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予 算 審 査 特 別 委 員 会 記 録予 算 審 査 特 別 委 員 会 記 録予 算 審 査 特 別 委 員 会 記 録予 算 審 査 特 別 委 員 会 記 録

＜歳入、総務部、産業・雇用振興部、農林部＞＜歳入、総務部、産業・雇用振興部、農林部＞＜歳入、総務部、産業・雇用振興部、農林部＞＜歳入、総務部、産業・雇用振興部、農林部＞

開催日時開催日時開催日時開催日時 平成２５年９月３０日（月） １０：０２～１４：１０平成２５年９月３０日（月） １０：０２～１４：１０平成２５年９月３０日（月） １０：０２～１４：１０平成２５年９月３０日（月） １０：０２～１４：１０

開催場所開催場所開催場所開催場所 第１委員会室第１委員会室第１委員会室第１委員会室

出席委員出席委員出席委員出席委員 ９名９名９名９名

神田加津代 委員長神田加津代 委員長神田加津代 委員長神田加津代 委員長

高柳 忠夫 副委員長高柳 忠夫 副委員長高柳 忠夫 副委員長高柳 忠夫 副委員長

宮木 健一 委員宮木 健一 委員宮木 健一 委員宮木 健一 委員

大国 正博 委員大国 正博 委員大国 正博 委員大国 正博 委員

宮本 次郎 委員宮本 次郎 委員宮本 次郎 委員宮本 次郎 委員

山村 幸穂 委員山村 幸穂 委員山村 幸穂 委員山村 幸穂 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

中村 昭 委員中村 昭 委員中村 昭 委員中村 昭 委員

梶川 虔二 委員梶川 虔二 委員梶川 虔二 委員梶川 虔二 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 奥田 副知事奥田 副知事奥田 副知事奥田 副知事

林 奈良県理事兼危機管理監林 奈良県理事兼危機管理監林 奈良県理事兼危機管理監林 奈良県理事兼危機管理監

浪越 総務部長浪越 総務部長浪越 総務部長浪越 総務部長

中 産業・雇用振興部長中 産業・雇用振興部長中 産業・雇用振興部長中 産業・雇用振興部長

福谷 農林部長福谷 農林部長福谷 農林部長福谷 農林部長

ほか、関係職員ほか、関係職員ほか、関係職員ほか、関係職員

傍 聴 者傍 聴 者傍 聴 者傍 聴 者 １名１名１名１名

議 事議 事議 事議 事 ９月定例県議会提出議案について９月定例県議会提出議案について９月定例県議会提出議案について９月定例県議会提出議案について

＜会議の経過＞＜会議の経過＞＜会議の経過＞＜会議の経過＞

○神田委員長○神田委員長○神田委員長○神田委員長 皆さん、おはようございます。皆さん、おはようございます。皆さん、おはようございます。皆さん、おはようございます。

ただいまから本日の会議を開きます。欠席はなし。ただいまから本日の会議を開きます。欠席はなし。ただいまから本日の会議を開きます。欠席はなし。ただいまから本日の会議を開きます。欠席はなし。

審査に入る前に、農林部長より発言を求められておりますのでお願いします。審査に入る前に、農林部長より発言を求められておりますのでお願いします。審査に入る前に、農林部長より発言を求められておりますのでお願いします。審査に入る前に、農林部長より発言を求められておりますのでお願いします。

○福谷農林部長○福谷農林部長○福谷農林部長○福谷農林部長 おはようございます。本日、新聞等で報道されておりまして、委員の方おはようございます。本日、新聞等で報道されておりまして、委員の方おはようございます。本日、新聞等で報道されておりまして、委員の方おはようございます。本日、新聞等で報道されておりまして、委員の方

にはもうご承知いただいていることかと思いますが、昨日、県農業総合センターの職員でにはもうご承知いただいていることかと思いますが、昨日、県農業総合センターの職員でにはもうご承知いただいていることかと思いますが、昨日、県農業総合センターの職員でにはもうご承知いただいていることかと思いますが、昨日、県農業総合センターの職員で

４１歳の主査が、窃盗容疑によりまして京都府警木津署に逮捕されました。現在、詳細を４１歳の主査が、窃盗容疑によりまして京都府警木津署に逮捕されました。現在、詳細を４１歳の主査が、窃盗容疑によりまして京都府警木津署に逮捕されました。現在、詳細を４１歳の主査が、窃盗容疑によりまして京都府警木津署に逮捕されました。現在、詳細を
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確認しているところでありますが、県民の皆様の信頼を失墜したことは、まことに我々と確認しているところでありますが、県民の皆様の信頼を失墜したことは、まことに我々と確認しているところでありますが、県民の皆様の信頼を失墜したことは、まことに我々と確認しているところでありますが、県民の皆様の信頼を失墜したことは、まことに我々と

しても遺憾であると思っております。当然のことながら、今後は信頼回復に向け、公務員しても遺憾であると思っております。当然のことながら、今後は信頼回復に向け、公務員しても遺憾であると思っております。当然のことながら、今後は信頼回復に向け、公務員しても遺憾であると思っております。当然のことながら、今後は信頼回復に向け、公務員

としての自覚を持って行動するよう一層の綱紀粛正に努めていきたいと思っておりますが、としての自覚を持って行動するよう一層の綱紀粛正に努めていきたいと思っておりますが、としての自覚を持って行動するよう一層の綱紀粛正に努めていきたいと思っておりますが、としての自覚を持って行動するよう一層の綱紀粛正に努めていきたいと思っておりますが、

まず、委員のみなさま方にはご心配をおかけいたしましたこと、まことに申しわけございまず、委員のみなさま方にはご心配をおかけいたしましたこと、まことに申しわけございまず、委員のみなさま方にはご心配をおかけいたしましたこと、まことに申しわけございまず、委員のみなさま方にはご心配をおかけいたしましたこと、まことに申しわけござい

ませんでした。ませんでした。ませんでした。ませんでした。

以上、１点ご報告をさせていただきます。以上、１点ご報告をさせていただきます。以上、１点ご報告をさせていただきます。以上、１点ご報告をさせていただきます。

○神田委員長○神田委員長○神田委員長○神田委員長 農林部長からの報告でございました。今後そういうことのないように、よ農林部長からの報告でございました。今後そういうことのないように、よ農林部長からの報告でございました。今後そういうことのないように、よ農林部長からの報告でございました。今後そういうことのないように、よ

ろしくご指導いただきますようお願いします。ろしくご指導いただきますようお願いします。ろしくご指導いただきますようお願いします。ろしくご指導いただきますようお願いします。

それでは、日程に従い、歳入、総務部、産業・雇用振興部、農林部の順に審査を行いまそれでは、日程に従い、歳入、総務部、産業・雇用振興部、農林部の順に審査を行いまそれでは、日程に従い、歳入、総務部、産業・雇用振興部、農林部の順に審査を行いまそれでは、日程に従い、歳入、総務部、産業・雇用振興部、農林部の順に審査を行いま

す。す。す。す。

これより質疑に入ります。その他の事項も含めて質疑等があればご発言願います。これより質疑に入ります。その他の事項も含めて質疑等があればご発言願います。これより質疑に入ります。その他の事項も含めて質疑等があればご発言願います。これより質疑に入ります。その他の事項も含めて質疑等があればご発言願います。

なお、理事者の皆様には、委員の質疑に対して明確かつ簡潔に答弁をお願いします。なお、理事者の皆様には、委員の質疑に対して明確かつ簡潔に答弁をお願いします。なお、理事者の皆様には、委員の質疑に対して明確かつ簡潔に答弁をお願いします。なお、理事者の皆様には、委員の質疑に対して明確かつ簡潔に答弁をお願いします。

なお、委員の皆さんも、要領よく質問をしていただきますように、あわせてお願いをしなお、委員の皆さんも、要領よく質問をしていただきますように、あわせてお願いをしなお、委員の皆さんも、要領よく質問をしていただきますように、あわせてお願いをしなお、委員の皆さんも、要領よく質問をしていただきますように、あわせてお願いをし

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

それでは、中村委員からどうぞ。それでは、中村委員からどうぞ。それでは、中村委員からどうぞ。それでは、中村委員からどうぞ。

○中村委員○中村委員○中村委員○中村委員 それでは、的確に質問をいたします。それでは、的確に質問をいたします。それでは、的確に質問をいたします。それでは、的確に質問をいたします。

１点目は、総務部に対してです。昨今、安倍内閣にかわりまして、東京オリンピッ１点目は、総務部に対してです。昨今、安倍内閣にかわりまして、東京オリンピッ１点目は、総務部に対してです。昨今、安倍内閣にかわりまして、東京オリンピッ１点目は、総務部に対してです。昨今、安倍内閣にかわりまして、東京オリンピックククク

等々、公等々、公等々、公等々、公共共共共事業の事業の事業の事業の需需需需要も要も要も要も増増増増すすすす傾傾傾傾向でございます。そういうことで、現向でございます。そういうことで、現向でございます。そういうことで、現向でございます。そういうことで、現下下下下の奈良県内におけの奈良県内におけの奈良県内におけの奈良県内におけ

るるるる土土土土木木木木系技術系技術系技術系技術職員の職員の職員の職員の数数数数がががが非常非常非常非常にににに少少少少ないのではないか。紀ないのではないか。紀ないのではないか。紀ないのではないか。紀伊半島伊半島伊半島伊半島大大大大水害水害水害水害においても他府県かにおいても他府県かにおいても他府県かにおいても他府県か

らららら支援支援支援支援をををを得得得得、あるいはまた、あるいはまた、あるいはまた、あるいはまた各土各土各土各土木事務木事務木事務木事務所所所所からからからから五條市五條市五條市五條市、、、、十十十十津川村等々に津川村等々に津川村等々に津川村等々に支援支援支援支援に行っておりまに行っておりまに行っておりまに行っておりま

すけれども、平すけれども、平すけれども、平すけれども、平常常常常の業務を含めての業務を含めての業務を含めての業務を含めて非常非常非常非常に職員がに職員がに職員がに職員が少少少少ない。ない。ない。ない。予算予算予算予算的に的に的に的に見見見見ても職員ても職員ても職員ても職員数数数数がどんどんがどんどんがどんどんがどんどん

減少減少減少減少している。このことについて、県のしている。このことについて、県のしている。このことについて、県のしている。このことについて、県の技術技術技術技術職員の確職員の確職員の確職員の確保保保保のののの状態状態状態状態はどうなのか。また今後のはどうなのか。また今後のはどうなのか。また今後のはどうなのか。また今後の

公公公公共共共共事業の事業の事業の事業の需需需需要要要要増増増増大に対してどのような対大に対してどのような対大に対してどのような対大に対してどのような対策策策策をををを講じ講じ講じ講じられるのか。られるのか。られるのか。られるのか。

２点目は、産業・雇用振興部についてであります。本県の２点目は、産業・雇用振興部についてであります。本県の２点目は、産業・雇用振興部についてであります。本県の２点目は、産業・雇用振興部についてであります。本県の女性女性女性女性のののの就就就就業業業業率率率率はははは全全全全国的に国的に国的に国的に見見見見てててて

もももも非常非常非常非常にににに低低低低い。い。い。い。結婚結婚結婚結婚、出産を機に会、出産を機に会、出産を機に会、出産を機に会社社社社ををををややややめる方がめる方がめる方がめる方が多多多多くおります。そういうことで、在くおります。そういうことで、在くおります。そういうことで、在くおります。そういうことで、在宅宅宅宅

でででで就労就労就労就労ができればができればができればができれば女性女性女性女性のののの離離離離職職職職率率率率がががが改善改善改善改善するということもするということもするということもするということも期待期待期待期待されるわけです。本県におきされるわけです。本県におきされるわけです。本県におきされるわけです。本県におき

ましてもさまざまな雇用対ましてもさまざまな雇用対ましてもさまざまな雇用対ましてもさまざまな雇用対策策策策が行われており、今年が行われており、今年が行われており、今年が行われており、今年度度度度も２も２も２も２８８８８０ほどの事業が０ほどの事業が０ほどの事業が０ほどの事業が滞滞滞滞りなくりなくりなくりなく進進進進行行行行

しておるわけでございますけれども、そういう中で、在しておるわけでございますけれども、そういう中で、在しておるわけでございますけれども、そういう中で、在しておるわけでございますけれども、そういう中で、在宅就宅就宅就宅就業業業業普及促進普及促進普及促進普及促進事業について、そ事業について、そ事業について、そ事業について、そ

の在の在の在の在宅宅宅宅のののの就就就就業者業者業者業者数数数数のののの実態実態実態実態と目と目と目と目標標標標をどのようにをどのようにをどのようにをどのように置置置置いているのか。いているのか。いているのか。いているのか。

次に、今回、次に、今回、次に、今回、次に、今回、緊急緊急緊急緊急雇用対雇用対雇用対雇用対策策策策事業において、国事業において、国事業において、国事業において、国庫返還金庫返還金庫返還金庫返還金がががが計計計計上されていますけれども、ほ上されていますけれども、ほ上されていますけれども、ほ上されていますけれども、ほ
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とんどの雇用対とんどの雇用対とんどの雇用対とんどの雇用対策策策策はははは返還返還返還返還していないので、今回のしていないので、今回のしていないので、今回のしていないので、今回の返還返還返還返還していない部していない部していない部していない部分分分分はどういう内容であはどういう内容であはどういう内容であはどういう内容であ

るのかということであります。もう一つは、るのかということであります。もう一つは、るのかということであります。もう一つは、るのかということであります。もう一つは、ひひひひとりとりとりとり親家庭や障害親家庭や障害親家庭や障害親家庭や障害者のための在者のための在者のための在者のための在宅宅宅宅事業に向事業に向事業に向事業に向

けたけたけたけた訓練訓練訓練訓練がががが取取取取り上り上り上り上げげげげられていますが、当然、られていますが、当然、られていますが、当然、られていますが、当然、訓練訓練訓練訓練するのはするのはするのはするのは結構結構結構結構でございます。しかしながでございます。しかしながでございます。しかしながでございます。しかしなが

ら、ら、ら、ら、女性女性女性女性のののの就就就就業業業業率率率率とととと同同同同様、後の様、後の様、後の様、後の受受受受けけけけ皿皿皿皿がこれからの雇用の大きな問がこれからの雇用の大きな問がこれからの雇用の大きな問がこれからの雇用の大きな問題題題題だと思うのです。そだと思うのです。そだと思うのです。そだと思うのです。そ

こで、一こで、一こで、一こで、一体体体体、、、、訓練訓練訓練訓練をして、そのをして、そのをして、そのをして、その先先先先はははは見え見え見え見えているのか、そういうことについて県はどのようているのか、そういうことについて県はどのようているのか、そういうことについて県はどのようているのか、そういうことについて県はどのよう

にににに考え考え考え考えておられるのか、これらのことについてお答ておられるのか、これらのことについてお答ておられるのか、これらのことについてお答ておられるのか、これらのことについてお答ええええ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。先先先先ほども申しほども申しほども申しほども申し

上上上上げげげげましたように、国ましたように、国ましたように、国ましたように、国庫返還金庫返還金庫返還金庫返還金が９が９が９が９，，，，１２５１２５１２５１２５万万万万３３３３，，，，００００００００００００円円円円になっておりますが、この内になっておりますが、この内になっておりますが、この内になっておりますが、この内

容についてもあわせてお答容についてもあわせてお答容についてもあわせてお答容についてもあわせてお答ええええ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。

次に、３点目は、奈良県次に、３点目は、奈良県次に、３点目は、奈良県次に、３点目は、奈良県営競輪場営競輪場営競輪場営競輪場のののの包括外包括外包括外包括外部委部委部委部委託託託託についてであります。平成２についてであります。平成２についてであります。平成２についてであります。平成２６６６６、２、２、２、２７７７７、、、、

２２２２８８８８年年年年度度度度と、１１と、１１と、１１と、１１億億億億２２２２，７，７，７，７００００００００万円万円万円万円程程程程度度度度のののの支支支支出をされており、奈良県出をされており、奈良県出をされており、奈良県出をされており、奈良県営競輪営競輪営競輪営競輪あり方あり方あり方あり方検討検討検討検討委委委委

員会においても答申が出ていますが、員会においても答申が出ていますが、員会においても答申が出ていますが、員会においても答申が出ていますが、包括外包括外包括外包括外部委部委部委部委託託託託でででで果果果果たして県たして県たして県たして県営競輪場営競輪場営競輪場営競輪場のののの売売売売り上り上り上り上げげげげも含も含も含も含

めて、めて、めて、めて、採算採算採算採算が向上し、県にが向上し、県にが向上し、県にが向上し、県に繰繰繰繰り入れができるのかどうか。確かに今までに３１５り入れができるのかどうか。確かに今までに３１５り入れができるのかどうか。確かに今までに３１５り入れができるのかどうか。確かに今までに３１５億円億円億円億円、県、県、県、県

政政政政にににに競輪競輪競輪競輪はははは貢献貢献貢献貢献をしてくれました。しかしながら、奈良県をしてくれました。しかしながら、奈良県をしてくれました。しかしながら、奈良県をしてくれました。しかしながら、奈良県営競輪営競輪営競輪営競輪あり方あり方あり方あり方検討検討検討検討委員会の答申委員会の答申委員会の答申委員会の答申

でででで包括外包括外包括外包括外部委部委部委部委託託託託をして、をして、をして、をして、果果果果たしてどれほどのたしてどれほどのたしてどれほどのたしてどれほどの経費節減経費節減経費節減経費節減ができ、ができ、ができ、ができ、実際実際実際実際にこれからの県にこれからの県にこれからの県にこれからの県財政へ財政へ財政へ財政へ

のののの繰繰繰繰り入れのり入れのり入れのり入れの見通見通見通見通しをどのようにしをどのようにしをどのようにしをどのように考え考え考え考えておられるのか、このことについてお答ておられるのか、このことについてお答ておられるのか、このことについてお答ておられるのか、このことについてお答ええええをお願いをお願いをお願いをお願い

いたします。いたします。いたします。いたします。

次に県次に県次に県次に県営プ営プ営プ営プーーーール跡地ル跡地ル跡地ル跡地の問の問の問の問題題題題です。よく申し上です。よく申し上です。よく申し上です。よく申し上げげげげているのですけれども、ずばりこの県ているのですけれども、ずばりこの県ているのですけれども、ずばりこの県ているのですけれども、ずばりこの県営営営営

ププププーーーールルルルをををを解体撤去解体撤去解体撤去解体撤去をして５年がたつわけです。そのをして５年がたつわけです。そのをして５年がたつわけです。そのをして５年がたつわけです。その間間間間にはにはにはには市市市市民にな民にな民にな民になじじじじまれたまれたまれたまれたププププーーーールルルルを大を大を大を大和和和和

郡郡郡郡山山山山市市市市にににに移移移移すことですことですことですことで停止停止停止停止しており、しており、しており、しており、ププププーーーール愛好ル愛好ル愛好ル愛好者に者に者に者に待待待待っていただいていますけれども、っていただいていますけれども、っていただいていますけれども、っていただいていますけれども、結結結結

果論果論果論果論でありますが、いまだでありますが、いまだでありますが、いまだでありますが、いまだ跡地利跡地利跡地利跡地利用の用の用の用の見通見通見通見通しがしがしがしが立立立立たないということで、第１点は、たないということで、第１点は、たないということで、第１点は、たないということで、第１点は、ホテルホテルホテルホテル

誘致誘致誘致誘致についてを含めて、県についてを含めて、県についてを含めて、県についてを含めて、県営プ営プ営プ営プーーーール跡地及びル跡地及びル跡地及びル跡地及び奈良警奈良警奈良警奈良警察察察察署の署の署の署の跡跡跡跡のののの土地利土地利土地利土地利用用用用計画計画計画計画がどうできてがどうできてがどうできてがどうできて

いるのかと。いるのかと。いるのかと。いるのかと。

それと、それと、それと、それと、先般突先般突先般突先般突然然然然降降降降ってってってって湧湧湧湧いたような、いたような、いたような、いたような、ＮＨＫＮＨＫＮＨＫＮＨＫ奈良奈良奈良奈良放送放送放送放送会会会会館館館館のののの移転移転移転移転をををを検討検討検討検討しているといしているといしているといしているとい

うううう話話話話ですが、その理ですが、その理ですが、その理ですが、その理由由由由は、は、は、は、ＮＨＫＮＨＫＮＨＫＮＨＫ奈良奈良奈良奈良放送放送放送放送会会会会館館館館がががが来来来来ることによってにることによってにることによってにることによってにぎぎぎぎわいわいわいわいづづづづくりになるくりになるくりになるくりになる

ということでありますが、県ということでありますが、県ということでありますが、県ということでありますが、県文化文化文化文化会会会会館北側館北側館北側館北側にありますにありますにありますにありますＮＨＫＮＨＫＮＨＫＮＨＫ奈良奈良奈良奈良放送局放送局放送局放送局をいつもをいつもをいつもをいつも見見見見ておりておりておりており

ますけれども、にますけれども、にますけれども、にますけれども、にぎぎぎぎわいわいわいわいづづづづくりにどれくりにどれくりにどれくりにどれぐぐぐぐらいらいらいらい貢献貢献貢献貢献しているのか。一しているのか。一しているのか。一しているのか。一般番組般番組般番組般番組をををを見見見見ても、ても、ても、ても、余余余余りりりり

貢献貢献貢献貢献しているようにはしているようにはしているようにはしているようには見え見え見え見えないのですが、このないのですが、このないのですが、このないのですが、この土地利土地利土地利土地利用用用用計画計画計画計画ととととＮＨＫＮＨＫＮＨＫＮＨＫ奈良奈良奈良奈良放送放送放送放送会会会会館館館館のののの誘致誘致誘致誘致

はどうなっているのか。はどうなっているのか。はどうなっているのか。はどうなっているのか。

最最最最後は、知事が当後は、知事が当後は、知事が当後は、知事が当初初初初目指された、国目指された、国目指された、国目指された、国際際際際会議も開けるような高会議も開けるような高会議も開けるような高会議も開けるような高級ホテル誘致級ホテル誘致級ホテル誘致級ホテル誘致について、現について、現について、現について、現

状状状状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。
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次に、農林部に次に、農林部に次に、農林部に次に、農林部に移移移移ります。農林部におきましては、まず、ります。農林部におきましては、まず、ります。農林部におきましては、まず、ります。農林部におきましては、まず、６６６６次産業次産業次産業次産業化拠化拠化拠化拠点点点点施設施設施設施設をつくるをつくるをつくるをつくる

ということで、県農業総合センターもということで、県農業総合センターもということで、県農業総合センターもということで、県農業総合センターも橿原市橿原市橿原市橿原市からからからから桜桜桜桜井井井井市市市市におにおにおにお移移移移しになり、しになり、しになり、しになり、食食食食と農に関すると農に関すると農に関すると農に関する

さまざまなさまざまなさまざまなさまざまな施設施設施設施設をををを建設建設建設建設され、され、され、され、最終最終最終最終的には的には的には的には外外外外国国国国人人人人も含め、ここを国も含め、ここを国も含め、ここを国も含め、ここを国際際際際的なところにしようと的なところにしようと的なところにしようと的なところにしようと

いう知事のいう知事のいう知事のいう知事の強強強強いいいい強強強強いいいい意欲意欲意欲意欲がががが感じ感じ感じ感じられ、られ、られ、られ、地元桜地元桜地元桜地元桜井井井井市市市市としても大いにとしても大いにとしても大いにとしても大いに期待期待期待期待しているわけです。しているわけです。しているわけです。しているわけです。

その中で、まず、このその中で、まず、このその中で、まず、このその中で、まず、この施設建設施設建設施設建設施設建設に関する入に関する入に関する入に関する入札札札札、、、、プロポプロポプロポプロポーーーーザルザルザルザルの公の公の公の公募募募募が行われたのですが、が行われたのですが、が行われたのですが、が行われたのですが、

これがこれがこれがこれが不調不調不調不調にににに終終終終わった。それで、今、第２回目の公告をかけているのですが、我々がわった。それで、今、第２回目の公告をかけているのですが、我々がわった。それで、今、第２回目の公告をかけているのですが、我々がわった。それで、今、第２回目の公告をかけているのですが、我々が期待期待期待期待

を持ってを持ってを持ってを持って楽楽楽楽しみにしているこのしみにしているこのしみにしているこのしみにしているこの工工工工事が、事が、事が、事が、設計設計設計設計ののののプロポプロポプロポプロポーーーーザルザルザルザルの入の入の入の入札不調札不調札不調札不調によって、によって、によって、によって、果果果果たしたしたしたし

て当て当て当て当初計画初計画初計画初計画されているされているされているされている工期工期工期工期で行われるのかどうか。で行われるのかどうか。で行われるのかどうか。で行われるのかどうか。

それともうそれともうそれともうそれともうひひひひとつ、第１回目のとつ、第１回目のとつ、第１回目のとつ、第１回目のプロポプロポプロポプロポーーーーザルザルザルザルでも１でも１でも１でも１社社社社しかしかしかしか手手手手をををを挙げ挙げ挙げ挙げなかったということなかったということなかったということなかったということ

で、で、で、で、競争競争競争競争の公正さはの公正さはの公正さはの公正さは果果果果たして１たして１たして１たして１社社社社でででで保保保保たれるのかどうか。そのたれるのかどうか。そのたれるのかどうか。そのたれるのかどうか。その不調不調不調不調にににに終終終終わった理わった理わった理わった理由由由由が、業が、業が、業が、業

者の者の者の者の見積価格見積価格見積価格見積価格と県が提と県が提と県が提と県が提示示示示したしたしたした予予予予定定定定価格価格価格価格とがとがとがとが非常非常非常非常に開いていたと聞いていますが、県に開いていたと聞いていますが、県に開いていたと聞いていますが、県に開いていたと聞いていますが、県全般全般全般全般のののの

土土土土木・農林の入木・農林の入木・農林の入木・農林の入札全般札全般札全般札全般でもでもでもでも不調不調不調不調という事という事という事という事態態態態が出てきているわけです。これはが出てきているわけです。これはが出てきているわけです。これはが出てきているわけです。これは根根根根本的に県の本的に県の本的に県の本的に県の

積算物価積算物価積算物価積算物価とか入とか入とか入とか入札札札札の方の方の方の方法法法法を、もう一を、もう一を、もう一を、もう一度改度改度改度改めるというか、めるというか、めるというか、めるというか、洗洗洗洗いいいい直直直直しをしなければいけない。しをしなければいけない。しをしなければいけない。しをしなければいけない。

特特特特に、これからのに、これからのに、これからのに、これからの需需需需要が要が要が要が増増増増大するであろう公大するであろう公大するであろう公大するであろう公共共共共事業に対事業に対事業に対事業に対応応応応するためには、するためには、するためには、するためには、ややややはり県が発はり県が発はり県が発はり県が発注注注注

したしたしたした工工工工事は事は事は事は迅速迅速迅速迅速に入に入に入に入札札札札をして、県民のをして、県民のをして、県民のをして、県民の期待期待期待期待するするするする施設施設施設施設のののの建設建設建設建設がががが望望望望まれているわけで、そのこまれているわけで、そのこまれているわけで、そのこまれているわけで、そのこ

とについてお答とについてお答とについてお答とについてお答ええええをお願いをします。をお願いをします。をお願いをします。をお願いをします。

次に、県中次に、県中次に、県中次に、県中央卸売市場央卸売市場央卸売市場央卸売市場のことでございます。のことでございます。のことでございます。のことでございます。販売量販売量販売量販売量がががが右肩下右肩下右肩下右肩下がりであることは言うまでがりであることは言うまでがりであることは言うまでがりであることは言うまで

もないわけで、もないわけで、もないわけで、もないわけで、場場場場内の事業者も内の事業者も内の事業者も内の事業者も非常非常非常非常にににに経営経営経営経営がががが苦苦苦苦しいと思います。しいと思います。しいと思います。しいと思います。実際実際実際実際にそうですにそうですにそうですにそうですねねねね。県中。県中。県中。県中

央卸売市場央卸売市場央卸売市場央卸売市場がががが建設建設建設建設された当された当された当された当時時時時のののの社社社社会的な会的な会的な会的な情勢情勢情勢情勢、県民の、県民の、県民の、県民の卸売市場卸売市場卸売市場卸売市場に対するに対するに対するに対する期待感期待感期待感期待感等はあった等はあった等はあった等はあった

と思います。しかしながら、と思います。しかしながら、と思います。しかしながら、と思います。しかしながら、時時時時代の代の代の代の流流流流れとともにそのれとともにそのれとともにそのれとともにその状況状況状況状況はははは変変変変わりつつある、わりつつある、わりつつある、わりつつある、消費消費消費消費者の者の者の者のニニニニ

ーーーーズズズズもです。そういうことで、そろそろもです。そういうことで、そろそろもです。そういうことで、そろそろもです。そういうことで、そろそろ身身身身のののの丈丈丈丈に合った県中に合った県中に合った県中に合った県中央卸売市場央卸売市場央卸売市場央卸売市場のののの経営経営経営経営をををを考え考え考え考えるるるるべべべべ

きききき時期時期時期時期にににに来来来来ているのではないか。そういうことで、現ているのではないか。そういうことで、現ているのではないか。そういうことで、現ているのではないか。そういうことで、現実実実実に県中に県中に県中に県中央卸売市場央卸売市場央卸売市場央卸売市場のののの決算状況決算状況決算状況決算状況の中の中の中の中

でも、でも、でも、でも、人件費人件費人件費人件費はどうなっているのか、このことにはどうなっているのか、このことにはどうなっているのか、このことにはどうなっているのか、このことに非常非常非常非常に関心がございます。だから、一に関心がございます。だから、一に関心がございます。だから、一に関心がございます。だから、一般般般般

会会会会計計計計からのからのからのからの繰繰繰繰り入れのり入れのり入れのり入れの状況状況状況状況とととと人件費人件費人件費人件費はどうなっているのかがはどうなっているのかがはどうなっているのかがはどうなっているのかがポイポイポイポインンンントトトトです。それと、です。それと、です。それと、です。それと、場場場場内内内内

の事業者は１００の事業者は１００の事業者は１００の事業者は１００社ぐ社ぐ社ぐ社ぐらいあるわけですけれども、そのらいあるわけですけれども、そのらいあるわけですけれども、そのらいあるわけですけれども、その経営実態経営実態経営実態経営実態は一は一は一は一体体体体どうなっているのどうなっているのどうなっているのどうなっているの

かということです。かということです。かということです。かということです。撤退撤退撤退撤退する業者する業者する業者する業者やややや新新新新規規規規に入る業者もいろいろあると思うのですけれども、に入る業者もいろいろあると思うのですけれども、に入る業者もいろいろあると思うのですけれども、に入る業者もいろいろあると思うのですけれども、

そのそのそのその状態状態状態状態がどうなって、今後これをどのようにしていくのかが大事だと思います。そのこがどうなって、今後これをどのようにしていくのかが大事だと思います。そのこがどうなって、今後これをどのようにしていくのかが大事だと思います。そのこがどうなって、今後これをどのようにしていくのかが大事だと思います。そのこ

とについてお答とについてお答とについてお答とについてお答ええええをお願いいたしたいと思います。をお願いいたしたいと思います。をお願いいたしたいと思います。をお願いいたしたいと思います。

それと、次は、林業関係です。このことにつきましては、国の復興関それと、次は、林業関係です。このことにつきましては、国の復興関それと、次は、林業関係です。このことにつきましては、国の復興関それと、次は、林業関係です。このことにつきましては、国の復興関連予算連予算連予算連予算でででで造造造造成され成され成され成され

たたたた基金基金基金基金はははは非常非常非常非常にににに多多多多いわけです。その中で、９月いわけです。その中で、９月いわけです。その中で、９月いわけです。その中で、９月補補補補正正正正予算予算予算予算にににに計計計計上されております国上されております国上されております国上されております国庫返還金庫返還金庫返還金庫返還金
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のうのうのうのうちちちち、農林部、農林部、農林部、農林部所所所所管で１４管で１４管で１４管で１４億億億億２２２２，７，７，７，７００００００００万円万円万円万円というというというという非常非常非常非常にににに多額多額多額多額なおなおなおなお金金金金を国にを国にを国にを国に返返返返す事す事す事す事態態態態になになになにな

ったわけです。このったわけです。このったわけです。このったわけです。この経緯経緯経緯経緯、どうして１４、どうして１４、どうして１４、どうして１４億億億億２２２２，７，７，７，７００００００００万円万円万円万円ものおものおものおものお金金金金を、これもを、これもを、これもを、これも単単単単年年年年度度度度ではではではでは

なくてなくてなくてなくて数数数数年年年年度度度度にわたってにわたってにわたってにわたって基金基金基金基金をををを造造造造成して成して成して成してややややってきている事業だとわかっていますけれども、ってきている事業だとわかっていますけれども、ってきている事業だとわかっていますけれども、ってきている事業だとわかっていますけれども、

このこのこのこの原原原原因因因因は一は一は一は一体体体体何何何何かということと、かということと、かということと、かということと、特特特特にここで聞きたいのは、平成２にここで聞きたいのは、平成２にここで聞きたいのは、平成２にここで聞きたいのは、平成２６６６６年年年年度度度度までこの事業までこの事業までこの事業までこの事業

ををををややややっているわけですけれども、っているわけですけれども、っているわけですけれども、っているわけですけれども、去去去去年も３年も３年も３年も３億円億円億円億円、おととしも３、おととしも３、おととしも３、おととしも３億円億円億円億円程程程程度度度度で、２１で、２１で、２１で、２１億円ぐ億円ぐ億円ぐ億円ぐらららら

いのいのいのいの基金造基金造基金造基金造成があるわけです。当然、林業の振興、川上から川成があるわけです。当然、林業の振興、川上から川成があるわけです。当然、林業の振興、川上から川成があるわけです。当然、林業の振興、川上から川下へ下へ下へ下へ、これは川、これは川、これは川、これは川下下下下の内容での内容での内容での内容で

すけれども、今、すけれども、今、すけれども、今、すけれども、今、非常非常非常非常に林業に林業に林業に林業経営経営経営経営がががが苦苦苦苦しい中ででも、国のしい中ででも、国のしい中ででも、国のしい中ででも、国の負担負担負担負担が２が２が２が２分分分分の１、国が出してくの１、国が出してくの１、国が出してくの１、国が出してく

れるのだったら、れるのだったら、れるのだったら、れるのだったら、懸懸懸懸案の案の案の案の設設設設備投資備投資備投資備投資をしようとか、機をしようとか、機をしようとか、機をしようとか、機械械械械化化化化をしようとか、いろいろな林業にをしようとか、いろいろな林業にをしようとか、いろいろな林業にをしようとか、いろいろな林業に

意欲意欲意欲意欲のある方々が心のある方々が心のある方々が心のある方々が心待ち待ち待ち待ちにして、にして、にして、にして、実際実際実際実際に平成２５年に平成２５年に平成２５年に平成２５年度度度度でででで計画計画計画計画しておられた方、あるいは平しておられた方、あるいは平しておられた方、あるいは平しておられた方、あるいは平

成２成２成２成２６６６６年年年年度度度度でででで計画計画計画計画しておられた方のしておられた方のしておられた方のしておられた方の意欲意欲意欲意欲をそいで、をそいで、をそいで、をそいで、結局結局結局結局それがなくなってしまうことがもそれがなくなってしまうことがもそれがなくなってしまうことがもそれがなくなってしまうことがも

しあれば、しあれば、しあれば、しあれば、ややややはり林業振興についてはり林業振興についてはり林業振興についてはり林業振興についてゆゆゆゆゆゆゆゆしき問しき問しき問しき問題題題題であると。そのことについて県はどのよであると。そのことについて県はどのよであると。そのことについて県はどのよであると。そのことについて県はどのよ

うにうにうにうに考え考え考え考えておられるのかと。以上の点、ておられるのかと。以上の点、ておられるのかと。以上の点、ておられるのかと。以上の点、多多多多岐岐岐岐にわたりましたが、簡潔にお答にわたりましたが、簡潔にお答にわたりましたが、簡潔にお答にわたりましたが、簡潔にお答ええええをお願いしをお願いしをお願いしをお願いし

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

○中村人事課長○中村人事課長○中村人事課長○中村人事課長 中村委員お中村委員お中村委員お中村委員お述述述述べべべべのとおり、一昨年の紀のとおり、一昨年の紀のとおり、一昨年の紀のとおり、一昨年の紀伊半島伊半島伊半島伊半島大大大大水害水害水害水害以以以以降降降降、、、、特特特特にににに土土土土木木木木系技系技系技系技

術術術術職員が職員が職員が職員が少少少少ないないないない状態状態状態状態がががが続続続続いているのが現いているのが現いているのが現いているのが現状状状状でございます。そこで、職員でございます。そこで、職員でございます。そこで、職員でございます。そこで、職員採採採採用に用に用に用に際際際際しましてしましてしましてしまして

は、は、は、は、有為有為有為有為なななな人人人人材材材材を確を確を確を確保保保保するため、県するため、県するため、県するため、県土土土土マネジメマネジメマネジメマネジメンンンントトトト部におきまして部におきまして部におきまして部におきまして各各各各大大大大学学学学へへへへの求の求の求の求人人人人活活活活動を動を動を動を

積積積積極極極極的に行うなど、本県的に行うなど、本県的に行うなど、本県的に行うなど、本県へへへへのののの受受受受験験験験者の者の者の者の増増増増加に努めているところでございます。その加に努めているところでございます。その加に努めているところでございます。その加に努めているところでございます。その結果結果結果結果、、、、

今年今年今年今年度度度度にににに実施実施実施実施されました職員されました職員されました職員されました職員採採採採用１用１用１用１種試験種試験種試験種試験のののの土土土土木職につきましては、木職につきましては、木職につきましては、木職につきましては、採採採採用用用用予予予予定者定者定者定者数数数数２３２３２３２３人人人人

に対しまして、合に対しまして、合に対しまして、合に対しまして、合格格格格者２１者２１者２１者２１人人人人を確を確を確を確保保保保することができたところでございます。委員おすることができたところでございます。委員おすることができたところでございます。委員おすることができたところでございます。委員お述述述述べべべべのののの

とおり、公とおり、公とおり、公とおり、公共共共共事業を事業を事業を事業を推推推推進進進進するために、今後もするために、今後もするために、今後もするために、今後も土土土土木木木木系技術系技術系技術系技術職員の確職員の確職員の確職員の確保保保保に向けまして、県に向けまして、県に向けまして、県に向けまして、県土土土土ママママ

ネジメネジメネジメネジメンンンントトトト部と部と部と部と連連連連携携携携をしながら大をしながら大をしながら大をしながら大学学学学へへへへの求の求の求の求人人人人活活活活動を動を動を動を活活活活発発発発化化化化して、して、して、して、測測測測量量量量、、、、設計設計設計設計等の等の等の等の外外外外部委部委部委部委託託託託

を含めまして、を含めまして、を含めまして、を含めまして、退退退退職後の職後の職後の職後の土土土土木木木木系技術系技術系技術系技術職員の職員の職員の職員の再再再再雇用を雇用を雇用を雇用を積積積積極極極極的に的に的に的に進進進進めてまいりたいとめてまいりたいとめてまいりたいとめてまいりたいと考え考え考え考えておておておてお

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

○村上雇用労政課長○村上雇用労政課長○村上雇用労政課長○村上雇用労政課長 在在在在宅就宅就宅就宅就業業業業普及促進普及促進普及促進普及促進事業についてでございます。この事業につきまし事業についてでございます。この事業につきまし事業についてでございます。この事業につきまし事業についてでございます。この事業につきまし

ては、ては、ては、ては、ＩＴＩＴＩＴＩＴをををを活活活活用しまして、用しまして、用しまして、用しまして、時間や場所時間や場所時間や場所時間や場所にとらわれないにとらわれないにとらわれないにとらわれない柔軟柔軟柔軟柔軟なななな働働働働き方ができるようにき方ができるようにき方ができるようにき方ができるようにテテテテレレレレ

ワワワワーーーーククククを導入するようにを導入するようにを導入するようにを導入するように企企企企業に業に業に業に働働働働きかけるという事業でございます。きかけるという事業でございます。きかけるという事業でございます。きかけるという事業でございます。実態実態実態実態についておについておについておについてお尋尋尋尋ねねねね

でございます。でございます。でございます。でございます。テテテテレワレワレワレワーーーーククククの導入の導入の導入の導入企企企企業の業の業の業の実態実態実態実態といたしましては、平成２４年に総務といたしましては、平成２４年に総務といたしましては、平成２４年に総務といたしましては、平成２４年に総務省省省省が行が行が行が行

ったったったった調調調調査では、回答のありました２査では、回答のありました２査では、回答のありました２査では、回答のありました２，，，，００００８６８６８６８６企企企企業のう業のう業のう業のうちちちち２４０２４０２４０２４０社社社社、、、、率率率率にしまして１１にしまして１１にしまして１１にしまして１１．．．．

５５５５％％％％が導入しております。また、が導入しております。また、が導入しております。また、が導入しております。また、テテテテレワレワレワレワーーーーククククをををを利利利利用する従業員の用する従業員の用する従業員の用する従業員の割割割割合は、合は、合は、合は、約約約約６６６６割割割割のののの企企企企業で業で業で業で

５５５５％未満％未満％未満％未満とととと低低低低いいいい数数数数字字字字になっております。本県につきましては、これもになっております。本県につきましては、これもになっております。本県につきましては、これもになっております。本県につきましては、これも同じ同じ同じ同じように平成２４ように平成２４ように平成２４ように平成２４
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年に県内の１年に県内の１年に県内の１年に県内の１，，，，５００５００５００５００カカカカ所所所所の事業の事業の事業の事業所所所所を対を対を対を対象象象象に、職に、職に、職に、職場場場場環境環境環境環境調調調調査を行いました。回答のありま査を行いました。回答のありま査を行いました。回答のありま査を行いました。回答のありま

した４１９事業した４１９事業した４１９事業した４１９事業所所所所のうのうのうのうちちちち１４の事業１４の事業１４の事業１４の事業所所所所ががががテテテテレワレワレワレワーーーーククククの導入を行っているという回答でござの導入を行っているという回答でござの導入を行っているという回答でござの導入を行っているという回答でござ

いました。いました。いました。いました。テテテテレワレワレワレワーーーーククククをををを利利利利用する従業員用する従業員用する従業員用する従業員数数数数については確認を行っておりません。については確認を行っておりません。については確認を行っておりません。については確認を行っておりません。

また、雇用また、雇用また、雇用また、雇用労政労政労政労政課課課課におきまして、におきまして、におきまして、におきまして、調調調調査対査対査対査対象象象象とはなりませんでしたが、とはなりませんでしたが、とはなりませんでしたが、とはなりませんでしたが、把握把握把握把握しておりますしておりますしておりますしております

７７７７事業事業事業事業所所所所ででででテテテテレワレワレワレワーーーーククククを導入していることを確認しております。従業員のを導入していることを確認しております。従業員のを導入していることを確認しております。従業員のを導入していることを確認しております。従業員の利利利利用用用用状況状況状況状況につきにつきにつきにつき

ましては、２２ましては、２２ましては、２２ましては、２２７人７人７人７人のうのうのうのうちちちち４４４４８人８人８人８人ががががテテテテレワレワレワレワーーーーククククをををを利利利利用していると。用していると。用していると。用していると。率率率率にしまして２１にしまして２１にしまして２１にしまして２１．．．．

１１１１％％％％という内容になっております。この事業におきましては、１という内容になっております。この事業におきましては、１という内容になっております。この事業におきましては、１という内容になっております。この事業におきましては、１，，，，００００００００００００カカカカ所所所所の事業の事業の事業の事業所所所所をををを

訪訪訪訪問して問して問して問してテテテテレワレワレワレワーーーーククククのののの普及普及普及普及啓啓啓啓発を行い、導入を目指す発を行い、導入を目指す発を行い、導入を目指す発を行い、導入を目指す企企企企業に業に業に業にココココンンンンササササルテルテルテルティィィィンンンンググググを行うなどを行うなどを行うなどを行うなど

支援支援支援支援を行ってまいりたいと思っております。を行ってまいりたいと思っております。を行ってまいりたいと思っております。を行ってまいりたいと思っております。少少少少なくとも２０なくとも２０なくとも２０なくとも２０社社社社ににににテテテテレワレワレワレワーーーーククククの導入がの導入がの導入がの導入が実実実実現現現現

できるよう努めてまいりたいと思っております。できるよう努めてまいりたいと思っております。できるよう努めてまいりたいと思っております。できるよう努めてまいりたいと思っております。

それからもう一つ、それからもう一つ、それからもう一つ、それからもう一つ、ひひひひとりとりとりとり親親親親の在の在の在の在宅就労宅就労宅就労宅就労のののの支援支援支援支援でございます。今でございます。今でございます。今でございます。今度度度度はははは企企企企業向けではなく業向けではなく業向けではなく業向けではなく

て従業員向けのて従業員向けのて従業員向けのて従業員向けの研修研修研修研修でありますが、でありますが、でありますが、でありますが、基基基基礎礎礎礎訓練訓練訓練訓練とととと応応応応用用用用訓練訓練訓練訓練をしております。をしております。をしております。をしております。パソコパソコパソコパソコンのンのンのンのワワワワーーーー

ドドドドとかとかとかとかエエエエククククセセセセルルルルのののの基基基基本的な本的な本的な本的な操作操作操作操作方方方方法法法法をををを訓練訓練訓練訓練するするするする基基基基礎礎礎礎訓練訓練訓練訓練３３３３カカカカ月と、月と、月と、月と、実際実際実際実際にににに企企企企業からの業からの業からの業からの仕仕仕仕事事事事

ををををややややりまして、りまして、りまして、りまして、ＯＪＴＯＪＴＯＪＴＯＪＴを含めましたを含めましたを含めましたを含めました応応応応用用用用訓練訓練訓練訓練をををを６６６６カカカカ月行うという月行うという月行うという月行うというメメメメニニニニュュュューになっておりまーになっておりまーになっておりまーになっておりま

す。このす。このす。このす。この訓練訓練訓練訓練のののの修了修了修了修了者にはその後、者にはその後、者にはその後、者にはその後、企企企企業からの業からの業からの業からの受注受注受注受注ののののササササーーーービスビスビスビスをををを受受受受けるというけるというけるというけるという登録登録登録登録をいたをいたをいたをいた

だきますと、だきますと、だきますと、だきますと、テテテテレワレワレワレワーーーーククククをををを使使使使ったったったった仕仕仕仕事を事を事を事を紹介紹介紹介紹介するするするする仕仕仕仕組組組組みにしております。現在、みにしております。現在、みにしております。現在、みにしております。現在、７６７６７６７６名が名が名が名が

登録登録登録登録いただいているという内容になっております。いただいているという内容になっております。いただいているという内容になっております。いただいているという内容になっております。

それから、もう一つ、それから、もう一つ、それから、もう一つ、それから、もう一つ、緊急緊急緊急緊急雇用対雇用対雇用対雇用対策策策策事業の国事業の国事業の国事業の国庫返還金庫返還金庫返還金庫返還金でございます。この国でございます。この国でございます。この国でございます。この国庫返還金庫返還金庫返還金庫返還金にににに

つきましては、東日本大つきましては、東日本大つきましては、東日本大つきましては、東日本大震災震災震災震災のののの影響影響影響影響による失業者の対による失業者の対による失業者の対による失業者の対応応応応ということで事業がということで事業がということで事業がということで事業が始始始始まりました。まりました。まりました。まりました。

新聞にも新聞にも新聞にも新聞にも載載載載りましたように、復興りましたように、復興りましたように、復興りましたように、復興財財財財源源源源をををを活活活活用した事業でございますので、用した事業でございますので、用した事業でございますので、用した事業でございますので、被災被災被災被災者のために者のために者のために者のために

活活活活用されていないという指用されていないという指用されていないという指用されていないという指摘摘摘摘が国会でなされたところでございます。それをが国会でなされたところでございます。それをが国会でなされたところでございます。それをが国会でなされたところでございます。それを受受受受けまして、けまして、けまして、けまして、

事業事業事業事業途途途途中ではありますが、中ではありますが、中ではありますが、中ではありますが、厚生厚生厚生厚生労労労労働働働働大大大大臣臣臣臣からからからから返還返還返還返還の要の要の要の要請請請請がされたところでございます。今がされたところでございます。今がされたところでございます。今がされたところでございます。今

回、回、回、回、返還金額返還金額返還金額返還金額を９を９を９を９，，，，１００１００１００１００万円万円万円万円ほどほどほどほど計計計計上しております。内上しております。内上しております。内上しております。内訳訳訳訳としましては、としましては、としましては、としましては、交付交付交付交付金金金金のののの残残残残額額額額

が３が３が３が３，，，，００００００００００００万円万円万円万円、それから現、それから現、それから現、それから現時時時時点で点で点で点で不不不不用用用用額額額額となるとなるとなるとなる見見見見込込込込みのありますもの、入みのありますもの、入みのありますもの、入みのありますもの、入札札札札残残残残あるいあるいあるいあるい

は事業は事業は事業は事業変変変変更更更更等によるもの等によるもの等によるもの等によるもの約約約約５５５５，８，８，８，８００００００００万円万円万円万円、それから、それから、それから、それから基金基金基金基金のののの運運運運用用用用益益益益３００３００３００３００万円万円万円万円、合、合、合、合計計計計９９９９，，，，

１００１００１００１００万円万円万円万円をををを返還返還返還返還するものでございます。以上でございます。するものでございます。以上でございます。するものでございます。以上でございます。するものでございます。以上でございます。

○大月地域産業課長○大月地域産業課長○大月地域産業課長○大月地域産業課長 県県県県営競輪場営競輪場営競輪場営競輪場に関するご質問にお答に関するご質問にお答に関するご質問にお答に関するご質問にお答ええええさせていただきます。させていただきます。させていただきます。させていただきます。

中村委員お中村委員お中村委員お中村委員お述述述述べべべべのとおり、奈良県のとおり、奈良県のとおり、奈良県のとおり、奈良県営競輪営競輪営競輪営競輪あり方あり方あり方あり方検討検討検討検討委員会において、委員会において、委員会において、委員会において、存続存続存続存続に関するご議に関するご議に関するご議に関するご議

論論論論をいただきまして、中をいただきまして、中をいただきまして、中をいただきまして、中間間間間報告で、平成２報告で、平成２報告で、平成２報告で、平成２６６６６年年年年度度度度から３年から３年から３年から３年間間間間、、、、包括外包括外包括外包括外部委部委部委部委託託託託を導入するこを導入するこを導入するこを導入するこ

とでとでとでとで累累累累積積積積赤字赤字赤字赤字解消解消解消解消を目指すという方向を目指すという方向を目指すという方向を目指すという方向性性性性をををを示示示示していただきました。これをしていただきました。これをしていただきました。これをしていただきました。これを受受受受けまして、県けまして、県けまして、県けまして、県
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ではではではでは包括外包括外包括外包括外部委部委部委部委託託託託の導入の導入の導入の導入効効効効果果果果についてについてについてについて検討検討検討検討を行い、民を行い、民を行い、民を行い、民間間間間ノウハウノウハウノウハウノウハウによる新による新による新による新規規規規顧客獲顧客獲顧客獲顧客獲得や得や得や得や、、、、

大きな大きな大きな大きなコスコスコスコストトトトダウダウダウダウンがンがンがンが期待期待期待期待でき、でき、でき、でき、経営改善経営改善経営改善経営改善をををを図図図図ることができるとることができるとることができるとることができると判断判断判断判断したことから、したことから、したことから、したことから、包括包括包括包括

外外外外部委部委部委部委託託託託を導入することにし、それにを導入することにし、それにを導入することにし、それにを導入することにし、それに伴伴伴伴うううう債債債債務務務務負担負担負担負担行行行行為為為為のののの補補補補正正正正予算予算予算予算を本議会に提出していを本議会に提出していを本議会に提出していを本議会に提出してい

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

このこのこのこの検討検討検討検討の中で、の中で、の中で、の中で、再再再再度度度度県としても県としても県としても県としてもシミュレシミュレシミュレシミュレーーーーショショショションを行い、平成２ンを行い、平成２ンを行い、平成２ンを行い、平成２６６６６年年年年度度度度で年で年で年で年間間間間１１１１億円億円億円億円

程程程程度度度度ののののコスコスコスコストトトト削削削削減減減減がががが見見見見込込込込まれると。そのように、まれると。そのように、まれると。そのように、まれると。そのように、シミュレシミュレシミュレシミュレーーーーショショショションをしていきますと、平ンをしていきますと、平ンをしていきますと、平ンをしていきますと、平

成２成２成２成２８８８８年年年年度度度度で４で４で４で４，，，，９００９００９００９００万円万円万円万円程程程程度度度度のののの黒字黒字黒字黒字がががが見見見見込込込込めるということで、その程めるということで、その程めるということで、その程めるということで、その程度度度度のののの繰繰繰繰り入れがり入れがり入れがり入れが

可能可能可能可能になると現在は、になると現在は、になると現在は、になると現在は、見見見見込込込込んでいるところです。以上です。んでいるところです。以上です。んでいるところです。以上です。んでいるところです。以上です。

○中尾知事公室審議官まちづくり推進局次長（地域デザイン推進課長事務取扱）○中尾知事公室審議官まちづくり推進局次長（地域デザイン推進課長事務取扱）○中尾知事公室審議官まちづくり推進局次長（地域デザイン推進課長事務取扱）○中尾知事公室審議官まちづくり推進局次長（地域デザイン推進課長事務取扱） 県県県県営プ営プ営プ営プ

ーーーール跡地プロル跡地プロル跡地プロル跡地プロジェジェジェジェクトクトクトクトにつきましてお答につきましてお答につきましてお答につきましてお答ええええをさせていただきます。をさせていただきます。をさせていただきます。をさせていただきます。

１点目、１点目、１点目、１点目、土地利土地利土地利土地利用用用用計画計画計画計画はどういうはどういうはどういうはどういう状況状況状況状況かということでございますが、今県かということでございますが、今県かということでございますが、今県かということでございますが、今県営プ営プ営プ営プーーーール跡地ル跡地ル跡地ル跡地

と奈良警と奈良警と奈良警と奈良警察察察察署署署署跡地跡地跡地跡地をををを活活活活用いたしまして、用いたしまして、用いたしまして、用いたしまして、宿泊宿泊宿泊宿泊滞滞滞滞在在在在型型型型のののの拠拠拠拠点をつくっていく、点をつくっていく、点をつくっていく、点をつくっていく、魅力魅力魅力魅力的でに的でに的でに的でにぎぎぎぎ

わいのある奈良らしいわいのある奈良らしいわいのある奈良らしいわいのある奈良らしい空空空空間間間間としていくために、としていくために、としていくために、としていくために、ホテルホテルホテルホテル、、、、ＮＨＫＮＨＫＮＨＫＮＨＫ奈良奈良奈良奈良放送放送放送放送会会会会館館館館のほかにのほかにのほかにのほかにココココンンンン

ベベベベンンンンショショショションの機ンの機ンの機ンの機能能能能、、、、イイイイベベベベンンンントトトトのののの広広広広場場場場の機の機の機の機能能能能、、、、バスバスバスバス等の公等の公等の公等の公共共共共交交交交通通通通のののの結節結節結節結節機機機機能能能能、、、、飲飲飲飲食食食食、、、、物物物物品品品品販販販販

売売売売の機の機の機の機能能能能など、どういった機など、どういった機など、どういった機など、どういった機能能能能を確を確を確を確保保保保していけばよいか。それからそういったものをしていけばよいか。それからそういったものをしていけばよいか。それからそういったものをしていけばよいか。それからそういったものを整備整備整備整備、、、、

運運運運営営営営していくのにしていくのにしていくのにしていくのに官官官官民民民民連連連連携携携携ののののスキスキスキスキーーーームムムムをどうすればいいかををどうすればいいかををどうすればいいかををどうすればいいかを検討検討検討検討しているところでございしているところでございしているところでございしているところでござい

ます。機ます。機ます。機ます。機能整備能整備能整備能整備いたしましたら、今いたしましたら、今いたしましたら、今いたしましたら、今度ホテル度ホテル度ホテル度ホテルはははは宿泊宿泊宿泊宿泊にににに特化特化特化特化していくのがいいのか、あるいしていくのがいいのか、あるいしていくのがいいのか、あるいしていくのがいいのか、あるい

ははははホテルホテルホテルホテルの中にの中にの中にの中にココココンンンンベベベベンンンンショショショションの機ンの機ンの機ンの機能能能能をををを設設設設けるのがいいのかとか、あるいは会議室はけるのがいいのかとか、あるいは会議室はけるのがいいのかとか、あるいは会議室はけるのがいいのかとか、あるいは会議室は多多多多目目目目

的なものか的なものか的なものか的なものかホホホホーーーールルルルのようなものかといったのようなものかといったのようなものかといったのようなものかといった具具具具体体体体的に確的に確的に確的に確保保保保する機する機する機する機能能能能の内容、それらのの内容、それらのの内容、それらのの内容、それらの規規規規模模模模とととと

かかかか数量数量数量数量、、、、施設施設施設施設の配の配の配の配置置置置もももも考え考え考え考えてまいります。てまいります。てまいります。てまいります。

それから、それから、それから、それから、土地利土地利土地利土地利用用用用計画計画計画計画とととと並並並並行して、行して、行して、行して、施設施設施設施設のののの整備整備整備整備後にどう後にどう後にどう後にどう運運運運営営営営していくかといったしていくかといったしていくかといったしていくかといったソフソフソフソフ

