ述べ述べ述べのとおり８月２３日の金のとおり８月２３日の金のとおり８月２３日の金のとおり８月２３日の金曜曜曜曜日、２，９９２万日、２，９９２万日、２，９９２万日、２，９９２万キロキロキロキロ

ワッワッワッワットでございました。これはもトでございました。これはもトでございました。これはもトでございました。これはもちちちちろん、ろん、ろん、ろん、原子力原子力原子力原子力の２３６万の２３６万の２３６万の２３６万キロワッキロワッキロワッキロワットを含めてのトを含めてのトを含めてのトを含めての供給力供給力供給力供給力

でございます。でございます。でございます。でございます。参参参参考までに、当日考までに、当日考までに、当日考までに、当日最大最大最大最大電電電電力実績力実績力実績力実績のののの横横横横にににに原子力抜原子力抜原子力抜原子力抜きの電きの電きの電きの電力供給力力供給力力供給力力供給力ということということということということ

をををを記記記記載させていただいております。この載させていただいております。この載させていただいております。この載させていただいております。この原子力抜原子力抜原子力抜原子力抜きの電きの電きの電きの電力力力力のののの供給力供給力供給力供給力でのでのでのでの最大最大最大最大は、８月２３は、８月２３は、８月２３は、８月２３

日の２，７５６万日の２，７５６万日の２，７５６万日の２，７５６万キロワッキロワッキロワッキロワットとなりますので、８月２２日の８月のトとなりますので、８月２２日の８月のトとなりますので、８月２２日の８月のトとなりますので、８月２２日の８月の最大最大最大最大のののの使使使使用用用用量量量量からすれからすれからすれからすれ

ば、ば、ば、ば、原子力抜原子力抜原子力抜原子力抜きでは電きでは電きでは電きでは電力力力力はははは持持持持たなかったというのが現たなかったというのが現たなかったというのが現たなかったというのが現実実実実でございます。でございます。でございます。でございます。

それから、委員がおっしそれから、委員がおっしそれから、委員がおっしそれから、委員がおっしゃゃゃゃいましたいましたいましたいました各各各各供給源供給源供給源供給源、、、、火力火力火力火力発電、水発電、水発電、水発電、水力力力力発電、発電、発電、発電、揚揚揚揚水発電、それか水発電、それか水発電、それか水発電、それか

ら他ら他ら他ら他社社社社受電等受電等受電等受電等 々々々々ございます。これにつきましても、例えばございます。これにつきましても、例えばございます。これにつきましても、例えばございます。これにつきましても、例えば揚揚揚揚水発電ですが、これは水発電ですが、これは水発電ですが、これは水発電ですが、これは最大最大最大最大でででで

４３２万４３２万４３２万４３２万キロワッキロワッキロワッキロワットとなっておりますが、これはトとなっておりますが、これはトとなっておりますが、これはトとなっておりますが、これは原子力原子力原子力原子力発電がありきの数発電がありきの数発電がありきの数発電がありきの数字字字字でございましでございましでございましでございまし

て、て、て、て、原子力原子力原子力原子力発電の発電発電の発電発電の発電発電の発電量量量量がなかったらがなかったらがなかったらがなかったら揚揚揚揚水発電はここまでも水発電はここまでも水発電はここまでも水発電はここまでも伸伸伸伸びることがございません。びることがございません。びることがございません。びることがございません。

それから、他それから、他それから、他それから、他社社社社受電につきましても、例えば関受電につきましても、例えば関受電につきましても、例えば関受電につきましても、例えば関西西西西電電電電力管内力管内力管内力管内がががが四四四四国国国国電電電電力や力や力や力や中中中中国国国国電電電電力力力力など、他など、他など、他など、他

社社社社からからからから供給供給供給供給を受ける場合でございますが、これはもを受ける場合でございますが、これはもを受ける場合でございますが、これはもを受ける場合でございますが、これはもちちちちろんろんろんろん四四四四国国国国、中、中、中、中国国国国地地地地方方方方等の等の等の等の天候天候天候天候等もご等もご等もご等もご

ざいますので、その月のざいますので、その月のざいますので、その月のざいますので、その月の最大最大最大最大値値値値を単を単を単を単純純純純にににに持持持持ってくるわけではございません。関ってくるわけではございません。関ってくるわけではございません。関ってくるわけではございません。関西西西西電電電電力管内力管内力管内力管内

でででで気候気候気候気候が非常によくて、かんかんが非常によくて、かんかんが非常によくて、かんかんが非常によくて、かんかん照照照照りで電りで電りで電りで電力需力需力需力需要が非常に要が非常に要が非常に要が非常に伸伸伸伸びたときにはびたときにはびたときにはびたときには同様同様同様同様に、に、に、に、四四四四国国国国、、、、

中中中中国国国国でもでもでもでもややややっっっっぱぱぱぱり電り電り電り電力需力需力需力需要が要が要が要が伸伸伸伸びておりますので、なかなか他びておりますので、なかなか他びておりますので、なかなか他びておりますので、なかなか他社社社社受電は受電は受電は受電は融融融融通がきかないの通がきかないの通がきかないの通がきかないの

が現状でございます。が現状でございます。が現状でございます。が現状でございます。

さらに、電さらに、電さらに、電さらに、電力力力力のののの供給供給供給供給のののの仕仕仕仕方方方方ですが、これは関ですが、これは関ですが、これは関ですが、これは関西西西西電電電電力力力力にににに確認確認確認確認いたしましたけれども、いたしましたけれども、いたしましたけれども、いたしましたけれども、前前前前日日日日

のののの夕夕夕夕方方方方にににに翌翌翌翌日の日の日の日の最大最大最大最大のののの供給力供給力供給力供給力をををを決決決決めると聞いております。めると聞いております。めると聞いております。めると聞いております。翌翌翌翌日の日の日の日の天気天気天気天気等を等を等を等を勘勘勘勘案案案案しまして、しまして、しまして、しまして、

これこれこれこれぐぐぐぐらいらいらいらい供給力供給力供給力供給力が必要だろうということで、例えば２，５００万が必要だろうということで、例えば２，５００万が必要だろうということで、例えば２，５００万が必要だろうということで、例えば２，５００万キロワッキロワッキロワッキロワットトトトぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの使使使使

用用用用量量量量になるだろうという予になるだろうという予になるだろうという予になるだろうという予測測測測しておれば、しておれば、しておれば、しておれば、プラプラプラプラス予備ス予備ス予備ス予備率率率率等等等等 々々々々を加えまして、それにを加えまして、それにを加えまして、それにを加えまして、それに見見見見合う合う合う合う

だけの電だけの電だけの電だけの電力力力力をををを供給供給供給供給する準備をします。これは電する準備をします。これは電する準備をします。これは電する準備をします。これは電力力力力をををを実実実実際際際際に必要なものよりもに必要なものよりもに必要なものよりもに必要なものよりも供給力供給力供給力供給力をどっをどっをどっをどっ

とととと多多多多く発電することはできません。そういうことをしましたら本来６０く発電することはできません。そういうことをしましたら本来６０く発電することはできません。そういうことをしましたら本来６０く発電することはできません。そういうことをしましたら本来６０ヘヘヘヘルルルルツツツツのところののところののところののところの

電電電電圧圧圧圧が上がってが上がってが上がってが上がって精密機械精密機械精密機械精密機械等等等等 々々々々にににに支支支支障障障障を及を及を及を及ぼぼぼぼすと。すと。すと。すと。実実実実際際際際にそういうにそういうにそういうにそういう繊維繊維繊維繊維、例えば、例えば、例えば、例えばニニニニッッッットをつトをつトをつトをつ

くっているところではくっているところではくっているところではくっているところではニニニニッッッットの目がトの目がトの目がトの目が荒荒荒荒くなるとか、くなるとか、くなるとか、くなるとか、病院病院病院病院等の等の等の等の医療機医療機医療機医療機器器器器にににに影響影響影響影響を及を及を及を及ぼぼぼぼしてしてしてして壊壊壊壊

れてしまうこともございますので、れてしまうこともございますので、れてしまうこともございますので、れてしまうこともございますので、使使使使用用用用量量量量に合わせたに合わせたに合わせたに合わせた供給力供給力供給力供給力をををを出出出出すのが安定した質のよいすのが安定した質のよいすのが安定した質のよいすのが安定した質のよい

電電電電力力力力となります。となります。となります。となります。

そういうことからしまして、そういうことからしまして、そういうことからしまして、そういうことからしまして、翌翌翌翌日の電日の電日の電日の電力使力使力使力使用用用用量量量量を予を予を予を予測測測測しながらしながらしながらしながら前前前前日の日の日の日の夕夕夕夕方方方方にこれにこれにこれにこれぐぐぐぐらいらいらいらい

必要だと必要だと必要だと必要だと供給供給供給供給の準備をするのが関の準備をするのが関の準備をするのが関の準備をするのが関西西西西電電電電力力力力の考えの考えの考えの考え方方方方でございます。でございます。でございます。でございます。

それ以上に、例えばそれ以上に、例えばそれ以上に、例えばそれ以上に、例えば供給供給供給供給ををををふふふふややややす準備をするのも、す準備をするのも、す準備をするのも、す準備をするのも、ややややはり民間はり民間はり民間はり民間企企企企業業業業でございますので、でございますので、でございますので、でございますので、

コストコストコストコスト意意意意識識識識がががが徹底徹底徹底徹底しておりますので、なかなかそういう準備もしておりますので、なかなかそういう準備もしておりますので、なかなかそういう準備もしておりますので、なかなかそういう準備も難難難難しいというのがしいというのがしいというのがしいというのが感感感感じじじじたとたとたとたと
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ころでございます。以上でございます。ころでございます。以上でございます。ころでございます。以上でございます。ころでございます。以上でございます。

○和田委員○和田委員○和田委員○和田委員 一つは、一つは、一つは、一つは、認認認認識識識識がいかがなものかという点をがいかがなものかという点をがいかがなものかという点をがいかがなものかという点を指摘指摘指摘指摘して、あと一つは、この電して、あと一つは、この電して、あと一つは、この電して、あと一つは、この電力力力力

エネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギーの確確確確保の保の保の保の仕仕仕仕方方方方ということで、このようなということで、このようなということで、このようなということで、このような見方見方見方見方がありますと申し上げたいと思いがありますと申し上げたいと思いがありますと申し上げたいと思いがありますと申し上げたいと思い

ます。ます。ます。ます。

ままままずずずず、今回あらわれた、今回あらわれた、今回あらわれた、今回あらわれた統統統統計計計計のののの実績実績実績実績を今を今を今を今示示示示していただいておりますが、していただいておりますが、していただいておりますが、していただいておりますが、揚揚揚揚水発電は、水発電は、水発電は、水発電は、初初初初めめめめ

はははは原子力原子力原子力原子力発電を発電を発電を発電を動動動動かしたことによってかしたことによってかしたことによってかしたことによって原子力原子力原子力原子力発電の余っている電発電の余っている電発電の余っている電発電の余っている電気気気気をををを活活活活用して、用して、用して、用して、夜夜夜夜中にた中にた中にた中にた

めめめめ池池池池で水をためておいたものを上へ上げる、そしてで水をためておいたものを上へ上げる、そしてで水をためておいたものを上へ上げる、そしてで水をためておいたものを上へ上げる、そして翌朝翌朝翌朝翌朝、、、、朝朝朝朝からからからから落落落落としていくことで電としていくことで電としていくことで電としていくことで電気気気気

のののの無駄無駄無駄無駄をなくすためにとをなくすためにとをなくすためにとをなくすためにと揚揚揚揚水発電は水発電は水発電は水発電は積極積極積極積極的的的的にににに出出出出されたものです。そういうされたものです。そういうされたものです。そういうされたものです。そういう意味意味意味意味で、余ってで、余ってで、余ってで、余って

いるといういるといういるといういるという限限限限りはりはりはりは夜夜夜夜中の電中の電中の電中の電力力力力はははは全全全全体的体的体的体的にかなり余っているのです。にかなり余っているのです。にかなり余っているのです。にかなり余っているのです。何何何何も今では、も今では、も今では、も今では、原子力原子力原子力原子力発発発発

電がなかったら電がなかったら電がなかったら電がなかったら揚揚揚揚水発電はできませんではない。一日の発電水発電はできませんではない。一日の発電水発電はできませんではない。一日の発電水発電はできませんではない。一日の発電容量容量容量容量、その、その、その、その既既既既に余っているに余っているに余っているに余っている分分分分

があるわけです。水があるわけです。水があるわけです。水があるわけです。水力力力力発電などは、発電などは、発電などは、発電などは、絶絶絶絶ええええずずずず水が水が水が水が落ち落ち落ち落ちているているているている限限限限りは発電ができているでしりは発電ができているでしりは発電ができているでしりは発電ができているでしょょょょ

う。このう。このう。このう。この分分分分が余ってくるのではないかと思います。そうでしが余ってくるのではないかと思います。そうでしが余ってくるのではないかと思います。そうでしが余ってくるのではないかと思います。そうでしょょょょう。そういうことで、う。そういうことで、う。そういうことで、う。そういうことで、昨昨昨昨年、年、年、年、

私は委員会で私は委員会で私は委員会で私は委員会でデデデデータをータをータをータを出出出出しました。そのときには、しました。そのときには、しました。そのときには、しました。そのときには、原子力原子力原子力原子力発電発電発電発電所所所所がががが動動動動いていなくてもいていなくてもいていなくてもいていなくても最最最最初初初初

の１日、２日、３日、４日までのところ、３６７万の１日、２日、３日、４日までのところ、３６７万の１日、２日、３日、４日までのところ、３６７万の１日、２日、３日、４日までのところ、３６７万キロワッキロワッキロワッキロワットという数トという数トという数トという数字字字字がががが揚揚揚揚水発電で水発電で水発電で水発電で出出出出

ているのです。今おっしているのです。今おっしているのです。今おっしているのです。今おっしゃゃゃゃったことは、ったことは、ったことは、ったことは、去去去去年、年、年、年、環境環境環境環境政策政策政策政策課課課課がそのようながそのようながそのようながそのような話話話話をしたのです。をしたのです。をしたのです。をしたのです。

そのときはそのときはそのときはそのときは勉勉勉勉強不足強不足強不足強不足だったので、あえてその問だったので、あえてその問だったので、あえてその問だったので、あえてその問題題題題は取り上げませんでした。は取り上げませんでした。は取り上げませんでした。は取り上げませんでした。怪怪怪怪しいからとしいからとしいからとしいからと

いうことで、いうことで、いうことで、いうことで、信信信信用していないから。しかし、用していないから。しかし、用していないから。しかし、用していないから。しかし、結果結果結果結果をををを見見見見たら、たら、たら、たら、去去去去年の７月１日、２日、３日、年の７月１日、２日、３日、年の７月１日、２日、３日、年の７月１日、２日、３日、

４日、４日、４日、４日、原子力原子力原子力原子力発電発電発電発電所所所所ががががゼロゼロゼロゼロのののの停止停止停止停止状状状状態態態態、関、関、関、関西西西西電電電電力力力力ももももももももちちちちろんろんろんろんややややっていなかった。そのときっていなかった。そのときっていなかった。そのときっていなかった。そのとき

に３６０に３６０に３６０に３６０何何何何万万万万キロワッキロワッキロワッキロワットがトがトがトが揚揚揚揚水発電で水発電で水発電で水発電で出出出出ているということを、ているということを、ているということを、ているということを、知知知知っておいてもらいたい。っておいてもらいたい。っておいてもらいたい。っておいてもらいたい。

ですから、あなたのそのですから、あなたのそのですから、あなたのそのですから、あなたのその認認認認識識識識は、そういうしは、そういうしは、そういうしは、そういうしゃべゃべゃべゃべりりりり方方方方をしたら非常にをしたら非常にをしたら非常にをしたら非常に誤誤誤誤解を解を解を解を招招招招くことをまくことをまくことをまくことをま

ずずずず指摘指摘指摘指摘しておきます。しておきます。しておきます。しておきます。

それから、それから、それから、それから、最大最大最大最大設備設備設備設備容量容量容量容量とととと最大需最大需最大需最大需要要要要量量量量、、、、原子力原子力原子力原子力発電発電発電発電抜抜抜抜きの状況を申し上げました。このきの状況を申し上げました。このきの状況を申し上げました。このきの状況を申し上げました。この

ことが、ことが、ことが、ことが、果果果果たしてたしてたしてたして原子力原子力原子力原子力発電発電発電発電抜抜抜抜きできできできで大丈大丈大丈大丈夫なのかどうなのかと、これは関夫なのかどうなのかと、これは関夫なのかどうなのかと、これは関夫なのかどうなのかと、これは関西西西西電電電電力力力力の考えの考えの考えの考え方方方方

がががが重重重重要ですという要ですという要ですという要ですという意味意味意味意味合いの合いの合いの合いの話話話話だった。関だった。関だった。関だった。関西西西西電電電電力力力力はどう考えているでしはどう考えているでしはどう考えているでしはどう考えているでしょょょょう、そこは関う、そこは関う、そこは関う、そこは関西西西西

電電電電力力力力のののの見方見方見方見方を聞かなければなりませんと、私を聞かなければなりませんと、私を聞かなければなりませんと、私を聞かなければなりませんと、私流流流流に解に解に解に解釈釈釈釈してあなたはこう言ったわけだ。だしてあなたはこう言ったわけだ。だしてあなたはこう言ったわけだ。だしてあなたはこう言ったわけだ。だ

から、あなたは関から、あなたは関から、あなたは関から、あなたは関西西西西電電電電力力力力のののの情情情情報を、受けて報を、受けて報を、受けて報を、受けて流流流流すのかと言いたい。あらわれたすのかと言いたい。あらわれたすのかと言いたい。あらわれたすのかと言いたい。あらわれた統統統統計計計計数数数数字字字字からからからから

どうどうどうどう判断判断判断判断するのかというするのかというするのかというするのかという力力力力はあなたはあなたはあなたはあなた方方方方がががが持持持持って当たりって当たりって当たりって当たり前前前前でしでしでしでしょょょょう。だから、関う。だから、関う。だから、関う。だから、関西西西西電電電電力情力情力情力情報報報報

に振り回されることのない、みに振り回されることのない、みに振り回されることのない、みに振り回されることのない、みずずずずからのからのからのからの見見見見識識識識をををを持持持持った奈良県、あるいはエネルギー政策った奈良県、あるいはエネルギー政策った奈良県、あるいはエネルギー政策った奈良県、あるいはエネルギー政策課課課課

のののの知知知知恵を恵を恵を恵を出出出出して、さらにこれはきして、さらにこれはきして、さらにこれはきして、さらにこれはきちちちちんと評価をしていただかなければならないと思います。んと評価をしていただかなければならないと思います。んと評価をしていただかなければならないと思います。んと評価をしていただかなければならないと思います。

だから、関だから、関だから、関だから、関西西西西電電電電力力力力がどうのというがどうのというがどうのというがどうのという話話話話は、もうあえて、は、もうあえて、は、もうあえて、は、もうあえて、ややややぼぼぼぼなことだから聞きません。関なことだから聞きません。関なことだから聞きません。関なことだから聞きません。関
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西西西西電電電電力情力情力情力情報は関報は関報は関報は関西西西西電電電電力力力力の考えの考えの考えの考え方方方方、こ、こ、こ、こちちちちらの考えらの考えらの考えらの考え方方方方はどうなのかということをしっかりとはどうなのかということをしっかりとはどうなのかということをしっかりとはどうなのかということをしっかりと持持持持

ってくださいと、これは要ってくださいと、これは要ってくださいと、これは要ってくださいと、これは要望望望望としておきます。としておきます。としておきます。としておきます。

そして、もう一つ、他そして、もう一つ、他そして、もう一つ、他そして、もう一つ、他社社社社受電はかなり受電はかなり受電はかなり受電はかなり大大大大きくなっております。他きくなっております。他きくなっております。他きくなっております。他社社社社受電にしても、関受電にしても、関受電にしても、関受電にしても、関東東東東

以以以以北北北北と、関と、関と、関と、関西西西西以以以以西西西西ではではではでは周波周波周波周波数が数が数が数が違違違違います。５０います。５０います。５０います。５０ヘヘヘヘルルルルツツツツと６０と６０と６０と６０ヘヘヘヘルルルルツツツツ。したがって、５０。したがって、５０。したがって、５０。したがって、５０ヘヘヘヘ

ルルルルツツツツ、６０、６０、６０、６０ヘヘヘヘルルルルツツツツをををを乗乗乗乗りりりり越越越越えるために、えるために、えるために、えるために、周波周波周波周波数の数の数の数の変変変変換換換換所所所所ができていますが、これは１００ができていますが、これは１００ができていますが、これは１００ができていますが、これは１００

万万万万キロワッキロワッキロワッキロワットできることになっているわけです。もしそれがトできることになっているわけです。もしそれがトできることになっているわけです。もしそれがトできることになっているわけです。もしそれが活活活活用されるならば、まだここ用されるならば、まだここ用されるならば、まだここ用されるならば、まだここ

