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決 算 審 査 特 別 委 員 会 記 録決 算 審 査 特 別 委 員 会 記 録決 算 審 査 特 別 委 員 会 記 録決 算 審 査 特 別 委 員 会 記 録

＜地域振興部、観光局、国際化推進、教育委員会＞＜地域振興部、観光局、国際化推進、教育委員会＞＜地域振興部、観光局、国際化推進、教育委員会＞＜地域振興部、観光局、国際化推進、教育委員会＞

開催日時開催日時開催日時開催日時 平成２６年１０月１４日（火） １０：０３～１２：０５平成２６年１０月１４日（火） １０：０３～１２：０５平成２６年１０月１４日（火） １０：０３～１２：０５平成２６年１０月１４日（火） １０：０３～１２：０５

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 １１名１１名１１名１１名

国中 憲治 委員長国中 憲治 委員長国中 憲治 委員長国中 憲治 委員長

小泉 米造 副委員長小泉 米造 副委員長小泉 米造 副委員長小泉 米造 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

猪奥 美里 委員猪奥 美里 委員猪奥 美里 委員猪奥 美里 委員

小林 照代 委員小林 照代 委員小林 照代 委員小林 照代 委員

大坪 宏通 委員大坪 宏通 委員大坪 宏通 委員大坪 宏通 委員

岡 史朗 委員岡 史朗 委員岡 史朗 委員岡 史朗 委員

中野 雅史 委員中野 雅史 委員中野 雅史 委員中野 雅史 委員

岩田 国夫 委員岩田 国夫 委員岩田 国夫 委員岩田 国夫 委員

森川 喜之 委員森川 喜之 委員森川 喜之 委員森川 喜之 委員

和田 恵治 委員和田 恵治 委員和田 恵治 委員和田 恵治 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 前田 副知事前田 副知事前田 副知事前田 副知事

江畑 会計管理者（会計局長）江畑 会計管理者（会計局長）江畑 会計管理者（会計局長）江畑 会計管理者（会計局長）

浪越 総務部長浪越 総務部長浪越 総務部長浪越 総務部長

吉田 教育長吉田 教育長吉田 教育長吉田 教育長

野村 地域振興部長野村 地域振興部長野村 地域振興部長野村 地域振興部長

福井 観光局長福井 観光局長福井 観光局長福井 観光局長

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 なしなしなしなし

議 事議 事議 事議 事 議第８４号 平成２５年度奈良県歳入歳出決算の認定について議第８４号 平成２５年度奈良県歳入歳出決算の認定について議第８４号 平成２５年度奈良県歳入歳出決算の認定について議第８４号 平成２５年度奈良県歳入歳出決算の認定について

＜会議の経過＞＜会議の経過＞＜会議の経過＞＜会議の経過＞

○国中委員長○国中委員長○国中委員長○国中委員長 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。

心配されておりました超大型の台風１９号、日本列島に縦断して甚大な災害をもたらし心配されておりました超大型の台風１９号、日本列島に縦断して甚大な災害をもたらし心配されておりました超大型の台風１９号、日本列島に縦断して甚大な災害をもたらし心配されておりました超大型の台風１９号、日本列島に縦断して甚大な災害をもたらし

ましたが、この奈良県、私の知るところでは大きな災害、幸いにも災害はなかったというましたが、この奈良県、私の知るところでは大きな災害、幸いにも災害はなかったというましたが、この奈良県、私の知るところでは大きな災害、幸いにも災害はなかったというましたが、この奈良県、私の知るところでは大きな災害、幸いにも災害はなかったという
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ことですけれども、皆さん方の地域ではどうでしたか。奈良県下で避難された方もおられことですけれども、皆さん方の地域ではどうでしたか。奈良県下で避難された方もおられことですけれども、皆さん方の地域ではどうでしたか。奈良県下で避難された方もおられことですけれども、皆さん方の地域ではどうでしたか。奈良県下で避難された方もおられ

ますけれども、まずはお見舞い申し上げたいと、かように思います。ますけれども、まずはお見舞い申し上げたいと、かように思います。ますけれども、まずはお見舞い申し上げたいと、かように思います。ますけれども、まずはお見舞い申し上げたいと、かように思います。

それでは、ただいまから会議を開きます。それでは、ただいまから会議を開きます。それでは、ただいまから会議を開きます。それでは、ただいまから会議を開きます。

なお、本日は、中野委員が少しおくれるとの連絡を受けておりますので、よろしくご了なお、本日は、中野委員が少しおくれるとの連絡を受けておりますので、よろしくご了なお、本日は、中野委員が少しおくれるとの連絡を受けておりますので、よろしくご了なお、本日は、中野委員が少しおくれるとの連絡を受けておりますので、よろしくご了

解を願いたいと思います。理事者においては、安井教育研究所副所長が欠席されており、解を願いたいと思います。理事者においては、安井教育研究所副所長が欠席されており、解を願いたいと思います。理事者においては、安井教育研究所副所長が欠席されており、解を願いたいと思います。理事者においては、安井教育研究所副所長が欠席されており、

かわりに石井教育研究所参事が出席されておりますので、ご了承を願いたいと思います。かわりに石井教育研究所参事が出席されておりますので、ご了承を願いたいと思います。かわりに石井教育研究所参事が出席されておりますので、ご了承を願いたいと思います。かわりに石井教育研究所参事が出席されておりますので、ご了承を願いたいと思います。

それでは、日程に従い、地域振興部、観光局、国際化推進、教育委員会の審査を行いまそれでは、日程に従い、地域振興部、観光局、国際化推進、教育委員会の審査を行いまそれでは、日程に従い、地域振興部、観光局、国際化推進、教育委員会の審査を行いまそれでは、日程に従い、地域振興部、観光局、国際化推進、教育委員会の審査を行いま

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があればご発言を願いたいと思いこれより質疑に入ります。その他の事項も含めて質疑があればご発言を願いたいと思いこれより質疑に入ります。その他の事項も含めて質疑があればご発言を願いたいと思いこれより質疑に入ります。その他の事項も含めて質疑があればご発言を願いたいと思い

ます。ます。ます。ます。

なお、理事者の皆さんには、委員の質疑に対しては明確に、かつ簡潔に、答弁をお願いなお、理事者の皆さんには、委員の質疑に対しては明確に、かつ簡潔に、答弁をお願いなお、理事者の皆さんには、委員の質疑に対しては明確に、かつ簡潔に、答弁をお願いなお、理事者の皆さんには、委員の質疑に対しては明確に、かつ簡潔に、答弁をお願い

いたします。いたします。いたします。いたします。

それでは発言を願います。それでは発言を願います。それでは発言を願います。それでは発言を願います。

○和田委員○和田委員○和田委員○和田委員 簡潔に質問をいたします。簡潔に質問をいたします。簡潔に質問をいたします。簡潔に質問をいたします。

まず、地域振興部に対してでございますまず、地域振興部に対してでございますまず、地域振興部に対してでございますまず、地域振興部に対してでございます。。。。「平成２５年度主要施策の成果に関する報告「平成２５年度主要施策の成果に関する報告「平成２５年度主要施策の成果に関する報告「平成２５年度主要施策の成果に関する報告

書」２４ページのエネルギービジョンについて、既に何度か経済労働委員会やその他で平書」２４ページのエネルギービジョンについて、既に何度か経済労働委員会やその他で平書」２４ページのエネルギービジョンについて、既に何度か経済労働委員会やその他で平書」２４ページのエネルギービジョンについて、既に何度か経済労働委員会やその他で平

成２５年度、平成２６年度、平成２７年度の３カ年にわたる計画年次で、既に平成２６年成２５年度、平成２６年度、平成２７年度の３カ年にわたる計画年次で、既に平成２６年成２５年度、平成２６年度、平成２７年度の３カ年にわたる計画年次で、既に平成２６年成２５年度、平成２６年度、平成２７年度の３カ年にわたる計画年次で、既に平成２６年

度の度の度の度の半半半半ばにしてばにしてばにしてばにして再生可能再生可能再生可能再生可能エネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギーの数値目標数値目標数値目標数値目標のののの達達達達成が報告されております。それに成が報告されております。それに成が報告されております。それに成が報告されております。それに基づ基づ基づ基づ

いて平成２７年度にはさらにいて平成２７年度にはさらにいて平成２７年度にはさらにいて平成２７年度にはさらに積み積み積み積み上げをしていくということで、平成２２年度に上げをしていくということで、平成２２年度に上げをしていくということで、平成２２年度に上げをしていくということで、平成２２年度に比べ比べ比べ比べて３て３て３て３．．．．

８８８８倍倍倍倍にににに引引引引き上げる方き上げる方き上げる方き上げる方針針針針をををを打ち打ち打ち打ち出していただきました。これは、何か問出していただきました。これは、何か問出していただきました。これは、何か問出していただきました。これは、何か問題題題題がないがないがないがない限限限限りはりはりはりは実現実現実現実現

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確かな計画で確かな計画で確かな計画で確かな計画達達達達成成成成目標目標目標目標ということでということでということでということで設設設設定されたものであります。定されたものであります。定されたものであります。定されたものであります。ぜひぜひぜひぜひともともともとも実実実実

現現現現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。

これまでとこれまでとこれまでとこれまでと同様同様同様同様、奈良県は、奈良県は、奈良県は、奈良県は自給率自給率自給率自給率をををを引引引引き上げなければいけないと、ほかの委員も主き上げなければいけないと、ほかの委員も主き上げなければいけないと、ほかの委員も主き上げなければいけないと、ほかの委員も主張張張張ささささ

れてきましたが、このことについてれてきましたが、このことについてれてきましたが、このことについてれてきましたが、このことについて今今今今、国ではエネルギー、国ではエネルギー、国ではエネルギー、国ではエネルギー政政政政策の策の策の策の目標目標目標目標をいろいろとをいろいろとをいろいろとをいろいろと検討検討検討検討はははは

されているものの、まだはっきりと方されているものの、まだはっきりと方されているものの、まだはっきりと方されているものの、まだはっきりと方向向向向が出ないということが言われております。地方が出ないということが言われております。地方が出ないということが言われております。地方が出ないということが言われております。地方分分分分