トトトト面面面面のことものことものことものことも検討検討検討検討してまいろうと思っています。民してまいろうと思っています。民してまいろうと思っています。民してまいろうと思っています。民間間間間事業者のご事業者のご事業者のご事業者のご意見意見意見意見をををを伺伺伺伺いつつ、いつつ、いつつ、いつつ、参参参参画意画意画意画意

欲欲欲欲が高まるようなが高まるようなが高まるようなが高まるようなプロプロプロプロジェジェジェジェクトクトクトクトにににに全体全体全体全体のののの計画計画計画計画をををを仕仕仕仕立立立立てていきたいとてていきたいとてていきたいとてていきたいと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。ややややはははは

り民り民り民り民間間間間事業者の事業者の事業者の事業者の参参参参画画画画のののの意意意意向を向を向を向を得得得得られるかがこのられるかがこのられるかがこのられるかがこの進進進進捗捗捗捗にはにはにはには非常非常非常非常に大きなに大きなに大きなに大きな影響影響影響影響をををを及及及及ぼぼぼぼすと思っすと思っすと思っすと思っ

ております。そこは民ております。そこは民ております。そこは民ております。そこは民間間間間事業者のご事業者のご事業者のご事業者のご意見意見意見意見をよくをよくをよくをよく伺伺伺伺いながら、いながら、いながら、いながら、参参参参画意欲画意欲画意欲画意欲が高まるようなが高まるようなが高まるようなが高まるような計画計画計画計画

をつくってまいります。をつくってまいります。をつくってまいります。をつくってまいります。

それから、２点目、それから、２点目、それから、２点目、それから、２点目、ＮＨＫＮＨＫＮＨＫＮＨＫ奈良奈良奈良奈良放送放送放送放送会会会会館館館館が、どうにが、どうにが、どうにが、どうにぎぎぎぎわいわいわいわいづづづづくりにくりにくりにくりに結び結び結び結びつくのかというつくのかというつくのかというつくのかという

ことでございます。ことでございます。ことでございます。ことでございます。ＮＨＫＮＨＫＮＨＫＮＨＫのののの放送放送放送放送会会会会館館館館ということで申し上ということで申し上ということで申し上ということで申し上げげげげますと、例ますと、例ますと、例ますと、例ええええば神ば神ば神ば神戸戸戸戸放送放送放送放送会会会会館館館館

では、では、では、では、施設施設施設施設の１の１の１の１階階階階部部部部分分分分ををををトトトトアスアスアスアステテテテーーーーショショショションとして、オーンとして、オーンとして、オーンとして、オーププププンンンンススススタタタタジジジジオでの公開オでの公開オでの公開オでの公開放送放送放送放送だとか、だとか、だとか、だとか、

ジャジャジャジャズズズズのののの町町町町ににににふふふふさわしい定さわしい定さわしい定さわしい定期期期期的な的な的な的なジャジャジャジャズズズズラララライイイイブブブブでありますとか、でありますとか、でありますとか、でありますとか、兵兵兵兵庫庫庫庫県民による県民による県民による県民による音音音音楽や楽や楽や楽やダダダダ
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ンンンンススススののののパフォパフォパフォパフォーーーーママママンンンンスススス発発発発表表表表などでになどでになどでになどでにぎぎぎぎわいわいわいわいづづづづくりをされておりますし、大くりをされておりますし、大くりをされておりますし、大くりをされておりますし、大阪阪阪阪放送放送放送放送会会会会館館館館は、は、は、は、

大大大大阪阪阪阪市市市市歴史歴史歴史歴史博博博博物館物館物館物館とのとのとのとの複複複複合合合合施設施設施設施設ということで、１ということで、１ということで、１ということで、１階階階階部部部部分分分分ののののププププララララザザザザススススタタタタジジジジオでの公開オでの公開オでの公開オでの公開放送放送放送放送だだだだ

とか、とか、とか、とか、最最最最新の新の新の新の放送技術放送技術放送技術放送技術をををを体体体体験験験験できるできるできるできる展展展展示示示示、、、、アアアアトトトトリリリリウムウムウムウムでの公開での公開での公開での公開番組番組番組番組、、、、イイイイベベベベンンンントトトトなどを行っなどを行っなどを行っなどを行っ

ております。ております。ております。ております。

昨日、一昨日も、奈良昨日、一昨日も、奈良昨日、一昨日も、奈良昨日、一昨日も、奈良放送局放送局放送局放送局で奈良わくわくで奈良わくわくで奈良わくわくで奈良わくわくスススステテテテーーーーショショショションという、ンという、ンという、ンという、歌歌歌歌のおのおのおのお姉姉姉姉さんがいらさんがいらさんがいらさんがいら

っしっしっしっしゃゃゃゃったり、ったり、ったり、ったり、ＮＨＫＮＨＫＮＨＫＮＨＫ関係の関係の関係の関係の展展展展示示示示をしてをしてをしてをしてイイイイベベベベンンンントトトトをしておられました。をしておられました。をしておられました。をしておられました。割割割割とにとにとにとにぎぎぎぎわっておわっておわっておわってお

りましたけれども、りましたけれども、りましたけれども、りましたけれども、ふふふふだんも１だんも１だんも１だんも１階階階階部部部部分分分分は一は一は一は一般般般般開開開開放放放放をしているところでございますが、をしているところでございますが、をしているところでございますが、をしているところでございますが、ややややはははは

り奥まったところにあるり奥まったところにあるり奥まったところにあるり奥まったところにある立地立地立地立地もいろいろもいろいろもいろいろもいろいろ影響影響影響影響はしているかと思います。今回県はしているかと思います。今回県はしているかと思います。今回県はしているかと思います。今回県営プ営プ営プ営プーーーール跡ル跡ル跡ル跡

地へ地へ地へ地へのののの移転検討移転検討移転検討移転検討にににに際際際際しましては、そういう点、しましては、そういう点、しましては、そういう点、しましては、そういう点、ＮＨＫＮＨＫＮＨＫＮＨＫの持たれているにの持たれているにの持たれているにの持たれているにぎぎぎぎわいわいわいわいづづづづくりのくりのくりのくりのポポポポ

テテテテンンンンシャシャシャシャルルルルをををを十分十分十分十分にににに引引引引き出していけるように、例き出していけるように、例き出していけるように、例き出していけるように、例ええええばばばば映像展映像展映像展映像展示示示示でありますとか、あるいはでありますとか、あるいはでありますとか、あるいはでありますとか、あるいは

イイイイベベベベンンンントトトトといった部といった部といった部といった部分分分分で、にで、にで、にで、にぎぎぎぎわいを確わいを確わいを確わいを確保保保保していただけるようにしていただけるようにしていただけるようにしていただけるように協協協協議をしていけたらと思議をしていけたらと思議をしていけたらと思議をしていけたらと思

っております。っております。っております。っております。

それから、それから、それから、それから、ホテル誘致ホテル誘致ホテル誘致ホテル誘致のののの状況状況状況状況でございますけれども、現在もでございますけれども、現在もでございますけれども、現在もでございますけれども、現在もホテルホテルホテルホテルの事業はこの県の事業はこの県の事業はこの県の事業はこの県営プ営プ営プ営プ

ーーーール跡地ル跡地ル跡地ル跡地ののののプロプロプロプロジェジェジェジェクトクトクトクトのののの重重重重要な要要な要要な要要な要素素素素として、関心をとして、関心をとして、関心をとして、関心を示示示示されている事業者さん中心にされている事業者さん中心にされている事業者さん中心にされている事業者さん中心に誘致誘致誘致誘致

活活活活動を動を動を動を続続続続けているところでございます。けているところでございます。けているところでございます。けているところでございます。誘致誘致誘致誘致のののの際際際際にはもにはもにはもにはもちちちちろんろんろんろんＶＩＰＶＩＰＶＩＰＶＩＰだけではなくて、だけではなくて、だけではなくて、だけではなくて、外外外外

国国国国人人人人とかとかとかとか修学旅修学旅修学旅修学旅行行行行生生生生の方々をはの方々をはの方々をはの方々をはじじじじめ、め、め、め、多多多多様な様な様な様な客客客客層に対層に対層に対層に対応応応応するするするするホテルホテルホテルホテルということでもということでもということでもということでも可能可能可能可能とととと

いうことでいうことでいうことでいうことでややややっておりますので、っておりますので、っておりますので、っておりますので、必必必必ずしもずしもずしもずしもＶＩＰＶＩＰＶＩＰＶＩＰというような高というような高というような高というような高級級級級なななな人人人人たたたたちちちちだけを対だけを対だけを対だけを対象象象象にににに

するものではなくするものではなくするものではなくするものではなく誘致誘致誘致誘致活活活活動をしているところでございます。ただ、動をしているところでございます。ただ、動をしているところでございます。ただ、動をしているところでございます。ただ、ややややはりはりはりはりフラフラフラフラッッッッグシグシグシグシッッッッププププ

となるような、となるような、となるような、となるような、グレグレグレグレーーーードドドドの高いの高いの高いの高いホテルホテルホテルホテルであれば、それはであれば、それはであれば、それはであれば、それは非常非常非常非常に奈良県のためにもなるとはに奈良県のためにもなるとはに奈良県のためにもなるとはに奈良県のためにもなるとは

思っております。いずれにいたしましても、事業者のご思っております。いずれにいたしましても、事業者のご思っております。いずれにいたしましても、事業者のご思っております。いずれにいたしましても、事業者のご意見意見意見意見をををを伺伺伺伺いながら、いながら、いながら、いながら、参参参参画意欲画意欲画意欲画意欲が高が高が高が高

まるようなまるようなまるようなまるような全体プロ全体プロ全体プロ全体プロジェジェジェジェクトクトクトクトをををを計画計画計画計画してまいりたいと思っております。以上です。してまいりたいと思っております。以上です。してまいりたいと思っております。以上です。してまいりたいと思っております。以上です。

○福谷農林部長○福谷農林部長○福谷農林部長○福谷農林部長 県農業大県農業大県農業大県農業大学校学校学校学校のののの６６６６次産業次産業次産業次産業化化化化研修研修研修研修拠拠拠拠点点点点施設施設施設施設のののの着着着着実実実実なななな整備整備整備整備についてのご質問についてのご質問についてのご質問についてのご質問

でございます。このでございます。このでございます。このでございます。この件件件件につきましては、農林部内でにつきましては、農林部内でにつきましては、農林部内でにつきましては、農林部内でプロプロプロプロジェジェジェジェクトクトクトクトチチチチーーーームムムムをををを設置設置設置設置いたしましいたしましいたしましいたしまし

て、て、て、て、複複複複数数数数課課課課でともにでともにでともにでともに協協協協議をしてきた議をしてきた議をしてきた議をしてきた経緯経緯経緯経緯がありますので、がありますので、がありますので、がありますので、私私私私からまず答弁をさせていただからまず答弁をさせていただからまず答弁をさせていただからまず答弁をさせていただ

きます。きます。きます。きます。

農業大農業大農業大農業大学校学校学校学校６６６６次産業次産業次産業次産業化化化化研修研修研修研修拠拠拠拠点点点点整備整備整備整備事業につきましては、事業につきましては、事業につきましては、事業につきましては、設計施工設計施工設計施工設計施工一一一一括括括括発発発発注注注注の公の公の公の公募募募募型型型型ププププ

ロポロポロポロポーーーーザルザルザルザル方方方方式式式式で業者で業者で業者で業者選選選選定をすることとして定をすることとして定をすることとして定をすることとして７７７７月に公告し、１つの月に公告し、１つの月に公告し、１つの月に公告し、１つのＪＶＪＶＪＶＪＶからからからから参参参参加加加加表表表表明を明を明を明を受受受受

けました。しかしながら、中村委員おけました。しかしながら、中村委員おけました。しかしながら、中村委員おけました。しかしながら、中村委員お述述述述べべべべのように、のように、のように、のように、結果結果結果結果としてとしてとしてとして不調不調不調不調にににに終終終終わりました。委わりました。委わりました。委わりました。委

員からはこういう例が員からはこういう例が員からはこういう例が員からはこういう例が最最最最近近近近、公、公、公、公共工共工共工共工事に事に事に事に多多多多いのではないかというご質問でございますが、いのではないかというご質問でございますが、いのではないかというご質問でございますが、いのではないかというご質問でございますが、

申しわけないですが、申しわけないですが、申しわけないですが、申しわけないですが、私私私私からは今回のからは今回のからは今回のからは今回の件件件件にににに絞絞絞絞って答弁をさせていただきます。って答弁をさせていただきます。って答弁をさせていただきます。って答弁をさせていただきます。不調不調不調不調になっになっになっになっ
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たことをたことをたことをたことを踏踏踏踏ままままええええて、て、て、て、複複複複数数数数の業者に聞きの業者に聞きの業者に聞きの業者に聞き取取取取りをりをりをりを実施実施実施実施いたしました。その理いたしました。その理いたしました。その理いたしました。その理由由由由として、として、として、として、数社数社数社数社かかかか

らららら話話話話があったのは、があったのは、があったのは、があったのは、仕仕仕仕様様様様書書書書にににに示示示示されたされたされたされた基基基基本本本本計画計画計画計画ののののイイイイメメメメーーーージ図ジ図ジ図ジ図どおりにどおりにどおりにどおりに設計設計設計設計をすると、事業をすると、事業をすると、事業をすると、事業

費費費費が上が上が上が上限限限限額額額額をををを超超超超ええええるおそれがあるということが１点でございました。るおそれがあるということが１点でございました。るおそれがあるということが１点でございました。るおそれがあるということが１点でございました。

それと、それと、それと、それと、鉄筋コ鉄筋コ鉄筋コ鉄筋コンンンンククククリーリーリーリートトトトと木と木と木と木造造造造のののの混混混混構造構造構造構造ではではではでは経費経費経費経費がかさがかさがかさがかさむむむむとともに、とともに、とともに、とともに、工期工期工期工期もももも足足足足りないりないりないりない

可能可能可能可能性性性性があるという、大があるという、大があるという、大があるという、大体体体体２点の理２点の理２点の理２点の理由由由由なりご指なりご指なりご指なりご指摘摘摘摘をををを受受受受けましたので、けましたので、けましたので、けましたので、改改改改めてめてめてめて再再再再公告に当た公告に当た公告に当た公告に当た

りましては、これらのりましては、これらのりましては、これらのりましては、これらの意見意見意見意見をををを考考考考慮慮慮慮をして、総事業をして、総事業をして、総事業をして、総事業費費費費はそのままに、はそのままに、はそのままに、はそのままに、技術技術技術技術提案に当たっての提案に当たっての提案に当たっての提案に当たっての

基基基基本本本本条条条条件件件件をををを見直見直見直見直し、し、し、し、価格価格価格価格とととと工期工期工期工期をををを抑抑抑抑ええええられるようられるようられるようられるよう工工工工夫をしたと、我々は夫をしたと、我々は夫をしたと、我々は夫をしたと、我々は考え考え考え考えています。ています。ています。ています。具具具具

体体体体的には、的には、的には、的には、施設施設施設施設ののののデデデデザイザイザイザイン等については、ン等については、ン等については、ン等については、基基基基本本本本計画計画計画計画ののののイイイイメメメメーーーージジジジはあくまではあくまではあくまではあくまで参参参参考考考考であることであることであることであること

を理を理を理を理解解解解をしていただいた上で、をしていただいた上で、をしていただいた上で、をしていただいた上で、必必必必要な機要な機要な機要な機能能能能とととと面面面面積積積積を確を確を確を確保保保保した平した平した平した平面面面面構構構構成での提案、つまり、成での提案、つまり、成での提案、つまり、成での提案、つまり、

自自自自由由由由にににに考え考え考え考えていただいてていただいてていただいてていただいて結構結構結構結構だということですが、それをだということですが、それをだということですが、それをだということですが、それを可可可可とし、また、とし、また、とし、また、とし、また、施設施設施設施設のののの構造構造構造構造は、は、は、は、

鉄筋コ鉄筋コ鉄筋コ鉄筋コンンンンククククリーリーリーリートトトトと木と木と木と木造造造造のののの混混混混構造構造構造構造、いわ、いわ、いわ、いわゆゆゆゆるるるるハハハハイイイイブブブブリッリッリッリッドドドドと言われるまと言われるまと言われるまと言われるまぜぜぜぜたたたた構造構造構造構造としていとしていとしていとしてい

ましたが、今回の公告については木ましたが、今回の公告については木ましたが、今回の公告については木ましたが、今回の公告については木造造造造、、、、鉄筋コ鉄筋コ鉄筋コ鉄筋コンンンンククククリーリーリーリート及びト及びト及びト及びそのそのそのその混混混混構造構造構造構造をををを可可可可とすることとすることとすることとすること

とし、いろいろとし、いろいろとし、いろいろとし、いろいろ考え考え考え考えていただいて、その中でご提案をいただければというていただいて、その中でご提案をいただければというていただいて、その中でご提案をいただければというていただいて、その中でご提案をいただければという形形形形でのでのでのでの仕仕仕仕様の内様の内様の内様の内

容を容を容を容を変変変変更更更更して、して、して、して、再再再再公告を行ったところでございます。委員もいろいろ公告を行ったところでございます。委員もいろいろ公告を行ったところでございます。委員もいろいろ公告を行ったところでございます。委員もいろいろ期待期待期待期待をしていただいをしていただいをしていただいをしていただい

ているとありがたいお言ているとありがたいお言ているとありがたいお言ているとありがたいお言葉葉葉葉をいただいておりますが、我々もをいただいておりますが、我々もをいただいておりますが、我々もをいただいておりますが、我々も複複複複数数数数のののの企企企企業業業業体体体体がががが応募応募応募応募されるこされるこされるこされるこ

とをとをとをとを期待期待期待期待をしているところでございます。をしているところでございます。をしているところでございます。をしているところでございます。

最最最最後に、その後に、その後に、その後に、その全体全体全体全体スケジュスケジュスケジュスケジューーーールルルルは大は大は大は大丈丈丈丈夫かというお夫かというお夫かというお夫かというお話話話話でございました。当でございました。当でございました。当でございました。当初初初初どおり、平どおり、平どおり、平どおり、平

成２成２成２成２７７７７年４月の年４月の年４月の年４月の実実実実践践践践オーオーオーオーベベベベルルルルジュ棟ジュ棟ジュ棟ジュ棟のオーのオーのオーのオーププププン、それから、平成２ン、それから、平成２ン、それから、平成２ン、それから、平成２８８８８年４月の年４月の年４月の年４月の全体全体全体全体開開開開校校校校にににに

はははは十分間十分間十分間十分間に合うとに合うとに合うとに合うと考え考え考え考えているところでございます。以上でございます。ているところでございます。以上でございます。ているところでございます。以上でございます。ているところでございます。以上でございます。

以以以以下下下下の質問についてはの質問についてはの質問についてはの質問については担担担担当次長なり当次長なり当次長なり当次長なり課課課課長からお答長からお答長からお答長からお答ええええをさせていただきます。をさせていただきます。をさせていただきます。をさせていただきます。

○嶋本農林部次長（市場担当）○嶋本農林部次長（市場担当）○嶋本農林部次長（市場担当）○嶋本農林部次長（市場担当） 県中県中県中県中央卸売市場央卸売市場央卸売市場央卸売市場のののの状況状況状況状況についてのおについてのおについてのおについてのお尋尋尋尋ねねねねをいただきましをいただきましをいただきましをいただきまし

た。た。た。た。

当当当当市場市場市場市場も、も、も、も、先先先先ほど中村委員おっしほど中村委員おっしほど中村委員おっしほど中村委員おっしゃゃゃゃいましたようないましたようないましたようないましたような状況状況状況状況にございます。こうしたにございます。こうしたにございます。こうしたにございます。こうした状況状況状況状況のののの

中で、まず１つ目は、県中中で、まず１つ目は、県中中で、まず１つ目は、県中中で、まず１つ目は、県中央卸売市場特央卸売市場特央卸売市場特央卸売市場特別別別別会会会会計計計計のののの決算決算決算決算のののの状況状況状況状況でございます。平成２４年でございます。平成２４年でございます。平成２４年でございます。平成２４年度度度度

で申しますと、歳入がで申しますと、歳入がで申しますと、歳入がで申しますと、歳入が６億６億６億６億１１１１，，，，５００５００５００５００万円万円万円万円、歳出が、歳出が、歳出が、歳出が６億７６億７６億７６億７００００００００万円万円万円万円でありまして、でありまして、でありまして、でありまして、毎毎毎毎年年年年度度度度

黒字黒字黒字黒字でででで運運運運営営営営ができているができているができているができている状況状況状況状況でございます。歳入の内でございます。歳入の内でございます。歳入の内でございます。歳入の内訳訳訳訳といたしましては、といたしましては、といたしましては、といたしましては、市場市場市場市場使使使使用用用用料料料料、、、、

それからそれからそれからそれから電気電気電気電気、、、、下水下水下水下水道道道道使使使使用用用用料料料料が５が５が５が５億８，７億８，７億８，７億８，７００００００００万円万円万円万円、、、、率率率率にしまして９５にしまして９５にしまして９５にしまして９５．．．．７７７７４４４４％％％％でございでございでございでござい

ます。ます。ます。ます。繰繰繰繰越越越越金金金金が１が１が１が１，７，７，７，７００００００００万円万円万円万円、一、一、一、一般般般般会会会会計計計計からのからのからのからの繰繰繰繰入入入入金金金金は１は１は１は１，，，，１００１００１００１００万円万円万円万円、、、、全体全体全体全体の１の１の１の１．．．．

８８８８％％％％というというというという状況状況状況状況になっております。になっております。になっております。になっております。繰繰繰繰入入入入金金金金につきましては、県が行いますにつきましては、県が行いますにつきましては、県が行いますにつきましては、県が行います取取取取引引引引の指導、監の指導、監の指導、監の指導、監

督督督督に係りますに係りますに係りますに係ります経費経費経費経費とか、とか、とか、とか、施設施設施設施設のののの建設建設建設建設にかかりましたにかかりましたにかかりましたにかかりました起債起債起債起債のののの償償償償還還還還の一部にの一部にの一部にの一部に充充充充てるために、てるために、てるために、てるために、毎毎毎毎
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年年年年度数度数度数度数百百百百万円万円万円万円からからからから数数数数千千千千万円万円万円万円のののの間間間間でででで推推推推移移移移をしているをしているをしているをしている状況状況状況状況でございます。でございます。でございます。でございます。

歳出につきましては、歳出につきましては、歳出につきましては、歳出につきましては、光熱光熱光熱光熱水費水費水費水費、それから、それから、それから、それから施設施設施設施設のののの維維維維持持持持費費費費等管理等管理等管理等管理運運運運営費営費営費営費といたしまして４といたしまして４といたしまして４といたしまして４

億６，億６，億６，億６，２００２００２００２００万円万円万円万円、、、、７６７６７６７６．．．．１１１１％％％％に上ります。職員に上ります。職員に上ります。職員に上ります。職員給与給与給与給与費費費費が１が１が１が１億億億億４４４４，，，，５００５００５００５００万円万円万円万円、２３、２３、２３、２３．．．．

９９９９％％％％でございます。現在、職員はでございます。現在、職員はでございます。現在、職員はでございます。現在、職員は嘱嘱嘱嘱託託託託職員４名、日々雇用職員４名を含めまして２２名で職員４名、日々雇用職員４名を含めまして２２名で職員４名、日々雇用職員４名を含めまして２２名で職員４名、日々雇用職員４名を含めまして２２名で

運運運運営営営営をいたしております。これまでをいたしております。これまでをいたしております。これまでをいたしております。これまで経費節減経費節減経費節減経費節減をするために、５年前とをするために、５年前とをするために、５年前とをするために、５年前と比比比比べべべべますと正ますと正ますと正ますと正規規規規職員職員職員職員

をををを嘱嘱嘱嘱託託託託職員に職員に職員に職員に変変変変更更更更するなど、２するなど、２するなど、２するなど、２，，，，００００００００００００万円万円万円万円程程程程度度度度のののの削削削削減減減減を行ってきたところでございます。を行ってきたところでございます。を行ってきたところでございます。を行ってきたところでございます。

一方で、２つ目ですが、一方で、２つ目ですが、一方で、２つ目ですが、一方で、２つ目ですが、市場市場市場市場内事業者の内事業者の内事業者の内事業者の経営状況経営状況経営状況経営状況につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、毎毎毎毎年年年年度度度度会会会会計計計計報告を求報告を求報告を求報告を求

めまして、めまして、めまして、めまして、経営状況経営状況経営状況経営状況をををを分分分分析析析析し、し、し、し、改善改善改善改善のののの必必必必要がある事業者に対しましては中要がある事業者に対しましては中要がある事業者に対しましては中要がある事業者に対しましては中小企小企小企小企業業業業診断士診断士診断士診断士なななな

どどどど専門専門専門専門家家家家を入れまして、を入れまして、を入れまして、を入れまして、財財財財務務務務状況調状況調状況調状況調査を査を査を査を実施実施実施実施して、して、して、して、経営改善経営改善経営改善経営改善の指導を行っているところでの指導を行っているところでの指導を行っているところでの指導を行っているところで

ございます。ございます。ございます。ございます。市場市場市場市場内には内には内には内には卸売卸売卸売卸売業者４業者４業者４業者４社社社社とととと仲仲仲仲卸卸卸卸業者が５３業者が５３業者が５３業者が５３社社社社、関、関、関、関連連連連事業者が３５事業者が３５事業者が３５事業者が３５社社社社と、と、と、と、計計計計９９９９

２２２２社社社社入っております。それぞれの入っております。それぞれの入っております。それぞれの入っております。それぞれの経営状況経営状況経営状況経営状況は、は、は、は、卸売卸売卸売卸売業者につきましては、業者につきましては、業者につきましては、業者につきましては、取取取取扱扱扱扱高は高は高は高は減少傾減少傾減少傾減少傾

向にはありますけれども、４向にはありますけれども、４向にはありますけれども、４向にはありますけれども、４社社社社ともともともとも経常利経常利経常利経常利益益益益をををを計計計計上して、おお上して、おお上して、おお上して、おおむむむむねねねね堅堅堅堅調調調調にににに推推推推移移移移をしているをしているをしているをしている

と思います。と思います。と思います。と思います。仲仲仲仲卸卸卸卸業者では、業者では、業者では、業者では、青青青青果果果果部、部、部、部、水水水水産産産産物物物物部ともにほ部ともにほ部ともにほ部ともにほぼぼぼぼ半数半数半数半数がががが厳厳厳厳しいしいしいしい経営状況経営状況経営状況経営状況でございでございでございでござい

ます。関ます。関ます。関ます。関連連連連事業者についても事業者についても事業者についても事業者についても同同同同程程程程度度度度でございます。これはでございます。これはでございます。これはでございます。これは積積積積極極極極的に的に的に的に営営営営業業業業活活活活動動動動や工や工や工や工夫を行っ夫を行っ夫を行っ夫を行っ

ているているているている意欲意欲意欲意欲を持っている事業者の方と、一方で高を持っている事業者の方と、一方で高を持っている事業者の方と、一方で高を持っている事業者の方と、一方で高齢齢齢齢化化化化、それから後、それから後、それから後、それから後継継継継者者者者難難難難ということでということでということでということで余余余余

りりりり積積積積極極極極的な的な的な的な展展展展開ができない事業者の方との二開ができない事業者の方との二開ができない事業者の方との二開ができない事業者の方との二極極極極化化化化がががが進進進進んでいるのではないかとんでいるのではないかとんでいるのではないかとんでいるのではないかと推測推測推測推測をしてをしてをしてをして

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

次に、３つ目、入次に、３つ目、入次に、３つ目、入次に、３つ目、入退退退退居居居居のののの状況状況状況状況ですけれども、関ですけれども、関ですけれども、関ですけれども、関連連連連事業者につきましては、平成２１年事業者につきましては、平成２１年事業者につきましては、平成２１年事業者につきましては、平成２１年度度度度

以以以以降降降降、、、、漬漬漬漬物物物物屋屋屋屋等等等等約約約約９９９９社社社社がががが撤退撤退撤退撤退しております。一方で、しております。一方で、しております。一方で、しております。一方で、運運運運送送送送業者など５業者など５業者など５業者など５社社社社が新たに入が新たに入が新たに入が新たに入居居居居をしをしをしをし

ました。また、ました。また、ました。また、ました。また、既既既既に入に入に入に入居居居居しておられる事業者が事業しておられる事業者が事業しておられる事業者が事業しておられる事業者が事業拡拡拡拡大を行ったという例もございます。大を行ったという例もございます。大を行ったという例もございます。大を行ったという例もございます。

市場市場市場市場のののの改改改改革革革革の一の一の一の一環環環環といたしまして、といたしまして、といたしまして、といたしまして、全全全全事業者に入事業者に入事業者に入事業者に入居居居居、、、、退退退退居居居居に係りますに係りますに係りますに係ります判断判断判断判断基基基基準準準準といたしまといたしまといたしまといたしま

して、して、して、して、先般先般先般先般入入入入退退退退居居居居基基基基準準準準をををを通通通通知したところでございます。今年知したところでございます。今年知したところでございます。今年知したところでございます。今年度度度度、現在までのところ、、現在までのところ、、現在までのところ、、現在までのところ、仲仲仲仲卸卸卸卸

事業者につきましては、事業者につきましては、事業者につきましては、事業者につきましては、青青青青果果果果部、部、部、部、水水水水産産産産物物物物部の部の部の部の各各各各１１１１社社社社がががが廃廃廃廃業、業、業、業、撤退撤退撤退撤退をいたしました。関をいたしました。関をいたしました。関をいたしました。関連連連連棟棟棟棟

では、現在、新では、現在、新では、現在、新では、現在、新規規規規入入入入居居居居が２が２が２が２社社社社と、と、と、と、店店店店舗舗舗舗のののの拡拡拡拡大２大２大２大２社社社社、これについて、これについて、これについて、これについて具具具具体体体体的に今、審査が行わ的に今、審査が行わ的に今、審査が行わ的に今、審査が行わ

れております。今後も県と事業者が一れております。今後も県と事業者が一れております。今後も県と事業者が一れております。今後も県と事業者が一体体体体となりまして、となりまして、となりまして、となりまして、空空空空きききき店店店店舗舗舗舗数数数数のののの減少減少減少減少に努めてまいりに努めてまいりに努めてまいりに努めてまいり

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

先先先先ほど申し上ほど申し上ほど申し上ほど申し上げげげげました入ました入ました入ました入退退退退居居居居基基基基準準準準の中では、の中では、の中では、の中では、意欲意欲意欲意欲のある事業者の入のある事業者の入のある事業者の入のある事業者の入居居居居をををを促進促進促進促進いたしましいたしましいたしましいたしまし

て、て、て、て、撤退撤退撤退撤退に関しましては、１つはに関しましては、１つはに関しましては、１つはに関しましては、１つは市場市場市場市場使使使使用用用用料料料料をををを滞滞滞滞納納納納したしたしたした場場場場合、それから２つ目は合、それから２つ目は合、それから２つ目は合、それから２つ目は法法法法令令令令とかとかとかとか

市場市場市場市場内の内の内の内のルルルルーーーールルルルにににに違反違反違反違反をして、をして、をして、をして、改善改善改善改善命令命令命令命令に従ってもらに従ってもらに従ってもらに従ってもらええええないないないない場場場場合、それから３つ目は、一合、それから３つ目は、一合、それから３つ目は、一合、それから３つ目は、一

定の定の定の定の経営水経営水経営水経営水準準準準にににに達達達達しないで、しないで、しないで、しないで、改善改善改善改善措措措措置置置置命令命令命令命令に従わないに従わないに従わないに従わない場場場場合と、大きく３つを上合と、大きく３つを上合と、大きく３つを上合と、大きく３つを上げげげげまして、まして、まして、まして、
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事業者の事業者の事業者の事業者の退退退退居居居居をををを促促促促すことで、健すことで、健すことで、健すことで、健全全全全なななな市場市場市場市場運運運運営営営営を目指し、またこれまでのを目指し、またこれまでのを目指し、またこれまでのを目指し、またこれまでの経営手法経営手法経営手法経営手法だけではだけではだけではだけでは

なくて、なくて、なくて、なくて、実需実需実需実需者の者の者の者のニニニニーーーーズズズズにににに応え応え応え応えるるるる積積積積極極極極的な事業的な事業的な事業的な事業展展展展開に開に開に開に意欲意欲意欲意欲をををを示示示示してもらしてもらしてもらしてもらええええる事業者につきる事業者につきる事業者につきる事業者につき

ましては、それぞれそれにましては、それぞれそれにましては、それぞれそれにましては、それぞれそれに応じ応じ応じ応じたたたた積積積積極極極極的な的な的な的な支援支援支援支援をしてまいることといたしております。をしてまいることといたしております。をしてまいることといたしております。をしてまいることといたしております。

最最最最後になりますが、この後になりますが、この後になりますが、この後になりますが、この改改改改革革革革につきましては、平成２につきましては、平成２につきましては、平成２につきましては、平成２７７７７年年年年度度度度まで３まで３まで３まで３カカカカ年に年に年に年に集集集集中して行お中して行お中して行お中して行お

うとしておりまして、このうとしておりまして、このうとしておりまして、このうとしておりまして、この結果結果結果結果で県中で県中で県中で県中央卸売市場央卸売市場央卸売市場央卸売市場のののの取取取取扱扱扱扱高でありますとか、事業者の高でありますとか、事業者の高でありますとか、事業者の高でありますとか、事業者の経営経営経営経営

状況状況状況状況がががが改善改善改善改善あるいはあるいはあるいはあるいは維維維維持できているかどうか、そして、その持できているかどうか、そして、その持できているかどうか、そして、その持できているかどうか、そして、その時時時時点で事業者点で事業者点で事業者点で事業者数数数数でありますとでありますとでありますとでありますと

か、か、か、か、施設施設施設施設のののの状況状況状況状況、そういったものを、そういったものを、そういったものを、そういったものを見見見見きわめまして、中村委員からきわめまして、中村委員からきわめまして、中村委員からきわめまして、中村委員から身身身身のののの丈丈丈丈に合ったというに合ったというに合ったというに合ったという

表表表表現をしていただきましたけれども、現をしていただきましたけれども、現をしていただきましたけれども、現をしていただきましたけれども、将将将将来来来来のののの適適適適正な正な正な正な卸売市場卸売市場卸売市場卸売市場のののの規規規規模模模模でありますとかでありますとかでありますとかでありますとか運運運運営手営手営手営手

法法法法も含めまして、も含めまして、も含めまして、も含めまして、各各各各方方方方面面面面のごのごのごのご意見意見意見意見をををを参参参参考考考考にして、にして、にして、にして、幅幅幅幅広広広広い議い議い議い議論論論論、、、、検討検討検討検討をすをすをすをすべべべべきときときときと考え考え考え考えているているているている

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。

○岡野奈良の木ブランド課長○岡野奈良の木ブランド課長○岡野奈良の木ブランド課長○岡野奈良の木ブランド課長 今回の９月今回の９月今回の９月今回の９月補補補補正正正正予算予算予算予算にににに計計計計上されております国上されております国上されております国上されております国庫返還金庫返還金庫返還金庫返還金のうのうのうのう

ちちちち、農林部が、農林部が、農林部が、農林部が所所所所管しているものが１４管しているものが１４管しているものが１４管しているものが１４億円余億円余億円余億円余りとりとりとりと非常非常非常非常にににに多額多額多額多額に上っていることにつきましに上っていることにつきましに上っていることにつきましに上っていることにつきまし

て、そのて、そのて、そのて、その経緯経緯経緯経緯とととと返還返還返還返還後後後後支障支障支障支障が出るので、その対が出るので、その対が出るので、その対が出るので、その対応応応応はというご質問をいただいております。はというご質問をいただいております。はというご質問をいただいております。はというご質問をいただいております。

本県におきましては、国の本県におきましては、国の本県におきましては、国の本県におきましては、国の森森森森林林林林整備整備整備整備加加加加速化速化速化速化・林業・林業・林業・林業再生再生再生再生事業事業事業事業費補費補費補費補助助助助金金金金をををを活活活活用いたしまして、用いたしまして、用いたしまして、用いたしまして、

間間間間伐伐伐伐材材材材のののの整備整備整備整備とか、木とか、木とか、木とか、木材材材材産業の振興という産業の振興という産業の振興という産業の振興という形形形形でさまざまな事業をでさまざまな事業をでさまざまな事業をでさまざまな事業を実施実施実施実施しているわけでござしているわけでござしているわけでござしているわけでござ

いますけれども、その中に国が平成２３年いますけれども、その中に国が平成２３年いますけれども、その中に国が平成２３年いますけれども、その中に国が平成２３年度度度度のののの補補補補正正正正予算予算予算予算でででで措措措措置置置置いたしました復興関いたしました復興関いたしました復興関いたしました復興関連予算連予算連予算連予算

をををを財財財財源源源源としたものもとしたものもとしたものもとしたものも使使使使っていたところでございます。復興関っていたところでございます。復興関っていたところでございます。復興関っていたところでございます。復興関連予算連予算連予算連予算につきましては、平成につきましては、平成につきましては、平成につきましては、平成

２５年２５年２５年２５年７７７７月２日月２日月２日月２日付付付付で国からで国からで国からで国から同予算同予算同予算同予算をををを財財財財源源源源とするものについてはとするものについてはとするものについてはとするものについては被災被災被災被災地地地地にににに直直直直接接接接関係するもの関係するもの関係するもの関係するもの

にににに使途使途使途使途をををを限限限限定した上で、定した上で、定した上で、定した上で、執執執執行行行行済済済済みみみみ並並並並びびびびにににに予算計予算計予算計予算計上されたものを上されたものを上されたものを上されたものを除除除除き、き、き、き、返還返還返還返還せよという要せよという要せよという要せよという要請請請請

があったところです。この要があったところです。この要があったところです。この要があったところです。この要請請請請に従いまして、県では、に従いまして、県では、に従いまして、県では、に従いまして、県では、実実実実はこの平成２３年はこの平成２３年はこの平成２３年はこの平成２３年度度度度の２月の２月の２月の２月補補補補正正正正

予算予算予算予算でででで積積積積み上み上み上み上げげげげたわけでございますけれども、当たわけでございますけれども、当たわけでございますけれども、当たわけでございますけれども、当初初初初２０２０２０２０億億億億５５５５，，，，００００００００００００万円万円万円万円という配という配という配という配分分分分がごがごがごがご

ざいまして、そこからこれまでざいまして、そこからこれまでざいまして、そこからこれまでざいまして、そこからこれまで既既既既にににに執執執執行したもの、それから平成２５年行したもの、それから平成２５年行したもの、それから平成２５年行したもの、それから平成２５年度度度度の当の当の当の当初予算初予算初予算初予算にににに計計計計

上しました上しました上しました上しました分分分分等を等を等を等を差差差差しししし引引引引いて１４いて１４いて１４いて１４億億億億２２２２，７，７，７，７００００００００万円万円万円万円を今回、国にを今回、国にを今回、国にを今回、国に返還返還返還返還するということで、するということで、するということで、するということで、

補補補補正正正正予算予算予算予算でお願いをしております。でお願いをしております。でお願いをしております。でお願いをしております。

このようにこのようにこのようにこのように多額多額多額多額に上っておりますのは、この事業が平成２４年に上っておりますのは、この事業が平成２４年に上っておりますのは、この事業が平成２４年に上っておりますのは、この事業が平成２４年度度度度から平成２から平成２から平成２から平成２６６６６年年年年度度度度の３の３の３の３

カカカカ年で年で年で年で計画計画計画計画しているものでございまして、事業年しているものでございまして、事業年しているものでございまして、事業年しているものでございまして、事業年度度度度が１年が１年が１年が１年間間間間残残残残っていること、またっていること、またっていること、またっていること、また補補補補助助助助率率率率

が２が２が２が２分分分分の１で、の１で、の１で、の１で、残残残残りりりり半分半分半分半分を事業者が自を事業者が自を事業者が自を事業者が自分分分分でででで負担負担負担負担しなければいけないことで、当然しなければいけないことで、当然しなければいけないことで、当然しなければいけないことで、当然資資資資金金金金のののの手手手手

当ですとか、事業当ですとか、事業当ですとか、事業当ですとか、事業計画計画計画計画をををを練練練練るるるる期間期間期間期間がががが必必必必要で、事業要で、事業要で、事業要で、事業期間期間期間期間の後の後の後の後半半半半にににに偏偏偏偏っていることが主なっていることが主なっていることが主なっていることが主な原原原原因因因因

かと思っております。かと思っております。かと思っております。かと思っております。

そこで、委員からもご指そこで、委員からもご指そこで、委員からもご指そこで、委員からもご指摘摘摘摘ございましたけれども、ございましたけれども、ございましたけれども、ございましたけれども、支障支障支障支障についてどう対についてどう対についてどう対についてどう対応応応応していくのかしていくのかしていくのかしていくのか
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というというというという件件件件で、今回、こので、今回、こので、今回、こので、今回、この額額額額に上りますので、奈良県でもに上りますので、奈良県でもに上りますので、奈良県でもに上りますので、奈良県でも影響影響影響影響がががが生生生生じじじじる事業者がる事業者がる事業者がる事業者が多数多数多数多数出てお出てお出てお出てお

ります。これらの事業者に対しましては、国からの要ります。これらの事業者に対しましては、国からの要ります。これらの事業者に対しましては、国からの要ります。これらの事業者に対しましては、国からの要請請請請がありまして、すがありまして、すがありまして、すがありまして、すぐぐぐぐにその要にその要にその要にその要請請請請のののの

内容、また本県の対内容、また本県の対内容、また本県の対内容、また本県の対応応応応方方方方針針針針、それと、それと、それと、それと同補同補同補同補助制助制助制助制度度度度をををを利利利利用できなくなるということを用できなくなるということを用できなくなるということを用できなくなるということを説説説説明を申明を申明を申明を申

し上し上し上し上げげげげましたところ、ましたところ、ましたところ、ましたところ、多多多多くの事業者よりくの事業者よりくの事業者よりくの事業者より予予予予定どおり定どおり定どおり定どおり執執執執行できるように行できるように行できるように行できるように何何何何とかしてほしいととかしてほしいととかしてほしいととかしてほしいと

いう要いう要いう要いう要望望望望もももも多数多数多数多数ございました。このため、事業者の事業ございました。このため、事業者の事業ございました。このため、事業者の事業ございました。このため、事業者の事業計画計画計画計画にににに極力極力極力極力支障支障支障支障がががが生生生生じじじじることのなることのなることのなることのな

いよう、国に対して本県のいよう、国に対して本県のいよう、国に対して本県のいよう、国に対して本県の実情実情実情実情を詳しくを詳しくを詳しくを詳しく説説説説明して、国の明して、国の明して、国の明して、国の補補補補正正正正予算予算予算予算のののの編編編編成など成など成など成など早早早早急急急急なる対なる対なる対なる対策策策策

を求めているところです。これに対しまして、国からは、今後ともを求めているところです。これに対しまして、国からは、今後ともを求めているところです。これに対しまして、国からは、今後ともを求めているところです。これに対しまして、国からは、今後とも全全全全国的な木国的な木国的な木国的な木材材材材の安定の安定の安定の安定供供供供

給給給給ができるができるができるができる条条条条件件件件整備整備整備整備については配については配については配については配慮慮慮慮をしていくという回答もをしていくという回答もをしていくという回答もをしていくという回答も得得得得ているところでございましているところでございましているところでございましているところでございまし

て、今後もて、今後もて、今後もて、今後も引引引引きききき続続続続き要き要き要き要望望望望活活活活動を動を動を動を強強強強めてまいりたいとめてまいりたいとめてまいりたいとめてまいりたいと考え考え考え考えております。以上です。ております。以上です。ております。以上です。ております。以上です。

○中村委員○中村委員○中村委員○中村委員 再再再再質問で質問を質問で質問を質問で質問を質問で質問を終え終え終え終えたいと思いますが、的確にお答たいと思いますが、的確にお答たいと思いますが、的確にお答たいと思いますが、的確にお答ええええを願います。を願います。を願います。を願います。

まず、まず、まず、まず、技術系技術系技術系技術系職員の問職員の問職員の問職員の問題題題題です。今、お聞きして、大です。今、お聞きして、大です。今、お聞きして、大です。今、お聞きして、大体体体体は理は理は理は理解解解解をいたしましたが、現をいたしましたが、現をいたしましたが、現をいたしましたが、現実実実実にににに

土土土土木事務木事務木事務木事務所所所所内における内における内における内における技術技術技術技術職員の配職員の配職員の配職員の配置置置置一つにしても、新一つにしても、新一つにしても、新一つにしても、新卒卒卒卒の方１名も、２０年、３０年のの方１名も、２０年、３０年のの方１名も、２０年、３０年のの方１名も、２０年、３０年の

ベベベベテテテテラララランのンのンのンの技術技術技術技術職員も、職員も、職員も、職員も、カウカウカウカウンンンントトトトは１は１は１は１人人人人とととと人人人人事事事事課課課課ははははややややっているわけです。それでここにはっているわけです。それでここにはっているわけです。それでここにはっているわけです。それでここには

１０名配１０名配１０名配１０名配置置置置していますと。しかし、現していますと。しかし、現していますと。しかし、現していますと。しかし、現実実実実にににに設計設計設計設計のののの工工工工事管理なりいろいろなこと、それから事管理なりいろいろなこと、それから事管理なりいろいろなこと、それから事管理なりいろいろなこと、それから

基基基基本本本本設計設計設計設計からからからからややややっていくと、とてもこれからのっていくと、とてもこれからのっていくと、とてもこれからのっていくと、とてもこれからの需需需需要には要には要には要には耐耐耐耐ええええられない。これはられない。これはられない。これはられない。これは不不不不思議に思思議に思思議に思思議に思

うのです。うのです。うのです。うのです。景景景景気気気気がががが悪悪悪悪いといって、いといって、いといって、いといって、企企企企業も業も業も業も採採採採用を用を用を用を絞絞絞絞ってきているわけです。ってきているわけです。ってきているわけです。ってきているわけです。

そんな中で、公が雇用対そんな中で、公が雇用対そんな中で、公が雇用対そんな中で、公が雇用対策策策策を含めて、を含めて、を含めて、を含めて、先先先先導して雇用を確導して雇用を確導して雇用を確導して雇用を確保保保保していくことは、大事なしていくことは、大事なしていくことは、大事なしていくことは、大事な政策政策政策政策

です。そうしますと、これからのです。そうしますと、これからのです。そうしますと、これからのです。そうしますと、これからのアベノミアベノミアベノミアベノミククククスススス、これは長、これは長、これは長、これは長期政期政期政期政権権権権になると思うのです。になると思うのです。になると思うのです。になると思うのです。ココココ

ンンンンククククリーリーリーリートトトトからからからから人へ人へ人へ人へのののの時時時時代は代は代は代は終終終終わったわけです。そしてオリンピッわったわけです。そしてオリンピッわったわけです。そしてオリンピッわったわけです。そしてオリンピックククク等々において、これ等々において、これ等々において、これ等々において、これ

からからからから土土土土木木木木需需需需要は要は要は要は必必必必ずずずずふふふふええええるのです。今でもるのです。今でもるのです。今でもるのです。今でも非常非常非常非常におくれているわけです。すにおくれているわけです。すにおくれているわけです。すにおくれているわけです。すべべべべからく、からく、からく、からく、技技技技

術系術系術系術系職員を職員を職員を職員を増増増増員する。今の員する。今の員する。今の員する。今の話話話話では努では努では努では努力力力力する、それはする、それはする、それはする、それは結構結構結構結構です。そこで、もう一つ、職員のです。そこで、もう一つ、職員のです。そこで、もう一つ、職員のです。そこで、もう一つ、職員の

定年定年定年定年延延延延長の問長の問長の問長の問題題題題。それと、県が。それと、県が。それと、県が。それと、県がややややっているっているっているっている嘱嘱嘱嘱託託託託職員の職員の職員の職員の採採採採用を用を用を用を技術系技術系技術系技術系職員を動員して、職員を動員して、職員を動員して、職員を動員して、急場急場急場急場

をしのをしのをしのをしのぐぐぐぐとか、そういうこともあるわけです。今でもとか、そういうこともあるわけです。今でもとか、そういうこともあるわけです。今でもとか、そういうこともあるわけです。今でも嘱嘱嘱嘱託託託託職員はあっ職員はあっ職員はあっ職員はあっちちちちこっこっこっこっちちちちでででで使使使使っていっていっていってい

るのではないですか。次長とかるのではないですか。次長とかるのではないですか。次長とかるのではないですか。次長とか課課課課長長長長ククククラスラスラスラスはははは顧顧顧顧問として問として問として問として各各各各部部部部局局局局に配に配に配に配置置置置しています。しています。しています。しています。ややややはりはりはりはり

時時時時代の代の代の代の流流流流れとともに行れとともに行れとともに行れとともに行政需政需政需政需要も要も要も要も変変変変わってくるわけです。２０年前、３０年前の職員わってくるわけです。２０年前、３０年前の職員わってくるわけです。２０年前、３０年前の職員わってくるわけです。２０年前、３０年前の職員必必必必要要要要度度度度、、、、

現在の職員と現在の職員と現在の職員と現在の職員と全体全体全体全体のののの流流流流れの中でれの中でれの中でれの中で見見見見たら、たら、たら、たら、土土土土木木木木費費費費がががが半減半減半減半減してきているわけです。これが、安してきているわけです。これが、安してきているわけです。これが、安してきているわけです。これが、安

倍内閣成倍内閣成倍内閣成倍内閣成立立立立とともに、今後公とともに、今後公とともに、今後公とともに、今後公共共共共事業にも事業にも事業にも事業にも力力力力を入れようというを入れようというを入れようというを入れようという雰囲雰囲雰囲雰囲気気気気が出てきているのですが出てきているのですが出てきているのですが出てきているのです

から、から、から、から、ややややはり県はそれに対はり県はそれに対はり県はそれに対はり県はそれに対応応応応をする。今、申し上をする。今、申し上をする。今、申し上をする。今、申し上げげげげたことも含めて、どうたことも含めて、どうたことも含めて、どうたことも含めて、どう考え考え考え考えているのか、ているのか、ているのか、ているのか、

これが第１点です。これが第１点です。これが第１点です。これが第１点です。

それと、２点目は雇用対それと、２点目は雇用対それと、２点目は雇用対それと、２点目は雇用対策策策策、もう、もう、もう、もう余余余余り申しません。雇用問り申しません。雇用問り申しません。雇用問り申しません。雇用問題題題題はさっきも言いましたようはさっきも言いましたようはさっきも言いましたようはさっきも言いましたよう



---- 11113333 ----

に、に、に、に、非非非非正正正正規規規規職員と正職員と正職員と正職員と正規規規規職員の職員の職員の職員の小小小小泉泉泉泉規規規規制緩制緩制緩制緩和和和和のことからのことからのことからのことから非常非常非常非常にににに重重重重要になってきているわけで要になってきているわけで要になってきているわけで要になってきているわけで

すけれど、その中で、すけれど、その中で、すけれど、その中で、すけれど、その中で、何何何何でもかんでもでもかんでもでもかんでもでもかんでも政政政政府の１０府の１０府の１０府の１０分分分分の１０のの１０のの１０のの１０のメメメメニニニニュュュューをーをーをーを全全全全部が部が部が部が全全全全部部部部ややややるとるとるとると

いうのではなく、そのいうのではなく、そのいうのではなく、そのいうのではなく、その時時時時代の代の代の代の流流流流れなり、れなり、れなり、れなり、時時時時代のにおいを代のにおいを代のにおいを代のにおいを考え考え考え考えて、雇用対て、雇用対て、雇用対て、雇用対策策策策に県もに県もに県もに県も相乗相乗相乗相乗りすりすりすりす

る部る部る部る部分分分分とととと乗乗乗乗らない部らない部らない部らない部分分分分をををを取取取取捨捨捨捨選選選選択択択択していくしていくしていくしていく時時時時代ではないかと思うのです。そうしますと、代ではないかと思うのです。そうしますと、代ではないかと思うのです。そうしますと、代ではないかと思うのです。そうしますと、

ここの雇用対ここの雇用対ここの雇用対ここの雇用対策策策策、１つだけ申し上、１つだけ申し上、１つだけ申し上、１つだけ申し上げげげげたいのは、国たいのは、国たいのは、国たいのは、国庫返還金庫返還金庫返還金庫返還金です。２です。２です。２です。２８８８８００００ぐぐぐぐらいの事業らいの事業らいの事業らいの事業全全全全部部部部

を国を国を国を国庫庫庫庫で、ほとんどで、ほとんどで、ほとんどで、ほとんどややややっているわけです。それでっているわけです。それでっているわけです。それでっているわけです。それで私私私私のののの調べ調べ調べ調べたところによりますと、４事業たところによりますと、４事業たところによりますと、４事業たところによりますと、４事業

だけをだけをだけをだけを市市市市町町町町村に村に村に村に任任任任せた。ところがせた。ところがせた。ところがせた。ところが契契契契約約約約までしてまでしてまでしてまでして途途途途中で中で中で中で解解解解除除除除したと聞いているのですけれど。したと聞いているのですけれど。したと聞いているのですけれど。したと聞いているのですけれど。

そうしたらそうしたらそうしたらそうしたら市市市市町町町町村にどんな村にどんな村にどんな村にどんな説説説説明をして、雇用対明をして、雇用対明をして、雇用対明をして、雇用対策策策策の事業にの事業にの事業にの事業に乗乗乗乗りなさいと県は言っているのりなさいと県は言っているのりなさいと県は言っているのりなさいと県は言っているの

かということにかということにかということにかということに不不不不信を信を信を信を抱抱抱抱かざるをかざるをかざるをかざるを得得得得ないわけです。当然、当ないわけです。当然、当ないわけです。当然、当ないわけです。当然、当初初初初はこの雇用対はこの雇用対はこの雇用対はこの雇用対策策策策にににに市市市市町町町町村が村が村が村が

乗乗乗乗ってきているわけでしってきているわけでしってきているわけでしってきているわけでしょょょょう。それがなう。それがなう。それがなう。それがなぜ途ぜ途ぜ途ぜ途中で中で中で中で破綻破綻破綻破綻したのかというところがもしわかれしたのかというところがもしわかれしたのかというところがもしわかれしたのかというところがもしわかれ

ばご回答を願います。ばご回答を願います。ばご回答を願います。ばご回答を願います。

３点目は、県３点目は、県３点目は、県３点目は、県営競輪場営競輪場営競輪場営競輪場の問の問の問の問題題題題です。今のです。今のです。今のです。今の説説説説明でわかりました。わかりましたが、指定管明でわかりました。わかりましたが、指定管明でわかりました。わかりましたが、指定管明でわかりました。わかりましたが、指定管

理者理者理者理者制制制制度度度度とか、そういうのがあるわけです。それで、とか、そういうのがあるわけです。それで、とか、そういうのがあるわけです。それで、とか、そういうのがあるわけです。それで、包括外包括外包括外包括外部委部委部委部委託託託託と指定管理者と指定管理者と指定管理者と指定管理者制制制制度度度度はははは違違違違

うのでしうのでしうのでしうのでしょょょょう。う。う。う。包括外包括外包括外包括外部委部委部委部委託託託託をすることによって、今のをすることによって、今のをすることによって、今のをすることによって、今の話話話話では、では、では、では、最終最終最終最終的には的には的には的には黒字黒字黒字黒字になるとになるとになるとになると

いうことですけれど、いうことですけれど、いうことですけれど、いうことですけれど、全全全全国の公国の公国の公国の公営営営営ギギギギャャャャンンンンブブブブルルルルをををを見見見見ると、ると、ると、ると、私私私私がががが計算計算計算計算したら、したら、したら、したら、競輪競輪競輪競輪のののの比比比比率率率率は１は１は１は１

７７７７％％％％です。中です。中です。中です。中央競央競央競央競馬馬馬馬、オー、オー、オー、オートトトトレレレレーーーースススス、、、、地地地地方方方方競競競競馬馬馬馬とある中、とある中、とある中、とある中、競輪競輪競輪競輪のののの比比比比率率率率がががが減減減減ってきているとってきているとってきているとってきていると

ともに、このともに、このともに、このともに、この競輪場競輪場競輪場競輪場の主たるの主たるの主たるの主たる財財財財源源源源はははは車券車券車券車券のののの売売売売り上り上り上り上げげげげです。国民のです。国民のです。国民のです。国民の志志志志向が向が向が向が変変変変わってきて、わってきて、わってきて、わってきて、車車車車

券券券券のののの売売売売り上り上り上り上げげげげははははＧＧＧＧ２、２、２、２、春春春春日日日日杯杯杯杯ををををややややっても大してっても大してっても大してっても大して効効効効果果果果はないのです。はないのです。はないのです。はないのです。車券車券車券車券のののの売売売売り上り上り上り上げげげげがががが将将将将来来来来

どうどうどうどう伸伸伸伸びびびびるか、これ第１点です。るか、これ第１点です。るか、これ第１点です。るか、これ第１点です。

それともう一つ、それともう一つ、それともう一つ、それともう一つ、消費消費消費消費税税税税の問の問の問の問題題題題です。あすです。あすです。あすです。あす多分消費多分消費多分消費多分消費税税税税増増増増税税税税がががが決決決決定するでし定するでし定するでし定するでしょょょょう。それなう。それなう。それなう。それな

らららら消費消費消費消費税税税税はははは車券車券車券車券のののの売売売売り上り上り上り上げげげげには上には上には上には上乗乗乗乗せされないわけです。ということは、せされないわけです。ということは、せされないわけです。ということは、せされないわけです。ということは、消費消費消費消費税税税税は事業者は事業者は事業者は事業者