に１００万に１００万に１００万に１００万キロワッキロワッキロワッキロワット上ト上ト上ト上乗乗乗乗せをすることがせをすることがせをすることがせをすることが可可可可能能能能です。ただし、その場合は、関です。ただし、その場合は、関です。ただし、その場合は、関です。ただし、その場合は、関東東東東以以以以北北北北に余に余に余に余

裕裕裕裕があればのがあればのがあればのがあればの話話話話です。しかし、現です。しかし、現です。しかし、現です。しかし、現実実実実にはにはにはには変変変変換換換換で１００万で１００万で１００万で１００万キロワッキロワッキロワッキロワットははっきりとできるわトははっきりとできるわトははっきりとできるわトははっきりとできるわ

けだから。そうすれば、ここにまだけだから。そうすれば、ここにまだけだから。そうすれば、ここにまだけだから。そうすれば、ここにまだふふふふえるえるえるえる可可可可能能能能性性性性がががが出出出出てくるわけです。だから、もうてくるわけです。だから、もうてくるわけです。だから、もうてくるわけです。だから、もうむむむむちちちち

ゃゃゃゃくくくくちゃちゃちゃちゃに電に電に電に電力力力力は余ってくることが言えるようになります。ですから、そういう電は余ってくることが言えるようになります。ですから、そういう電は余ってくることが言えるようになります。ですから、そういう電は余ってくることが言えるようになります。ですから、そういう電力力力力のののの需需需需

給給給給がががが逼逼逼逼迫迫迫迫したというのは１日のしたというのは１日のしたというのは１日のしたというのは１日の話話話話であって、であって、であって、であって、新新新新聞聞聞聞情情情情報でも報でも報でも報でも書書書書きききき方方方方次第でどのようにでも次第でどのようにでも次第でどのようにでも次第でどのようにでも印印印印

象として受け取れますから、その点は象として受け取れますから、その点は象として受け取れますから、その点は象として受け取れますから、その点は注意注意注意注意をしていただきたいと思います。そういうをしていただきたいと思います。そういうをしていただきたいと思います。そういうをしていただきたいと思います。そういう意味意味意味意味

合いで、２つ目の質問ですが、合いで、２つ目の質問ですが、合いで、２つ目の質問ですが、合いで、２つ目の質問ですが、情情情情報というものをあなた報というものをあなた報というものをあなた報というものをあなた方方方方自身、これからしっかりと取っ自身、これからしっかりと取っ自身、これからしっかりと取っ自身、これからしっかりと取っ

ていく必要があるのではないか。エネルギー政策ていく必要があるのではないか。エネルギー政策ていく必要があるのではないか。エネルギー政策ていく必要があるのではないか。エネルギー政策課課課課ができたからこそ、それができると思ができたからこそ、それができると思ができたからこそ、それができると思ができたからこそ、それができると思

います。そのいます。そのいます。そのいます。その辺辺辺辺の考えの考えの考えの考え方方方方、今、、今、、今、、今、意見意見意見意見を申し上げましたから、このを申し上げましたから、このを申し上げましたから、このを申し上げましたから、この意見意見意見意見をををを踏踏踏踏まえてまえてまえてまえてひひひひとつ考とつ考とつ考とつ考

ええええ方方方方をおをおをおをお尋尋尋尋ねしたいと思います。ねしたいと思います。ねしたいと思います。ねしたいと思います。

それから、それから、それから、それから、節節節節電電電電協議協議協議協議会のほうはまだ会のほうはまだ会のほうはまだ会のほうはまだ答弁答弁答弁答弁いただいておりませんから、よろしくいただいておりませんから、よろしくいただいておりませんから、よろしくいただいておりませんから、よろしく頼頼頼頼みます。みます。みます。みます。

○塩見エネルギー政策課長○塩見エネルギー政策課長○塩見エネルギー政策課長○塩見エネルギー政策課長 和田委員から、関和田委員から、関和田委員から、関和田委員から、関西西西西電電電電力力力力のののの情情情情報に振り回されないようにと、報に振り回されないようにと、報に振り回されないようにと、報に振り回されないようにと、

エネルギー政策エネルギー政策エネルギー政策エネルギー政策課課課課としてとしてとしてとして知知知知恵をつけたらどうかということでございました。ご助言でござ恵をつけたらどうかということでございました。ご助言でござ恵をつけたらどうかということでございました。ご助言でござ恵をつけたらどうかということでございました。ご助言でござ

いました。エネルギー政策いました。エネルギー政策いました。エネルギー政策いました。エネルギー政策課課課課といたしましても、和田委員からそういう後といたしましても、和田委員からそういう後といたしましても、和田委員からそういう後といたしましても、和田委員からそういう後押押押押しをしていたしをしていたしをしていたしをしていた

だいたということで、一生だいたということで、一生だいたということで、一生だいたということで、一生懸命勉懸命勉懸命勉懸命勉強強強強させていただいて、させていただいて、させていただいて、させていただいて、デデデデータのータのータのータの分分分分析析析析等もしっかりできる等もしっかりできる等もしっかりできる等もしっかりできる

ように、今後ように、今後ように、今後ように、今後頑張頑張頑張頑張っていきたいと考えております。以上でございます。っていきたいと考えております。以上でございます。っていきたいと考えております。以上でございます。っていきたいと考えております。以上でございます。

○野村地域振興部長○野村地域振興部長○野村地域振興部長○野村地域振興部長 和田委員が言われたように、和田委員が言われたように、和田委員が言われたように、和田委員が言われたように、節節節節電電電電協議協議協議協議会は、会は、会は、会は、省省省省エネ、エネ、エネ、エネ、節節節節電を定着さ電を定着さ電を定着さ電を定着さ

せるということで、せるということで、せるということで、せるということで、需需需需要を要を要を要を減減減減らすことによって数らすことによって数らすことによって数らすことによって数字字字字もももも逼逼逼逼迫迫迫迫度が度が度が度が減減減減ることになると思います。ることになると思います。ることになると思います。ることになると思います。

したがいまして、民間したがいまして、民間したがいまして、民間したがいまして、民間団団団団体体体体とか関係者をかなり集めて、とか関係者をかなり集めて、とか関係者をかなり集めて、とか関係者をかなり集めて、節節節節電電電電協議協議協議協議会で目会で目会で目会で目標標標標を定めたりしなを定めたりしなを定めたりしなを定めたりしな

がら取りがら取りがら取りがら取り組組組組みを進めております。そこは、当然関みを進めております。そこは、当然関みを進めております。そこは、当然関みを進めております。そこは、当然関西西西西電電電電力力力力もももも入入入入っているわけでございます。っているわけでございます。っているわけでございます。っているわけでございます。

関関関関西西西西電電電電力力力力の数の数の数の数字字字字がただがただがただがただ出出出出てきて、それをうのみにするということではなく、一つ一つどうてきて、それをうのみにするということではなく、一つ一つどうてきて、それをうのみにするということではなく、一つ一つどうてきて、それをうのみにするということではなく、一つ一つどう

いうことなのかいうことなのかいうことなのかいうことなのか教教教教えてもらいながら、えてもらいながら、えてもらいながら、えてもらいながら、確認確認確認確認しながら取りしながら取りしながら取りしながら取り組組組組んでいきたいとは思っておりまんでいきたいとは思っておりまんでいきたいとは思っておりまんでいきたいとは思っておりま

す。す。す。す。

ただ、先ほどエネルギー政策ただ、先ほどエネルギー政策ただ、先ほどエネルギー政策ただ、先ほどエネルギー政策課課課課長が申し上げたのは、ここに数長が申し上げたのは、ここに数長が申し上げたのは、ここに数長が申し上げたのは、ここに数字字字字がががが出出出出ておりますけれどておりますけれどておりますけれどておりますけれど
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も、委員は７月、８月のそれも、委員は７月、８月のそれも、委員は７月、８月のそれも、委員は７月、８月のそれぞぞぞぞれの一れの一れの一れの一番大番大番大番大きい数きい数きい数きい数字字字字をとっておられると思うのですが、をとっておられると思うのですが、をとっておられると思うのですが、をとっておられると思うのですが、恐恐恐恐

らくこれは、一つ一つまた聞かなければいけないと思いますが、例えばらくこれは、一つ一つまた聞かなければいけないと思いますが、例えばらくこれは、一つ一つまた聞かなければいけないと思いますが、例えばらくこれは、一つ一つまた聞かなければいけないと思いますが、例えば火力火力火力火力発電発電発電発電所所所所にしてにしてにしてにして

も、それも、それも、それも、それぞぞぞぞれにれにれにれに休休休休ませたり、いろいろな事ませたり、いろいろな事ませたり、いろいろな事ませたり、いろいろな事情情情情があるという部があるという部があるという部があるという部分分分分をををを我々我々我々我々がががが全全全全部部部部把握把握把握把握できていできていできていできてい

ないところもございますので、そういうところも聞かせてもらいながら、なないところもございますので、そういうところも聞かせてもらいながら、なないところもございますので、そういうところも聞かせてもらいながら、なないところもございますので、そういうところも聞かせてもらいながら、なぜぜぜぜこの数この数この数この数字字字字しししし

かかかか出出出出せないのかとかいうことがあるのではないかと思っております。そこは事せないのかとかいうことがあるのではないかと思っております。そこは事せないのかとかいうことがあるのではないかと思っております。そこは事せないのかとかいうことがあるのではないかと思っております。そこは事業業業業者ではな者ではな者ではな者ではな

くてわかっていない部くてわかっていない部くてわかっていない部くてわかっていない部分分分分があるかと思いますが、そこらがあるかと思いますが、そこらがあるかと思いますが、そこらがあるかと思いますが、そこら辺辺辺辺もよく聞きながら、なもよく聞きながら、なもよく聞きながら、なもよく聞きながら、なぜぜぜぜこういこういこういこうい

う数う数う数う数字字字字になるとかになるとかになるとかになるとか確確確確かめていきながら、その上でまたかめていきながら、その上でまたかめていきながら、その上でまたかめていきながら、その上でまた節節節節電電電電協議協議協議協議会でもどう会でもどう会でもどう会でもどう節節節節電していくか電していくか電していくか電していくか

と、と、と、と、節節節節電は電は電は電は大大大大事なことだと思いますので、これはきっ事なことだと思いますので、これはきっ事なことだと思いますので、これはきっ事なことだと思いますので、これはきっちちちちりりりりややややっていく必要があると思いまっていく必要があると思いまっていく必要があると思いまっていく必要があると思いま

すので、そういうところでもすので、そういうところでもすので、そういうところでもすので、そういうところでも情情情情報報報報提供提供提供提供がきっがきっがきっがきっちちちちりとできるようにりとできるようにりとできるようにりとできるように努努努努めていきたいと思ってめていきたいと思ってめていきたいと思ってめていきたいと思って

おります。おります。おります。おります。答答答答えになっていないかもしれません。えになっていないかもしれません。えになっていないかもしれません。えになっていないかもしれません。

○和田委員○和田委員○和田委員○和田委員 熱熱熱熱中中中中症症症症がががが随随随随分分分分とととと出出出出ております。したがって、ております。したがって、ております。したがって、ております。したがって、快適快適快適快適な生な生な生な生活活活活をしなければならなをしなければならなをしなければならなをしなければならな

いと思います。そのために必要な電いと思います。そのために必要な電いと思います。そのために必要な電いと思います。そのために必要な電気気気気ははははややややはりはりはりはり使使使使っていかなければならないと思います。っていかなければならないと思います。っていかなければならないと思います。っていかなければならないと思います。

そういうそういうそういうそういう意味意味意味意味で、必要以上ので、必要以上ので、必要以上ので、必要以上の無無無無理のある理のある理のある理のある節節節節電を電を電を電を求求求求めたらめたらめたらめたらぐぐぐぐあいがあいがあいがあいが悪悪悪悪い。電い。電い。電い。電力力力力が余っているが余っているが余っているが余っている

からからからから使使使使えと言うのではないが、余っているからえと言うのではないが、余っているからえと言うのではないが、余っているからえと言うのではないが、余っているから無無無無理な理な理な理な節節節節電などは電などは電などは電などは熱熱熱熱中中中中症症症症がががが出出出出ているのだかているのだかているのだかているのだか

ら、これはだめ。そういうら、これはだめ。そういうら、これはだめ。そういうら、これはだめ。そういう意味意味意味意味で、もっと県民ので、もっと県民ので、もっと県民ので、もっと県民の健康健康健康健康をををを大切大切大切大切にしなければならないと思いにしなければならないと思いにしなければならないと思いにしなければならないと思い

ます。だから、そういうます。だから、そういうます。だから、そういうます。だから、そういう意味意味意味意味でも、関でも、関でも、関でも、関西西西西電電電電力力力力がががが流流流流すすすす情情情情報、あるいはそれを受けて報、あるいはそれを受けて報、あるいはそれを受けて報、あるいはそれを受けてママママススススメメメメデデデデ

ィアィアィアィアがががが流流流流すすすす情情情情報は、報は、報は、報は、緊迫緊迫緊迫緊迫しているとか、もうしているとか、もうしているとか、もうしているとか、もう既既既既にににに原子力原子力原子力原子力発電が発電が発電が発電が動動動動かなかったらかなかったらかなかったらかなかったら冬冬冬冬はどうなはどうなはどうなはどうな

るかわかりませんとか、こんなるかわかりませんとか、こんなるかわかりませんとか、こんなるかわかりませんとか、こんなむむむむちゃちゃちゃちゃくくくくちゃちゃちゃちゃなななな話話話話がががが出出出出るわけだから、これはもう聞きるわけだから、これはもう聞きるわけだから、これはもう聞きるわけだから、これはもう聞き捨捨捨捨てててて

ならない。ならない。ならない。ならない。我々我々我々我々の生の生の生の生活活活活をををを守守守守るるるる意味意味意味意味でエネルギー政策を考えていかなければならないというでエネルギー政策を考えていかなければならないというでエネルギー政策を考えていかなければならないというでエネルギー政策を考えていかなければならないという

ことで、これはことで、これはことで、これはことで、これは指摘指摘指摘指摘だけにとどめておきます。だけにとどめておきます。だけにとどめておきます。だけにとどめておきます。

次の質問に次の質問に次の質問に次の質問に入入入入ります。問ります。問ります。問ります。問題題題題は、電は、電は、電は、電力力力力エネルギーをなエネルギーをなエネルギーをなエネルギーをなぜぜぜぜこんなに問こんなに問こんなに問こんなに問題題題題にするのかです。こにするのかです。こにするのかです。こにするのかです。こ

れははっきりさせていかないといけない。それは、安定した電れははっきりさせていかないといけない。それは、安定した電れははっきりさせていかないといけない。それは、安定した電れははっきりさせていかないといけない。それは、安定した電力力力力エネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギーの供給供給供給供給と、安と、安と、安と、安

い電い電い電い電気料気料気料気料金、これを金、これを金、これを金、これを実実実実現させることこそが今の現させることこそが今の現させることこそが今の現させることこそが今の我々我々我々我々のののの究極究極究極究極の目の目の目の目標標標標でしでしでしでしょょょょう。そうですね。う。そうですね。う。そうですね。う。そうですね。

そういうことで、次は、安い電そういうことで、次は、安い電そういうことで、次は、安い電そういうことで、次は、安い電気料気料気料気料金へと金へと金へと金へと入入入入りたいと思います。安い電りたいと思います。安い電りたいと思います。安い電りたいと思います。安い電気料気料気料気料金というけれ金というけれ金というけれ金というけれ

ども、今、関ども、今、関ども、今、関ども、今、関西西西西電電電電力力力力のののの請求請求請求請求書書書書をををを見見見見ると、私はお金があんまりないからると、私はお金があんまりないからると、私はお金があんまりないからると、私はお金があんまりないから細細細細かくかくかくかく見見見見るわけです。るわけです。るわけです。るわけです。

そうすると、そうすると、そうすると、そうすると、請求請求請求請求書書書書の中には、の中には、の中には、の中には、再再再再生生生生可可可可能能能能エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー代代代代といってきといってきといってきといってきちちちちんとんとんとんと盛盛盛盛り込まれている。り込まれている。り込まれている。り込まれている。

そうして、そうして、そうして、そうして、我々我々我々我々のところにみなのところにみなのところにみなのところにみな添添添添加されている。では、１つ目の問加されている。では、１つ目の問加されている。では、１つ目の問加されている。では、１つ目の問題題題題としてとしてとしてとして出出出出てくるのは、てくるのは、てくるのは、てくるのは、

再再再再生生生生可可可可能能能能エネルギーがエネルギーがエネルギーがエネルギーが普普普普及して、及して、及して、及して、買買買買電がされるとなると、そこは電がされるとなると、そこは電がされるとなると、そこは電がされるとなると、そこは皆皆皆皆、関、関、関、関西西西西電電電電力力力力のほうへ上のほうへ上のほうへ上のほうへ上

乗乗乗乗せされて、関せされて、関せされて、関せされて、関西西西西電電電電力力力力はははは腹腹腹腹痛む痛む痛む痛むことなく、ただただ上ことなく、ただただ上ことなく、ただただ上ことなく、ただただ上乗乗乗乗せしたらいいだけのことで、せしたらいいだけのことで、せしたらいいだけのことで、せしたらいいだけのことで、消消消消費費費費

者に者に者に者に転転転転嫁嫁嫁嫁される。される。される。される。企企企企業業業業、あるいは県民、ここにみんなその電、あるいは県民、ここにみんなその電、あるいは県民、ここにみんなその電、あるいは県民、ここにみんなその電気代気代気代気代が加が加が加が加算算算算されていく。そうされていく。そうされていく。そうされていく。そう
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したら、もう電したら、もう電したら、もう電したら、もう電気代気代気代気代がこれだけ上がるのだったらもうがこれだけ上がるのだったらもうがこれだけ上がるのだったらもうがこれだけ上がるのだったらもう再再再再生生生生可可可可能能能能エネルギーは要らないといエネルギーは要らないといエネルギーは要らないといエネルギーは要らないとい

うううう話話話話になりかねない。だから、になりかねない。だから、になりかねない。だから、になりかねない。だから、再再再再生生生生可可可可能能能能エネルギーでエネルギーでエネルギーでエネルギーで頑張頑張頑張頑張りますと言うのだったら、りますと言うのだったら、りますと言うのだったら、りますと言うのだったら、再再再再生生生生

可可可可能能能能エネルギーがエネルギーがエネルギーがエネルギーが消消消消費費費費者の電者の電者の電者の電気料気料気料気料金の金の金の金の値値値値上げにならないように、どう上げにならないように、どう上げにならないように、どう上げにならないように、どう仕仕仕仕組組組組みをつくっていみをつくっていみをつくっていみをつくってい

くのかが次にくのかが次にくのかが次にくのかが次に重重重重要になってくるでし要になってくるでし要になってくるでし要になってくるでしょょょょう。う。う。う。

そこで、そこで、そこで、そこで、再再再再生生生生可可可可能能能能エネルギーをエネルギーをエネルギーをエネルギーを普普普普及するとしても、では、もともとの及するとしても、では、もともとの及するとしても、では、もともとの及するとしても、では、もともとの基基基基本本本本値値値値段段段段が安けれが安けれが安けれが安けれ

ば、奈良県ば、奈良県ば、奈良県ば、奈良県庁庁庁庁でもそうでしでもそうでしでもそうでしでもそうでしょょょょう、う、う、う、特特特特定事定事定事定事業業業業者の電者の電者の電者の電気気気気をををを購入購入購入購入しているわけで、関しているわけで、関しているわけで、関しているわけで、関西西西西電電電電力力力力からからからから

買買買買っていない。そんなことをっていない。そんなことをっていない。そんなことをっていない。そんなことを普普普普及させていかなければいけないのではないか。どんどん関及させていかなければいけないのではないか。どんどん関及させていかなければいけないのではないか。どんどん関及させていかなければいけないのではないか。どんどん関

西西西西電電電電力力力力にににに頼頼頼頼らない、９電らない、９電らない、９電らない、９電力力力力会会会会社社社社にににに頼頼頼頼らないらないらないらない仕仕仕仕組組組組みをみをみをみを広広広広めていく必要があるのではないか。めていく必要があるのではないか。めていく必要があるのではないか。めていく必要があるのではないか。

安い電安い電安い電安い電気料気料気料気料金をどのようにしてこれから金をどのようにしてこれから金をどのようにしてこれから金をどのようにしてこれから確確確確保していこうとするのか、まして奈良県保していこうとするのか、まして奈良県保していこうとするのか、まして奈良県保していこうとするのか、まして奈良県内内内内は、は、は、は、

企企企企業業業業は少ないです。経済も、は少ないです。経済も、は少ないです。経済も、は少ないです。経済も、デフデフデフデフレレレレ脱脱脱脱却却却却と言いながら、今もたもたしております。電と言いながら、今もたもたしております。電と言いながら、今もたもたしております。電と言いながら、今もたもたしております。電気料気料気料気料

金で金で金で金で皆苦皆苦皆苦皆苦しんでいます。こういうことをしんでいます。こういうことをしんでいます。こういうことをしんでいます。こういうことを踏踏踏踏まえて、まえて、まえて、まえて、ややややはり奈良県のはり奈良県のはり奈良県のはり奈良県の産業産業産業産業界界界界のことも考えて、のことも考えて、のことも考えて、のことも考えて、