散散散散型のエネルギー確型のエネルギー確型のエネルギー確型のエネルギー確保保保保ということですから、ということですから、ということですから、ということですから、当然当然当然当然奈良県としても奈良県としても奈良県としても奈良県としても自給率自給率自給率自給率をををを設設設設定しなければ定しなければ定しなければ定しなければ

ならないと思います。奈良県ならないと思います。奈良県ならないと思います。奈良県ならないと思います。奈良県独自独自独自独自のののの自給率自給率自給率自給率がががが設設設設定できるのかできないのか、ここに定できるのかできないのか、ここに定できるのかできないのか、ここに定できるのかできないのか、ここに実実実実は問は問は問は問

題題題題がございました。がございました。がございました。がございました。絶え絶え絶え絶えず国のず国のず国のず国の動向動向動向動向を見きわめてというのは、本県のを見きわめてというのは、本県のを見きわめてというのは、本県のを見きわめてというのは、本県の検討段階検討段階検討段階検討段階におけるにおけるにおけるにおける最最最最

大要大要大要大要因因因因ということで、ということで、ということで、ということで、自給率設自給率設自給率設自給率設定ができておりま定ができておりま定ができておりま定ができておりませせせせん。これもうなずける事ん。これもうなずける事ん。これもうなずける事ん。これもうなずける事情情情情の一つであの一つであの一つであの一つであ

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



---- 3333 ----

しかし、ここからがしかし、ここからがしかし、ここからがしかし、ここからが核核核核心でございます。心でございます。心でございます。心でございます。

自給率自給率自給率自給率については、国のについては、国のについては、国のについては、国の政政政政策事策事策事策事情情情情にににに寄寄寄寄らずに奈良県としてどのようにエネルギー確らずに奈良県としてどのようにエネルギー確らずに奈良県としてどのようにエネルギー確らずに奈良県としてどのようにエネルギー確保保保保をををを

行っていくのかという方行っていくのかという方行っていくのかという方行っていくのかという方法論法論法論法論を見つけ出すを見つけ出すを見つけ出すを見つけ出す必必必必要があるのではないか。要があるのではないか。要があるのではないか。要があるのではないか。例え例え例え例えば、奈良県の中ば、奈良県の中ば、奈良県の中ば、奈良県の中

山間山間山間山間部の部の部の部の河河河河川を川を川を川を利用利用利用利用して、小して、小して、小して、小水力水力水力水力発発発発電電電電の確の確の確の確保保保保ができるができるができるができる場場場場所があるのかないのか。それから所があるのかないのか。それから所があるのかないのか。それから所があるのかないのか。それから

またまたまたまた太陽太陽太陽太陽光光光光パパパパネルをネルをネルをネルを民間民間民間民間やややや公共公共公共公共施施施施設設設設のののの屋根屋根屋根屋根をををを借借借借りてでも、まだまだりてでも、まだまだりてでも、まだまだりてでも、まだまだ置置置置けるところがあるのけるところがあるのけるところがあるのけるところがあるの

かどうかをしっかりとかどうかをしっかりとかどうかをしっかりとかどうかをしっかりと調調調調査をしていくことで、奈良県としての査をしていくことで、奈良県としての査をしていくことで、奈良県としての査をしていくことで、奈良県としての電力電力電力電力エネルギーの確エネルギーの確エネルギーの確エネルギーの確保保保保のののの道道道道

が開けるのではないかと思います。もが開けるのではないかと思います。もが開けるのではないかと思います。もが開けるのではないかと思います。もちちちちろんそこにはろんそこにはろんそこにはろんそこには投資投資投資投資もももも必必必必要でし要でし要でし要でしょょょょう。どうう。どうう。どうう。どう呼び込呼び込呼び込呼び込んんんん

でいくかということもでいくかということもでいくかということもでいくかということも重重重重要です。要です。要です。要です。

いずれにいたしましても、国のいずれにいたしましても、国のいずれにいたしましても、国のいずれにいたしましても、国の誘導誘導誘導誘導するするするする政政政政策で策で策で策で随分随分随分随分とととと変変変変わりますが、奈良県としてわりますが、奈良県としてわりますが、奈良県としてわりますが、奈良県として導導導導入入入入

ポテポテポテポテンンンンシャシャシャシャルがどれだけあるのか、という観ルがどれだけあるのか、という観ルがどれだけあるのか、という観ルがどれだけあるのか、という観点点点点からからからから考え考え考え考えていくていくていくていく必必必必要があるのではないかと要があるのではないかと要があるのではないかと要があるのではないかと

いうことをいうことをいうことをいうことを提案提案提案提案いたします。これについていたします。これについていたします。これについていたします。これについて感想感想感想感想をををを課課課課長あるいは部長からいただければあり長あるいは部長からいただければあり長あるいは部長からいただければあり長あるいは部長からいただければあり

がたい。がたい。がたい。がたい。

それから２つそれから２つそれから２つそれから２つ目目目目、、、、グリグリグリグリーンーンーンーンニュニュニュニューーーーディディディディールールールール基金基金基金基金のののの活用活用活用活用が県のが県のが県のが県の努力努力努力努力で行われることになりで行われることになりで行われることになりで行われることになり

ました。３年ました。３年ました。３年ました。３年間間間間で１６で１６で１６で１６億円億円億円億円というというというという非常非常非常非常に大きなに大きなに大きなに大きな額額額額でございます。でございます。でございます。でございます。募集募集募集募集を開を開を開を開始始始始したところ、したところ、したところ、したところ、

過過過過日の報告では１日の報告では１日の報告では１日の報告では１億円近億円近億円近億円近いいいい状況状況状況状況でございましたが、そのでございましたが、そのでございましたが、そのでございましたが、その後後後後問い問い問い問い合合合合わわわわせせせせや要や要や要や要望望望望が入っているが入っているが入っているが入っている

のかどうか。そしてまた、のかどうか。そしてまた、のかどうか。そしてまた、のかどうか。そしてまた、公共公共公共公共施施施施設導設導設導設導入の入の入の入の再生可能再生可能再生可能再生可能エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー設備設置設備設置設備設置設備設置のののの傾向傾向傾向傾向がどういうがどういうがどういうがどういう

ものなのかをおものなのかをおものなのかをおものなのかをお示示示示しいただきたい。しいただきたい。しいただきたい。しいただきたい。

次に、次に、次に、次に、記紀・万葉プロ記紀・万葉プロ記紀・万葉プロ記紀・万葉プロジジジジェクトェクトェクトェクトについてについてについてについて、、、、「平成２５年度主要施策の成果に関する報告「平成２５年度主要施策の成果に関する報告「平成２５年度主要施策の成果に関する報告「平成２５年度主要施策の成果に関する報告

書」３４ページに、書」３４ページに、書」３４ページに、書」３４ページに、現現現現地で奈良の地で奈良の地で奈良の地で奈良の歴歴歴歴史を史を史を史を味味味味わうわうわうわう仕組みづ仕組みづ仕組みづ仕組みづくり事くり事くり事くり事業業業業がががが記載記載記載記載されております。されております。されております。されております。

このこのこのこの間間間間、、、、「「「「鶴瓶鶴瓶鶴瓶鶴瓶のののの家族家族家族家族にににに乾杯乾杯乾杯乾杯」という」という」という」という番組番組番組番組で、で、で、で、笑笑笑笑福福福福亭鶴瓶氏亭鶴瓶氏亭鶴瓶氏亭鶴瓶氏がががが桜桜桜桜井井井井市へ来市へ来市へ来市へ来たときに、たときに、たときに、たときに、相撲相撲相撲相撲

神社神社神社神社をををを目指目指目指目指したのだけれども、したのだけれども、したのだけれども、したのだけれども、途途途途中で中で中で中で道道道道がわからなくなって、がわからなくなって、がわからなくなって、がわからなくなって、笠笠笠笠というところというところというところというところへへへへ行って行って行って行って笠笠笠笠

そばをそばをそばをそばを食べ食べ食べ食べたと。確かにたと。確かにたと。確かにたと。確かに笠笠笠笠そばはおいしいのですが、そばはおいしいのですが、そばはおいしいのですが、そばはおいしいのですが、肝肝肝肝心の心の心の心の相撲神社相撲神社相撲神社相撲神社に行けなかった。に行けなかった。に行けなかった。に行けなかった。実実実実

にこれはにこれはにこれはにこれは残念残念残念残念なことです。奈良県知事なことです。奈良県知事なことです。奈良県知事なことです。奈良県知事賞賞賞賞でででで相撲相撲相撲相撲発発発発祥祥祥祥の地を、これからの地を、これからの地を、これからの地を、これから宣伝宣伝宣伝宣伝しようというわしようというわしようというわしようというわ

けでございますが、けでございますが、けでございますが、けでございますが、道道道道しるしるしるしるべべべべは大は大は大は大変重変重変重変重要です。奈良県の観光振興、要です。奈良県の観光振興、要です。奈良県の観光振興、要です。奈良県の観光振興、特特特特にににに記紀・万葉記紀・万葉記紀・万葉記紀・万葉の観光の観光の観光の観光

振興では、まだまだこの観光振興では、まだまだこの観光振興では、まだまだこの観光振興では、まだまだこの観光資源資源資源資源を知っていただいていないのではないか。を知っていただいていないのではないか。を知っていただいていないのではないか。を知っていただいていないのではないか。道道道道しるしるしるしるべべべべを中を中を中を中

心とする心とする心とする心とするガイドブック制作ガイドブック制作ガイドブック制作ガイドブック制作事事事事業業業業が大が大が大が大変重変重変重変重要だと思いますが、進要だと思いますが、進要だと思いますが、進要だと思いますが、進捗状況捗状況捗状況捗状況やややや課題課題課題課題についておについておについておについてお示示示示

しをいただきたい。しをいただきたい。しをいただきたい。しをいただきたい。

次に、教育委員会に質問です。次に、教育委員会に質問です。次に、教育委員会に質問です。次に、教育委員会に質問です。青翔青翔青翔青翔中中中中学校学校学校学校の中の中の中の中高高高高一一一一貫貫貫貫教育で中教育で中教育で中教育で中学学学学部が部が部が部が新設新設新設新設されました。されました。されました。されました。

大大大大変人気変人気変人気変人気がががが高高高高くて入くて入くて入くて入学希望学希望学希望学希望者が者が者が者が多多多多かったわけですが、それをかったわけですが、それをかったわけですが、それをかったわけですが、それを絞絞絞絞りりりり込込込込んで、んで、んで、んで、半半半半年年年年余余余余りたりたりたりたちちちちまままま