がかがかがかがかぶぶぶぶらなければならないわけです。そうするとこれは、大きならなければならないわけです。そうするとこれは、大きならなければならないわけです。そうするとこれは、大きならなければならないわけです。そうするとこれは、大きな経営経営経営経営悪悪悪悪化化化化のののの原原原原因因因因になりまになりまになりまになりま

す。それからまだまだす。それからまだまだす。それからまだまだす。それからまだまだ施設施設施設施設整備整備整備整備ももももややややらないといけないわけです。今年らないといけないわけです。今年らないといけないわけです。今年らないといけないわけです。今年度度度度もももも支支支支出しているわ出しているわ出しているわ出しているわ

けです。あれけです。あれけです。あれけです。あれややややこれこれこれこれや見や見や見や見たら、奈良たら、奈良たら、奈良たら、奈良競輪競輪競輪競輪あり方あり方あり方あり方検討検討検討検討委員会で答申を委員会で答申を委員会で答申を委員会で答申を受受受受けたけれど、本当にけたけれど、本当にけたけれど、本当にけたけれど、本当に

実実実実現現現現可能可能可能可能かどうか、かどうか、かどうか、かどうか、私私私私から言ったらから言ったらから言ったらから言ったら延命措延命措延命措延命措置置置置です。このです。このです。このです。この期間期間期間期間にににに改善改善改善改善されなくてされなくてされなくてされなくて繰繰繰繰り入れがり入れがり入れがり入れが

なかったときになかったときになかったときになかったときに果果果果たしてどうするのか。ここでたしてどうするのか。ここでたしてどうするのか。ここでたしてどうするのか。ここで考え考え考え考えなければいけないのは、公なければいけないのは、公なければいけないのは、公なければいけないのは、公共共共共機関の機関の機関の機関の普普普普

通財通財通財通財産の問産の問産の問産の問題題題題です。県はみずからのです。県はみずからのです。県はみずからのです。県はみずからの財財財財産を県民の産を県民の産を県民の産を県民の利利利利にににに帰帰帰帰すようにすようにすようにすように有効有効有効有効にににに活活活活用すると。県用すると。県用すると。県用すると。県営営営営

競輪場競輪場競輪場競輪場がががが設置設置設置設置された当された当された当された当時時時時はそれでよかったわけです。それではそれでよかったわけです。それではそれでよかったわけです。それではそれでよかったわけです。それで非常非常非常非常に県に県に県に県財政財政財政財政にににに貢献貢献貢献貢献している。している。している。している。

しかし、奈良しかし、奈良しかし、奈良しかし、奈良市市市市西西西西大大大大寺寺寺寺のこののこののこののこの立地立地立地立地は、おは、おは、おは、お寺寺寺寺があり、があり、があり、があり、横横横横にはにはにはには歩歩歩歩いてすいてすいてすいてすぐぐぐぐに平に平に平に平城城城城宮宮宮宮跡跡跡跡もあるのもあるのもあるのもあるの

です。このです。このです。このです。この土地土地土地土地は奈良に次いでは奈良に次いでは奈良に次いでは奈良に次いで西西西西大大大大寺寺寺寺というというというというポテポテポテポテンンンンシャシャシャシャルルルルの高いの高いの高いの高い土地土地土地土地です。このです。このです。このです。この土地土地土地土地が、が、が、が、
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競輪競輪競輪競輪で今まではで今まではで今まではで今までは貢献貢献貢献貢献したけれども、これからはそういうしたけれども、これからはそういうしたけれども、これからはそういうしたけれども、これからはそういう見通見通見通見通しがない。そのしがない。そのしがない。そのしがない。その財財財財産をしっか産をしっか産をしっか産をしっか

りりりり活活活活用することが県の用することが県の用することが県の用することが県の責責責責務です。そうすると、答申された内容では、もう務です。そうすると、答申された内容では、もう務です。そうすると、答申された内容では、もう務です。そうすると、答申された内容では、もう到底到底到底到底繰繰繰繰り入れはり入れはり入れはり入れは

無無無無理だと思うのです。そうしたら３年後、４年後に、県理だと思うのです。そうしたら３年後、４年後に、県理だと思うのです。そうしたら３年後、４年後に、県理だと思うのです。そうしたら３年後、４年後に、県営競輪場営競輪場営競輪場営競輪場のののの収収収収支支支支がががが改善改善改善改善しなかったしなかったしなかったしなかった

場場場場合には、合には、合には、合には、ポテポテポテポテンンンンシャシャシャシャルルルルのあるこののあるこののあるこののあるこの地地地地域域域域を、奈良を、奈良を、奈良を、奈良市市市市民民民民及び及び及び及び奈良県民のために奈良県民のために奈良県民のために奈良県民のために有効有効有効有効にににに利利利利活活活活用用用用

することが県のすることが県のすることが県のすることが県の責任責任責任責任だと思うのですが、このことについてお願いをします。だと思うのですが、このことについてお願いをします。だと思うのですが、このことについてお願いをします。だと思うのですが、このことについてお願いをします。

次に、次に、次に、次に、６６６６次産業次産業次産業次産業化化化化について、ありがとうございます。農林部長からも的確な答弁をいたについて、ありがとうございます。農林部長からも的確な答弁をいたについて、ありがとうございます。農林部長からも的確な答弁をいたについて、ありがとうございます。農林部長からも的確な答弁をいた

だきました。そこで、１点、だきました。そこで、１点、だきました。そこで、１点、だきました。そこで、１点、仕仕仕仕様様様様書書書書の内容はの内容はの内容はの内容は変え変え変え変えないということですけれども、ないということですけれども、ないということですけれども、ないということですけれども、実際実際実際実際問問問問題題題題、、、、

技術技術技術技術提案の中で県が提案の中で県が提案の中で県が提案の中で県が考え考え考え考えている内容と業者がている内容と業者がている内容と業者がている内容と業者が責任責任責任責任を持ってを持ってを持ってを持って施工施工施工施工しなければいけない内容にしなければいけない内容にしなければいけない内容にしなければいけない内容に

は、かなりのは、かなりのは、かなりのは、かなりの隔隔隔隔たりがあるのではないかと思うのです。だから、今の答弁でよしとするわたりがあるのではないかと思うのです。だから、今の答弁でよしとするわたりがあるのではないかと思うのです。だから、今の答弁でよしとするわたりがあるのではないかと思うのです。だから、今の答弁でよしとするわ

けでございますけれども、現在、けでございますけれども、現在、けでございますけれども、現在、けでございますけれども、現在、何何何何社社社社ののののプロポプロポプロポプロポーーーーザルザルザルザル業者が業者が業者が業者が手手手手をををを挙げ挙げ挙げ挙げているのかどうか。ているのかどうか。ているのかどうか。ているのかどうか。

それと、１それと、１それと、１それと、１社社社社で入で入で入で入札札札札するのではなくて、するのではなくて、するのではなくて、するのではなくて、競争競争競争競争入入入入札札札札というのは２というのは２というのは２というのは２社社社社以上ということで、以前以上ということで、以前以上ということで、以前以上ということで、以前

土土土土木部で、たしか村本木部で、たしか村本木部で、たしか村本木部で、たしか村本建設建設建設建設㈱㈱㈱㈱だったですか、２だったですか、２だったですか、２だったですか、２社プロポ社プロポ社プロポ社プロポーーーーザルザルザルザルにににに手手手手をををを挙げ挙げ挙げ挙げていて、その会ていて、その会ていて、その会ていて、その会

社社社社がががが倒倒倒倒産した。それで、産した。それで、産した。それで、産した。それで、プロポプロポプロポプロポーーーーザルザルザルザルのののの構構構構成ができなくなったことで、成ができなくなったことで、成ができなくなったことで、成ができなくなったことで、ややややむむむむなく１なく１なく１なく１社社社社でそでそでそでそ

の会の会の会の会社社社社にににに落落落落札札札札したということがございました、もう１０年ほど前です。そういうことをしたということがございました、もう１０年ほど前です。そういうことをしたということがございました、もう１０年ほど前です。そういうことをしたということがございました、もう１０年ほど前です。そういうことを考考考考

ええええますと、ますと、ますと、ますと、ややややはり２はり２はり２はり２社社社社、３、３、３、３社社社社がががが応募応募応募応募してこないしてこないしてこないしてこない背景背景背景背景は一は一は一は一体体体体何何何何なのか。例なのか。例なのか。例なのか。例ええええば民ば民ば民ば民間間間間業者の業者の業者の業者の技技技技

術術術術者者者者不不不不足足足足とか、とか、とか、とか、工工工工事をかけ持事をかけ持事をかけ持事をかけ持ちちちちででででややややっているとか、いろいろなことがあると思うのですけっているとか、いろいろなことがあると思うのですけっているとか、いろいろなことがあると思うのですけっているとか、いろいろなことがあると思うのですけ

れど、この提案、れど、この提案、れど、この提案、れど、この提案、条条条条件件件件の内容は、もうの内容は、もうの内容は、もうの内容は、もう少少少少し現し現し現し現実実実実にあったこともにあったこともにあったこともにあったことも考え考え考え考えていくていくていくていくべべべべきかと思うのきかと思うのきかと思うのきかと思うの

ですけれども、ですけれども、ですけれども、ですけれども、所見所見所見所見があればお願いします。があればお願いします。があればお願いします。があればお願いします。

県中県中県中県中央卸売市場央卸売市場央卸売市場央卸売市場のこともよくわかりました。しかし、のこともよくわかりました。しかし、のこともよくわかりました。しかし、のこともよくわかりました。しかし、実際実際実際実際は、民は、民は、民は、民間間間間企企企企業で業で業で業で経営経営経営経営がががが苦苦苦苦しくしくしくしく

なったらなったらなったらなったら倒倒倒倒産とか、いろいろな産とか、いろいろな産とか、いろいろな産とか、いろいろな場場場場合があるわけです。県が合があるわけです。県が合があるわけです。県が合があるわけです。県が責任責任責任責任を持ってする事業についてを持ってする事業についてを持ってする事業についてを持ってする事業について

はははは非常非常非常非常にににに手手手手厚厚厚厚い。きい。きい。きい。きょょょょうは申しませんけれど、うは申しませんけれど、うは申しませんけれど、うは申しませんけれど、食食食食肉肉肉肉センターセンターセンターセンターや食や食や食や食肉肉肉肉公公公公社社社社と一と一と一と一緒緒緒緒です。だかです。だかです。だかです。だか

ら、今のら、今のら、今のら、今の話話話話を聞いていたら、９を聞いていたら、９を聞いていたら、９を聞いていたら、９６社６社６社６社入っている業者の入っている業者の入っている業者の入っている業者の半数半数半数半数はははは経営状態経営状態経営状態経営状態がががが悪悪悪悪い。それはもうい。それはもうい。それはもうい。それはもう

県中県中県中県中央卸売市場央卸売市場央卸売市場央卸売市場でででで店店店店をををを構え構え構え構えても、現在のても、現在のても、現在のても、現在の経経経経済済済済情勢情勢情勢情勢ではではではではややややっていけないということです。だっていけないということです。だっていけないということです。だっていけないということです。だ

からそこをからそこをからそこをからそこを考え考え考え考えると、ると、ると、ると、先先先先ほど申し上ほど申し上ほど申し上ほど申し上げげげげたたたた身身身身のののの丈丈丈丈に合ったに合ったに合ったに合った経営経営経営経営。例。例。例。例ええええばばばば場場場場内の今の業者を内の今の業者を内の今の業者を内の今の業者を半半半半

数数数数にして、そしてにして、そしてにして、そしてにして、そして家家家家賃賃賃賃のののの払払払払ええええない業者はもうない業者はもうない業者はもうない業者はもう即刻即刻即刻即刻出ていってもらったらいいのです。それ出ていってもらったらいいのです。それ出ていってもらったらいいのです。それ出ていってもらったらいいのです。それ

が自が自が自が自由経由経由経由経済済済済のののの鉄鉄鉄鉄則則則則です。そういうことをです。そういうことをです。そういうことをです。そういうことを考え考え考え考えて、機て、機て、機て、機能能能能を、例を、例を、例を、例ええええばばばば土地土地土地土地をををを半分半分半分半分にする、そうにする、そうにする、そうにする、そう

しないと、いつまでたってもしないと、いつまでたってもしないと、いつまでたってもしないと、いつまでたっても補補補補修修修修とかとかとかとか設設設設備備備備改善改善改善改善とかとかとかとかややややっていって、今の都っていって、今の都っていって、今の都っていって、今の都市間競争市間競争市間競争市間競争にもにもにもにも負負負負

けている。大けている。大けている。大けている。大阪阪阪阪市市市市東部中東部中東部中東部中央卸売市場央卸売市場央卸売市場央卸売市場とか、大きなとか、大きなとか、大きなとか、大きな市場市場市場市場に奈良県の中に奈良県の中に奈良県の中に奈良県の中央卸売市場央卸売市場央卸売市場央卸売市場はもうはもうはもうはもう完完完完全全全全

にににに負負負負けているのです。けているのです。けているのです。けているのです。先先先先行きのない事業行きのない事業行きのない事業行きのない事業実態実態実態実態は県中は県中は県中は県中央卸売市場央卸売市場央卸売市場央卸売市場にあらわれていると思うのにあらわれていると思うのにあらわれていると思うのにあらわれていると思うの

です。だから、これもです。だから、これもです。だから、これもです。だから、これも嶋嶋嶋嶋本農林部次長の本農林部次長の本農林部次長の本農林部次長の説説説説明をよしとしますが、もうそろそろ明をよしとしますが、もうそろそろ明をよしとしますが、もうそろそろ明をよしとしますが、もうそろそろ見見見見切切切切りも含りも含りも含りも含
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めてめてめてめてプロプロプロプロセセセセススススをおをおをおをお考え考え考え考えになるになるになるになる時期時期時期時期ではないかと思いますが、ではないかと思いますが、ではないかと思いますが、ではないかと思いますが、使使使使用用用用料料料料のののの滞滞滞滞納納納納とかとかとかとかルルルルーーーールルルル違反違反違反違反

とか、とか、とか、とか、経営不経営不経営不経営不振を振を振を振を退退退退居居居居理理理理由由由由に上に上に上に上げげげげておられますけれど、これはもうておられますけれど、これはもうておられますけれど、これはもうておられますけれど、これはもう即刻即刻即刻即刻実実実実行して、行して、行して、行して、精精精精査を査を査を査を

していくしていくしていくしていくべべべべきと思いますが、きと思いますが、きと思いますが、きと思いますが、再再再再度度度度ご答弁をお願いいたします。ご答弁をお願いいたします。ご答弁をお願いいたします。ご答弁をお願いいたします。

それと、それと、それと、それと、最最最最後に、林業後に、林業後に、林業後に、林業再生再生再生再生事業事業事業事業費補費補費補費補助助助助金金金金は平成２３年は平成２３年は平成２３年は平成２３年度度度度からからからからややややっているわけです。それっているわけです。それっているわけです。それっているわけです。それ

で、林業をで、林業をで、林業をで、林業を再生再生再生再生しようと思って、しようと思って、しようと思って、しようと思って、個個個個々の事業者は々の事業者は々の事業者は々の事業者は非常非常非常非常にににに苦労苦労苦労苦労して、して、して、して、政政政政府の対府の対府の対府の対策策策策にににに乗乗乗乗れるれるれるれる意意意意

欲欲欲欲あるあるあるある企企企企業は業は業は業はややややっているわけです。平成２５年っているわけです。平成２５年っているわけです。平成２５年っているわけです。平成２５年７７７７月に月に月に月に政政政政府が国府が国府が国府が国庫返還金庫返還金庫返還金庫返還金と言わなかったら、と言わなかったら、と言わなかったら、と言わなかったら、

平成２５年、２平成２５年、２平成２５年、２平成２５年、２６６６６年も、それでしようと思った年も、それでしようと思った年も、それでしようと思った年も、それでしようと思った人人人人は、いっは、いっは、いっは、いっぱぱぱぱいいたわけです。それがいいたわけです。それがいいたわけです。それがいいたわけです。それが打打打打ちちちち

切切切切りでりでりでりで返返返返しなさいと。そうしたらその事業者は一しなさいと。そうしたらその事業者は一しなさいと。そうしたらその事業者は一しなさいと。そうしたらその事業者は一体体体体どうなるのですか。それも含めて、１どうなるのですか。それも含めて、１どうなるのですか。それも含めて、１どうなるのですか。それも含めて、１

つだけ聞きたいのは、この事業がつだけ聞きたいのは、この事業がつだけ聞きたいのは、この事業がつだけ聞きたいのは、この事業が打打打打ちちちち切切切切りになったりになったりになったりになった場場場場合、本合、本合、本合、本来来来来なら奈良県の木なら奈良県の木なら奈良県の木なら奈良県の木材材材材関係者が関係者が関係者が関係者が

１４１４１４１４億円億円億円億円というおというおというおというお金金金金をををを使使使使ええええたわけです。２たわけです。２たわけです。２たわけです。２分分分分の１のの１のの１のの１の補補補補助助助助ですから、２ですから、２ですから、２ですから、２８億円８億円８億円８億円のののの設設設設備備備備購購購購入入入入資資資資

金金金金とかが奈良県でとかが奈良県でとかが奈良県でとかが奈良県で創創創創設設設設されていたわけです。これが国のされていたわけです。これが国のされていたわけです。これが国のされていたわけです。これが国の政策政策政策政策によってによってによってによって打打打打ちちちち切切切切られたられたられたられた場場場場合に、合に、合に、合に、

奈良県はこれから林業振興のために、平成２３年奈良県はこれから林業振興のために、平成２３年奈良県はこれから林業振興のために、平成２３年奈良県はこれから林業振興のために、平成２３年度度度度からからからからややややってきたこの林業ってきたこの林業ってきたこの林業ってきたこの林業再生再生再生再生の事業をの事業をの事業をの事業を

どのようにどのようにどのようにどのように続続続続けていくのか。県けていくのか。県けていくのか。県けていくのか。県単単単単事業で持事業で持事業で持事業で持ちちちちなさいとまでは言いません。しかしながら、なさいとまでは言いません。しかしながら、なさいとまでは言いません。しかしながら、なさいとまでは言いません。しかしながら、

少少少少なくとも県としてはこの事業になくとも県としてはこの事業になくとも県としてはこの事業になくとも県としてはこの事業に乗乗乗乗った、った、った、った、政政政政府の林業府の林業府の林業府の林業再生再生再生再生事業事業事業事業補補補補助助助助金金金金ののののメメメメニニニニュュュューにーにーにーに乗乗乗乗ったったったった

責任責任責任責任上、リー上、リー上、リー上、リードドドドしてしてしてしてややややっているのですから、今後もしっているのですから、今後もしっているのですから、今後もしっているのですから、今後もし廃廃廃廃止止止止になったになったになったになった場場場場合も含めて、もう一合も含めて、もう一合も含めて、もう一合も含めて、もう一

度見通度見通度見通度見通し等についてお答し等についてお答し等についてお答し等についてお答ええええを願います。以上です。を願います。以上です。を願います。以上です。を願います。以上です。

ホテルホテルホテルホテルのののの話話話話ですが、一ですが、一ですが、一ですが、一番不番不番不番不信信信信感感感感を持っているのは、県を持っているのは、県を持っているのは、県を持っているのは、県営プ営プ営プ営プーーーール跡地ル跡地ル跡地ル跡地に、中以上のに、中以上のに、中以上のに、中以上のホテルホテルホテルホテル、、、、

国国国国際際際際会議もできる会議もできる会議もできる会議もできるグレグレグレグレーーーードドドドの高いの高いの高いの高いホテルホテルホテルホテルをををを呼呼呼呼びびびび込込込込んで、そこでにんで、そこでにんで、そこでにんで、そこでにぎぎぎぎわいわいわいわいづづづづくりをして、奈くりをして、奈くりをして、奈くりをして、奈

良県の良県の良県の良県の活活活活性化性化性化性化をををを図図図図ると、これが知事の当ると、これが知事の当ると、これが知事の当ると、これが知事の当初初初初のののの意見意見意見意見だったと思うのです。それが、今のだったと思うのです。それが、今のだったと思うのです。それが、今のだったと思うのです。それが、今の説説説説明明明明

を聞いていたら、いつのを聞いていたら、いつのを聞いていたら、いつのを聞いていたら、いつの間間間間にか、にか、にか、にか、ホテルホテルホテルホテルもこのもこのもこのもこの土地利土地利土地利土地利用用用用計画計画計画計画の一部であって、の一部であって、の一部であって、の一部であって、ＮＨＫＮＨＫＮＨＫＮＨＫ奈良奈良奈良奈良

放送放送放送放送会会会会館館館館でにでにでにでにぎぎぎぎわいわいわいわいづづづづくりをしようくりをしようくりをしようくりをしようややややないかと。これは本ないかと。これは本ないかと。これは本ないかと。これは本末末末末転転転転倒倒倒倒しているのではないのでしているのではないのでしているのではないのでしているのではないので

すか。すか。すか。すか。グレグレグレグレーーーードドドドの高いの高いの高いの高いホテルホテルホテルホテルをををを誘致誘致誘致誘致するという今のするという今のするという今のするという今の考え考え考え考えなのか、これから東京オリンピッなのか、これから東京オリンピッなのか、これから東京オリンピッなのか、これから東京オリンピッ

ククククも含めて、奈良県はも含めて、奈良県はも含めて、奈良県はも含めて、奈良県は外外外外国国国国人人人人観観観観光客光客光客光客をををを誘致誘致誘致誘致しようとしている。それからしようとしている。それからしようとしている。それからしようとしている。それから宿泊客宿泊客宿泊客宿泊客をををを伸伸伸伸ばそうばそうばそうばそう

ということについて、例ということについて、例ということについて、例ということについて、例ええええばばばばホテルホテルホテルホテルをををを建設建設建設建設してしてしてしてややややっていくのも一つのっていくのも一つのっていくのも一つのっていくのも一つの手法手法手法手法です。です。です。です。

だから聞きたいのは、５年だから聞きたいのは、５年だから聞きたいのは、５年だから聞きたいのは、５年間間間間できなかったけれど、これからもできなかったけれど、これからもできなかったけれど、これからもできなかったけれど、これからもグレグレグレグレーーーードドドドの高いの高いの高いの高いホテルホテルホテルホテルをををを

ここにここにここにここに誘致誘致誘致誘致すると、そのすると、そのすると、そのすると、その誘致誘致誘致誘致活活活活動を現在もあなた方が動を現在もあなた方が動を現在もあなた方が動を現在もあなた方がややややっておられるのかどうか。っておられるのかどうか。っておられるのかどうか。っておられるのかどうか。私私私私からからからから

言わせれば、ま言わせれば、ま言わせれば、ま言わせれば、まちちちちのにのにのにのにぎぎぎぎわいをつくろうと思わいをつくろうと思わいをつくろうと思わいをつくろうと思ええええば、例ば、例ば、例ば、例ええええばばばばディディディディズニズニズニズニーーーーラララランンンンドドドドやややや阿阿阿阿倍倍倍倍野野野野ハハハハルルルル

カスカスカスカスやややや新大新大新大新大阪阪阪阪のののの駅駅駅駅ビビビビルルルルとか、これは大とか、これは大とか、これは大とか、これは大阪阪阪阪府とか府とか府とか府とか人人人人口口口口のののの多多多多いところで、奈良県には向きませいところで、奈良県には向きませいところで、奈良県には向きませいところで、奈良県には向きませ

ん。ん。ん。ん。ＮＨＫ放送ＮＨＫ放送ＮＨＫ放送ＮＨＫ放送会会会会館館館館で、まで、まで、まで、まちちちちのにのにのにのにぎぎぎぎわいができるのですか、わいができるのですか、わいができるのですか、わいができるのですか、視聴視聴視聴視聴者者者者番組番組番組番組ををををややややってってってって人人人人が１日が１日が１日が１日

どれどれどれどれぐぐぐぐらいらいらいらい来来来来るのですか。今のるのですか。今のるのですか。今のるのですか。今のＮＨＫＮＨＫＮＨＫＮＨＫ奈良奈良奈良奈良放送局放送局放送局放送局がそうではないですか。ながそうではないですか。ながそうではないですか。ながそうではないですか。なぜぜぜぜここここここここへＮＨへＮＨへＮＨへＮＨ
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Ｋ放送Ｋ放送Ｋ放送Ｋ放送会会会会館館館館が、今が、今が、今が、今ぽぽぽぽんとんとんとんと飛飛飛飛びびびび出してきたのか、出してきたのか、出してきたのか、出してきたのか、不不不不思議でしかたないのです。そうしたらま思議でしかたないのです。そうしたらま思議でしかたないのです。そうしたらま思議でしかたないのです。そうしたらま

ちづちづちづちづくりを、このくりを、このくりを、このくりを、このゾゾゾゾーンで、このーンで、このーンで、このーンで、この図面図面図面図面で、５年もたって、まだこれから関係者にで、５年もたって、まだこれから関係者にで、５年もたって、まだこれから関係者にで、５年もたって、まだこれから関係者に相談相談相談相談して、して、して、して、

県県県県営プ営プ営プ営プーーーール跡地利ル跡地利ル跡地利ル跡地利用をしますという、こんな本用をしますという、こんな本用をしますという、こんな本用をしますという、こんな本末末末末転転転転倒倒倒倒なななな話話話話は行は行は行は行政政政政のののの怠慢怠慢怠慢怠慢のそしりをのそしりをのそしりをのそしりを免免免免れまれまれまれま

せんよ。せんよ。せんよ。せんよ。

○中村人事課長○中村人事課長○中村人事課長○中村人事課長 県県県県土土土土マネジメマネジメマネジメマネジメンンンントトトト部の業務部の業務部の業務部の業務多多多多繁繁繁繁であるというであるというであるというであるという話話話話でございます。でございます。でございます。でございます。退退退退職した職した職した職した

土土土土木木木木技術技術技術技術職員の職員の職員の職員の再再再再雇用の雇用の雇用の雇用の件件件件でございます。現在、でございます。現在、でございます。現在、でございます。現在、退退退退職職職職時時時時に係長以に係長以に係長以に係長以下下下下の職員のうの職員のうの職員のうの職員のうちちちち、、、、希希希希望望望望者者者者

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、退退退退職後は職後は職後は職後は再再再再雇用雇用雇用雇用嘱嘱嘱嘱託託託託としてとしてとしてとして任任任任用している用している用している用している状況状況状況状況でございます。新でございます。新でございます。新でございます。新規採規採規採規採用職用職用職用職

員の確員の確員の確員の確保保保保がががが困困困困難難難難であるという現であるという現であるという現であるという現状状状状もございまして、今後は管理職も含めた職員につきましもございまして、今後は管理職も含めた職員につきましもございまして、今後は管理職も含めた職員につきましもございまして、今後は管理職も含めた職員につきまし

て、て、て、て、退退退退職後の職後の職後の職後の再再再再任任任任用について用について用について用について積積積積極極極極的に的に的に的に検討検討検討検討をしてまいりたいとをしてまいりたいとをしてまいりたいとをしてまいりたいと考え考え考え考えております。以上でごております。以上でごております。以上でごております。以上でご

ざいます。ざいます。ざいます。ざいます。

○村上雇用労政課長○村上雇用労政課長○村上雇用労政課長○村上雇用労政課長 緊急緊急緊急緊急雇用対雇用対雇用対雇用対策策策策事業の事業の事業の事業の返還金返還金返還金返還金に係りまして、どうしてに係りまして、どうしてに係りまして、どうしてに係りまして、どうして途途途途中で中中で中中で中中で中止止止止になになになにな

ったのかというご質問でございます。委員おったのかというご質問でございます。委員おったのかというご質問でございます。委員おったのかというご質問でございます。委員お述述述述べべべべの４事業、の４事業、の４事業、の４事業、全全全全てててて市市市市町町町町村事業でありまして、村事業でありまして、村事業でありまして、村事業でありまして、

これにつきましては、雇用者が確これにつきましては、雇用者が確これにつきましては、雇用者が確これにつきましては、雇用者が確保保保保できなかったということで、できなかったということで、できなかったということで、できなかったということで、途途途途中で中中で中中で中中で中止止止止になっておりになっておりになっておりになっており

ます。ます。ます。ます。ややややむむむむをををを得得得得ないと思っております。以上です。ないと思っております。以上です。ないと思っております。以上です。ないと思っております。以上です。

○大月地域産業課長○大月地域産業課長○大月地域産業課長○大月地域産業課長 競輪競輪競輪競輪に関してですけれども、委員ご指に関してですけれども、委員ご指に関してですけれども、委員ご指に関してですけれども、委員ご指摘摘摘摘のとおり、のとおり、のとおり、のとおり、車券車券車券車券のののの売売売売り上り上り上り上げげげげ

はははは最最最最近近近近はははは下げ下げ下げ下げどまっているというものの、県内では、奈良県どまっているというものの、県内では、奈良県どまっているというものの、県内では、奈良県どまっているというものの、県内では、奈良県営競輪営競輪営競輪営競輪のののの車券車券車券車券売売売売り上り上り上り上げげげげがピーがピーがピーがピー

ク時ク時ク時ク時の３の３の３の３分分分分の１というの１というの１というの１という状況状況状況状況になっております。になっております。になっております。になっております。消費消費消費消費税税税税についても、委員ご指についても、委員ご指についても、委員ご指についても、委員ご指摘摘摘摘のとおり、のとおり、のとおり、のとおり、

車券車券車券車券にににに転転転転嫁嫁嫁嫁するというわけにはいきませんので、するというわけにはいきませんので、するというわけにはいきませんので、するというわけにはいきませんので、競輪場競輪場競輪場競輪場のののの負担負担負担負担になるということになりまになるということになりまになるということになりまになるということになりま

す。そういう中でも、す。そういう中でも、す。そういう中でも、す。そういう中でも、何何何何とかとかとかとかコスコスコスコストトトトををををカカカカッッッットトトトしてしてしてして黒字黒字黒字黒字を出していけるを出していけるを出していけるを出していける体体体体質をつくろうと、質をつくろうと、質をつくろうと、質をつくろうと、

今回、今回、今回、今回、包括外包括外包括外包括外部委部委部委部委託託託託を導入させていただいて、を導入させていただいて、を導入させていただいて、を導入させていただいて、何何何何とか３年後にはとか３年後にはとか３年後にはとか３年後には黒字黒字黒字黒字にできるにできるにできるにできる見見見見込込込込みがみがみがみが立立立立

ったというったというったというったという状況状況状況状況でございます。でございます。でございます。でございます。

ただ、この３年も当ただ、この３年も当ただ、この３年も当ただ、この３年も当面面面面のののの存続存続存続存続期間期間期間期間ということでございますので、ということでございますので、ということでございますので、ということでございますので、包括包括包括包括委委委委託託託託導入後も導入後も導入後も導入後も経営経営経営経営

状況状況状況状況をををを検検検検証証証証していくことにしておりまして、このこととしていくことにしておりまして、このこととしていくことにしておりまして、このこととしていくことにしておりまして、このことと並並並並行して、委員ご指行して、委員ご指行して、委員ご指行して、委員ご指摘摘摘摘のとおり、のとおり、のとおり、のとおり、

奈良奈良奈良奈良市市市市西西西西大大大大寺寺寺寺という、という、という、という、ポテポテポテポテンンンンシャシャシャシャルルルルの高いの高いの高いの高い地地地地域域域域にににに位位位位置置置置する県のする県のする県のする県の財財財財産でございますので、そ産でございますので、そ産でございますので、そ産でございますので、そ

のののの有効活有効活有効活有効活用という用という用という用という視視視視点から、県点から、県点から、県点から、県営競輪場営競輪場営競輪場営競輪場をををを存続存続存続存続させるのがさせるのがさせるのがさせるのが最最最最良の良の良の良の選選選選択択択択かどうかもあわせてかどうかもあわせてかどうかもあわせてかどうかもあわせて

検討検討検討検討していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと考え考え考え考えておりまして、このことは知事がておりまして、このことは知事がておりまして、このことは知事がておりまして、このことは知事が６６６６月の議会でお答月の議会でお答月の議会でお答月の議会でお答ええええさせていたさせていたさせていたさせていた

だいたとおりですけれども、だいたとおりですけれども、だいたとおりですけれども、だいたとおりですけれども、具具具具体体体体的には的には的には的には西西西西大大大大寺周辺寺周辺寺周辺寺周辺のまのまのまのまちづちづちづちづくりなどもくりなどもくりなどもくりなども十分十分十分十分配配配配慮慮慮慮をしながをしながをしながをしなが

ら、新たなら、新たなら、新たなら、新たな有効活有効活有効活有効活用の用の用の用の実実実実現現現現可能可能可能可能性や経性や経性や経性や経済済済済効効効効果果果果とととと十分十分十分十分比比比比較較較較検討検討検討検討の上、また奈良県の上、また奈良県の上、また奈良県の上、また奈良県営競輪場営競輪場営競輪場営競輪場ああああ

り方り方り方り方検討検討検討検討委員会で議委員会で議委員会で議委員会で議論論論論いただいて、奈良県いただいて、奈良県いただいて、奈良県いただいて、奈良県営競輪営競輪営競輪営競輪の中長の中長の中長の中長期期期期的なあり方について一定の方向的なあり方について一定の方向的なあり方について一定の方向的なあり方について一定の方向

をををを見見見見出していきたいと出していきたいと出していきたいと出していきたいと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。
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○中尾知事公室審議官まちづくり推進局次長（地域デザイン推進課長事務取扱）○中尾知事公室審議官まちづくり推進局次長（地域デザイン推進課長事務取扱）○中尾知事公室審議官まちづくり推進局次長（地域デザイン推進課長事務取扱）○中尾知事公室審議官まちづくり推進局次長（地域デザイン推進課長事務取扱） 県県県県営プ営プ営プ営プ

ーーーール跡地ル跡地ル跡地ル跡地ののののプロプロプロプロジェジェジェジェクトクトクトクトでございますけれども、でございますけれども、でございますけれども、でございますけれども、グレグレグレグレーーーードドドドの高いの高いの高いの高いホテル誘致ホテル誘致ホテル誘致ホテル誘致をををを続続続続けておりけておりけておりけており

ます。ます。ます。ます。ホテルホテルホテルホテルはこのはこのはこのはこのプロプロプロプロジェジェジェジェクトクトクトクトのののの重重重重要な部要な部要な部要な部分分分分、中、中、中、中核核核核になる部になる部になる部になる部分分分分だと思っております。だと思っております。だと思っております。だと思っております。ホホホホ

テルテルテルテルだけでだけでだけでだけで全全全全部の部の部の部の敷敷敷敷地地地地をををを使使使使うわけではございませんので、そのうわけではございませんので、そのうわけではございませんので、そのうわけではございませんので、その周辺周辺周辺周辺のののの施設施設施設施設がががが相乗相乗相乗相乗効効効効果果果果を持を持を持を持

って、そのって、そのって、そのって、その地地地地のにのにのにのにぎぎぎぎわいを、奈良県わいを、奈良県わいを、奈良県わいを、奈良県全体全体全体全体のにのにのにのにぎぎぎぎわいをつくっていければとわいをつくっていければとわいをつくっていければとわいをつくっていければと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。

そういったそういったそういったそういった意意意意味味味味で、で、で、で、ＮＨＫ放送ＮＨＫ放送ＮＨＫ放送ＮＨＫ放送会会会会館館館館につきましても、につきましても、につきましても、につきましても、先先先先ほど他府県の事例もごほど他府県の事例もごほど他府県の事例もごほど他府県の事例もご紹介紹介紹介紹介させてさせてさせてさせて

いただきましたけれども、にいただきましたけれども、にいただきましたけれども、にいただきましたけれども、にぎぎぎぎわいの内容に、県とともにわいの内容に、県とともにわいの内容に、県とともにわいの内容に、県とともに貢献貢献貢献貢献をしていただけるのではなをしていただけるのではなをしていただけるのではなをしていただけるのではな

いかといかといかといかと考え考え考え考えて、今、て、今、て、今、て、今、全体プロ全体プロ全体プロ全体プロジェジェジェジェクトクトクトクトの内容をの内容をの内容をの内容を計画計画計画計画しているところでございます。以上でしているところでございます。以上でしているところでございます。以上でしているところでございます。以上で

す。す。す。す。

○神田委員長○神田委員長○神田委員長○神田委員長 質問の質問の質問の質問の特特特特にににに力力力力を入れておられたのは、を入れておられたのは、を入れておられたのは、を入れておられたのは、引引引引きききき続続続続ききききグレグレグレグレーーーードドドドの高いの高いの高いの高いホテルホテルホテルホテルをををを誘誘誘誘

致致致致していくのかどうかというところ。していくのかどうかというところ。していくのかどうかというところ。していくのかどうかというところ。

○中尾知事公室審議官まちづくり推進局次長（地域デザイン推進課長事務取扱）○中尾知事公室審議官まちづくり推進局次長（地域デザイン推進課長事務取扱）○中尾知事公室審議官まちづくり推進局次長（地域デザイン推進課長事務取扱）○中尾知事公室審議官まちづくり推進局次長（地域デザイン推進課長事務取扱） 現在も現在も現在も現在も

グレグレグレグレーーーードドドドの高いの高いの高いの高いホテルホテルホテルホテルのののの誘致誘致誘致誘致ををををややややっておりますけれども、それはっておりますけれども、それはっておりますけれども、それはっておりますけれども、それは続続続続けてまいりたいと思いけてまいりたいと思いけてまいりたいと思いけてまいりたいと思い

ます。ただ、そのます。ただ、そのます。ただ、そのます。ただ、そのグレグレグレグレーーーードドドドの高いの高いの高いの高いホテルホテルホテルホテルははははＶＩＰＶＩＰＶＩＰＶＩＰとかそういうとかそういうとかそういうとかそういう宿泊客宿泊客宿泊客宿泊客だけにだけにだけにだけに限限限限定するよう定するよう定するよう定するよう

なものではなく、奈良県になものではなく、奈良県になものではなく、奈良県になものではなく、奈良県に来来来来られるられるられるられる幅幅幅幅広広広広いおいおいおいお客客客客さんに対さんに対さんに対さんに対応応応応できるようなできるようなできるようなできるようなホテルホテルホテルホテルでもいいとでもいいとでもいいとでもいいと

話話話話をしておりますので、これは民をしておりますので、これは民をしておりますので、これは民をしておりますので、これは民間間間間の事業者のごの事業者のごの事業者のごの事業者のご意見意見意見意見をよく聞きながら、をよく聞きながら、をよく聞きながら、をよく聞きながら、全体全体全体全体のののの計画計画計画計画の中の中の中の中

でででで検討検討検討検討をををを続続続続けてまいりたいと思います。以上です。けてまいりたいと思います。以上です。けてまいりたいと思います。以上です。けてまいりたいと思います。以上です。

○福谷農林部長○福谷農林部長○福谷農林部長○福谷農林部長 まず、まず、まず、まず、６６６６次産業次産業次産業次産業化化化化の関係でございますが、の関係でございますが、の関係でございますが、の関係でございますが、実際実際実際実際問問問問題題題題として、内容にかなとして、内容にかなとして、内容にかなとして、内容にかな

りりりり隔隔隔隔たりがあるから１たりがあるから１たりがあるから１たりがあるから１社社社社しかなかったのではないか。現在のしかなかったのではないか。現在のしかなかったのではないか。現在のしかなかったのではないか。現在の状況状況状況状況がどうなのかというおがどうなのかというおがどうなのかというおがどうなのかというお話話話話

でございます。でございます。でございます。でございます。

１点、１点、１点、１点、何何何何社社社社がががが手手手手をををを挙げ挙げ挙げ挙げているかはまだ公告のているかはまだ公告のているかはまだ公告のているかはまだ公告の締締締締めめめめ切切切切りがりがりがりが参参参参っておりませんので、我々とっておりませんので、我々とっておりませんので、我々とっておりませんので、我々と

してはしてはしてはしては数社手数社手数社手数社手をををを挙げ挙げ挙げ挙げていただくことをていただくことをていただくことをていただくことを期待期待期待期待をしているということで、答弁にかをしているということで、答弁にかをしているということで、答弁にかをしているということで、答弁にかええええたいと思たいと思たいと思たいと思

います。それから、１回目は現います。それから、１回目は現います。それから、１回目は現います。それから、１回目は現実実実実には１には１には１には１社社社社しかなかった、しかなかった、しかなかった、しかなかった、再再再再公告をするに当たって公告をするに当たって公告をするに当たって公告をするに当たって数社数社数社数社のののの

事業者に内容等、聞き事業者に内容等、聞き事業者に内容等、聞き事業者に内容等、聞き取取取取りをりをりをりを実施実施実施実施し、それらもし、それらもし、それらもし、それらも踏踏踏踏ままままええええてててて再再再再公告をしているということで、公告をしているということで、公告をしているということで、公告をしているということで、

数社数社数社数社のののの手手手手がががが挙挙挙挙がればとがればとがればとがればと期待期待期待期待しているということでご理しているということでご理しているということでご理しているということでご理解解解解をお願いしたいと思います。をお願いしたいと思います。をお願いしたいと思います。をお願いしたいと思います。

それと２点目、県中それと２点目、県中それと２点目、県中それと２点目、県中央卸売市場央卸売市場央卸売市場央卸売市場の関係でございます。委員おの関係でございます。委員おの関係でございます。委員おの関係でございます。委員お述述述述べべべべのように、のように、のように、のように、非常非常非常非常にににに厳厳厳厳しししし

いいいい状況状況状況状況になっているのはになっているのはになっているのはになっているのは十分十分十分十分我々も理我々も理我々も理我々も理解解解解をしております。ただ、平成２をしております。ただ、平成２をしております。ただ、平成２をしております。ただ、平成２７７７７年までの３年までの３年までの３年までの３カカカカ年年年年

をををを改改改改革革革革のののの周周周周知知知知期間期間期間期間とし、平成２５年とし、平成２５年とし、平成２５年とし、平成２５年度度度度、今年、今年、今年、今年度度度度からからからから始始始始めているということで、今後めているということで、今後めているということで、今後めているということで、今後引引引引きききき続続続続

いてそのいてそのいてそのいてその適適適適正な県中正な県中正な県中正な県中央卸売市場央卸売市場央卸売市場央卸売市場のののの規規規規模模模模とかそのとかそのとかそのとかその辺辺辺辺のところをのところをのところをのところを見見見見きわめていきたいときわめていきたいときわめていきたいときわめていきたいと考え考え考え考えてててて

おりますので、ただ、現おりますので、ただ、現おりますので、ただ、現おりますので、ただ、現実実実実的には的には的には的には推推推推計計計計ですが、現在の県中ですが、現在の県中ですが、現在の県中ですが、現在の県中央卸売市場央卸売市場央卸売市場央卸売市場、県内、県内、県内、県内需需需需要の要の要の要の約約約約半分半分半分半分
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にににに相相相相当する当する当する当する量量量量はははは取取取取りりりり扱扱扱扱っていると。加っていると。加っていると。加っていると。加ええええて、県内て、県内て、県内て、県内生生生生産産産産物物物物のののの約約約約３３３３割割割割をををを集荷集荷集荷集荷をしているというをしているというをしているというをしているという

ことも含めて、確かにことも含めて、確かにことも含めて、確かにことも含めて、確かに非常非常非常非常にににに厳厳厳厳しいしいしいしい状況状況状況状況ではありますが、ではありますが、ではありますが、ではありますが、改改改改革革革革に向かって事業者とともにに向かって事業者とともにに向かって事業者とともにに向かって事業者とともに

対対対対応応応応していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと考え考え考え考えておりますので、よろしくご理ておりますので、よろしくご理ておりますので、よろしくご理ておりますので、よろしくご理解解解解をお願いしたいと思います。をお願いしたいと思います。をお願いしたいと思います。をお願いしたいと思います。

３点目でございます。いわ３点目でございます。いわ３点目でございます。いわ３点目でございます。いわゆゆゆゆるるるる緑緑緑緑の産業の産業の産業の産業再生再生再生再生プロプロプロプロジェジェジェジェクトクトクトクトのののの返還金返還金返還金返還金のののの件件件件ですけれども、ですけれども、ですけれども、ですけれども、

県にも県にも県にも県にも責任責任責任責任があるのではないかと。奈良の木があるのではないかと。奈良の木があるのではないかと。奈良の木があるのではないかと。奈良の木ブラブラブラブランンンンド課ド課ド課ド課長から、国に対して本県の長から、国に対して本県の長から、国に対して本県の長から、国に対して本県の実情実情実情実情をををを

詳しく詳しく詳しく詳しく説説説説明しという答弁をさせていただきました。その明しという答弁をさせていただきました。その明しという答弁をさせていただきました。その明しという答弁をさせていただきました。その具具具具体体体体的な内容は、例的な内容は、例的な内容は、例的な内容は、例ええええばばばば施設施設施設施設であであであであ

るとある程るとある程るとある程るとある程度度度度のののの予予予予約約約約をしている。もしくはをしている。もしくはをしている。もしくはをしている。もしくは建物建物建物建物であると、用であると、用であると、用であると、用地地地地のののの手手手手当てをしている、もし当てをしている、もし当てをしている、もし当てをしている、もし

くはそういう発くはそういう発くはそういう発くはそういう発注注注注にしても、発にしても、発にしても、発にしても、発注注注注したらしたらしたらしたら補補補補助助助助対対対対象象象象になりませんけれども、そういうになりませんけれども、そういうになりませんけれども、そういうになりませんけれども、そういう手手手手続続続続をををを

踏踏踏踏ままままええええててててやややや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意意意意味味味味で、で、で、で、非常非常非常非常にににに手手手手続続続続的に前に的に前に的に前に的に前に進進進進んでいるんでいるんでいるんでいる状況状況状況状況の中での中での中での中で補補補補助助助助金金金金をををを返返返返

還還還還されるということは、我々県としてもされるということは、我々県としてもされるということは、我々県としてもされるということは、我々県としても非常非常非常非常にににに苦苦苦苦しいしいしいしい立場立場立場立場にあることをにあることをにあることをにあることを踏踏踏踏ままままええええて、て、て、て、改改改改めてめてめてめて

要要要要望望望望しているということでございますので、答しているということでございますので、答しているということでございますので、答しているということでございますので、答ええええとしてはとしてはとしてはとしては変変変変わりませんが、わりませんが、わりませんが、わりませんが、引引引引きききき続続続続いてそいてそいてそいてそ

ういうことをういうことをういうことをういうことを十分十分十分十分踏踏踏踏みみみみ締締締締めながら要めながら要めながら要めながら要望望望望活活活活動していかざるを動していかざるを動していかざるを動していかざるを得得得得ないとないとないとないと考え考え考え考えておりますので、ておりますので、ておりますので、ておりますので、

よろしくご理よろしくご理よろしくご理よろしくご理解解解解をお願いしたいと思います。以上でございます。をお願いしたいと思います。以上でございます。をお願いしたいと思います。以上でございます。をお願いしたいと思います。以上でございます。

○中村委員○中村委員○中村委員○中村委員 質問を質問を質問を質問を終終終終わります。長わります。長わります。長わります。長時間時間時間時間にわたりました。にわたりました。にわたりました。にわたりました。

○安井委員○安井委員○安井委員○安井委員 簡潔に言いたいと思います。簡潔に言いたいと思います。簡潔に言いたいと思います。簡潔に言いたいと思います。

職員の職員の職員の職員の研修研修研修研修についておについておについておについてお伺伺伺伺いします。昨今、県いします。昨今、県いします。昨今、県いします。昨今、県庁庁庁庁としてのとしてのとしてのとしてのススススリリリリムムムム化化化化といいますか、職員をといいますか、職員をといいますか、職員をといいますか、職員を

削削削削減減減減していくと、そういうことで、職員はすしていくと、そういうことで、職員はすしていくと、そういうことで、職員はすしていくと、そういうことで、職員はすぐぐぐぐれた職員ではあるけれど、れた職員ではあるけれど、れた職員ではあるけれど、れた職員ではあるけれど、ややややはりそれぞれはりそれぞれはりそれぞれはりそれぞれ

今までの今までの今までの今までの状況状況状況状況からして、定からして、定からして、定からして、定数数数数削削削削減減減減により職員ににより職員ににより職員ににより職員に負負負負荷荷荷荷されるされるされるされる荷荷荷荷重重重重は一は一は一は一応応応応ふふふふええええてくると思いまてくると思いまてくると思いまてくると思いま

す。そういう中で、職員のす。そういう中で、職員のす。そういう中で、職員のす。そういう中で、職員の研修研修研修研修をしていくことは、それだけのをしていくことは、それだけのをしていくことは、それだけのをしていくことは、それだけのママママニニニニュアュアュアュアルルルル、あるいは、あるいは、あるいは、あるいはスキスキスキスキ

ルルルルアアアアッッッッププププしていくというしていくというしていくというしていくという意意意意味味味味で、で、で、で、非常非常非常非常にににに研修研修研修研修のののの効効効効果果果果あるいはあるいはあるいはあるいは意意意意義義義義は高いと思います。そうは高いと思います。そうは高いと思います。そうは高いと思います。そう

いういういういう意意意意味味味味では、新では、新では、新では、新人人人人研修研修研修研修は、もは、もは、もは、もちちちちろんこれはすろんこれはすろんこれはすろんこれはすぐ実ぐ実ぐ実ぐ実践践践践的に、的に、的に、的に、仕仕仕仕事の事の事の事のママママニニニニュアュアュアュアルルルルとかいったとかいったとかいったとかいった

ものをものをものをものを社社社社会会会会人人人人としてのとしてのとしてのとしての取組取組取組取組み方とか、さまざまなみ方とか、さまざまなみ方とか、さまざまなみ方とか、さまざまな面面面面でででで必必必必要かと思いますし、また今要かと思いますし、また今要かと思いますし、また今要かと思いますし、また今実施実施実施実施ささささ

れている係長れている係長れている係長れている係長級級級級とか、そのとか、そのとか、そのとか、その時期時期時期時期においたにおいたにおいたにおいた研修研修研修研修をされていますけれど、そういった職員のをされていますけれど、そういった職員のをされていますけれど、そういった職員のをされていますけれど、そういった職員のスススス

キキキキルルルルアアアアッッッッププププのため、のため、のため、のため、非常非常非常非常にににに効効効効果果果果的な職員の的な職員の的な職員の的な職員の研修研修研修研修のあり方、これについてどのようにおのあり方、これについてどのようにおのあり方、これについてどのようにおのあり方、これについてどのようにお考え考え考え考え

になっているかということをまずお聞かせください。になっているかということをまずお聞かせください。になっているかということをまずお聞かせください。になっているかということをまずお聞かせください。

それから、農林部ですが、それから、農林部ですが、それから、農林部ですが、それから、農林部ですが、首首首首都都都都圏圏圏圏での大での大での大での大和和和和野菜野菜野菜野菜のののの展展展展開についてということを一開についてということを一開についてということを一開についてということを一般般般般質問し質問し質問し質問し

ましたが、ましたが、ましたが、ましたが、再再再再質問する質問する質問する質問する時間時間時間時間がなくなってしまってできなかったので、そのことを質問させがなくなってしまってできなかったので、そのことを質問させがなくなってしまってできなかったので、そのことを質問させがなくなってしまってできなかったので、そのことを質問させ

ていただきたいのです。大ていただきたいのです。大ていただきたいのです。大ていただきたいのです。大和和和和野菜野菜野菜野菜をををを首首首首都都都都圏圏圏圏にににに展展展展開するということは、知事も開するということは、知事も開するということは、知事も開するということは、知事も非常非常非常非常にににに肝肝肝肝いりいりいりいり

の事業でありますし、また奈良県の農業に従事する方々も、そのことによって奈良県の農の事業でありますし、また奈良県の農業に従事する方々も、そのことによって奈良県の農の事業でありますし、また奈良県の農業に従事する方々も、そのことによって奈良県の農の事業でありますし、また奈良県の農業に従事する方々も、そのことによって奈良県の農

業を業を業を業を全全全全国に知らしめていくという国に知らしめていくという国に知らしめていくという国に知らしめていくという意意意意味味味味では、他府県にでは、他府県にでは、他府県にでは、他府県に劣劣劣劣らないいいものを出らないいいものを出らないいいものを出らないいいものを出荷荷荷荷されているされているされているされている
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と思うのです。と思うのです。と思うのです。と思うのです。ややややはりはりはりはり価格価格価格価格のののの面面面面でも、安定的なものでなくてはならないと思います。でも、安定的なものでなくてはならないと思います。でも、安定的なものでなくてはならないと思います。でも、安定的なものでなくてはならないと思います。購買購買購買購買

意欲意欲意欲意欲を高めるためには、高を高めるためには、高を高めるためには、高を高めるためには、高品品品品質であること、あるいは質であること、あるいは質であること、あるいは質であること、あるいは野菜野菜野菜野菜のののの場場場場合は合は合は合は特特特特に新に新に新に新鮮鮮鮮鮮さがさがさがさが維維維維持され持され持され持され

ることなど、ることなど、ることなど、ることなど、購買購買購買購買するするするする側側側側のののの立場立場立場立場からすれば、そういうからすれば、そういうからすれば、そういうからすれば、そういう野菜野菜野菜野菜を提を提を提を提供供供供していくということにしていくということにしていくということにしていくということに尽尽尽尽

きるとは思うのです。そういうきるとは思うのです。そういうきるとは思うのです。そういうきるとは思うのです。そういう意意意意味味味味で、安定的なで、安定的なで、安定的なで、安定的な価格価格価格価格をををを維維維維持できるのかどうか。持できるのかどうか。持できるのかどうか。持できるのかどうか。特特特特にににに促促促促成成成成

栽培栽培栽培栽培でででで収穫収穫収穫収穫時期時期時期時期をずらしてをずらしてをずらしてをずらして品品品品質を高めていくことになれば、質を高めていくことになれば、質を高めていくことになれば、質を高めていくことになれば、専専専専業農業農業農業農家家家家にとってもにとってもにとってもにとっても非常非常非常非常ににににやややや

りがいのある、あるいは自りがいのある、あるいは自りがいのある、あるいは自りがいのある、あるいは自分分分分のののの生活生活生活生活を高めるためにはそれがを高めるためにはそれがを高めるためにはそれがを高めるためにはそれが必必必必要であるかと思うのですが、要であるかと思うのですが、要であるかと思うのですが、要であるかと思うのですが、

そういうそういうそういうそういう価格価格価格価格の安定の安定の安定の安定化化化化はどうなのか。はどうなのか。はどうなのか。はどうなのか。

また、もう一つは、知事の答弁の中にもありましたけれど、また、もう一つは、知事の答弁の中にもありましたけれど、また、もう一つは、知事の答弁の中にもありましたけれど、また、もう一つは、知事の答弁の中にもありましたけれど、ススススーーーーパパパパーとかーとかーとかーとか市場市場市場市場では、たでは、たでは、たでは、た

くさん持ってきてくれたらいいのではないかと言われたということで、くさん持ってきてくれたらいいのではないかと言われたということで、くさん持ってきてくれたらいいのではないかと言われたということで、くさん持ってきてくれたらいいのではないかと言われたということで、ややややはりこはりこはりこはりこちちちちらかららかららかららから

持ってきてくれと、持ってきてくれと、持ってきてくれと、持ってきてくれと、販売販売販売販売できるではないかということに対して、１年をできるではないかということに対して、１年をできるではないかということに対して、１年をできるではないかということに対して、１年を通じ通じ通じ通じて安定的に出て安定的に出て安定的に出て安定的に出

荷荷荷荷量量量量をををを供供供供給給給給できるのかと。できるのかと。できるのかと。できるのかと。週週週週にににに何何何何回かということをおっし回かということをおっし回かということをおっし回かということをおっしゃゃゃゃっていましたけど、っていましたけど、っていましたけど、っていましたけど、ややややはりはりはりはり恒恒恒恒

常常常常的に出的に出的に出的に出荷荷荷荷していく。そしてまた出していく。そしてまた出していく。そしてまた出していく。そしてまた出荷荷荷荷量量量量も安定していくことになれば、も安定していくことになれば、も安定していくことになれば、も安定していくことになれば、生生生生産者産者産者産者側側側側にもそれにもそれにもそれにもそれ

だけのだけのだけのだけのノノノノルルルルママママがかかってくると思うのですけれど、そういった出がかかってくると思うのですけれど、そういった出がかかってくると思うのですけれど、そういった出がかかってくると思うのですけれど、そういった出荷荷荷荷量量量量について安定的にについて安定的にについて安定的にについて安定的に供供供供

給給給給できるできるできるできる体体体体制制制制をとれているのかどうか、その点をお聞かせください。をとれているのかどうか、その点をお聞かせください。をとれているのかどうか、その点をお聞かせください。をとれているのかどうか、その点をお聞かせください。

○中村人事課長○中村人事課長○中村人事課長○中村人事課長 安井委員からは、県の職員に対してどのような安井委員からは、県の職員に対してどのような安井委員からは、県の職員に対してどのような安井委員からは、県の職員に対してどのような研修研修研修研修を行っているのか、を行っているのか、を行っているのか、を行っているのか、

また、どういうまた、どういうまた、どういうまた、どういう考え考え考え考えで行っているのかというご質問だったかと思います。職員ので行っているのかというご質問だったかと思います。職員ので行っているのかというご質問だったかと思います。職員ので行っているのかというご質問だったかと思います。職員の資資資資質向上質向上質向上質向上

のためにのためにのためにのために研修研修研修研修を行っているわけですけれども、まず、１つは職員を行っているわけですけれども、まず、１つは職員を行っているわけですけれども、まず、１つは職員を行っているわけですけれども、まず、１つは職員基基基基本本本本研修研修研修研修、、、、能力能力能力能力開発開発開発開発研修研修研修研修