あるいはあるいはあるいはあるいは消消消消費費費費者のことも考えて電者のことも考えて電者のことも考えて電者のことも考えて電気料気料気料気料金はきっ金はきっ金はきっ金はきっちちちちりとりとりとりと抑抑抑抑えていけるようなえていけるようなえていけるようなえていけるような仕仕仕仕組組組組みを追及すみを追及すみを追及すみを追及す

る必要があるのではないかと思います。その点についていかがお考えでしる必要があるのではないかと思います。その点についていかがお考えでしる必要があるのではないかと思います。その点についていかがお考えでしる必要があるのではないかと思います。その点についていかがお考えでしょょょょうか。うか。うか。うか。

○塩見エネルギー政策課長○塩見エネルギー政策課長○塩見エネルギー政策課長○塩見エネルギー政策課長 和田委員からのご質問でございますが、安い電和田委員からのご質問でございますが、安い電和田委員からのご質問でございますが、安い電和田委員からのご質問でございますが、安い電気気気気をいかに安をいかに安をいかに安をいかに安

定定定定的的的的にににに供給供給供給供給するか、これが一するか、これが一するか、これが一するか、これが一番大番大番大番大事だと考えるけれども、県の考えはいかがかということ事だと考えるけれども、県の考えはいかがかということ事だと考えるけれども、県の考えはいかがかということ事だと考えるけれども、県の考えはいかがかということ

かと思います。かと思います。かと思います。かと思います。

電電電電気料気料気料気料金に関しましては、平成２５年４月に金に関しましては、平成２５年４月に金に関しましては、平成２５年４月に金に関しましては、平成２５年４月に値値値値上げが上げが上げが上げが行行行行われました。われました。われました。われました。規規規規制制制制分分分分野である野である野である野である家家家家

庭庭庭庭部部部部門門門門では平では平では平では平均均均均で９で９で９で９．．．．７５７５７５７５％％％％、それから自、それから自、それから自、それから自由由由由化分化分化分化分野で事野で事野で事野で事業業業業者、者、者、者、産業産業産業産業部部部部門門門門では平では平では平では平均均均均で１７で１７で１７で１７．．．．

２６２６２６２６％％％％のののの値値値値上げがされておりまして、上げがされておりまして、上げがされておりまして、上げがされておりまして、国国国国の電の電の電の電気料気料気料気料金金金金審査専門審査専門審査専門審査専門委員会でよくご委員会でよくご委員会でよくご委員会でよくご議論議論議論議論いただいいただいいただいいただい

た数た数た数た数字字字字とはいえ、県民生とはいえ、県民生とはいえ、県民生とはいえ、県民生活活活活、あるいは県、あるいは県、あるいは県、あるいは県内内内内の経済の経済の経済の経済活動活動活動活動に一定のに一定のに一定のに一定の影響影響影響影響があったかとがあったかとがあったかとがあったかと認認認認識識識識してしてしてして

おります。このため、県では関おります。このため、県では関おります。このため、県では関おります。このため、県では関西西西西電電電電力力力力に対しまして、より一に対しまして、より一に対しまして、より一に対しまして、より一層層層層経経経経営営営営のののの効効効効率化率化率化率化につとめ、電につとめ、電につとめ、電につとめ、電

気料気料気料気料金金金金引引引引き下げにき下げにき下げにき下げに向向向向けたけたけたけた努努努努力力力力を、県民に対してきめを、県民に対してきめを、県民に対してきめを、県民に対してきめ細細細細ややややかに説明をしてくださいとお願いかに説明をしてくださいとお願いかに説明をしてくださいとお願いかに説明をしてくださいとお願い

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

安定安定安定安定供給供給供給供給につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、供給供給供給供給面面面面、、、、需需需需要要要要面面面面のののの両面両面両面両面から考える必要がございます。から考える必要がございます。から考える必要がございます。から考える必要がございます。供給供給供給供給のののの

面面面面から言えば、電から言えば、電から言えば、電から言えば、電気気気気事事事事業業業業者である関者である関者である関者である関西西西西電電電電力力力力が、一が、一が、一が、一義義義義的的的的には安定には安定には安定には安定供給供給供給供給のののの義義義義務務務務はははは負負負負っているとっているとっているとっていると

ころでございます。県といたしましても、太陽光発電の設備の設ころでございます。県といたしましても、太陽光発電の設備の設ころでございます。県といたしましても、太陽光発電の設備の設ころでございます。県といたしましても、太陽光発電の設備の設置置置置のののの促促促促進とか、それから進とか、それから進とか、それから進とか、それから

小小小小水水水水力力力力発電の発電の発電の発電の導入導入導入導入検検検検討討討討のののの支援支援支援支援とか、そういうとか、そういうとか、そういうとか、そういう再再再再生生生生可可可可能能能能エネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギーの普普普普及及及及促促促促進を進を進を進を図図図図ることで、ることで、ることで、ることで、

例えば例えば例えば例えば緊急緊急緊急緊急時のエネルギーの時のエネルギーの時のエネルギーの時のエネルギーの確確確確保とか、それからエネルギーの安保とか、それからエネルギーの安保とか、それからエネルギーの安保とか、それからエネルギーの安全・全・全・全・安心に安心に安心に安心に寄与寄与寄与寄与していきしていきしていきしていき

たいと考えております。たいと考えております。たいと考えております。たいと考えております。

もう一つのもう一つのもう一つのもう一つの需需需需要の要の要の要の面面面面からでございますが、これはからでございますが、これはからでございますが、これはからでございますが、これは消消消消費費費費者による電者による電者による電者による電力力力力のののの使使使使用を用を用を用を抑抑抑抑制する制する制する制する行行行行
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動動動動がががが供給供給供給供給者者者者側側側側のののの負担負担負担負担のののの軽減軽減軽減軽減につながることから、県民ににつながることから、県民ににつながることから、県民ににつながることから、県民に向向向向けたけたけたけた節節節節電電電電意意意意識識識識のののの普普普普及及及及促促促促進に進に進に進に努努努努めめめめ

ているところでございまして、電ているところでございまして、電ているところでございまして、電ているところでございまして、電気気気気をよりをよりをよりをより使使使使わないわないわないわないライフライフライフライフスタスタスタスタイイイイルへのルへのルへのルへの変変変変換換換換を目を目を目を目指指指指して、して、して、して、

奈良の奈良の奈良の奈良の節節節節電スタ電スタ電スタ電スタイイイイルを現ルを現ルを現ルを現在普在普在普在普及及及及啓啓啓啓発しているところでございます。以上でございます。発しているところでございます。以上でございます。発しているところでございます。以上でございます。発しているところでございます。以上でございます。

○和田委員○和田委員○和田委員○和田委員 今の説明に、今の説明に、今の説明に、今の説明に、勉勉勉勉強強強強のののの意味意味意味意味で私からで私からで私からで私から意見意見意見意見を申し上げます。まを申し上げます。まを申し上げます。まを申し上げます。まずずずず、どれから取り、どれから取り、どれから取り、どれから取り

上げてもいいのですが、上げてもいいのですが、上げてもいいのですが、上げてもいいのですが、再再再再生生生生可可可可能能能能エネルギーについて。これが関エネルギーについて。これが関エネルギーについて。これが関エネルギーについて。これが関西西西西電電電電力力力力では、今、では、今、では、今、では、今、大大大大飯飯飯飯原原原原

子力子力子力子力発電発電発電発電所所所所はははは停止停止停止停止しているけれども、しているけれども、しているけれども、しているけれども、稼稼稼稼働していたわけで、万が一これがとまったとする働していたわけで、万が一これがとまったとする働していたわけで、万が一これがとまったとする働していたわけで、万が一これがとまったとする

ならば、たならば、たならば、たならば、たちちちちどころに、電どころに、電どころに、電どころに、電力力力力はははは大変大変大変大変なことになるおそれがある。そうならないように、奈なことになるおそれがある。そうならないように、奈なことになるおそれがある。そうならないように、奈なことになるおそれがある。そうならないように、奈

良県エネルギービジョンでも言っているように、地良県エネルギービジョンでも言っているように、地良県エネルギービジョンでも言っているように、地良県エネルギービジョンでも言っているように、地産産産産地地地地消型消型消型消型の安定した電の安定した電の安定した電の安定した電力確力確力確力確保のために保のために保のために保のために

再再再再生生生生可可可可能能能能エネルギーを奈良県エネルギーを奈良県エネルギーを奈良県エネルギーを奈良県内内内内でででで育育育育てていこうということはわかります。しかし、安い電てていこうということはわかります。しかし、安い電てていこうということはわかります。しかし、安い電てていこうということはわかります。しかし、安い電

力料力料力料力料金をというならば、金をというならば、金をというならば、金をというならば、最最最最初初初初にこの質問をするときに言ったでしにこの質問をするときに言ったでしにこの質問をするときに言ったでしにこの質問をするときに言ったでしょょょょう。う。う。う。再再再再生生生生可可可可能能能能エネルギエネルギエネルギエネルギ

ーの電ーの電ーの電ーの電力料力料力料力料金は上金は上金は上金は上乗乗乗乗せされる。せされる。せされる。せされる。消消消消費費費費者にしてみれば、これたまったものではない。者にしてみれば、これたまったものではない。者にしてみれば、これたまったものではない。者にしてみれば、これたまったものではない。売売売売電し電し電し電し

たたたた人人人人は、なるほど、もうかるかは、なるほど、もうかるかは、なるほど、もうかるかは、なるほど、もうかるか知知知知らない。でも、その部らない。でも、その部らない。でも、その部らない。でも、その部分分分分はははは消消消消費費費費者がみんなか者がみんなか者がみんなか者がみんなかぶぶぶぶることにることにることにることに

なっている。このなっている。このなっている。このなっている。この仕仕仕仕組組組組みをみをみをみを変変変変えなくてはいかんでしえなくてはいかんでしえなくてはいかんでしえなくてはいかんでしょょょょう、これが１つ目。う、これが１つ目。う、これが１つ目。う、これが１つ目。

２つ目、関２つ目、関２つ目、関２つ目、関西西西西電電電電力力力力は、は、は、は、消消消消費費費費者の者の者の者の皆皆皆皆さんにさんにさんにさんに節節節節電をま電をま電をま電をまずやずやずやずやってください、と言うけれども、ってください、と言うけれども、ってください、と言うけれども、ってください、と言うけれども、

節節節節電すればするほど関電すればするほど関電すればするほど関電すればするほど関西西西西電電電電力力力力自身の経自身の経自身の経自身の経営営営営がががが圧圧圧圧迫迫迫迫されることは間されることは間されることは間されることは間違違違違いない。そうでしいない。そうでしいない。そうでしいない。そうでしょょょょう。う。う。う。

そして、県そして、県そして、県そして、県庁庁庁庁をはをはをはをはじじじじめあめあめあめあちちちちここここちちちちのののの大大大大きな事きな事きな事きな事業業業業者は、自者は、自者は、自者は、自家家家家発電なり、発電なり、発電なり、発電なり、特特特特定電定電定電定電力力力力事事事事業業業業者から者から者から者から買買買買

い取ることになると、ますますい取ることになると、ますますい取ることになると、ますますい取ることになると、ますます供給供給供給供給が、つまり、電が、つまり、電が、つまり、電が、つまり、電気気気気のののの売売売売上げ金上げ金上げ金上げ金額額額額が下がってくる。経が下がってくる。経が下がってくる。経が下がってくる。経営営営営

がががが圧圧圧圧迫迫迫迫されるから、そのされるから、そのされるから、そのされるから、その分分分分また上また上また上また上乗乗乗乗せする。上せする。上せする。上せする。上乗乗乗乗せすることはせすることはせすることはせすることは統括統括統括統括原原原原価価価価方方方方式式式式ということでということでということでということで

認認認認められている。ということで、められている。ということで、められている。ということで、められている。ということで、需需需需要要要要面面面面で電で電で電で電力力力力をををを使使使使わないようにと、関わないようにと、関わないようにと、関わないようにと、関西西西西電電電電力力力力が言っていが言っていが言っていが言ってい

るとるとるとると紹介紹介紹介紹介をしたけれども、なをしたけれども、なをしたけれども、なをしたけれども、なぜぜぜぜそんなところをしっかりとそんなところをしっかりとそんなところをしっかりとそんなところをしっかりと見見見見ないの。経ないの。経ないの。経ないの。経営営営営をををを圧圧圧圧迫迫迫迫するからするからするからするから

赤字赤字赤字赤字ですといってですといってですといってですといって値値値値上げするわけで。そのことも考えて、自上げするわけで。そのことも考えて、自上げするわけで。そのことも考えて、自上げするわけで。そのことも考えて、自由由由由市場市場市場市場原原原原理を理を理を理を導入導入導入導入した電した電した電した電気供気供気供気供

給給給給の事の事の事の事業業業業者の者の者の者の競争競争競争競争をををを促促促促す必要があるのではないか。そして、しかも１７す必要があるのではないか。そして、しかも１７す必要があるのではないか。そして、しかも１７す必要があるのではないか。そして、しかも１７．．．．２６２６２６２６％％％％もももも産業産業産業産業のののの

電電電電気料気料気料気料金の金の金の金の値値値値上げをしたと。コストが上げをしたと。コストが上げをしたと。コストが上げをしたと。コストがむむむむちゃちゃちゃちゃくくくくちゃちゃちゃちゃになっているわけです。これはになっているわけです。これはになっているわけです。これはになっているわけです。これはややややはりはりはりはり

助けて助けて助けて助けてややややらないといかん。らないといかん。らないといかん。らないといかん。消消消消費費費費者にしても、９者にしても、９者にしても、９者にしても、９．．．．６６６６％％％％のののの値値値値上げ。こんな上げ。こんな上げ。こんな上げ。こんなひひひひどいことがあっどいことがあっどいことがあっどいことがあっ

ていいのですか。県民の生ていいのですか。県民の生ていいのですか。県民の生ていいのですか。県民の生活活活活をををを守守守守るるるる立立立立場から、そして、安定した電場から、そして、安定した電場から、そして、安定した電場から、そして、安定した電気供給気供給気供給気供給をををを確確確確保する保する保する保する立立立立場場場場

から、から、から、から、ぜぜぜぜひひひひともともともともメメメメスをスをスをスを入入入入れてもらわなければいけないと思います。これはれてもらわなければいけないと思います。これはれてもらわなければいけないと思います。これはれてもらわなければいけないと思います。これはややややはり地域振興はり地域振興はり地域振興はり地域振興

部長が先部長が先部長が先部長が先頭頭頭頭にににに立立立立って、しっかりとそれにって、しっかりとそれにって、しっかりとそれにって、しっかりとそれにメメメメスをスをスをスを入入入入れられるようにれられるようにれられるようにれられるように頑張頑張頑張頑張ってもらわなければってもらわなければってもらわなければってもらわなければ

ならない。そのためのならない。そのためのならない。そのためのならない。そのためのシシシシンンンンククククタンタンタンタンククククとして、エネルギー政策として、エネルギー政策として、エネルギー政策として、エネルギー政策課課課課長をは長をは長をは長をはじじじじめ関係のめ関係のめ関係のめ関係の行行行行政職員政職員政職員政職員

のののの皆皆皆皆さんにさんにさんにさんに頑張頑張頑張頑張ってもらわないといけないと思うわけです。今、こういう形でってもらわないといけないと思うわけです。今、こういう形でってもらわないといけないと思うわけです。今、こういう形でってもらわないといけないと思うわけです。今、こういう形で反論反論反論反論をいたをいたをいたをいた

しました。地域振興部長、しました。地域振興部長、しました。地域振興部長、しました。地域振興部長、真剣真剣真剣真剣に聞いてもらっているので、に聞いてもらっているので、に聞いてもらっているので、に聞いてもらっているので、ひひひひとつとつとつとつ答弁答弁答弁答弁ください。ください。ください。ください。
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○野村地域振興部長○野村地域振興部長○野村地域振興部長○野村地域振興部長 先ほどエネルギー政策先ほどエネルギー政策先ほどエネルギー政策先ほどエネルギー政策課課課課長からも申し上げたところがありますが、長からも申し上げたところがありますが、長からも申し上げたところがありますが、長からも申し上げたところがありますが、

今回の今回の今回の今回の大大大大幅幅幅幅なななな値値値値上げが県民生上げが県民生上げが県民生上げが県民生活活活活、事、事、事、事業業業業者に者に者に者に大大大大きなきなきなきな影響影響影響影響をををを与与与与えていることは私どももえていることは私どももえていることは私どももえていることは私どもも認認認認識識識識しししし

ておりますし、それを関ておりますし、それを関ておりますし、それを関ておりますし、それを関西西西西電電電電力力力力にはきにはきにはきにはきちちちちんと説明んと説明んと説明んと説明責任責任責任責任をををを果果果果たして、なるたして、なるたして、なるたして、なるべべべべくそれをくそれをくそれをくそれを抑抑抑抑えてえてえてえて

もらいたいということはももらいたいということはももらいたいということはももらいたいということはもちちちちろん言っております。ろん言っております。ろん言っております。ろん言っております。

少し申し上げましたが、その部少し申し上げましたが、その部少し申し上げましたが、その部少し申し上げましたが、その部分分分分につきまして、では、どれだけ上がってしまうのかににつきまして、では、どれだけ上がってしまうのかににつきまして、では、どれだけ上がってしまうのかににつきまして、では、どれだけ上がってしまうのかに

つきましては、つきましては、つきましては、つきましては、国国国国でしっかりでしっかりでしっかりでしっかり専門家専門家専門家専門家もももも入入入入れて、れて、れて、れて、相相相相当当当当議論議論議論議論ををををややややって、って、って、って、各各各各電電電電力力力力会会会会社社社社がががが出出出出したしたしたした費費費費

用を用を用を用を査査査査定したという定したという定したという定したという話話話話もももも出出出出ていたかと思います。そういうていたかと思います。そういうていたかと思います。そういうていたかと思います。そういう真剣真剣真剣真剣なななな議論議論議論議論の上での上での上での上で結果結果結果結果的的的的にににに大大大大幅幅幅幅

にににに値値値値上げという形になったのだと思います。そういう上げという形になったのだと思います。そういう上げという形になったのだと思います。そういう上げという形になったのだと思います。そういう意味意味意味意味では、和田委員の言われる、電では、和田委員の言われる、電では、和田委員の言われる、電では、和田委員の言われる、電

力力力力会会会会社社社社に対するに対するに対するに対するチェチェチェチェックックックックは、そこはは、そこはは、そこはは、そこは専門専門専門専門委員会の中できっ委員会の中できっ委員会の中できっ委員会の中できっちちちちりりりりややややられた上で、今回このよられた上で、今回このよられた上で、今回このよられた上で、今回このよ

うなうなうなうな大大大大幅幅幅幅なななな値値値値上げ、数上げ、数上げ、数上げ、数字字字字としてはとしてはとしてはとしては大大大大きいですけれども、こういうきいですけれども、こういうきいですけれども、こういうきいですけれども、こういう値値値値上げになったのかと思上げになったのかと思上げになったのかと思上げになったのかと思

いまして、その場できいまして、その場できいまして、その場できいまして、その場できちちちちんとんとんとんと議論議論議論議論はなされていると思っております。はなされていると思っております。はなされていると思っております。はなされていると思っております。

○塩見エネルギー政策課長○塩見エネルギー政策課長○塩見エネルギー政策課長○塩見エネルギー政策課長 委員お委員お委員お委員お述べ述べ述べ述べのののの再再再再生生生生可可可可能能能能エネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギーの普普普普及が、及が、及が、及が、我々消我々消我々消我々消費費費費者の電者の電者の電者の電

力使力使力使力使用用用用料料料料金に上金に上金に上金に上乗乗乗乗せになってくるところにいかにせになってくるところにいかにせになってくるところにいかにせになってくるところにいかにメメメメスをスをスをスを入入入入れるのか、どう考えるのかといれるのか、どう考えるのかといれるのか、どう考えるのかといれるのか、どう考えるのかとい

うことでございました。うことでございました。うことでございました。うことでございました。

現現現現在在在在、、、、国国国国におきまして、電におきまして、電におきまして、電におきまして、電力力力力の安定の安定の安定の安定供給供給供給供給、そして、電、そして、電、そして、電、そして、電気料気料気料気料金の金の金の金の抑抑抑抑制、事制、事制、事制、事業化業化業化業化のののの選択肢選択肢選択肢選択肢とととと

か、それから事か、それから事か、それから事か、それから事業業業業者の事者の事者の事者の事業業業業機機機機会の会の会の会の拡大拡大拡大拡大の３つを目の３つを目の３つを目の３つを目的的的的としました電としました電としました電としました電力力力力シシシシスススステテテテムムムムのののの改改改改革革革革に取りに取りに取りに取り