した。大した。大した。大した。大変ゆ変ゆ変ゆ変ゆとりのある、そしてとりのある、そしてとりのある、そしてとりのある、そして個性個性個性個性をををを伸伸伸伸ばす、ばす、ばす、ばす、学習環境学習環境学習環境学習環境としてはとしてはとしてはとしては狙狙狙狙っていたとおり、っていたとおり、っていたとおり、っていたとおり、子子子子
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どものどものどものどもの勉強勉強勉強勉強するするするする環境環境環境環境がいい方がいい方がいい方がいい方向向向向で確で確で確で確保保保保できているとできているとできているとできていると聞聞聞聞いております。あくまでもいております。あくまでもいております。あくまでもいております。あくまでも聞聞聞聞いていいていいていいてい

るというるというるというるという状況状況状況状況でございますので、成果が上がっているならば、どういうでございますので、成果が上がっているならば、どういうでございますので、成果が上がっているならば、どういうでございますので、成果が上がっているならば、どういう状況状況状況状況なのかおなのかおなのかおなのかお聞聞聞聞きききき

いたしたい。なおかつ１カ所にとどまらず、あいたしたい。なおかつ１カ所にとどまらず、あいたしたい。なおかつ１カ所にとどまらず、あいたしたい。なおかつ１カ所にとどまらず、あちちちちここここちへちへちへちへとととと専門性専門性専門性専門性をををを持持持持った中った中った中った中高高高高一一一一貫貫貫貫教育が教育が教育が教育が

普及普及普及普及すればいいかというすればいいかというすればいいかというすればいいかという直直直直観観観観的的的的な思いをな思いをな思いをな思いを持持持持っておりますので、っておりますので、っておりますので、っておりますので、現状現状現状現状、成果をお、成果をお、成果をお、成果をお示示示示しいただしいただしいただしいただ

きたい。きたい。きたい。きたい。

次に２次に２次に２次に２点目点目点目点目は、奈良県は、は、奈良県は、は、奈良県は、は、奈良県は、規範意識規範意識規範意識規範意識がががが低低低低いといういといういといういという状況状況状況状況がございますが、がございますが、がございますが、がございますが、原因原因原因原因は一は一は一は一体体体体何な何な何な何な

のか。のか。のか。のか。規範意識規範意識規範意識規範意識はさまざまなはさまざまなはさまざまなはさまざまな子子子子どもたどもたどもたどもたちちちちの問の問の問の問題題題題行行行行動動動動をををを生み生み生み生み出していくようにも思われます。出していくようにも思われます。出していくようにも思われます。出していくようにも思われます。

特特特特にいにいにいにいじじじじめとの関係はないのかどうかについておめとの関係はないのかどうかについておめとの関係はないのかどうかについておめとの関係はないのかどうかについてお尋ね尋ね尋ね尋ねしたい。したい。したい。したい。

それから３それから３それから３それから３点目点目点目点目は、小は、小は、小は、小学生学生学生学生のののの外外外外国国国国語活動語活動語活動語活動がいよいよ本がいよいよ本がいよいよ本がいよいよ本格的格的格的格的にににに動動動動きます。きます。きます。きます。数数数数年年年年後後後後には小には小には小には小学学学学

校校校校の５年の５年の５年の５年生生生生、６年、６年、６年、６年生生生生にはにはにはには英語英語英語英語をををを導導導導入するということでございますので、入するということでございますので、入するということでございますので、入するということでございますので、英語力英語力英語力英語力をををを持持持持つつつつ指導指導指導指導

者が大者が大者が大者が大変重変重変重変重要になってきます。つまり、小要になってきます。つまり、小要になってきます。つまり、小要になってきます。つまり、小学校学校学校学校の５年の５年の５年の５年生生生生、６年、６年、６年、６年生担任生担任生担任生担任の教員がの教員がの教員がの教員が英語英語英語英語のののの力力力力をををを

持持持持たなければいけない。たなければいけない。たなければいけない。たなければいけない。英語英語英語英語のののの力力力力をををを持持持持たなければ、たなければ、たなければ、たなければ、サポサポサポサポーーーートトトトとしてとしてとしてとして学級学級学級学級の中に教の中に教の中に教の中に教師師師師が入らが入らが入らが入ら

なければいけない。いろいろななければいけない。いろいろななければいけない。いろいろななければいけない。いろいろなシステムシステムシステムシステムがががが考え考え考え考えられると思いますが、小られると思いますが、小られると思いますが、小られると思いますが、小学校学校学校学校の教員といの教員といの教員といの教員といええええ

どもどもどもども英語力英語力英語力英語力をしっかりとをしっかりとをしっかりとをしっかりと持持持持たなければいけないというたなければいけないというたなければいけないというたなければいけないという時時時時代にいよいよ代にいよいよ代にいよいよ代にいよいよ直面直面直面直面いたします。いたします。いたします。いたします。ググググ

ロロロローーーーババババル教育を推し進めていくというル教育を推し進めていくというル教育を推し進めていくというル教育を推し進めていくという意味意味意味意味で方で方で方で方向向向向はかなっていると思いますので、小はかなっていると思いますので、小はかなっていると思いますので、小はかなっていると思いますので、小学校学校学校学校

におけるにおけるにおけるにおける外外外外国国国国語活動語活動語活動語活動、、、、英語英語英語英語教育の教育の教育の教育の充実充実充実充実をををを目指目指目指目指したしたしたした人材人材人材人材育成についてどのように育成についてどのように育成についてどのように育成についてどのように取取取取りりりり組み組み組み組み、、、、

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かおるのかおるのかおるのかお尋ね尋ね尋ね尋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。

○野村地域振興部長○野村地域振興部長○野村地域振興部長○野村地域振興部長 エネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギーの自給率自給率自給率自給率を上げるを上げるを上げるを上げるべべべべきではないかというおきではないかというおきではないかというおきではないかというお尋ね尋ね尋ね尋ねについてについてについてについて

お答お答お答お答ええええささささせせせせていただきます。ていただきます。ていただきます。ていただきます。

まず、国としては、明確なまず、国としては、明確なまず、国としては、明確なまず、国としては、明確な数値目標数値目標数値目標数値目標はははは持持持持っていまっていまっていまっていませせせせんけれども、んけれども、んけれども、んけれども、再生可能再生可能再生可能再生可能エネルギーをエネルギーをエネルギーをエネルギーを

最最最最大大大大限加速限加速限加速限加速していくという方していくという方していくという方していくという方向性向性向性向性はははは示示示示されております。こうした中で、国の施策をされております。こうした中で、国の施策をされております。こうした中で、国の施策をされております。こうした中で、国の施策を最最最最大大大大限限限限

有効活用有効活用有効活用有効活用ささささせせせせていただきながら、ていただきながら、ていただきながら、ていただきながら、太陽太陽太陽太陽光光光光パパパパネル、小ネル、小ネル、小ネル、小水力水力水力水力発発発発電電電電、、、、バイオバイオバイオバイオママママスススス発発発発電電電電といったよといったよといったよといったよ

うなうなうなうな取取取取りりりり組み組み組み組みを、国のを、国のを、国のを、国の動向動向動向動向を見きわめながらエネルギービジョンで平成２２年度を見きわめながらエネルギービジョンで平成２２年度を見きわめながらエネルギービジョンで平成２２年度を見きわめながらエネルギービジョンで平成２２年度比比比比３３３３．．．．８８８８

倍倍倍倍というというというという目標目標目標目標をををを掲掲掲掲げておりますので、そのげておりますので、そのげておりますので、そのげておりますので、その実現実現実現実現にににに向向向向けてけてけてけて精精精精いっいっいっいっぱぱぱぱいいいい取取取取りりりり組み組み組み組みながらながらながらながら自給率自給率自給率自給率

を上げていきたいとを上げていきたいとを上げていきたいとを上げ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。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○平田エネルギー政策課長○平田エネルギー政策課長○平田エネルギー政策課長○平田エネルギー政策課長 グリグリグリグリーンーンーンーンニュニュニュニューーーーディディディディールールールール基金基金基金基金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さささせせせせていただきていただきていただきていただき

ます。ます。ます。ます。

グリグリグリグリーンーンーンーンニュニュニュニューーーーディディディディールールールール基金基金基金基金事事事事業業業業につきましては、本年４月に県からにつきましては、本年４月に県からにつきましては、本年４月に県からにつきましては、本年４月に県から環境環境環境環境省省省省へへへへ事事事事業業業業計画計画計画計画

をををを提提提提出し、６月出し、６月出し、６月出し、６月末末末末に１６に１６に１６に１６億円億円億円億円のののの内内内内示示示示を受けました。を受けました。を受けました。を受けました。市市市市町町町町村に対して要村に対して要村に対して要村に対して要望調望調望調望調査を行いました査を行いました査を行いました査を行いました

ところ、２２ところ、２２ところ、２２ところ、２２市市市市町町町町村、２事務村、２事務村、２事務村、２事務組合組合組合組合からからからから合合合合計計計計約約約約３７３７３７３７億円億円億円億円の要の要の要の要望望望望があったところです。があったところです。があったところです。があったところです。各各各各市市市市町町町町
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村からの要村からの要村からの要村からの要望望望望箇箇箇箇所につきましては、避難所所につきましては、避難所所につきましては、避難所所につきましては、避難所機機機機能能能能をををを有有有有する施する施する施する施設設設設であるであるであるである保保保保育育育育園園園園、、、、幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園、小、小、小、小・・・・

中中中中学校学校学校学校やややや防防防防災災災災拠拠拠拠点点点点となるとなるとなるとなる市市市市町町町町村の村の村の村の庁舎庁舎庁舎庁舎、それから、それから、それから、それから帰宅困帰宅困帰宅困帰宅困難者の難者の難者の難者の支援支援支援支援施施施施設設設設としてのとしてのとしてのとしてのコミコミコミコミュニュニュニュニ

ティティティティーーーーセセセセンンンンタタタターなどが主なものでございます。ーなどが主なものでございます。ーなどが主なものでございます。ーなどが主なものでございます。導導導導入入入入設備設備設備設備といたしましては、といたしましては、といたしましては、といたしましては、太陽太陽太陽太陽光発光発光発光発電設電設電設電設