などの自などの自などの自などの自治治治治研修研修研修研修所所所所におけるにおけるにおけるにおける研修研修研修研修が１つございます。２つ目といたしましては、職が１つございます。２つ目といたしましては、職が１つございます。２つ目といたしましては、職が１つございます。２つ目といたしましては、職場場場場におけにおけにおけにおけ

るるるる研修研修研修研修がございます。３つ目はがございます。３つ目はがございます。３つ目はがございます。３つ目は政策政策政策政策研研研研究究究究大大大大学学学学院院院院大大大大学学学学等等等等へへへへのののの派遣派遣派遣派遣研修研修研修研修、そういったものがご、そういったものがご、そういったものがご、そういったものがご

ざいまして、そのようなざいまして、そのようなざいまして、そのようなざいまして、そのような研修研修研修研修を中心にを中心にを中心にを中心に実施実施実施実施しているわけですけれども、しているわけですけれども、しているわけですけれども、しているわけですけれども、研修研修研修研修内容、あるい内容、あるい内容、あるい内容、あるい

はまたそのはまたそのはまたそのはまたその技法技法技法技法にもにもにもにも工工工工夫を夫を夫を夫を凝凝凝凝らしてらしてらしてらして進進進進めているところでございます。めているところでございます。めているところでございます。めているところでございます。

具具具具体体体体的に申し上的に申し上的に申し上的に申し上げげげげますと、ますと、ますと、ますと、研修研修研修研修所所所所でででで実施実施実施実施します職員します職員します職員します職員基基基基本本本本研修研修研修研修につきましては、委員おにつきましては、委員おにつきましては、委員おにつきましては、委員お述述述述

べべべべのとおり、新のとおり、新のとおり、新のとおり、新規採規採規採規採用から用から用から用から始始始始まるのですけれども、新まるのですけれども、新まるのですけれども、新まるのですけれども、新規採規採規採規採用から３年用から３年用から３年用から３年間間間間をををを早早早早期期期期戦戦戦戦力ア力ア力ア力アッッッッププププ

プロプロプロプログラムグラムグラムグラムとととと位位位位置づ置づ置づ置づけまして、けまして、けまして、けまして、集集集集中的に中的に中的に中的に研修研修研修研修をををを実施実施実施実施するとともに、するとともに、するとともに、するとともに、採採採採用用用用８８８８年目の中年目の中年目の中年目の中堅堅堅堅の職の職の職の職

員員員員研修研修研修研修をしております。また、管理監をしております。また、管理監をしております。また、管理監をしております。また、管理監督督督督者につきましては、係長者につきましては、係長者につきましては、係長者につきましては、係長級級級級、、、、課課課課長長長長補補補補佐佐佐佐級級級級、、、、課課課課長長長長級級級級

研修研修研修研修をそれぞれのそのをそれぞれのそのをそれぞれのそのをそれぞれのその昇任昇任昇任昇任時時時時にににに実施実施実施実施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。能力能力能力能力開発開発開発開発研修研修研修研修につきまにつきまにつきまにつきま

しては、職員のしては、職員のしては、職員のしては、職員の担担担担当業務当業務当業務当業務や意欲や意欲や意欲や意欲、、、、適適適適性性性性にににに応じ応じ応じ応じまして、まして、まして、まして、伸伸伸伸ばしたいばしたいばしたいばしたい能力能力能力能力、、、、補強補強補強補強したいしたいしたいしたい能力能力能力能力をををを

開発するために、公開発するために、公開発するために、公開発するために、公募募募募選選選選択制択制択制択制によりによりによりにより実施実施実施実施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。研修研修研修研修のののの実施実施実施実施に当たに当たに当たに当た

りましては、りましては、りましては、りましては、単単単単なる知なる知なる知なる知識識識識をををを植植植植ええええつけるだけではなくて、職員の議つけるだけではなくて、職員の議つけるだけではなくて、職員の議つけるだけではなくて、職員の議論論論論するするするする力力力力、、、、考え考え考え考えるるるる力力力力のののの養養養養

成に加成に加成に加成に加ええええまして、まして、まして、まして、ココココンンンンププププラララライイイイアアアアンンンンスススス、いわ、いわ、いわ、いわゆゆゆゆるるるる法法法法令遵守令遵守令遵守令遵守のののの徹底徹底徹底徹底、、、、社社社社会会会会人人人人としてのとしてのとしてのとしての基基基基本本本本ママママナナナナ
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ーのーのーのーの習習習習得得得得、あるいはまた、あるいはまた、あるいはまた、あるいはまた円円円円滑滑滑滑な業務な業務な業務な業務遂遂遂遂行のための行のための行のための行のためのコミュコミュコミュコミュニニニニケケケケーーーーショショショションンンン力力力力のののの強化強化強化強化をををを図図図図っていっていっていってい

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

また、職員としてのまた、職員としてのまた、職員としてのまた、職員としての基基基基礎礎礎礎的的的的能力能力能力能力の向上をの向上をの向上をの向上を図図図図るために、公務員としてるために、公務員としてるために、公務員としてるために、公務員として必必必必要な日要な日要な日要な日常常常常業務の会業務の会業務の会業務の会

計計計計、、、、契契契契約約約約事務に加事務に加事務に加事務に加ええええまして、まして、まして、まして、政策政策政策政策形形形形成を成を成を成を進進進進める上でめる上でめる上でめる上で重重重重要となる要となる要となる要となる統統統統計計計計リリリリテテテテラシラシラシラシーの向上を中ーの向上を中ーの向上を中ーの向上を中

心とした心とした心とした心としたカカカカリリリリキュラムキュラムキュラムキュラムのののの充充充充実実実実をををを図図図図るためのるためのるためのるための検討検討検討検討も、現在も、現在も、現在も、現在進進進進めているところでございます。めているところでございます。めているところでございます。めているところでございます。

以上でございます。以上でございます。以上でございます。以上でございます。

○植田農林部次長（企画管理室長事務取扱）○植田農林部次長（企画管理室長事務取扱）○植田農林部次長（企画管理室長事務取扱）○植田農林部次長（企画管理室長事務取扱） 野菜野菜野菜野菜等の等の等の等の首首首首都都都都圏圏圏圏へへへへのののの展展展展開についてのお開についてのお開についてのお開についてのお尋尋尋尋ねねねね

でございました。ご承知のように、東京でございました。ご承知のように、東京でございました。ご承知のように、東京でございました。ご承知のように、東京市場市場市場市場はははは全全全全国の国の国の国の建建建建てててて値値値値市場市場市場市場となっております。となっております。となっております。となっております。特特特特にににに

大田大田大田大田市場市場市場市場がががが全全全全国の国の国の国の建建建建てててて値値値値ののののトトトトッッッッププププをををを切切切切っておりまして、そこでっておりまして、そこでっておりまして、そこでっておりまして、そこで決決決決まったまったまったまった価格価格価格価格がががが全全全全国に国に国に国に流流流流れれれれ

るというるというるというるという構造構造構造構造になっております。知事がになっております。知事がになっております。知事がになっております。知事が常常常常々申しておりますけれども、々申しておりますけれども、々申しておりますけれども、々申しておりますけれども、生生生生産産産産量量量量はははは少少少少なくとなくとなくとなくと

も、高も、高も、高も、高品品品品質なものを質なものを質なものを質なものを計画計画計画計画的に的に的に的に供供供供給給給給するのがするのがするのがするのがブラブラブラブランンンンドドドド化化化化につながり、につながり、につながり、につながり、ブラブラブラブランンンンドドドド化化化化がががが進進進進むむむむにつにつにつにつ

れてれてれてれて価格価格価格価格も安定するとも安定するとも安定するとも安定すると考え考え考え考えておるところでございます。ておるところでございます。ておるところでございます。ておるところでございます。

一方、一方、一方、一方、量量量量につきましても、につきましても、につきましても、につきましても、生生生生産産産産量量量量はははは少少少少なくともなくともなくともなくとも計画計画計画計画的に出的に出的に出的に出荷荷荷荷することがすることがすることがすることが非常非常非常非常にににに首首首首都都都都圏圏圏圏かかかか

ら求められております。１つのら求められております。１つのら求められております。１つのら求められております。１つの品品品品物物物物だけではなく、例だけではなく、例だけではなく、例だけではなく、例ええええばばばば柿柿柿柿でありますとでありますとでありますとでありますと６６６６月の月の月の月のハウスハウスハウスハウス柿柿柿柿

から２月のから２月のから２月のから２月の貯蔵柿貯蔵柿貯蔵柿貯蔵柿まで出まで出まで出まで出荷荷荷荷することができます。それに合わせて大することができます。それに合わせて大することができます。それに合わせて大することができます。それに合わせて大和和和和野菜野菜野菜野菜であったり、であったり、であったり、であったり、ナナナナ

ススススであったりということを、奈良県産農産であったりということを、奈良県産農産であったりということを、奈良県産農産であったりということを、奈良県産農産物物物物としてとしてとしてとしてススススーーーーパパパパーの一定ーの一定ーの一定ーの一定ココココーーーーナナナナーにーにーにーに供供供供給給給給するよするよするよするよ

うに安定うに安定うに安定うに安定供供供供給給給給をををを計画計画計画計画的に的に的に的に進進進進めてめてめてめてブラブラブラブランンンンドドドド化化化化をををを推推推推進進進進してまいりたいとしてまいりたいとしてまいりたいとしてまいりたいと考え考え考え考えているところでごているところでごているところでごているところでご

ざいます。ざいます。ざいます。ざいます。

○安井委員○安井委員○安井委員○安井委員 職員職員職員職員研修研修研修研修についてですけれど、今の答弁の中にありましたように、職員のについてですけれど、今の答弁の中にありましたように、職員のについてですけれど、今の答弁の中にありましたように、職員のについてですけれど、今の答弁の中にありましたように、職員のスススス

キキキキルルルルををををアアアアッッッッププププしていくというしていくというしていくというしていくという意意意意味味味味では、職員では、職員では、職員では、職員研修研修研修研修をををを通じ通じ通じ通じて平て平て平て平素素素素から自から自から自から自分分分分の職の職の職の職場場場場、持、持、持、持ち場ち場ち場ち場で、で、で、で、

そういう職員そういう職員そういう職員そういう職員同同同同士士士士のののの温温温温かい会かい会かい会かい会話話話話の中ででも職員たの中ででも職員たの中ででも職員たの中ででも職員たちちちちはははは育育育育っていくと思いますし、また、っていくと思いますし、また、っていくと思いますし、また、っていくと思いますし、また、チチチチ

ーーーームワムワムワムワーーーーククククもそこでもそこでもそこでもそこで生生生生まれてくるのではないかと思います。そういうものを職員まれてくるのではないかと思います。そういうものを職員まれてくるのではないかと思います。そういうものを職員まれてくるのではないかと思います。そういうものを職員研修研修研修研修をををを通通通通

じじじじてされるとてされるとてされるとてされると同時同時同時同時に、高い次に、高い次に、高い次に、高い次元元元元の、の、の、の、派遣派遣派遣派遣研修研修研修研修もそうですけれど、県民のもそうですけれど、県民のもそうですけれど、県民のもそうですけれど、県民のニニニニーーーーズズズズは確かには確かには確かには確かに多多多多

様様様様化化化化してきていますし、そういったものを職員がいしてきていますし、そういったものを職員がいしてきていますし、そういったものを職員がいしてきていますし、そういったものを職員がいちちちち早早早早くくくく吸収吸収吸収吸収して県民のして県民のして県民のして県民の期待期待期待期待にににに応え応え応え応えていていていてい

くというくというくというくという面面面面では、では、では、では、研修研修研修研修ののののややややり方によって、その職員のり方によって、その職員のり方によって、その職員のり方によって、その職員の能力能力能力能力をををを引引引引き出せるのではないかと思き出せるのではないかと思き出せるのではないかと思き出せるのではないかと思

います。その職員のいます。その職員のいます。その職員のいます。その職員の能力能力能力能力をををを引引引引き出すために、前もき出すために、前もき出すために、前もき出すために、前も述述述述べべべべましたが、職員からのましたが、職員からのましたが、職員からのましたが、職員からの意見意見意見意見の聞き方、の聞き方、の聞き方、の聞き方、

職員がいろいろ提案してくる、そしてまた、それを機職員がいろいろ提案してくる、そしてまた、それを機職員がいろいろ提案してくる、そしてまた、それを機職員がいろいろ提案してくる、そしてまた、それを機能能能能的に、的に、的に、的に、仕仕仕仕事を行うかということに事を行うかということに事を行うかということに事を行うかということに

なれば、職員たなれば、職員たなれば、職員たなれば、職員たちちちちのののの意欲意欲意欲意欲を発を発を発を発揮揮揮揮させるために、職員のさまざまな職させるために、職員のさまざまな職させるために、職員のさまざまな職させるために、職員のさまざまな職場場場場に対するに対するに対するに対する考え考え考え考え方、あ方、あ方、あ方、あ

るいはもっとるいはもっとるいはもっとるいはもっと広広広広く言く言く言く言ええええば奈良県のあり方について、提案してもらう、上からのば奈良県のあり方について、提案してもらう、上からのば奈良県のあり方について、提案してもらう、上からのば奈良県のあり方について、提案してもらう、上からのトトトトッッッッププププダウダウダウダウ

ンではなしに、どういうンではなしに、どういうンではなしに、どういうンではなしに、どういう考え考え考え考えを持っているのか職員から聞いてを持っているのか職員から聞いてを持っているのか職員から聞いてを持っているのか職員から聞いてややややるるるるべべべべきときもきときもきときもきときも必必必必要かと思要かと思要かと思要かと思
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うのです。いいうのです。いいうのです。いいうのです。いい意見意見意見意見があれば、があれば、があれば、があれば、十分十分十分十分生生生生かしていく機会をつくってかしていく機会をつくってかしていく機会をつくってかしていく機会をつくってややややってほしいと思います。ってほしいと思います。ってほしいと思います。ってほしいと思います。

何何何何年か前からそういう年か前からそういう年か前からそういう年か前からそういう制制制制度度度度をつくられてをつくられてをつくられてをつくられて実施実施実施実施してきたということですが、そのしてきたということですが、そのしてきたということですが、そのしてきたということですが、その活活活活動動動動実実実実績績績績がががが

あればあればあればあれば教教教教ええええていただきたいと思います。ていただきたいと思います。ていただきたいと思います。ていただきたいと思います。

農林部は高農林部は高農林部は高農林部は高品品品品質ということで、奈良県の農産質ということで、奈良県の農産質ということで、奈良県の農産質ということで、奈良県の農産物物物物がががが全全全全国に国に国に国に展展展展開できる開できる開できる開できる意意意意味味味味ではではではでは非常非常非常非常にいいにいいにいいにいい

機会ですし、また、機会ですし、また、機会ですし、また、機会ですし、また、トトトトッッッッププププセーセーセーセールルルルススススしていくこと自していくこと自していくこと自していくこと自身身身身が奈良県民を代が奈良県民を代が奈良県民を代が奈良県民を代表表表表して行かれるわけして行かれるわけして行かれるわけして行かれるわけ

ですから、ですから、ですから、ですから、非常非常非常非常に信頼に信頼に信頼に信頼性性性性が高まってくるので、知事に一が高まってくるので、知事に一が高まってくるので、知事に一が高まってくるので、知事に一生懸生懸生懸生懸命頑張命頑張命頑張命頑張ってもらいたい。またってもらいたい。またってもらいたい。またってもらいたい。また

いいいいいいいい結果結果結果結果をををを生む生む生む生むために安定的なために安定的なために安定的なために安定的な供供供供給給給給、、、、計画計画計画計画的とおっし的とおっし的とおっし的とおっしゃゃゃゃられましたけれども、そういうられましたけれども、そういうられましたけれども、そういうられましたけれども、そういう意意意意

味味味味では、では、では、では、ブラブラブラブランンンンドドドド化化化化とともに安定してとともに安定してとともに安定してとともに安定して供供供供給給給給できるのかという、できるのかという、できるのかという、できるのかという、供供供供給給給給体体体体制制制制を県もを県もを県もを県も応援応援応援応援してしてしてしてやややや

ってほしいと思います。それはってほしいと思います。それはってほしいと思います。それはってほしいと思います。それは技術技術技術技術的には的には的には的には非常非常非常非常にににに難難難難しいしいしいしい面面面面もあろうかと思いますが、もあろうかと思いますが、もあろうかと思いますが、もあろうかと思いますが、ややややはははは

りりりり露露露露地地地地ものだけではなくて、年中出ものだけではなくて、年中出ものだけではなくて、年中出ものだけではなくて、年中出荷荷荷荷できるというできるというできるというできるという体体体体制制制制ををををぜぜぜぜひひひひともとってもらいたいとおともとってもらいたいとおともとってもらいたいとおともとってもらいたいとお

願いしておきます。願いしておきます。願いしておきます。願いしておきます。

○青山政策推進課長○青山政策推進課長○青山政策推進課長○青山政策推進課長 安井委員から職員の安井委員から職員の安井委員から職員の安井委員から職員の政策政策政策政策提案の提案の提案の提案の実実実実績績績績があればというお問い合わせでがあればというお問い合わせでがあればというお問い合わせでがあればというお問い合わせで

ございます。ございます。ございます。ございます。

平成２３年から平成２３年から平成２３年から平成２３年から若若若若手手手手職員の職員の職員の職員の政策政策政策政策提案提案提案提案支援支援支援支援事業を事業を事業を事業を実施実施実施実施させていただいております。今までさせていただいております。今までさせていただいております。今までさせていただいております。今まで

のののの実実実実績績績績でございますけれども、平成２３年には２つの提案がございまして、平成２４年でございますけれども、平成２３年には２つの提案がございまして、平成２４年でございますけれども、平成２３年には２つの提案がございまして、平成２４年でございますけれども、平成２３年には２つの提案がございまして、平成２４年度度度度

にににに予算化予算化予算化予算化、事業、事業、事業、事業化化化化をしております。をしております。をしております。をしております。夜夜夜夜間間間間横横横横断断断断歩歩歩歩道の道の道の道の交交交交通通通通事事事事故防故防故防故防止止止止対対対対策策策策事業ということで、事業ということで、事業ということで、事業ということで、

夜夜夜夜間間間間照照照照明などを明などを明などを明などを設置設置設置設置するという事業でございます。それから、平成２４年には５つのするという事業でございます。それから、平成２４年には５つのするという事業でございます。それから、平成２４年には５つのするという事業でございます。それから、平成２４年には５つのググググルルルル

ーーーーププププの提案がございまして、３つの事業をの提案がございまして、３つの事業をの提案がございまして、３つの事業をの提案がございまして、３つの事業を予算化予算化予算化予算化していただいております。していただいております。していただいております。していただいております。電気電気電気電気自動自動自動自動車車車車活活活活

用用用用推推推推進進進進事業など、３提案を事業事業など、３提案を事業事業など、３提案を事業事業など、３提案を事業化化化化をしたところでございます。以上でございます。をしたところでございます。以上でございます。をしたところでございます。以上でございます。をしたところでございます。以上でございます。

○安井委員○安井委員○安井委員○安井委員 職員からの職員からの職員からの職員からの意見意見意見意見で、で、で、で、非常非常非常非常にににに貴貴貴貴重重重重なものもあると思うのです。なものもあると思うのです。なものもあると思うのです。なものもあると思うのです。別別別別に高に高に高に高度度度度なものなものなものなもの

でなくても、でなくても、でなくても、でなくても、ややややはりそういうことをはりそういうことをはりそういうことをはりそういうことを話話話話し合うという職し合うという職し合うという職し合うという職場場場場のののの雰囲雰囲雰囲雰囲気気気気というかというかというかというか環境環境環境環境というものというものというものというもの

ををををふふふふだんからつくっていく、管理者からいだんからつくっていく、管理者からいだんからつくっていく、管理者からいだんからつくっていく、管理者からいええええば職ば職ば職ば職場場場場のののの雰囲雰囲雰囲雰囲気気気気を高めていただくようを高めていただくようを高めていただくようを高めていただくよう調調調調整整整整しししし

てもらって、ピッてもらって、ピッてもらって、ピッてもらって、ピッククククアアアアッッッッププププされたものがいいことはもされたものがいいことはもされたものがいいことはもされたものがいいことはもちちちちろんですが、ピッろんですが、ピッろんですが、ピッろんですが、ピッククククアアアアッッッッププププされなされなされなされな

くても、くても、くても、くても、常常常常にににに切磋琢磨切磋琢磨切磋琢磨切磋琢磨するするするする姿姿姿姿勢勢勢勢をををを貫貫貫貫くくくく意意意意味味味味で、そういう一つので、そういう一つので、そういう一つので、そういう一つの見見見見本になったと思います。本になったと思います。本になったと思います。本になったと思います。

ぜぜぜぜひひひひともそういう職ともそういう職ともそういう職ともそういう職場場場場であってほしいと願っている次第でございます。職員であってほしいと願っている次第でございます。職員であってほしいと願っている次第でございます。職員であってほしいと願っている次第でございます。職員研修研修研修研修を、そしを、そしを、そしを、そし

てまたその職員の方々からの提案がどんどんてまたその職員の方々からの提案がどんどんてまたその職員の方々からの提案がどんどんてまたその職員の方々からの提案がどんどん生生生生み出せるような職み出せるような職み出せるような職み出せるような職場場場場になるようになるようになるようになるようぜぜぜぜひひひひともともともとも邁邁邁邁

進進進進してほしいと申し上してほしいと申し上してほしいと申し上してほしいと申し上げげげげまして、質問をまして、質問をまして、質問をまして、質問を終終終終わります。わります。わります。わります。

○大国委員○大国委員○大国委員○大国委員 端端端端的に３点お的に３点お的に３点お的に３点お尋尋尋尋ねねねねしたいと思います。したいと思います。したいと思います。したいと思います。

今回の今回の今回の今回の補補補補正正正正予算予算予算予算概概概概要等も含めて要等も含めて要等も含めて要等も含めて見見見見させていただきました。一させていただきました。一させていただきました。一させていただきました。一般般般般会会会会計補計補計補計補正正正正予算予算予算予算案というこ案というこ案というこ案というこ

とで、２とで、２とで、２とで、２６億６億６億６億１１１１，，，，９３９３９３９３６万７，６万７，６万７，６万７，００００００００００００円円円円をををを計計計計上されております。１点目は上されております。１点目は上されております。１点目は上されております。１点目は、、、、「「「「平成２５年平成２５年平成２５年平成２５年
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９月定例県議会提出９月定例県議会提出９月定例県議会提出９月定例県議会提出予算予算予算予算案の案の案の案の概概概概要要要要」」」」のののの６６６６ペペペペーーーージジジジ、、、、先先先先ほど中村委員もほど中村委員もほど中村委員もほど中村委員も少少少少しおしおしおしお触触触触れになりましれになりましれになりましれになりまし

たけれども、たけれども、たけれども、たけれども、緊急緊急緊急緊急雇用雇用雇用雇用創創創創出事業の出事業の出事業の出事業の減額減額減額減額されているされているされているされている金額金額金額金額、５、５、５、５，７，７，７，７３３３３８万８万８万８万５５５５，，，，００００００００００００円円円円が、こが、こが、こが、こ

ちちちちらのらのらのらの「「「「平成２５年平成２５年平成２５年平成２５年度度度度一一一一般般般般会会会会計特計特計特計特別別別別会会会会計補計補計補計補正正正正予算予算予算予算に関するに関するに関するに関する説説説説明明明明書書書書」」」」のののの記記記記載載載載はどうなっていはどうなっていはどうなっていはどうなってい

るのかを、るのかを、るのかを、るのかを、少少少少しししし説説説説明をお願いしたいと思います。明をお願いしたいと思います。明をお願いしたいと思います。明をお願いしたいと思います。

２点目は、２点目は、２点目は、２点目は、先先先先ほどからおほどからおほどからおほどからお話話話話がございますように、国の復興関がございますように、国の復興関がございますように、国の復興関がございますように、国の復興関連予算連予算連予算連予算のののの返還返還返還返還についてでごについてでごについてでごについてでご

ざいます。今回、国の復興関ざいます。今回、国の復興関ざいます。今回、国の復興関ざいます。今回、国の復興関連予算連予算連予算連予算でででで各各各各都道府県に都道府県に都道府県に都道府県に交付交付交付交付されて、それをされて、それをされて、それをされて、それを財財財財源源源源にににに造造造造成された成された成された成された

基金基金基金基金のののの不不不不用用用用残残残残額額額額を国を国を国を国へ返還へ返還へ返還へ返還することで、することで、することで、することで、予算予算予算予算案が提案をされております。今まで県は国の案が提案をされております。今まで県は国の案が提案をされております。今まで県は国の案が提案をされております。今まで県は国の

要領等に要領等に要領等に要領等に基づ基づ基づ基づいていていていて執執執執行されてきたということでございまして、行されてきたということでございまして、行されてきたということでございまして、行されてきたということでございまして、返還返還返還返還することによってすることによってすることによってすることによって影響影響影響影響

が出る事業もあるようでございますが、平成２５年が出る事業もあるようでございますが、平成２５年が出る事業もあるようでございますが、平成２５年が出る事業もあるようでございますが、平成２５年７７７７月２日の復興月２日の復興月２日の復興月２日の復興推推推推進進進進会議に会議に会議に会議に基づ基づ基づ基づきましきましきましきまし

て、て、て、て、各各各各省省省省庁庁庁庁からからからから返還返還返還返還のののの通通通通知があったという知があったという知があったという知があったという背景背景背景背景であろうかと思いますが、国からのであろうかと思いますが、国からのであろうかと思いますが、国からのであろうかと思いますが、国からの返還返還返還返還要要要要

求に対求に対求に対求に対応応応応するするするする予算予算予算予算案であったと思います。そこで、本県において国の復興関案であったと思います。そこで、本県において国の復興関案であったと思います。そこで、本県において国の復興関案であったと思います。そこで、本県において国の復興関連予算連予算連予算連予算がががが交付交付交付交付

されてされてされてされて造造造造成された成された成された成された基金基金基金基金のののの全体全体全体全体像像像像、、、、全体全体全体全体的に的に的に的に基金基金基金基金でででで積積積積んでいらっしんでいらっしんでいらっしんでいらっしゃゃゃゃる中で、復興る中で、復興る中で、復興る中で、復興予算予算予算予算と言と言と言と言

われているおわれているおわれているおわれているお金金金金がどれだけ入っているのかを明らかにお願いしたいと思います。どのようがどれだけ入っているのかを明らかにお願いしたいと思います。どのようがどれだけ入っているのかを明らかにお願いしたいと思います。どのようがどれだけ入っているのかを明らかにお願いしたいと思います。どのよう

なななな基金基金基金基金にそれぞれにそれぞれにそれぞれにそれぞれ幾幾幾幾らららら造造造造成し、成し、成し、成し、幾幾幾幾らららら執執執執行されたのか。それぞれの行されたのか。それぞれの行されたのか。それぞれの行されたのか。それぞれの基金基金基金基金のののの使途使途使途使途と合わせておと合わせておと合わせておと合わせてお

尋尋尋尋ねねねねをしたいと思います。をしたいと思います。をしたいと思います。をしたいと思います。

３点目でございますが、本会議でも３点目でございますが、本会議でも３点目でございますが、本会議でも３点目でございますが、本会議でも防防防防災災災災についてもについてもについてもについても少少少少しししし触触触触れて、質問させていただきまれて、質問させていただきまれて、質問させていただきまれて、質問させていただきま

した。した。した。した。台風台風台風台風１１１１８８８８号号号号で今なお道で今なお道で今なお道で今なお道路路路路等、大等、大等、大等、大変変変変なななな状況状況状況状況なところもあるようでございます。いろいなところもあるようでございます。いろいなところもあるようでございます。いろいなところもあるようでございます。いろい

ろ聞いてみますと、ろ聞いてみますと、ろ聞いてみますと、ろ聞いてみますと、土土土土砂砂砂砂がががが寄寄寄寄せてきて、どろどろになったけれども、せてきて、どろどろになったけれども、せてきて、どろどろになったけれども、せてきて、どろどろになったけれども、命命命命がががが助助助助かったというかったというかったというかったという

体体体体験験験験も聞かせていただいているところでございます。一方では、奈良も聞かせていただいているところでございます。一方では、奈良も聞かせていただいているところでございます。一方では、奈良も聞かせていただいているところでございます。一方では、奈良市市市市内でも大内でも大内でも大内でも大変変変変なななな雨雨雨雨がががが

降降降降りました。りました。りました。りました。具具具具体体体体的に申し上的に申し上的に申し上的に申し上げげげげますと、県ますと、県ますと、県ますと、県立立立立奈良高奈良高奈良高奈良高校校校校におきまして、におきまして、におきまして、におきまして、グラウグラウグラウグラウンンンンドドドドで一で一で一で一旦旦旦旦たたたた

められためられためられためられた水水水水のオーのオーのオーのオーババババーーーーフフフフロロロローしたものがーしたものがーしたものがーしたものが住住住住宅地宅地宅地宅地にににに流流流流れていったということです。れていったということです。れていったということです。れていったということです。床床床床下下下下、、、、床床床床

上上上上浸浸浸浸水水水水等の等の等の等の被被被被害害害害はなかったわけでございますが、はなかったわけでございますが、はなかったわけでございますが、はなかったわけでございますが、側側側側溝溝溝溝にににに流流流流れるれるれるれる水水水水のののの量量量量はもう大はもう大はもう大はもう大変変変変なななな量量量量だっだっだっだっ

たようでございます。それで、たようでございます。それで、たようでございます。それで、たようでございます。それで、住住住住民が民が民が民が緊急緊急緊急緊急にににに市市市市町町町町村の村の村の村の防防防防災担災担災担災担当者、あるいは当者、あるいは当者、あるいは当者、あるいは学校担学校担学校担学校担当者に当者に当者に当者に

連連連連絡絡絡絡しようとしたが、しようとしたが、しようとしたが、しようとしたが、連連連連絡絡絡絡がとれないという事がとれないという事がとれないという事がとれないという事態態態態がございました。一がございました。一がございました。一がございました。一応応応応避避避避難難難難所所所所とされていとされていとされていとされてい

るようでございますけれども、そういったことがこれからもるようでございますけれども、そういったことがこれからもるようでございますけれども、そういったことがこれからもるようでございますけれども、そういったことがこれからも想想想想定されますけれども、定されますけれども、定されますけれども、定されますけれども、初期初期初期初期

の対の対の対の対応応応応について、今どのようになっているのか。また、について、今どのようになっているのか。また、について、今どのようになっているのか。また、について、今どのようになっているのか。また、避避避避難難難難所所所所のののの設置設置設置設置、、、、運運運運営営営営を行うを行うを行うを行う市市市市町町町町村村村村

のののの初期初期初期初期対対対対応や応や応や応や、県との、県との、県との、県との連連連連絡絡絡絡体体体体制制制制はどうなっているのかについて、はどうなっているのかについて、はどうなっているのかについて、はどうなっているのかについて、役役役役割割割割分分分分担担担担も含めて、おも含めて、おも含めて、おも含めて、お尋尋尋尋

ねねねねをしたいと思います。お願いします。をしたいと思います。お願いします。をしたいと思います。お願いします。をしたいと思います。お願いします。

○村上雇用労政課長○村上雇用労政課長○村上雇用労政課長○村上雇用労政課長 緊急緊急緊急緊急雇用雇用雇用雇用創創創創出事業の出事業の出事業の出事業の返還金返還金返還金返還金でございますでございますでございますでございます。。。。「「「「平成２５年９月定例県平成２５年９月定例県平成２５年９月定例県平成２５年９月定例県

議会提出議会提出議会提出議会提出予算予算予算予算案の案の案の案の概概概概要要要要」」」」のののの６６６６ペペペペーーーージジジジ、、、、緊急緊急緊急緊急雇用雇用雇用雇用創創創創出事業、出事業、出事業、出事業、ママママイイイイナナナナスススス５５５５，７，７，７，７３３３３８万８万８万８万５５５５，，，，００００００００
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００００円円円円、この、この、この、この金額金額金額金額は、は、は、は、書書書書いてありますとおり、県いてありますとおり、県いてありますとおり、県いてありますとおり、県実施分実施分実施分実施分とととと市市市市町町町町村村村村実施分実施分実施分実施分の合の合の合の合計額計額計額計額でございまでございまでございまでございま

す。それがす。それがす。それがす。それが市市市市町町町町村としての村としての村としての村としての補補補補助助助助金金金金、県でしたら、県でしたら、県でしたら、県でしたら実施実施実施実施事業事業事業事業分分分分ということで、このということで、このということで、このということで、この「「「「平成２５平成２５平成２５平成２５

年年年年度度度度一一一一般般般般会会会会計特計特計特計特別別別別会会会会計補計補計補計補正正正正予算予算予算予算に関するに関するに関するに関する説説説説明明明明書書書書」」」」でででで見見見見ますと、９ますと、９ますと、９ますと、９ペペペペーーーージジジジ第第第第７７７７款款款款の雇用の雇用の雇用の雇用政策政策政策政策

費費費費、目、、目、、目、、目、労政労政労政労政総務総務総務総務費費費費の１９の１９の１９の１９節節節節でででで負担負担負担負担金補金補金補金補助助助助及び及び及び及び交付交付交付交付金金金金、、、、減額減額減額減額で５で５で５で５，７，７，７，７３３３３８万８万８万８万１１１１，，，，００００００００００００円円円円、、、、

これがこれがこれがこれが市市市市町町町町村に係る村に係る村に係る村に係る減額分減額分減額分減額分でございます。１０でございます。１０でございます。１０でございます。１０ペペペペーーーージジジジ３、雇用３、雇用３、雇用３、雇用促進費促進費促進費促進費の委の委の委の委託託託託料料料料のののの説説説説明のと明のと明のと明のと

ころに、３ころに、３ころに、３ころに、３若若若若年者県内雇用年者県内雇用年者県内雇用年者県内雇用促進費促進費促進費促進費、、、、ママママイイイイナナナナスススス４４４４，，，，００００００００００００円円円円、これが県の雇用、これが県の雇用、これが県の雇用、これが県の雇用創創創創出事業出事業出事業出事業分分分分でででで

余余余余ったったったった分分分分です。この４です。この４です。この４です。この４，，，，００００００００００００円円円円と９と９と９と９ペペペペーーーージジジジの５の５の５の５，７，７，７，７３３３３８万８万８万８万１１１１，，，，００００００００００００円円円円、、、、足足足足しまして、しまして、しまして、しまして、

５５５５，７，７，７，７３３３３８万８万８万８万５５５５，，，，００００００００００００円円円円と、このと、このと、このと、この「「「「平成２５年９月定例県議会提出平成２５年９月定例県議会提出平成２５年９月定例県議会提出平成２５年９月定例県議会提出予算予算予算予算案の案の案の案の概概概概要要要要」」」」にはにはにはには

県県県県分分分分とととと市市市市町町町町村村村村分分分分と合わせたと合わせたと合わせたと合わせた金額金額金額金額をををを計計計計上しています。以上です。上しています。以上です。上しています。以上です。上しています。以上です。

○西川財政課長○西川財政課長○西川財政課長○西川財政課長 大国委員からご質問のありました復興関大国委員からご質問のありました復興関大国委員からご質問のありました復興関大国委員からご質問のありました復興関連予算連予算連予算連予算でででで積積積積みみみみ立立立立てたてたてたてた基金基金基金基金のののの全体全体全体全体

像像像像につきまして、につきまして、につきまして、につきまして、私私私私からお答からお答からお答からお答ええええを申し上を申し上を申し上を申し上げげげげます。ます。ます。ます。

本県では、国の復興関本県では、国の復興関本県では、国の復興関本県では、国の復興関連予算連予算連予算連予算でででで交付交付交付交付されてされてされてされて基金基金基金基金にににに積積積積みみみみ立立立立てたものは、てたものは、てたものは、てたものは、全全全全部で５つござい部で５つござい部で５つござい部で５つござい

ます。以ます。以ます。以ます。以下下下下、それぞれの、それぞれの、それぞれの、それぞれの基金基金基金基金について申し上について申し上について申し上について申し上げげげげさせていただきます。まず、１つ目が自させていただきます。まず、１つ目が自させていただきます。まず、１つ目が自させていただきます。まず、１つ目が自殺殺殺殺

対対対対策緊急強化基金策緊急強化基金策緊急強化基金策緊急強化基金でございます。今回、でございます。今回、でございます。今回、でございます。今回、補補補補正正正正予算予算予算予算でででで返還返還返還返還をお願いしているをお願いしているをお願いしているをお願いしている分分分分でございますでございますでございますでございます

が、が、が、が、使途使途使途使途につきましては、東日本大につきましては、東日本大につきましては、東日本大につきましては、東日本大震災震災震災震災のののの影響影響影響影響がががが全全全全国に国に国に国に広広広広がっておりますことから、がっておりますことから、がっておりますことから、がっておりますことから、組組組組織織織織

体体体体制制制制のののの整備整備整備整備や人や人や人や人材材材材養養養養成など、成など、成など、成など、地地地地域域域域における自における自における自における自殺殺殺殺対対対対策策策策力力力力をををを強化強化強化強化するするするする取取取取りりりり組組組組みが対みが対みが対みが対象象象象となってとなってとなってとなって

おります。国からおります。国からおります。国からおります。国から交付交付交付交付をををを受受受受けましてけましてけましてけまして基金基金基金基金にににに積積積積みみみみ立立立立てましたてましたてましたてました額額額額がががが８，８，８，８，２３０２３０２３０２３０万万万万１１１１，，，，００００００００００００円円円円、、、、

執執執執行行行行済済済済み、それからみ、それからみ、それからみ、それから予算計予算計予算計予算計上するなど上するなど上するなど上するなど執執執執行行行行済済済済みと認められるみと認められるみと認められるみと認められる金額金額金額金額、この合、この合、この合、この合計額計額計額計額がががが８，８，８，８，１１１１８８８８

６万６，６万６，６万６，６万６，００００００００００００円円円円となっております。となっております。となっております。となっております。残残残残額額額額が国が国が国が国へへへへのののの返還返還返還返還対対対対象象象象ということでございます。ということでございます。ということでございます。ということでございます。

それから２つ目は、これはそれから２つ目は、これはそれから２つ目は、これはそれから２つ目は、これは先先先先ほどご質問でもございましたが、ほどご質問でもございましたが、ほどご質問でもございましたが、ほどご質問でもございましたが、緊急緊急緊急緊急雇用雇用雇用雇用創創創創出事業出事業出事業出事業臨臨臨臨時特時特時特時特

例例例例基金基金基金基金でございます。このでございます。このでございます。このでございます。この基金基金基金基金につきましては２つの事業がございまして、１つ目がにつきましては２つの事業がございまして、１つ目がにつきましては２つの事業がございまして、１つ目がにつきましては２つの事業がございまして、１つ目が震災震災震災震災

等等等等緊急緊急緊急緊急雇用対雇用対雇用対雇用対応応応応事業でございます。事業でございます。事業でございます。事業でございます。使途使途使途使途としましては、東日本大としましては、東日本大としましては、東日本大としましては、東日本大震災震災震災震災等の等の等の等の影響影響影響影響による失業による失業による失業による失業

者の次の雇用までの者の次の雇用までの者の次の雇用までの者の次の雇用までの短短短短期期期期の雇用、の雇用、の雇用、の雇用、就就就就業を目的としまして、さまざまな事業ができることに業を目的としまして、さまざまな事業ができることに業を目的としまして、さまざまな事業ができることに業を目的としまして、さまざまな事業ができることに

なっておりました。なっておりました。なっておりました。なっておりました。積積積積みみみみ立立立立てましたてましたてましたてました額額額額が２１が２１が２１が２１億億億億２２２２，，，，００００００００００００万円万円万円万円、これに対しまして、、これに対しまして、、これに対しまして、、これに対しまして、執執執執行行行行

済済済済みみみみ及び及び及び及び執執執執行行行行済済済済みと認められるみと認められるみと認められるみと認められる額額額額の合の合の合の合計計計計が２０が２０が２０が２０億億億億３３３３，，，，２２２２６６６６１１１１万７，万７，万７，万７，００００００００００００円円円円でございます。でございます。でございます。でございます。

残残残残額額額額が国が国が国が国へへへへのののの返還額返還額返還額返還額ということになります。ということになります。ということになります。ということになります。

それから、それから、それから、それから、緊急緊急緊急緊急雇用雇用雇用雇用創創創創出事業出事業出事業出事業臨臨臨臨時特時特時特時特例例例例基金基金基金基金のもう一つの事業がございまして、のもう一つの事業がございまして、のもう一つの事業がございまして、のもう一つの事業がございまして、住住住住まい対まい対まい対まい対

策策策策として国からとして国からとして国からとして国から交付交付交付交付をををを受受受受けております。このけております。このけております。このけております。この使途使途使途使途は、東日本大は、東日本大は、東日本大は、東日本大震災震災震災震災によりによりによりにより被災被災被災被災したしたしたした世帯世帯世帯世帯でででで

ありますとか、ありますとか、ありますとか、ありますとか、低所得低所得低所得低所得者者者者世帯世帯世帯世帯などに対するなどに対するなどに対するなどに対する生活生活生活生活福福福福祉祉祉祉資資資資金金金金のののの貸貸貸貸付付付付制制制制度度度度をををを実施実施実施実施するためのするためのするためのするための体体体体制制制制

整備整備整備整備でございまして、でございまして、でございまして、でございまして、相談相談相談相談あるいはあるいはあるいはあるいは貸貸貸貸しししし付付付付けのけのけのけの件数件数件数件数のののの多多多多いいいい市市市市町町町町村の村の村の村の社社社社会福会福会福会福祉祉祉祉協協協協議会、議会、議会、議会、生活生活生活生活
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福福福福祉祉祉祉資資資資金金金金はははは市市市市町町町町村の村の村の村の社社社社会福会福会福会福祉祉祉祉協協協協議会で議会で議会で議会で実施実施実施実施しておりますので、そのしておりますので、そのしておりますので、そのしておりますので、その協協協協議会の議会の議会の議会の相談相談相談相談員員員員設置費設置費設置費設置費

用に対する用に対する用に対する用に対する補補補補助助助助などが対などが対などが対などが対象象象象となっておりまして、となっておりまして、となっておりまして、となっておりまして、交付交付交付交付をををを受受受受けてけてけてけて積積積積みみみみ立立立立てたてたてたてた額額額額が１が１が１が１億億億億１１１１，，，，１１１１

７７７７１１１１万８，万８，万８，万８，００００００００００００円円円円、、、、執執執執行行行行済済済済みみみみ及び及び及び及び執執執執行行行行済済済済みと認められるみと認められるみと認められるみと認められる額額額額の合の合の合の合計計計計は、そのは、そのは、そのは、その全額全額全額全額でございでございでございでござい

ます。なお、このます。なお、このます。なお、このます。なお、この住住住住まい対まい対まい対まい対策分策分策分策分につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、返還返還返還返還要要要要請請請請の対の対の対の対象象象象事業として、本県は事業として、本県は事業として、本県は事業として、本県は該該該該当当当当

がないので、がないので、がないので、がないので、返還返還返還返還要要要要請請請請もももも受受受受けていないところでございます。けていないところでございます。けていないところでございます。けていない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、基金基金基金基金の３つ目が、の３つ目が、の３つ目が、の３つ目が、森森森森林林林林整備整備整備整備加加加加速化速化速化速化・林業・林業・林業・林業再生再生再生再生基金基金基金基金、いわ、いわ、いわ、いわゆゆゆゆるるるる緑緑緑緑プロプロプロプロと言われと言われと言われと言われ

るものでございます。るものでございます。るものでございます。るものでございます。使途使途使途使途につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、先先先先ほど奈良の木ほど奈良の木ほど奈良の木ほど奈良の木ブラブラブラブランンンンド課ド課ド課ド課長も長も長も長も若干触若干触若干触若干触れておれておれておれてお

りましたが、東日本大りましたが、東日本大りましたが、東日本大りましたが、東日本大震災震災震災震災からの復からの復からの復からの復旧旧旧旧、復興に、復興に、復興に、復興に必必必必要な木要な木要な木要な木材材材材のののの全全全全国国国国規規規規模模模模での安定での安定での安定での安定供供供供給給給給を目的を目的を目的を目的

としまして、としまして、としまして、としまして、間間間間伐伐伐伐でありますとかでありますとかでありますとかでありますとか路網路網路網路網整備整備整備整備、それから木、それから木、それから木、それから木材材材材加加加加工施設工施設工施設工施設のののの整備整備整備整備などに対するなどに対するなどに対するなどに対する補補補補

助助助助を対を対を対を対象象象象事業としております。事業としております。事業としております。事業としております。積積積積みみみみ立立立立てたてたてたてた額額額額２０２０２０２０億億億億５５５５，，，，００００００００００００万円万円万円万円、、、、執執執執行行行行済済済済みみみみ及び及び及び及び執執執執行行行行済済済済

みと認められるみと認められるみと認められるみと認められる額額額額の合の合の合の合計計計計がががが６億６億６億６億２２２２，６，６，６，６３４３４３４３４万７，万７，万７，万７，００００００００００００円円円円でございます。でございます。でございます。でございます。残残残残額額額額が国が国が国が国へへへへのののの返返返返

還還還還対対対対象象象象ということになっております。ということになっております。ということになっております。ということになっております。

それから、それから、それから、それから、基金基金基金基金の４つ目が、の４つ目が、の４つ目が、の４つ目が、医療医療医療医療施設施設施設施設耐耐耐耐震震震震化促進基金化促進基金化促進基金化促進基金でございます。でございます。でございます。でございます。使途使途使途使途は大は大は大は大規規規規模模模模地地地地震震震震

等の等の等の等の災災災災害時害時害時害時にににに重重重重要な要な要な要な役役役役割割割割をををを果果果果たしますたしますたしますたします災災災災害拠害拠害拠害拠点点点点病院病院病院病院等の等の等の等の医療医療医療医療施設施設施設施設のののの耐耐耐耐震整備震整備震整備震整備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、本県では新県て、本県では新県て、本県では新県て、本県では新県立立立立奈良奈良奈良奈良病院病院病院病院のののの整備整備整備整備を対を対を対を対象象象象としております。としております。としております。としております。交付交付交付交付をををを受受受受けてけてけてけて積積積積みみみみ立立立立てたてたてたてた額額額額がががが

１１１１１１１１億億億億９９９９，，，，１１１１６６６６３３３３万円万円万円万円でございまして、そのでございまして、そのでございまして、そのでございまして、その全額全額全額全額が一が一が一が一応応応応執執執執行行行行済済済済みと認められるみと認められるみと認められるみと認められる額額額額というこというこというこというこ

とになっております。したがいまして、とになっております。したがいまして、とになっております。したがいまして、とになっております。したがいまして、返還返還返還返還対対対対象象象象はございません。はございません。はございません。はございません。

それから５つ目、それから５つ目、それから５つ目、それから５つ目、最最最最後の後の後の後の基金基金基金基金でございますが、高等でございますが、高等でございますが、高等でございますが、高等学校学校学校学校等等等等就就就就学学学学等等等等支援基金支援基金支援基金支援基金でございます。でございます。でございます。でございます。

このこのこのこの使途使途使途使途は、東日本大は、東日本大は、東日本大は、東日本大震災震災震災震災によりによりによりにより経経経経済済済済的理的理的理的理由由由由からからからから就就就就学学学学等が等が等が等が困困困困難難難難となったとなったとなったとなった世帯世帯世帯世帯のののの幼児幼児幼児幼児、、、、児童児童児童児童

生生生生徒徒徒徒に対するに対するに対するに対する緊急緊急緊急緊急的な的な的な的な就就就就学学学学支援支援支援支援等を目的としておりまして、等を目的としておりまして、等を目的としておりまして、等を目的としておりまして、幼児幼児幼児幼児のののの保保保保育育育育料料料料でありますとかでありますとかでありますとかでありますとか

入入入入園園園園料料料料、、、、児童児童児童児童生生生生徒徒徒徒のののの学学学学用用用用品品品品費費費費、、、、学校給学校給学校給学校給食費食費食費食費などをなどをなどをなどを補補補補助助助助するものでございます。このするものでございます。このするものでございます。このするものでございます。この基金基金基金基金はははは

被災被災被災被災者に対する事業に者に対する事業に者に対する事業に者に対する事業に限限限限定されておりますので、そもそも国定されておりますので、そもそも国定されておりますので、そもそも国定されておりますので、そもそも国へへへへのののの返還返還返還返還要要要要請請請請の対の対の対の対象象象象とはなっとはなっとはなっとはなっ

ておりません。ておりません。ておりません。ておりません。交付交付交付交付をををを受受受受けてけてけてけて積積積積みみみみ立立立立てたてたてたてた額額額額は１は１は１は１，，，，３０３３０３３０３３０３万万万万２２２２，，，，００００００００００００円円円円、それから、それから、それから、それから執執執執行行行行済済済済

みみみみ及び及び及び及び執執執執行行行行済済済済みと認められるみと認められるみと認められるみと認められる額額額額は２５年は２５年は２５年は２５年度度度度の当の当の当の当初予算初予算初予算初予算にににに計計計計上した上した上した上した額額額額の合の合の合の合計計計計でございますが、でございますが、でございますが、でございますが、

６６６６３３３３７万７，７万７，７万７，７万７，００００００００００００円円円円でございます。以上でございます。でございます。以上でございます。でございます。以上でございます。でございます。以上でございます。

○中澤防災統括室長○中澤防災統括室長○中澤防災統括室長○中澤防災統括室長 防防防防災災災災に関してのご質問でございます。に関してのご質問でございます。に関してのご質問でございます。に関してのご質問でございます。初初初初動動動動体体体体制制制制とのことでございまとのことでございまとのことでございまとのことでございま

したが、県ではしたが、県ではしたが、県ではしたが、県では台風接台風接台風接台風接近近近近にににに伴伴伴伴いまして、いまして、いまして、いまして、気象気象気象気象警報、大警報、大警報、大警報、大雨雨雨雨警報、警報、警報、警報、洪洪洪洪水水水水警報が出ておりました警報が出ておりました警報が出ておりました警報が出ておりました

ので、２ので、２ので、２ので、２号号号号警警警警戒戒戒戒配配配配備備備備ということで、ということで、ということで、ということで、全全全全庁庁庁庁的に的に的に的に各各各各部部部部局連局連局連局連絡絡絡絡員、あるいは危機管理部員、あるいは危機管理部員、あるいは危機管理部員、あるいは危機管理部局局局局としまとしまとしまとしま

しても、しても、しても、しても、統制統制統制統制室に９名の職員が室に９名の職員が室に９名の職員が室に９名の職員が詰詰詰詰めておりました。めておりました。めておりました。めておりました。逐逐逐逐次次次次市市市市町町町町村からの村からの村からの村からの被被被被害害害害のののの状況状況状況状況などの報などの報などの報などの報

告を告を告を告を受受受受けているというけているというけているというけているという状況状況状況状況でございます。委員おでございます。委員おでございます。委員おでございます。委員お述述述述べべべべの県の県の県の県立立立立奈良高奈良高奈良高奈良高校校校校のののの件件件件ですけれども、ですけれども、ですけれども、ですけれども、
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県県県県立立立立奈良高奈良高奈良高奈良高校校校校につきまして、２次につきまして、２次につきまして、２次につきまして、２次避避避避難難難難所所所所ではございますが、奈良ではございますが、奈良ではございますが、奈良ではございますが、奈良市市市市のののの避避避避難難難難所所所所というというというという形形形形で、で、で、で、

指定をされております。指定をされております。指定をされております。指定をされております。避避避避難難難難所所所所開開開開設設設設のののの場場場場合は当然、合は当然、合は当然、合は当然、市市市市からからからから施設施設施設施設管理者管理者管理者管理者へへへへ協力協力協力協力要要要要請請請請のののの連連連連絡絡絡絡がががが

入ることになっております。ただ、このた入ることになっております。ただ、このた入ることになっております。ただ、このた入ることになっております。ただ、このたびびびびの事例につきましては、の事例につきましては、の事例につきましては、の事例につきましては、市市市市とととと施設施設施設施設管理者の管理者の管理者の管理者の連連連連

携携携携、、、、連連連連絡絡絡絡がががが十分十分十分十分にとれていなかったところににとれていなかったところににとれていなかったところににとれていなかったところに原原原原因因因因があるのではないかとがあるのではないかとがあるのではないかとがあるのではないかと想想想想定をしておりま定をしておりま定をしておりま定をしておりま

す。す。す。す。状況状況状況状況を詳しく確認をいたしまして、県を詳しく確認をいたしまして、県を詳しく確認をいたしまして、県を詳しく確認をいたしまして、県立立立立高高高高校校校校ですので、県ですので、県ですので、県ですので、県教育教育教育教育委員会あるいは奈良委員会あるいは奈良委員会あるいは奈良委員会あるいは奈良市市市市

のののの防防防防災担災担災担災担当に今後当に今後当に今後当に今後連連連連絡絡絡絡がががが円円円円滑滑滑滑にににに進進進進むむむむようにようにようにように働働働働きかけを行ってまいりたいときかけを行ってまいりたいときかけを行ってまいりたいときかけを行ってまいりたいと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。

以上でございます。以上でございます。以上でございます。以上でございます。

○大国委員○大国委員○大国委員○大国委員 ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。

今の今の今の今の防防防防災災災災のののの件件件件につきましては、またにつきましては、またにつきましては、またにつきましては、また同じ同じ同じ同じ質問を質問を質問を質問を教育教育教育教育委員会にもしたいと思っております。委員会にもしたいと思っております。委員会にもしたいと思っております。委員会にもしたいと思っております。

これまで本会議でもこれまで本会議でもこれまで本会議でもこれまで本会議でも取取取取り上り上り上り上げげげげてまいりましたけれども、てまいりましたけれども、てまいりましたけれども、てまいりましたけれども、災災災災害時害時害時害時のののの避避避避難難難難所所所所になるになるになるになる学校学校学校学校施設施設施設施設のののの

総点総点総点総点検検検検を一を一を一を一度度度度、公明、公明、公明、公明党党党党でさせていただきました。そのでさせていただきました。そのでさせていただきました。そのでさせていただきました。その折折折折にも、にも、にも、にも、緊急時緊急時緊急時緊急時、、、、何何何何ののののママママニニニニュアュアュアュアルルルルもももも

ないところがほとんどでございました。いざというときに、例ないところがほとんどでございました。いざというときに、例ないところがほとんどでございました。いざというときに、例ないところがほとんどでございました。いざというときに、例ええええばばばば夜夜夜夜中に中に中に中に災災災災害害害害がががが起起起起こったこったこったこった

ときに、どうときに、どうときに、どうときに、どうややややってってってって学校学校学校学校のののの鍵鍵鍵鍵をあけるのか、をあけるのか、をあけるのか、をあけるのか、住住住住民を民を民を民を誘誘誘誘導するのか、それすらほとんど導するのか、それすらほとんど導するのか、それすらほとんど導するのか、それすらほとんど市市市市町町町町

村が主村が主村が主村が主体体体体ということで、県はということで、県はということで、県はということで、県はノノノノータッータッータッータッチチチチ的な的な的な的なイイイイメメメメーーーージジジジを持っているのですけれども、それを持っているのですけれども、それを持っているのですけれども、それを持っているのですけれども、それ

では今回のでは今回のでは今回のでは今回の台風台風台風台風のように、のように、のように、のように、被被被被害害害害はなかったですけれども、はなかったですけれども、はなかったですけれども、はなかったですけれども、非常非常非常非常にににに住住住住民の方が民の方が民の方が民の方が混混混混乱乱乱乱されるこされるこされるこされるこ

とがわかりましたので、できましたら奈良とがわかりましたので、できましたら奈良とがわかりましたので、できましたら奈良とがわかりましたので、できましたら奈良市市市市だけではなくて、だけではなくて、だけではなくて、だけではなくて、各市各市各市各市町町町町村とよく村とよく村とよく村とよく連連連連携携携携をとっをとっをとっをとっ

ていただいて、ていただいて、ていただいて、ていただいて、初期初期初期初期対対対対応応応応をどうするのかについてはをどうするのかについてはをどうするのかについてはをどうするのかについては早早早早急急急急にににに検討検討検討検討をお願いしたいと思います。をお願いしたいと思います。をお願いしたいと思います。をお願いしたいと思います。

村上雇用村上雇用村上雇用村上雇用労政労政労政労政課課課課長、長、長、長、了了了了解解解解をいたしました。理をいたしました。理をいたしました。理をいたしました。理解解解解をさせていただき、ありがとうございまをさせていただき、ありがとうございまをさせていただき、ありがとうございまをさせていただき、ありがとうございま

す。す。す。す。

それから、復興それから、復興それから、復興それから、復興予算予算予算予算の問の問の問の問題題題題でございますけれども、復興でございますけれども、復興でございますけれども、復興でございますけれども、復興予算予算予算予算なので、なので、なので、なので、ややややはりはりはりはり被災被災被災被災地地地地の復の復の復の復

興を加興を加興を加興を加速速速速させるさせるさせるさせる意意意意味味味味からも、これまでからも、これまでからも、これまでからも、これまで流流流流用という用という用という用という意意意意味味味味で、さまざまなこれはで、さまざまなこれはで、さまざまなこれはで、さまざまなこれは違違違違うだろうとうだろうとうだろうとうだろうと

いういういういう使使使使い方が報道で問い方が報道で問い方が報道で問い方が報道で問題題題題になったこともございますけれども、県は国の要領にになったこともございますけれども、県は国の要領にになったこともございますけれども、県は国の要領にになったこともございますけれども、県は国の要領に基づ基づ基づ基づいていていていて執執執執