組組組組まれているところでございます。このまれているところでございます。このまれているところでございます。このまれているところでございます。この国国国国のののの改改改改革案革案革案革案でございますが、１つ目は、地域をでございますが、１つ目は、地域をでございますが、１つ目は、地域をでございますが、１つ目は、地域を越越越越

えたえたえたえた広広広広域域域域系統系統系統系統のののの運運運運用の用の用の用の拡大拡大拡大拡大により安定により安定により安定により安定供給供給供給供給をををを図図図図る。それから、２つ目でる。それから、２つ目でる。それから、２つ目でる。それから、２つ目で小売小売小売小売と発電のと発電のと発電のと発電の全面全面全面全面

自自自自由由由由化化化化をする。３つ目は、発をする。３つ目は、発をする。３つ目は、発をする。３つ目は、発送送送送電電電電分分分分離離離離によりによりによりにより競争競争競争競争原原原原理を働かせると、こういうことを理を働かせると、こういうことを理を働かせると、こういうことを理を働かせると、こういうことを踏踏踏踏まままま

えまして、えまして、えまして、えまして、料料料料金の金の金の金の抑抑抑抑制を制を制を制を図図図図れるれるれるれる仕仕仕仕組組組組みをみをみをみを段段段段階階階階的的的的にににに構築構築構築構築しようとされているところでございしようとされているところでございしようとされているところでございしようとされているところでござい

ます。ます。ます。ます。

今後は、この今後は、この今後は、この今後は、この国国国国の取の取の取の取組組組組をををを注意注意注意注意深深深深くくくく見見見見守守守守りまして、安定りまして、安定りまして、安定りまして、安定的的的的でしかも安価な電でしかも安価な電でしかも安価な電でしかも安価な電力力力力がががが供給供給供給供給できできできでき

るるるるシシシシスススステテテテムムムムになることを願っております。以上でございます。になることを願っております。以上でございます。になることを願っております。以上でございます。になることを願っております。以上でございます。

○和田委員○和田委員○和田委員○和田委員 委員の委員の委員の委員の皆皆皆皆さん、長時間いただいて、ごさん、長時間いただいて、ごさん、長時間いただいて、ごさん、長時間いただいて、ご協力協力協力協力ありがとうございました。心からありがとうございました。心からありがとうございました。心からありがとうございました。心から

感謝感謝感謝感謝いたします。いたします。いたします。いたします。

エネルギー政策エネルギー政策エネルギー政策エネルギー政策課課課課は今は今は今は今始始始始まったばかりです。しかし、これは本当にまったばかりです。しかし、これは本当にまったばかりです。しかし、これは本当にまったばかりです。しかし、これは本当に産業産業産業産業、、、、消消消消費費費費者の者の者の者の暮暮暮暮らららら

し、そういう問し、そういう問し、そういう問し、そういう問題題題題にににに直直直直結結結結することです。政治問することです。政治問することです。政治問することです。政治問題題題題からいえば、私のからいえば、私のからいえば、私のからいえば、私の立立立立場は場は場は場は脱原脱原脱原脱原発に発に発に発に絡絡絡絡んでんでんでんで

くる問くる問くる問くる問題題題題でもあるわけだけれども、でもあるわけだけれども、でもあるわけだけれども、でもあるわけだけれども、始始始始まったばかりですので、これからしっかりとエネルまったばかりですので、これからしっかりとエネルまったばかりですので、これからしっかりとエネルまったばかりですので、これからしっかりとエネル

ギービジョンをギービジョンをギービジョンをギービジョンを具具具具体化体化体化体化させていただくことをさせていただくことをさせていただくことをさせていただくことを強強強強く期く期く期く期待待待待し、要し、要し、要し、要望望望望して質問をして質問をして質問をして質問を終終終終わらせていたわらせていたわらせていたわらせていた

だきます。ありがとうございました。だきます。ありがとうございました。だきます。ありがとうございました。だきます。ありがとうございました。
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○高柳委員○高柳委員○高柳委員○高柳委員 ここはここはここはここは特特特特別別別別委員会ということで、２年間で一つの成委員会ということで、２年間で一つの成委員会ということで、２年間で一つの成委員会ということで、２年間で一つの成果果果果をををを出出出出していかないといしていかないといしていかないといしていかないとい

けないと思っていますし、理事者と一けないと思っていますし、理事者と一けないと思っていますし、理事者と一けないと思っていますし、理事者と一緒緒緒緒にににに共共共共通通通通課題課題課題課題を設定しながら、を設定しながら、を設定しながら、を設定しながら、ややややれる回数もれる回数もれる回数もれる回数も限限限限られられられられ

ている中でまたている中でまたている中でまたている中でまた結結結結論論論論をををを出出出出していかないといけないと思っています。していかないといけないと思っています。していかないといけないと思っています。していかないといけないと思っています。

急急急急にというか、３にというか、３にというか、３にというか、３・・・・１１を１１を１１を１１を踏踏踏踏まえて、まえて、まえて、まえて、ややややはりはりはりはり各各各各県がエネルギービジョンをつくってきて県がエネルギービジョンをつくってきて県がエネルギービジョンをつくってきて県がエネルギービジョンをつくってきて

いるいるいるいる流流流流れもありますし、奈良県は奈良県のれもありますし、奈良県は奈良県のれもありますし、奈良県は奈良県のれもありますし、奈良県は奈良県の特特特特徴徴徴徴で、私からで、私からで、私からで、私から見見見見たらこのたらこのたらこのたらこのセセセセッテッテッテッティィィィンンンンググググのののの仕仕仕仕方方方方

はははは急急急急過ぎ過ぎ過ぎ過ぎて、まだまだこなれていない中身としてエネルギービジョンをて、まだまだこなれていない中身としてエネルギービジョンをて、まだまだこなれていない中身としてエネルギービジョンをて、まだまだこなれていない中身としてエネルギービジョンを出出出出した。そして、した。そして、した。そして、した。そして、

３年間という期３年間という期３年間という期３年間という期限限限限ででででややややっていく中で、っていく中で、っていく中で、っていく中で、ややややはりビジョンというかはりビジョンというかはりビジョンというかはりビジョンというかぎぎぎぎりは長期りは長期りは長期りは長期的的的的なきなきなきなきちちちちんとしんとしんとしんとし

たたたた仕仕仕仕事も事も事も事もややややりたいだろうと、３年ごとでりたいだろうと、３年ごとでりたいだろうと、３年ごとでりたいだろうと、３年ごとで区区区区切切切切るようなるようなるようなるような細細細細切切切切れでれでれでれで仕仕仕仕事するというのも、事するというのも、事するというのも、事するというのも、議議議議会会会会

もおもしろくないし、理事者もおもしろくないだろうなと思います。だから、そういうもおもしろくないし、理事者もおもしろくないだろうなと思います。だから、そういうもおもしろくないし、理事者もおもしろくないだろうなと思います。だから、そういうもおもしろくないし、理事者もおもしろくないだろうなと思います。だから、そういう意意意意

味味味味では次のエネルギービジョンをつくるときは、３年間では次のエネルギービジョンをつくるときは、３年間では次のエネルギービジョンをつくるときは、３年間では次のエネルギービジョンをつくるときは、３年間ややややった中で長期った中で長期った中で長期った中で長期的的的的にどんなにどんなにどんなにどんな課題課題課題課題をををを

抑抑抑抑えてしないといけないのか、えてしないといけないのか、えてしないといけないのか、えてしないといけないのか、短短短短期期期期的的的的にしないといけないことは、例えば１０年にしないといけないことは、例えば１０年にしないといけないことは、例えば１０年にしないといけないことは、例えば１０年計画計画計画計画の中の中の中の中

でもでもでもでも短短短短期で、中間期で、中間期で、中間期で、中間的的的的にきっにきっにきっにきっちちちちりとりとりとりと押押押押さえていくということで、まとめていけばいいというさえていくということで、まとめていけばいいというさえていくということで、まとめていけばいいというさえていくということで、まとめていけばいいという

立立立立てててて方方方方を今まで、県はいろいろなビジョンでしてきています。エネルギービジョンにを今まで、県はいろいろなビジョンでしてきています。エネルギービジョンにを今まで、県はいろいろなビジョンでしてきています。エネルギービジョンにを今まで、県はいろいろなビジョンでしてきています。エネルギービジョンに限限限限っっっっ

て３年のて３年のて３年のて３年の区区区区切切切切りでりでりでりでややややっていくのはなっていくのはなっていくのはなっていくのはなじじじじまないだろうと思っています。そういうまないだろうと思っています。そういうまないだろうと思っています。そういうまないだろうと思っています。そういう意味意味意味意味では、では、では、では、

３年ということはもう１年たっています。次には今から準備して、エネルギービジョンを３年ということはもう１年たっています。次には今から準備して、エネルギービジョンを３年ということはもう１年たっています。次には今から準備して、エネルギービジョンを３年ということはもう１年たっています。次には今から準備して、エネルギービジョンを

出出出出した中身のどこで、した中身のどこで、した中身のどこで、した中身のどこで、実績実績実績実績なりなりなりなりややややったことのったことのったことのったことの総総総総括括括括をしていくのかとをしていくのかとをしていくのかとをしていくのかと組組組組みみみみ立立立立てをしながら、てをしながら、てをしながら、てをしながら、

もう次のビジョンの準備にもう次のビジョンの準備にもう次のビジョンの準備にもう次のビジョンの準備に入入入入らないとだめです。そういうことから言うと、らないとだめです。そういうことから言うと、らないとだめです。そういうことから言うと、らないとだめです。そういうことから言うと、ポポポポイイイイントを２ントを２ントを２ントを２

点点点点ぐぐぐぐらいにさせてもらうのは、住民がらいにさせてもらうのは、住民がらいにさせてもらうのは、住民がらいにさせてもらうのは、住民が参参参参加できる項目、加できる項目、加できる項目、加できる項目、情情情情報報報報公開公開公開公開のののの分分分分野の野の野の野の論議論議論議論議の項がほとの項がほとの項がほとの項がほと

んどエネルギービジョンの概要の中ではんどエネルギービジョンの概要の中ではんどエネルギービジョンの概要の中ではんどエネルギービジョンの概要の中では出出出出されていないのです。されていないのです。されていないのです。されていないのです。普普普普通は、通は、通は、通は、全全全全国国国国で用で用で用で用意ド意ド意ド意ドンンンン

で、エネルギーの問で、エネルギーの問で、エネルギーの問で、エネルギーの問題題題題は、今、和田委員がおっしは、今、和田委員がおっしは、今、和田委員がおっしは、今、和田委員がおっしゃゃゃゃったように、住民が地ったように、住民が地ったように、住民が地ったように、住民が地産産産産地地地地消消消消のエネルのエネルのエネルのエネル

ギーをつくるにしても、ギーをつくるにしても、ギーをつくるにしても、ギーをつくるにしても、再再再再生生生生可可可可能能能能エネルギーの問エネルギーの問エネルギーの問エネルギーの問題題題題にしても言うならば、住民がにしても言うならば、住民がにしても言うならば、住民がにしても言うならば、住民が参参参参加しな加しな加しな加しな

いといけない。いといけない。いといけない。いといけない。参参参参加しないといけないということは、県が加しないといけないということは、県が加しないといけないということは、県が加しないといけないということは、県が持持持持っているっているっているっている情情情情報をあまねくき報をあまねくき報をあまねくき報をあまねくきちちちち

んとんとんとんと出出出出していく。それをしていく。それをしていく。それをしていく。それをママママネジネジネジネジメメメメントすることがすごくントすることがすごくントすることがすごくントすることがすごく大大大大事です。住民に事です。住民に事です。住民に事です。住民に参参参参加してもらう加してもらう加してもらう加してもらう

ためには、単ためには、単ためには、単ためには、単独独独独で、補助金がで、補助金がで、補助金がで、補助金が出出出出るこんな政策がありますというるこんな政策がありますというるこんな政策がありますというるこんな政策がありますという話話話話で補助金をで補助金をで補助金をで補助金を乱乱乱乱発するのが、発するのが、発するのが、発するのが、

再再再再生生生生可可可可能能能能エネルギーにエネルギーにエネルギーにエネルギーに参参参参加してもらう一つの加してもらう一つの加してもらう一つの加してもらう一つの方方方方法法法法かもしれないけれども、例えばかもしれないけれども、例えばかもしれないけれども、例えばかもしれないけれども、例えば小小小小水水水水力力力力発発発発

電のことで電のことで電のことで電のことで見見見見ていくならば、地域のていくならば、地域のていくならば、地域のていくならば、地域の共共共共同体同体同体同体がががが小小小小水水水水力力力力発電をしようとしたときに、地域をま発電をしようとしたときに、地域をま発電をしようとしたときに、地域をま発電をしようとしたときに、地域をま

とめるとめるとめるとめる力力力力とか、地域がとか、地域がとか、地域がとか、地域が参参参参加すると加すると加すると加すると組組組組みみみみ立立立立てたときに、てたときに、てたときに、てたときに、行行行行政にとっても、地域にとってもす政にとっても、地域にとってもす政にとっても、地域にとってもす政にとっても、地域にとってもす

ごくエネルギーが必要です。今回ごくエネルギーが必要です。今回ごくエネルギーが必要です。今回ごくエネルギーが必要です。今回見見見見たら、たら、たら、たら、小小小小水水水水力力力力発電は１発電は１発電は１発電は１．．．．５５５５倍倍倍倍というから、というから、というから、というから、響響響響きはすごきはすごきはすごきはすご

くいいくいいくいいくいい伸伸伸伸びびびび率率率率になっています。けれども、数になっています。けれども、数になっています。けれども、数になっています。けれども、数値値値値をををを見見見見れば、少しです。そういうことも含めれば、少しです。そういうことも含めれば、少しです。そういうことも含めれば、少しです。そういうことも含め

て、て、て、て、再再再再生生生生可可可可能能能能エネルギーの問エネルギーの問エネルギーの問エネルギーの問題題題題のののの焦焦焦焦点は、点は、点は、点は、ややややはり地域はり地域はり地域はり地域力力力力を高めることで、を高めることで、を高めることで、を高めることで、情情情情報報報報公開公開公開公開で住民で住民で住民で住民
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のののの参参参参加を加を加を加を促促促促すようなすようなすようなすような仕仕仕仕組組組組みが必要になってくるだろうというみが必要になってくるだろうというみが必要になってくるだろうというみが必要になってくるだろうという大大大大きなきなきなきな視視視視点を、今回のエネル点を、今回のエネル点を、今回のエネル点を、今回のエネル

ギービジョンの中で一ギービジョンの中で一ギービジョンの中で一ギービジョンの中で一番番番番上上上上段段段段でそこのところをうたわないといけなかったのとでそこのところをうたわないといけなかったのとでそこのところをうたわないといけなかったのとでそこのところをうたわないといけなかったのと違違違違うかと思うかと思うかと思うかと思

っています。それがっています。それがっています。それがっています。それが最最最最初初初初の質問です。今度の準備にの質問です。今度の準備にの質問です。今度の準備にの質問です。今度の準備に入入入入るときのるときのるときのるときの大大大大きなきなきなきな視視視視点としてそれを考点としてそれを考点としてそれを考点としてそれを考

えてもらっているのだろうということと、あともう一つは、今言いましたように、えてもらっているのだろうということと、あともう一つは、今言いましたように、えてもらっているのだろうということと、あともう一つは、今言いましたように、えてもらっているのだろうということと、あともう一つは、今言いましたように、小小小小水水水水力力力力

発電のことも含めて、この発電のことも含めて、この発電のことも含めて、この発電のことも含めて、この資料資料資料資料をもらいました。いろいろな太陽光パネルでは３をもらいました。いろいろな太陽光パネルでは３をもらいました。いろいろな太陽光パネルでは３をもらいました。いろいろな太陽光パネルでは３倍倍倍倍の電の電の電の電力力力力

で、で、で、で、小小小小水水水水力力力力発電では１発電では１発電では１発電では１．．．．５５５５倍倍倍倍というというというという論議論議論議論議のののの過程過程過程過程をををを共有共有共有共有したいと思ってしたいと思ってしたいと思ってしたいと思って資料請求資料請求資料請求資料請求をしました。をしました。をしました。をしました。

それで、奈良県がそれで、奈良県がそれで、奈良県がそれで、奈良県が持持持持っているっているっているっている潜潜潜潜在的在的在的在的なななな再再再再生生生生可可可可能能能能エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー導入ポ導入ポ導入ポ導入ポテテテテンンンンシャシャシャシャルはルはルはルは環境省環境省環境省環境省が言が言が言が言

っている中身でもっている中身でもっている中身でもっている中身でも結構結構結構結構あるのです。あるのです。あるのです。あるのです。近畿近畿近畿近畿で一で一で一で一番番番番多多多多くくくく使使使使えるえるえるえる可可可可能能能能性性性性があると言われているのがあると言われているのがあると言われているのがあると言われているの

を、またまたを、またまたを、またまたを、またまた環境省環境省環境省環境省とかどこかのコンとかどこかのコンとかどこかのコンとかどこかのコンササササルタントがルタントがルタントがルタントが持持持持ってきたってきたってきたってきた資料資料資料資料をををを使使使使って、第２回目のって、第２回目のって、第２回目のって、第２回目の

エネルギービジョンをつくるのではなしに、第１回目のときにつくろうとしてエネルギービジョンをつくるのではなしに、第１回目のときにつくろうとしてエネルギービジョンをつくるのではなしに、第１回目のときにつくろうとしてエネルギービジョンをつくるのではなしに、第１回目のときにつくろうとして悩悩悩悩んだ、自んだ、自んだ、自んだ、自

分分分分達達達達がこんなことをしたかったということを２回目のときにがこんなことをしたかったということを２回目のときにがこんなことをしたかったということを２回目のときにがこんなことをしたかったということを２回目のときに実実実実際際際際にににに動動動動いて、奈良県の例えいて、奈良県の例えいて、奈良県の例えいて、奈良県の例え

ばばばば小小小小水水水水力力力力発電の発電の発電の発電のポポポポテテテテンンンンシャシャシャシャルがどこまであるのかというのをもう今からルがどこまであるのかというのをもう今からルがどこまであるのかというのをもう今からルがどこまであるのかというのをもう今から始始始始めないと、まためないと、まためないと、まためないと、また

どこかのどこかのどこかのどこかの資料資料資料資料をををを使使使使うとか、このうとか、このうとか、このうとか、この人人人人がががが専門家専門家専門家専門家ですというですというですというですという人人人人のののの話話話話をかりてきてすることになっをかりてきてすることになっをかりてきてすることになっをかりてきてすることになっ

たらいけないと思うので、もう２回目のたらいけないと思うので、もう２回目のたらいけないと思うので、もう２回目のたらいけないと思うので、もう２回目の再再再再生生生生可可可可能能能能エネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギーの組組組組みみみみ立立立立てててて方方方方は、どういうこは、どういうこは、どういうこは、どういうこ

とを今しようとしているのかについて、以上２点お願いします。とを今しようとしているのかについて、以上２点お願いします。とを今しようとしているのかについて、以上２点お願いします。とを今しようとしているのかについて、以上２点お願いします。

○塩見エネルギー政策課長○塩見エネルギー政策課長○塩見エネルギー政策課長○塩見エネルギー政策課長 高柳委員のご質問、２点ございました。１つ目は、地域高柳委員のご質問、２点ございました。１つ目は、地域高柳委員のご質問、２点ございました。１つ目は、地域高柳委員のご質問、２点ございました。１つ目は、地域力力力力をををを

高める高める高める高める視視視視点が必要で、そのためには点が必要で、そのためには点が必要で、そのためには点が必要で、そのためには情情情情報報報報公開公開公開公開とか、それから住民とか、それから住民とか、それから住民とか、それから住民参参参参加の加の加の加のシシシシスススステテテテムムムムがががが大大大大事で事で事で事で

はないかというのが１点でございます。それから、２つ目につきましては、はないかというのが１点でございます。それから、２つ目につきましては、はないかというのが１点でございます。それから、２つ目につきましては、はないかというのが１点でございます。それから、２つ目につきましては、再再再再生生生生可可可可能能能能エネエネエネエネ

ルギーのルギーのルギーのルギーの導入ポ導入ポ導入ポ導入ポテテテテンンンンシャシャシャシャルのことでございました。そして、２回目の、エネルギービジョルのことでございました。そして、２回目の、エネルギービジョルのことでございました。そして、２回目の、エネルギービジョルのことでございました。そして、２回目の、エネルギービジョ

ンのンのンのンの組組組組みみみみ立立立立てててて方方方方もあわせてということでございます。もあわせてということでございます。もあわせてということでございます。もあわせてということでございます。

１つ目の１つ目の１つ目の１つ目の情情情情報報報報公開公開公開公開とか、それから住民とか、それから住民とか、それから住民とか、それから住民参参参参加が加が加が加が大大大大事だということでございますが、県のエ事だということでございますが、県のエ事だということでございますが、県のエ事だということでございますが、県のエ

ネルギーネルギーネルギーネルギー施施施施策とかエネルギー事策とかエネルギー事策とかエネルギー事策とかエネルギー事業業業業の現状とかはの現状とかはの現状とかはの現状とかは適宜適宜適宜適宜情情情情報発報発報発報発信信信信しているところでございます。しているところでございます。しているところでございます。しているところでございます。