備備備備とととと蓄蓄蓄蓄電電電電池池池池のののの設置設置設置設置がほとんどでございますが、中には小がほとんどでございますが、中には小がほとんどでございますが、中には小がほとんどでございますが、中には小水力水力水力水力発発発発電電電電やペやペやペやペレレレレットストットストットストットストーーーーブブブブ、小、小、小、小

型風型風型風型風力力力力発発発発電電電電などをなどをなどをなどを組み合組み合組み合組み合わわわわせせせせてててて設置設置設置設置するところもございます。するところもございます。するところもございます。するところもございます。

現現現現在在在在、これらの、これらの、これらの、これらの市市市市町町町町村からの要村からの要村からの要村からの要望望望望内容等内容等内容等内容等につきましてにつきましてにつきましてにつきましてヒアヒアヒアヒアリリリリンンンンググググ等等等等をををを実実実実施し、施し、施し、施し、設置設置設置設置要要要要領領領領

やややや設置設置設置設置箇箇箇箇所所所所等等等等をををを精精精精査しているところでございます。査しているところでございます。査しているところでございます。査しているところでございます。選選選選定方定方定方定方法法法法につきましては、県で一定のにつきましては、県で一定のにつきましては、県で一定のにつきましては、県で一定の

整整整整理をした上で、理をした上で、理をした上で、理をした上で、外外外外部の部の部の部の有識有識有識有識者を者を者を者を構構構構成成成成メメメメンンンンババババーとするーとするーとするーとする評価評価評価評価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検検検検証証証証を行った上を行った上を行った上を行った上

で決定をするで決定をするで決定をするで決定をす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。以以以以上です。上です。上です。上です。

○谷垣ならの魅力創造課長○谷垣ならの魅力創造課長○谷垣ならの魅力創造課長○谷垣ならの魅力創造課長 記紀・万葉プロ記紀・万葉プロ記紀・万葉プロ記紀・万葉プロジジジジェクトェクトェクトェクトのののの現現現現地で奈良の地で奈良の地で奈良の地で奈良の歴歴歴歴史を史を史を史を味味味味わうわうわうわう仕組み仕組み仕組み仕組み

づづづづくり事くり事くり事くり事業業業業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をさをさをさをさせせせせていただきます。ていただきます。ていただきます。ていただきます。

当当当当該該該該事事事事業業業業は、県は、県は、県は、県内各内各内各内各地の地の地の地の記紀ゆ記紀ゆ記紀ゆ記紀ゆかりの地において、かりの地において、かりの地において、かりの地において、現現現現地に思いをは地に思いをは地に思いをは地に思いをはせせせせてててて訪訪訪訪れた方はもれた方はもれた方はもれた方はもちちちち

ろん、知らずにろん、知らずにろん、知らずにろん、知らずに訪訪訪訪れた方に対してもれた方に対してもれた方に対してもれた方に対しても記紀記紀記紀記紀のののの魅魅魅魅力力力力をわかりやすくをわかりやすくをわかりやすくをわかりやすく伝え伝え伝え伝えるため、るため、るため、るため、記紀ゆ記紀ゆ記紀ゆ記紀ゆかりのかりのかりのかりの

エエエエピソピソピソピソーーーードドドド等等等等をををを現現現現地で地で地で地で紹介紹介紹介紹介するなど、するなど、するなど、するなど、現現現現地で奈良の地で奈良の地で奈良の地で奈良の歴歴歴歴史を史を史を史を味味味味わうわうわうわう仕組みづ仕組みづ仕組みづ仕組みづくりを行うことくりを行うことくりを行うことくりを行うこと

によりによりによりにより記紀ゆ記紀ゆ記紀ゆ記紀ゆかりの地のかりの地のかりの地のかりの地の魅魅魅魅力力力力をををを高高高高め、め、め、め、訪訪訪訪れたれたれたれた人人人人のののの満足満足満足満足度を度を度を度を高高高高めることをめることをめることをめることを目的目的目的目的としておりまとしておりまとしておりまとしておりま

す。す。す。す。

平成２５年度は平成２５年度は平成２５年度は平成２５年度は、、、、「「「「歩歩歩歩くくくく・・・・なら」のなら」のなら」のなら」のホホホホーーーームムムムページでページでページでページで紹介紹介紹介紹介しているしているしているしている記紀ゆ記紀ゆ記紀ゆ記紀ゆかりのかりのかりのかりのウウウウオオオオーーーークククク

ルールールールートトトトについて、について、について、について、現現現現地での地での地での地での案案案案内内内内サイサイサイサインのンのンのンの設置状況設置状況設置状況設置状況、、、、案案案案内表内表内表内表示示示示のののの内容等内容等内容等内容等をををを調調調調査いたしました。査いたしました。査いたしました。査いたしました。

一方、平一方、平一方、平一方、平城城城城宮宮宮宮跡跡跡跡とととと飛鳥飛鳥飛鳥飛鳥地域では地域では地域では地域では、、、、「なら平「なら平「なら平「なら平城京城京城京城京歴歴歴歴史史史史ぶぶぶぶらり」や「なららり」や「なららり」や「なららり」や「なら飛鳥京飛鳥京飛鳥京飛鳥京歴歴歴歴史史史史ぶぶぶぶらり」らり」らり」らり」

とととと題題題題したしたしたしたススススママママーーーートトトトフォフォフォフォンンンンアアアアプリプリプリプリを開発し、を開発し、を開発し、を開発し、現現現現在運在運在運在運用用用用中で、大中で、大中で、大中で、大変変変変好評好評好評好評をををを博博博博しております。しております。しております。しております。

今後今後今後今後につきましては、奈良をにつきましては、奈良をにつきましては、奈良をにつきましては、奈良を訪訪訪訪れたおれたおれたおれたお客客客客様様様様にににに現現現現地で地で地で地で歴歴歴歴史を史を史を史を味味味味わっていただくため、わっていただくため、わっていただくため、わっていただくため、ハハハハーーーー

ドドドドの解の解の解の解説板説板説板説板のののの設置設置設置設置がががが望望望望ましいのか、またはましいのか、またはましいのか、またはましいのか、またはススススママママーーーートトトトフォフォフォフォンンンンアアアアプリプリプリプリのようなのようなのようなのようなソフソフソフソフトトトトをををを提提提提供供供供すすすす

るほうがよいのか、それるほうがよいのか、それるほうがよいのか、それるほうがよいのか、それぞぞぞぞれれれれ現現現現地での地での地での地での状況状況状況状況をををを踏踏踏踏ままままええええ、、、、十十十十分分分分にににに検討検討検討検討してまいりたいと思いましてまいりたいと思いましてまいりたいと思いましてまいりたいと思いま

す。す。す。す。以以以以上です。上です。上です。上です。

○大西学校教育課長○大西学校教育課長○大西学校教育課長○大西学校教育課長 ２２２２点点点点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いたします。いたします。いたします。いたします。

まず、まず、まず、まず、青翔青翔青翔青翔中中中中学校学校学校学校の成果ということについてでございます。本年４月に開の成果ということについてでございます。本年４月に開の成果ということについてでございます。本年４月に開の成果ということについてでございます。本年４月に開校校校校いたしましいたしましいたしましいたしまし

た県た県た県た県立立立立青翔青翔青翔青翔中中中中学校学校学校学校は、は、は、は、初初初初の県の県の県の県立立立立中中中中学校学校学校学校であるとであるとであるとであると同時同時同時同時に、に、に、に、全全全全国国国国初初初初の理の理の理の理数数数数科単科単科単科単独高校独高校独高校独高校であるであるであるである青青青青

翔高校翔高校翔高校翔高校にににに併併併併設設設設した中した中した中した中高高高高一一一一貫校貫校貫校貫校であることが大きなであることが大きなであることが大きなであることが大きな特特特特徴徴徴徴です。です。です。です。青翔高校青翔高校青翔高校青翔高校では、では、では、では、ススススーーーーパパパパーーーーサイサイサイサイ

エンエンエンエンススススハハハハイスクイスクイスクイスクールのールのールのールの指指指指定を受けるなど、質の定を受けるなど、質の定を受けるなど、質の定を受けるなど、質の高高高高い理い理い理い理数数数数科科科科教育とともに教育とともに教育とともに教育とともに英語力英語力英語力英語力と国際と国際と国際と国際感感感感覚覚覚覚

をををを身身身身につけたにつけたにつけたにつけたグログログログローーーーババババルルルル人材人材人材人材の育成をの育成をの育成をの育成を目指目指目指目指しており、こうした教育を６年しており、こうした教育を６年しており、こうした教育を６年しており、こうした教育を６年間間間間でででで系統系統系統系統的的的的にににに学学学学
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習習習習できるよう中できるよう中できるよう中できるよう中学学学学、、、、高校高校高校高校のののの学習学習学習学習内容内容内容内容をををを精選精選精選精選し、し、し、し、基基基基礎礎礎礎基基基基本の本の本の本の繰繰繰繰りりりり返返返返しししし学習学習学習学習や上や上や上や上級学級学級学級学年の年の年の年の先先先先取取取取

りりりり学習学習学習学習等等等等をををを取取取取り入れた計画り入れた計画り入れた計画り入れた計画的的的的、、、、継続継続継続継続的的的的な一な一な一な一貫貫貫貫したカしたカしたカしたカリリリリキキキキュュュュララララムムムムを通して教育を通して教育を通して教育を通して教育活動活動活動活動を進めてを進めてを進めてを進めて

おります。おります。おります。おります。

具具具具体的体的体的体的には、には、には、には、数学数学数学数学、理、理、理、理科科科科、、、、外外外外国国国国語語語語はははは週週週週当当当当たりたりたりたり授授授授業時間業時間業時間業時間を１を１を１を１時間時間時間時間ずつずつずつずつふふふふやし、少やし、少やし、少やし、少人数指導人数指導人数指導人数指導

をををを実実実実施してきめ施してきめ施してきめ施してきめ細細細細かなかなかなかな指導指導指導指導を行っています。９を行っています。９を行っています。９を行っています。９割以割以割以割以上の上の上の上の生生生生徒徒徒徒がががが授授授授業業業業をををを楽楽楽楽しいとしいとしいとしいと感じ感じ感じ感じ、、、、特特特特にににに