行されているということでございます。しかしながら、行されているということでございます。しかしながら、行されているということでございます。しかしながら、行されているということでございます。しかしながら、ややややはり中はり中はり中はり中身身身身を一つ一つを一つ一つを一つ一つを一つ一つ精精精精査すると、査すると、査すると、査すると、

東日本大東日本大東日本大東日本大震災震災震災震災でででで被災被災被災被災をされた方々、今なおをされた方々、今なおをされた方々、今なおをされた方々、今なお帰帰帰帰りたいけれども、自りたいけれども、自りたいけれども、自りたいけれども、自宅宅宅宅にににに帰帰帰帰れない方々からすれない方々からすれない方々からすれない方々からす

ると、それは理ると、それは理ると、それは理ると、それは理解解解解をををを得得得得ることはることはることはることは非常非常非常非常にににに難難難難しいのではないかと、一部しいのではないかと、一部しいのではないかと、一部しいのではないかと、一部私私私私もももも感じ感じ感じ感じている次第でている次第でている次第でている次第で

ございます。ございます。ございます。ございます。

去去去去年、公明年、公明年、公明年、公明党党党党といたしましても、当といたしましても、当といたしましても、当といたしましても、当時時時時のののの藤藤藤藤村村村村官官官官房房房房長長長長官官官官に対して、こういったに対して、こういったに対して、こういったに対して、こういった使使使使い方をしい方をしい方をしい方をし

てはだめだという、てはだめだという、てはだめだという、てはだめだという、緊急緊急緊急緊急の申し入れもさせていただいたところでございます。今、事業にの申し入れもさせていただいたところでございます。今、事業にの申し入れもさせていただいたところでございます。今、事業にの申し入れもさせていただいたところでございます。今、事業に

影響影響影響影響があるがあるがあるがある分分分分につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、別途別途別途別途、国に対して、国に対して、国に対して、国に対して引引引引きききき続続続続きききき強強強強く申し入れをしていただきたく申し入れをしていただきたく申し入れをしていただきたく申し入れをしていただきた

いと思いますし、いと思いますし、いと思いますし、いと思いますし、何何何何よりもよりもよりもよりも私私私私たたたたちちちちの願いは、の願いは、の願いは、の願いは、避避避避難難難難をされている方を含めて、をされている方を含めて、をされている方を含めて、をされている方を含めて、被災被災被災被災者の方が者の方が者の方が者の方が
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一日でも一日でも一日でも一日でも早早早早くもとのくもとのくもとのくもとの生活生活生活生活をををを取取取取りりりり戻戻戻戻すということが、すということが、すということが、すということが、非常非常非常非常にににに重重重重要かと思いますので、そこは要かと思いますので、そこは要かと思いますので、そこは要かと思いますので、そこは

奈良県としても知奈良県としても知奈良県としても知奈良県としても知恵恵恵恵をををを使使使使っていただいて、っていただいて、っていただいて、っていただいて、ぜぜぜぜひひひひともともともとも引引引引きききき続続続続きききき影響影響影響影響が出ないようにご努が出ないようにご努が出ないようにご努が出ないようにご努力力力力をををを

お願いしたいと思います。以上でございます。お願いしたいと思います。以上でございます。お願いしたいと思います。以上でございます。お願いしたいと思います。以上でございます。

○梶川委員○梶川委員○梶川委員○梶川委員 それではできるだけ簡それではできるだけ簡それではできるだけ簡それではできるだけ簡単単単単に質問したいと思います。に質問したいと思います。に質問したいと思います。に質問したいと思います。

まず１点は、提案されたまず１点は、提案されたまず１点は、提案されたまず１点は、提案された予算予算予算予算案について１つだけ、案について１つだけ、案について１つだけ、案について１つだけ、私私私私はははは観観観観光光光光振興対振興対振興対振興対策特策特策特策特別別別別委員長という委員長という委員長という委員長という

肩肩肩肩書書書書をもらっていますので、そういうをもらっていますので、そういうをもらっていますので、そういうをもらっていますので、そういう立場立場立場立場からからからから、、、、「「「「平成２５年９月定例県議会提出平成２５年９月定例県議会提出平成２５年９月定例県議会提出平成２５年９月定例県議会提出予算予算予算予算案案案案

のののの概概概概要要要要」」」」２２２２ペペペペーーーージジジジの、奈良公の、奈良公の、奈良公の、奈良公園観園観園観園観光光光光地地地地域域域域活活活活性化基金積立金性化基金積立金性化基金積立金性化基金積立金が１が１が１が１，，，，００００００００００００万円万円万円万円のののの予算計予算計予算計予算計上さ上さ上さ上さ

れています。これはれています。これはれています。これはれています。これは収収収収入から入から入から入から見見見見ますと、指定ますと、指定ますと、指定ますと、指定寄附寄附寄附寄附金金金金等を含めて、大等を含めて、大等を含めて、大等を含めて、大体体体体１１１１，，，，００００００００００００万円ぐ万円ぐ万円ぐ万円ぐらららら

いのいのいのいの寄附寄附寄附寄附があるというがあるというがあるというがあるという実実実実績績績績がそれなりにあるのかどうか、このがそれなりにあるのかどうか、このがそれなりにあるのかどうか、このがそれなりにあるのかどうか、この辺辺辺辺のののの説説説説明をしてほしいと思明をしてほしいと思明をしてほしいと思明をしてほしいと思

います。います。います。います。

それから、このそれから、このそれから、このそれから、この基金基金基金基金をををを充充充充てる対てる対てる対てる対象象象象事業として、事業として、事業として、事業として、伝統伝統伝統伝統的な行事または的な行事または的な行事または的な行事または観観観観光光光光振興に振興に振興に振興に寄寄寄寄与与与与するするするする

事業、事業、事業、事業、文化財文化財文化財文化財のののの修修修修復、復、復、復、歴史歴史歴史歴史的的的的建造物建造物建造物建造物のののの再再再再建建建建となっていますが、ここらを例をとなっていますが、ここらを例をとなっていますが、ここらを例をとなっていますが、ここらを例を挙げ挙げ挙げ挙げてててて説説説説明を明を明を明を

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

それで、あとはその他に入りたいのですが、今、安倍内閣はそれで、あとはその他に入りたいのですが、今、安倍内閣はそれで、あとはその他に入りたいのですが、今、安倍内閣はそれで、あとはその他に入りたいのですが、今、安倍内閣はアベノミアベノミアベノミアベノミククククススススでそれなりにでそれなりにでそれなりにでそれなりに

騒騒騒騒がれているわけですが、しかし、がれているわけですが、しかし、がれているわけですが、しかし、がれているわけですが、しかし、労労労労働働働働特特特特区区区区というところでというところでというところでというところで見見見見ますと、けさの新聞にも出ますと、けさの新聞にも出ますと、けさの新聞にも出ますと、けさの新聞にも出

ていたのですが、従業員をていたのですが、従業員をていたのですが、従業員をていたのですが、従業員を解解解解雇し雇し雇し雇しややややすくしたり、すくしたり、すくしたり、すくしたり、労労労労働働働働時間時間時間時間のののの規規規規制制制制をなくしたりということをなくしたりということをなくしたりということをなくしたりということ

で、で、で、で、働働働働くもののくもののくもののくものの立場立場立場立場からすると、からすると、からすると、からすると、派遣派遣派遣派遣労労労労働働働働法法法法なども含めて、大なども含めて、大なども含めて、大なども含めて、大変変変変厳厳厳厳しいしいしいしい政策政策政策政策を安倍を安倍を安倍を安倍首相首相首相首相はははは

考え考え考え考えている。ている。ている。ている。若若若若い夫い夫い夫い夫婦婦婦婦などをなどをなどをなどを見見見見ると、今ると、今ると、今ると、今子育子育子育子育てててて支援支援支援支援といっているけれども、といっているけれども、といっているけれども、といっているけれども、将将将将来来来来子子子子どもたどもたどもたどもた

ちちちちがどんながどんながどんながどんな社社社社会で会で会で会で育育育育っていくのだろう、成っていくのだろう、成っていくのだろう、成っていくのだろう、成人人人人していくのだろうというのをしていくのだろうというのをしていくのだろうというのをしていくのだろうというのを考え考え考え考えると、ると、ると、ると、子子子子どどどど

もを産もを産もを産もを産むむむむのがのがのがのが怖怖怖怖いといういといういといういという意見意見意見意見もあるもあるもあるもある実態実態実態実態ですから、そこらを知事はどうですから、そこらを知事はどうですから、そこらを知事はどうですから、そこらを知事はどう考え考え考え考えていらっしていらっしていらっしていらっしゃゃゃゃ

るのだろうかと思っています。るのだろうかと思っています。るのだろうかと思っています。るのだろうかと思っています。

きのうきのうきのうきのうちちちちょょょょうど、県の主うど、県の主うど、県の主うど、県の主催催催催で奈良県で奈良県で奈良県で奈良県人人人人権権権権部部部部落落落落解放解放解放解放研研研研究集究集究集究集会がありまして、そこで会がありまして、そこで会がありまして、そこで会がありまして、そこで講講講講演演演演をををを

なさった方が、これはなさった方が、これはなさった方が、これはなさった方が、これはイイイインンンンディディディディペペペペンンンンデデデデンンンントトトト紙記紙記紙記紙記者、上者、上者、上者、上智智智智大大大大学学学学のののの講講講講師師師師で、で、で、で、デデデデイイイイヴヴヴヴィィィィッッッッドドドド・・・・ママママ

クニクニクニクニーーーールルルルさんがさんがさんがさんが講講講講演演演演をなさったのです。この方は大をなさったのです。この方は大をなさったのです。この方は大をなさったのです。この方は大胆胆胆胆に安倍に安倍に安倍に安倍政政政政権権権権、安倍、安倍、安倍、安倍首相首相首相首相をををを批批批批判判判判してでしてでしてでしてで

すすすすねねねね……………………。。。。

○神田委員長○神田委員長○神田委員長○神田委員長 梶川委員、梶川委員、梶川委員、梶川委員、済済済済みません。みません。みません。みません。途途途途中ですけれど、中ですけれど、中ですけれど、中ですけれど、先先先先ほどの奈良公ほどの奈良公ほどの奈良公ほどの奈良公園園園園はははは午午午午後からの後からの後からの後からの

分分分分です。です。です。です。

○梶川委員○梶川委員○梶川委員○梶川委員 そうですか。はい。そうですか。はい。そうですか。はい。そうですか。はい。

それでそういうことでそれでそういうことでそれでそういうことでそれでそういうことで講講講講演演演演をなさいました。そのをなさいました。そのをなさいました。そのをなさいました。その講講講講演演演演は、安倍は、安倍は、安倍は、安倍首相首相首相首相については、国民にについては、国民にについては、国民にについては、国民に

議議議議論論論論をさせない、しないまま、自をさせない、しないまま、自をさせない、しないまま、自をさせない、しないまま、自分分分分でででで決決決決めている、これはめている、これはめている、これはめている、これは非常非常非常非常に問に問に問に問題題題題であると大であると大であると大であると大胆胆胆胆に安倍に安倍に安倍に安倍
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首相首相首相首相のののの批批批批判判判判をしておりました。をしておりました。をしておりました。をしておりました。

そこで、きそこで、きそこで、きそこで、きょょょょう一つ聞きたいのは、今う一つ聞きたいのは、今う一つ聞きたいのは、今う一つ聞きたいのは、今朝朝朝朝の新聞をの新聞をの新聞をの新聞を読読読読ませてもらいますませてもらいますませてもらいますませてもらいます。。。。「「「「特特特特区区区区は安倍は安倍は安倍は安倍政政政政

権権権権がががが掲掲掲掲げげげげる成長る成長る成長る成長戦戦戦戦略略略略のののの柱柱柱柱の一つ。の一つ。の一つ。の一つ。企企企企業に業に業に業に不不不不便便便便なななな規規規規制制制制をををを緩緩緩緩め、め、め、め、設設設設けけけけややややすく、すく、すく、すく、環境環境環境環境をををを整整整整ええええ

るるるる。。。。」」」」ここからここからここからここから、、、、「「「「政政政政府は５月、国府は５月、国府は５月、国府は５月、国家家家家戦戦戦戦略略略略特特特特区区区区ワワワワーーーーキキキキンンンンググググググググルルルルーーーーププププをつくり、自をつくり、自をつくり、自をつくり、自治治治治体や体や体や体や企企企企業業業業

にも提案をにも提案をにも提案をにも提案を募募募募って雇用、って雇用、って雇用、って雇用、医療医療医療医療、農業、、農業、、農業、、農業、教育教育教育教育などのなどのなどのなどの特特特特区区区区をををを検討検討検討検討していきたいしていきたいしていきたいしていきたい」」」」というというというという記記記記事が事が事が事が

書書書書かれているのですが、奈良県も、こういうかれているのですが、奈良県も、こういうかれているのですが、奈良県も、こういうかれているのですが、奈良県も、こういう意見意見意見意見を国に言われたのか。言われたのであれを国に言われたのか。言われたのであれを国に言われたのか。言われたのであれを国に言われたのか。言われたのであれ

ば、それを議会にば、それを議会にば、それを議会にば、それを議会に紹介紹介紹介紹介してほしいと思っているのです。これが第１点目。してほしいと思っているのです。これが第１点目。してほしいと思っているのです。これが第１点目。してほしいと思っているのです。これが第１点目。

それから、もう一つは、それから、もう一つは、それから、もう一つは、それから、もう一つは、防防防防災災災災に関してに関してに関してに関して先先先先ほど質問がありましたが、ほど質問がありましたが、ほど質問がありましたが、ほど質問がありましたが、８８８８月月月月８８８８日に日に日に日に気象気象気象気象庁庁庁庁かかかか

らららら緊急地緊急地緊急地緊急地震震震震速速速速報が出ました。これは出てから報が出ました。これは出てから報が出ました。これは出てから報が出ました。これは出てから取取取取りりりり消消消消すまで、一すまで、一すまで、一すまで、一応時間応時間応時間応時間は９は９は９は９分ぐ分ぐ分ぐ分ぐらいあったらいあったらいあったらいあった

わけですが、危機管理に当たる部署で、第一報をわけですが、危機管理に当たる部署で、第一報をわけですが、危機管理に当たる部署で、第一報をわけですが、危機管理に当たる部署で、第一報を受受受受けてけてけてけて何何何何か動いたか動いたか動いたか動いた市市市市町町町町村はあるのか、ど村はあるのか、ど村はあるのか、ど村はあるのか、ど

こもないのか。例こもないのか。例こもないのか。例こもないのか。例ええええばばばば救救救救急急急急車車車車がががが走走走走ってくるとすってくるとすってくるとすってくるとすぐぐぐぐ左左左左によけるによけるによけるによける習習習習性性性性が大が大が大が大体体体体皆ついていると思皆ついていると思皆ついていると思皆ついていると思

うのですが、国民はあの警報をうのですが、国民はあの警報をうのですが、国民はあの警報をうのですが、国民はあの警報を見見見見て、て、て、て、車車車車ををををぱぱぱぱっとっとっとっと幅寄幅寄幅寄幅寄せしてとまったというのはせしてとまったというのはせしてとまったというのはせしてとまったというのは余余余余りりりり見見見見なななな

かった、かった、かった、かった、私私私私もももも車車車車でででで走走走走っておりましたが、っておりましたが、っておりましたが、っておりましたが、見見見見ませんでした。そんなことで、この一報が入っませんでした。そんなことで、この一報が入っませんでした。そんなことで、この一報が入っませんでした。そんなことで、この一報が入っ

たたたた場場場場合に合に合に合に防防防防災災災災行行行行政政政政無無無無線線線線などはなどはなどはなどは連連連連動して警報が出るようですが、そういうことがあった動して警報が出るようですが、そういうことがあった動して警報が出るようですが、そういうことがあった動して警報が出るようですが、そういうことがあった市市市市町町町町

村があるのかないか聞かせてほしいと思います。それと、村があるのかないか聞かせてほしいと思います。それと、村があるのかないか聞かせてほしいと思います。それと、村があるのかないか聞かせてほしいと思います。それと、何何何何かかかか反反反反省省省省すすすすべべべべきこと、きこと、きこと、きこと、参参参参考考考考にすにすにすにす

べべべべきことが今きことが今きことが今きことが今度度度度の警報であったのかないのか聞きたいと思います。の警報であったのかないのか聞きたいと思います。の警報であったのかないのか聞きたいと思います。の警報であったのかないのか聞きたいと思います。

それから、それから、それから、それから、先先先先ほど大国委員からも質問がありましたが、今の奈良県のほど大国委員からも質問がありましたが、今の奈良県のほど大国委員からも質問がありましたが、今の奈良県のほど大国委員からも質問がありましたが、今の奈良県の避避避避難難難難所所所所のことは、のことは、のことは、のことは、

これはこれはこれはこれは過過過過去去去去にににに私私私私も言ったし、奥山議員も言われたのがも言ったし、奥山議員も言われたのがも言ったし、奥山議員も言われたのがも言ったし、奥山議員も言われたのが耳耳耳耳にににに残残残残ったのですが、ったのですが、ったのですが、ったのですが、地地地地震震震震にはにはにはには結構結構結構結構

役役役役にににに立立立立つけれども、つけれども、つけれども、つけれども、洪洪洪洪水水水水・大・大・大・大雨雨雨雨にはまだにはまだにはまだにはまだ役役役役にににに立立立立たないところがある。かたないところがある。かたないところがある。かたないところがある。かええええって大って大って大って大雨雨雨雨のののの遊遊遊遊水水水水

地地地地のようなところのようなところのようなところのようなところへへへへ避避避避難難難難をしていったりするところがあったわけですが、これらはきをしていったりするところがあったわけですが、これらはきをしていったりするところがあったわけですが、これらはきをしていったりするところがあったわけですが、これらはきちちちちんんんん

とととと見直見直見直見直しがしがしがしが進進進進んでいるのかどうか、聞きたいと思います。んでいるのかどうか、聞きたいと思います。んでいるのかどうか、聞きたいと思います。んでいるのかどうか、聞きたいと思います。

それから、もう一つは、これは農林部ですが、それから、もう一つは、これは農林部ですが、それから、もう一つは、これは農林部ですが、それから、もう一つは、これは農林部ですが、８８８８月９日に月９日に月９日に月９日に朝朝朝朝日新聞の日新聞の日新聞の日新聞の朝刊朝刊朝刊朝刊でででで、、、、「「「「第二の第二の第二の第二の

人人人人生生生生、、、、森森森森にようこそ、高にようこそ、高にようこそ、高にようこそ、高槻槻槻槻シシシシニニニニアアアアに林業に林業に林業に林業講講講講習」習」習」習」というというというという記記記記事が事が事が事が載載載載っておりました。これはっておりました。これはっておりました。これはっておりました。これはササササ

ララララリーリーリーリーママママンンンン退退退退職後、山林職後、山林職後、山林職後、山林やややや林業について林業について林業について林業について勉勉勉勉強強強強してもらってしてもらってしてもらってしてもらって間間間間伐伐伐伐やややや枝枝枝枝打打打打ちちちちをしてもらうといをしてもらうといをしてもらうといをしてもらうとい

うううう記記記記事でした。奈良県では事でした。奈良県では事でした。奈良県では事でした。奈良県では７７７７０年という０年という０年という０年という歴史歴史歴史歴史を持つ山林を持つ山林を持つ山林を持つ山林労労労労働働働働組組組組合が合が合が合が数数数数年前に年前に年前に年前に解解解解散散散散をして、をして、をして、をして、

山を山を山を山を守守守守りに行くりに行くりに行くりに行く人人人人がなくなったというがなくなったというがなくなったというがなくなったという実態実態実態実態もあるわけですが、その一方でもあるわけですが、その一方でもあるわけですが、その一方でもあるわけですが、その一方で森森森森林林林林環境環境環境環境税税税税もいもいもいもい

ただいていますから、それをただいていますから、それをただいていますから、それをただいていますから、それを絶絶絶絶ええええずずずず立立立立派派派派にににに粋粋粋粋にににに使使使使うううう研研研研究究究究をしていただきたいと思うわけでをしていただきたいと思うわけでをしていただきたいと思うわけでをしていただきたいと思うわけで

す。す。す。す。

この新聞この新聞この新聞この新聞記記記記事によると、高事によると、高事によると、高事によると、高槻槻槻槻市市市市では、では、では、では、市市市市民の林業民の林業民の林業民の林業士士士士をををを育育育育成し、成し、成し、成し、放置放置放置放置されたされたされたされた里里里里山山山山やややや竹竹竹竹林を林を林を林を

整備整備整備整備していると聞いておりますが、奈良県でも年に２～３回していると聞いておりますが、奈良県でも年に２～３回していると聞いておりますが、奈良県でも年に２～３回していると聞いておりますが、奈良県でも年に２～３回ボボボボラララランンンンテテテティアィアィアィアの安の安の安の安全全全全確確確確保保保保を目を目を目を目
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的とした的とした的とした的とした研修研修研修研修をををを実施実施実施実施していると、聞いておりますが、高していると、聞いておりますが、高していると、聞いておりますが、高していると、聞いておりますが、高槻槻槻槻市市市市のののの制制制制度度度度とととと似似似似てててて非非非非なるところがなるところがなるところがなるところが

あるかもしれないと思います。そういうことで、高あるかもしれないと思います。そういうことで、高あるかもしれないと思います。そういうことで、高あるかもしれないと思います。そういうことで、高槻槻槻槻市市市市などをなどをなどをなどを視視視視察察察察してもらって、奈良県してもらって、奈良県してもらって、奈良県してもらって、奈良県

でもこうしたでもこうしたでもこうしたでもこうした取取取取りりりり組組組組みができないか、その点についておみができないか、その点についておみができないか、その点についておみができないか、その点についてお尋尋尋尋ねねねねをしたいと思います。をしたいと思います。をしたいと思います。をしたいと思います。

それから、それから、それから、それから、最最最最後にもう一つ、後にもう一つ、後にもう一つ、後にもう一つ、保保保保護護護護観観観観察察察察対対対対象象象象者の者の者の者の臨臨臨臨時時時時雇用をして雇用をして雇用をして雇用をして企企企企業の正業の正業の正業の正規規規規雇用につな雇用につな雇用につな雇用につなげげげげ

ていくというていくというていくというていくという施策施策施策施策がこのたがこのたがこのたがこのたびびびび出ました。この前の本会議出ました。この前の本会議出ました。この前の本会議出ました。この前の本会議場場場場でも知事から、でも知事から、でも知事から、でも知事から、絶絶絶絶対成対成対成対成功功功功させるさせるさせるさせる

というというというという力力力力強強強強いいいい意見意見意見意見をもらっているのですが、をもらっているのですが、をもらっているのですが、をもらっているのですが、私私私私もことし２月に、これにかかわったようなもことし２月に、これにかかわったようなもことし２月に、これにかかわったようなもことし２月に、これにかかわったような

質問をしました。それは質問をしました。それは質問をしました。それは質問をしました。それは何何何何かというと、大かというと、大かというと、大かというと、大阪阪阪阪ででででアスアスアスアスペペペペルルルルガ－症候群ガ－症候群ガ－症候群ガ－症候群の方が、の方が、の方が、の方が、身身身身内を内を内を内を殺殺殺殺すとすとすとすと

いう事いう事いう事いう事件件件件で、それがで、それがで、それがで、それが裁裁裁裁判判判判員員員員裁裁裁裁判判判判にかかって、そしてそこで求にかかって、そしてそこで求にかかって、そしてそこで求にかかって、そしてそこで求刑刑刑刑は１は１は１は１６６６６年だったのですが、年だったのですが、年だったのですが、年だったのですが、

判判判判決決決決はははは裁裁裁裁判判判判員の員の員の員の手手手手によって２０年になりました。出てきてもまたによって２０年になりました。出てきてもまたによって２０年になりました。出てきてもまたによって２０年になりました。出てきてもまた犯罪犯罪犯罪犯罪をををを起起起起こすだろうからこすだろうからこすだろうからこすだろうから

長いほうがいいというので、長いほうがいいというので、長いほうがいいというので、長いほうがいいというので、有有有有期期期期刑刑刑刑の一の一の一の一番番番番長い２０年に長い２０年に長い２０年に長い２０年に判判判判決決決決が出たということで、それをが出たということで、それをが出たということで、それをが出たということで、それを

世世世世間間間間がそんなことを言うのはおかしいとがそんなことを言うのはおかしいとがそんなことを言うのはおかしいとがそんなことを言うのはおかしいと騒騒騒騒いだものですから、２審では１４年にいだものですから、２審では１４年にいだものですから、２審では１４年にいだものですから、２審では１４年に減減減減刑刑刑刑をさをさをさをさ

れたという事れたという事れたという事れたという事件件件件、、、、ちちちちょょょょうどそれをうどそれをうどそれをうどそれを話話話話しているときに、奈良県自しているときに、奈良県自しているときに、奈良県自しているときに、奈良県自閉症閉症閉症閉症協協協協会から、奈良県にも会から、奈良県にも会から、奈良県にも会から、奈良県にも

実実実実はははは同じ同じ同じ同じような事ような事ような事ような事件件件件があると聞きました。があると聞きました。があると聞きました。があると聞きました。アスアスアスアスペペペペルルルルガ－症候群ガ－症候群ガ－症候群ガ－症候群の方が１０年のの方が１０年のの方が１０年のの方が１０年の判判判判決決決決をををを受受受受けけけけ

て、そしてて、そしてて、そしてて、そして控訴控訴控訴控訴をなさったのですが、ほどなくをなさったのですが、ほどなくをなさったのですが、ほどなくをなさったのですが、ほどなく控訴控訴控訴控訴をををを取取取取りりりり下げ下げ下げ下げて、今、て、今、て、今、て、今、服服服服役役役役されているのされているのされているのされているの

だろうと思うのです。こういう方があることをだろうと思うのです。こういう方があることをだろうと思うのです。こういう方があることをだろうと思うのです。こういう方があることを引引引引用して、用して、用して、用して、ソソソソーーーーシャシャシャシャルルルルフフフファァァァーーーームムムム、、、、社社社社会的事会的事会的事会的事

業業業業所所所所のようなものが奈良県にもできないかという質問をしたのですが、今回そういうのようなものが奈良県にもできないかという質問をしたのですが、今回そういうのようなものが奈良県にもできないかという質問をしたのですが、今回そういうのようなものが奈良県にもできないかという質問をしたのですが、今回そういう措措措措置置置置

が知事からが知事からが知事からが知事から示示示示されて、これらの成されて、これらの成されて、これらの成されて、これらの成功功功功を願うわけですけれども、この対を願うわけですけれども、この対を願うわけですけれども、この対を願うわけですけれども、この対象象象象者とか者とか者とか者とか仕仕仕仕事の内容、事の内容、事の内容、事の内容、

あるいは民あるいは民あるいは民あるいは民間間間間企企企企業業業業へへへへのののの選選選選択択択択などはどのようになどはどのようになどはどのようになどはどのように進進進進めようとしているのか、聞かせてほしいとめようとしているのか、聞かせてほしいとめようとしているのか、聞かせてほしいとめようとしているのか、聞かせてほしいと

思います。以上です。思います。以上です。思います。以上です。思います。以上です。

○中産業・雇用振興部長○中産業・雇用振興部長○中産業・雇用振興部長○中産業・雇用振興部長 梶川委員からの、国梶川委員からの、国梶川委員からの、国梶川委員からの、国家家家家戦戦戦戦略略略略特特特特区区区区についてのご質問でございます。についてのご質問でございます。についてのご質問でございます。についてのご質問でございます。

全体全体全体全体のののの話話話話としてはとしてはとしてはとしては地地地地域域域域振興部がこの国振興部がこの国振興部がこの国振興部がこの国家家家家戦戦戦戦略略略略特特特特区区区区についてまとめております。詳細はまたについてまとめております。詳細はまたについてまとめております。詳細はまたについてまとめております。詳細はまた

地地地地域域域域振興部からお聞きいただきたいのですが、これに関振興部からお聞きいただきたいのですが、これに関振興部からお聞きいただきたいのですが、これに関振興部からお聞きいただきたいのですが、これに関連連連連して産業・雇用振興部に関するして産業・雇用振興部に関するして産業・雇用振興部に関するして産業・雇用振興部に関する

経経経経済済済済特特特特区区区区として申として申として申として申請請請請をさせていただいておりますのは、をさせていただいておりますのは、をさせていただいておりますのは、をさせていただいておりますのは、女性女性女性女性翻翻翻翻訳訳訳訳家家家家育育育育成成成成人文系文献人文系文献人文系文献人文系文献のののの情情情情報報報報

発信発信発信発信プロプロプロプロジェジェジェジェクトクトクトクトです。内容的には、です。内容的には、です。内容的には、です。内容的には、地地地地域域域域から日本の高から日本の高から日本の高から日本の高度度度度なななな人文系人文系人文系人文系のののの文献文献文献文献、いわ、いわ、いわ、いわゆゆゆゆる知的る知的る知的る知的

資資資資産を産を産を産を情情情情報発信していこうということです。そのためにも高報発信していこうということです。そのためにも高報発信していこうということです。そのためにも高報発信していこうということです。そのためにも高度度度度なななな文献文献文献文献翻翻翻翻訳訳訳訳家家家家をををを育育育育成して、成して、成して、成して、

新たな新たな新たな新たな文献文献文献文献をををを翻翻翻翻訳訳訳訳したものをしたものをしたものをしたものを全全全全世世世世界界界界にそれをにそれをにそれをにそれを情情情情報発信していこうという報発信していこうという報発信していこうという報発信していこうという仕仕仕仕組組組組みでこのみでこのみでこのみでこの特特特特区区区区

申申申申請請請請をしているわけでございます。をしているわけでございます。をしているわけでございます。をしているわけでございます。

内容的には、内容的には、内容的には、内容的には、翻翻翻翻訳訳訳訳家家家家としてとしてとしてとして養養養養成した成した成した成した人人人人ががががビジネスビジネスビジネスビジネスとしてとしてとしてとして翻翻翻翻訳訳訳訳家家家家事業を行うまでに発事業を行うまでに発事業を行うまでに発事業を行うまでに発展展展展ささささ

せていきたい。せていきたい。せていきたい。せていきたい。専門専門専門専門的な的な的な的な翻翻翻翻訳訳訳訳家家家家がががが育育育育成成成成課課課課程で程で程で程で培培培培ったったったった文化文化文化文化的な知的な知的な知的な知識識識識をもとにをもとにをもとにをもとに文化文化文化文化ののののココココンンンンテテテテンンンン

ツツツツへへへへ発発発発展展展展させていきたい。それとさせていきたい。それとさせていきたい。それとさせていきたい。それと全般全般全般全般としては、としては、としては、としては、女性女性女性女性ののののワワワワーーーークククク・・・・ラララライイイイフフフフ・・・・バラバラバラバランンンンススススを確を確を確を確保保保保
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していくというしていくというしていくというしていくというススススタンタンタンタンススススで国で国で国で国家家家家戦戦戦戦略略略略特特特特区区区区として奈良県から申として奈良県から申として奈良県から申として奈良県から申請請請請をさせていただいておりまをさせていただいておりまをさせていただいておりまをさせていただいておりま

す。す。す。す。

全体全体全体全体としては、としては、としては、としては、特特特特区区区区は奈良県からは奈良県からは奈良県からは奈良県から７７７７つと、それから奈良県も加つと、それから奈良県も加つと、それから奈良県も加つと、それから奈良県も加盟盟盟盟しておりますしておりますしておりますしております研研研研究究究究会か会か会か会か

ら１ら１ら１ら１件件件件と、と、と、と、全体全体全体全体ではではではでは８８８８つが奈良県に係る国つが奈良県に係る国つが奈良県に係る国つが奈良県に係る国家家家家戦戦戦戦略略略略特特特特区区区区に関しての提案内容です。に関しての提案内容です。に関しての提案内容です。に関しての提案内容です。

詳細は詳細は詳細は詳細は先先先先ほど申し上ほど申し上ほど申し上ほど申し上げげげげましたように、ましたように、ましたように、ましたように、地地地地域域域域振興部で確認をしていただければと思ってい振興部で確認をしていただければと思ってい振興部で確認をしていただければと思ってい振興部で確認をしていただければと思ってい

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

○中澤防災統括室長○中澤防災統括室長○中澤防災統括室長○中澤防災統括室長 ２点ご質問がございましたが、１つは２点ご質問がございましたが、１つは２点ご質問がございましたが、１つは２点ご質問がございましたが、１つは８８８８月月月月８８８８日に日に日に日に緊急地緊急地緊急地緊急地震震震震速速速速報が発報が発報が発報が発

令令令令されましたされましたされましたされました際際際際のののの防防防防災災災災行行行行政政政政無無無無線線線線等の等の等の等の作作作作動の動の動の動の状況状況状況状況と、と、と、と、何何何何かかかか参参参参考考考考になったことはというご質問になったことはというご質問になったことはというご質問になったことはというご質問

でございます。でございます。でございます。でございます。８８８８月月月月８８８８日に発日に発日に発日に発令令令令されましたされましたされましたされました緊急地緊急地緊急地緊急地震震震震速速速速報でございますが、県報でございますが、県報でございますが、県報でございますが、県及び全及び全及び全及び全てのてのてのての市市市市

町町町町村において村において村において村においてＪＪＪＪ－ＡＬＥＲ－ＡＬＥＲ－ＡＬＥＲ－ＡＬＥＲＴＴＴＴ、これを、これを、これを、これを受受受受信機で信機で信機で信機で受受受受信をいたしました。この中で自動信をいたしました。この中で自動信をいたしました。この中で自動信をいたしました。この中で自動起起起起動機、動機、動機、動機、

ＪＪＪＪ－ＡＬＥＲ－ＡＬＥＲ－ＡＬＥＲ－ＡＬＥＲＴＴＴＴにににに情情情情報が入った報が入った報が入った報が入った場場場場合に、合に、合に、合に、防防防防災災災災行行行行政政政政無無無無線線線線なり、なり、なり、なり、住住住住民向けの民向けの民向けの民向けの放送放送放送放送を自動的に行を自動的に行を自動的に行を自動的に行

うことをうことをうことをうことを整備整備整備整備しているしているしているしている市市市市町町町町村が２４ございまして、２４村が２４ございまして、２４村が２４ございまして、２４村が２４ございまして、２４市市市市町町町町村のう村のう村のう村のうちちちち９９９９市市市市町町町町村で村で村で村で防防防防災災災災行行行行政政政政

無無無無線線線線等による等による等による等による放送放送放送放送が自動が自動が自動が自動起起起起動されました。動されました。動されました。動されました。残残残残りの１５りの１５りの１５りの１５市市市市町町町町村と県では、村と県では、村と県では、村と県では、放送放送放送放送の自動の自動の自動の自動起起起起動は動は動は動は

行われませんでした。この理行われませんでした。この理行われませんでした。この理行われませんでした。この理由由由由でございますけれども、今回のでございますけれども、今回のでございますけれども、今回のでございますけれども、今回のＪＪＪＪ－ＡＬＥＲ－ＡＬＥＲ－ＡＬＥＲ－ＡＬＥＲＴＴＴＴにににに届届届届いたいたいたいた緊緊緊緊

急地急地急地急地震震震震速速速速報でございますが、報でございますが、報でございますが、報でございますが、既既既既に奈良県にに奈良県にに奈良県にに奈良県に地地地地震震震震波波波波がががが到達到達到達到達していたという内容で、要するにしていたという内容で、要するにしていたという内容で、要するにしていたという内容で、要するに

震源震源震源震源が奈良県で、もうが奈良県で、もうが奈良県で、もうが奈良県で、もう揺揺揺揺れていますというれていますというれていますというれていますという情情情情報でございました。このために、報でございました。このために、報でございました。このために、報でございました。このために、放送放送放送放送をををを流流流流しししし

てもてもてもても既既既既にににに意意意意味味味味がないということでがないということでがないということでがないということで流流流流さなかったさなかったさなかったさなかった市市市市町町町町村と、村と、村と、村と、到達到達到達到達時間時間時間時間にかかわらずとにかくにかかわらずとにかくにかかわらずとにかくにかかわらずとにかく

ＪＪＪＪ－ＡＬＥＲ－ＡＬＥＲ－ＡＬＥＲ－ＡＬＥＲＴＴＴＴに入ったに入ったに入ったに入った情情情情報を報を報を報を全全全全てててて流流流流すというすというすというすという市市市市町町町町村がございましたので、村がございましたので、村がございましたので、村がございましたので、少少少少し対し対し対し対応応応応にににに差差差差

がががが生生生生じじじじたところでございます。機たところでございます。機たところでございます。機たところでございます。機械械械械等の等の等の等の故故故故障障障障とかとかとかとかトトトトラブラブラブラブルルルルではございませんでしたので、ではございませんでしたので、ではございませんでしたので、ではございませんでしたので、

一定一定一定一定ややややむむむむをををを得得得得なかった点があろうかと思いますが、このなかった点があろうかと思いますが、このなかった点があろうかと思いますが、このなかった点があろうかと思いますが、この取取取取りりりり扱扱扱扱いのいのいのいの違違違違いによっていによっていによっていによって混混混混乱乱乱乱がががが生生生生

じじじじないように、今後ないように、今後ないように、今後ないように、今後統統統統一的な一的な一的な一的な取取取取りりりり扱扱扱扱いにつきまして、いにつきまして、いにつきまして、いにつきまして、市市市市町町町町村とも村とも村とも村とも検討検討検討検討してまいりたいとしてまいりたいとしてまいりたいとしてまいりたいと考考考考

ええええております。ております。ております。ております。

それから、それから、それから、それから、何何何何かかかか参参参参考考考考になったかということでございましたけれど、になったかということでございましたけれど、になったかということでございましたけれど、になったかということでございましたけれど、緊急地緊急地緊急地緊急地震震震震速速速速報につき報につき報につき報につき

ましては、ましては、ましては、ましては、間間間間もなくもなくもなくもなく地地地地震震震震によるによるによるによる強強強強いいいい揺揺揺揺れがれがれがれが襲襲襲襲いますといういますといういますといういますという連連連連絡絡絡絡でございます。したがいまでございます。したがいまでございます。したがいまでございます。したがいま

して、して、して、して、周周周周りのりのりのりの人人人人々に々に々に々に声声声声をかけていただきながら、をかけていただきながら、をかけていただきながら、をかけていただきながら、身身身身の安の安の安の安全全全全をををを守守守守ることがることがることがることが非常非常非常非常にににに重重重重要になっ要になっ要になっ要になっ

てまいります。例てまいります。例てまいります。例てまいります。例ええええば、ば、ば、ば、家庭家庭家庭家庭でございますとでございますとでございますとでございますと頭頭頭頭をををを保保保保護護護護する、する、する、する、机机机机のののの下下下下などになどになどになどに避避避避難難難難する、あるする、あるする、あるする、ある

いは自動いは自動いは自動いは自動車車車車をををを運運運運転転転転中、中、中、中、先先先先ほどおほどおほどおほどお話話話話もございましたけれども、もございましたけれども、もございましたけれども、もございましたけれども、ハハハハザザザザーーーードラドラドラドランンンンププププ等をつけまし等をつけまし等をつけまし等をつけまし

て、て、て、て、周周周周りにもりにもりにもりにも注意注意注意注意をしながらをしながらをしながらをしながら速や速や速や速やかにかにかにかにススススピーピーピーピードドドドをををを落落落落としてとしてとしてとして停停停停車車車車するということが求められするということが求められするということが求められするということが求められ

るところでございます。るところでございます。るところでございます。るところでございます。地地地地震震震震対対対対策策策策として、当然として、当然として、当然として、当然家家家家具具具具のののの固固固固定ですとか定ですとか定ですとか定ですとか建物建物建物建物のののの耐耐耐耐震震震震化化化化といったといったといったといった

基基基基本的な対本的な対本的な対本的な対策策策策がががが必必必必要でございますが、この要でございますが、この要でございますが、この要でございますが、この緊急地緊急地緊急地緊急地震震震震速速速速報報報報へへへへの対の対の対の対応応応応につきましても、県で出につきましても、県で出につきましても、県で出につきましても、県で出
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前前前前トトトトーーーーククククですとか、我がですとか、我がですとか、我がですとか、我が家家家家のののの震災震災震災震災対対対対策策策策というというというというパパパパンンンンフレフレフレフレッッッットトトトもつくっておりますので、こうもつくっておりますので、こうもつくっておりますので、こうもつくっておりますので、こう

いったいったいったいったツツツツーーーールルルルをををを通じ通じ通じ通じましてましてましてまして周周周周知・知・知・知・啓啓啓啓発に努めてまいりたいと発に努めてまいりたいと発に努めてまいりたいと発に努めてまいりたいと考え考え考え考えています。ています。ています。ています。

それからもう１点でございます。それからもう１点でございます。それからもう１点でございます。それからもう１点でございます。避避避避難難難難所所所所の確の確の確の確保保保保につきまして、安につきまして、安につきまして、安につきまして、安全全全全なななな避避避避難難難難所所所所の確の確の確の確保保保保はどはどはどはど

うかというところでございますが、うかというところでございますが、うかというところでございますが、うかというところでございますが、災災災災害害害害からからからから人人人人命命命命をををを守守守守るるるる意意意意味味味味で安で安で安で安全全全全なななな避避避避難難難難所所所所の確の確の確の確保保保保というというというという

のはのはのはのは重重重重要だと県でも認要だと県でも認要だと県でも認要だと県でも認識識識識をしております。現在、をしております。現在、をしております。現在、をしております。現在、市市市市町町町町村が指定されております村が指定されております村が指定されております村が指定されております避避避避難難難難所所所所は、は、は、は、

１１１１，，，，３３３３８８８８２２２２カカカカ所所所所ございますけれども、ございますけれども、ございますけれども、ございますけれども、耐耐耐耐震震震震性性性性がががが満満満満たされていないものも４３たされていないものも４３たされていないものも４３たされていないものも４３％％％％、そのほか、そのほか、そのほか、そのほか

おっしおっしおっしおっしゃゃゃゃっておられましたようにっておられましたようにっておられましたようにっておられましたように浸浸浸浸水水水水想想想想定定定定区域区域区域区域の中にあるものが１１の中にあるものが１１の中にあるものが１１の中にあるものが１１％％％％、、、、土土土土砂砂砂砂災災災災害害害害警警警警戒区戒区戒区戒区

域域域域の中にあるものが２５の中にあるものが２５の中にあるものが２５の中にあるものが２５％％％％ございます。安ございます。安ございます。安ございます。安全性全性全性全性がががが十分十分十分十分に確に確に確に確保保保保されていないされていないされていないされていない避避避避難難難難所所所所もももも相相相相当含当含当含当含

まれている現まれている現まれている現まれている現状状状状となっております。現在、県でとなっております。現在、県でとなっております。現在、県でとなっております。現在、県で取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを進進進進めておりますめておりますめておりますめております防防防防災災災災計画計画計画計画のののの見直見直見直見直

しにおきましても、しにおきましても、しにおきましても、しにおきましても、災災災災害害害害のののの種別種別種別種別ごとにごとにごとにごとに遠遠遠遠方も含めて、方も含めて、方も含めて、方も含めて、各地各地各地各地区区区区にとってにとってにとってにとって適切適切適切適切なななな避避避避難難難難場所場所場所場所をををを選選選選

定して指定すること、あるいは民定して指定すること、あるいは民定して指定すること、あるいは民定して指定すること、あるいは民間施設間施設間施設間施設等も含めて、等も含めて、等も含めて、等も含めて、避避避避難難難難所所所所として指定すること、またでとして指定すること、またでとして指定すること、またでとして指定すること、またで

きるだけきるだけきるだけきるだけ早早早早目の目の目の目の避避避避難難難難をををを誘誘誘誘導すること、それから導すること、それから導すること、それから導すること、それから夜夜夜夜間間間間等で安等で安等で安等で安全全全全にににに避避避避難難難難できないできないできないできない場場場場合は、合は、合は、合は、建物建物建物建物

の高いところの高いところの高いところの高いところへへへへ垂垂垂垂直直直直避避避避難難難難することを中心にすることを中心にすることを中心にすることを中心に検討検討検討検討・・・・整整整整理を行っているところでございます。理を行っているところでございます。理を行っているところでございます。理を行っているところでございます。

なお、このなお、このなお、このなお、この避避避避難難難難の安の安の安の安全性全性全性全性につきましては、東日本大につきましては、東日本大につきましては、東日本大につきましては、東日本大震災震災震災震災の津の津の津の津波波波波ですとか、ですとか、ですとか、ですとか、兵兵兵兵庫庫庫庫県県県県佐佐佐佐用用用用町町町町

のののの水害水害水害水害、こういった、こういった、こういった、こういった経経経経験験験験、、、、佐佐佐佐用用用用町町町町のののの場場場場合は合は合は合は地地地地区区区区内の内の内の内の避避避避難難難難所所所所にににに避避避避難難難難しようとしたしようとしたしようとしたしようとした結果結果結果結果、か、か、か、かええええ

ってってってって被被被被害害害害がががが生生生生じじじじたという事例でございますけれども、このたという事例でございますけれども、このたという事例でございますけれども、このたという事例でございますけれども、この辺辺辺辺をををを踏踏踏踏ままままええええまして、平成２５年まして、平成２５年まして、平成２５年まして、平成２５年

６６６６月に月に月に月に災災災災害害害害対対対対策基策基策基策基本本本本法法法法がががが改改改改正されました。正されました。正されました。正されました。避避避避難難難難に当たって、まずに当たって、まずに当たって、まずに当たって、まず人人人人命命命命をををを守守守守るということで、るということで、るということで、るということで、

例例例例ええええばばばば水害水害水害水害ですと高ですと高ですと高ですと高台台台台にあるにあるにあるにある広広広広場場場場・公・公・公・公園園園園、こういったところを指定、こういったところを指定、こういったところを指定、こういったところを指定緊急緊急緊急緊急避避避避難難難難場所場所場所場所として指として指として指として指

定することで、定することで、定することで、定することで、緊急緊急緊急緊急のののの際際際際、まず、まず、まず、まず命命命命をををを守守守守るるるる避避避避難難難難場所場所場所場所を指定しなければならないというを指定しなければならないというを指定しなければならないというを指定しなければならないという形形形形でででで改改改改

正もなされております。年正もなされております。年正もなされております。年正もなされております。年度度度度内の県内の県内の県内の県防防防防災災災災計画計画計画計画のののの見直見直見直見直しとあわせまして、しとあわせまして、しとあわせまして、しとあわせまして、速や速や速や速やかに県内のかに県内のかに県内のかに県内の市市市市

町町町町村において村において村において村において避避避避難難難難所所所所の指定のの指定のの指定のの指定の全全全全面面面面的な的な的な的な見直見直見直見直しを行いますとともに、しを行いますとともに、しを行いますとともに、しを行いますとともに、見直見直見直見直しをしをしをしを反反反反映映映映して今して今して今して今度度度度

はははは市市市市町町町町村の村の村の村の防防防防災災災災計画計画計画計画のののの改改改改定を、県もかかわりまして定を、県もかかわりまして定を、県もかかわりまして定を、県もかかわりまして取取取取りりりり組組組組んでまいりたいとんでまいりたいとんでまいりたいとんでまいりたいと考え考え考え考えておりまておりまておりまておりま

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

○佐野森林整備課長○佐野森林整備課長○佐野森林整備課長○佐野森林整備課長 大大大大阪阪阪阪府高府高府高府高槻槻槻槻市市市市でででで実施実施実施実施していますしていますしていますしています市市市市民林業民林業民林業民林業士士士士について、について、について、について、視視視視察察察察も兼も兼も兼も兼ねねねねてててて

勉勉勉勉強強強強したらどうかというご質問だったと思います。したらどうかというご質問だったと思います。したらどうかというご質問だったと思います。したらどうかというご質問だったと思います。

県では、県では、県では、県では、放置放置放置放置されたされたされたされた里里里里山林などを山林などを山林などを山林などをＮＮＮＮＰＯＰＯＰＯＰＯ団団団団体や体や体や体やボボボボラララランンンンテテテティアィアィアィア等により等により等により等により整備整備整備整備し、県民し、県民し、県民し、県民参参参参加加加加

のののの体体体体験学験学験学験学習習習習のののの場場場場としてとしてとしてとして活活活活用する目的で、用する目的で、用する目的で、用する目的で、地地地地域域域域でででで育育育育むむむむ里里里里山山山山づづづづくり事業を行っております。事くり事業を行っております。事くり事業を行っております。事くり事業を行っております。事

業業業業スキスキスキスキーーーームムムムといたしましては、といたしましては、といたしましては、といたしましては、整備整備整備整備すすすすべべべべきききき里里里里山林と山林と山林と山林と整備整備整備整備にかかわりたいにかかわりたいにかかわりたいにかかわりたいＮＮＮＮＰＯＰＯＰＯＰＯなどをなどをなどをなどを市市市市町町町町

村が村が村が村がママママッッッッチチチチンンンンググググし、し、し、し、整備整備整備整備にあたるものです。そのにあたるものです。そのにあたるものです。そのにあたるものです。その経費経費経費経費につきましては、県からにつきましては、県からにつきましては、県からにつきましては、県から市市市市町町町町村を村を村を村を通通通通

して定して定して定して定額額額額助助助助成をしております。また、成をしております。また、成をしております。また、成をしております。また、整備整備整備整備に当たるに当たるに当たるに当たるＮＮＮＮＰＯＰＯＰＯＰＯ等の等の等の等の人人人人材材材材育育育育成を目的とした成を目的とした成を目的とした成を目的とした研修研修研修研修
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も県でも県でも県でも県で実施実施実施実施しておりまして、しておりまして、しておりまして、しておりまして、具具具具体体体体的内容としましては、的内容としましては、的内容としましては、的内容としましては、チェチェチェチェーンーンーンーンソソソソーーーーやややや草刈草刈草刈草刈り機等、機り機等、機り機等、機り機等、機

械械械械・・・・器器器器具具具具の安の安の安の安全全全全なななな使使使使い方をはい方をはい方をはい方をはじじじじめ、事め、事め、事め、事故故故故にににに備備備備ええええてのてのてのての救救救救急急急急救救救救命命命命、、、、応急応急応急応急処処処処置置置置の方の方の方の方法法法法などをなどをなどをなどを座座座座学学学学

でででで実施実施実施実施しております。しております。しております。しております。

なお、昨年までのなお、昨年までのなお、昨年までのなお、昨年までの実実実実績績績績としましては、事業開としましては、事業開としましては、事業開としましては、事業開始始始始の平成１の平成１の平成１の平成１８８８８年年年年度度度度からからからから続続続続いておりまして、いておりまして、いておりまして、いておりまして、

整備面整備面整備面整備面積積積積は５１は５１は５１は５１．．．．５５５５ヘヘヘヘククククタータータータールルルル、、、、整備整備整備整備にににに携携携携わったわったわったわった人数人数人数人数はははは延延延延べべべべ１１１１万万万万５５５５，，，，００００００００００００人人人人をををを超超超超ええええておておておてお

ります。ります。ります。ります。ちちちちなみに今年なみに今年なみに今年なみに今年度度度度は１３は１３は１３は１３市市市市町町町町村１村１村１村１７７７７カカカカ所所所所でででで予予予予定しております。定しております。定しております。定しております。

県民が林業県民が林業県民が林業県民が林業やややや森森森森林林林林整備整備整備整備にかかわるにかかわるにかかわるにかかわる仕仕仕仕組組組組みは、みは、みは、みは、地地地地域域域域性性性性によりによりによりにより多多多多種種種種多多多多様であることもあり、様であることもあり、様であることもあり、様であることもあり、

異異異異なるなるなるなる仕仕仕仕組組組組みのみのみのみの手法手法手法手法をををを勉勉勉勉強強強強することは大いにすることは大いにすることは大いにすることは大いに参参参参考考考考になるとになるとになるとになると考え考え考え考えております。このように委ております。このように委ております。このように委ております。このように委

員からご提案ございました高員からご提案ございました高員からご提案ございました高員からご提案ございました高槻槻槻槻市市市市におけるにおけるにおけるにおける市市市市民林業民林業民林業民林業士士士士のののの活活活活動につきましても、動につきましても、動につきましても、動につきましても、視視視視察察察察も含めも含めも含めも含め

まして、今後まして、今後まして、今後まして、今後検討検討検討検討していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと考え考え考え考えております。以上です。ております。以上です。ております。以上です。ております。以上です。

○村上雇用労政課長○村上雇用労政課長○村上雇用労政課長○村上雇用労政課長 保保保保護護護護観観観観察察察察対対対対象象象象者の者の者の者の採採採採用についてのご質問だったと思います。用についてのご質問だったと思います。用についてのご質問だったと思います。用についてのご質問だったと思います。

更生更生更生更生をををを決意決意決意決意して、して、して、して、働働働働くくくく意欲意欲意欲意欲のあるのあるのあるのある若若若若者に県が者に県が者に県が者に県が地地地地方方方方政政政政府としまして、民府としまして、民府としまして、民府としまして、民間間間間にににに率先率先率先率先してしてしてして働働働働くくくく

場場場場を提を提を提を提供供供供し、さらに次のし、さらに次のし、さらに次のし、さらに次の就就就就職職職職へへへへとつなとつなとつなとつなぐぐぐぐことで、ことで、ことで、ことで、再再再再び社び社び社び社会の一員として自会の一員として自会の一員として自会の一員として自立立立立できるようできるようできるようできるよう促促促促

すため県ですため県ですため県ですため県で臨臨臨臨時時時時雇用をすることとしたものでございます。雇用をすることとしたものでございます。雇用をすることとしたものでございます。雇用をすることとしたものでございます。採採採採用はどのように用はどのように用はどのように用はどのように進進進進めていくのめていくのめていくのめていくの

かというおかというおかというおかというお話話話話だったと思います。だったと思います。だったと思います。だったと思います。

保保保保護護護護観観観観察所察所察所察所からからからから推推推推薦薦薦薦をををを受受受受けて、県でその方とけて、県でその方とけて、県でその方とけて、県でその方と直直直直接接接接面面面面接接接接をします。をします。をします。をします。更生更生更生更生意欲意欲意欲意欲がどれがどれがどれがどれぐぐぐぐらいらいらいらい

あるかがあるかがあるかがあるかが面面面面接接接接ののののポイポイポイポインンンントトトトだと思っています。県でだと思っています。県でだと思っています。県でだと思っています。県で臨臨臨臨時時時時雇用いたしまして、雇用した雇用いたしまして、雇用した雇用いたしまして、雇用した雇用いたしまして、雇用した限限限限りはりはりはりは

県で県で県で県で責任責任責任責任を持ってを持ってを持ってを持って必必必必ず次の職ず次の職ず次の職ず次の職場へ場へ場へ場へつなつなつなつなげげげげると、ると、ると、ると、社社社社会復会復会復会復帰帰帰帰させるとさせるとさせるとさせると強強強強いいいい意意意意思を持って思を持って思を持って思を持って取取取取りりりり組組組組

んでいきたいと思っています。以上です。んでいきたいと思っています。以上です。んでいきたいと思っています。以上です。んでいきたいと思っています。以上です。

○梶川委員○梶川委員○梶川委員○梶川委員 ご答弁いただきました。ご答弁いただきました。ご答弁いただきました。ご答弁いただきました。

では一では一では一では一番番番番関心のある、県がどんな関心のある、県がどんな関心のある、県がどんな関心のある、県がどんな意見意見意見意見を言われたのかというのも、部を言われたのかというのも、部を言われたのかというのも、部を言われたのかというのも、部局局局局がまたがっていがまたがっていがまたがっていがまたがってい

るようなので、そこでも質問したいと思います。要は安倍るようなので、そこでも質問したいと思います。要は安倍るようなので、そこでも質問したいと思います。要は安倍るようなので、そこでも質問したいと思います。要は安倍首相首相首相首相のののの唱唱唱唱ええええるるるる特特特特区区区区がががが働働働働く者にく者にく者にく者に非非非非

常常常常にににに厳厳厳厳しい内容になっているから、知事にそのしい内容になっているから、知事にそのしい内容になっているから、知事にそのしい内容になっているから、知事にその辺辺辺辺をしっかりをしっかりをしっかりをしっかり意見意見意見意見を言ってほしい、奈良県を言ってほしい、奈良県を言ってほしい、奈良県を言ってほしい、奈良県

はどんなはどんなはどんなはどんな意見意見意見意見をおっしをおっしをおっしをおっしゃゃゃゃったのだろうという思いで質問したのですが、今の答弁は、ったのだろうという思いで質問したのですが、今の答弁は、ったのだろうという思いで質問したのですが、今の答弁は、ったのだろうという思いで質問したのですが、今の答弁は、専門専門専門専門

的で我々的で我々的で我々的で我々素素素素人人人人にはもう一つよくわからないのでにはもう一つよくわからないのでにはもう一つよくわからないのでにはもう一つよくわからないので別別別別個個個個にまた聞きたいと思います。にまた聞きたいと思います。にまた聞きたいと思います。にまた聞きたいと思います。場場場場合によ合によ合によ合によ

っては次の質問のあったっては次の質問のあったっては次の質問のあったっては次の質問のあった時時時時点で知事に総点で知事に総点で知事に総点で知事に総括括括括で聞きたいと思いますので、そのことも申し上で聞きたいと思いますので、そのことも申し上で聞きたいと思いますので、そのことも申し上で聞きたいと思いますので、そのことも申し上