これは先ほど地域振興部長が申し上げたとおりでございまして、さまざまなこれは先ほど地域振興部長が申し上げたとおりでございまして、さまざまなこれは先ほど地域振興部長が申し上げたとおりでございまして、さまざまなこれは先ほど地域振興部長が申し上げたとおりでございまして、さまざまな広広広広報報報報媒媒媒媒体体体体、例、例、例、例

えば県民だより奈良とか、奈良えば県民だより奈良とか、奈良えば県民だより奈良とか、奈良えば県民だより奈良とか、奈良テテテテレレレレビのビのビのビの広広広広報報報報番組番組番組番組、、、、新新新新聞の聞の聞の聞の広広広広報等報等報等報等 々々々々を含めまして、県の現を含めまして、県の現を含めまして、県の現を含めまして、県の現

在在在在のエネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギー施施施施策についての進策についての進策についての進策についての進捗捗捗捗等等等等 々々々々をををを情情情情報発報発報発報発信信信信しているところでございます。しているところでございます。しているところでございます。しているところでございます。

それから、住民それから、住民それから、住民それから、住民参参参参加が加が加が加が大大大大事だということでございます。これにつきましては、ことし８事だということでございます。これにつきましては、ことし８事だということでございます。これにつきましては、ことし８事だということでございます。これにつきましては、ことし８

月２３日に設月２３日に設月２３日に設月２３日に設立立立立いたしました奈良県エネルギービジョン推進いたしました奈良県エネルギービジョン推進いたしました奈良県エネルギービジョン推進いたしました奈良県エネルギービジョン推進協議協議協議協議会、これはエネルギービ会、これはエネルギービ会、これはエネルギービ会、これはエネルギービ

ジョンジョンジョンジョン作作作作成の成の成の成の段段段段階階階階では奈良県エネルギーでは奈良県エネルギーでは奈良県エネルギーでは奈良県エネルギー利活利活利活利活用用用用研究研究研究研究会ということで、この場で奈良県のエ会ということで、この場で奈良県のエ会ということで、この場で奈良県のエ会ということで、この場で奈良県のエ

ネルギービジョンをつくったということでございまして、つくった後の進ネルギービジョンをつくったということでございまして、つくった後の進ネルギービジョンをつくったということでございまして、つくった後の進ネルギービジョンをつくったということでございまして、つくった後の進捗捗捗捗等等等等 々々々々につきまにつきまにつきまにつきま

しては、しては、しては、しては、衣衣衣衣がえをしまして、８月２３日にエネルギービジョン推進がえをしまして、８月２３日にエネルギービジョン推進がえをしまして、８月２３日にエネルギービジョン推進がえをしまして、８月２３日にエネルギービジョン推進協議協議協議協議会を会を会を会を立ち立ち立ち立ち上げまし上げまし上げまし上げまし
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た。ここには、た。ここには、た。ここには、た。ここには、有識有識有識有識者、それから先進者、それから先進者、それから先進者、それから先進的的的的なななな団団団団体体体体、、、、吉吉吉吉野野野野町町町町とか、奈良市とかもとか、奈良市とかもとか、奈良市とかもとか、奈良市とかも入入入入っていただっていただっていただっていただ

いています。それから、民間のいています。それから、民間のいています。それから、民間のいています。それから、民間の団団団団体体体体、例えば、例えば、例えば、例えば吉吉吉吉野野野野町町町町のののの小小小小水水水水力利力利力利力利用推進用推進用推進用推進協議協議協議協議会、あと会、あと会、あと会、あとササササーーーークククク

ルおてんとさんという民間ルおてんとさんという民間ルおてんとさんという民間ルおてんとさんという民間団団団団体体体体もございます。こういうもございます。こういうもございます。こういうもございます。こういう団団団団体体体体のののの方方方方もももも参参参参加いただきまして、加いただきまして、加いただきまして、加いただきまして、

今のエネルギー政策の推進をどうしていくかと、どのように今のエネルギー政策の推進をどうしていくかと、どのように今のエネルギー政策の推進をどうしていくかと、どのように今のエネルギー政策の推進をどうしていくかと、どのようにややややっていこう、あるいは先進っていこう、あるいは先進っていこう、あるいは先進っていこう、あるいは先進

地の事例地の事例地の事例地の事例紹介紹介紹介紹介等もしていただいています。さらには、次のエネルギービジョンの等もしていただいています。さらには、次のエネルギービジョンの等もしていただいています。さらには、次のエネルギービジョンの等もしていただいています。さらには、次のエネルギービジョンの参参参参考にな考にな考にな考にな

るようなるようなるようなるような提提提提言等もここでいただこうと考えているところでございまして、住民言等もここでいただこうと考えているところでございまして、住民言等もここでいただこうと考えているところでございまして、住民言等もここでいただこうと考えているところでございまして、住民参参参参加という加という加という加という

視視視視点も非常に点も非常に点も非常に点も非常に大大大大事でございますので、そういう事でございますので、そういう事でございますので、そういう事でございますので、そういう協議協議協議協議会も会も会も会も立ち立ち立ち立ち上げたところでございます。上げたところでございます。上げたところでございます。上げたところでございます。

それから、それから、それから、それから、ポポポポテテテテンンンンシャシャシャシャルの件でございますが、県ではエネルギービジョンを策定するルの件でございますが、県ではエネルギービジョンを策定するルの件でございますが、県ではエネルギービジョンを策定するルの件でございますが、県ではエネルギービジョンを策定する際際際際

に、高柳委員がおっしに、高柳委員がおっしに、高柳委員がおっしに、高柳委員がおっしゃゃゃゃったとおり、ったとおり、ったとおり、ったとおり、環境省環境省環境省環境省とか経済とか経済とか経済とか経済産業省産業省産業省産業省からからからから公公公公表表表表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導入導入導入導入

ポポポポテテテテンンンンシャシャシャシャルのルのルのルの都都都都道道道道府府府府県県県県別別別別ののののデデデデータをータをータをータを活活活活用いたしました。このエネルギービジョンにおい用いたしました。このエネルギービジョンにおい用いたしました。このエネルギービジョンにおい用いたしました。このエネルギービジョンにおい

て、て、て、て、再再再再生生生生可可可可能能能能エネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギーの導入導入導入導入目目目目標標標標の設定とか、それからの設定とか、それからの設定とか、それからの設定とか、それから導入ポ導入ポ導入ポ導入ポテテテテンンンンシャシャシャシャルを他ルを他ルを他ルを他府府府府県との県との県との県との

比較比較比較比較もできるということで、本県のもできるということで、本県のもできるということで、本県のもできるということで、本県の特特特特徴徴徴徴とか、それからとか、それからとか、それからとか、それから課題課題課題課題などをなどをなどをなどを分分分分析析析析するするするする基基基基礎礎礎礎資料資料資料資料としとしとしとし

てててて活活活活用したところでございます。用したところでございます。用したところでございます。用したところでございます。

委員お委員お委員お委員お述べ述べ述べ述べの市の市の市の市町町町町村村村村別別別別のののの導入ポ導入ポ導入ポ導入ポテテテテンンンンシャシャシャシャルルルル調調調調査査査査もございました。これにつきましては、もございました。これにつきましては、もございました。これにつきましては、もございました。これにつきましては、

実実実実際際際際にににに再再再再生生生生可可可可能能能能エネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギーの導入導入導入導入にににに際際際際してしてしてしてポポポポテテテテンンンンシャシャシャシャルルルル調調調調査査査査をををを実施実施実施実施する予する予する予する予算算算算を今年度準備を今年度準備を今年度準備を今年度準備

しております。例えば、しております。例えば、しております。例えば、しております。例えば、小小小小水水水水力力力力発電をしたいという、地発電をしたいという、地発電をしたいという、地発電をしたいという、地元元元元のののの盛盛盛盛り上がりがり上がりがり上がりがり上がりが何カ所何カ所何カ所何カ所かかかか出出出出てきてきてきてき

ておりますので、そのておりますので、そのておりますので、そのておりますので、その際際際際にはにはにはには小小小小水水水水力力力力発電の発電の発電の発電のポポポポテテテテンンンンシャシャシャシャルをルをルをルを調調調調査査査査する補助を県として準備しする補助を県として準備しする補助を県として準備しする補助を県として準備し

まして、まして、まして、まして、公公公公募したところ、現募したところ、現募したところ、現募したところ、現在在在在６件の申６件の申６件の申６件の申請請請請があったところでございます。があったところでございます。があったところでございます。があったところでございます。

次回のビジョンですが、今回の第１回目のビジョンが平成２５年から平成２７年の３次回のビジョンですが、今回の第１回目のビジョンが平成２５年から平成２７年の３次回のビジョンですが、今回の第１回目のビジョンが平成２５年から平成２７年の３次回のビジョンですが、今回の第１回目のビジョンが平成２５年から平成２７年の３カカカカ

年となっております。次は平成２８年からで、年となっております。次は平成２８年からで、年となっております。次は平成２８年からで、年となっております。次は平成２８年からで、前前前前回の本会回の本会回の本会回の本会議議議議ではではではでは知知知知事が、次も３年かとお事が、次も３年かとお事が、次も３年かとお事が、次も３年かとお

っしっしっしっしゃゃゃゃっておりましたが、平成２５年から平成２７年の現ビジョンでの進っておりましたが、平成２５年から平成２７年の現ビジョンでの進っておりましたが、平成２５年から平成２７年の現ビジョンでの進っておりましたが、平成２５年から平成２７年の現ビジョンでの進捗捗捗捗状況を考えな状況を考えな状況を考えな状況を考えな

がら次のビジョンのがら次のビジョンのがら次のビジョンのがら次のビジョンの組組組組みみみみ立立立立てを今後考えていきたいと考えております。以上でございます。てを今後考えていきたいと考えております。以上でございます。てを今後考えていきたいと考えております。以上でございます。てを今後考えていきたいと考えております。以上でございます。

○高柳委員○高柳委員○高柳委員○高柳委員 このビジョンをつくったときに、住民がどこにこのビジョンをつくったときに、住民がどこにこのビジョンをつくったときに、住民がどこにこのビジョンをつくったときに、住民がどこに参参参参加しているのかということ加しているのかということ加しているのかということ加しているのかということ

で問で問で問で問題提起題提起題提起題提起をさせていただいたと思っています。ビジョンという名をさせていただいたと思っています。ビジョンという名をさせていただいたと思っています。ビジョンという名をさせていただいたと思っています。ビジョンという名前前前前がつくときは、がつくときは、がつくときは、がつくときは、ややややはははは

り関係者だけでつくるのはり関係者だけでつくるのはり関係者だけでつくるのはり関係者だけでつくるのは既得権既得権既得権既得権者の集まりになると思うので、者の集まりになると思うので、者の集まりになると思うので、者の集まりになると思うので、行行行行政に政に政に政に携携携携わっているわっているわっているわっている人人人人間間間間

からからからから見見見見たら当然のことですが、すたら当然のことですが、すたら当然のことですが、すたら当然のことですが、すぐぐぐぐさまつくらないといけないということだったかどうかさまつくらないといけないということだったかどうかさまつくらないといけないということだったかどうかさまつくらないといけないということだったかどうか

わからないわからないわからないわからない話話話話で、で、で、で、行行行行政政政政ママママンと関係者だけでエネルギービジョンをつくったとそうンと関係者だけでエネルギービジョンをつくったとそうンと関係者だけでエネルギービジョンをつくったとそうンと関係者だけでエネルギービジョンをつくったとそう見見見見ていまていまていまていま

す。今のところでは、エネルギービジョン推進す。今のところでは、エネルギービジョン推進す。今のところでは、エネルギービジョン推進す。今のところでは、エネルギービジョン推進協議協議協議協議会の中に地域の会の中に地域の会の中に地域の会の中に地域の団団団団体体体体、、、、ササササーーーーククククルおてんルおてんルおてんルおてん

とさんも含めてとさんも含めてとさんも含めてとさんも含めて入入入入っているという、それはそれで、っているという、それはそれで、っているという、それはそれで、っているという、それはそれで、表表表表のきれいなのきれいなのきれいなのきれいな舞舞舞舞台台台台で回すという、政策で回すという、政策で回すという、政策で回すという、政策

に関してはいろいろなに関してはいろいろなに関してはいろいろなに関してはいろいろな知知知知恵をかしていただきます。そういう恵をかしていただきます。そういう恵をかしていただきます。そういう恵をかしていただきます。そういう組組組組織織織織ですとはおっしですとはおっしですとはおっしですとはおっしゃゃゃゃったけったけったけったけ
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れども、本当に次のエネルギービジョンをつくるときの中心れども、本当に次のエネルギービジョンをつくるときの中心れども、本当に次のエネルギービジョンをつくるときの中心れども、本当に次のエネルギービジョンをつくるときの中心舞舞舞舞台台台台になるのかどうか、いいになるのかどうか、いいになるのかどうか、いいになるのかどうか、いい

ところどりだけ市民ところどりだけ市民ところどりだけ市民ところどりだけ市民団団団団体体体体をををを使使使使って、また本って、また本って、また本って、また本体体体体をつくるときには関係者だけを集めて、今回をつくるときには関係者だけを集めて、今回をつくるときには関係者だけを集めて、今回をつくるときには関係者だけを集めて、今回

のつくりのつくりのつくりのつくり方方方方はははは最最最最悪悪悪悪だと思っています。エネルギーのだと思っています。エネルギーのだと思っています。エネルギーのだと思っています。エネルギーの論議論議論議論議をするときに、をするときに、をするときに、をするときに、再再再再生生生生可可可可能能能能エネルギエネルギエネルギエネルギ

ーの枠どりをーの枠どりをーの枠どりをーの枠どりを決決決決めるときに、住民をめるときに、住民をめるときに、住民をめるときに、住民を入入入入れなかったことは非常に残れなかったことは非常に残れなかったことは非常に残れなかったことは非常に残念念念念。そのことをどう今度。そのことをどう今度。そのことをどう今度。そのことをどう今度

はははは切切切切りりりり返返返返すかも含めて、すかも含めて、すかも含めて、すかも含めて、十分十分十分十分考えていってほしいというのが１点です。考えていってほしいというのが１点です。考えていってほしいというのが１点です。考えていってほしいというのが１点です。

もう一つは、もう一つは、もう一つは、もう一つは、ポポポポテテテテンンンンシャシャシャシャルのところで、関係者とかルのところで、関係者とかルのところで、関係者とかルのところで、関係者とか農林農林農林農林部関係の部関係の部関係の部関係の資料資料資料資料をををを使使使使うことはうことはうことはうことは比較比較比較比較

ができると言っていただきました。そういうができると言っていただきました。そういうができると言っていただきました。そういうができると言っていただきました。そういう意味意味意味意味では、では、では、では、比較比較比較比較してほしいとこの間、してほしいとこの間、してほしいとこの間、してほしいとこの間、ずずずずっとっとっとっと

関係者には言ってきているのですが、関係者には言ってきているのですが、関係者には言ってきているのですが、関係者には言ってきているのですが、再再再再生生生生可可可可能能能能エネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギーの国国国国のののの調調調調査査査査と、そのことに関と、そのことに関と、そのことに関と、そのことに関連連連連

してしてしてして各都各都各都各都道道道道府府府府県がこの県がこの県がこの県がこの二二二二、、、、三三三三年、３年、３年、３年、３・・・・１１以１１以１１以１１以降降降降のののの流流流流れでもいいので、どういう予れでもいいので、どういう予れでもいいので、どういう予れでもいいので、どういう予算算算算措措措措置置置置をををを

してきているのかを、してきているのかを、してきているのかを、してきているのかを、比比比比べべべべて、そのて、そのて、そのて、そのデデデデータをータをータをータを見見見見るるるる力力力力というか、一というか、一というか、一というか、一緒緒緒緒にそれをにそれをにそれをにそれを見見見見ながら、奈ながら、奈ながら、奈ながら、奈

良県も次の平成２６年度の予良県も次の平成２６年度の予良県も次の平成２６年度の予良県も次の平成２６年度の予算算算算案案案案をつくるときのをつくるときのをつくるときのをつくるときのベベベベースにできたらいいと思います。例えースにできたらいいと思います。例えースにできたらいいと思います。例えースにできたらいいと思います。例え

ば、ば、ば、ば、近畿近畿近畿近畿の中ではの中ではの中ではの中では小小小小水水水水力力力力発電の発電の発電の発電のポポポポテテテテンンンンシャシャシャシャルは一ルは一ルは一ルは一番番番番高いと言われています。それなら、高いと言われています。それなら、高いと言われています。それなら、高いと言われています。それなら、同同同同

じじじじような県、中部地ような県、中部地ような県、中部地ような県、中部地方方方方でいえば長野県とかでいえば長野県とかでいえば長野県とかでいえば長野県とか岐阜岐阜岐阜岐阜県とか、いろいろな県とか、いろいろな県とか、いろいろな県とか、いろいろなポポポポテテテテンンンンシャシャシャシャルの高いとルの高いとルの高いとルの高いと

ころがあると思うけれども、そこところがあると思うけれども、そこところがあると思うけれども、そこところがあると思うけれども、そこと比比比比べべべべたらどんなたらどんなたらどんなたらどんな力力力力のののの入入入入れようなのか。そこでの住民れようなのか。そこでの住民れようなのか。そこでの住民れようなのか。そこでの住民参参参参

加の加の加の加のレベレベレベレベルはどうなのかというのを、次のルはどうなのかというのを、次のルはどうなのかというのを、次のルはどうなのかというのを、次の段段段段階階階階で一で一で一で一緒緒緒緒にににに論議論議論議論議できたらいいのとできたらいいのとできたらいいのとできたらいいのと違違違違うかと思うかと思うかと思うかと思

っています。っています。っています。っています。

ききききょょょょうはこれうはこれうはこれうはこれぐぐぐぐらいにしておきます。以上です。らいにしておきます。以上です。らいにしておきます。以上です。らいにしておきます。以上です。

○猪奥委員長○猪奥委員長○猪奥委員長○猪奥委員長 答弁答弁答弁答弁はいいですか。はいいですか。はいいですか。はいいですか。

○高柳委員○高柳委員○高柳委員○高柳委員 いいです。いいです。いいです。いいです。

○宮本副委員長○宮本副委員長○宮本副委員長○宮本副委員長 若干若干若干若干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。

このほど、このほど、このほど、このほど、東京オ東京オ東京オ東京オリリリリンンンンピックピックピックピックのののの誘致誘致誘致誘致がががが決決決決まったということで、私もスまったということで、私もスまったということで、私もスまったということで、私もスポポポポーーーーツツツツフフフファァァァンの一ンの一ンの一ンの一

人人人人としてとしてとしてとしてオオオオリリリリンンンンピックピックピックピック憲章憲章憲章憲章でうたわれている平和とでうたわれている平和とでうたわれている平和とでうたわれている平和と友好友好友好友好をををを実実実実現するために現するために現するために現するために頑張頑張頑張頑張らないといらないといらないといらないとい

けないと思っている一けないと思っている一けないと思っている一けないと思っている一人人人人です。ただ、あのです。ただ、あのです。ただ、あのです。ただ、あの最最最最終レセ終レセ終レセ終レセププププシシシションのョンのョンのョンの際際際際に、安に、安に、安に、安倍倍倍倍首首首首相相相相がががが述べ述べ述べ述べた、た、た、た、

原子力原子力原子力原子力発電は発電は発電は発電は完完完完全全全全にコントにコントにコントにコントロロロロールされているとか、それから、ールされているとか、それから、ールされているとか、それから、ールされているとか、それから、放射放射放射放射能能能能汚染汚染汚染汚染水は水は水は水は完完完完全全全全ににににブブブブロロロロ

ックックックックされているというされているというされているというされているという何何何何のののの根拠根拠根拠根拠もない発言については、もない発言については、もない発言については、もない発言については、世世世世界界界界からからからから不不不不安の安の安の安の声声声声が上がっていまが上がっていまが上がっていまが上がっていま

すし、また、すし、また、すし、また、すし、また、東京東京東京東京でででで開開開開催催催催することについて言いますと、することについて言いますと、することについて言いますと、することについて言いますと、東東東東日本日本日本日本大大大大震震震震災災災災からのからのからのからの復復復復興に興に興に興に協力協力協力協力しししし

たいというたいというたいというたいという世世世世界界界界の思いと、しかし、の思いと、しかし、の思いと、しかし、の思いと、しかし、原子力原子力原子力原子力発電事発電事発電事発電事故故故故をどうをどうをどうをどう収束収束収束収束させるのかというさせるのかというさせるのかというさせるのかという不不不不安とか安とか安とか安とか

入入入入りまりまりまりまじじじじった中でのった中でのった中でのった中でのオオオオリリリリンンンンピックピックピックピックになるということで言いますと、これから７年の間に日になるということで言いますと、これから７年の間に日になるということで言いますと、これから７年の間に日になるということで言いますと、これから７年の間に日