理理理理科科科科のののの実実実実験験験験や観や観や観や観察察察察に興に興に興に興味味味味、関心を、関心を、関心を、関心を持持持持ってってってって取取取取りりりり組組組組んでいるとんでいるとんでいるとんでいると聞聞聞聞いております。また、通いております。また、通いております。また、通いております。また、通常常常常のののの

授授授授業業業業に上に上に上に上乗乗乗乗せせせせして７して７して７して７時間目時間目時間目時間目にににに実実実実施しております「施しております「施しております「施しております「青翔青翔青翔青翔タタタタイムイムイムイム」では、１」では、１」では、１」では、１ググググルールールーループプププ１０名程１０名程１０名程１０名程

度に度に度に度に分分分分かれてかれてかれてかれて英語英語英語英語科科科科教員４名と教員４名と教員４名と教員４名と外外外外国国国国人人人人のののの外外外外国国国国語指導語指導語指導語指導助手助手助手助手４名で４名で４名で４名で指導指導指導指導するするするする英英英英会会会会話話話話のののの授授授授業業業業や、や、や、や、

奈良教育大奈良教育大奈良教育大奈良教育大学学学学との連との連との連との連携携携携によるによるによるによる数学数学数学数学のののの統統統統計計計計分分分分野だけを３年野だけを３年野だけを３年野だけを３年間間間間通して通して通して通して学習学習学習学習するなどの発するなどの発するなどの発するなどの発展展展展的的的的なななな

学習学習学習学習をををを実実実実施しております。さらに、施しております。さらに、施しております。さらに、施しております。さらに、試試試試行行行行的的的的にににに土曜授土曜授土曜授土曜授業業業業を月に２を月に２を月に２を月に２回回回回実実実実施しており、総施しており、総施しており、総施しており、総合的合的合的合的なななな

学習学習学習学習のののの時間時間時間時間を中心にを中心にを中心にを中心に体体体体験験験験的的的的、、、、探求探求探求探求的的的的なななな学習学習学習学習のののの充実充実充実充実をををを図図図図っております。っております。っております。っております。

先先先先日、日、日、日、青翔青翔青翔青翔中中中中学校学校学校学校をををを訪訪訪訪問して問して問して問して授授授授業業業業を見るを見るを見るを見る機機機機会がございまして、会がございまして、会がございまして、会がございまして、数学数学数学数学、、、、英語英語英語英語、理、理、理、理科科科科のののの授授授授業業業業

などをなどをなどをなどを実実実実際に参観いたしました。少際に参観いたしました。少際に参観いたしました。少際に参観いたしました。少人数指導人数指導人数指導人数指導により教員のにより教員のにより教員のにより教員の目目目目がよく行きがよく行きがよく行きがよく行き届届届届いておりまして、いておりまして、いておりまして、いておりまして、

生生生生徒徒徒徒ががががみみみみずから進んでずから進んでずから進んでずから進んで生生生生きききき生生生生きときときときと学習学習学習学習にににに取取取取りりりり組組組組んでいるというんでいるというんでいるというんでいるという印象印象印象印象を受けております。を受けております。を受けております。を受けております。今今今今

後後後後は、は、は、は、来来来来年度に年度に年度に年度に新新新新１年１年１年１年生生生生をををを迎迎迎迎ええええてもてもてもても現現現現在在在在のような少のような少のような少のような少人数人数人数人数によるきめによるきめによるきめによるきめ細細細細かなかなかなかな指導体制指導体制指導体制指導体制をををを継続継続継続継続

ささささせせせせていくことや、ていくことや、ていくことや、ていくことや、郷土郷土郷土郷土のののの学習学習学習学習などを通して地域とのなどを通して地域とのなどを通して地域とのなどを通して地域との交流交流交流交流を進めることなど、さらにを進めることなど、さらにを進めることなど、さらにを進めることなど、さらに充実充実充実充実

した教育した教育した教育した教育活動活動活動活動を進めてまいりたいとを進めてまいりたいとを進めてまいりたいとを進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。

続続続続いて、２ついて、２ついて、２ついて、２つ目目目目でございます。小でございます。小でございます。小でございます。小学校学校学校学校のののの外外外外国国国国語活動語活動語活動語活動における教員のにおける教員のにおける教員のにおける教員の指導力指導力指導力指導力についてでごについてでごについてでごについてでご

ざいますが、県教育委員会では、平成２３年度からざいますが、県教育委員会では、平成２３年度からざいますが、県教育委員会では、平成２３年度からざいますが、県教育委員会では、平成２３年度から導導導導入された小入された小入された小入された小学校学校学校学校におけるにおけるにおけるにおける外外外外国国国国語活動語活動語活動語活動

をををを充実充実充実充実ささささせせせせるために、るために、るために、るために、指導資指導資指導資指導資料料料料ややややＤＶＤＤＶＤＤＶＤＤＶＤ教教教教材材材材をををを作作作作成するほか成するほか成するほか成するほか外外外外国国国国人人人人のののの外外外外国国国国語指導語指導語指導語指導助手助手助手助手とととと合合合合

同同同同でのでのでのでの授授授授業づ業づ業づ業づくりの研くりの研くりの研くりの研修講座修講座修講座修講座をををを実実実実施し、施し、施し、施し、外外外外国国国国語活動語活動語活動語活動にににに取取取取りりりり組組組組むむむむ教員教員教員教員へへへへのののの支援支援支援支援を行ってまいを行ってまいを行ってまいを行ってまい

りました。りました。りました。りました。現現現現在在在在、、、、外外外外国国国国人人人人のののの外外外外国国国国語指導語指導語指導語指導助手助手助手助手とととと協協協協力力力力をして、をして、をして、をして、英語英語英語英語でのでのでのでの挨拶挨拶挨拶挨拶などをなどをなどをなどを楽楽楽楽しめるよしめるよしめるよしめるよ

うなカーうなカーうなカーうなカードドドド教教教教材材材材をををを用用用用いたり、いたり、いたり、いたり、文具文具文具文具やややや動動動動物等物等物等物等のののの英語クイ英語クイ英語クイ英語クイズズズズをつくったりするなど、をつくったりするなど、をつくったりするなど、をつくったりするなど、子子子子どもたどもたどもたどもた

ちちちちがががが生生生生きききき生生生生きときときときと英語英語英語英語にににに触触触触れ、れ、れ、れ、英語英語英語英語をををを楽楽楽楽しめるようなしめるようなしめるようなしめるような授授授授業づ業づ業づ業づくりの研くりの研くりの研くりの研修修修修にににに努努努努めております。めております。めております。めております。

さらに、さらに、さらに、さらに、今今今今年度からは小年度からは小年度からは小年度からは小学校学校学校学校教員の教員の教員の教員の英語力英語力英語力英語力とととと指導力指導力指導力指導力の一の一の一の一層層層層のののの向向向向上を上を上を上を目指目指目指目指し、これも奈良し、これも奈良し、これも奈良し、これも奈良

教育大教育大教育大教育大学学学学と連と連と連と連携携携携をいたしまして、をいたしまして、をいたしまして、をいたしまして、英語指導パ英語指導パ英語指導パ英語指導パワワワワーーーーアアアアップップップップ講座講座講座講座を年を年を年を年間間間間５５５５回回回回実実実実施しておる施しておる施しておる施しておる途途途途中中中中

でございます。また、国で行われるでございます。また、国で行われるでございます。また、国で行われるでございます。また、国で行われる英語英語英語英語教育推進教育推進教育推進教育推進リリリリーーーーダダダダー中ー中ー中ー中央央央央研研研研修修修修に小に小に小に小学校学校学校学校の教員２名をの教員２名をの教員２名をの教員２名を

派遣派遣派遣派遣したほか、したほか、したほか、したほか、今今今今年度の小年度の小年度の小年度の小学校学校学校学校教員教員教員教員採採採採用用用用からからからから英語英語英語英語の教員の教員の教員の教員免許免許免許免許をををを有有有有するなど、するなど、するなど、するなど、英語英語英語英語にににに高高高高いいいい専専専専

門性門性門性門性をををを持持持持った教員のった教員のった教員のった教員の特特特特別選別選別選別選考考考考枠枠枠枠をををを設設設設けたところです。このけたところです。このけたところです。このけたところです。この制制制制度で度で度で度で採採採採用用用用されましたのは５名されましたのは５名されましたのは５名されましたのは５名

でございますが、小でございますが、小でございますが、小でございますが、小学校外学校外学校外学校外国国国国語活動語活動語活動語活動推進の推進の推進の推進のリリリリーーーーダダダダーとしてーとしてーとしてーとして活活活活躍躍躍躍できるよう育成してまいりできるよう育成してまいりできるよう育成してまいりできるよう育成してまいり
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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。

地域地域地域地域人材人材人材人材のののの活用活用活用活用につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、現現現現在在在在、県、県、県、県内内内内のののの複複複複数市数市数市数市町町町町村では小村では小村では小村では小学校外学校外学校外学校外国国国国語活動語活動語活動語活動においにおいにおいにおい

てててて授授授授業業業業のののの補助補助補助補助、教、教、教、教材作材作材作材作成などの成などの成などの成などの支援支援支援支援をしていただいております。をしていただいております。をしていただいております。をしていただいております。今後今後今後今後このようなこのようなこのようなこのような取取取取りりりり組み組み組み組み

の成果をの成果をの成果をの成果を周周周周知するとともに、知するとともに、知するとともに、知するとともに、引引引引きききき続続続続き研究してまいりたいとき研究してまいりたいとき研究してまいりたいとき研究してまいりたいと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。以以以以上でござ上でござ上でござ上でござ

います。います。います。います。

○西上生徒指導支援室長○西上生徒指導支援室長○西上生徒指導支援室長○西上生徒指導支援室長 児童児童児童児童生生生生徒徒徒徒のののの規範意識規範意識規範意識規範意識のののの状況状況状況状況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いたします。いたします。いたします。いたします。

子子子子どもたどもたどもたどもたちちちちのののの規範意識規範意識規範意識規範意識のののの状況状況状況状況を知るを知るを知るを知る指標指標指標指標の一つといたしまして、の一つといたしまして、の一つといたしまして、の一つといたしまして、児童児童児童児童生生生生徒徒徒徒１１１１，，，，００００００００００００人人人人