げげげげて、あとは一て、あとは一て、あとは一て、あとは一応応応応了了了了解解解解しました。しました。しました。しました。

保保保保護護護護観観観観察察察察のののの人人人人のののの社社社社会復会復会復会復帰帰帰帰のののの件件件件ですが、いろいろなですが、いろいろなですが、いろいろなですが、いろいろなケケケケーーーーススススがあると思うのですけれども、があると思うのですけれども、があると思うのですけれども、があると思うのですけれども、

今言った事案は、今言った事案は、今言った事案は、今言った事案は、アスアスアスアスペペペペルルルルガ－症候群ガ－症候群ガ－症候群ガ－症候群のののの人人人人もあるし、そこはよくもあるし、そこはよくもあるし、そこはよくもあるし、そこはよく研研研研究究究究してもらって、してもらって、してもらって、してもらって、取取取取りりりり

組組組組んでいただくように要んでいただくように要んでいただくように要んでいただくように要望望望望してしてしてして終終終終わります。以上です。わります。以上です。わります。以上です。わります。以上です。
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○神田委員長○神田委員長○神田委員長○神田委員長 どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。

あと質問をされる方が、４名あと質問をされる方が、４名あと質問をされる方が、４名あと質問をされる方が、４名残残残残っていて、とてもこれからのっていて、とてもこれからのっていて、とてもこれからのっていて、とてもこれからの時間時間時間時間ではできないので、こではできないので、こではできないので、こではできないので、こ

こで１こで１こで１こで１時間時間時間時間休憩休憩休憩休憩をとって、そのあとをとって、そのあとをとって、そのあとをとって、そのあと午午午午前の部の前の部の前の部の前の部の残残残残りをりをりをりを引引引引きききき続続続続きさせてもらいたいと思いまきさせてもらいたいと思いまきさせてもらいたいと思いまきさせてもらいたいと思いま

すので、ここですので、ここですので、ここですので、ここで休憩休憩休憩休憩に入りたいと思います。に入りたいと思います。に入りたいと思います。に入りたいと思います。

１１１１時時時時からからからから再再再再開いたしますのでよろしくお願いします。開いたしますのでよろしくお願いします。開いたしますのでよろしくお願いします。開いたしますのでよろしくお願いします。

１２：０１２：０１２：０１２：０６分６分６分６分 休憩休憩休憩休憩

１３：０２１３：０２１３：０２１３：０２分分分分 再再再再開開開開

○神田委員長○神田委員長○神田委員長○神田委員長 では、では、では、では、引引引引きききき続続続続き、き、き、き、午午午午前の審議を前の審議を前の審議を前の審議を再再再再開したいと思います。開したいと思います。開したいと思います。開したいと思います。

○宮本委員○宮本委員○宮本委員○宮本委員 ３点質問させていただきます。３点質問させていただきます。３点質問させていただきます。３点質問させていただきます。

１点目は、１点目は、１点目は、１点目は、町町町町の中からの中からの中からの中からガガガガソソソソリンリンリンリンススススタンタンタンタンドドドドが次々とが次々とが次々とが次々と消え消え消え消えている問ている問ている問ている問題題題題についてお聞きします。についてお聞きします。についてお聞きします。についてお聞きします。

去去去去年、年、年、年、消消消消防防防防法法法法がががが改改改改正されたことで、正されたことで、正されたことで、正されたことで、ガガガガソソソソリンリンリンリンススススタンタンタンタンドドドド等に対して、等に対して、等に対して、等に対して、設置設置設置設置年年年年数数数数４０年以上の４０年以上の４０年以上の４０年以上の

地下地下地下地下タンタンタンタンククククのののの補強や補強や補強や補強や交交交交換換換換がががが原原原原則義則義則義則義務務務務づづづづけられた問けられた問けられた問けられた問題題題題があります。それをがあります。それをがあります。それをがあります。それを受受受受けてけてけてけて地下地下地下地下タンタンタンタンクククク

のののの交交交交換換換換費費費費用が用が用が用が捻捻捻捻出できない事業者などが出できない事業者などが出できない事業者などが出できない事業者などが廃廃廃廃業に業に業に業に追追追追いいいい込込込込まれるということで、お聞きをしままれるということで、お聞きをしままれるということで、お聞きをしままれるということで、お聞きをしま

すとすとすとすとガガガガソソソソリンリンリンリンやややや軽油軽油軽油軽油、、、、灯油灯油灯油灯油などなどなどなど複複複複数数数数のタンのタンのタンのタンククククを持っておられますので、を持っておられますので、を持っておられますので、を持っておられますので、交交交交換換換換にににに全全全全部で２部で２部で２部で２，，，，

００００００００００００万円万円万円万円程程程程度度度度かかる、このかかる、このかかる、このかかる、この負担負担負担負担にににに耐耐耐耐ええええられないということで、平られないということで、平られないということで、平られないということで、平群群群群町町町町でも今でも今でも今でも今ややややセセセセルルルルフフフフのののの

ガガガガソソソソリンリンリンリンススススタンタンタンタンドドドド１１１１軒軒軒軒だけというだけというだけというだけという状況状況状況状況になっていまして、ご高になっていまして、ご高になっていまして、ご高になっていまして、ご高齢齢齢齢の方ですとか、農の方ですとか、農の方ですとか、農の方ですとか、農家家家家の方の方の方の方

が大が大が大が大変苦労変苦労変苦労変苦労されています。されています。されています。されています。

それで、お聞きしたいのですが、こういったそれで、お聞きしたいのですが、こういったそれで、お聞きしたいのですが、こういったそれで、お聞きしたいのですが、こういったガガガガソソソソリンリンリンリンススススタンタンタンタンドドドドのののの廃廃廃廃業は、これからも加業は、これからも加業は、これからも加業は、これからも加

速速速速すると思われるわけですが、県としてすると思われるわけですが、県としてすると思われるわけですが、県としてすると思われるわけですが、県として実態実態実態実態をををを把握把握把握把握されているのかお聞きしますと、されているのかお聞きしますと、されているのかお聞きしますと、されているのかお聞きしますと、残残残残念念念念

ながらながらながらながら把握把握把握把握されていないということでした。そこでタンされていないということでした。そこでタンされていないということでした。そこでタンされていないということでした。そこでタンククククのののの交交交交換換換換のののの実態実態実態実態については、については、については、については、消消消消防防防防

救救救救急急急急課課課課でででで把握把握把握把握されているということですので、そのされているということですので、そのされているということですので、そのされているということですので、その実態実態実態実態を明らかにしていただきたいと思を明らかにしていただきたいと思を明らかにしていただきたいと思を明らかにしていただきたいと思

いますのと、あわせて、いますのと、あわせて、いますのと、あわせて、いますのと、あわせて、地元地元地元地元からからからからガガガガソソソソリンリンリンリンススススタンタンタンタンドドドドがなくなっていくことは県民がなくなっていくことは県民がなくなっていくことは県民がなくなっていくことは県民生活生活生活生活にもにもにもにも

大いに大いに大いに大いに支障支障支障支障をををを来来来来すわけで、当然できるだけすわけで、当然できるだけすわけで、当然できるだけすわけで、当然できるだけ廃廃廃廃業せずに業せずに業せずに業せずに経営経営経営経営していける方向でしていける方向でしていける方向でしていける方向で支援支援支援支援をするをするをするをする必必必必

要があると思います。そういう点で、要があると思います。そういう点で、要があると思います。そういう点で、要があると思います。そういう点で、廃廃廃廃業を業を業を業を迫迫迫迫られているられているられているられている経営経営経営経営者の者の者の者の相談相談相談相談にどうにどうにどうにどう応じ応じ応じ応じておらておらておらておら

れるのか、このれるのか、このれるのか、このれるのか、この辺辺辺辺を産業振興総合センターからお答を産業振興総合センターからお答を産業振興総合センターからお答を産業振興総合センターからお答ええええいただければと思います。いただければと思います。いただければと思います。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、仕仕仕仕事と事と事と事と子育子育子育子育てがてがてがてが両両両両立立立立できるできるできるできる環境環境環境環境をををを整備整備整備整備する上で、する上で、する上で、する上で、男男男男性性性性がきがきがきがきちちちちんとんとんとんと育児育児育児育児休休休休業を業を業を業を

取得取得取得取得できることが大事だと言われておりますので、その点についてお聞きしたいと思いまできることが大事だと言われておりますので、その点についてお聞きしたいと思いまできることが大事だと言われておりますので、その点についてお聞きしたいと思いまできることが大事だと言われておりますので、その点についてお聞きしたいと思いま

す。す。す。す。特特特特に県に県に県に県庁庁庁庁職員ですとか、あるいは職員ですとか、あるいは職員ですとか、あるいは職員ですとか、あるいは学校学校学校学校のののの先先先先生生生生も含も含も含も含むむむむわけですが、公務員がわけですが、公務員がわけですが、公務員がわけですが、公務員が率先率先率先率先してしてしてして育育育育

児児児児休休休休業を業を業を業を取得取得取得取得するということが、民するということが、民するということが、民するということが、民間間間間のののの育児育児育児育児休休休休業業業業取得取得取得取得をををを促促促促す上です上です上です上で非常非常非常非常に大事だと言われてに大事だと言われてに大事だと言われてに大事だと言われて

います。本います。本います。本います。本来来来来、、、、男男男男性性性性にも認められていることですが、にも認められていることですが、にも認められていることですが、にも認められていることですが、取得率取得率取得率取得率は大は大は大は大変低変低変低変低くて、くて、くて、くて、政政政政府は２０２府は２０２府は２０２府は２０２
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０年までに１３０年までに１３０年までに１３０年までに１３％％％％のののの育児育児育児育児休休休休業業業業取得取得取得取得を目指しているということですが、２０１２年を目指しているということですが、２０１２年を目指しているということですが、２０１２年を目指しているということですが、２０１２年度度度度のののの男男男男性性性性

のののの育児育児育児育児休休休休業業業業取得率取得率取得率取得率は１は１は１は１．．．．８８８８９９９９％％％％になり、前年になり、前年になり、前年になり、前年度度度度の２の２の２の２．．．．６６６６３３３３％％％％から０から０から０から０．．．．７ポイ７ポイ７ポイ７ポインンンントトトトもももも減少減少減少減少しししし

たということです。たということです。たということです。たということです。背景背景背景背景ににににブラブラブラブラッッッックククク企企企企業が業が業が業が広広広広がっていることもがっていることもがっていることもがっていることも社社社社会問会問会問会問題化題化題化題化されていますが、されていますが、されていますが、されていますが、

企企企企業の業の業の業の経営状況経営状況経営状況経営状況はははは厳厳厳厳しい、あるいは簡しい、あるいは簡しい、あるいは簡しい、あるいは簡単単単単にににに休休休休みをとらせてもらみをとらせてもらみをとらせてもらみをとらせてもらええええないというないというないというないという状況状況状況状況があるよがあるよがあるよがあるよ

うでして、この１うでして、この１うでして、この１うでして、この１．．．．８８８８９９９９％％％％の中の中の中の中身身身身をををを見見見見ましても、ましても、ましても、ましても、実実実実に１に１に１に１カカカカ月月月月未満未満未満未満のののの取得取得取得取得がががが８８８８割割割割以上である以上である以上である以上である

と。そしてと。そしてと。そしてと。そして厳厳厳厳密密密密に言うとに言うとに言うとに言うと有給有給有給有給休暇休暇休暇休暇でででで何何何何とかしのいでいるということで、とかしのいでいるということで、とかしのいでいるということで、とかしのいでいるということで、育児育児育児育児休休休休業業業業給付給付給付給付金金金金のののの

給付給付給付給付をををを受受受受けけけけ取取取取ったったったった男男男男性性性性がどれがどれがどれがどれぐぐぐぐらいいるかをらいいるかをらいいるかをらいいるかを見見見見れば正確なれば正確なれば正確なれば正確な育児育児育児育児休休休休業業業業取得取得取得取得のののの数数数数がわかるわけがわかるわけがわかるわけがわかるわけ

ですが、これはですが、これはですが、これはですが、これは実実実実にににに全全全全国で４国で４国で４国で４，，，，００００００００００００人人人人しかいない。ですから、１しかいない。ですから、１しかいない。ですから、１しかいない。ですから、１，，，，００００００００００００人人人人のうのうのうのうちちちち４４４４人人人人

しかとっていない。０しかとっていない。０しかとっていない。０しかとっていない。０．．．．４４４４％％％％だということがよくわかるのですが、そういっただということがよくわかるのですが、そういっただということがよくわかるのですが、そういっただということがよくわかるのですが、そういった育児育児育児育児休休休休業さ業さ業さ業さ

ええええもとれていないもとれていないもとれていないもとれていない実態実態実態実態があると思うのです。その点で、県があると思うのです。その点で、県があると思うのです。その点で、県があると思うのです。その点で、県庁庁庁庁職員の、現在の職員の、現在の職員の、現在の職員の、現在の男男男男性性性性のののの育児育児育児育児休休休休

業の業の業の業の取得状況取得状況取得状況取得状況、、、、有給有給有給有給休暇休暇休暇休暇でででで何何何何とかしているというとかしているというとかしているというとかしているという場場場場合もあると思うのですが、その点も合もあると思うのですが、その点も合もあると思うのですが、その点も合もあると思うのですが、その点も把把把把

握握握握されているされているされているされている実態実態実態実態を報告していただきたいと思います。を報告していただきたいと思います。を報告していただきたいと思います。を報告していただきたいと思います。

３点目は、３点目は、３点目は、３点目は、諮諮諮諮第１第１第１第１号号号号で、行で、行で、行で、行政財政財政財政財産を産を産を産を使使使使用する用する用する用する権権権権利利利利に関するに関するに関するに関する処処処処分分分分に対するに対するに対するに対する異異異異議申し議申し議申し議申し立立立立てにてにてにてに

ついてついてついてついて諮諮諮諮問されている案問されている案問されている案問されている案件件件件についてです。これは、奈良についてです。これは、奈良についてです。これは、奈良についてです。これは、奈良労労労労働働働働会会会会館館館館、いわ、いわ、いわ、いわゆゆゆゆるるるるエエエエルトルトルトルトピピピピアアアアのののの

使使使使用用用用許許許許可可可可をををを連連連連合奈良のみに合奈良のみに合奈良のみに合奈良のみに与与与与ええええて、奈て、奈て、奈て、奈労連労連労連労連にににに与与与与ええええていないということで、平成１０年からていないということで、平成１０年からていないということで、平成１０年からていないということで、平成１０年から

毎毎毎毎年出ている問年出ている問年出ている問年出ている問題題題題です。これは平成１２年にです。これは平成１２年にです。これは平成１２年にです。これは平成１２年に裁裁裁裁判判判判になりまして、になりまして、になりまして、になりまして、エエエエルトルトルトルトピピピピアアアア裁裁裁裁判判判判とととと呼呼呼呼ばればればればれ

ていますが、平成１３年３月にていますが、平成１３年３月にていますが、平成１３年３月にていますが、平成１３年３月に判判判判決決決決が出ています。このが出ています。このが出ています。このが出ています。この判判判判決決決決の中の中の中の中身身身身は、は、は、は、労労労労働働働働会会会会館館館館の目的の目的の目的の目的外外外外

使使使使用用用用許許許許可可可可、要するに会議室ではなくて事務、要するに会議室ではなくて事務、要するに会議室ではなくて事務、要するに会議室ではなくて事務ススススペペペペーーーーススススのののの貸貸貸貸し出しについては平等になされるし出しについては平等になされるし出しについては平等になされるし出しについては平等になされる

べべべべきであるときであるときであるときであると判判判判決決決決はははは述述述述べべべべています。さらに知事におかれては、ています。さらに知事におかれては、ています。さらに知事におかれては、ています。さらに知事におかれては、連連連連合奈良に対して合奈良に対して合奈良に対して合奈良に対して許許許許可可可可をををを継継継継

続続続続する一方で、する一方で、する一方で、する一方で、原原原原告である奈告である奈告である奈告である奈労連労連労連労連にににに許許許許可可可可しないという事しないという事しないという事しないという事態態態態がががが繰繰繰繰りかりかりかりかええええされるならば、されるならば、されるならば、されるならば、裁裁裁裁量量量量

のののの範範範範囲囲囲囲をををを逸脱逸脱逸脱逸脱したしたしたした違違違違法法法法なものとなものとなものとなものと評評評評価価価価すすすすべべべべきというきというきというきという判判判判決決決決が出ています。これをが出ています。これをが出ています。これをが出ています。これを受受受受けて、県でけて、県でけて、県でけて、県で

はその後、一定のはその後、一定のはその後、一定のはその後、一定の基基基基準準準準をををを設設設設けられましたが、奈けられましたが、奈けられましたが、奈けられましたが、奈労連側労連側労連側労連側の主の主の主の主張張張張は、そのは、そのは、そのは、その基基基基準準準準がそもそもがそもそもがそもそもがそもそも不不不不公公公公

平だというものであります。それで平行平だというものであります。それで平行平だというものであります。それで平行平だというものであります。それで平行線線線線のののの状態状態状態状態が１０年以上が１０年以上が１０年以上が１０年以上続続続続いていると理いていると理いていると理いていると理解解解解していましていましていましていま

す。す。す。す。結果結果結果結果的に的に的に的に見見見見れば、ずっと奈れば、ずっと奈れば、ずっと奈れば、ずっと奈労連労連労連労連がががが排排排排除除除除されているという事されているという事されているという事されているという事実実実実になると思うのですが、になると思うのですが、になると思うのですが、になると思うのですが、

これからこれからこれからこれから先先先先、、、、両両両両者が者が者が者が納納納納得得得得できるできるできるできる話話話話し合い、し合い、し合い、し合い、歩歩歩歩みみみみ寄寄寄寄りが県のりが県のりが県のりが県の側側側側のののの姿姿姿姿勢勢勢勢をかをかをかをかええええることによってることによってることによってることによって

生生生生まれるとまれるとまれるとまれると考え考え考え考えるわけですが、その点についてどうるわけですが、その点についてどうるわけですが、その点についてどうるわけですが、その点についてどう考え考え考え考えておられるかをお聞きしたいと思ておられるかをお聞きしたいと思ておられるかをお聞きしたいと思ておられるかをお聞きしたいと思

います。以上です。います。以上です。います。以上です。います。以上です。

○村戸消防救急課長○村戸消防救急課長○村戸消防救急課長○村戸消防救急課長 地下地下地下地下貯蔵貯蔵貯蔵貯蔵タンタンタンタンククククのののの交交交交換換換換のののの実態実態実態実態についてお答についてお答についてお答についてお答ええええします。します。します。します。

地下地下地下地下貯蔵貯蔵貯蔵貯蔵タンタンタンタンククククにつきましては、危につきましては、危につきましては、危につきましては、危険険険険物物物物のののの規規規規制制制制に関するに関するに関するに関する規規規規則則則則等が等が等が等が改改改改正されまして、平成正されまして、平成正されまして、平成正されまして、平成

２５年１月３１日までに内２５年１月３１日までに内２５年１月３１日までに内２５年１月３１日までに内面面面面のののの塗装塗装塗装塗装やややや電気電気電気電気防防防防食食食食シスシスシスシステテテテムムムムのののの整備整備整備整備、、、、漏漏漏漏ええええいいいい早早早早期検期検期検期検知知知知装装装装置置置置のののの設設設設



---- 33334444 ----

置置置置といった、といった、といった、といった、流流流流出事出事出事出事故防故防故防故防止止止止対対対対策策策策をををを講じ講じ講じ講じることとなっております。平成２５年１月３１日現ることとなっております。平成２５年１月３１日現ることとなっております。平成２５年１月３１日現ることとなっております。平成２５年１月３１日現

在におきまして、県内の在におきまして、県内の在におきまして、県内の在におきまして、県内の地下地下地下地下貯蔵貯蔵貯蔵貯蔵タンタンタンタンククククの中で、そういったの中で、そういったの中で、そういったの中で、そういった流流流流出事出事出事出事故防故防故防故防止止止止対対対対策策策策をををを講じ講じ講じ講じなけなけなけなけ

ればいけないタンればいけないタンればいけないタンればいけないタンククククは３は３は３は３７７７７４４４４基基基基ございまして、１月ございまして、１月ございまして、１月ございまして、１月末末末末時時時時点で２５９点で２５９点で２５９点で２５９基基基基がががが措措措措置置置置済済済済みでありまみでありまみでありまみでありま

す。す。す。す。ちちちちなみになみになみになみに残残残残り１１５り１１５り１１５り１１５基基基基のののの未未未未処処処処理につきましては、その後の指導を理につきましては、その後の指導を理につきましては、その後の指導を理につきましては、その後の指導を踏踏踏踏ままままええええまして、平成まして、平成まして、平成まして、平成

２５年３月３１日現在が２５年３月３１日現在が２５年３月３１日現在が２５年３月３１日現在が直直直直近近近近のののの数数数数字字字字ですが、まだですが、まだですが、まだですが、まだ未未未未処処処処置置置置のものが９３のものが９３のものが９３のものが９３基基基基となっております。となっております。となっております。となっております。

未未未未処処処処置置置置のものにつきましては、そののものにつきましては、そののものにつきましては、そののものにつきましては、その施設施設施設施設をををを所所所所有有有有しておりますしておりますしておりますしております施設施設施設施設者が者が者が者が改善計画改善計画改善計画改善計画書書書書を提出しを提出しを提出しを提出し

ていただくことになります。９３ていただくことになります。９３ていただくことになります。９３ていただくことになります。９３基基基基のののの地下地下地下地下貯蔵貯蔵貯蔵貯蔵タンタンタンタンククククをををを６６６６９９９９施設施設施設施設の方がの方がの方がの方が所所所所有有有有しておりますしておりますしておりますしております

が、それらのうが、それらのうが、それらのうが、それらのうちちちち、、、、改善計画改善計画改善計画改善計画書書書書をををを受受受受理したものにつきましては２９理したものにつきましては２９理したものにつきましては２９理したものにつきましては２９施設施設施設施設となっており、となっており、となっており、となっており、残残残残

りの４０りの４０りの４０りの４０施設施設施設施設については、ただいまについては、ただいまについては、ただいまについては、ただいま各消各消各消各消防防防防本部を本部を本部を本部を通じ通じ通じ通じて指導中でございます。以上でござて指導中でございます。以上でござて指導中でございます。以上でござて指導中でございます。以上でござ

います。います。います。います。

○村上産業振興総合センター所長○村上産業振興総合センター所長○村上産業振興総合センター所長○村上産業振興総合センター所長 県産業振興総合センターと公県産業振興総合センターと公県産業振興総合センターと公県産業振興総合センターと公益益益益財財財財団団団団法人法人法人法人でありますでありますでありますであります地地地地

域域域域産業振興センターが産業振興センターが産業振興センターが産業振興センターが連連連連携携携携いたしまして、いたしまして、いたしまして、いたしまして、経営改善や経営改善や経営改善や経営改善や個個個個々の々の々の々の相談相談相談相談にににに応じ応じ応じ応じて中て中て中て中小企小企小企小企業業業業診断士診断士診断士診断士

などのなどのなどのなどの専門専門専門専門家家家家のののの相談相談相談相談・・・・派遣派遣派遣派遣業務を行っております。業務を行っております。業務を行っております。業務を行っております。具具具具体体体体的には、中的には、中的には、中的には、中小企小企小企小企業業業業庁庁庁庁の中の中の中の中小企小企小企小企業・業・業・業・

小小小小規規規規模模模模事業者事業者事業者事業者ビジネスビジネスビジネスビジネス創創創創造支援造支援造支援造支援事業、いわ事業、いわ事業、いわ事業、いわゆゆゆゆるるるる派遣派遣派遣派遣事業でございますが、あと県事業でございますが、あと県事業でございますが、あと県事業でございますが、あと県単単単単のののの専門専門専門専門

家家家家派遣派遣派遣派遣事業とあわせまして、国が３回事業とあわせまして、国が３回事業とあわせまして、国が３回事業とあわせまして、国が３回無無無無料料料料、県が５回、２、県が５回、２、県が５回、２、県が５回、２分分分分の１県の１県の１県の１県負担負担負担負担というというというという派遣派遣派遣派遣業務を業務を業務を業務を

行っているところでございます。行っているところでございます。行っているところでございます。行っているところでございます。相談相談相談相談件数件数件数件数といたしましては、平成２４年といたしましては、平成２４年といたしましては、平成２４年といたしましては、平成２４年度度度度で３９１で３９１で３９１で３９１件件件件、、、、

平成２５年平成２５年平成２５年平成２５年度度度度はははは既既既既に１に１に１に１７６件７６件７６件７６件のののの相談相談相談相談を承っておりますが、現在、を承っておりますが、現在、を承っておりますが、現在、を承っておりますが、現在、ガガガガソソソソリンリンリンリンススススタンタンタンタンドドドドについについについについ

てはてはてはては個個個個別別別別のののの相談相談相談相談はございません。そのようなはございません。そのようなはございません。そのようなはございません。そのような相談相談相談相談がありましたら、産業振興総合センターがありましたら、産業振興総合センターがありましたら、産業振興総合センターがありましたら、産業振興総合センター

ではいつでもではいつでもではいつでもではいつでもややややっておりますし、総合っておりますし、総合っておりますし、総合っておりますし、総合経営経営経営経営相談相談相談相談といたしましてといたしましてといたしましてといたしまして週週週週１回、それから１回、それから１回、それから１回、それから金金金金融融融融相談相談相談相談

としましてまたとしましてまたとしましてまたとしましてまた週週週週１回と、１回と、１回と、１回と、延延延延べべべべ２回、大２回、大２回、大２回、大和和和和高田高田高田高田市市市市の県産業会の県産業会の県産業会の県産業会館館館館にも、中にも、中にも、中にも、中南南南南和和和和相談相談相談相談室という室という室という室という

ことで対ことで対ことで対ことで対応応応応いたしているところでございます。以上でございます。いたしているところでございます。以上でございます。いたしているところでございます。以上でございます。いたしているところでございます。以上でございます。

○中村人事課長○中村人事課長○中村人事課長○中村人事課長 県県県県庁庁庁庁男男男男性性性性職員の職員の職員の職員の育児育児育児育児休暇休暇休暇休暇のののの取得状況取得状況取得状況取得状況についてでございます。についてでございます。についてでございます。についてでございます。

県では職員の県では職員の県では職員の県では職員の子子子子どもたどもたどもたどもたちちちちの健の健の健の健ややややかなかなかなかな育育育育成等を目指しまして、平成１成等を目指しまして、平成１成等を目指しまして、平成１成等を目指しまして、平成１７７７７年年年年度度度度から平成２１から平成２１から平成２１から平成２１

年年年年度度度度まで、５年まで、５年まで、５年まで、５年間間間間の奈良県の奈良県の奈良県の奈良県特特特特定事業主行動定事業主行動定事業主行動定事業主行動計画計画計画計画をををを策策策策定いたしました。それ以定いたしました。それ以定いたしました。それ以定いたしました。それ以降降降降、平成２２、平成２２、平成２２、平成２２

年年年年度度度度からは目からは目からは目からは目標標標標、内容等を一部、内容等を一部、内容等を一部、内容等を一部改改改改定いたしました本行動定いたしました本行動定いたしました本行動定いたしました本行動計画計画計画計画の後の後の後の後期計画期計画期計画期計画の中で、の中で、の中で、の中で、男男男男性性性性のののの育育育育

児児児児休休休休業の業の業の業の取得率取得率取得率取得率３０３０３０３０％％％％、、、、男男男男性性性性のののの育児育児育児育児参参参参加のための加のための加のための加のための休暇休暇休暇休暇取得率取得率取得率取得率１００１００１００１００％％％％をををを育児育児育児育児参参参参加の加の加の加の施策施策施策施策目目目目

標標標標としたところでございます。そこでこの目としたところでございます。そこでこの目としたところでございます。そこでこの目としたところでございます。そこでこの目標標標標のののの達達達達成に向けまして、成に向けまして、成に向けまして、成に向けまして、子育子育子育子育てててて応援応援応援応援ハハハハンンンンドブドブドブドブ

ッッッッククククによるによるによるによる周周周周知・知・知・知・啓啓啓啓発を行うとともに、発を行うとともに、発を行うとともに、発を行うとともに、ワワワワーーーークククク・・・・ラララライイイイフフフフ・・・・バラバラバラバランンンンススススのののの促進促進促進促進をををを図図図図るるるる観観観観点から点から点から点から

も、も、も、も、子子子子どもがどもがどもがどもが生生生生まれたまれたまれたまれた男男男男性性性性職員に、職員に、職員に、職員に、男男男男性性性性のののの育児育児育児育児参参参参加のための加のための加のための加のための休暇休暇休暇休暇等の等の等の等の取得促進取得促進取得促進取得促進を行っておを行っておを行っておを行ってお

りますが、平成２４年りますが、平成２４年りますが、平成２４年りますが、平成２４年度度度度のののの実実実実績績績績といたしましては、といたしましては、といたしましては、といたしましては、育児育児育児育児休休休休業等の業等の業等の業等の取得率取得率取得率取得率は１は１は１は１．．．．２２２２％％％％弱弱弱弱、、、、育育育育
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児児児児参参参参加のための加のための加のための加のための休暇休暇休暇休暇取得率取得率取得率取得率は２４は２４は２４は２４．．．．７７７７％％％％にとどまっているのが現にとどまっているのが現にとどまっているのが現にとどまっているのが現状状状状でございます。でございます。でございます。でございます。

宮本委員お宮本委員お宮本委員お宮本委員お述述述述べべべべのののの育児育児育児育児のためののためののためののための休暇休暇休暇休暇に、に、に、に、有給有給有給有給休暇休暇休暇休暇をををを取得取得取得取得したしたしたした状況状況状況状況といったことでございといったことでございといったことでございといったことでござい

ますが、それはますが、それはますが、それはますが、それは不不不不明でございますけれども、今後も明でございますけれども、今後も明でございますけれども、今後も明でございますけれども、今後も引引引引きききき続続続続きまして、きまして、きまして、きまして、男男男男性性性性職員の職員の職員の職員の育児育児育児育児休休休休業業業業

のののの周周周周知・知・知・知・啓啓啓啓発を発を発を発を徹底徹底徹底徹底するとともに、するとともに、するとともに、するとともに、育児育児育児育児休休休休業業業業取得取得取得取得対対対対象象象象となるとなるとなるとなる男男男男性性性性職員に対して職員に対して職員に対して職員に対して制制制制度度度度のののの説説説説明、明、明、明、

あるいはまたその事前のあるいはまたその事前のあるいはまたその事前のあるいはまたその事前の意意意意向確認に努めまして、向確認に努めまして、向確認に努めまして、向確認に努めまして、必必必必要に要に要に要に応じ応じ応じ応じて代て代て代て代替替替替職員を確職員を確職員を確職員を確保保保保するなど、するなど、するなど、するなど、

休暇休暇休暇休暇をををを取得取得取得取得ししししややややすいすいすいすい環境環境環境環境をををを整備整備整備整備していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと考え考え考え考えております。以上でございます。ております。以上でございます。ております。以上でございます。ております。以上でございます。

○村上雇用労政課長○村上雇用労政課長○村上雇用労政課長○村上雇用労政課長 奈良奈良奈良奈良労労労労働働働働会会会会館館館館の目的の目的の目的の目的外外外外使使使使用の用の用の用の不不不不許許許許可可可可処処処処分分分分についてであります。についてであります。についてであります。についてであります。

審査審査審査審査基基基基準準準準がががが偏偏偏偏っているのではないかというご指っているのではないかというご指っているのではないかというご指っているのではないかというご指摘摘摘摘であります。この審査であります。この審査であります。この審査であります。この審査基基基基準準準準は、は、は、は、労労労労働働働働会会会会

館館館館の目的の目的の目的の目的外外外外使使使使用用用用許許許許可可可可に係る審査要綱という要綱をに係る審査要綱という要綱をに係る審査要綱という要綱をに係る審査要綱という要綱を設置設置設置設置しまして審査しているところでござしまして審査しているところでござしまして審査しているところでござしまして審査しているところでござ

います。審査います。審査います。審査います。審査基基基基準準準準といたしましては、事業といたしましては、事業といたしましては、事業といたしましては、事業活活活活動の動の動の動の継続継続継続継続性性性性、安定、安定、安定、安定性性性性、あるいは申、あるいは申、あるいは申、あるいは申請請請請者の行う者の行う者の行う者の行う

事業が事業が事業が事業が労労労労働働働働者の者の者の者の文化文化文化文化の向上、福の向上、福の向上、福の向上、福利利利利のののの増進増進増進増進にににに適適適適合しているか、あるいは合しているか、あるいは合しているか、あるいは合しているか、あるいは労労労労働働働働者の福者の福者の福者の福祉祉祉祉を目的を目的を目的を目的

としたとしたとしたとした団団団団体体体体かどうかなど、審査しているところです。かどうかなど、審査しているところです。かどうかなど、審査しているところです。かどうかなど、審査しているところです。

なお、これでなお、これでなお、これでなお、これで判判判判定が定が定が定が難難難難しいしいしいしい場場場場合は、合は、合は、合は、構構構構成員成員成員成員数数数数、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは構構構構成員の従事する産業がどれだ成員の従事する産業がどれだ成員の従事する産業がどれだ成員の従事する産業がどれだ

けけけけ多多多多くの産業にわたっているか、あるいはくの産業にわたっているか、あるいはくの産業にわたっているか、あるいはくの産業にわたっているか、あるいは地地地地域域域域組組組組織織織織のののの状況状況状況状況、それらを、それらを、それらを、それらを勘勘勘勘案しまして案しまして案しまして案しまして判判判判定を定を定を定を

行っております。行っております。行っております。行っております。構構構構成員につきましては５倍ほどの開き、あるいは産業成員につきましては５倍ほどの開き、あるいは産業成員につきましては５倍ほどの開き、あるいは産業成員につきましては５倍ほどの開き、あるいは産業数数数数でいいますと２でいいますと２でいいますと２でいいますと２

倍ほどの開きがありまして、それらに倍ほどの開きがありまして、それらに倍ほどの開きがありまして、それらに倍ほどの開きがありまして、それらに基づ基づ基づ基づきましてきましてきましてきまして判判判判定を行っているところです。定を行っているところです。定を行っているところです。定を行っているところです。処処処処分分分分のののの

内容は内容は内容は内容は妥妥妥妥当で、審査当で、審査当で、審査当で、審査基基基基準準準準がががが偏偏偏偏っているとはっているとはっているとはっているとは考え考え考え考えていないところです。以上です。ていないところです。以上です。ていないところです。以上です。ていないところです。以上です。

○宮本委員○宮本委員○宮本委員○宮本委員 １点目の１点目の１点目の１点目のガガガガソソソソリンリンリンリンススススタンタンタンタンドドドドがががが消え消え消え消えていく問ていく問ていく問ていく問題題題題についてですけれども、についてですけれども、についてですけれども、についてですけれども、ガガガガソソソソリリリリ

ンンンンススススタンタンタンタンドドドドから現在から現在から現在から現在相談相談相談相談はないということでありました。ただ、次々とはないということでありました。ただ、次々とはないということでありました。ただ、次々とはないということでありました。ただ、次々と閉鎖閉鎖閉鎖閉鎖をされているをされているをされているをされている

というのはというのはというのはというのは紛紛紛紛れもない事れもない事れもない事れもない事実実実実でありまして、でありまして、でありまして、でありまして、積積積積極極極極的に的に的に的に存続存続存続存続をさせる努をさせる努をさせる努をさせる努力力力力ををををややややっている事例がっている事例がっている事例がっている事例が

全全全全国でもありますので、国でもありますので、国でもありますので、国でもありますので、紹介紹介紹介紹介したいのですが、例したいのですが、例したいのですが、例したいのですが、例ええええば長ば長ば長ば長野野野野県の県の県の県の泰阜泰阜泰阜泰阜村という村という村という村という人人人人口口口口２２２２，，，，００００００００

００００人人人人の村ですが、農の村ですが、農の村ですが、農の村ですが、農協協協協ががががややややっていたっていたっていたっていた唯唯唯唯一の一の一の一のガガガガソソソソリンリンリンリンススススタンタンタンタンドドドドがなくなりかけた。これをがなくなりかけた。これをがなくなりかけた。これをがなくなりかけた。これを何何何何

とかとかとかとか残残残残そうと、一そうと、一そうと、一そうと、一般社般社般社般社団団団団法人法人法人法人振興センター振興センター振興センター振興センターややややすおかというものをつくってすおかというものをつくってすおかというものをつくってすおかというものをつくって住住住住民が民が民が民が参参参参加をす加をす加をす加をす

る、そして村と農る、そして村と農る、そして村と農る、そして村と農協協協協がタンがタンがタンがタンククククのののの維維維維持持持持費費費費を１を１を１を１，，，，０５００５００５００５０万円万円万円万円ずつ出すということで、２ずつ出すということで、２ずつ出すということで、２ずつ出すということで、２，，，，１０１０１０１０

００００万円万円万円万円をををを工工工工面面面面して、して、して、して、土地土地土地土地については農については農については農については農協協協協からからからから無無無無償償償償譲渡譲渡譲渡譲渡をををを受受受受けて、けて、けて、けて、社社社社団団団団法人法人法人法人でででで経営経営経営経営するといするといするといするとい

う方う方う方う方法法法法でででで存続存続存続存続をさせている事例が報告されています。をさせている事例が報告されています。をさせている事例が報告されています。をさせている事例が報告されています。

また、また、また、また、広広広広島島島島県の安県の安県の安県の安芸芸芸芸高田高田高田高田市市市市で、で、で、で、６６６６年前に年前に年前に年前に閉鎖閉鎖閉鎖閉鎖されたされたされたされたガガガガソソソソリンリンリンリンススススタンタンタンタンドドドドをををを住住住住民民民民組組組組織織織織、振興、振興、振興、振興

協協協協議会をつくって、議会をつくって、議会をつくって、議会をつくって、住住住住民が１民が１民が１民が１口口口口１１１１，，，，００００００００００００円円円円で出で出で出で出資資資資をすることでおをすることでおをすることでおをすることでお金金金金をををを集集集集めてめてめてめて維維維維持をして持をして持をして持をして

いるそうですが、ここはこのいるそうですが、ここはこのいるそうですが、ここはこのいるそうですが、ここはこのガガガガソソソソリンリンリンリンススススタンタンタンタンドドドドがなくなると、１５がなくなると、１５がなくなると、１５がなくなると、１５キキキキロロロロメメメメーーーートル離トル離トル離トル離れたれたれたれた市市市市

街街街街地地地地までまでまでまでガガガガソソソソリンを入れに行かなければならない。そこでリンを入れに行かなければならない。そこでリンを入れに行かなければならない。そこでリンを入れに行かなければならない。そこでススススーーーーパパパパーでーでーでーで買買買買いいいい物物物物もしてもしてもしてもして帰帰帰帰るこるこるこるこ
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とになっているところに目をつけて、とになっているところに目をつけて、とになっているところに目をつけて、とになっているところに目をつけて、地元地元地元地元ののののガガガガソソソソリンリンリンリンススススタンタンタンタンドドドドににににススススーーーーパパパパーの機ーの機ーの機ーの機能能能能を持たせを持たせを持たせを持たせ

れば、そこでれば、そこでれば、そこでれば、そこで給給給給油油油油もされるのではないかということで、もされるのではないかということで、もされるのではないかということで、もされるのではないかということで、ススススーーーーパパパパーを兼ーを兼ーを兼ーを兼ねねねねたたたたガガガガソソソソリンリンリンリンススススタンタンタンタン

ドドドドとして、振興として、振興として、振興として、振興協協協協議会が出議会が出議会が出議会が出資資資資をををを募募募募ってってってって生生生生鮮鮮鮮鮮食食食食料品料品料品料品をををを扱扱扱扱うようにした。そしてうようにした。そしてうようにした。そしてうようにした。そして郵便郵便郵便郵便局局局局もそこもそこもそこもそこ

に持ってきた。そしてに持ってきた。そしてに持ってきた。そしてに持ってきた。そして郵便郵便郵便郵便局局局局の職員も、の職員も、の職員も、の職員も、ガガガガソソソソリンリンリンリンススススタンタンタンタンドドドドややややススススーーーーパパパパーのーのーのーの店店店店員を兼員を兼員を兼員を兼ねねねねることることることること

でででで経営経営経営経営をををを維維維維持させているということでした。ですから、いろいろ知持させているということでした。ですから、いろいろ知持させているということでした。ですから、いろいろ知持させているということでした。ですから、いろいろ知恵恵恵恵を出してを出してを出してを出して存続存続存続存続させるさせるさせるさせる

ためのためのためのための研研研研究究究究ををををぜぜぜぜひひひひ産業振興総合センターでも産業振興総合センターでも産業振興総合センターでも産業振興総合センターでもややややってほしいと要ってほしいと要ってほしいと要ってほしいと要望望望望したいと思います。したいと思います。したいと思います。したいと思います。

環境省環境省環境省環境省のののの統統統統計計計計でででで見見見見ましても、これからましても、これからましても、これからましても、これから電気電気電気電気自動自動自動自動車車車車がががが普及普及普及普及するとはいするとはいするとはいするとはいええええ、、、、ガガガガソソソソリンリンリンリン車車車車のののの需需需需

要は今後１０年後に３要は今後１０年後に３要は今後１０年後に３要は今後１０年後に３割割割割減減減減程程程程度度度度にとどまって、にとどまって、にとどまって、にとどまって、７７７７割割割割はははは残残残残るというのです。そうなると１０るというのです。そうなると１０るというのです。そうなると１０るというのです。そうなると１０

００００台車台車台車台車がががが走走走走っていれば、っていれば、っていれば、っていれば、７７７７割割割割からからからから８８８８割割割割ははははガガガガソソソソリンリンリンリン車車車車とととと想想想想定したらいいと思うのですが、そ定したらいいと思うのですが、そ定したらいいと思うのですが、そ定したらいいと思うのですが、そ

ういうことでいきますと、ういうことでいきますと、ういうことでいきますと、ういうことでいきますと、身身身身近近近近ななななガガガガソソソソリンリンリンリンススススタンタンタンタンドドドドをををを残残残残しつつ、そこにしつつ、そこにしつつ、そこにしつつ、そこに電気電気電気電気自動自動自動自動車車車車ののののチャチャチャチャ

ーーーージシスジシスジシスジシステテテテムムムムなどもつけていくという、長などもつけていくという、長などもつけていくという、長などもつけていくという、長期期期期的な的な的な的な交交交交通通通通ビジョビジョビジョビジョンですとか、ンですとか、ンですとか、ンですとか、エネエネエネエネルルルルギギギギーーーービジビジビジビジ

ョョョョンなども含めたンなども含めたンなども含めたンなども含めたガガガガソソソソリンリンリンリンススススタンタンタンタンドドドドのののの維維維維持対持対持対持対策策策策がががが必必必必要かと思いますので、この点も要かと思いますので、この点も要かと思いますので、この点も要かと思いますので、この点も研研研研究究究究すすすす

るるるる必必必必要があるのではないかと思っておりますので、ここで要要があるのではないかと思っておりますので、ここで要要があるのではないかと思っておりますので、ここで要要があるのではないかと思っておりますので、ここで要望望望望しておきたいと思います。しておきたいと思います。しておきたいと思います。しておきたいと思います。

次に、県次に、県次に、県次に、県庁庁庁庁のののの男男男男性性性性職員の職員の職員の職員の育児育児育児育児休休休休業業業業取得取得取得取得ですが、国の目ですが、国の目ですが、国の目ですが、国の目標標標標が１３が１３が１３が１３％％％％ですけれども、県としですけれども、県としですけれども、県としですけれども、県とし

ては第２ては第２ては第２ては第２期期期期のののの特特特特定事業主行動定事業主行動定事業主行動定事業主行動計画計画計画計画、要するに平成２、要するに平成２、要するに平成２、要するに平成２６６６６年年年年度度度度までのまでのまでのまでの計画計画計画計画、、、、来来来来年年年年度度度度までのまでのまでのまでの計画計画計画計画

でででで育児育児育児育児休休休休業で３０業で３０業で３０業で３０％％％％、、、、到達到達到達到達は１は１は１は１．．．．２２２２％％％％ということですということですということですということですねねねね。。。。育児育児育児育児参参参参加加加加休暇休暇休暇休暇が１００が１００が１００が１００％％％％でででで到達到達到達到達

は２４は２４は２４は２４．．．．７７７７％％％％、これはなかなか、これはなかなか、これはなかなか、これはなかなか厳厳厳厳しいと思いました。しいと思いました。しいと思いました。しいと思いました。

そこで、そこで、そこで、そこで、再再再再度度度度お聞きしたいのですが、このお聞きしたいのですが、このお聞きしたいのですが、このお聞きしたいのですが、この男男男男性性性性のののの育児育児育児育児休休休休業を業を業を業を積積積積極極極極的に的に的に的に奨励奨励奨励奨励するためのするためのするためのするための具具具具

体体体体的な的な的な的な取取取取りりりり組組組組みは、みは、みは、みは、何何何何かされていないのでしかされていないのでしかされていないのでしかされていないのでしょょょょうか。そこをうか。そこをうか。そこをうか。そこを再再再再度度度度お聞きしておきたいと思お聞きしておきたいと思お聞きしておきたいと思お聞きしておきたいと思

います。います。います。います。

それから、３点目のそれから、３点目のそれから、３点目のそれから、３点目のエエエエルトルトルトルトピピピピアアアアのののの使使使使用用用用許許許許可可可可をををを連連連連合奈良のみに合奈良のみに合奈良のみに合奈良のみに与与与与ええええて奈て奈て奈て奈労連労連労連労連にににに与与与与ええええていなていなていなていな

い問い問い問い問題題題題について答弁がありましたが、について答弁がありましたが、について答弁がありましたが、について答弁がありましたが、私私私私が思いますのは、が思いますのは、が思いますのは、が思いますのは、判判判判決決決決がががが述述述述べべべべているように、奈ているように、奈ているように、奈ているように、奈労労労労

連連連連をををを排排排排除除除除しているということが、しているということが、しているということが、しているということが、結果結果結果結果的にはそうなっているわけです。ずっと的にはそうなっているわけです。ずっと的にはそうなっているわけです。ずっと的にはそうなっているわけです。ずっと同じ同じ同じ同じ議議議議論論論論がががが

１０年以上１０年以上１０年以上１０年以上繰繰繰繰りりりり返返返返しているということからしているということからしているということからしているということから見見見見ましても、県のましても、県のましても、県のましても、県の側側側側がががが姿姿姿姿勢勢勢勢をををを改改改改めるということめるということめるということめるということ

なしに、なしに、なしに、なしに、歩歩歩歩みみみみ寄寄寄寄りがないのではないかと思うのです。これは、いろいろとりがないのではないかと思うのです。これは、いろいろとりがないのではないかと思うのです。これは、いろいろとりがないのではないかと思うのです。これは、いろいろと述述述述べべべべられましたられましたられましたられました

けども、一けども、一けども、一けども、一番番番番大きい大きい大きい大きい団団団団体体体体にににに貸貸貸貸し出してるのだということですけれども、し出してるのだということですけれども、し出してるのだということですけれども、し出してるのだということですけれども、過過過過去去去去のののの経緯経緯経緯経緯をををを見見見見まままま

すと、すと、すと、すと、エエエエルトルトルトルトピピピピアアアアになる前のになる前のになる前のになる前の労労労労働働働働会会会会館館館館のときから、いわのときから、いわのときから、いわのときから、いわゆゆゆゆる総る総る総る総評評評評、そして、そして、そして、そして同同同同盟盟盟盟、こういっ、こういっ、こういっ、こういっ

たところにはたところにはたところにはたところには貸貸貸貸し出して、奈し出して、奈し出して、奈し出して、奈労連労連労連労連にはにはにはには貸貸貸貸し出さないというし出さないというし出さないというし出さないという実態実態実態実態があったわけで、そういうがあったわけで、そういうがあったわけで、そういうがあったわけで、そういう

過過過過去去去去からのからのからのからの経緯経緯経緯経緯も含めますと、これはきも含めますと、これはきも含めますと、これはきも含めますと、これはきちちちちんとまとめて総んとまとめて総んとまとめて総んとまとめて総括括括括をして、県としてのをして、県としてのをして、県としてのをして、県としての姿姿姿姿勢勢勢勢をどをどをどをど

こかでこかでこかでこかで見直見直見直見直すすすす必必必必要があると思うものですが、そこの要があると思うものですが、そこの要があると思うものですが、そこの要があると思うものですが、そこの考え考え考え考え方について、産業・雇用振興部長方について、産業・雇用振興部長方について、産業・雇用振興部長方について、産業・雇用振興部長
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のほうで思っておられることがあればお聞きしておきたいと思います。のほうで思っておられることがあればお聞きしておきたいと思います。のほうで思っておられることがあればお聞きしておきたいと思います。のほうで思っておられることがあればお聞きしておきたいと思います。

○中村人事課長○中村人事課長○中村人事課長○中村人事課長 男男男男性性性性のののの育児育児育児育児休休休休業が業が業が業が伸伸伸伸びびびびない理ない理ない理ない理由由由由もたくさんあるかと思うのですけれども、もたくさんあるかと思うのですけれども、もたくさんあるかと思うのですけれども、もたくさんあるかと思うのですけれども、

職務上の職務上の職務上の職務上の諸諸諸諸般般般般の理の理の理の理由由由由に加に加に加に加ええええまして、まして、まして、まして、収収収収入と入と入と入と個個個個々の々の々の々の家庭家庭家庭家庭の事の事の事の事情情情情もあるかと思いますけれども、もあるかと思いますけれども、もあるかと思いますけれども、もあるかと思いますけれども、

育児育児育児育児休休休休業業業業取得取得取得取得の対の対の対の対象象象象となるとなるとなるとなる男男男男性性性性職員から今後、職員から今後、職員から今後、職員から今後、意見意見意見意見も聞きながらも聞きながらも聞きながらも聞きながら研研研研究究究究していきたいと思いしていきたいと思いしていきたいと思いしていきたいと思い

ます。また、ます。また、ます。また、ます。また、啓啓啓啓発発発発活活活活動も動も動も動も随随随随時時時時といいますか、といいますか、といいますか、といいますか、積積積積極極極極的に的に的に的に進進進進めてまいりたいとめてまいりたいとめてまいりたいとめてまいりたいと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。

以上でございます。以上でございます。以上でございます。以上でございます。

○中産業・雇用振興部長○中産業・雇用振興部長○中産業・雇用振興部長○中産業・雇用振興部長 労労労労働働働働会会会会館館館館のののの使使使使用については、用については、用については、用については、先先先先ほど宮本委員もほど宮本委員もほど宮本委員もほど宮本委員も引引引引用された平成用された平成用された平成用された平成

１２年に１２年に１２年に１２年に裁裁裁裁判判判判が提が提が提が提起起起起されて、平成１３年にされて、平成１３年にされて、平成１３年にされて、平成１３年に判判判判決決決決が出て、が出て、が出て、が出て、判判判判決決決決のののの趣旨趣旨趣旨趣旨に従って審査要綱をつに従って審査要綱をつに従って審査要綱をつに従って審査要綱をつ

くってくってくってくって適適適適正に対正に対正に対正に対応応応応をしてきているわけでございますので、をしてきているわけでございますので、をしてきているわけでございますので、をしてきているわけでございますので、基基基基本的にはそれに従って本的にはそれに従って本的にはそれに従って本的にはそれに従って運運運運用し用し用し用し

ていくのが県のていくのが県のていくのが県のていくのが県の立場立場立場立場でございます。でございます。でございます。でございます。

○宮本委員○宮本委員○宮本委員○宮本委員 育児育児育児育児休休休休業については、これといった業については、これといった業については、これといった業については、これといった取取取取りりりり組組組組みがなされていないことで、みがなされていないことで、みがなされていないことで、みがなされていないことで、諸諸諸諸般般般般

のいろいろな職のいろいろな職のいろいろな職のいろいろな職場場場場の事の事の事の事情情情情があるとはいがあるとはいがあるとはいがあるとはいええええ、、、、進進進進んでいないと思うのです。んでいないと思うのです。んでいないと思うのです。んでいないと思うのです。トトトトヨヨヨヨタ自動タ自動タ自動タ自動車車車車ががががココココ

ママママーーーーシャシャシャシャルルルルでもでもでもでも時時時時 々々々々ややややってましたが、ってましたが、ってましたが、ってましたが、イイイイマドキマドキマドキマドキ家家家家族族族族調調調調査を査を査を査をややややって、って、って、って、子子子子どものどものどものどもの誕誕誕誕生生生生日に日に日に日に育児育児育児育児

休暇休暇休暇休暇をとっをとっをとっをとっちちちちゃゃゃゃう、これってありという質問をしたときに、ありと答う、これってありという質問をしたときに、ありと答う、これってありという質問をしたときに、ありと答う、これってありという質問をしたときに、ありと答ええええたたたた人人人人がががが６６６６６６６６．．．．８８８８％％％％

でででで多数多数多数多数派派派派だったのです。これを年だったのです。これを年だったのです。これを年だったのです。これを年齢別齢別齢別齢別にににに見見見見ると、２０代、３０代がると、２０代、３０代がると、２０代、３０代がると、２０代、３０代が８８８８割割割割ありと答ありと答ありと答ありと答ええええている。ている。ている。ている。

５０代、５０代、５０代、５０代、６６６６０代は０代は０代は０代は逆逆逆逆になしだと、になしだと、になしだと、になしだと、子子子子どものどものどものどもの誕誕誕誕生生生生日に日に日に日に育児育児育児育児休暇休暇休暇休暇をとるなんてもってのほかだをとるなんてもってのほかだをとるなんてもってのほかだをとるなんてもってのほかだ

というというというという立場立場立場立場のののの人人人人がががが７７７７割割割割をををを占占占占めるわけです。ですから、そういうめるわけです。ですから、そういうめるわけです。ですから、そういうめるわけです。ですから、そういう世世世世代代代代間間間間ののののギギギギャャャャッッッッププププというのというのというのというの

はははは非常非常非常非常にあると思うのです。にあると思うのです。にあると思うのです。にあると思うのです。若若若若いいいい世世世世代は代は代は代は育児育児育児育児休暇休暇休暇休暇をとりたい、せめてをとりたい、せめてをとりたい、せめてをとりたい、せめて有給有給有給有給休暇休暇休暇休暇でででで子子子子どものどものどものどもの

誕誕誕誕生生生生日日日日ぐぐぐぐらいはどこからいはどこからいはどこからいはどこかへ連へ連へ連へ連れていってれていってれていってれていってややややりたいと思っても、上りたいと思っても、上りたいと思っても、上りたいと思っても、上司司司司がそれをがそれをがそれをがそれを許許許許さないというさないというさないというさないという

構構構構図図図図がここにがここにがここにがここに見え見え見え見えるわけで、そういうことからいいますと、るわけで、そういうことからいいますと、るわけで、そういうことからいいますと、るわけで、そういうことからいいますと、ややややはりはりはりはり人人人人事のところで事のところで事のところで事のところで積積積積極極極極的的的的

にににに子育子育子育子育てててて世世世世代の職員を代の職員を代の職員を代の職員を見見見見つけ出して、きっつけ出して、きっつけ出して、きっつけ出して、きっちちちちりとりとりとりと育児育児育児育児休暇休暇休暇休暇をとれということををとれということををとれということををとれということを積積積積極極極極的に的に的に的に取取取取

りりりり組組組組むむむむことことことこと抜抜抜抜きに、きに、きに、きに、子育子育子育子育てててて世世世世代から代から代から代から意見意見意見意見を聞くということでは、なかなかを聞くということでは、なかなかを聞くということでは、なかなかを聞くということでは、なかなか進進進進まないのではまないのではまないのではまないのでは

ないかと思いましたので、ないかと思いましたので、ないかと思いましたので、ないかと思いましたので、感感感感想想想想としてとしてとしてとして述述述述べべべべておきます。ておきます。ておきます。ておきます。

それから、それから、それから、それから、エエエエルトルトルトルトピピピピアアアアの問の問の問の問題題題題については、これ以上しても平行については、これ以上しても平行については、これ以上しても平行については、これ以上しても平行線線線線だということがよくわだということがよくわだということがよくわだということがよくわ

かりましたので、またしかるかりましたので、またしかるかりましたので、またしかるかりましたので、またしかるべべべべきときに主きときに主きときに主きときに主張張張張したいと思います。以上でしたいと思います。以上でしたいと思います。以上でしたいと思います。以上で終終終終わります。わります。わります。わります。

○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 では、３点質問したいと思います。簡では、３点質問したいと思います。簡では、３点質問したいと思います。簡では、３点質問したいと思います。簡単単単単な質問なのでよろしくお願いいたしな質問なのでよろしくお願いいたしな質問なのでよろしくお願いいたしな質問なのでよろしくお願いいたし

ます。ます。ます。ます。

まず１まず１まず１まず１番番番番目は、目は、目は、目は、地地地地方方方方交付交付交付交付税税税税のののの件件件件につきましておにつきましておにつきましておにつきましてお伺伺伺伺いします。いします。いします。いします。政政政政府は、府は、府は、府は、６６６６月１４日に閣議月１４日に閣議月１４日に閣議月１４日に閣議

決決決決定いたしました定いたしました定いたしました定いたしました経経経経済済済済財政財政財政財政運運運運営営営営とととと改改改改革革革革のののの基基基基本方本方本方本方針針針針、いわ、いわ、いわ、いわゆゆゆゆるるるる骨太骨太骨太骨太方方方方針針針針と言われるものですと言われるものですと言われるものですと言われるものです