本が本当に本が本当に本が本当に本が本当に原子力原子力原子力原子力発電と発電と発電と発電と決決決決別別別別をして、そして、これををして、そして、これををして、そして、これををして、そして、これを世世世世界界界界のののの教教教教訓訓訓訓にしていくようなかにしていくようなかにしていくようなかにしていくようなかじじじじ取取取取

りこそりこそりこそりこそ求求求求められているというめられているというめられているというめられているという認認認認識識識識をををを持持持持ったところでございます。それはさておき、質問にったところでございます。それはさておき、質問にったところでございます。それはさておき、質問にったところでございます。それはさておき、質問に
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入入入入らせていただきたいと思いますが、１点目は、県職員によるらせていただきたいと思いますが、１点目は、県職員によるらせていただきたいと思いますが、１点目は、県職員によるらせていただきたいと思いますが、１点目は、県職員による再再再再生生生生可可可可能能能能エネルギーの先進エネルギーの先進エネルギーの先進エネルギーの先進

地地地地調調調調査査査査などの取などの取などの取などの取組組組組についてお聞きしたいのです。エネルギー政策についてお聞きしたいのです。エネルギー政策についてお聞きしたいのです。エネルギー政策についてお聞きしたいのです。エネルギー政策課課課課が発が発が発が発足足足足をして５をして５をして５をして５カカカカ月が月が月が月が

たたたたちちちちました。これまでさまざまなました。これまでさまざまなました。これまでさまざまなました。これまでさまざまな調調調調査査査査活動や活動や活動や活動や研究研究研究研究などをされているように思います。私もなどをされているように思います。私もなどをされているように思います。私もなどをされているように思います。私も

一一一一昨昨昨昨年、高年、高年、高年、高知知知知県の県の県の県の檮檮檮檮原原原原町町町町に、に、に、に、文文文文教教教教くらし委員会でくらし委員会でくらし委員会でくらし委員会で行行行行かせていただきましたし、また日本かせていただきましたし、また日本かせていただきましたし、また日本かせていただきましたし、また日本共共共共

産産産産党党党党の県の県の県の県議議議議団団団団としましても、高としましても、高としましても、高としましても、高知知知知県のエネルギー政策ですとか長野県のエネルギー政策、県のエネルギー政策ですとか長野県のエネルギー政策、県のエネルギー政策ですとか長野県のエネルギー政策、県のエネルギー政策ですとか長野県のエネルギー政策、

また長野県また長野県また長野県また長野県飯飯飯飯田市の取田市の取田市の取田市の取組組組組など現地など現地など現地など現地調調調調査査査査をしました。をしました。をしました。をしました。ややややはり先進地にはり先進地にはり先進地にはり先進地に足足足足をををを運運運運んでんでんでんで見見見見聞するこ聞するこ聞するこ聞するこ

とは非常にとは非常にとは非常にとは非常に有効有効有効有効だとだとだとだと感感感感じじじじているところですので、このているところですので、このているところですので、このているところですので、この際際際際、この５、この５、この５、この５カカカカ月の間、どのように取月の間、どのように取月の間、どのように取月の間、どのように取

りりりり組組組組まれてきたのかとあわせまして、このような先進地まれてきたのかとあわせまして、このような先進地まれてきたのかとあわせまして、このような先進地まれてきたのかとあわせまして、このような先進地視視視視察察察察、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは調調調調査査査査活動活動活動活動の予の予の予の予算算算算をををを

取っておられるのかどうか。取っておられないのであれば、取っておられるのかどうか。取っておられないのであれば、取っておられるのかどうか。取っておられないのであれば、取っておられるのかどうか。取っておられないのであれば、計画的計画的計画的計画的にににに確確確確保していただきた保していただきた保していただきた保していただきた

いと思いますので、その点お聞かせいただければと思います。いと思いますので、その点お聞かせいただければと思います。いと思いますので、その点お聞かせいただければと思います。いと思いますので、その点お聞かせいただければと思います。

２点目は、２点目は、２点目は、２点目は、小小小小水水水水力力力力発電が先ほど来発電が先ほど来発電が先ほど来発電が先ほど来話題話題話題話題になっていますが、これを本になっていますが、これを本になっていますが、これを本になっていますが、これを本格格格格的的的的にににに普普普普及及及及促促促促進させ進させ進させ進させ

ていく、あるいはていく、あるいはていく、あるいはていく、あるいは既既既既に設に設に設に設置置置置したしたしたした小小小小水水水水力力力力発電を発電を発電を発電を維維維維持持持持、、、、管管管管理していく理していく理していく理していく課題課題課題課題についてお聞きしたについてお聞きしたについてお聞きしたについてお聞きした

いことがあります。いことがあります。いことがあります。いことがあります。

現現現現在在在在、下、下、下、下北北北北山山山山村が村村が村村が村村が村営営営営でででで運運運運営営営営しているしているしているしている小小小小水水水水力力力力発電があります。発電があります。発電があります。発電があります。最大出力最大出力最大出力最大出力９８９８９８９８キロワッキロワッキロワッキロワットトトト

で、年間発電で、年間発電で、年間発電で、年間発電量量量量が６０万が６０万が６０万が６０万キロワッキロワッキロワッキロワットで、およそ１７０トで、およそ１７０トで、およそ１７０トで、およそ１７０世帯世帯世帯世帯のののの消消消消費量費量費量費量に当たるとのことです。に当たるとのことです。に当たるとのことです。に当たるとのことです。

現地の現地の現地の現地の担担担担当者にお聞きしますと、村当者にお聞きしますと、村当者にお聞きしますと、村当者にお聞きしますと、村営営営営ススススポポポポーーーーツ公ツ公ツ公ツ公園園園園の電の電の電の電力力力力にににに使使使使用して、ここの用して、ここの用して、ここの用して、ここのババババンンンンガロガロガロガローーーー

ですとかですとかですとかですとか宿泊宿泊宿泊宿泊研研研研修修修修施施施施設設設設やテやテやテやテニニニニス場、ス場、ス場、ス場、温温温温泉泉泉泉施施施施設などの電設などの電設などの電設などの電気気気気をををを賄賄賄賄うと。そのほか、余った３うと。そのほか、余った３うと。そのほか、余った３うと。そのほか、余った３割割割割

を関を関を関を関西西西西電電電電力力力力にににに売売売売電をしているそうです。ところが、この電をしているそうです。ところが、この電をしているそうです。ところが、この電をしているそうです。ところが、この小小小小水水水水力力力力発電発電発電発電所所所所は、２０年は、２０年は、２０年は、２０年前前前前にににに建建建建設設設設

されたことから、現されたことから、現されたことから、現されたことから、現在在在在のののの買買買買い取り制度の対象にはならないということで、電い取り制度の対象にはならないということで、電い取り制度の対象にはならないということで、電い取り制度の対象にはならないということで、電力力力力をををを売売売売っていっていっていってい

るものの、１るものの、１るものの、１るものの、１キロワッキロワッキロワッキロワット当たり１１円という価ト当たり１１円という価ト当たり１１円という価ト当たり１１円という価格格格格でのでのでのでの売売売売電となっているということです。電となっているということです。電となっているということです。電となっているということです。

今後今後今後今後大大大大幅幅幅幅なななな施施施施設設設設更更更更新新新新をををを行行行行えばえばえばえば新新新新しいものとみなされてしいものとみなされてしいものとみなされてしいものとみなされて新新新新しいしいしいしい買買買買い取り制度の価い取り制度の価い取り制度の価い取り制度の価格格格格にのるとにのるとにのるとにのると

のことで、そうなると、およそ現のことで、そうなると、およそ現のことで、そうなると、およそ現のことで、そうなると、およそ現在在在在のののの売売売売電価電価電価電価格格格格のののの倍倍倍倍の金の金の金の金額額額額になると言われています。ただ、になると言われています。ただ、になると言われています。ただ、になると言われています。ただ、

下下下下北北北北山山山山村の村の村の村の財財財財力力力力ではこれをではこれをではこれをではこれを新新新新設するとか、あるいは設するとか、あるいは設するとか、あるいは設するとか、あるいは大大大大規規規規模模模模改改改改修修修修することはすることはすることはすることは難難難難しいので現しいので現しいので現しいので現在在在在

のままのままのままのまま置置置置いておこうということです。ただ、いておこうということです。ただ、いておこうということです。ただ、いておこうということです。ただ、新新新新たに設たに設たに設たに設置置置置したいと思っても、水したいと思っても、水したいと思っても、水したいと思っても、水利利利利権権権権のののの獲獲獲獲得得得得

の問の問の問の問題題題題ですとか、あるいはですとか、あるいはですとか、あるいはですとか、あるいは河川河川河川河川のののの使使使使用用用用許許許許可可可可に関してに関してに関してに関して国国国国のののの法法法法律律律律のののの縛縛縛縛りなどがあるので、おのりなどがあるので、おのりなどがあるので、おのりなどがあるので、おの

ずずずずとこれ以上設とこれ以上設とこれ以上設とこれ以上設置置置置することにはすることにはすることにはすることには限界限界限界限界が生が生が生が生じじじじるだろうということでいいますと、これからこるだろうということでいいますと、これからこるだろうということでいいますと、これからこるだろうということでいいますと、これからこ

のようなのようなのようなのような小小小小水水水水力力力力発電をどう発電をどう発電をどう発電をどう維維維維持管持管持管持管理していくのか、そして、より理していくのか、そして、より理していくのか、そして、より理していくのか、そして、より有効有効有効有効なななな買買買買い取り制度にのい取り制度にのい取り制度にのい取り制度にの

せていくのかというせていくのかというせていくのかというせていくのかという課題課題課題課題、さらに、、さらに、、さらに、、さらに、新新新新しく設しく設しく設しく設置置置置する場合にいろいろなする場合にいろいろなする場合にいろいろなする場合にいろいろな縛縛縛縛りがありますので、りがありますので、りがありますので、りがありますので、

国や国や国や国や県県県県全全全全体体体体でそこを考えていかなければならないのではないかという問でそこを考えていかなければならないのではないかという問でそこを考えていかなければならないのではないかという問でそこを考えていかなければならないのではないかという問題提起題提起題提起題提起をいただきをいただきをいただきをいただき

ましたので、このましたので、このましたので、このましたので、この際際際際、県としてこういう問、県としてこういう問、県としてこういう問、県としてこういう問題題題題にどう対応されようとしているか、お考えをにどう対応されようとしているか、お考えをにどう対応されようとしているか、お考えをにどう対応されようとしているか、お考えを
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お聞きしておきたいと思います。以上です。お聞きしておきたいと思います。以上です。お聞きしておきたいと思います。以上です。お聞きしておきたいと思います。以上です。

○塩見エネルギー政策課長○塩見エネルギー政策課長○塩見エネルギー政策課長○塩見エネルギー政策課長 宮本副委員長からのご質問、１点目でございます。県職員に宮本副委員長からのご質問、１点目でございます。県職員に宮本副委員長からのご質問、１点目でございます。県職員に宮本副委員長からのご質問、１点目でございます。県職員に

よるよるよるよる再再再再生生生生可可可可能能能能エネルギーの先進地エネルギーの先進地エネルギーの先進地エネルギーの先進地視視視視察察察察の件でございます。先進地にの件でございます。先進地にの件でございます。先進地にの件でございます。先進地に足足足足をををを運運運運ぶぶぶぶことは非常にことは非常にことは非常にことは非常に

有効有効有効有効だということで、この５だということで、この５だということで、この５だということで、この５カカカカ月間の取月間の取月間の取月間の取組組組組と、それから今年度の先進地と、それから今年度の先進地と、それから今年度の先進地と、それから今年度の先進地視視視視察察察察の予の予の予の予算算算算状況を状況を状況を状況を

とのことでございました。とのことでございました。とのことでございました。とのことでございました。

今年度の予今年度の予今年度の予今年度の予算算算算におきましては、エネルギービジョン推進事におきましては、エネルギービジョン推進事におきましては、エネルギービジョン推進事におきましては、エネルギービジョン推進事業業業業等等等等 々々々々、、、、複複複複数の事数の事数の事数の事業業業業の中でトの中でトの中でトの中でト

ータルで５４万６，０００円の先進地ータルで５４万６，０００円の先進地ータルで５４万６，０００円の先進地ータルで５４万６，０００円の先進地視視視視察察察察経経経経費費費費をををを計計計計上しております。その上しております。その上しております。その上しております。その視視視視察察察察経経経経費費費費をををを活活活活用用用用

いたしまして、平成２５年８月にはいたしまして、平成２５年８月にはいたしまして、平成２５年８月にはいたしまして、平成２５年８月には岐阜岐阜岐阜岐阜県県県県郡郡郡郡上市の上市の上市の上市の小小小小水水水水力力力力発電の取発電の取発電の取発電の取組組組組のののの視視視視察察察察をしてまいりをしてまいりをしてまいりをしてまいり

ました。また、ました。また、ました。また、ました。また、同じ同じ同じ同じく８月でございますが、太陽光発電及びく８月でございますが、太陽光発電及びく８月でございますが、太陽光発電及びく８月でございますが、太陽光発電及び風風風風力力力力発電、また、あるいは地発電、また、あるいは地発電、また、あるいは地発電、また、あるいは地

熱熱熱熱発電の取発電の取発電の取発電の取組組組組につきまして、につきまして、につきまして、につきまして、熊熊熊熊本県を本県を本県を本県を視視視視察察察察したところでございます。そのしたところでございます。そのしたところでございます。そのしたところでございます。その視視視視察察察察先で、宮先で、宮先で、宮先で、宮崎崎崎崎

県等県等県等県等 々々々々、他、他、他、他府府府府県の職員とも県の職員とも県の職員とも県の職員とも意見意見意見意見交交交交換換換換をしてをしてをしてをして新新新新しい取しい取しい取しい取組組組組等等等等 々々々々をををを研究研究研究研究してきたところでございしてきたところでございしてきたところでございしてきたところでござい

ます。今後もます。今後もます。今後もます。今後も引引引引きききき続続続続きききき再再再再生生生生可可可可能能能能エネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギーの普普普普及及及及促促促促進をは進をは進をは進をはじじじじめとするエネルギービジョンめとするエネルギービジョンめとするエネルギービジョンめとするエネルギービジョン

の推進のために、他の推進のために、他の推進のために、他の推進のために、他府府府府県県県県視視視視察察察察のののの費費費費用等を用等を用等を用等を活活活活用しながら来年度の予用しながら来年度の予用しながら来年度の予用しながら来年度の予算算算算要要要要求求求求にににに向向向向けて取りけて取りけて取りけて取り組組組組んんんん

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

それから、２つ目の下それから、２つ目の下それから、２つ目の下それから、２つ目の下北北北北山山山山村村村村村村村村営営営営のののの小小小小水水水水力力力力発電の件でございます。この発電の件でございます。この発電の件でございます。この発電の件でございます。この小小小小水水水水力力力力発電で、発電で、発電で、発電で、

今の今の今の今の売売売売電価電価電価電価格格格格が非常に安いと、副委員長がおっしが非常に安いと、副委員長がおっしが非常に安いと、副委員長がおっしが非常に安いと、副委員長がおっしゃゃゃゃいましたとおり、１いましたとおり、１いましたとおり、１いましたとおり、１キロワッキロワッキロワッキロワットトトトアアアアワワワワーーーー

当たり１１円です。これを平成２４年７月からの当たり１１円です。これを平成２４年７月からの当たり１１円です。これを平成２４年７月からの当たり１１円です。これを平成２４年７月からのＦＩＴＦＩＴＦＩＴＦＩＴ制度、制度、制度、制度、固固固固定価定価定価定価格格格格買買買買い取り制度ではい取り制度ではい取り制度ではい取り制度では

２５円になるのですけれども、そ２５円になるのですけれども、そ２５円になるのですけれども、そ２５円になるのですけれども、そちちちちらへらへらへらへ転転転転換換換換できないかというご質問かと思います。できないかというご質問かと思います。できないかというご質問かと思います。できないかというご質問かと思います。

下下下下北北北北山山山山村村村村村村村村営営営営のののの小小小小水水水水力力力力発電につきましては、副委員長がおっし発電につきましては、副委員長がおっし発電につきましては、副委員長がおっし発電につきましては、副委員長がおっしゃゃゃゃいましたとおり、平成いましたとおり、平成いましたとおり、平成いましたとおり、平成

５年７月２２日から関５年７月２２日から関５年７月２２日から関５年７月２２日から関西西西西電電電電力力力力とととと需給需給需給需給契約契約契約契約をををを締締締締結結結結しまして、平成１５年４月１日に、しまして、平成１５年４月１日に、しまして、平成１５年４月１日に、しまして、平成１５年４月１日に、ＲＰＳＲＰＳＲＰＳＲＰＳ

法法法法という、という、という、という、新新新新エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー利利利利用用用用特特特特別措別措別措別措置置置置法法法法と、このと、このと、このと、この法法法法律律律律にににに基基基基づづづづくくくく覚覚覚覚書書書書をををを締締締締結結結結いたしまして、いたしまして、いたしまして、いたしまして、

余余余余剰剰剰剰電電電電力力力力を１を１を１を１キロワッキロワッキロワッキロワットトトトアアアアワワワワー当たりー当たりー当たりー当たり約約約約１１円で関１１円で関１１円で関１１円で関西西西西電電電電力力力力にににに売売売売電されていると聞いており電されていると聞いており電されていると聞いており電されていると聞いており

ます。ます。ます。ます。

昨昨昨昨年７月の年７月の年７月の年７月の再再再再生生生生可可可可能能能能エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー固固固固定価定価定価定価格格格格買買買買い取り制度のい取り制度のい取り制度のい取り制度の導入導入導入導入のののの際際際際には、関には、関には、関には、関西西西西電電電電力力力力から下から下から下から下

北北北北山山山山村村村村役役役役場に、場に、場に、場に、既既既既存存存存の発電設備のの発電設備のの発電設備のの発電設備の固固固固定価定価定価定価格格格格買買買買い取り制度における設備い取り制度における設備い取り制度における設備い取り制度における設備認認認認定手定手定手定手続続続続について説について説について説について説

明に明に明に明に行行行行かれたと聞いております。かれたと聞いております。かれたと聞いております。かれたと聞いております。主主主主なななな内容内容内容内容としましては、としましては、としましては、としましては、買買買買い取り期間はい取り期間はい取り期間はい取り期間は新新新新設の場合は２設の場合は２設の場合は２設の場合は２

０年間でございますが、０年間でございますが、０年間でございますが、０年間でございますが、既既既既存存存存設備の場合も、２０年から設備の場合も、２０年から設備の場合も、２０年から設備の場合も、２０年から既既既既にににに運運運運転転転転した期間をした期間をした期間をした期間を差差差差しししし引引引引いた期いた期いた期いた期

間が間が間が間が買買買買い取りにい取りにい取りにい取りに変変変変換換換換できると説明されました。ですので、下できると説明されました。ですので、下できると説明されました。ですので、下できると説明されました。ですので、下北北北北山山山山村村村村村村村村営営営営のののの小小小小水水水水力力力力発電につ発電につ発電につ発電につ

きましては、きましては、きましては、きましては、稼稼稼稼働期間が平成５年７月２２日からとなりますので、２０年からその働期間が平成５年７月２２日からとなりますので、２０年からその働期間が平成５年７月２２日からとなりますので、２０年からその働期間が平成５年７月２２日からとなりますので、２０年からその稼稼稼稼働期働期働期働期

間を間を間を間を引引引引きますと、きますと、きますと、きますと、買買買買い取り期間が残り１年間しかなかったということで、当時、村の発電い取り期間が残り１年間しかなかったということで、当時、村の発電い取り期間が残り１年間しかなかったということで、当時、村の発電い取り期間が残り１年間しかなかったということで、当時、村の発電
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機機機機器器器器がががが故故故故障障障障していたこともございまして、下していたこともございまして、下していたこともございまして、下していたこともございまして、下北北北北山山山山村は村は村は村は断念断念断念断念されたと聞いております。以上されたと聞いております。以上されたと聞いております。以上されたと聞いております。以上

でございます。でございます。でございます。でございます。

○宮本副委員長○宮本副委員長○宮本副委員長○宮本副委員長 ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。

質問は、要はそういう事質問は、要はそういう事質問は、要はそういう事質問は、要はそういう事態態態態にににに陥陥陥陥るるるる既既既既存存存存のののの小小小小水水水水力力力力発電発電発電発電所所所所があるということです。これからがあるということです。これからがあるということです。これからがあるということです。これから

設設設設置置置置する場合にいろいろする場合にいろいろする場合にいろいろする場合にいろいろ縛縛縛縛りもあるとりもあるとりもあるとりもあると総総総総合合合合的的的的にににに勘勘勘勘案案案案して、して、して、して、国や国や国や国や県県県県全全全全体体体体でよりスでよりスでよりスでよりスムムムムーーーーズズズズにににに小小小小

水水水水力力力力発電が、例えば市発電が、例えば市発電が、例えば市発電が、例えば市町町町町村村村村やややや民間民間民間民間団団団団体体体体が設が設が設が設置置置置できるようにするできるようにするできるようにするできるようにするべべべべきではないかという問きではないかという問きではないかという問きではないかという問題題題題