当当当当たりのたりのたりのたりの暴暴暴暴力力力力行行行行為為為為の発の発の発の発生生生生件件件件数数数数がございますが、平成２４年度にはがございますが、平成２４年度にはがございますが、平成２４年度にはがございますが、平成２４年度には全全全全国平国平国平国平均均均均を下を下を下を下回回回回る４る４る４る４．．．．００００

人人人人までまでまでまで改善改善改善改善しております。しかし、しております。しかし、しております。しかし、しております。しかし、全全全全国国国国学力・学習状況調学力・学習状況調学力・学習状況調学力・学習状況調査の「査の「査の「査の「学校学校学校学校の決まりの決まりの決まりの決まり・規・規・規・規則則則則をををを守守守守

る」という問いに対してる」という問いに対してる」という問いに対してる」という問いに対して肯肯肯肯定定定定的的的的なななな回回回回答をした奈良県の答をした奈良県の答をした奈良県の答をした奈良県の児童児童児童児童生生生生徒徒徒徒のののの割割割割合合合合は、は、は、は、改善改善改善改善傾向傾向傾向傾向にあるにあるにあるにある

とはいうものの、本年度もとはいうものの、本年度もとはいうものの、本年度もとはいうものの、本年度も依依依依然然然然としてとしてとしてとして全全全全国平国平国平国平均均均均を下を下を下を下回回回回り、り、り、り、全全全全国国国国順位順位順位順位では小では小では小では小学生学生学生学生で４３で４３で４３で４３位位位位、、、、

中中中中学生学生学生学生では４６では４６では４６では４６位位位位となっております。となっております。となっております。となっております。特特特特にいにいにいにいじじじじめとのかかわりについて、めとのかかわりについて、めとのかかわりについて、めとのかかわりについて、同調同調同調同調査の査の査の査の分分分分析析析析かかかか

らららら、、、、「「「「学校学校学校学校の決まりの決まりの決まりの決まり・規・規・規・規則則則則をををを守守守守る」という問いに対してる」という問いに対してる」という問いに対してる」という問いに対して否否否否定定定定的的的的なななな回回回回答をした答をした答をした答をした児童児童児童児童生生生生徒徒徒徒は、は、は、は、

同時同時同時同時にににに、、、、「い「い「い「いじじじじめはどんな理めはどんな理めはどんな理めはどんな理由由由由があってもいけないことだ」という問いに対してもがあってもいけないことだ」という問いに対してもがあってもいけないことだ」という問いに対してもがあってもいけないことだ」という問いに対しても否否否否定定定定的的的的

なななな回回回回答をしている答をしている答をしている答をしている割割割割合合合合がががが多多多多く、また、く、また、く、また、く、また、基基基基本本本本的的的的なななな生活習生活習生活習生活習慣慣慣慣やややや学習習学習習学習習学習習慣慣慣慣がががが身身身身についておらず、についておらず、についておらず、についておらず、

地域との関係が地域との関係が地域との関係が地域との関係が希希希希薄薄薄薄であり、であり、であり、であり、特特特特にににに自自自自尊尊尊尊感情感情感情感情がががが低低低低いいいい傾向傾向傾向傾向にあることがわかりました。にあることがわかりました。にあることがわかりました。にあることがわかりました。

このことから、県教育委員会では、地域このことから、県教育委員会では、地域このことから、県教育委員会では、地域このことから、県教育委員会では、地域住住住住民民民民の参画をの参画をの参画をの参画を得得得得ながらながらながらながら子子子子どもたどもたどもたどもたちちちちを育を育を育を育むむむむ環境づ環境づ環境づ環境づ

くりを行う地域とともにあるくりを行う地域とともにあるくりを行う地域とともにあるくりを行う地域とともにある学校づ学校づ学校づ学校づくり、また、県くり、また、県くり、また、県くり、また、県内内内内１１地域で１１地域で１１地域で１１地域で同じ同じ同じ同じ地域の小地域の小地域の小地域の小・・・・中中中中・高・高・高・高等等等等

学校学校学校学校が地域が地域が地域が地域住住住住民民民民と連と連と連と連携携携携し、地域し、地域し、地域し、地域住住住住民民民民と小と小と小と小・・・・中中中中・高校生・高校生・高校生・高校生がががが協協協協働して働して働して働してボラボラボラボランンンンティティティティアアアア活動活動活動活動や地域や地域や地域や地域

行事行事行事行事等等等等にににに取取取取りりりり組組組組むむむむことでことでことでことで社社社社会会会会性性性性をををを養養養養い、またい、またい、またい、また自自自自己己己己有用感有用感有用感有用感を育を育を育を育むむむむ、地域、地域、地域、地域ぐぐぐぐるるるるみみみみでででで取取取取りりりり組組組組むむむむ

小小小小・・・・中中中中・高校生規範意識・高校生規範意識・高校生規範意識・高校生規範意識醸醸醸醸成事成事成事成事業業業業にににに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。さらに、んでいるところでございます。さらに、んでいるところでございます。さらに、んでいるところでございます。さらに、家家家家庭庭庭庭にににに

おいておいておいておいて幼児期幼児期幼児期幼児期にににに親親親親子子子子ののののコミコミコミコミュニュニュニュニケケケケーーーーシシシションをョンをョンをョンをふふふふやし、やし、やし、やし、挨拶挨拶挨拶挨拶やややや手手手手伝伝伝伝いができたらいができたらいができたらいができたら親親親親がががが子子子子どもどもどもども

をををを褒褒褒褒めることでめることでめることでめることで子子子子どものどものどものどもの自自自自尊尊尊尊感情感情感情感情を育を育を育を育むむむむ取取取取りりりり組み組み組み組みとして、おはようとして、おはようとして、おはようとして、おはよう・・・・おやすおやすおやすおやすみ・み・み・み・おてつだおてつだおてつだおてつだ

いいいい約束運約束運約束運約束運動動動動もももも継続継続継続継続して進めているところでございます。して進めているところでございます。して進めているところでございます。して進めているところでございます。

今後今後今後今後ともともともとも学校学校学校学校の教育の教育の教育の教育活動活動活動活動を中心としてを中心としてを中心としてを中心として家家家家庭庭庭庭や地域と連や地域と連や地域と連や地域と連携携携携をををを深深深深めながら、めながら、めながら、めながら、児童児童児童児童生生生生徒徒徒徒のののの規範規範規範規範

意識意識意識意識のののの向向向向上に上に上に上に全全全全力力力力でででで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す。ております。ております。ております。以以以以上です。上です。上です。上です。

○和田委員○和田委員○和田委員○和田委員 グリグリグリグリーンーンーンーンニュニュニュニューーーーディディディディールールールール基金基金基金基金のののの活用活用活用活用については、については、については、については、状況状況状況状況をごをごをごをご説説説説明いただきまし明いただきまし明いただきまし明いただきまし

た。またた。またた。またた。また別別別別のののの機機機機会に議会に議会に議会に議論論論論あるいはあるいはあるいはあるいは協協協協議をさ議をさ議をさ議をさせせせせ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。

それから、それから、それから、それから、自給率自給率自給率自給率のののの引引引引き上げですが、き上げですが、き上げですが、き上げですが、政政政政治治治治的的的的な決定というな決定というな決定というな決定という判判判判断を下す断を下す断を下す断を下す必必必必要があるのでは要があるのでは要があるのでは要があるのでは

ないか。ないか。ないか。ないか。例え例え例え例えば、ば、ば、ば、自給率自給率自給率自給率４０４０４０４０％％％％をををを割割割割った、大った、大った、大った、大変変変変なことだ、それでは一なことだ、それでは一なことだ、それでは一なことだ、それでは一体体体体何何何何％％％％にするのですにするのですにするのですにするのです
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か。日本のか。日本のか。日本のか。日本の自給率自給率自給率自給率をををを高高高高めるためには、あと５めるためには、あと５めるためには、あと５めるためには、あと５％ぐ％ぐ％ぐ％ぐらいはらいはらいはらいは可能可能可能可能か、１０か、１０か、１０か、１０％ぐ％ぐ％ぐ％ぐらいはらいはらいはらいは可能可能可能可能か、か、か、か、

このようなこのようなこのようなこのような可能可能可能可能なななな範範範範囲囲囲囲のののの引引引引き上げというのではなくて、このき上げというのではなくて、このき上げというのではなくて、このき上げというのではなくて、この場合場合場合場合だったら、だったら、だったら、だったら、例え例え例え例えばばばば自給率自給率自給率自給率

を４０を４０を４０を４０％％％％、５０、５０、５０、５０％％％％にににに持持持持っていこうと、こうなれば、っていこうと、こうなれば、っていこうと、こうなれば、っていこうと、こうなれば、政政政政治治治治的的的的判判判判断の断の断の断の領領領領域です。域です。域です。域です。

万万万万が一関が一関が一関が一関西西西西電力電力電力電力で大きな事で大きな事で大きな事で大きな事故故故故があるならば、奈良県はたがあるならば、奈良県はたがあるならば、奈良県はたがあるならば、奈良県はたちちちちままままちちちち停停停停電電電電ががががふふふふええええる。そうなれる。そうなれる。そうなれる。そうなれ

ば、ば、ば、ば、工工工工場場場場だけでもだけでもだけでもだけでも動動動動かそうではないか、かそうではないか、かそうではないか、かそうではないか、家家家家庭庭庭庭でも、でも、でも、でも、昼昼昼昼間間間間はだめとしても、はだめとしても、はだめとしても、はだめとしても、夜夜夜夜だけは確だけは確だけは確だけは確保保保保しししし

ようではないかと、いろいろなようではないかと、いろいろなようではないかと、いろいろなようではないかと、いろいろな電力電力電力電力確確確確保保保保のののの基基基基準準準準をををを検討検討検討検討しながら、奈良県であればしながら、奈良県であればしながら、奈良県であればしながら、奈良県であれば自給率自給率自給率自給率がががが

３０３０３０３０％％％％あれば何とかなるかもわからないという、あれば何とかなるかもわからないという、あれば何とかなるかもわからないという、あれば何とかなるかもわからないという、自給率自給率自給率自給率の決定のの決定のの決定のの決定の仕仕仕仕方もあるのではないか方もあるのではないか方もあるのではないか方もあるのではないか