けれども、そこにおきまして、けれども、そこにおきまして、けれども、そこにおきまして、けれども、そこにおきまして、地地地地方方方方財政財政財政財政についてはリーについてはリーについてはリーについてはリーママママンンンンショショショショッッッックククク後の危機対後の危機対後の危機対後の危機対応応応応モモモモーーーードドドド
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から、平から、平から、平から、平時時時時モモモモーーーードドドドへへへへ切切切切りかりかりかりかええええをををを進進進進めるめるめるめる必必必必要があると要があると要があると要があると述述述述べべべべておりました。これは現在は、ておりました。これは現在は、ておりました。これは現在は、ておりました。これは現在は、地地地地

方方方方財政計画財政計画財政計画財政計画において、歳出において、歳出において、歳出において、歳出特特特特別別別別枠枠枠枠ということで、１ということで、１ということで、１ということで、１兆兆兆兆５０５０５０５０億円億円億円億円、、、、地地地地方方方方交付交付交付交付税税税税の上の上の上の上乗乗乗乗せをしせをしせをしせをし

てもらっているてもらっているてもらっているてもらっている状況状況状況状況になっているのですけれども、これをどんどんになっているのですけれども、これをどんどんになっているのですけれども、これをどんどんになっているのですけれども、これをどんどん切切切切りりりり崩崩崩崩していくと、なしていくと、なしていくと、なしていくと、な

くしていくことになるというくしていくことになるというくしていくことになるというくしていくことになるという話話話話だと思います。だと思います。だと思います。だと思います。

もう１点は、もう１点は、もう１点は、もう１点は、地地地地方方方方交付交付交付交付税税税税のののの算算算算定において、定において、定において、定において、頑張頑張頑張頑張るるるる地地地地方を方を方を方を支援支援支援支援するためのするためのするためのするための仕仕仕仕組組組組みをみをみをみを取取取取り入り入り入り入

れるということで、それは、例れるということで、それは、例れるということで、それは、例れるということで、それは、例ええええば行ば行ば行ば行政改政改政改政改革革革革の努の努の努の努力力力力がががが進進進進んでいるか、あるいはんでいるか、あるいはんでいるか、あるいはんでいるか、あるいは地地地地方方方方経経経経済済済済のののの

活活活活性化性化性化性化の成の成の成の成果果果果はどうかとか、そういうものをはどうかとか、そういうものをはどうかとか、そういうものをはどうかとか、そういうものを地地地地方方方方交付交付交付交付税税税税のののの算算算算定の定の定の定の基基基基準準準準にににに盛盛盛盛りりりり込込込込んでいくこんでいくこんでいくこんでいくこ

とになりますと、これは本とになりますと、これは本とになりますと、これは本とになりますと、これは本来来来来のののの地地地地方方方方交付交付交付交付税制税制税制税制度度度度のあり方になのあり方になのあり方になのあり方になじじじじまないのではないかと、まないのではないかと、まないのではないかと、まないのではないかと、地地地地

方方方方交付交付交付交付税税税税はははは地地地地方の方の方の方の固固固固有有有有財財財財産でありますから、このような産でありますから、このような産でありますから、このような産でありますから、このような政政政政府の府の府の府の恣恣恣恣意意意意的な的な的な的な考え考え考え考え方を入れるこ方を入れるこ方を入れるこ方を入れるこ

とはとはとはとは許許許許されないことだと思っております。このことは、今後の奈良県のされないことだと思っております。このことは、今後の奈良県のされないことだと思っております。このことは、今後の奈良県のされないことだと思っております。このことは、今後の奈良県の地地地地方方方方交付交付交付交付税税税税についについについについ

ても大きくても大きくても大きくても大きく影響影響影響影響すると思います。この点について、県としてどのようにすると思います。この点について、県としてどのようにすると思います。この点について、県としてどのようにすると思います。この点について、県としてどのように受受受受けとめていらっけとめていらっけとめていらっけとめていらっ

ししししゃゃゃゃるのかおるのかおるのかおるのかお伺伺伺伺いしたいと思います。いしたいと思います。いしたいと思います。いしたいと思います。

それから、２それから、２それから、２それから、２番番番番目は、いわ目は、いわ目は、いわ目は、いわゆゆゆゆるるるるママママイイイイナナナナンンンンババババーーーー制制制制度度度度です。このです。このです。このです。この法法法法律律律律がががが制制制制定されました。定されました。定されました。定されました。共共共共

通番通番通番通番号号号号法法法法が提案をされまして、５月２４日にが提案をされまして、５月２４日にが提案をされまして、５月２４日にが提案をされまして、５月２４日に賛賛賛賛成成成成多数多数多数多数で成で成で成で成立立立立したのですけれども、したのですけれども、したのですけれども、したのですけれども、私私私私たたたたちちちち

日本日本日本日本共共共共産産産産党党党党は、成りは、成りは、成りは、成り済済済済ましましましましやプやプやプやプラララライイイイバシバシバシバシーーーー侵侵侵侵害害害害などのなどのなどのなどの犯罪犯罪犯罪犯罪のののの温床温床温床温床になるになるになるになる恐恐恐恐れがあるというれがあるというれがあるというれがあるという

ことと、それからことと、それからことと、それからことと、それから共通番共通番共通番共通番号号号号シスシスシスシステテテテムムムムのののの初期初期初期初期投資投資投資投資だけでも３だけでも３だけでも３だけでも３，，，，００００００００００００億円億円億円億円をををを超超超超ええええるるるる巨巨巨巨大な大な大な大なププププ

ロロロロジェジェジェジェクトクトクトクトにもかかわらず、にもかかわらず、にもかかわらず、にもかかわらず、具具具具体体体体的な的な的な的なメメメメリッリッリッリットトトト、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは費費費費用対用対用対用対効効効効果果果果がががが示示示示されていない。されていない。されていない。されていない。

そして、そして、そして、そして、税税税税や社や社や社や社会会会会保障保障保障保障のののの分分分分野野野野でででで徴徴徴徴税税税税のののの強化強化強化強化であるとか、であるとか、であるとか、であるとか、給付削給付削給付削給付削減減減減のののの手手手手段段段段になりかになりかになりかになりかねねねねない、ない、ない、ない、

この３つの理この３つの理この３つの理この３つの理由由由由からからからから反反反反対をいたしました。しかし、対をいたしました。しかし、対をいたしました。しかし、対をいたしました。しかし、法法法法がががが通通通通りました以上はりました以上はりました以上はりました以上は準備準備準備準備がががが進進進進められめられめられめられ

ていくことになります。このことについて、本当に問ていくことになります。このことについて、本当に問ていくことになります。このことについて、本当に問ていくことになります。このことについて、本当に問題題題題がががが多多多多く危く危く危く危険険険険であることを警であることを警であることを警であることを警鐘鐘鐘鐘をををを鳴鳴鳴鳴

らしていかないといけないとらしていかないといけないとらしていかないといけないとらしていかないといけないと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。

これはこれはこれはこれは韓韓韓韓国で国で国で国で起起起起こったことで、４月に報道されておりましたが、ある容疑者こったことで、４月に報道されておりましたが、ある容疑者こったことで、４月に報道されておりましたが、ある容疑者こったことで、４月に報道されておりましたが、ある容疑者個個個個人人人人ののののパソパソパソパソ

ココココンから、ンから、ンから、ンから、氏氏氏氏名、名、名、名、パスワパスワパスワパスワーーーードドドド、、、、住住住住民民民民登録登録登録登録番番番番号号号号などのなどのなどのなどの個個個個人情人情人情人情報１報１報１報１億億億億４４４４，，，，００００００００００００件件件件が発が発が発が発見見見見されされされされ

た。それはた。それはた。それはた。それは経経経経済済済済や金や金や金や金融融融融やややや教育教育教育教育など１３のなど１３のなど１３のなど１３のカカカカテテテテゴゴゴゴリーにリーにリーにリーに分分分分類類類類されて、されて、されて、されて、８８８８３の３の３の３のググググルルルルーーーープ分プ分プ分プ分けをけをけをけを

して、それぞれ目的によってして、それぞれ目的によってして、それぞれ目的によってして、それぞれ目的によって利利利利用されるという用されるという用されるという用されるという形形形形でででで犯罪犯罪犯罪犯罪にににに利利利利用されていたということです。用されていたということです。用されていたということです。用されていたということです。

韓韓韓韓国の国の国の国の人人人人口口口口が５が５が５が５，，，，００００００００００００万人万人万人万人ですから、この１ですから、この１ですから、この１ですから、この１億億億億４４４４，，，，０００という０００という０００という０００という数数数数は、１は、１は、１は、１人人人人の国民に対の国民に対の国民に対の国民に対

して３して３して３して３件件件件のののの個個個個人情人情人情人情報が報が報が報が流流流流出していたという出していたという出していたという出していたという巨巨巨巨大な大な大な大な流流流流出事出事出事出事件件件件だと言わなくてはならないと思だと言わなくてはならないと思だと言わなくてはならないと思だと言わなくてはならないと思

います。このような問います。このような問います。このような問います。このような問題題題題がががが非常非常非常非常にににに起起起起こりこりこりこりややややすい危すい危すい危すい危険険険険があるし、さらに成りがあるし、さらに成りがあるし、さらに成りがあるし、さらに成り済済済済ましというこましというこましというこましというこ

とでいいますと、とでいいますと、とでいいますと、とでいいますと、アメアメアメアメリリリリカカカカでもでもでもでも同じ同じ同じ同じようにこのようにこのようにこのようにこの個個個個人番人番人番人番号制号制号制号制度度度度があるのですけれども、２年があるのですけれども、２年があるのですけれども、２年があるのですけれども、２年

間間間間で１で１で１で１，，，，００００００００００００万件万件万件万件のののの被被被被害害害害があり、があり、があり、があり、被被被被害額害額害額害額は年は年は年は年間間間間５００５００５００５００億億億億ドドドドルルルルと言われています。日本でと言われています。日本でと言われています。日本でと言われています。日本で
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既既既既にににに住住住住民民民民基基基基本本本本台台台台帳帳帳帳カカカカーーーードドドドが発行されておりますけれども、これも２００が発行されておりますけれども、これも２００が発行されておりますけれども、これも２００が発行されておりますけれども、これも２００８８８８年から２０１２年から２０１２年から２０１２年から２０１２

年年年年度度度度の５年の５年の５年の５年間間間間で１００で１００で１００で１００件件件件をををを超超超超ええええる成りる成りる成りる成り済済済済まし、まし、まし、まし、不不不不正正正正交付交付交付交付がががが起起起起こっているという事こっているという事こっているという事こっているという事実実実実があるがあるがあるがある

わけですから、わけですから、わけですから、わけですから、非常非常非常非常ににににゆゆゆゆゆゆゆゆしき問しき問しき問しき問題題題題だと思っております。ですので、このことにつきましだと思っております。ですので、このことにつきましだと思っております。ですので、このことにつきましだと思っております。ですので、このことにつきまし

て、県の認て、県の認て、県の認て、県の認識識識識をおをおをおをお伺伺伺伺いしたいと思います。いしたいと思います。いしたいと思います。いしたいと思います。

それから、３それから、３それから、３それから、３番番番番目は、県産目は、県産目は、県産目は、県産材材材材のののの利利利利用用用用促進促進促進促進のののの取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて伺伺伺伺いたいと思います。このいたいと思います。このいたいと思います。このいたいと思います。この

間間間間、林業、林業、林業、林業再生再生再生再生ププププラララランということで、国もさまざまなンということで、国もさまざまなンということで、国もさまざまなンということで、国もさまざまな手手手手だてをとってまいりましたし、公だてをとってまいりましたし、公だてをとってまいりましたし、公だてをとってまいりましたし、公共共共共

建設物建設物建設物建設物等における木等における木等における木等における木材材材材のののの利利利利用用用用促進促進促進促進に関するに関するに関するに関する法法法法律律律律がががが施施施施行されて、奈良県におきましても行されて、奈良県におきましても行されて、奈良県におきましても行されて、奈良県におきましても取取取取りりりり

組組組組みがみがみがみが進進進進められております。せんだってめられております。せんだってめられております。せんだってめられております。せんだって私私私私も高知県をも高知県をも高知県をも高知県を視視視視察察察察させていただきましたけれども、させていただきましたけれども、させていただきましたけれども、させていただきましたけれども、

高知県でもこの高知県でもこの高知県でもこの高知県でもこの法法法法律律律律をををを利利利利用して、大用して、大用して、大用して、大変積変積変積変積極極極極的な目的な目的な目的な目標標標標を持って、県としての行動を持って、県としての行動を持って、県としての行動を持って、県としての行動計画計画計画計画というというというという

のをのをのをのを進進進進めておりました。奈良県でも奈良の木めておりました。奈良県でも奈良の木めておりました。奈良県でも奈良の木めておりました。奈良県でも奈良の木ブラブラブラブランンンンド課ド課ド課ド課を新を新を新を新設設設設されまして、大されまして、大されまして、大されまして、大変積変積変積変積極極極極的に的に的に的に

利利利利用用用用促進促進促進促進をををを強化強化強化強化していると聞いておりますけれども、どのようなしていると聞いておりますけれども、どのようなしていると聞いておりますけれども、どのようなしていると聞いておりますけれども、どのような取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを進進進進めていらっめていらっめていらっめていらっ

ししししゃゃゃゃるのか、おるのか、おるのか、おるのか、お伺伺伺伺いしたいと思います。いしたいと思います。いしたいと思います。いしたいと思います。

それから、今、林業のおかれているそれから、今、林業のおかれているそれから、今、林業のおかれているそれから、今、林業のおかれている状況状況状況状況の中で、いろいろな問の中で、いろいろな問の中で、いろいろな問の中で、いろいろな問題題題題がありますけれども、がありますけれども、がありますけれども、がありますけれども、

このこのこのこの間間間間大きく言われているのは、一つは、１９大きく言われているのは、一つは、１９大きく言われているのは、一つは、１９大きく言われているのは、一つは、１９６６６６０年代に木０年代に木０年代に木０年代に木材材材材が自が自が自が自由化由化由化由化したことで、したことで、したことで、したことで、外外外外材材材材

輸輸輸輸入により自入により自入により自入により自給給給給率率率率が大が大が大が大変少変少変少変少なくなり、なくなり、なくなり、なくなり、外外外外材材材材がががが７７７７割割割割をををを占占占占めるめるめるめる状況状況状況状況になっているということと、になっているということと、になっているということと、になっているということと、

もう一つは、木もう一つは、木もう一つは、木もう一つは、木材材材材のののの需需需需要が要が要が要が減少減少減少減少していると、これはリーしていると、これはリーしていると、これはリーしていると、これはリーママママンンンンショショショショッッッッククククなどのなどのなどのなどの影響影響影響影響もありまもありまもありまもありま

すし、すし、すし、すし、人人人人口口口口もももも減少減少減少減少するとか、するとか、するとか、するとか、住住住住宅宅宅宅ののののスススストトトトッッッッククククももももふふふふええええているということで、ているということで、ているということで、ているということで、住住住住宅宅宅宅着着着着工工工工新新新新設数設数設数設数

がだんだんがだんだんがだんだんがだんだん減少減少減少減少しているしているしているしている状況状況状況状況があると。もう一つは、国産があると。もう一つは、国産があると。もう一つは、国産があると。もう一つは、国産材材材材がががが非常非常非常非常に安くなっているといに安くなっているといに安くなっているといに安くなっているとい

うことで、うことで、うことで、うことで、丸太丸太丸太丸太でででで見見見見ますと、ますと、ますと、ますと、杉杉杉杉のののの丸太丸太丸太丸太価格価格価格価格はははは世世世世界界界界でででで最最最最も安い部も安い部も安い部も安い部類類類類に入るというに入るというに入るというに入るという状況状況状況状況が言わが言わが言わが言わ

れております。これはいろいろな対れております。これはいろいろな対れております。これはいろいろな対れております。これはいろいろな対策策策策をををを考え考え考え考えていかないといけないと思っているのですけていかないといけないと思っているのですけていかないといけないと思っているのですけていかないといけないと思っているのですけ

れども、さらなる県産れども、さらなる県産れども、さらなる県産れども、さらなる県産材材材材のののの利利利利用用用用促進促進促進促進をををを進進進進めていくめていくめていくめていく取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが重重重重要になると思います。その要になると思います。その要になると思います。その要になると思います。その

ためには、奈良県としても新たなためには、奈良県としても新たなためには、奈良県としても新たなためには、奈良県としても新たな販販販販路路路路の開の開の開の開拓拓拓拓がががが重重重重要だと思っているのですけれども、この要だと思っているのですけれども、この要だと思っているのですけれども、この要だと思っているのですけれども、この

点についても、いろいろと新点についても、いろいろと新点についても、いろいろと新点についても、いろいろと新規規規規のののの取取取取りりりり組組組組みというみというみというみという形形形形でででで頑張頑張頑張頑張っていただいていると聞いていっていただいていると聞いていっていただいていると聞いていっていただいていると聞いてい

ますが、その点をおますが、その点をおますが、その点をおますが、その点をお伺伺伺伺いしたいと思います。いしたいと思います。いしたいと思います。いしたいと思います。

○西川財政課長○西川財政課長○西川財政課長○西川財政課長 地地地地方方方方交付交付交付交付税税税税の関係について答弁させていただきます。の関係について答弁させていただきます。の関係について答弁させていただきます。の関係について答弁させていただきます。

山村委員には山村委員には山村委員には山村委員には地地地地方方方方交付交付交付交付税税税税についてご心配いただきましてどうもありがとうございます。についてご心配いただきましてどうもありがとうございます。についてご心配いただきましてどうもありがとうございます。についてご心配いただきましてどうもありがとうございます。

委員ご指委員ご指委員ご指委員ご指摘摘摘摘のとおり、のとおり、のとおり、のとおり、６６６６月１４日に閣議月１４日に閣議月１４日に閣議月１４日に閣議決決決決定されました定されました定されました定されました経経経経済済済済財政財政財政財政運運運運営営営営とととと改改改改革革革革のののの基基基基本方本方本方本方針針針針、、、、

いわいわいわいわゆゆゆゆるるるる骨太骨太骨太骨太の方の方の方の方針針針針とととと呼呼呼呼ばれるもの、またその後、ばれるもの、またその後、ばれるもの、またその後、ばれるもの、またその後、８８８８月月月月８８８８日に閣議日に閣議日に閣議日に閣議了了了了解解解解されました、国のされました、国のされました、国のされました、国の

中中中中期財政計画期財政計画期財政計画期財政計画におきまして、におきまして、におきまして、におきまして、地地地地方方方方財政財政財政財政については、については、については、については、経経経経済済済済再生再生再生再生にあわせて歳出にあわせて歳出にあわせて歳出にあわせて歳出特特特特別別別別枠枠枠枠等のリ等のリ等のリ等のリ

ーーーーママママンンンンショショショショッッッックククク後の危機対後の危機対後の危機対後の危機対応応応応モモモモーーーードドドドから、平から、平から、平から、平時時時時モモモモーーーードドドドへへへへのののの切切切切りかりかりかりかええええをををを進進進進めるめるめるめる必必必必要要要要性性性性があるがあるがあるがある
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とされたところでございます。これにつきましては、委員がとされたところでございます。これにつきましては、委員がとされたところでございます。これにつきましては、委員がとされたところでございます。これにつきましては、委員が懸懸懸懸念念念念されておりますように、されておりますように、されておりますように、されておりますように、

歳出歳出歳出歳出特特特特別別別別枠枠枠枠のののの見直見直見直見直しによるしによるしによるしによる地地地地方方方方交付交付交付交付税税税税のののの削削削削減減減減につながっていくにつながっていくにつながっていくにつながっていく恐恐恐恐れもあると思っておりまれもあると思っておりまれもあると思っておりまれもあると思っておりま

す。す。す。す。

政政政政府の府の府の府の経経経経済済済済政策政策政策政策によりまして、我が国によりまして、我が国によりまして、我が国によりまして、我が国経経経経済済済済はははは緩緩緩緩ややややかに持かに持かに持かに持ち直ち直ち直ち直しつつあるところでございしつつあるところでございしつつあるところでございしつつあるところでござい

ますが、中ますが、中ますが、中ますが、中小企小企小企小企業を業を業を業を多多多多くくくく抱抱抱抱ええええる本県などにおきましては、る本県などにおきましては、る本県などにおきましては、る本県などにおきましては、依依依依然として然として然として然として厳厳厳厳しいしいしいしい経経経経済済済済環境環境環境環境がががが続続続続

いていると思っております。このような中、いていると思っております。このような中、いていると思っております。このような中、いていると思っております。このような中、地地地地方が方が方が方が責任責任責任責任を持ってを持ってを持ってを持って地地地地域域域域経経経経済済済済のののの活活活活性化性化性化性化、ある、ある、ある、ある

いは雇用の安定といったことにいは雇用の安定といったことにいは雇用の安定といったことにいは雇用の安定といったことに取取取取りりりり込込込込もうとするためには、それらのもうとするためには、それらのもうとするためには、それらのもうとするためには、それらの取取取取りりりり組組組組みにみにみにみに必必必必要な要な要な要な財財財財

政政政政事業を事業を事業を事業を地地地地方の方の方の方の実態実態実態実態をををを踏踏踏踏ままままええええて的確に捕て的確に捕て的確に捕て的確に捕捉捉捉捉していただいた上で、していただいた上で、していただいた上で、していただいた上で、地地地地方方方方財政計画財政計画財政計画財政計画の歳出にの歳出にの歳出にの歳出に計計計計

上していただく上していただく上していただく上していただくべべべべきではないかときではないかときではないかときではないかと考え考え考え考えております。これにつきましては、ております。これにつきましては、ております。これにつきましては、ております。これにつきましては、全全全全国知事会から国知事会から国知事会から国知事会から

も国に対しも国に対しも国に対しも国に対し同じ同じ同じ同じ趣旨趣旨趣旨趣旨の提案要の提案要の提案要の提案要望望望望がなされているところでございます。がなされているところでございます。がなされているところでございます。がなされているところでございます。

総務総務総務総務省省省省の平成２の平成２の平成２の平成２６６６６年年年年度度度度のののの地地地地方方方方交付交付交付交付税税税税のののの概概概概算算算算要求におきましては、歳出要求におきましては、歳出要求におきましては、歳出要求におきましては、歳出特特特特別別別別枠枠枠枠ということということということということ

で、で、で、で、地地地地域域域域経経経経済済済済基基基基盤盤盤盤強化強化強化強化・雇用等対・雇用等対・雇用等対・雇用等対策費策費策費策費は平成２５年は平成２５年は平成２５年は平成２５年度度度度、１、１、１、１．．．．５５５５兆兆兆兆円円円円でございましたが、平でございましたが、平でございましたが、平でございましたが、平

成２成２成２成２６６６６年年年年度度度度のののの概概概概算算算算要求の要求の要求の要求の段段段段階階階階ではではではでは同額同額同額同額１１１１．．．．５５５５兆兆兆兆円円円円がががが計計計計上されているところでございますが、上されているところでございますが、上されているところでございますが、上されているところでございますが、

今後、国の今後、国の今後、国の今後、国の予算予算予算予算編編編編成とともに行われます成とともに行われます成とともに行われます成とともに行われます地財地財地財地財折折折折衝衝衝衝におきまして、この歳出におきまして、この歳出におきまして、この歳出におきまして、この歳出特特特特別別別別枠枠枠枠のののの取取取取りりりり扱扱扱扱

いが大きないが大きないが大きないが大きな論論論論点の一つになるのではないかと点の一つになるのではないかと点の一つになるのではないかと点の一つになるのではないかと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。

県としましては、県としましては、県としましては、県としましては、地地地地方方方方交付交付交付交付税税税税の総の総の総の総額額額額のののの充充充充実実実実、それから確、それから確、それから確、それから確保保保保につきましては、かにつきましては、かにつきましては、かにつきましては、かねねねねてからてからてからてから

国に提案要国に提案要国に提案要国に提案要望望望望しているところでございますが、しているところでございますが、しているところでございますが、しているところでございますが、来来来来年年年年度度度度のののの予算予算予算予算編編編編成に向けてより一層しっか成に向けてより一層しっか成に向けてより一層しっか成に向けてより一層しっか

りと要りと要りと要りと要望望望望していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。

それから、もう１点ご指それから、もう１点ご指それから、もう１点ご指それから、もう１点ご指摘摘摘摘がございました、がございました、がございました、がございました、地地地地方方方方交付交付交付交付税税税税のののの算算算算定における定における定における定における頑張頑張頑張頑張るるるる地地地地方を方を方を方を支支支支

援援援援するためのするためのするためのするための仕仕仕仕組組組組みということで、こみということで、こみということで、こみということで、こちちちちらも中らも中らも中らも中期財政計画期財政計画期財政計画期財政計画にもにもにもにも記記記記載載載載されておりますが、総されておりますが、総されておりますが、総されておりますが、総

務大務大務大務大臣臣臣臣が提出しました、が提出しました、が提出しました、が提出しました、経経経経済済済済財政財政財政財政諮諮諮諮問会議に提出されております問会議に提出されております問会議に提出されております問会議に提出されております資料資料資料資料見見見見ますと、ますと、ますと、ますと、算算算算定にお定にお定にお定にお

いて行いて行いて行いて行政改政改政改政改革革革革の努の努の努の努力力力力、それから、それから、それから、それから地地地地方方方方経経経経済済済済活活活活性化性化性化性化の成の成の成の成果果果果、この２つの、この２つの、この２つの、この２つの視視視視点から、例点から、例点から、例点から、例ええええば行ば行ば行ば行政政政政

改改改改革革革革の努の努の努の努力力力力であれば、歳出であれば、歳出であれば、歳出であれば、歳出決算決算決算決算のののの削削削削減額減額減額減額、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは人件費人件費人件費人件費のののの削削削削減額減額減額減額、それから、それから、それから、それから地地地地域域域域経経経経済済済済活活活活

性化性化性化性化の成の成の成の成果果果果であれば、であれば、であれば、であれば、製製製製造造造造品品品品出出出出荷荷荷荷額額額額などをなどをなどをなどを算算算算定の指定の指定の指定の指標標標標に用いるといったことがに用いるといったことがに用いるといったことがに用いるといったことが書書書書かれておかれておかれておかれてお

ります。これにつきましては、ります。これにつきましては、ります。これにつきましては、ります。これにつきましては、地地地地方方方方交付交付交付交付税税税税はははは地地地地方公方公方公方公共共共共団団団団体間体間体間体間のののの財財財財源源源源のののの不不不不均衡均衡均衡均衡をををを調調調調整整整整し、どし、どし、どし、ど

のののの地地地地域域域域にににに住住住住むむむむ住住住住民にも一定の行民にも一定の行民にも一定の行民にも一定の行政政政政ササササーーーービスビスビスビスを提を提を提を提供供供供できるようにできるようにできるようにできるように財財財財源源源源をををを保障保障保障保障するためのものするためのものするためのものするためのもの

であり、であり、であり、であり、地地地地方方方方固固固固有有有有のののの財財財財源源源源となっています。となっています。となっています。となっています。

こうしたことから、こうしたことから、こうしたことから、こうしたことから、先先先先ほど申し上ほど申し上ほど申し上ほど申し上げげげげましたようなましたようなましたようなましたような仕仕仕仕組組組組みは、国がみは、国がみは、国がみは、国が地地地地方の行方の行方の行方の行政改政改政改政改革革革革努努努努力力力力やややや

地地地地域域域域活活活活性化性化性化性化の成の成の成の成果果果果を査定して、を査定して、を査定して、を査定して、地地地地方方方方交付交付交付交付税税税税を配を配を配を配分分分分することにつながるおそれがあるのではすることにつながるおそれがあるのではすることにつながるおそれがあるのではすることにつながるおそれがあるのでは

ないかとないかとないかとないかと考え考え考え考えておりまして、これにつきましては、ておりまして、これにつきましては、ておりまして、これにつきましては、ておりまして、これにつきましては、地地地地方方方方交付交付交付交付税税税税のののの制制制制度度度度上、上、上、上、ややややはり委員ご指はり委員ご指はり委員ご指はり委員ご指
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摘摘摘摘のありましたようにのありましたようにのありましたようにのありましたように若干若干若干若干ななななじじじじまない部まない部まない部まない部分分分分があると思っております。これにつきましても、があると思っております。これにつきましても、があると思っております。これにつきましても、があると思っております。これにつきましても、

地地地地方方方方交付交付交付交付税税税税総総総総額額額額のののの充充充充実実実実、確、確、確、確保保保保とあわせまして、国に対してとあわせまして、国に対してとあわせまして、国に対してとあわせまして、国に対して意見意見意見意見を申し上を申し上を申し上を申し上げげげげていきたいとていきたいとていきたいとていきたいと考考考考

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

○中井行政経営課長○中井行政経営課長○中井行政経営課長○中井行政経営課長 番番番番号制号制号制号制度度度度、いわ、いわ、いわ、いわゆゆゆゆるるるるママママイイイイナナナナンンンンババババーーーー制制制制度度度度についてお答についてお答についてお答についてお答ええええさせていたださせていたださせていたださせていただ

きます。きます。きます。きます。

番番番番号制号制号制号制度度度度は、は、は、は、社社社社会会会会保障や保障や保障や保障や税制税制税制税制度度度度のののの効効効効率性率性率性率性、、、、透透透透明明明明性性性性を高めて、国民にとってを高めて、国民にとってを高めて、国民にとってを高めて、国民にとって利利利利便便便便性性性性の高いの高いの高いの高い

公平公正な公平公正な公平公正な公平公正な社社社社会を会を会を会を実実実実現するための現するための現するための現するための社社社社会会会会イイイインンンンフラフラフラフラとして導入されるものでございます。委員として導入されるものでございます。委員として導入されるものでございます。委員として導入されるものでございます。委員

からご指からご指からご指からご指摘摘摘摘をいただきましたように、をいただきましたように、をいただきましたように、をいただきましたように、個個個個人情人情人情人情報の報の報の報の漏漏漏漏ええええいいいいやややや成り成り成り成り済済済済まし等に関しまして、国まし等に関しまして、国まし等に関しまして、国まし等に関しまして、国

民の民の民の民の懸懸懸懸念念念念があることは県としましてもがあることは県としましてもがあることは県としましてもがあることは県としましても十分十分十分十分に承知をしているところでございます。に承知をしているところでございます。に承知をしているところでございます。に承知をしているところでございます。番番番番号制号制号制号制

度度度度の導入に当たりましては、の導入に当たりましては、の導入に当たりましては、の導入に当たりましては、シスシスシスシステテテテム面ム面ム面ム面とととと制制制制度度度度面面面面のののの両両両両面面面面からからからから個個個個人情人情人情人情報の確報の確報の確報の確実実実実なななな保保保保護護護護措措措措置置置置がががが

講じ講じ講じ講じられることとなっております。られることとなっております。られることとなっております。られることとなっております。

まず、まず、まず、まず、シスシスシスシステテテテム面ム面ム面ム面におきましては、国民のにおきましては、国民のにおきましては、国民のにおきましては、国民の個個個個人情人情人情人情報が１報が１報が１報が１カカカカ所所所所でででで集集集集中管理されることはな中管理されることはな中管理されることはな中管理されることはな

く、く、く、く、各各各各行行行行政政政政機関が機関が機関が機関が引引引引きききき続続続続き管理をし、き管理をし、き管理をし、き管理をし、必必必必要要要要最最最最小限小限小限小限のののの個個個個人情人情人情人情報を報を報を報をややややりとりする方りとりする方りとりする方りとりする方式式式式がががが採採採採用さ用さ用さ用さ

れております。この方れております。この方れております。この方れております。この方式式式式におきましては、部におきましては、部におきましては、部におきましては、部外外外外者が他者が他者が他者が他人人人人のののの個個個個人番人番人番人番号号号号を入を入を入を入手手手手いたしましても、いたしましても、いたしましても、いたしましても、

そのそのそのその番番番番号号号号でででで情情情情報が報が報が報が引引引引き出せないき出せないき出せないき出せない仕仕仕仕組組組組みになっているなど、みになっているなど、みになっているなど、みになっているなど、複複複複数数数数のののの情情情情報報報報漏漏漏漏ええええい対い対い対い対策策策策がががが講じ講じ講じ講じらららら

れるれるれるれる予予予予定でございます。定でございます。定でございます。定でございます。

続続続続きまして、きまして、きまして、きまして、制制制制度度度度面面面面でございますが、でございますが、でございますが、でございますが、シスシスシスシステテテテムムムム上、上、上、上、情情情情報が報が報が報が保保保保護護護護されるされるされるされる仕仕仕仕組組組組みとなっていみとなっていみとなっていみとなってい

るかどうかを事前にるかどうかを事前にるかどうかを事前にるかどうかを事前に評評評評価価価価する第する第する第する第三三三三者者者者評評評評価価価価のののの実施や実施や実施や実施や、、、、不不不不正に正に正に正に個個個個人情人情人情人情報に報に報に報にアアアアククククセセセセススススしたものにしたものにしたものにしたものに

対する対する対する対する罰罰罰罰則則則則のののの強化強化強化強化など、など、など、など、制制制制度度度度面面面面におきましてもにおきましてもにおきましてもにおきましても厳重厳重厳重厳重なななな保保保保護護護護対対対対策策策策がががが措措措措置置置置されるされるされるされる予予予予定でござい定でござい定でござい定でござい

ます。ます。ます。ます。

平成２平成２平成２平成２８８８８年１月の年１月の年１月の年１月の個個個個人番人番人番人番号号号号のののの利利利利用開用開用開用開始始始始に向けて、今後に向けて、今後に向けて、今後に向けて、今後制制制制度度度度の詳細の詳細の詳細の詳細設計設計設計設計が国において、行が国において、行が国において、行が国において、行

われていくこととなりますが、県としましてはこれらの動向をわれていくこととなりますが、県としましてはこれらの動向をわれていくこととなりますが、県としましてはこれらの動向をわれていくこととなりますが、県としましてはこれらの動向を注注注注視視視視し、し、し、し、個個個個人情人情人情人情報の報の報の報の保保保保護護護護措措措措

置置置置がしっかりととられたがしっかりととられたがしっかりととられたがしっかりととられた制制制制度度度度となってるかをとなってるかをとなってるかをとなってるかを検検検検証証証証し、し、し、し、必必必必要な対要な対要な対要な対応応応応をををを取取取取ってまいりたいとってまいりたいとってまいりたいとってまいりたいと考考考考

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

○岡野奈良の木ブランド課長○岡野奈良の木ブランド課長○岡野奈良の木ブランド課長○岡野奈良の木ブランド課長 県産県産県産県産材材材材のののの利利利利用の用の用の用の促進促進促進促進に向けたに向けたに向けたに向けた取取取取りりりり組組組組みについて、お答みについて、お答みについて、お答みについて、お答ええええ申申申申

し上し上し上し上げげげげます。ます。ます。ます。

山村委員ご指山村委員ご指山村委員ご指山村委員ご指摘摘摘摘のように、国では公のように、国では公のように、国では公のように、国では公共建共建共建共建築築築築物物物物等における木等における木等における木等における木材材材材利利利利用の用の用の用の促進促進促進促進に関するに関するに関するに関する法法法法律律律律が、が、が、が、

平成２２年１０月に平成２２年１０月に平成２２年１０月に平成２２年１０月に施施施施行されたところでございます。公行されたところでございます。公行されたところでございます。公行されたところでございます。公共建共建共建共建築築築築物物物物における県産における県産における県産における県産材材材材のののの利利利利用の用の用の用の

推推推推進進進進につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、直直直直接接接接的な的な的な的な需需需需要要要要効効効効果果果果と民と民と民と民間建間建間建間建築築築築物物物物でのでのでのでの利利利利用用用用促進促進促進促進効効効効果果果果がががが期待期待期待期待できる大できる大できる大できる大変変変変

有効有効有効有効なななな取取取取りりりり組組組組みであるという認みであるという認みであるという認みであるという認識識識識のもと、本県におきましても平成２４年３月に奈良の木のもと、本県におきましても平成２４年３月に奈良の木のもと、本県におきましても平成２４年３月に奈良の木のもと、本県におきましても平成２４年３月に奈良の木
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利利利利用用用用推推推推進進進進方方方方針針針針をををを策策策策定しております。この方定しております。この方定しております。この方定しております。この方針針針針の中では、の中では、の中では、の中では、耐耐耐耐火火火火建建建建築築築築物物物物が求められないが求められないが求められないが求められない低低低低層層層層建建建建

築築築築物物物物における木における木における木における木造造造造のののの推推推推進進進進、また、また、また、また多多多多くの県民の方々がくの県民の方々がくの県民の方々がくの県民の方々が利利利利用される用される用される用されるススススペペペペーーーーススススについては、内については、内については、内については、内装装装装

木質木質木質木質化化化化をををを図図図図っていこうといったところをっていこうといったところをっていこうといったところをっていこうといったところを基基基基本の方本の方本の方本の方針針針針としておりまして、これまでに県としておりまして、これまでに県としておりまして、これまでに県としておりまして、これまでに県庁庁庁庁舎舎舎舎

のののの玄玄玄玄関関関関ホホホホーーーールやルやルやルや中中中中央央央央こどもこどもこどもこども家庭家庭家庭家庭相談相談相談相談センターなどの内センターなどの内センターなどの内センターなどの内装装装装の木質の木質の木質の木質化化化化などをなどをなどをなどを進進進進めてきておりまめてきておりまめてきておりまめてきておりま

す。本年す。本年す。本年す。本年度度度度におきましても、新たににおきましても、新たににおきましても、新たににおきましても、新たに旧旧旧旧耳耳耳耳成高成高成高成高校校校校のののの庁庁庁庁舎舎舎舎、また奈良公、また奈良公、また奈良公、また奈良公園園園園管理事務管理事務管理事務管理事務所所所所の事務の事務の事務の事務所所所所

のののの建建建建てかてかてかてかえ工え工え工え工事での事での事での事での実施実施実施実施をををを予予予予定しているところです。加定しているところです。加定しているところです。加定しているところです。加ええええまして、まして、まして、まして、市市市市町町町町村にも、このよう村にも、このよう村にも、このよう村にも、このよう

な方な方な方な方針針針針策策策策定を定を定を定を促促促促しておりまして、現在、２９しておりまして、現在、２９しておりまして、現在、２９しておりまして、現在、２９市市市市町町町町村において村において村において村において策策策策定定定定済済済済みとなっております。みとなっております。みとなっております。みとなっております。

今年今年今年今年度度度度は、は、は、は、具具具具体体体体的に５的に５的に５的に５市市市市町町町町村で９村で９村で９村で９施設施設施設施設のののの整備整備整備整備が行われるということで、これに対しましが行われるということで、これに対しましが行われるということで、これに対しましが行われるということで、これに対しまし

ても、県としてても、県としてても、県としてても、県として助助助助成を行う成を行う成を行う成を行う予予予予定にしております。定にしております。定にしております。定にしております。

それから、それから、それから、それから、販販販販路路路路開開開開拓拓拓拓についてでございますけれども、委員ご指についてでございますけれども、委員ご指についてでございますけれども、委員ご指についてでございますけれども、委員ご指摘摘摘摘のように、県内の新のように、県内の新のように、県内の新のように、県内の新築築築築

住住住住宅宅宅宅のののの着着着着工工工工戸戸戸戸数数数数、平成、平成、平成、平成元元元元年の年の年の年の数数数数字字字字をををを見見見見てみますと１てみますと１てみますと１てみますと１万８，万８，万８，万８，００００００００００００戸戸戸戸程程程程度度度度ございましたものございましたものございましたものございましたもの

が、平成２４年が、平成２４年が、平成２４年が、平成２４年度度度度はははは６，７６，７６，７６，７００００００００戸戸戸戸となっておりまして、ここ２０年でとなっておりまして、ここ２０年でとなっておりまして、ここ２０年でとなっておりまして、ここ２０年で約約約約３３３３分分分分の１にの１にの１にの１に減少減少減少減少しししし

ているているているている状況状況状況状況でございます。こういうでございます。こういうでございます。こういうでございます。こういう状況状況状況状況をををを踏踏踏踏ままままええええますと、県産ますと、県産ますと、県産ますと、県産材材材材のさらなるのさらなるのさらなるのさらなる利利利利用に向けて用に向けて用に向けて用に向けて

は、は、は、は、首首首首都都都都圏圏圏圏などの大きななどの大きななどの大きななどの大きな市場市場市場市場における新たなにおける新たなにおける新たなにおける新たな販販販販路路路路開開開開拓拓拓拓が大が大が大が大変変変変重重重重要な要な要な要な取取取取りりりり組組組組みであるとみであるとみであるとみであると考え考え考え考え

ております。ております。ております。ております。

特特特特に、本県の木に、本県の木に、本県の木に、本県の木材材材材は、木目が細かくは、木目が細かくは、木目が細かくは、木目が細かく艶艶艶艶があってがあってがあってがあって色色色色目が目が目が目が美美美美しいしいしいしい吉吉吉吉野野野野材材材材に代に代に代に代表表表表されるようなされるようなされるようなされるような

高高高高級級級級材材材材の産の産の産の産地地地地でございますので、他にないこのようなでございますので、他にないこのようなでございますので、他にないこのようなでございますので、他にないこのような強強強強みをみをみをみを最最最最大大大大限限限限にににに生生生生かせるようなターかせるようなターかせるようなターかせるようなター

ゲゲゲゲッッッットトトトをををを絞絞絞絞ったったったった売売売売りりりり込込込込みがみがみがみが効効効効果果果果的であると的であると的であると的であると考え考え考え考えております。ております。ております。ております。

このような中、このような中、このような中、このような中、多少多少多少多少景景景景気気気気の動向の明るいの動向の明るいの動向の明るいの動向の明るい兆兆兆兆し等の要し等の要し等の要し等の要因因因因もございまして、もございまして、もございまして、もございまして、首首首首都都都都圏圏圏圏におけるにおけるにおけるにおける

８８８８月月月月期期期期ののののママママンンンンショショショションの新ンの新ンの新ンの新築築築築発発発発売売売売戸戸戸戸数数数数をををを見見見見ますと、前年ますと、前年ますと、前年ますと、前年度同度同度同度同月月月月比比比比で５３で５３で５３で５３．．．．３３３３％％％％ということで、ということで、ということで、ということで、

依依依依然として然として然として然として活活活活況況況況がががが続続続続いております。こういったいております。こういったいております。こういったいております。こういったママママンンンンショショショションの中には、内ンの中には、内ンの中には、内ンの中には、内装装装装にににに特特特特別別別別のののの仕仕仕仕様を様を様を様を

求める高求める高求める高求める高級物件級物件級物件級物件もももも伸伸伸伸びびびびているているているている状況状況状況状況でございまして、加でございまして、加でございまして、加でございまして、加ええええて、て、て、て、商商商商業業業業ビビビビルルルル等の新等の新等の新等の新設設設設もももも活活活活況況況況でごでごでごでご

ざいます。こういったところでは、内ざいます。こういったところでは、内ざいます。こういったところでは、内ざいます。こういったところでは、内装装装装仕仕仕仕上上上上げげげげ材材材材としての高としての高としての高としての高級級級級木木木木材材材材のののの需需需需要が大きく要が大きく要が大きく要が大きく見見見見込込込込めめめめ

るということがありますので、本県といたしましても、るということがありますので、本県といたしましても、るということがありますので、本県といたしましても、るということがありますので、本県といたしましても、実実実実はことし１１月にはことし１１月にはことし１１月にはことし１１月に首首首首都都都都圏圏圏圏の高の高の高の高級級級級

ママママンンンンショショショションンンンやややや商商商商業業業業ビビビビルルルル等の等の等の等の建設建設建設建設業者、業者、業者、業者、販売販売販売販売業者、また業者、また業者、また業者、また建建建建築築築築デデデデザイザイザイザイナナナナー等を対ー等を対ー等を対ー等を対象象象象に、知事に、知事に、知事に、知事トトトト

ッッッッププププセーセーセーセールルルルススススなどをおこなう奈良の木などをおこなう奈良の木などをおこなう奈良の木などをおこなう奈良の木フェアフェアフェアフェアをををを実施実施実施実施してしてしてして売売売売りりりり込込込込んでいこうとんでいこうとんでいこうとんでいこうと考え考え考え考えておりまておりまておりまておりま

す。このす。このす。このす。このフェアフェアフェアフェアには、県内の木には、県内の木には、県内の木には、県内の木材材材材製製製製品品品品取取取取扱扱扱扱業者など、１３の事業者業者など、１３の事業者業者など、１３の事業者業者など、１３の事業者及び及び及び及び団団団団体体体体がががが参参参参加するこ加するこ加するこ加するこ

ととなっておりまして、ととなっておりまして、ととなっておりまして、ととなっておりまして、官官官官民一民一民一民一体体体体となって奈良県産となって奈良県産となって奈良県産となって奈良県産材材材材のののの販販販販路路路路拡拡拡拡大に大に大に大に取取取取りりりり組組組組むむむむというものでというものでというものでというもので

す。す。す。す。

県といたしましては、今後もこのような県といたしましては、今後もこのような県といたしましては、今後もこのような県といたしましては、今後もこのような販販販販路路路路拡拡拡拡大の大の大の大の取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを継続継続継続継続し、し、し、し、着着着着実実実実に成に成に成に成果果果果を上を上を上を上
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げげげげてまいりたいとてまいりたいとてまいりたいとてまいりたいと考え考え考え考えております。以上でございます。ております。以上でございます。ております。以上でございます。ております。以上でございます。

○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 お答お答お答お答ええええ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。

最初最初最初最初のののの地地地地方方方方交付交付交付交付税税税税につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、財政財政財政財政課課課課長が長が長が長が力力力力強強強強くおっしくおっしくおっしくおっしゃゃゃゃっていただきましたので、っていただきましたので、っていただきましたので、っていただきましたので、

期待期待期待期待しておりますが、安倍しておりますが、安倍しておりますが、安倍しておりますが、安倍政政政政権権権権は大は大は大は大変変変変なななな暴走暴走暴走暴走内閣でありまして、いろいろな内閣でありまして、いろいろな内閣でありまして、いろいろな内閣でありまして、いろいろな面面面面で心配がたで心配がたで心配がたで心配がた

くさんあるのですけれども、それをくさんあるのですけれども、それをくさんあるのですけれども、それをくさんあるのですけれども、それを食食食食いとめていくということでいいますと、いとめていくということでいいますと、いとめていくということでいいますと、いとめていくということでいいますと、ややややはりはりはりはり地地地地方方方方

団団団団体体体体、、、、地地地地方から一方から一方から一方から一致致致致団団団団結結結結したしたしたした共同共同共同共同のののの力力力力がががが非常非常非常非常に大事だと思っていますので、に大事だと思っていますので、に大事だと思っていますので、に大事だと思っていますので、私私私私たたたたちちちちもももも力力力力をををを

尽尽尽尽くしますけれども、くしますけれども、くしますけれども、くしますけれども、全全全全国と国と国と国と連連連連帯帯帯帯して大いにして大いにして大いにして大いに頑張頑張頑張頑張っていただきたいとお願いしておきたいっていただきたいとお願いしておきたいっていただきたいとお願いしておきたいっていただきたいとお願いしておきたい

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、ママママイイイイナナナナンンンンババババーーーー制制制制度度度度につきましては、県としても危につきましては、県としても危につきましては、県としても危につきましては、県としても危険険険険性性性性を認を認を認を認識識識識しているとおっしているとおっしているとおっしているとおっ

ししししゃゃゃゃっていただいております。っていただいております。っていただいております。っていただいております。ややややはりはりはりはり実際実際実際実際にににに進進進進めていく上で、問めていく上で、問めていく上で、問めていく上で、問題や題や題や題や危危危危険険険険性性性性が、国民にが、国民にが、国民にが、国民に十十十十

分分分分知られることが大事だと思いますし、知られることが大事だと思いますし、知られることが大事だと思いますし、知られることが大事だと思いますし、犯罪犯罪犯罪犯罪があってからではがあってからではがあってからではがあってからでは遅遅遅遅いということと、いということと、いということと、いということと、ママママイイイイナナナナ

ンンンンババババーの前にーの前にーの前にーの前に住住住住民民民民基基基基本本本本台台台台帳帳帳帳制制制制度度度度というのができまして、そのときにというのができまして、そのときにというのができまして、そのときにというのができまして、そのときにププププラララライイイイバシバシバシバシーのーのーのーの侵侵侵侵害害害害がががが

避避避避けられないということで、けられないということで、けられないということで、けられないということで、過剰過剰過剰過剰にににに保保保保護護護護するというするというするというするという形形形形で、で、で、で、間間間間違違違違った方向に向いていく、った方向に向いていく、った方向に向いていく、った方向に向いていく、厳厳厳厳

罰罰罰罰化化化化するということで、するということで、するということで、するということで、情情情情報報報報隠隠隠隠しになってしまうこともしになってしまうこともしになってしまうこともしになってしまうことも起起起起こっている事こっている事こっている事こっている事態態態態もももも過過過過去去去去にはにはにはには経経経経験験験験

をしているということもありますので、これはをしているということもありますので、これはをしているということもありますので、これはをしているということもありますので、これは非常非常非常非常にににに難難難難しいところだと思うのですが、しいところだと思うのですが、しいところだと思うのですが、しいところだと思うのですが、個個個個

人情人情人情人情報をしっかりと報をしっかりと報をしっかりと報をしっかりと保保保保護護護護できるできるできるできる効効効効率率率率的な的な的な的なシスシスシスシステテテテムムムムにつくっていかないと、今のにつくっていかないと、今のにつくっていかないと、今のにつくっていかないと、今の状況状況状況状況はははは非常非常非常非常

に危に危に危に危険険険険だということのだということのだということのだということの情情情情報開報開報開報開示示示示ですとか、ですとか、ですとか、ですとか、意見意見意見意見表表表表明ですとか、県としてできることを明ですとか、県としてできることを明ですとか、県としてできることを明ですとか、県としてできることをややややっっっっ

ていただきたいとお願いしておきたいと思います。ていただきたいとお願いしておきたいと思います。ていただきたいとお願いしておきたいと思います。ていただきたいとお願いしておきたいと思います。

最最最最後に、県産後に、県産後に、県産後に、県産材材材材のことにつきましては、詳しくお答のことにつきましては、詳しくお答のことにつきましては、詳しくお答のことにつきましては、詳しくお答ええええいただきまして、県としても大いただきまして、県としても大いただきまして、県としても大いただきまして、県としても大変変変変

努努努努力力力力していることがよくわかったと思います。していることがよくわかったと思います。していることがよくわかったと思います。していることがよくわかったと思います。森森森森林の林の林の林の育育育育成は５０年から１００年成は５０年から１００年成は５０年から１００年成は５０年から１００年仕仕仕仕事で、事で、事で、事で、

今今今今売売売売れたからいいというだけではなく、れたからいいというだけではなく、れたからいいというだけではなく、れたからいいというだけではなく、ややややはりはりはりはり切切切切った後にった後にった後にった後に植植植植ええええてててて再生再生再生再生していくしていくしていくしていく循循循循環型環型環型環型といといといとい

うううう形形形形がががが進進進進まないまないまないまない限限限限り、り、り、り、森森森森林と林と林と林と地地地地球球球球、あるいは林業を、あるいは林業を、あるいは林業を、あるいは林業を守守守守れないと思いますので、れないと思いますので、れないと思いますので、れないと思いますので、価格価格価格価格の安定の安定の安定の安定

とととと需需需需要の要の要の要の拡拡拡拡大と、その大と、その大と、その大と、その両両両両方が本当にき方が本当にき方が本当にき方が本当にきちちちちんとんとんとんと図図図図られていくというられていくというられていくというられていくという形形形形で林業で林業で林業で林業家家家家が発が発が発が発展展展展できるできるできるできる

ように、さらなるご努ように、さらなるご努ように、さらなるご努ように、さらなるご努力力力力をお願いをしておきたいと思います。以上です。をお願いをしておきたいと思います。以上です。をお願いをしておきたいと思います。以上です。をお願いをしておきたいと思います。以上です。

○神田委員長○神田委員長○神田委員長○神田委員長 要要要要望望望望ですですですですねねねね。。。。

○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 はい。はい。はい。はい。

○宮木委員○宮木委員○宮木委員○宮木委員 私私私私から１点おから１点おから１点おから１点お伺伺伺伺いします。産業雇用についておいします。産業雇用についておいします。産業雇用についておいします。産業雇用についてお伺伺伺伺いいたします。奈良県内のいいたします。奈良県内のいいたします。奈良県内のいいたします。奈良県内の

企企企企業に業に業に業に採採採採用された新入用された新入用された新入用された新入社社社社員の員の員の員の離離離離職についてです。職についてです。職についてです。職についてです。就就就就職が職が職が職が難難難難しい中、高しい中、高しい中、高しい中、高校校校校、大、大、大、大学学学学をををを卒卒卒卒業後、業後、業後、業後、

奈良県内の奈良県内の奈良県内の奈良県内の企企企企業に業に業に業に採採採採用され、その後３年以内に用され、その後３年以内に用され、その後３年以内に用され、その後３年以内に離離離離職する従業員の職する従業員の職する従業員の職する従業員の割割割割合が合が合が合が全全全全国平国平国平国平均均均均より奈良より奈良より奈良より奈良

県は高いということです。県は高いということです。県は高いということです。県は高いということです。近近近近畿畿畿畿２府４県では、高２府４県では、高２府４県では、高２府４県では、高校校校校卒卒卒卒業が業が業が業が全全全全国３５国３５国３５国３５．．．．７７７７％％％％に対し、奈良県に対し、奈良県に対し、奈良県に対し、奈良県
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は４２は４２は４２は４２．．．．２２２２％％％％、また大、また大、また大、また大学学学学卒卒卒卒業にいたっては、業にいたっては、業にいたっては、業にいたっては、全全全全国平国平国平国平均均均均が２が２が２が２８８８８．．．．８８８８％％％％に対し、奈良は３５に対し、奈良は３５に対し、奈良は３５に対し、奈良は３５．．．．

１１１１％％％％と、と、と、と、近近近近畿畿畿畿２府４県の中では一２府４県の中では一２府４県の中では一２府４県の中では一番番番番高い高い高い高い数数数数字字字字となっています。このとなっています。このとなっています。このとなっています。この離離離離職に当たっては、職に当たっては、職に当たっては、職に当たっては、ヘヘヘヘ

ッッッッドハドハドハドハンンンンテテテティィィィンンンンググググされたり、またされたり、またされたり、またされたり、またスススステテテテッッッッププププアアアアッッッッププププによるものだったらいいと思うのですけによるものだったらいいと思うのですけによるものだったらいいと思うのですけによるものだったらいいと思うのですけ

れども、なかなかそういうれども、なかなかそういうれども、なかなかそういうれども、なかなかそういう状況状況状況状況ではないとではないとではないとではないと考え考え考え考えられます。これについてどのようにおられます。これについてどのようにおられます。これについてどのようにおられます。これについてどのようにお考え考え考え考え

か、また対か、また対か、また対か、また対策策策策等をしておられたら、どのような対等をしておられたら、どのような対等をしておられたら、どのような対等をしておられたら、どのような対策策策策をしておられるのかおをしておられるのかおをしておられるのかおをしておられるのかお伺伺伺伺いいたします。いいたします。いいたします。いいたします。

以上です。以上です。以上です。以上です。

○村上雇用労政課長○村上雇用労政課長○村上雇用労政課長○村上雇用労政課長 若若若若者の３年以内の者の３年以内の者の３年以内の者の３年以内の離離離離職職職職率率率率が高いというおが高いというおが高いというおが高いというお尋尋尋尋ねねねねでございます。でございます。でございます。でございます。数数数数字字字字はははは

宮木委員お宮木委員お宮木委員お宮木委員お述述述述べべべべのとおりでございます。のとおりでございます。のとおりでございます。のとおりでございます。就就就就職をしても職をしても職をしても職をしても短短短短期間期間期間期間でででで離離離離職してしまう、そういう職してしまう、そういう職してしまう、そういう職してしまう、そういう

方が方が方が方が多多多多い。これはい。これはい。これはい。これは若若若若者の職業者の職業者の職業者の職業意意意意識識識識のののの醸醸醸醸成、あるいは成、あるいは成、あるいは成、あるいは就労就労就労就労のためののためののためののための基基基基礎礎礎礎知知知知識識識識がががが不十分不十分不十分不十分なとこなとこなとこなとこ

ろもあるかとろもあるかとろもあるかとろもあるかと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。

県といたしましては、例県といたしましては、例県といたしましては、例県といたしましては、例ええええばばばば小小小小・中・中・中・中学生学生学生学生を対を対を対を対象象象象といたしまして、といたしまして、といたしまして、といたしまして、物づ物づ物づ物づくりのすばらしさくりのすばらしさくりのすばらしさくりのすばらしさ

をををを伝伝伝伝ええええ、、、、技技技技能能能能者の者の者の者の仕仕仕仕事を事を事を事を実感実感実感実感していただくために、事業していただくために、事業していただくために、事業していただくために、事業所見所見所見所見学学学学をををを実施実施実施実施しております。あるしております。あるしております。あるしております。ある

いは高いは高いは高いは高校生校生校生校生を対を対を対を対象象象象にして、にして、にして、にして、就就就就職職職職フォフォフォフォーーーーラムラムラムラム、、、、ジョブサマジョブサマジョブサマジョブサマーーーーススススククククーーーールルルルをををを毎毎毎毎年開年開年開年開催催催催しておりましておりましておりましておりま

す。これはす。これはす。これはす。これは就就就就職の職の職の職の先先先先輩輩輩輩、、、、就就就就職している方、あるいは県内職している方、あるいは県内職している方、あるいは県内職している方、あるいは県内企企企企業の業の業の業の人人人人事事事事担担担担当者によります当者によります当者によります当者によりますパネパネパネパネ