提起提起提起提起をさせていただいたので、そのをさせていただいたので、そのをさせていただいたので、そのをさせていただいたので、その辺辺辺辺のお考えをお聞かせいただきたかったのです。のお考えをお聞かせいただきたかったのです。のお考えをお聞かせいただきたかったのです。のお考えをお聞かせいただきたかったのです。何何何何かかかか

お考えがあったらお聞かせいただきたいと思っています。といいますのも、高お考えがあったらお聞かせいただきたいと思っています。といいますのも、高お考えがあったらお聞かせいただきたいと思っています。といいますのも、高お考えがあったらお聞かせいただきたいと思っています。といいますのも、高知知知知県県県県やややや長野長野長野長野

県に県に県に県に行行行行って、県のって、県のって、県のって、県の担担担担当者と当者と当者と当者と意見意見意見意見交交交交換換換換しました。しました。しました。しました。共共共共通して通して通して通して述べ述べ述べ述べられたのは、これまでのられたのは、これまでのられたのは、これまでのられたのは、これまでの国国国国のののの

電電電電力力力力政策がいかに政策がいかに政策がいかに政策がいかに大資大資大資大資本によって本によって本によって本によってゆゆゆゆがめられてきたか、がめられてきたか、がめられてきたか、がめられてきたか、大大大大手の電手の電手の電手の電力力力力会会会会社社社社によってによってによってによって決決決決められめられめられめられ

てきたか、これがてきたか、これがてきたか、これがてきたか、これが共共共共通する通する通する通する意見意見意見意見です。これからの電です。これからの電です。これからの電です。これからの電力力力力政策は、地政策は、地政策は、地政策は、地方分方分方分方分散散散散型型型型、そして、そして、そして、そして小規小規小規小規模模模模、、、、

こういったところでこういったところでこういったところでこういったところで個個個個 々々々々人人人人のののの家庭家庭家庭家庭が自が自が自が自分分分分のところの電のところの電のところの電のところの電力力力力を自を自を自を自分分分分のところでのところでのところでのところで賄賄賄賄う、太陽光発う、太陽光発う、太陽光発う、太陽光発

電ですとか電ですとか電ですとか電ですとか小小小小水水水水力力力力発電とか、生ごみを発電とか、生ごみを発電とか、生ごみを発電とか、生ごみを堆肥堆肥堆肥堆肥化化化化するとか、いろいろあわせまして、そういうするとか、いろいろあわせまして、そういうするとか、いろいろあわせまして、そういうするとか、いろいろあわせまして、そういう

人人人人間の生間の生間の生間の生活活活活全全全全体体体体のののの見直見直見直見直し、そして電し、そして電し、そして電し、そして電力供給力供給力供給力供給もももも子子子子会会会会社化社化社化社化していく、していく、していく、していく、小小小小さいさいさいさい企企企企業業業業でも取りでも取りでも取りでも取り組組組組めめめめ

るようにする。あるいは市るようにする。あるいは市るようにする。あるいは市るようにする。あるいは市町町町町村、村、村、村、人人人人口の少ない口の少ない口の少ない口の少ない規規規規模模模模の村でもできるようにしていく。このの村でもできるようにしていく。このの村でもできるようにしていく。このの村でもできるようにしていく。この

ために県政が心をために県政が心をために県政が心をために県政が心を砕砕砕砕くことがくことがくことがくことが大大大大事だということに非常に事だということに非常に事だということに非常に事だということに非常に感感感感銘銘銘銘を受けたわけです。下を受けたわけです。下を受けたわけです。下を受けたわけです。下北北北北山山山山村村村村

のののの小小小小水水水水力力力力発電が発電が発電が発電が直直直直面面面面してる問してる問してる問してる問題題題題はあくまでも一例です。これを一つのはあくまでも一例です。これを一つのはあくまでも一例です。これを一つのはあくまでも一例です。これを一つの材材材材料料料料にしても、そうにしても、そうにしても、そうにしても、そう

いういういういう観観観観点に点に点に点に立立立立っていただいてっていただいてっていただいてっていただいてぜぜぜぜひひひひ今後のビジョンを考えていただきたいので、その今後のビジョンを考えていただきたいので、その今後のビジョンを考えていただきたいので、その今後のビジョンを考えていただきたいので、その辺辺辺辺の考の考の考の考

えはどうですかということで、地域振興部長からえはどうですかということで、地域振興部長からえはどうですかということで、地域振興部長からえはどうですかということで、地域振興部長から決意決意決意決意も込めても込めても込めても込めて見見見見解を、解を、解を、解を、原原原原稿稿稿稿なしでおなしでおなしでおなしでお述べ述べ述べ述べ

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

○野村地域振興部長○野村地域振興部長○野村地域振興部長○野村地域振興部長 原原原原稿稿稿稿はございませんが、今、宮本副委員長が言われましたように、はございませんが、今、宮本副委員長が言われましたように、はございませんが、今、宮本副委員長が言われましたように、はございませんが、今、宮本副委員長が言われましたように、

奈良県のエネルギービジョン推進の取奈良県のエネルギービジョン推進の取奈良県のエネルギービジョン推進の取奈良県のエネルギービジョン推進の取組組組組全全全全体体体体がががが再再再再生生生生可可可可能能能能エネルギーをどんどんエネルギーをどんどんエネルギーをどんどんエネルギーをどんどんふふふふややややすといすといすといすとい

う取う取う取う取組組組組になっております。本年度はになっております。本年度はになっております。本年度はになっております。本年度は初初初初年度ですので、年度ですので、年度ですので、年度ですので、具具具具体体体体の事の事の事の事業業業業はまだまだはまだまだはまだまだはまだまだ不十分不十分不十分不十分でもあでもあでもあでもあ

ると思います。これを、先ほど高柳委員からも、また、今、副委員長も言われましたが、ると思います。これを、先ほど高柳委員からも、また、今、副委員長も言われましたが、ると思います。これを、先ほど高柳委員からも、また、今、副委員長も言われましたが、ると思います。これを、先ほど高柳委員からも、また、今、副委員長も言われましたが、

先進地など、いろいろな県のいろいろないい取先進地など、いろいろな県のいろいろないい取先進地など、いろいろな県のいろいろないい取先進地など、いろいろな県のいろいろないい取組組組組があるようであれば、それを奈良県ででがあるようであれば、それを奈良県ででがあるようであれば、それを奈良県ででがあるようであれば、それを奈良県でで

きないかというきないかというきないかというきないかという観観観観点で点で点で点で拾拾拾拾い上げてい上げてい上げてい上げてややややっていきたいと思いますし、っていきたいと思いますし、っていきたいと思いますし、っていきたいと思いますし、実実実実際際際際、、、、吉吉吉吉野野野野町町町町のののの小小小小水水水水力利力利力利力利

用推進用推進用推進用推進協議協議協議協議会があったと思います。今後の会があったと思います。今後の会があったと思います。今後の会があったと思います。今後の小小小小水水水水力力力力発電の発電の発電の発電の維維維維持持持持補補補補修修修修とかも含めても、地域でとかも含めても、地域でとかも含めても、地域でとかも含めても、地域で

盛盛盛盛り上がっていくことがり上がっていくことがり上がっていくことがり上がっていくことが大大大大事だと思います。このような事だと思います。このような事だと思います。このような事だと思います。このような動動動動きが、例えばきが、例えばきが、例えばきが、例えば東吉東吉東吉東吉野村にも野村にも野村にも野村にも広広広広がががが

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話話話話も聞いております。ただ、そういうところにありましても、も聞いております。ただ、そういうところにありましても、も聞いております。ただ、そういうところにありましても、も聞いております。ただ、そういうところにありましても、休休休休日ですけ日ですけ日ですけ日ですけ

れど、うれど、うれど、うれど、うちちちちの職員がの職員がの職員がの職員が東吉東吉東吉東吉野村に野村に野村に野村に行行行行ったりとか、そういう取ったりとか、そういう取ったりとか、そういう取ったりとか、そういう取組組組組をををを実実実実際際際際ににににややややっているところでっているところでっているところでっているところで
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ございまして、県も一ございまして、県も一ございまして、県も一ございまして、県も一緒緒緒緒にににに入入入入ってってってって課題課題課題課題解解解解決決決決に心をに心をに心をに心を砕砕砕砕いていくいていくいていくいていく姿勢姿勢姿勢姿勢ででででややややっていきたいと思いっていきたいと思いっていきたいと思いっていきたいと思い

ますし、また、いろいろな事ますし、また、いろいろな事ますし、また、いろいろな事ますし、また、いろいろな事業業業業につきましても、いろいろな関係者、あるいはほかの県、につきましても、いろいろな関係者、あるいはほかの県、につきましても、いろいろな関係者、あるいはほかの県、につきましても、いろいろな関係者、あるいはほかの県、

事事事事業業業業者、いろいろな者、いろいろな者、いろいろな者、いろいろな方方方方 々々々々ののののアアアアイデイデイデイデアアアアとか、そういうものをいただきながらとか、そういうものをいただきながらとか、そういうものをいただきながらとか、そういうものをいただきながら積極積極積極積極的的的的にににに施施施施策に策に策に策に

盛盛盛盛り込んでいきたいと、り込んでいきたいと、り込んでいきたいと、り込んでいきたいと、再再再再生生生生可可可可能能能能エネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギーの普普普普及及及及拡大拡大拡大拡大、そのエネルギーの地、そのエネルギーの地、そのエネルギーの地、そのエネルギーの地産産産産地地地地消消消消に少に少に少に少

しでもしでもしでもしでも貢献貢献貢献貢献していきたいと、自していきたいと、自していきたいと、自していきたいと、自給率給率給率給率を高めていきたいと考えております。を高めていきたいと考えております。を高めていきたいと考えております。を高めていきたいと考えております。

○宮本副委員長○宮本副委員長○宮本副委員長○宮本副委員長 ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。

最最最最後に後に後に後に意見意見意見意見だけ申し上げます。だけ申し上げます。だけ申し上げます。だけ申し上げます。繰繰繰繰りりりり返返返返しになりますが、しになりますが、しになりますが、しになりますが、東東東東日本日本日本日本大大大大震震震震災災災災から２年から２年から２年から２年半半半半の事の事の事の事態態態態

を受けて、日本を受けて、日本を受けて、日本を受けて、日本社社社社会会会会全全全全体体体体が長年が長年が長年が長年続続続続けてきたエネルギー政策の一けてきたエネルギー政策の一けてきたエネルギー政策の一けてきたエネルギー政策の一番根番根番根番根っこの部っこの部っこの部っこの部分分分分にににに気気気気づづづづいたいたいたいた

のだと思うのです。そういったことがこののだと思うのです。そういったことがこののだと思うのです。そういったことがこののだと思うのです。そういったことがこの前前前前のののの参参参参議議議議院院院院議議議議員員員員選選選選挙でも挙でも挙でも挙でも大大大大きく問われて、きく問われて、きく問われて、きく問われて、脱原脱原脱原脱原

発を発を発を発を主主主主張張張張するするするする方方方方が当が当が当が当選選選選する、予する、予する、予する、予想想想想をををを覆覆覆覆して当して当して当して当選選選選するということがするということがするということがするということが起起起起こったりもしたわけでこったりもしたわけでこったりもしたわけでこったりもしたわけで

すから、県がエネルギー政策を考えるすから、県がエネルギー政策を考えるすから、県がエネルギー政策を考えるすから、県がエネルギー政策を考える際際際際に、これまでのに、これまでのに、これまでのに、これまでの大資大資大資大資本中心の本中心の本中心の本中心のゆゆゆゆがめられた電がめられた電がめられた電がめられた電力力力力政政政政

策の策の策の策の反省反省反省反省にににに立立立立って、こういったものとしっかりって、こういったものとしっかりって、こういったものとしっかりって、こういったものとしっかり戦戦戦戦って、って、って、って、分分分分散散散散型型型型のエネルギー政策を考えるのエネルギー政策を考えるのエネルギー政策を考えるのエネルギー政策を考える

べべべべきだという私きだという私きだという私きだという私個個個個人人人人のののの主主主主張張張張を申し上げてを申し上げてを申し上げてを申し上げて終終終終わりたいと思います。以上です。わりたいと思います。以上です。わりたいと思います。以上です。わりたいと思います。以上です。

○井岡委員○井岡委員○井岡委員○井岡委員 通告しておりませんので、また次の通告しておりませんので、また次の通告しておりませんので、また次の通告しておりませんので、また次の宿宿宿宿題題題題として言いたいと思います。として言いたいと思います。として言いたいと思います。として言いたいと思います。多多多多分分分分わわわわ

からないと思いますのでまた次でからないと思いますのでまた次でからないと思いますのでまた次でからないと思いますのでまた次で結構結構結構結構ですが、太陽光発電ですけれども、例えば、今自治ですが、太陽光発電ですけれども、例えば、今自治ですが、太陽光発電ですけれども、例えば、今自治ですが、太陽光発電ですけれども、例えば、今自治

会が会が会が会が所所所所有有有有されているという太陽光パネルとか、自治されているという太陽光パネルとか、自治されているという太陽光パネルとか、自治されているという太陽光パネルとか、自治体体体体が地が地が地が地縁縁縁縁団団団団体体体体かかかか財財財財産産産産区区区区であるのか、であるのか、であるのか、であるのか、普普普普

通の自治会であれば通の自治会であれば通の自治会であれば通の自治会であれば固固固固定定定定資産資産資産資産税税税税もももも賦賦賦賦課課課課される。それともう一つ、今度、される。それともう一つ、今度、される。それともう一つ、今度、される。それともう一つ、今度、近近近近鉄鉄鉄鉄が設が設が設が設置置置置されるされるされるされる

メメメメガソガソガソガソーーーーララララーとか、これのーとか、これのーとか、これのーとか、これの固固固固定定定定資産資産資産資産のののの償償償償却却却却資産資産資産資産はどのようになっているのか、はどのようになっているのか、はどのようになっているのか、はどのようになっているのか、償償償償却却却却資産資産資産資産は、は、は、は、

企企企企業業業業のかなりのかなりのかなりのかなり負担負担負担負担になるのだろうけれども、そういうになるのだろうけれども、そういうになるのだろうけれども、そういうになるのだろうけれども、そういう課課課課税税税税は、市は、市は、市は、市町町町町村で、どうようにされ村で、どうようにされ村で、どうようにされ村で、どうようにされ

ておられるのかを、ておられるのかを、ておられるのかを、ておられるのかを、多多多多分分分分ききききょょょょうはうはうはうは税税税税務担務担務担務担当者がおられないので、また今度お当者がおられないので、また今度お当者がおられないので、また今度お当者がおられないので、また今度お答答答答え願いたいえ願いたいえ願いたいえ願いたい

と思います。と思います。と思います。と思います。

それから、それから、それから、それから、固固固固定定定定資産資産資産資産税税税税に関しましても、に関しましても、に関しましても、に関しましても、農林農林農林農林部がおられますので、部がおられますので、部がおられますので、部がおられますので、山山山山林林林林の部の部の部の部分分分分とかとかとかとか農農農農地地地地

の部の部の部の部分分分分においても、においても、においても、においても、転転転転用されると用されると用されると用されると固固固固定定定定資産資産資産資産税税税税が上がるわけです。当然、が上がるわけです。当然、が上がるわけです。当然、が上がるわけです。当然、山山山山林林林林の場合はの場合はの場合はの場合は転転転転用用用用

は要らないけれども、は要らないけれども、は要らないけれども、は要らないけれども、結構結構結構結構評価が上がってくるのか、その評価が上がってくるのか、その評価が上がってくるのか、その評価が上がってくるのか、その辺辺辺辺固固固固定定定定資産資産資産資産税税税税もどのもどのもどのもどの程程程程度上がる度上がる度上がる度上がる

のか、それによってのか、それによってのか、それによってのか、それによって大分大分大分大分収益収益収益収益バラバラバラバランスがンスがンスがンスが狂狂狂狂ってきます。それと、今度またおってきます。それと、今度またおってきます。それと、今度またおってきます。それと、今度またお答答答答えいただきえいただきえいただきえいただき

たいのは、たいのは、たいのは、たいのは、農農農農地の地の地の地の分分分分で、で、で、で、耕耕耕耕作作作作放棄放棄放棄放棄地がこれだけ余っていますけれども、日地がこれだけ余っていますけれども、日地がこれだけ余っていますけれども、日地がこれだけ余っていますけれども、日影影影影のののの作作作作物物物物をつくをつくをつくをつく

っていながら上に太陽光パネルを設っていながら上に太陽光パネルを設っていながら上に太陽光パネルを設っていながら上に太陽光パネルを設置置置置すると、すると、すると、すると、農農農農地地地地転転転転用しなくてもそのまま用しなくてもそのまま用しなくてもそのまま用しなくてもそのまま農農農農地のままで、地のままで、地のままで、地のままで、

固固固固定定定定資産資産資産資産税税税税はははは農農農農地のままだったら１地のままだったら１地のままだったら１地のままだったら１反二反二反二反二、、、、三三三三千千千千円かで安いですね。それで、日円かで安いですね。それで、日円かで安いですね。それで、日円かで安いですね。それで、日影影影影のののの作作作作物物物物をををを

耕耕耕耕作作作作してその上で太陽光パネルをつくったら、してその上で太陽光パネルをつくったら、してその上で太陽光パネルをつくったら、してその上で太陽光パネルをつくったら、農農農農地のままで太陽光パネルをつけられると地のままで太陽光パネルをつけられると地のままで太陽光パネルをつけられると地のままで太陽光パネルをつけられると

いう事例がいう事例がいう事例がいう事例が三重三重三重三重県であるらしいのですけれども、その県であるらしいのですけれども、その県であるらしいのですけれども、その県であるらしいのですけれども、その辺辺辺辺もももも詳詳詳詳しくわかればお願いしたいとしくわかればお願いしたいとしくわかればお願いしたいとしくわかればお願いしたいと



---- 22222222 ----

思っております。思っております。思っております。思っております。恐恐恐恐らくらくらくらく農農農農地地地地法法法法のののの改改改改正が、なかなか進まないと思いますし、正が、なかなか進まないと思いますし、正が、なかなか進まないと思いますし、正が、なかなか進まないと思いますし、農農農農地地地地転転転転用をし用をし用をし用をし

なければ太陽光パネル設なければ太陽光パネル設なければ太陽光パネル設なければ太陽光パネル設置置置置できない現状で一度にできない現状で一度にできない現状で一度にできない現状で一度に固固固固定定定定資産資産資産資産税税税税が上がるから平野部などでの、が上がるから平野部などでの、が上がるから平野部などでの、が上がるから平野部などでの、

耕耕耕耕作作作作放棄放棄放棄放棄地では太陽光発電は進まないと思いますので、その地では太陽光発電は進まないと思いますので、その地では太陽光発電は進まないと思いますので、その地では太陽光発電は進まないと思いますので、その辺辺辺辺をまた、次でよろしいのでをまた、次でよろしいのでをまた、次でよろしいのでをまた、次でよろしいので

調べ調べ調べ調べておいてください。以上です。ておいてください。以上です。ておいてください。以上です。ておいてください。以上です。

○猪奥委員長○猪奥委員長○猪奥委員長○猪奥委員長 では、次回、ご回では、次回、ご回では、次回、ご回では、次回、ご回答答答答をお願いいたします。をお願いいたします。をお願いいたします。をお願いいたします。

ほかにもうありませんね。ほかにもうありませんね。ほかにもうありませんね。ほかにもうありませんね。

（（（（「「「「ございませんございませんございませんございません」」」」とととと呼ぶ呼ぶ呼ぶ呼ぶ者あり）者あり）者あり）者あり）

なければ、これをもなければ、これをもなければ、これをもなければ、これをもちちちちまして質疑はまして質疑はまして質疑はまして質疑は終終終終わります。わります。わります。わります。

それでは、理事者のそれでは、理事者のそれでは、理事者のそれでは、理事者の方方方方 々々々々はごはごはごはご退退退退室願います。ありがとうございました。室願います。ありがとうございました。室願います。ありがとうございました。室願います。ありがとうございました。

委員の委員の委員の委員の方方方方は少しお残りください。は少しお残りください。は少しお残りください。は少しお残りください。

（理事者（理事者（理事者（理事者退席退席退席退席））））

それでは、本日の委員会を受けまして、委員間それでは、本日の委員会を受けまして、委員間それでは、本日の委員会を受けまして、委員間それでは、本日の委員会を受けまして、委員間討討討討議議議議をををを行行行行いたいと思います。委員間いたいと思います。委員間いたいと思います。委員間いたいと思います。委員間討討討討議議議議

につきましては、当委員会のにつきましては、当委員会のにつきましては、当委員会のにつきましては、当委員会の所管所管所管所管事項でありますエネルギー政策の推進について、今後事項でありますエネルギー政策の推進について、今後事項でありますエネルギー政策の推進について、今後事項でありますエネルギー政策の推進について、今後特特特特