と思うのです。地方と思うのです。地方と思うのです。地方と思うのです。地方分散分散分散分散型の型の型の型の電力電力電力電力エネルギーの確エネルギーの確エネルギーの確エネルギーの確保保保保ということをはっきり言っているわけということをはっきり言っているわけということをはっきり言っているわけということをはっきり言っているわけ

だから、奈良県としては、だから、奈良県としては、だから、奈良県としては、だから、奈良県としては、最低最低最低最低このこのこのこの電力電力電力電力供供供供給給給給を確を確を確を確保保保保しようというところの総しようというところの総しようというところの総しようというところの総合的合的合的合的なものとなものとなものとなものと

してしてしてして自給率自給率自給率自給率を出すということも一つの方を出すということも一つの方を出すということも一つの方を出すということも一つの方法法法法ではないかとではないかとではないかとではないかと提案提案提案提案をいたしておきます。どうをいたしておきます。どうをいたしておきます。どうをいたしておきます。どうぞぞぞぞ

部部部部内内内内においてにおいてにおいてにおいて検討検討検討検討をしてください。をしてください。をしてください。をしてください。

次に、次に、次に、次に、記紀・万葉プロ記紀・万葉プロ記紀・万葉プロ記紀・万葉プロジジジジェクトェクトェクトェクトの関係でございます。いろいろなの関係でございます。いろいろなの関係でございます。いろいろなの関係でございます。いろいろな手手手手法法法法をををを駆使駆使駆使駆使してしてしてして頑頑頑頑張張張張っっっっ

ていただきたいわけですが、ていただきたいわけですが、ていただきたいわけですが、ていただきたいわけですが、テテテテレレレレビビビビ番組番組番組番組のののの件件件件についても、についても、についても、についても、相撲神社相撲神社相撲神社相撲神社の行き方が、見ればすの行き方が、見ればすの行き方が、見ればすの行き方が、見ればす

ぐぐぐぐにににに分分分分かるというかるというかるというかるという状状状状態態態態であればたどりであればたどりであればたどりであればたどり着着着着けたのではないかと思います。いろいろなけたのではないかと思います。いろいろなけたのではないかと思います。いろいろなけたのではないかと思います。いろいろな手手手手法法法法もももも

ありますから、大きなありますから、大きなありますから、大きなありますから、大きな道道道道しるしるしるしるべべべべをつくるとか、をつくるとか、をつくるとか、をつくるとか、創創創創意意意意工工工工夫夫夫夫凝凝凝凝らして、おもてなしがうまくいらして、おもてなしがうまくいらして、おもてなしがうまくいらして、おもてなしがうまくい

くようにくようにくようにくように頑頑頑頑張張張張ってください。ってください。ってください。ってください。

次に、教育委員会ですが、次に、教育委員会ですが、次に、教育委員会ですが、次に、教育委員会ですが、青翔青翔青翔青翔中中中中学校学校学校学校の中の中の中の中高高高高一一一一貫貫貫貫教育について、教育について、教育について、教育について、非常非常非常非常にうれしいにうれしいにうれしいにうれしいニュニュニュニューーーー

ススススをいただきました。このことによってをいただきました。このことによってをいただきました。このことによってをいただきました。このことによって差別差別差別差別、、、、選別選別選別選別のエのエのエのエリリリリーーーートトトト教育が教育が教育が教育が助助助助長されないのかと長されないのかと長されないのかと長されないのかと

いうことを大いうことを大いうことを大いうことを大変変変変心配しておりました。しかし、入った心配しておりました。しかし、入った心配しておりました。しかし、入った心配しておりました。しかし、入った子子子子どもの９どもの９どもの９どもの９割以割以割以割以上が、上が、上が、上が、自分自分自分自分のののの勉強勉強勉強勉強しししし

たいとたいとたいとたいと目指目指目指目指すところについて関心をすところについて関心をすところについて関心をすところについて関心を高高高高めているということをめているということをめているということをめているということを聞聞聞聞いていていていて非常非常非常非常に安心をしておりに安心をしておりに安心をしておりに安心をしており

ます。これだけすばらしい中ます。これだけすばらしい中ます。これだけすばらしい中ます。これだけすばらしい中高高高高一一一一貫貫貫貫教育の教育の教育の教育のシステムシステムシステムシステムとしてこれから進としてこれから進としてこれから進としてこれから進むむむむならば、ならば、ならば、ならば、例え例え例え例えばばばば芸芸芸芸

術コ術コ術コ術コーーーーススススでの中での中での中での中高高高高一一一一貫貫貫貫教育があってもいいのではないか。教育があってもいいのではないか。教育があってもいいのではないか。教育があってもいいのではないか。英語英語英語英語で研究、で研究、で研究、で研究、勉強勉強勉強勉強ができるといができるといができるといができるとい

うううう英語英語英語英語の中の中の中の中高高高高一一一一貫貫貫貫教育があってもいいのではないか。まだ教育があってもいいのではないか。まだ教育があってもいいのではないか。まだ教育があってもいいのではないか。まだ始始始始まったばかりですが、まったばかりですが、まったばかりですが、まったばかりですが、試験試験試験試験的的的的

にこれからにこれからにこれからにこれから展展展展開をしていき、そういう中で開をしていき、そういう中で開をしていき、そういう中で開をしていき、そういう中で新新新新しいしいしいしい人人人人事、事、事、事、指導指導指導指導者の者の者の者の養養養養成もあるだろうし、成もあるだろうし、成もあるだろうし、成もあるだろうし、指指指指

導導導導者の者の者の者の交流交流交流交流もあるだろうし、もあるだろうし、もあるだろうし、もあるだろうし、英語英語英語英語教育を教育を教育を教育を嫌嫌嫌嫌がるがるがるがる傾向傾向傾向傾向のののの強強強強いいいい高校高校高校高校のののの場合場合場合場合であれば、おもしろであれば、おもしろであれば、おもしろであれば、おもしろ

いいいい英語英語英語英語教育ができるかもわからない。教育ができるかもわからない。教育ができるかもわからない。教育ができるかもわからない。青翔青翔青翔青翔中中中中高高高高一一一一貫貫貫貫教育教育教育教育校校校校をこれから成をこれから成をこれから成をこれから成功功功功ささささせせせせながら、ながら、ながら、ながら、今今今今

出ている出ている出ている出ている結結結結果を果を果を果を持持持持続続続続ささささせせせせて、また他のて、また他のて、また他のて、また他の違違違違ったったったった分分分分野の中野の中野の中野の中高高高高一一一一貫貫貫貫教育教育教育教育へへへへとととと波波波波及及及及することをすることをすることをすることを強強強強くくくく

願ってや願ってや願ってや願ってやみみみみまままませせせせん。ん。ん。ん。頑頑頑頑張張張張ってください。ってください。ってください。ってください。

それから、小それから、小それから、小それから、小学生学生学生学生のののの外外外外国国国国語活動語活動語活動語活動で、地域ので、地域ので、地域ので、地域の人人人人たたたたちちちちのののの英語力英語力英語力英語力をををを活用活用活用活用するということにするということにするということにするということに触触触触れれれれ

ていただきました。地域のていただきました。地域のていただきました。地域のていただきました。地域の匠匠匠匠の方のの方のの方のの方の話話話話をををを聞聞聞聞いて、職いて、職いて、職いて、職業業業業教育に教育に教育に教育に生生生生かすというかすというかすというかすという場合場合場合場合がががが多多多多 々々々々ありありありあり
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ます。これからます。これからます。これからます。これから英語力英語力英語力英語力をををを持持持持ったったったったゲゲゲゲストティストティストティストティーーーーチチチチャャャャーをどんどんーをどんどんーをどんどんーをどんどん活用活用活用活用したらいいのではないしたらいいのではないしたらいいのではないしたらいいのではない

か。地域の中には、か。地域の中には、か。地域の中には、か。地域の中には、外外外外国で国で国で国で商商商商社社社社ママママンとしてンとしてンとしてンとして活活活活躍躍躍躍した、あるいはした、あるいはした、あるいはした、あるいは金金金金融機融機融機融機関で関で関で関で英語英語英語英語をををを話話話話してしてしてして取取取取

引引引引をしたをしたをしたをした人人人人たたたたちちちち、、、、卒卒卒卒業生業生業生業生、、、、ＯＢＯＢＯＢＯＢがおります。がおります。がおります。がおります。

ゲゲゲゲストティストティストティストティーーーーチチチチャャャャーを大いにこれからも確ーを大いにこれからも確ーを大いにこれからも確ーを大いにこれからも確保保保保して、して、して、して、予予予予算算算算措措措措置置置置をつけてをつけてをつけてをつけて頑頑頑頑張張張張っていただきっていただきっていただきっていただき

たいと思います。たいと思います。たいと思います。たいと思います。

要要要要望望望望をそれをそれをそれをそれぞぞぞぞれに出しておきましたから、れに出しておきましたから、れに出しておきましたから、れに出しておきましたから、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。以以以以上でござ上でござ上でござ上でござ

います。います。います。います。

○国中委員長○国中委員長○国中委員長○国中委員長 全全全全て要て要て要て要望望望望、、、、提案提案提案提案でよろしいか。でよろしいか。でよろしいか。でよろしいか。

○和田委員○和田委員○和田委員○和田委員 はい。はい。はい。はい。

○国中委員長○国中委員長○国中委員長○国中委員長 どうもありがごうございました。どうもありがごうございました。どうもありがごうございました。どうもありがごうございました。

○小林委員○小林委員○小林委員○小林委員 ３３３３点点点点質問をさ質問をさ質問をさ質問をさせせせせていただきます。ていただきます。ていただきます。ていただきます。

初初初初めに、地域振興部に関係しますが、めに、地域振興部に関係しますが、めに、地域振興部に関係しますが、めに、地域振興部に関係しますが、民民民民俗博物館俗博物館俗博物館俗博物館についてについてについてについて、、、、「平成２５年度主要施策の「平成２５年度主要施策の「平成２５年度主要施策の「平成２５年度主要施策の

成果に関する報告書」の３１ページにあります。ことしの成果に関する報告書」の３１ページにあります。ことしの成果に関する報告書」の３１ページにあります。ことしの成果に関する報告書」の３１ページにあります。ことしの夏夏夏夏、、、、現現現現在在在在奈良奈良奈良奈良民民民民俗文俗文俗文俗文化研究所の化研究所の化研究所の化研究所の