ルルルルディスカディスカディスカディスカッッッッショショショション、あるいは県内ン、あるいは県内ン、あるいは県内ン、あるいは県内企企企企業の業の業の業の展展展展示示示示ブブブブーーーースススス、、、、ココココーーーーナナナナーをつくりまして、ーをつくりまして、ーをつくりまして、ーをつくりまして、働働働働くこくこくこくこ

との大との大との大との大切切切切ささささやややや、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは社社社社会の中で会の中で会の中で会の中で働働働働くことのくことのくことのくことの意意意意味味味味をををを考え考え考え考えるるるるフォフォフォフォーーーーラムラムラムラムをををを実施実施実施実施しているとしているとしているとしていると

ころでございます。ころでございます。ころでございます。ころでございます。

次に、大次に、大次に、大次に、大学生学生学生学生向けとしましては、向けとしましては、向けとしましては、向けとしましては、就就就就職職職職活活活活動開動開動開動開始始始始前の大前の大前の大前の大学学学学３回３回３回３回生生生生を対を対を対を対象象象象にいたしまして、にいたしまして、にいたしまして、にいたしまして、

県内県内県内県内企企企企業から業から業から業から話話話話を聞くことができる業を聞くことができる業を聞くことができる業を聞くことができる業界界界界のののの研研研研究究究究会、あるいは内定者と会、あるいは内定者と会、あるいは内定者と会、あるいは内定者と座座座座談談談談会をするという会をするという会をするという会をするという

内容の事業を内容の事業を内容の事業を内容の事業を実施実施実施実施しておりまして、しておりまして、しておりまして、しておりまして、企企企企業合業合業合業合同同同同説説説説明会ですが、そんな中で今年明会ですが、そんな中で今年明会ですが、そんな中で今年明会ですが、そんな中で今年度度度度新たな事業新たな事業新たな事業新たな事業

としてとしてとしてとして取取取取りりりり組組組組んでいるところでございます。んでいるところでございます。んでいるところでございます。んでいるところでございます。

○宮木委員○宮木委員○宮木委員○宮木委員 ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。小小小小・中・中・中・中学生学生学生学生においては、においては、においては、においては、仕仕仕仕事に対する事に対する事に対する事に対する意意意意識識識識が、が、が、が、私私私私達達達達

のののの幼幼幼幼いときにいときにいときにいときに比比比比べべべべるとるとるとると少少少少しししし劣劣劣劣っているのかと思います。っているのかと思います。っているのかと思います。っているのかと思います。祭祭祭祭事とかで事とかで事とかで事とかで親親親親戚戚戚戚の大の大の大の大人人人人達達達達がががが集集集集まっまっまっまっ

たときには、大きくなったらたときには、大きくなったらたときには、大きくなったらたときには、大きくなったら何何何何になるのとか、よく質問されたと思います。になるのとか、よく質問されたと思います。になるのとか、よく質問されたと思います。になるのとか、よく質問されたと思います。近近近近所所所所の大の大の大の大人人人人達達達達

からも、中からも、中からも、中からも、中学生学生学生学生または高または高または高または高校校校校になったときに大きくなったらどんな職業につくのかとよく質になったときに大きくなったらどんな職業につくのかとよく質になったときに大きくなったらどんな職業につくのかとよく質になったときに大きくなったらどんな職業につくのかとよく質

問されたと思うのですけれども、なかなか今、そういう言問されたと思うのですけれども、なかなか今、そういう言問されたと思うのですけれども、なかなか今、そういう言問されたと思うのですけれども、なかなか今、そういう言葉葉葉葉がががが地地地地域域域域で質問として出ていなで質問として出ていなで質問として出ていなで質問として出ていな

いようないようないようないような実感実感実感実感がありますので、がありますので、がありますので、がありますので、私私私私達達達達もももも地地地地域域域域にににに生生生生きるきるきるきる人間人間人間人間として、そういうことをとして、そういうことをとして、そういうことをとして、そういうことを少少少少しでもしでもしでもしでも

声声声声かけをしていかないといけないと、そして行かけをしていかないといけないと、そして行かけをしていかないといけないと、そして行かけをしていかないといけないと、そして行政政政政として、今おとして、今おとして、今おとして、今お話話話話していただいたようなこしていただいたようなこしていただいたようなこしていただいたようなこ

とをとをとをとを進進進進めていただいて、めていただいて、めていただいて、めていただいて、少少少少しでもしでもしでもしでも子子子子どもたどもたどもたどもたちちちちがよりよいがよりよいがよりよいがよりよい環境環境環境環境の中での中での中での中で仕仕仕仕事ができるようにな事ができるようにな事ができるようにな事ができるようにな

ればと思います。ありがとうございます。ればと思います。ありがとうございます。ればと思います。ありがとうございます。ればと思います。ありがとうございます。
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○高柳副委員長○高柳副委員長○高柳副委員長○高柳副委員長 ２点、よろしくお願いします。２点、よろしくお願いします。２点、よろしくお願いします。２点、よろしくお願いします。

１つは、９月２０日に職員の１つは、９月２０日に職員の１つは、９月２０日に職員の１つは、９月２０日に職員の懲懲懲懲戒戒戒戒処処処処分分分分が出されました。それはが出されました。それはが出されました。それはが出されました。それは建設建設建設建設リリリリササササイクル法イクル法イクル法イクル法による、による、による、による、

無無無無届届届届けけけけ解体解体解体解体事案の当事者ということで３名、事案の当事者ということで３名、事案の当事者ということで３名、事案の当事者ということで３名、訓訓訓訓告２名、告２名、告２名、告２名、注意注意注意注意処処処処分分分分が１名、管理監が１名、管理監が１名、管理監が１名、管理監督督督督者１名者１名者１名者１名

ということで、４名がということで、４名がということで、４名がということで、４名が処処処処分分分分されました。しかし、されました。しかし、されました。しかし、されました。しかし、私私私私は、これでは、これでは、これでは、これで終終終終わりになったら大わりになったら大わりになったら大わりになったら大変変変変だなだなだなだな

と思いました。それはなと思いました。それはなと思いました。それはなと思いました。それはなぜぜぜぜかといいますと、これはかといいますと、これはかといいますと、これはかといいますと、これは百条百条百条百条委員会で問委員会で問委員会で問委員会で問題題題題になりました。そのになりました。そのになりました。そのになりました。その

一つの事務の一つの事務の一つの事務の一つの事務の流流流流れ、れ、れ、れ、解体解体解体解体届届届届を出すまでのを出すまでのを出すまでのを出すまでの流流流流れの中で、委れの中で、委れの中で、委れの中で、委任任任任状状状状がががが添添添添付付付付されていないのにそれされていないのにそれされていないのにそれされていないのにそれ

をををを受受受受理して、そのことがまかり理して、そのことがまかり理して、そのことがまかり理して、そのことがまかり通通通通っていたと。っていたと。っていたと。っていたと。解体解体解体解体されるされるされるされるべべべべきききき建物建物建物建物の持の持の持の持ちちちち主の委主の委主の委主の委任任任任状状状状がながながながな

いのに、いのに、いのに、いのに、解体解体解体解体業者が業者が業者が業者が書書書書類類類類を出しを出しを出しを出し建物建物建物建物をををを壊壊壊壊すことができるというすことができるというすことができるというすことができるという仕仕仕仕組組組組みが大きな問みが大きな問みが大きな問みが大きな問題題題題だといだといだといだとい

うことがうことがうことがうことが百条百条百条百条委員会で出てきました。それは委員会で出てきました。それは委員会で出てきました。それは委員会で出てきました。それは百条百条百条百条委員会の報告委員会の報告委員会の報告委員会の報告書書書書の中では明の中では明の中では明の中では明記記記記はしませんはしませんはしませんはしません

でしたけれども、でしたけれども、でしたけれども、でしたけれども、十十十十二二二二分分分分にににに共通共通共通共通認認認認識識識識できたものだと思っていました。副知事をできたものだと思っていました。副知事をできたものだと思っていました。副知事をできたものだと思っていました。副知事を筆頭筆頭筆頭筆頭とするとするとするとする

調調調調査委員会も県の中でつくられたのに、その査委員会も県の中でつくられたのに、その査委員会も県の中でつくられたのに、その査委員会も県の中でつくられたのに、その調調調調査報告の中でも査報告の中でも査報告の中でも査報告の中でも述述述述べべべべられていませんでした。られていませんでした。られていませんでした。られていませんでした。

こういう問こういう問こういう問こういう問題題題題は、は、は、は、建設建設建設建設リリリリササササイクル法イクル法イクル法イクル法だけではなしに、県がだけではなしに、県がだけではなしに、県がだけではなしに、県が最最最最も大事にするも大事にするも大事にするも大事にするべべべべき、県民のき、県民のき、県民のき、県民の財財財財

産をしっかり産をしっかり産をしっかり産をしっかり保全保全保全保全するするするする仕仕仕仕組組組組みをみをみをみを担担担担保保保保しなければならないのに、大きなところがしなければならないのに、大きなところがしなければならないのに、大きなところがしなければならないのに、大きなところが抜抜抜抜けていたけていたけていたけていた

ということです。そのことに関して、今後ということです。そのことに関して、今後ということです。そのことに関して、今後ということです。そのことに関して、今後調調調調査するのか、そのことに査するのか、そのことに査するのか、そのことに査するのか、そのことに気気気気づづづづかなかったかなかったかなかったかなかった責任責任責任責任

はどこにあるのかということを明確にしないといけないと思うのです。はどこにあるのかということを明確にしないといけないと思うのです。はどこにあるのかということを明確にしないといけないと思うのです。はどこにあるのかということを明確にしないといけないと思うのです。

現現現現場場場場からのからのからのからの意見意見意見意見をしっかり聞かないといけないと、をしっかり聞かないといけないと、をしっかり聞かないといけないと、をしっかり聞かないといけないと、先先先先ほど安井委員が言ったように、そほど安井委員が言ったように、そほど安井委員が言ったように、そほど安井委員が言ったように、そ

ういう問ういう問ういう問ういう問題題題題点は現点は現点は現点は現場場場場の職員がよく知っていたのに、それを聞くの職員がよく知っていたのに、それを聞くの職員がよく知っていたのに、それを聞くの職員がよく知っていたのに、それを聞くシスシスシスシステテテテムムムムがなかったと思っがなかったと思っがなかったと思っがなかったと思っ

ています。そのことに関して、ています。そのことに関して、ています。そのことに関して、ています。そのことに関して、調調調調査するつもりがあるのかどうか、委査するつもりがあるのかどうか、委査するつもりがあるのかどうか、委査するつもりがあるのかどうか、委任任任任状状状状のののの仕仕仕仕組組組組みのことみのことみのことみのこと

のののの最終最終最終最終責任責任責任責任はははは誰誰誰誰なんだという質問です。なんだという質問です。なんだという質問です。なんだという質問です。

その次は、県その次は、県その次は、県その次は、県営競輪場営競輪場営競輪場営競輪場の問の問の問の問題題題題です。これは代です。これは代です。これは代です。これは代表表表表質問からの質問からの質問からの質問からの引引引引きききき続続続続きの問きの問きの問きの問題題題題です。これはです。これはです。これはです。これは

包括外包括外包括外包括外部委部委部委部委託託託託でということでの、従業員のでということでの、従業員のでということでの、従業員のでということでの、従業員の解解解解雇と思っていますし、この問雇と思っていますし、この問雇と思っていますし、この問雇と思っていますし、この問題題題題がががが６６６６月、また月、また月、また月、また

はそれ以前の奈良県はそれ以前の奈良県はそれ以前の奈良県はそれ以前の奈良県営競輪営競輪営競輪営競輪あり方あり方あり方あり方検討検討検討検討委員会の報告も含めて、どういう委員会の報告も含めて、どういう委員会の報告も含めて、どういう委員会の報告も含めて、どういう形形形形でででで解解解解雇するのか。雇するのか。雇するのか。雇するのか。

県が県が県が県が直直直直雇いの雇いの雇いの雇いの責任責任責任責任をををを果果果果たしていくのだということで、たしていくのだということで、たしていくのだということで、たしていくのだということで、労労労労働働働働組組組組合と県との合と県との合と県との合と県との交交交交渉渉渉渉がうまくいっがうまくいっがうまくいっがうまくいっ

ているのかどうかが、このているのかどうかが、このているのかどうかが、このているのかどうかが、この間話間話間話間話を聞いていましてを聞いていましてを聞いていましてを聞いていまして非常非常非常非常に疑問に思いました。に疑問に思いました。に疑問に思いました。に疑問に思いました。

というのは、当事者というのは、当事者というのは、当事者というのは、当事者能力能力能力能力のない県のない県のない県のない県営競輪場営競輪場営競輪場営競輪場長がずっと長がずっと長がずっと長がずっと結果結果結果結果が出せないというが出せないというが出せないというが出せないという積積積積みみみみ重重重重ねねねねのののの

中で、中で、中で、中で、７７７７月１０日に月１０日に月１０日に月１０日に場場場場長と長と長と長と組組組組合が一つの確認合が一つの確認合が一つの確認合が一つの確認書書書書をつくっているのです。それはどういうをつくっているのです。それはどういうをつくっているのです。それはどういうをつくっているのです。それはどういう話話話話

し合いの中から出てきたのかといいますと、３年ほど前に出ました奈良県し合いの中から出てきたのかといいますと、３年ほど前に出ました奈良県し合いの中から出てきたのかといいますと、３年ほど前に出ました奈良県し合いの中から出てきたのかといいますと、３年ほど前に出ました奈良県営競輪経営検討営競輪経営検討営競輪経営検討営競輪経営検討

委員会の報告委員会の報告委員会の報告委員会の報告書書書書の中で、県の中で、県の中で、県の中で、県営競輪場営競輪場営競輪場営競輪場のののの経営改善経営改善経営改善経営改善ということで４点ほどということで４点ほどということで４点ほどということで４点ほど書書書書いております。そいております。そいております。そいております。そ

の中での中での中での中で経費経費経費経費削削削削減減減減の問の問の問の問題題題題、、、、財財財財務務務務体体体体質の質の質の質の改善改善改善改善にににに寄寄寄寄せられるせられるせられるせられる経費経費経費経費削削削削減減減減のののの必必必必要があると出されてい要があると出されてい要があると出されてい要があると出されてい

るのです。そういうことも含めて、奈良県るのです。そういうことも含めて、奈良県るのです。そういうことも含めて、奈良県るのです。そういうことも含めて、奈良県営競輪営競輪営競輪営競輪あり方あり方あり方あり方検討検討検討検討委員会の中でさらに委員会の中でさらに委員会の中でさらに委員会の中でさらに詰詰詰詰められめられめられめられ
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ているとは思うのですけれども、ているとは思うのですけれども、ているとは思うのですけれども、ているとは思うのですけれども、人件費人件費人件費人件費に関しても、さまざまなに関しても、さまざまなに関しても、さまざまなに関しても、さまざまな検討検討検討検討をして、をして、をして、をして、削削削削減減減減していしていしていしてい

ることと３年前に出ているのです。そういうることと３年前に出ているのです。そういうることと３年前に出ているのです。そういうることと３年前に出ているのです。そういう具具具具体体体体的な的な的な的な経経経経過過過過をこの３年をこの３年をこの３年をこの３年間間間間、どのように、どのように、どのように、どのように労労労労使使使使

間間間間でででで積積積積みみみみ重重重重ねねねねてきたのかとか、もう一つは、委てきたのかとか、もう一つは、委てきたのかとか、もう一つは、委てきたのかとか、もう一つは、委託託託託料料料料の問の問の問の問題題題題など、どのようになど、どのようになど、どのようになど、どのように変化変化変化変化してきたしてきたしてきたしてきた

のか、のか、のか、のか、使使使使用用用用料料料料の問の問の問の問題題題題もそうです。もそうです。もそうです。もそうです。周辺周辺周辺周辺対対対対策費策費策費策費の問の問の問の問題題題題、これも、これも、これも、これも相相相相当努当努当努当努力力力力されていると聞いてされていると聞いてされていると聞いてされていると聞いて

います。そういうことも含めて、います。そういうことも含めて、います。そういうことも含めて、います。そういうことも含めて、労労労労使使使使の中での中での中での中で話話話話になっているのです。なっているけれども、になっているのです。なっているけれども、になっているのです。なっているけれども、になっているのです。なっているけれども、

変変変変わっていないのは、わっていないのは、わっていないのは、わっていないのは、経費経費経費経費削削削削減減減減の中で従事員のの中で従事員のの中で従事員のの中で従事員の賃賃賃賃金金金金の問の問の問の問題題題題に関しては、もうこのほに関しては、もうこのほに関しては、もうこのほに関しては、もうこのほぼぼぼぼ１０１０１０１０

年年年年間間間間さわっていないとも聞いています。さわっていないという中で一方的なさわっていないとも聞いています。さわっていないという中で一方的なさわっていないとも聞いています。さわっていないという中で一方的なさわっていないとも聞いています。さわっていないという中で一方的な解決解決解決解決のようなのようなのようなのような

ことは、ことは、ことは、ことは、ややややはりはりはりはり非常非常非常非常にににに無無無無理がある。それが今回、平理がある。それが今回、平理がある。それが今回、平理がある。それが今回、平均均均均１１１１７７７７００００万円万円万円万円の従事員のの従事員のの従事員のの従事員の賃賃賃賃金金金金が、が、が、が、包括包括包括包括

外外外外部委部委部委部委託託託託されればされればされればされれば８６万円８６万円８６万円８６万円になるのです。ということは、今まで公になるのです。ということは、今まで公になるのです。ということは、今まで公になるのです。ということは、今まで公営営営営のののの競競競競艇艇艇艇場場場場にしてもにしてもにしてもにしても競競競競

馬馬馬馬場場場場にしても、どこのにしても、どこのにしても、どこのにしても、どこの分分分分野野野野でもでもでもでも賃賃賃賃金金金金は安いけれども安定した職業をあっせんするというは安いけれども安定した職業をあっせんするというは安いけれども安定した職業をあっせんするというは安いけれども安定した職業をあっせんするという社社社社

会的な会的な会的な会的な使使使使命命命命も含めて、そういうも含めて、そういうも含めて、そういうも含めて、そういう場場場場としてあったのです。だから、平としてあったのです。だから、平としてあったのです。だから、平としてあったのです。だから、平均均均均１１１１７７７７００００万円万円万円万円というこというこというこというこ

とは、２００とは、２００とは、２００とは、２００万円万円万円万円をををを超超超超ええええているているているている人人人人はははは家庭家庭家庭家庭の中心になっているということもあるわけです。の中心になっているということもあるわけです。の中心になっているということもあるわけです。の中心になっているということもあるわけです。

それが平それが平それが平それが平均均均均１１１１７７７７００００万円万円万円万円がががが８６万円８６万円８６万円８６万円という、という、という、という、交交交交渉渉渉渉のののの域域域域から出ないようなから出ないようなから出ないようなから出ないような交交交交渉渉渉渉ばっかりばっかりばっかりばっかりややややってってってって

いる。いる。いる。いる。

その中でその中でその中でその中で７７７７月１０日に月１０日に月１０日に月１０日に労労労労使使使使間間間間の確認の確認の確認の確認書書書書が出ているのです。それは本が出ているのです。それは本が出ているのです。それは本が出ているのです。それは本庁庁庁庁のののの人人人人と県と県と県と県営競輪場営競輪場営競輪場営競輪場

のののの場場場場長と、どういう長と、どういう長と、どういう長と、どういう話話話話し合いをしてきたのかも含めて、この中ではし合いをしてきたのかも含めて、この中ではし合いをしてきたのかも含めて、この中ではし合いをしてきたのかも含めて、この中では話話話話し合いというのは大し合いというのは大し合いというのは大し合いというのは大

切切切切なので、本なので、本なので、本なので、本庁庁庁庁に言ってに言ってに言ってに言って話話話話がががが煮煮煮煮詰詰詰詰まる、まる、まる、まる、包括外包括外包括外包括外部委部委部委部委託託託託に関しても一定のに関しても一定のに関しても一定のに関しても一定の幅幅幅幅でででで見見見見ながら、ながら、ながら、ながら、交交交交

渉渉渉渉するということはそういうことです。だから、議案を提出するのは、するということはそういうことです。だから、議案を提出するのは、するということはそういうことです。だから、議案を提出するのは、するということはそういうことです。だから、議案を提出するのは、交交交交渉渉渉渉がががが煮煮煮煮詰詰詰詰まったまったまったまった

段段段段階階階階でするという、確認でするという、確認でするという、確認でするという、確認書書書書をつくっているのです。こういうこともをつくっているのです。こういうこともをつくっているのです。こういうこともをつくっているのです。こういうことも全全全全くくくく何何何何のののの説説説説明もなしに、明もなしに、明もなしに、明もなしに、

議案を出してきているということは、議案を出してきているということは、議案を出してきているということは、議案を出してきているということは、少少少少しししし整整整整理したほうがいいのと理したほうがいいのと理したほうがいいのと理したほうがいいのと違違違違うかと、思っているうかと、思っているうかと、思っているうかと、思っている

ので、そのので、そのので、そのので、その辺辺辺辺のところののところののところののところの見解見解見解見解を聞かせてください。を聞かせてください。を聞かせてください。を聞かせてください。

○浪越総務部長○浪越総務部長○浪越総務部長○浪越総務部長 今回の職員の今回の職員の今回の職員の今回の職員の処処処処分分分分にかかわってのご質問でございます。にかかわってのご質問でございます。にかかわってのご質問でございます。にかかわってのご質問でございます。調調調調査委員会が査委員会が査委員会が査委員会が設設設設

けられまして、平成２４年１２月１０日に報告けられまして、平成２４年１２月１０日に報告けられまして、平成２４年１２月１０日に報告けられまして、平成２４年１２月１０日に報告書書書書が出されました。我々もその職員のが出されました。我々もその職員のが出されました。我々もその職員のが出されました。我々もその職員の処処処処分分分分

をするに当たりまして、このをするに当たりまして、このをするに当たりまして、このをするに当たりまして、この調調調調査委員会の内容、それから査委員会の内容、それから査委員会の内容、それから査委員会の内容、それから百条百条百条百条委員会の中でいろんな議委員会の中でいろんな議委員会の中でいろんな議委員会の中でいろんな議論論論論

がなされました。そのこともがなされました。そのこともがなされました。そのこともがなされました。そのことも踏踏踏踏ままままええええながらながらながらながら処処処処分分分分をををを検討検討検討検討してきたところでございます。してきたところでございます。してきたところでございます。してきたところでございます。ややややはははは

り、そういったり、そういったり、そういったり、そういった意意意意味味味味では、では、では、では、重重重重大な事案であるということの大な事案であるということの大な事案であるということの大な事案であるということの意意意意識識識識、それから、そのことにつ、それから、そのことにつ、それから、そのことにつ、それから、そのことにつ

いてうまく上いてうまく上いてうまく上いてうまく上司司司司とのとのとのとの連連連連携携携携がとれなかった、その後がとれなかった、その後がとれなかった、その後がとれなかった、その後放置放置放置放置をしてきた。そういったをしてきた。そういったをしてきた。そういったをしてきた。そういった経緯経緯経緯経緯の中で、の中で、の中で、の中で、

総合的に総合的に総合的に総合的に考え考え考え考えますと、ますと、ますと、ますと、実実実実務務務務担担担担当の職員は、当の職員は、当の職員は、当の職員は、ややややはりもうはりもうはりもうはりもう少少少少しししし意意意意識識識識も高めて、問も高めて、問も高めて、問も高めて、問題意題意題意題意識識識識を持っを持っを持っを持っ

ていればある程ていればある程ていればある程ていればある程度度度度早早早早くくくく処処処処理ができたのではないか、理ができたのではないか、理ができたのではないか、理ができたのではないか、防防防防げげげげたのではないかと思っております。たのではないかと思っております。たのではないかと思っております。たのではないかと思っております。

こういったこともこういったこともこういったこともこういったことも踏踏踏踏ままままええええまして、今回のまして、今回のまして、今回のまして、今回の処処処処分分分分をさせていただいたところでございます。以をさせていただいたところでございます。以をさせていただいたところでございます。以をさせていただいたところでございます。以
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上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○大月地域産業課長○大月地域産業課長○大月地域産業課長○大月地域産業課長 県県県県営競輪場営競輪場営競輪場営競輪場に関してお答に関してお答に関してお答に関してお答ええええいたします。いたします。いたします。いたします。

何何何何点かございましたが、まず点かございましたが、まず点かございましたが、まず点かございましたが、まず労労労労働働働働組組組組合との合との合との合との交交交交渉渉渉渉がうまくいっているのか、がうまくいっているのか、がうまくいっているのか、がうまくいっているのか、交交交交渉渉渉渉権権権権限限限限のなのなのなのな

いいいい場場場場長に長に長に長に交交交交渉渉渉渉をををを任任任任せているのではないかというご質問でございます。今回のせているのではないかというご質問でございます。今回のせているのではないかというご質問でございます。今回のせているのではないかというご質問でございます。今回の包括外包括外包括外包括外部委部委部委部委託託託託

に関まして、そのに関まして、そのに関まして、そのに関まして、その競輪場競輪場競輪場競輪場と従事員と従事員と従事員と従事員組組組組合が正合が正合が正合が正式式式式には４月２には４月２には４月２には４月２６６６６日から日から日から日から交交交交渉渉渉渉を開を開を開を開始始始始しておりまししておりまししておりまししておりまし

て、これまで１１回て、これまで１１回て、これまで１１回て、これまで１１回交交交交渉渉渉渉をををを重重重重ねねねねております。もております。もております。もております。もちちちちろんそのろんそのろんそのろんその交交交交渉渉渉渉のののの結果結果結果結果については、については、については、については、所所所所管管管管課課課課

であるであるであるである地地地地域域域域産業産業産業産業課課課課にも報告はいただいております。そのにも報告はいただいております。そのにも報告はいただいております。そのにも報告はいただいております。その間間間間、、、、競輪場競輪場競輪場競輪場のののの経営状況経営状況経営状況経営状況を含めて、を含めて、を含めて、を含めて、

包括外包括外包括外包括外部委部委部委部委託託託託をせざるををせざるををせざるををせざるを得得得得ない事ない事ない事ない事情情情情とか、提とか、提とか、提とか、提示示示示したしたしたした条条条条件件件件のののの根拠根拠根拠根拠など、詳細ななど、詳細ななど、詳細ななど、詳細な説説説説明を明を明を明を重重重重ねねねねてててて

おりまして、合おりまして、合おりまして、合おりまして、合意意意意達達達達成に向けて努成に向けて努成に向けて努成に向けて努力力力力してきているとしてきているとしてきているとしてきていると考え考え考え考えているところです。ているところです。ているところです。ているところです。

それで、それで、それで、それで、交交交交渉渉渉渉権権権権限限限限については、県については、県については、県については、県営競輪場営競輪場営競輪場営競輪場の従事員というのは本の従事員というのは本の従事員というのは本の従事員というのは本来来来来、本、本、本、本場場場場開開開開催催催催の都の都の都の都度度度度、、、、

競輪場競輪場競輪場競輪場長と雇用長と雇用長と雇用長と雇用契契契契約約約約をををを結結結結んでおりまして、これまでんでおりまして、これまでんでおりまして、これまでんでおりまして、これまで賃賃賃賃金金金金、、、、ボボボボーーーーナナナナスススス、その、その、その、その労労労労働環境働環境働環境働環境に関すに関すに関すに関す

る従事員る従事員る従事員る従事員組組組組合との合との合との合との交交交交渉渉渉渉は県は県は県は県営競輪場営競輪場営競輪場営競輪場長がこれを長がこれを長がこれを長がこれを担担担担っており、っており、っており、っており、場場場場長との長との長との長との交交交交渉渉渉渉でででで決決決決めてきためてきためてきためてきた経経経経

緯緯緯緯もございまして、県もございまして、県もございまして、県もございまして、県営競輪場営競輪場営競輪場営競輪場長には長には長には長には交交交交渉渉渉渉権権権権限限限限はあると、現はあると、現はあると、現はあると、現場場場場にににに任任任任せているというせているというせているというせているという考え考え考え考え方方方方

でございます。でございます。でございます。でございます。

それと、それと、それと、それと、生活生活生活生活できないようなできないようなできないようなできないような賃賃賃賃金金金金になってきているのではないかというご質問もあったになってきているのではないかというご質問もあったになってきているのではないかというご質問もあったになってきているのではないかというご質問もあった

と思います。現在、と思います。現在、と思います。現在、と思います。現在、包括外包括外包括外包括外部委部委部委部委託先託先託先託先での雇用での雇用での雇用での雇用条条条条件件件件について、県について、県について、県について、県営競輪場営競輪場営競輪場営競輪場と従事員と従事員と従事員と従事員組組組組合で合で合で合で交交交交

渉渉渉渉をしているところでして、まさにをしているところでして、まさにをしているところでして、まさにをしているところでして、まさに交交交交渉過渉過渉過渉過程にあるところで、程にあるところで、程にあるところで、程にあるところで、具具具具体体体体的な的な的な的な金額金額金額金額はははは差差差差しししし控控控控ええええたたたた

いと思いますけれども、今、提いと思いますけれども、今、提いと思いますけれども、今、提いと思いますけれども、今、提示示示示しているしているしているしている条条条条件件件件は、は、は、は、包括外包括外包括外包括外部委部委部委部委託託託託を現にしている他府県のを現にしている他府県のを現にしている他府県のを現にしている他府県の

競輪場競輪場競輪場競輪場とととと比比比比べべべべてもてもてもても賃賃賃賃金金金金面面面面ではではではでは遜色遜色遜色遜色のないのないのないのない金額金額金額金額を提を提を提を提示示示示しているとしているとしているとしていると考え考え考え考えております。ております。ております。ております。

一方、年一方、年一方、年一方、年収収収収がががが少少少少なくなるのは確かに事なくなるのは確かに事なくなるのは確かに事なくなるのは確かに事実実実実でございます。それは、でございます。それは、でございます。それは、でございます。それは、賃賃賃賃金金金金と開と開と開と開催催催催はははは勤勤勤勤務日務日務日務日数数数数

がががが少少少少なくなることによって年なくなることによって年なくなることによって年なくなることによって年収収収収がががが下下下下がる部がる部がる部がる部分分分分もございます。もございます。もございます。もございます。勤勤勤勤務日務日務日務日数数数数につきましては、現につきましては、現につきましては、現につきましては、現

在在在在車券車券車券車券販売販売販売販売窓窓窓窓口口口口にににに必必必必要な要な要な要な人人人人員を員を員を員を計算計算計算計算すると、どうしてもすると、どうしてもすると、どうしてもすると、どうしても減減減減らさざるをらさざるをらさざるをらさざるを得得得得ないことになってないことになってないことになってないことになって

きておりますので、現在にきておりますので、現在にきておりますので、現在にきておりますので、現在に比比比比べべべべてててて低低低低いいいい数数数数字字字字を提を提を提を提示示示示しているということでございます。今、しているということでございます。今、しているということでございます。今、しているということでございます。今、

提提提提示示示示しているしているしているしている勤勤勤勤務日務日務日務日数数数数は、は、は、は、全全全全従業員の平従業員の平従業員の平従業員の平均均均均の日の日の日の日数数数数で、現在でも本で、現在でも本で、現在でも本で、現在でも本場場場場開開開開催催催催のみののみののみののみの勤勤勤勤務の方も務の方も務の方も務の方も

おられるように、おられるように、おられるように、おられるように、勤勤勤勤務日務日務日務日数数数数はさまざまでございます。従事員のはさまざまでございます。従事員のはさまざまでございます。従事員のはさまざまでございます。従事員の希希希希望望望望をしっかりと聞いて、をしっかりと聞いて、をしっかりと聞いて、をしっかりと聞いて、

日日日日数数数数はははは減減減減る中でもできるだける中でもできるだける中でもできるだける中でもできるだけ希希希希望望望望にににに沿沿沿沿った対った対った対った対応応応応ができるよう、努めてまいりたいとができるよう、努めてまいりたいとができるよう、努めてまいりたいとができるよう、努めてまいりたいと考え考え考え考えてててて

いるところです。従事員いるところです。従事員いるところです。従事員いるところです。従事員組組組組合に対しては合に対しては合に対しては合に対しては誠誠誠誠実実実実に理に理に理に理解解解解を求めて、その上でを求めて、その上でを求めて、その上でを求めて、その上で包括外包括外包括外包括外部委部委部委部委託託託託のののの契契契契

約約約約につなにつなにつなにつなげげげげてまいりたいとてまいりたいとてまいりたいとてまいりたいと考え考え考え考えているところです。ているところです。ているところです。ているところです。

もう１点、確認もう１点、確認もう１点、確認もう１点、確認書書書書のことも出たと思います。これは、県のことも出たと思います。これは、県のことも出たと思います。これは、県のことも出たと思います。これは、県営競輪場営競輪場営競輪場営競輪場と従事員と従事員と従事員と従事員組組組組合との合との合との合との交交交交渉渉渉渉

課課課課程の中で、そういう確認、合程の中で、そういう確認、合程の中で、そういう確認、合程の中で、そういう確認、合意意意意があってからがあってからがあってからがあってから予算予算予算予算措措措措置置置置をををを進進進進めることにするという確認がめることにするという確認がめることにするという確認がめることにするという確認が
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あったと聞いております。しかしながら、その後、あったと聞いております。しかしながら、その後、あったと聞いております。しかしながら、その後、あったと聞いております。しかしながら、その後、７７７７月にこの確認があって、その後の月にこの確認があって、その後の月にこの確認があって、その後の月にこの確認があって、その後の８８８８

月１０日の月１０日の月１０日の月１０日の交交交交渉渉渉渉において、今回のにおいて、今回のにおいて、今回のにおいて、今回の債債債債務務務務負担負担負担負担行行行行為為為為のののの補補補補正正正正予算予算予算予算案について、従事員案について、従事員案について、従事員案について、従事員組組組組合は、県合は、県合は、県合は、県

が議会に提案することまでとめるつもりはないとが議会に提案することまでとめるつもりはないとが議会に提案することまでとめるつもりはないとが議会に提案することまでとめるつもりはないと述述述述べべべべられたということも聞いておりましられたということも聞いておりましられたということも聞いておりましられたということも聞いておりまし

て、一方的にて、一方的にて、一方的にて、一方的に進進進進めたものではないと認めたものではないと認めたものではないと認めたものではないと認識識識識しているところです。以上でございます。しているところです。以上でございます。しているところです。以上でございます。しているところです。以上でございます。

○高柳副委員長○高柳副委員長○高柳副委員長○高柳副委員長 処処処処分分分分のことですが、一のことですが、一のことですが、一のことですが、一番番番番聞きたかったことには答聞きたかったことには答聞きたかったことには答聞きたかったことには答ええええてもらっていません。てもらっていません。てもらっていません。てもらっていません。

例例例例ええええば、一つのば、一つのば、一つのば、一つの手手手手続続続続の中で一の中で一の中で一の中で一番番番番大事な委大事な委大事な委大事な委任任任任状状状状をとらないといけないのに、委をとらないといけないのに、委をとらないといけないのに、委をとらないといけないのに、委任任任任状状状状をとってをとってをとってをとって

いないということがほかの部署でもあるのではないかと。そんなことがあるならいないということがほかの部署でもあるのではないかと。そんなことがあるならいないということがほかの部署でもあるのではないかと。そんなことがあるならいないということがほかの部署でもあるのではないかと。そんなことがあるなら処処処処分分分分するするするする

前に、前に、前に、前に、全全全全庁庁庁庁でででで調調調調査していますという答弁であってしかる査していますという答弁であってしかる査していますという答弁であってしかる査していますという答弁であってしかるべべべべきだと思うのです。それも副知きだと思うのです。それも副知きだと思うのです。それも副知きだと思うのです。それも副知

事が、事が、事が、事が、調調調調査委員会の報告の中で査委員会の報告の中で査委員会の報告の中で査委員会の報告の中で書書書書いていないのです。いていないのです。いていないのです。いていないのです。百条百条百条百条委員会は副知事の委員会は副知事の委員会は副知事の委員会は副知事の調調調調査委員会の査委員会の査委員会の査委員会の

後でつくって、それが問後でつくって、それが問後でつくって、それが問後でつくって、それが問題題題題になったのです。県になったのです。県になったのです。県になったのです。県庁庁庁庁の皆さん方がの皆さん方がの皆さん方がの皆さん方が全全全全然然然然気気気気づづづづいていないことがいていないことがいていないことがいていないことが

百条百条百条百条委員会の中で出てきたわけです。委委員会の中で出てきたわけです。委委員会の中で出てきたわけです。委委員会の中で出てきたわけです。委任任任任状状状状のののの件件件件が大きな問が大きな問が大きな問が大きな問題題題題だと、だと、だと、だと、人人人人のののの財財財財産を本産を本産を本産を本人人人人の知の知の知の知

らないところでらないところでらないところでらないところで解体解体解体解体することもできることがわかったわけです。そういうすることもできることがわかったわけです。そういうすることもできることがわかったわけです。そういうすることもできることがわかったわけです。そういう仕仕仕仕組組組組みをみをみをみを温温温温存存存存しししし

ていた県のていた県のていた県のていた県の責任責任責任責任をををを誰誰誰誰がとるのか、そういう質問です。がとるのか、そういう質問です。がとるのか、そういう質問です。がとるのか、そういう質問です。処処処処分分分分されたされたされたされた人人人人はははは気気気気のののの毒毒毒毒だと思いますだと思いますだと思いますだと思います

けれども、それはそれでけれども、それはそれでけれども、それはそれでけれども、それはそれで耐耐耐耐ええええてもらっててもらっててもらっててもらって頑張頑張頑張頑張ってもらわないといけないとは思いますけれってもらわないといけないとは思いますけれってもらわないといけないとは思いますけれってもらわないといけないとは思いますけれ

ども、委ども、委ども、委ども、委任任任任状状状状をををを誰誰誰誰ももももチェチェチェチェッッッッククククできなかったできなかったできなかったできなかった体体体体制制制制をどうするのかと質問したのです。もう一をどうするのかと質問したのです。もう一をどうするのかと質問したのです。もう一をどうするのかと質問したのです。もう一

度度度度答答答答ええええてください。てください。てください。てください。

もう一つは、もう一つは、もう一つは、もう一つは、８８８８月１０日の月１０日の月１０日の月１０日の交交交交渉渉渉渉においてというにおいてというにおいてというにおいてという話話話話、一つは、一つは、一つは、一つは文文文文書書書書確認を確認を確認を確認を労労労労使使使使でしたことは、でしたことは、でしたことは、でしたことは、

あとはあとはあとはあとは口口口口頭頭頭頭でそれはもういいというでそれはもういいというでそれはもういいというでそれはもういいという話話話話にはならないのです。それはきにはならないのです。それはきにはならないのです。それはきにはならないのです。それはきちちちちんとしたんとしたんとしたんとした場所場所場所場所で、で、で、で、

この問この問この問この問題題題題に関してはオーに関してはオーに関してはオーに関してはオーケケケケーというーというーというーという儀儀儀儀式式式式をををを経経経経て、次のて、次のて、次のて、次の段段段段階階階階に入るものだと思いますし、今に入るものだと思いますし、今に入るものだと思いますし、今に入るものだと思いますし、今

の答弁はいかがなものかと思います。そういうのが、の答弁はいかがなものかと思います。そういうのが、の答弁はいかがなものかと思います。そういうのが、の答弁はいかがなものかと思います。そういうのが、交交交交渉渉渉渉の中であったというの中であったというの中であったというの中であったという話話話話は、前のは、前のは、前のは、前の

言言言言葉葉葉葉とか後ろの言とか後ろの言とか後ろの言とか後ろの言葉葉葉葉がいろいろながいろいろながいろいろながいろいろな形形形形で、で、で、で、修修修修飾語飾語飾語飾語がいっがいっがいっがいっぱぱぱぱい入ってその言い入ってその言い入ってその言い入ってその言葉葉葉葉になっているとになっているとになっているとになっていると

思いますので。それはどういうことかとい思いますので。それはどういうことかとい思いますので。それはどういうことかとい思いますので。それはどういうことかといええええば、１ば、１ば、１ば、１７７７７００００万円万円万円万円がががが８６万円８６万円８６万円８６万円になる、５００になる、５００になる、５００になる、５００万万万万

円円円円からからからから６６６６００００００００万円万円万円万円のののの人人人人が３００が３００が３００が３００万円万円万円万円になるというになるというになるというになるという話話話話は、それはまだは、それはまだは、それはまだは、それはまだ生活生活生活生活できます。それもできます。それもできます。それもできます。それも

大きな問大きな問大きな問大きな問題題題題です。だけれども、２００です。だけれども、２００です。だけれども、２００です。だけれども、２００万円万円万円万円にもにもにもにも満満満満たなくて、そこでたなくて、そこでたなくて、そこでたなくて、そこで生生生生計計計計をををを立立立立てているてているてているてている人人人人がががが

平平平平均均均均８６万円８６万円８６万円８６万円になるときに、その細部にわたって、になるときに、その細部にわたって、になるときに、その細部にわたって、になるときに、その細部にわたって、労労労労使交使交使交使交渉渉渉渉ををををややややっているっているっているっている節節節節がない。それがない。それがない。それがない。それ

でででで交交交交渉渉渉渉ができているのかどうかを、今までのができているのかどうかを、今までのができているのかどうかを、今までのができているのかどうかを、今までの経経経経過過過過を含めて、を含めて、を含めて、を含めて、誠誠誠誠意意意意を持ってを持ってを持ってを持って交交交交渉渉渉渉するのだとするのだとするのだとするのだと

もう一もう一もう一もう一度度度度、言っていただきたいと思います。県の、言っていただきたいと思います。県の、言っていただきたいと思います。県の、言っていただきたいと思います。県の直直直直雇いは雇いは雇いは雇いは解解解解雇したらこれで雇したらこれで雇したらこれで雇したらこれで終終終終わりです。わりです。わりです。わりです。

あとのあとのあとのあとの追追追追跡調跡調跡調跡調査は、それこそ査は、それこそ査は、それこそ査は、それこそ物物物物すごくすごくすごくすごく歯歯歯歯ががががゆゆゆゆい思いで、どうなっているのか聞いても、いい思いで、どうなっているのか聞いても、いい思いで、どうなっているのか聞いても、いい思いで、どうなっているのか聞いても、い

ややややもうもうもうもう包括外包括外包括外包括外部委部委部委部委託託託託で雇ってもらっていますからというで雇ってもらっていますからというで雇ってもらっていますからというで雇ってもらっていますからという話話話話になるのです。だから、今、こになるのです。だから、今、こになるのです。だから、今、こになるのです。だから、今、こ

のしまいをどうするのかがのしまいをどうするのかがのしまいをどうするのかがのしまいをどうするのかが非常非常非常非常にににに重重重重要だと思うので、議会でこの議案が要だと思うので、議会でこの議案が要だと思うので、議会でこの議案が要だと思うので、議会でこの議案が通通通通った後、もうなった後、もうなった後、もうなった後、もうな
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くなるのだから、くなるのだから、くなるのだから、くなるのだから、早早早早くくくく条条条条件件件件をををを決決決決めようとかいうめようとかいうめようとかいうめようとかいう駆駆駆駆けけけけ引引引引きをきをきをきをややややっているのではなしに、県はっているのではなしに、県はっているのではなしに、県はっているのではなしに、県は

直直直直雇いを雇いを雇いを雇いをややややめるという、そのめるという、そのめるという、そのめるという、その責任責任責任責任をどういうをどういうをどういうをどういう形形形形でででで果果果果たすのかということでは、はっきりとたすのかということでは、はっきりとたすのかということでは、はっきりとたすのかということでは、はっきりと

したしたしたした交交交交渉渉渉渉ををををややややってほしいということで、もう一ってほしいということで、もう一ってほしいということで、もう一ってほしいということで、もう一度度度度、その、その、その、その辺辺辺辺の答弁ください。の答弁ください。の答弁ください。の答弁ください。

○浪越総務部長○浪越総務部長○浪越総務部長○浪越総務部長 先先先先ほど申し上ほど申し上ほど申し上ほど申し上げげげげたとおり、たとおり、たとおり、たとおり、調調調調査委員会の報告査委員会の報告査委員会の報告査委員会の報告書書書書、それから、それから、それから、それから百条百条百条百条委員会で委員会で委員会で委員会で

の議の議の議の議論論論論、そういった中で、今言われたように、そういった中で、今言われたように、そういった中で、今言われたように、そういった中で、今言われたように受受受受理をしたその理をしたその理をしたその理をしたその時時時時点での問点での問点での問点での問題題題題も含めて今回も含めて今回も含めて今回も含めて今回処処処処

分分分分させていただきました。高柳副委員長ご指させていただきました。高柳副委員長ご指させていただきました。高柳副委員長ご指させていただきました。高柳副委員長ご指摘摘摘摘のとおり、その事務のとおり、その事務のとおり、その事務のとおり、その事務処処処処理に当たって理に当たって理に当たって理に当たって担担担担当者当者当者当者

だけではなく、だけではなく、だけではなく、だけではなく、ややややはりはりはりはり複複複複数数数数のののの人間人間人間人間ががががチェチェチェチェッッッッククククしていくしていくしていくしていく必必必必要があると思っています。これに要があると思っています。これに要があると思っています。これに要があると思っています。これに

ついては、この事務だけではございません。そういったほかのところの事務でも、ついては、この事務だけではございません。そういったほかのところの事務でも、ついては、この事務だけではございません。そういったほかのところの事務でも、ついては、この事務だけではございません。そういったほかのところの事務でも、複複複複数数数数のののの

チェチェチェチェッッッッククククをかけられるようなをかけられるようなをかけられるようなをかけられるような体体体体制制制制をとっていきたいと思っております。以上でございます。をとっていきたいと思っております。以上でございます。をとっていきたいと思っております。以上でございます。をとっていきたいと思っております。以上でございます。

○大月地域産業課長○大月地域産業課長○大月地域産業課長○大月地域産業課長 まず、まず、まず、まず、交交交交渉過渉過渉過渉過程での確認程での確認程での確認程での確認書書書書のののの件件件件でございますが、その後でございますが、その後でございますが、その後でございますが、その後７７７７月１０日月１０日月１０日月１０日

に確認に確認に確認に確認書書書書がががが交交交交わされたと聞いています。わされたと聞いています。わされたと聞いています。わされたと聞いています。８８８８月１０日にも県が月１０日にも県が月１０日にも県が月１０日にも県が予算予算予算予算を出すことをを出すことをを出すことをを出すことを止止止止めるつもめるつもめるつもめるつも

りはないと従事員りはないと従事員りはないと従事員りはないと従事員組組組組合合合合側側側側からそういう発言があったと聞いております。からそういう発言があったと聞いております。からそういう発言があったと聞いております。からそういう発言があったと聞いております。

その後もその後もその後もその後も数数数数回回回回交交交交渉渉渉渉をををを重重重重ねねねねてきておりまして、当然雇用てきておりまして、当然雇用てきておりまして、当然雇用てきておりまして、当然雇用条条条条件件件件について合について合について合について合意意意意はありませんではありませんではありませんではありませんで

したけれども、従事員したけれども、従事員したけれども、従事員したけれども、従事員組組組組合合合合側側側側からはからはからはからは予算予算予算予算提出について提出について提出について提出について何何何何も言も言も言も言及及及及はされなかったということはされなかったということはされなかったということはされなかったということ

で、で、で、で、予算予算予算予算提出を提出を提出を提出を進進進進めてきたと認めてきたと認めてきたと認めてきたと認識識識識しております。しております。しております。しております。

それともう１点、今後それともう１点、今後それともう１点、今後それともう１点、今後誠誠誠誠意意意意をもってをもってをもってをもって交交交交渉渉渉渉にあたるということですが、にあたるということですが、にあたるということですが、にあたるということですが、経営経営経営経営合理合理合理合理化化化化のためのためのためのため

にににに……………………。。。。

（（（（「「「「入ってないよ入ってないよ入ってないよ入ってないよ」」」」とととと呼ぶ呼ぶ呼ぶ呼ぶ者あり）者あり）者あり）者あり）

経営経営経営経営合理合理合理合理化化化化のために、今、従事員にのために、今、従事員にのために、今、従事員にのために、今、従事員にややややっていただいているっていただいているっていただいているっていただいている車券車券車券車券発発発発売売売売業務を委業務を委業務を委業務を委託託託託業務に含業務に含業務に含業務に含

めることはどうしてもめることはどうしてもめることはどうしてもめることはどうしても必必必必要であることから、こう要であることから、こう要であることから、こう要であることから、こう厳厳厳厳しいしいしいしい選選選選択択択択のののの結果結果結果結果、従事員の方々を県の、従事員の方々を県の、従事員の方々を県の、従事員の方々を県の

直直直直接接接接雇用は雇用は雇用は雇用は継続継続継続継続することができなくなったということでございます。しかし、雇用のすることができなくなったということでございます。しかし、雇用のすることができなくなったということでございます。しかし、雇用のすることができなくなったということでございます。しかし、雇用の継続継続継続継続

をををを希希希希望望望望される方は、される方は、される方は、される方は、全全全全員員員員来来来来年年年年度度度度から委から委から委から委託先託先託先託先で雇用がなされるよう、そのことをで雇用がなされるよう、そのことをで雇用がなされるよう、そのことをで雇用がなされるよう、そのことを条条条条件件件件としてとしてとしてとして

包括包括包括包括委委委委託託託託の業者のの業者のの業者のの業者の選選選選定を行うこととしたいと定を行うこととしたいと定を行うこととしたいと定を行うこととしたいと考え考え考え考えておりまして、雇用ておりまして、雇用ておりまして、雇用ておりまして、雇用条条条条件件件件のののの面面面面についてはについてはについてはについては

従事員従事員従事員従事員組組組組合に対して、これからも合に対して、これからも合に対して、これからも合に対して、これからも誠誠誠誠意意意意を持ってを持ってを持ってを持って引引引引きききき続続続続き理き理き理き理解解解解を求めていきたいとを求めていきたいとを求めていきたいとを求めていきたいと考え考え考え考えておておておてお

ります。ります。ります。ります。

○高柳副委員長○高柳副委員長○高柳副委員長○高柳副委員長 処処処処分分分分のののの件件件件ですけれども、そういうことがあるとは言われないし、ですけれども、そういうことがあるとは言われないし、ですけれども、そういうことがあるとは言われないし、ですけれども、そういうことがあるとは言われないし、調調調調査す査す査す査す

るとも言いにくいのかと、聞きながらるとも言いにくいのかと、聞きながらるとも言いにくいのかと、聞きながらるとも言いにくいのかと、聞きながら感じ感じ感じ感じていましたけれども、そういうときはすていましたけれども、そういうときはすていましたけれども、そういうときはすていましたけれども、そういうときはすぐぐぐぐに対に対に対に対

応応応応をきをきをきをきちちちちんとしてもらんとしてもらんとしてもらんとしてもらええええると理ると理ると理ると理解解解解しました。しました。しました。しました。

次に、県次に、県次に、県次に、県営競輪場営競輪場営競輪場営競輪場のののの件件件件ですけれども、３年前に奈良県ですけれども、３年前に奈良県ですけれども、３年前に奈良県ですけれども、３年前に奈良県営競輪経営検討営競輪経営検討営競輪経営検討営競輪経営検討委員会が報告委員会が報告委員会が報告委員会が報告書書書書をををを

出して出して出して出して具具具具体体体体的にどんな努的にどんな努的にどんな努的にどんな努力力力力をしてきたのかとか、そういうことのをしてきたのかとか、そういうことのをしてきたのかとか、そういうことのをしてきたのかとか、そういうことの積積積積みみみみ重重重重ねねねねの中で、の中で、の中で、の中で、結果結果結果結果的的的的



---- 55550000 ----

には今回の案をには今回の案をには今回の案をには今回の案を見見見見たら、代たら、代たら、代たら、代表表表表質問でも言ったように、従事員と県の職員を３質問でも言ったように、従事員と県の職員を３質問でも言ったように、従事員と県の職員を３質問でも言ったように、従事員と県の職員を３人人人人かかかかええええることることることること

と、それでと、それでと、それでと、それで清掃清掃清掃清掃の関係のところと、もう一つの関係のところと、もう一つの関係のところと、もう一つの関係のところと、もう一つ何何何何かあったと思いますが、それでそのかあったと思いますが、それでそのかあったと思いますが、それでそのかあったと思いますが、それでその分分分分浮浮浮浮いいいい

ているのです。委ているのです。委ているのです。委ているのです。委託託託託料料料料とかとかとかとか使使使使用用用用料料料料とかとかとかとか地地地地域域域域へへへへのののの迷惑迷惑迷惑迷惑料料料料とか、いろいろなことも含めて、総とか、いろいろなことも含めて、総とか、いろいろなことも含めて、総とか、いろいろなことも含めて、総

合的にいろいろな努合的にいろいろな努合的にいろいろな努合的にいろいろな努力力力力をしてきたのかがまだをしてきたのかがまだをしてきたのかがまだをしてきたのかがまだ見え見え見え見えていないのです。それはていないのです。それはていないのです。それはていないのです。それは交交交交渉過渉過渉過渉過程の中で程の中で程の中で程の中で

もっともっともっともっと説説説説明しなくてはいけないと思いますし、もう一つは雇用の明しなくてはいけないと思いますし、もう一つは雇用の明しなくてはいけないと思いますし、もう一つは雇用の明しなくてはいけないと思いますし、もう一つは雇用の継続継続継続継続をお願いするというをお願いするというをお願いするというをお願いするという

けれども、けれども、けれども、けれども、基基基基本的には１本的には１本的には１本的には１７７７７００００万円万円万円万円の平の平の平の平均均均均収収収収入が入が入が入が８６万円８６万円８６万円８６万円になるなんて、になるなんて、になるなんて、になるなんて、継続継続継続継続とは言わないとは言わないとは言わないとは言わない

です、です、です、です、基基基基本的に。もっと本的に。もっと本的に。もっと本的に。もっと丁寧丁寧丁寧丁寧に一に一に一に一人人人人一一一一人人人人に向かい合ったに向かい合ったに向かい合ったに向かい合った交交交交渉渉渉渉ををををぜぜぜぜひひひひともともともともややややっていただきたっていただきたっていただきたっていただきた

いと思います。いと思います。いと思います。いと思います。

もう一つは、もう一つは、もう一つは、もう一つは、８８８８月１０日のことを言っていますけれど、県月１０日のことを言っていますけれど、県月１０日のことを言っていますけれど、県月１０日のことを言っていますけれど、県営競輪場営競輪場営競輪場営競輪場長がそう言っている、長がそう言っている、長がそう言っている、長がそう言っている、

そのそのそのその根拠根拠根拠根拠も含めても含めても含めても含めて示示示示めさずに言っているだけのめさずに言っているだけのめさずに言っているだけのめさずに言っているだけの話話話話です。確認です。確認です。確認です。確認書書書書は確認は確認は確認は確認書書書書としてあるのです。としてあるのです。としてあるのです。としてあるのです。

場場場場長の言っている長の言っている長の言っている長の言っている話話話話はははは口口口口でです。でです。でです。でです。口口口口でいうでいうでいうでいう話話話話であれば、今までみたいなであれば、今までみたいなであれば、今までみたいなであれば、今までみたいな反反反反対対対対運運運運動をしてい動をしてい動をしてい動をしてい

たら県たら県たら県たら県営競輪場営競輪場営競輪場営競輪場はもうはもうはもうはもう潰潰潰潰れますよとか、もうこれだったられますよとか、もうこれだったられますよとか、もうこれだったられますよとか、もうこれだったら包括外包括外包括外包括外部委部委部委部委託託託託もももも来手来手来手来手がなくなりがなくなりがなくなりがなくなり

ますよとか、そういうささますよとか、そういうささますよとか、そういうささますよとか、そういうささややややきを従事員にしているというきを従事員にしているというきを従事員にしているというきを従事員にしているという話話話話も聞きます。そういうことはも聞きます。そういうことはも聞きます。そういうことはも聞きます。そういうことは

ややややってはいけないことだから、それをきってはいけないことだから、それをきってはいけないことだから、それをきってはいけないことだから、それをきちちちちんとんとんとんと調調調調査して、査して、査して、査して、交交交交渉渉渉渉にににに臨臨臨臨んでいただきたいと思んでいただきたいと思んでいただきたいと思んでいただきたいと思

います。以上です。います。以上です。います。以上です。います。以上です。

○神田委員長○神田委員長○神田委員長○神田委員長 ほかにありませんか。ほかにありませんか。ほかにありませんか。ほかにありませんか。

ほかに質疑がないようですので、これをもって、歳入、総務部、産業・雇用振興部、農ほかに質疑がないようですので、これをもって、歳入、総務部、産業・雇用振興部、農ほかに質疑がないようですので、これをもって、歳入、総務部、産業・雇用振興部、農ほかに質疑がないようですので、これをもって、歳入、総務部、産業・雇用振興部、農

林部の審査を林部の審査を林部の審査を林部の審査を終終終終わります。わります。わります。わります。午午午午前に前に前に前に引引引引きききき続続続続いて、ごいて、ごいて、ごいて、ご苦労苦労苦労苦労さまでした。さまでした。さまでした。さまでした。

では、１０では、１０では、１０では、１０分分分分ほどほどほどほど休憩休憩休憩休憩させてもらいます。２させてもらいます。２させてもらいます。２させてもらいます。２時時時時２０２０２０２０分分分分からからからから始始始始めます。めます。めます。めます。

１４：１０１４：１０１４：１０１４：１０分分分分 休憩休憩休憩休憩

１４：２２１４：２２１４：２２１４：２２分分分分 再再再再開開開開