にににに議論議論議論議論をををを深深深深めるめるめるめるべべべべきききき課題や論課題や論課題や論課題や論点についてご点についてご点についてご点についてご協議協議協議協議いただきたいと思っておりますので、お願いただきたいと思っておりますので、お願いただきたいと思っておりますので、お願いただきたいと思っておりますので、お願

いをいたします。いをいたします。いをいたします。いをいたします。

お手お手お手お手元元元元に、８月５日にに、８月５日にに、８月５日にに、８月５日に実施実施実施実施いたしました県いたしました県いたしました県いたしました県内調内調内調内調査査査査のののの結果結果結果結果をおをおをおをお配配配配りしております。りしております。りしております。りしております。結果結果結果結果のののの

詳詳詳詳細細細細についてはについてはについてはについては資料資料資料資料をごらんください。をごらんください。をごらんください。をごらんください。

この報告も含めまして、今後、当委員会で取りこの報告も含めまして、今後、当委員会で取りこの報告も含めまして、今後、当委員会で取りこの報告も含めまして、今後、当委員会で取り組組組組むむむむべべべべきききき方向や議論方向や議論方向や議論方向や議論をををを深深深深めるめるめるめるべべべべきききき課題や課題や課題や課題や

論論論論点等についてご点等についてご点等についてご点等についてご意見意見意見意見をいただきたいと思いますが、をいただきたいと思いますが、をいただきたいと思いますが、をいただきたいと思いますが、何何何何かご発言ありますか。かご発言ありますか。かご発言ありますか。かご発言ありますか。

○上田委員○上田委員○上田委員○上田委員 先ほど来先ほど来先ほど来先ほど来ずずずずっと委員の質問なりっと委員の質問なりっと委員の質問なりっと委員の質問なり答弁答弁答弁答弁を聞かせてもらっていて、地域振興部エを聞かせてもらっていて、地域振興部エを聞かせてもらっていて、地域振興部エを聞かせてもらっていて、地域振興部エ

ネルギー政策ネルギー政策ネルギー政策ネルギー政策課課課課だけでこの委員会をしているようなだけでこの委員会をしているようなだけでこの委員会をしているようなだけでこの委員会をしているような雰囲雰囲雰囲雰囲気気気気です。これでもつのかと。このです。これでもつのかと。このです。これでもつのかと。このです。これでもつのかと。この

特特特特別別別別委員会を委員会を委員会を委員会を立ち立ち立ち立ち上げて、エネルギー政策推進という上げて、エネルギー政策推進という上げて、エネルギー政策推進という上げて、エネルギー政策推進という意味意味意味意味で、で、で、で、オオオオール県ール県ール県ール県庁庁庁庁でもっとでもっとでもっとでもっと多岐多岐多岐多岐にににに

わたるつながりの部わたるつながりの部わたるつながりの部わたるつながりの部分分分分が、委員会にが、委員会にが、委員会にが、委員会に出出出出席席席席していただかなければならない部もしていただかなければならない部もしていただかなければならない部もしていただかなければならない部も往往往往 々々々々にしてあにしてあにしてあにしてあ

るのではないかという思いを、この２回の委員会をるのではないかという思いを、この２回の委員会をるのではないかという思いを、この２回の委員会をるのではないかという思いを、この２回の委員会を見見見見てててて感感感感じじじじました。ました。ました。ました。

先ほど井岡委員が予告質問のようなことをしましたけれども、できたら、例えば先ほど井岡委員が予告質問のようなことをしましたけれども、できたら、例えば先ほど井岡委員が予告質問のようなことをしましたけれども、できたら、例えば先ほど井岡委員が予告質問のようなことをしましたけれども、できたら、例えば税税税税務務務務関関関関

係、次回係、次回係、次回係、次回出出出出席席席席してもらってしてもらってしてもらってしてもらって答弁答弁答弁答弁してもらうということも、委員会のしてもらうということも、委員会のしてもらうということも、委員会のしてもらうということも、委員会の運運運運営営営営上考えないといけ上考えないといけ上考えないといけ上考えないといけ

ないのではないか。ないのではないか。ないのではないか。ないのではないか。塩塩塩塩見見見見エネルギー政策エネルギー政策エネルギー政策エネルギー政策課課課課長一長一長一長一人人人人で、はっきり言ってこの委員会はもで、はっきり言ってこの委員会はもで、はっきり言ってこの委員会はもで、はっきり言ってこの委員会はもちちちちまままま

せん、２年間。そういう思いをせん、２年間。そういう思いをせん、２年間。そういう思いをせん、２年間。そういう思いをちょちょちょちょっとっとっとっと持ち持ち持ち持ちましたので、例えば事ましたので、例えば事ましたので、例えば事ましたので、例えば事前前前前通告ではないけれど通告ではないけれど通告ではないけれど通告ではないけれど

も、こんな質問もあると、地域振興部だけのも、こんな質問もあると、地域振興部だけのも、こんな質問もあると、地域振興部だけのも、こんな質問もあると、地域振興部だけの話話話話とととと違違違違うと、うと、うと、うと、産業産業産業産業・・・・雇雇雇雇用振興部も用振興部も用振興部も用振興部も出出出出てきてと、てきてと、てきてと、てきてと、

経済労働にかかわる部経済労働にかかわる部経済労働にかかわる部経済労働にかかわる部分分分分もももも出出出出てきてというようなことを委員会てきてというようなことを委員会てきてというようなことを委員会てきてというようなことを委員会開開開開会会会会前前前前にににに前前前前もってもってもってもって出出出出しておしておしておしてお
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いたほうがいいのではないかと思います。そんなことをいたほうがいいのではないかと思います。そんなことをいたほうがいいのではないかと思います。そんなことをいたほうがいいのではないかと思います。そんなことを感感感感じじじじました。まして、このビジョました。まして、このビジョました。まして、このビジョました。まして、このビジョ

ンの推進とかいうンの推進とかいうンの推進とかいうンの推進とかいう大大大大きなきなきなきな話話話話、高柳委員があの、高柳委員があの、高柳委員があの、高柳委員があの切切切切り口で言ったときに、きり口で言ったときに、きり口で言ったときに、きり口で言ったときに、きょょょょうだけではうだけではうだけではうだけでは答弁答弁答弁答弁

できない。できない。できない。できない。

○高柳委員○高柳委員○高柳委員○高柳委員 教育教育教育教育のののの話話話話もももも出出出出てくるし、みんなてくるし、みんなてくるし、みんなてくるし、みんな出出出出てくる。だけど、それを準備しておかないてくる。だけど、それを準備しておかないてくる。だけど、それを準備しておかないてくる。だけど、それを準備しておかない

といけないものね。といけないものね。といけないものね。といけないものね。

○上田委員○上田委員○上田委員○上田委員 だから事だから事だから事だから事前前前前に、委員会に、委員会に、委員会に、委員会開開開開会までに、こういう会までに、こういう会までに、こういう会までに、こういう切切切切り口で次り口で次り口で次り口で次議論議論議論議論しようというのしようというのしようというのしようというの

をもしをもしをもしをもし出出出出せるならば、委員会せるならば、委員会せるならば、委員会せるならば、委員会開開開開会に会に会に会に向向向向けての準備を、ほかの理事者けての準備を、ほかの理事者けての準備を、ほかの理事者けての準備を、ほかの理事者側側側側のののの出出出出席席席席要要要要請請請請も含めても含めても含めても含めて

しておかなければいけないのとしておかなければいけないのとしておかなければいけないのとしておかなければいけないのと違違違違うかなとうかなとうかなとうかなと感感感感じじじじました。ました。ました。ました。

○高柳委員○高柳委員○高柳委員○高柳委員 すすめるところで、すすめるところで、すすめるところで、すすめるところで、ややややはりはりはりはり国国国国のののの持持持持っているっているっているっている課題課題課題課題がががが多多多多くて、そのことはそのこくて、そのことはそのこくて、そのことはそのこくて、そのことはそのこ

とでまた項をとでまた項をとでまた項をとでまた項を起起起起こして、ここのこして、ここのこして、ここのこして、ここの見方見方見方見方をををを整整整整理したらいいと思うのです。理したらいいと思うのです。理したらいいと思うのです。理したらいいと思うのです。毎毎毎毎回回回回同じ同じ同じ同じネタでネタでネタでネタでややややるるるる

のもいいのだけれど、のもいいのだけれど、のもいいのだけれど、のもいいのだけれど、切切切切りりりり方方方方をををを変変変変えながらえながらえながらえながらややややっていって、私っていって、私っていって、私っていって、私達達達達がビジョンをつくるときのがビジョンをつくるときのがビジョンをつくるときのがビジョンをつくるときの

イイイイメメメメージをージをージをージを出出出出すというか、次すというか、次すというか、次すというか、次 々々々々に問に問に問に問題提起題提起題提起題提起していかなかったら、２年間で回数していかなかったら、２年間で回数していかなかったら、２年間で回数していかなかったら、２年間で回数限限限限られていられていられていられてい

るわけだから。それでるわけだから。それでるわけだから。それでるわけだから。それで結結結結論論論論をををを出出出出さないといけないというさないといけないというさないといけないというさないといけないという話話話話の中からいったときに、ビジョの中からいったときに、ビジョの中からいったときに、ビジョの中からいったときに、ビジョ

ンにンにンにンに反反反反映映映映させるのはどこまでかというさせるのはどこまでかというさせるのはどこまでかというさせるのはどこまでかという話話話話になります。だから、そこはそこで、自になります。だから、そこはそこで、自になります。だから、そこはそこで、自になります。だから、そこはそこで、自分分分分のことのことのことのこと

はははは展展展展開開開開するけれども、ビジョンの中身をどうするけれども、ビジョンの中身をどうするけれども、ビジョンの中身をどうするけれども、ビジョンの中身をどう深深深深めていくかみたいなめていくかみたいなめていくかみたいなめていくかみたいな論議論議論議論議を一つ一つを一つ一つを一つ一つを一つ一つ起起起起こしこしこしこし

ていくことも必要とていくことも必要とていくことも必要とていくことも必要と違違違違うかと。うかと。うかと。うかと。大大大大事だと思ったらどんどん言ってくれたらいいと、そう思事だと思ったらどんどん言ってくれたらいいと、そう思事だと思ったらどんどん言ってくれたらいいと、そう思事だと思ったらどんどん言ってくれたらいいと、そう思

ったりしている。本当にったりしている。本当にったりしている。本当にったりしている。本当に落落落落としどころはとしどころはとしどころはとしどころは難難難難しい。しい。しい。しい。

○和田委員○和田委員○和田委員○和田委員 一つはっきりしていることは、事一つはっきりしていることは、事一つはっきりしていることは、事一つはっきりしていることは、事前前前前通告できるという場合には、通告できるという場合には、通告できるという場合には、通告できるという場合には、積極積極積極積極的的的的にこにこにこにこ

こにこにこにこに参参参参加していただく理事者加していただく理事者加していただく理事者加していただく理事者側側側側以以以以外外外外のののの分分分分についてについてについてについて答答答答えてもらわなければならないというこえてもらわなければならないというこえてもらわなければならないというこえてもらわなければならないというこ

とがはっきりしておったら、関とがはっきりしておったら、関とがはっきりしておったら、関とがはっきりしておったら、関連連連連してしてしてして参参参参加をしてもらえばいい。そして、加をしてもらえばいい。そして、加をしてもらえばいい。そして、加をしてもらえばいい。そして、答弁答弁答弁答弁をいただくをいただくをいただくをいただく

と。だから、上田委員のおっしと。だから、上田委員のおっしと。だから、上田委員のおっしと。だから、上田委員のおっしゃゃゃゃったったったったややややりりりり方方方方は、少なくともこの委員会では必要であるとは、少なくともこの委員会では必要であるとは、少なくともこの委員会では必要であるとは、少なくともこの委員会では必要であると

思いました。思いました。思いました。思いました。

○猪奥委員長○猪奥委員長○猪奥委員長○猪奥委員長 必要な理事者の必要な理事者の必要な理事者の必要な理事者の出出出出席席席席なんかになんかになんかになんかに……………………。。。。

○上田委員○上田委員○上田委員○上田委員 ルールとして、正副委員長会ルールとして、正副委員長会ルールとして、正副委員長会ルールとして、正副委員長会議議議議をををを改改改改選選選選後後後後開開開開催催催催しました。あそこでの取りしました。あそこでの取りしました。あそこでの取りしました。あそこでの取り決決決決めめめめ

ががががベベベベースでースでースでースで各各各各委員会を委員会を委員会を委員会を運運運運営営営営するわけだから、そこをするわけだから、そこをするわけだから、そこをするわけだから、そこを逸逸逸逸脱脱脱脱するような部するような部するような部するような部分分分分があれば、があれば、があれば、があれば、ちょちょちょちょっっっっ

とこれまたとこれまたとこれまたとこれまた諮諮諮諮りりりり直直直直ししながら、できるだけししながら、できるだけししながら、できるだけししながら、できるだけ議論議論議論議論がががが深深深深められるようにめられるようにめられるようにめられるように工工工工夫しまし夫しまし夫しまし夫しましょょょょう。う。う。う。

○猪奥委員長○猪奥委員長○猪奥委員長○猪奥委員長 そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。相相相相談談談談させてください。させてください。させてください。させてください。

○井岡委員○井岡委員○井岡委員○井岡委員 だから、ほかでもだから、ほかでもだから、ほかでもだから、ほかでも特特特特別別別別委員会を委員会を委員会を委員会をややややっていますので、っていますので、っていますので、っていますので、担担担担当当当当課課課課がががが重重重重なるなるなるなるケケケケースがースがースがースが

ありますね。そういうことから、事ありますね。そういうことから、事ありますね。そういうことから、事ありますね。そういうことから、事前前前前通告だけで通告だけで通告だけで通告だけで課課課課長を長を長を長を呼呼呼呼んでしまうと、んでしまうと、んでしまうと、んでしまうと、運運運運営営営営上上上上困困困困るとこるとこるとこるとこ

ろがあって、ろがあって、ろがあって、ろがあって、僕僕僕僕も今、次回のことがあってそれを言っておいたから、それをまたも今、次回のことがあってそれを言っておいたから、それをまたも今、次回のことがあってそれを言っておいたから、それをまたも今、次回のことがあってそれを言っておいたから、それをまた調整調整調整調整できできできでき
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ると思うけれども、そのると思うけれども、そのると思うけれども、そのると思うけれども、その辺辺辺辺はははは直前直前直前直前に言ってに言ってに言ってに言って課課課課長を長を長を長を呼ぶ呼ぶ呼ぶ呼ぶというのはだめだと思うので、できというのはだめだと思うので、できというのはだめだと思うので、できというのはだめだと思うので、でき

ればればればれば分分分分野を野を野を野を変変変変えて、えて、えて、えて、同じ同じ同じ同じようなことを言っていないで、もうようなことを言っていないで、もうようなことを言っていないで、もうようなことを言っていないで、もうちょちょちょちょっとっとっとっと違違違違ったったったった切切切切り口で、現り口で、現り口で、現り口で、現

実的実的実的実的なところを今質問させてもらったけれども、これなところを今質問させてもらったけれども、これなところを今質問させてもらったけれども、これなところを今質問させてもらったけれども、これ確確確確かにかにかにかに農農農農地の事例なんかはおもしろ地の事例なんかはおもしろ地の事例なんかはおもしろ地の事例なんかはおもしろ

いと思います。いと思います。いと思います。いと思います。実実実実際際際際にうにうにうにうちちちちもももも相相相相談談談談にににに行行行行って当たっているって当たっているって当たっているって当たっている話話話話だから。そういうのをもっとだから。そういうのをもっとだから。そういうのをもっとだから。そういうのをもっと掘掘掘掘

り下げていって、奈良県でり下げていって、奈良県でり下げていって、奈良県でり下げていって、奈良県で何何何何がいいのかを、がいいのかを、がいいのかを、がいいのかを、何何何何がががが規規規規制がかかったのかという、制がかかったのかという、制がかかったのかという、制がかかったのかという、結構規結構規結構規結構規制が制が制が制が

かかっています。かかっています。かかっています。かかっています。

○猪奥委員長○猪奥委員長○猪奥委員長○猪奥委員長 そうですね。できないと言っても、なそうですね。できないと言っても、なそうですね。できないと言っても、なそうですね。できないと言っても、なぜぜぜぜできないのか。できないのか。できないのか。できないのか。

○井岡委員○井岡委員○井岡委員○井岡委員 例えば、その例えば、その例えば、その例えば、その作作作作物物物物をををを何何何何年間か年間か年間か年間かずずずずっとっとっとっと植植植植えていて、上に太陽光パネルをつくるえていて、上に太陽光パネルをつくるえていて、上に太陽光パネルをつくるえていて、上に太陽光パネルをつくる

のだったらのだったらのだったらのだったら農農農農地地地地転転転転用にならない。だけど、今、用にならない。だけど、今、用にならない。だけど、今、用にならない。だけど、今、米米米米つくっていて、そこに、いつくっていて、そこに、いつくっていて、そこに、いつくっていて、そこに、いやややや、、、、花花花花をつくをつくをつくをつく

ると、で太陽光パネルをつくると言ったらそれはると、で太陽光パネルをつくると言ったらそれはると、で太陽光パネルをつくると言ったらそれはると、で太陽光パネルをつくると言ったらそれはアアアアウウウウトですとか。トですとか。トですとか。トですとか。

○古市事務局次長○古市事務局次長○古市事務局次長○古市事務局次長 次回、関係部次回、関係部次回、関係部次回、関係部局局局局の理事者をの理事者をの理事者をの理事者を呼ぶ呼ぶ呼ぶ呼ぶという場合は、例えば１２月という場合は、例えば１２月という場合は、例えば１２月という場合は、例えば１２月議議議議会の会の会の会の直直直直

前前前前に、あるに、あるに、あるに、ある議議議議員がこういうことを質問したいからといって員がこういうことを質問したいからといって員がこういうことを質問したいからといって員がこういうことを質問したいからといって呼ぶ呼ぶ呼ぶ呼ぶのはのはのはのは難難難難しいと思います。だしいと思います。だしいと思います。だしいと思います。だ

から、事から、事から、事から、事前前前前に、きに、きに、きに、きょょょょうの委員会で次はこういうことをうの委員会で次はこういうことをうの委員会で次はこういうことをうの委員会で次はこういうことをテテテテーーーーママママにして上げようということでにして上げようということでにして上げようということでにして上げようということで

協議協議協議協議ということがあればということがあればということがあればということがあれば呼ぶ呼ぶ呼ぶ呼ぶという、あるという、あるという、あるという、ある程程程程度というかかなり期間を度というかかなり期間を度というかかなり期間を度というかかなり期間を持持持持っていただかないっていただかないっていただかないっていただかない

と、日と、日と、日と、日程程程程調整調整調整調整もありますし。もありますし。もありますし。もありますし。

○高柳委員○高柳委員○高柳委員○高柳委員 だから、だから、だから、だから、議議議議会会会会運運運運営営営営委員会委員会委員会委員会ぐぐぐぐらいまでにできるようにしておかないと、らいまでにできるようにしておかないと、らいまでにできるようにしておかないと、らいまでにできるようにしておかないと、特特特特別別別別委委委委

員会だけで員会だけで員会だけで員会だけで……………………。。。。

○安井委員○安井委員○安井委員○安井委員 委員会の委員会の委員会の委員会の直前直前直前直前はいけない。はいけない。はいけない。はいけない。

○高柳委員○高柳委員○高柳委員○高柳委員 直前直前直前直前はわかるよ。わかるけれども、もう少しはわかるよ。わかるけれども、もう少しはわかるよ。わかるけれども、もう少しはわかるよ。わかるけれども、もう少し前ぐ前ぐ前ぐ前ぐらいで。らいで。らいで。らいで。

○安井委員○安井委員○安井委員○安井委員 ききききょょょょうも委員会をうも委員会をうも委員会をうも委員会を同同同同時に時に時に時に開開開開催催催催してるしてるしてるしてるややややろ、他の委員会と。ろ、他の委員会と。ろ、他の委員会と。ろ、他の委員会と。

○上田委員○上田委員○上田委員○上田委員 その委員会その委員会その委員会その委員会運運運運営営営営の申し合わせをもう一度よくの申し合わせをもう一度よくの申し合わせをもう一度よくの申し合わせをもう一度よく見見見見ましましましましょょょょう。そのルールをパスう。そのルールをパスう。そのルールをパスう。そのルールをパス

して、この委員会だけでして、この委員会だけでして、この委員会だけでして、この委員会だけで何何何何かかかか特特特特別別別別ななななややややりりりり方方方方をしているということになったらいけないので。をしているということになったらいけないので。をしているということになったらいけないので。をしているということになったらいけないので。

そこらそこらそこらそこら辺辺辺辺、事、事、事、事務局務局務局務局、、、、精査精査精査精査してください。してください。してください。してください。

○猪奥委員長○猪奥委員長○猪奥委員長○猪奥委員長 おおおお疲疲疲疲れさまでした。れさまでした。れさまでした。れさまでした。

本日は以上で本日は以上で本日は以上で本日は以上で終終終終わります。ありがとうございました。わります。ありがとうございました。わります。ありがとうございました。わります。ありがとうございました。