代代代代表表表表をしております、もと県をしております、もと県をしております、もと県をしております、もと県庁庁庁庁職員の方とお会いする職員の方とお会いする職員の方とお会いする職員の方とお会いする機機機機会がありまして、会がありまして、会がありまして、会がありまして、全全全全国国国国的的的的にもにもにもにも珍珍珍珍しししし

い奈良県のい奈良県のい奈良県のい奈良県の民民民民俗博物館俗博物館俗博物館俗博物館とととと民民民民俗文俗文俗文俗文化化化化へへへへの思いをおの思いをおの思いをおの思いをお聞聞聞聞きいたしました。そして、そのきいたしました。そして、そのきいたしました。そして、そのきいたしました。そして、その後後後後、、、、民民民民俗俗俗俗

博物館博物館博物館博物館だよりや奈良だよりや奈良だよりや奈良だよりや奈良新聞新聞新聞新聞にごにごにごにご自自自自身身身身が書かれましたならが書かれましたならが書かれましたならが書かれましたなら民民民民俗俗俗俗通通通通信信信信もももも送送送送っていただきました。っていただきました。っていただきました。っていただきました。

そんなそんなそんなそんな折折折折、、、、先先先先日の日の日の日の新聞新聞新聞新聞で、県が２０１１年から２０１３年の３年で、県が２０１１年から２０１３年の３年で、県が２０１１年から２０１３年の３年で、県が２０１１年から２０１３年の３年間間間間にわたってにわたってにわたってにわたって実実実実施して施して施して施して

きた奈良県きた奈良県きた奈良県きた奈良県新新新新行行行行政政政政経経経経営営営営プログプログプログプログララララムムムムのののの自自自自己採己採己採己採点点点点のののの結結結結果が報果が報果が報果が報道道道道されておりまして、されておりまして、されておりまして、されておりまして、万葉万葉万葉万葉文文文文化化化化館館館館

やややや民民民民俗博物館俗博物館俗博物館俗博物館のののの来来来来館館館館者者者者数数数数のののの伸び伸び伸び伸び悩悩悩悩みみみみなどがなどがなどがなどがママママイイイイナナナナスススス評価評価評価評価の対の対の対の対象象象象になったということで、大になったということで、大になったということで、大になったということで、大

変変変変心配になりまして、心配になりまして、心配になりまして、心配になりまして、民民民民俗博物館俗博物館俗博物館俗博物館はこれからどうなるだろうか、大はこれからどうなるだろうか、大はこれからどうなるだろうか、大はこれからどうなるだろうか、大丈丈丈丈夫だろうかととても夫だろうかととても夫だろうかととても夫だろうかととても

気気気気になりました。になりました。になりました。になりました。

そこでおそこでおそこでおそこでお尋ね尋ね尋ね尋ねをいたします。をいたします。をいたします。をいたします。民民民民俗博物館俗博物館俗博物館俗博物館のののの利用利用利用利用者者者者数数数数増増増増加加加加にににに向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組み組み組み組みについて、どについて、どについて、どについて、ど

のようなことを行っているのでしのようなことを行っているのでしのようなことを行っているのでしのようなことを行っているのでしょょょょうか。また、小うか。また、小うか。また、小うか。また、小・・・・中中中中学生学生学生学生の入の入の入の入館館館館者者者者増増増増にににに向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組み組み組み組み

はいかがでしはいかがでしはいかがでしはいかがでしょょょょうか。うか。うか。うか。

２２２２点目点目点目点目ですけれども、県ですけれども、県ですけれども、県ですけれども、県費負費負費負費負担担担担教職員の定教職員の定教職員の定教職員の定数数数数内講内講内講内講師師師師の問の問の問の問題題題題です。２０１３年度も定です。２０１３年度も定です。２０１３年度も定です。２０１３年度も定数数数数そそそそ

のものはのものはのものはのものは児童児童児童児童生生生生徒徒徒徒数数数数のののの減減減減ということでということでということでということで減減減減少していっておりますが、少していっておりますが、少していっておりますが、少していっておりますが、兼兼兼兼ねねねねてから教職員の定てから教職員の定てから教職員の定てから教職員の定

数数数数内講内講内講内講師師師師の問の問の問の問題題題題がありました。奈良県は定がありました。奈良県は定がありました。奈良県は定がありました。奈良県は定数数数数内講内講内講内講師師師師のののの率率率率がががが高高高高いと言われてきておりましたいと言われてきておりましたいと言われてきておりましたいと言われてきておりました

けれども、定けれども、定けれども、定けれども、定数数数数内講内講内講内講師師師師のののの状況状況状況状況とととと都都都都道道道道府府府府県県県県比比比比較較較較ではどのようになっているのでしではどのようになっているのでしではどのようになっているのでしではどのようになっているのでしょょょょうか。まうか。まうか。まうか。ま

た、定た、定た、定た、定数数数数内講内講内講内講師師師師のののの占占占占めるめるめるめる率率率率がががが高高高高いことによるいことによるいことによるいことによる子子子子どもたどもたどもたどもたちへちへちへちへのののの影響影響影響影響については、どのようにについては、どのようにについては、どのようにについては、どのように

おおおお考え考え考え考えになっているでしになっているでしになっているでしになっているでしょょょょうか。また、うか。また、うか。また、うか。また、正正正正規規規規の職員のの職員のの職員のの職員の比率比率比率比率をををを高高高高めていくめていくめていくめていく展展展展望望望望、方、方、方、方向向向向についについについについ
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て、おて、おて、おて、お聞聞聞聞きしたいと思います。きしたいと思います。きしたいと思います。きしたいと思います。

３３３３点目点目点目点目ですけれども、少ですけれども、少ですけれども、少ですけれども、少人数学級人数学級人数学級人数学級についてです。どのについてです。どのについてです。どのについてです。どの子子子子にも行きにも行きにも行きにも行き届届届届いた教育をと長年いた教育をと長年いた教育をと長年いた教育をと長年父父父父

母母母母、教、教、教、教師師師師、関係者の方、関係者の方、関係者の方、関係者の方 々々々々のののの声声声声がががが広広広広がって、少がって、少がって、少がって、少人数学級へ人数学級へ人数学級へ人数学級へのののの歩歩歩歩みみみみが進められてきました。いが進められてきました。いが進められてきました。いが進められてきました。い

ただきましたただきましたただきましたただきました資資資資料料料料の県の県の県の県内内内内の小の小の小の小・・・・中中中中学校学校学校学校のののの現状現状現状現状を見ますと、小を見ますと、小を見ますと、小を見ますと、小学校学校学校学校で言で言で言で言ええええばばばば達達達達成できた成できた成できた成できた自自自自治治治治

体体体体が２５で、が２５で、が２５で、が２５で、自自自自治治治治体体体体でででで残残残残されているのは１３、中されているのは１３、中されているのは１３、中されているのは１３、中学校学校学校学校ではではではでは達達達達成できた成できた成できた成できた自自自自治治治治体体体体が１６、が１６、が１６、が１６、自自自自治治治治

体体体体でででで残残残残されているのは２２でした。これまで県は少されているのは２２でした。これまで県は少されているのは２２でした。これまで県は少されているのは２２でした。これまで県は少人数学級実現へ向人数学級実現へ向人数学級実現へ向人数学級実現へ向けて、けて、けて、けて、市市市市町町町町村村村村へへへへどのどのどのどの

ようにようにようにように支援支援支援支援をされてきたのでしをされてきたのでしをされてきたのでしをされてきたのでしょょょょうか。また、どのうか。また、どのうか。また、どのうか。また、どの市市市市町町町町村の小村の小村の小村の小学校学校学校学校、中、中、中、中学校学校学校学校でもでもでもでも早早早早期期期期にににに達達達達

成できるように、成できるように、成できるように、成できるように、今後今後今後今後のののの支援支援支援支援をどう進めていかれるのでしをどう進めていかれるのでしをどう進めていかれるのでしをどう進めていかれるのでしょょょょうか。少うか。少うか。少うか。少人数学級人数学級人数学級人数学級のこののこののこののこの統統統統計計計計

を出されましたを出されましたを出されましたを出されました数数数数字字字字は、どこでは、どこでは、どこでは、どこで線線線線をををを引引引引かれているのでしかれているのでしかれているのでしかれているのでしょょょょうか。うか。うか。うか。

その３その３その３その３点点点点をおをおをおをお尋ね尋ね尋ね尋ねいたします。いたします。いたします。いたします。以以以以上です。上です。上です。上です。

○竹田文化振興課長○竹田文化振興課長○竹田文化振興課長○竹田文化振興課長 民民民民俗博物館俗博物館俗博物館俗博物館のののの利用利用利用利用者者者者数数数数増増増増加加加加にににに向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組み組み組み組み、また小、また小、また小、また小・・・・中中中中学生学生学生学生の入の入の入の入

館館館館者に者に者に者に向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組み組み組み組みについてについてについてについて回回回回答さ答さ答さ答させせせせていただきます。ていただきます。ていただきます。ていただきます。

まず、まず、まず、まず、利用利用利用利用者者者者増増増増加加加加にににに向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組み組み組み組みといたしましては、といたしましては、といたしましては、といたしましては、毎毎毎毎年開年開年開年開催催催催しておりますしておりますしておりますしております企企企企画画画画展展展展のののの

実実実実施のほか、施のほか、施のほか、施のほか、昨昨昨昨年度からでございますが、年度からでございますが、年度からでございますが、年度からでございますが、民民民民俗俗俗俗公公公公園内園内園内園内にございますにございますにございますにございます古古古古民家民家民家民家をををを活用活用活用活用いたしまいたしまいたしまいたしま

したしたしたした古古古古民家活用民家活用民家活用民家活用事事事事業業業業をををを実実実実施しているところでございます。施しているところでございます。施しているところでございます。施しているところでございます。具具具具体的体的体的体的には、には、には、には、古古古古民家民家民家民家をををを活用活用活用活用いたいたいたいた

しましてのしましてのしましてのしましてのココココンンンンササササーーーートトトトやややや古古古古民家民家民家民家解解解解説説説説、、、、生生生生けけけけ花花花花のののの展展展展示示示示といったといったといったといったイイイイベベベベンンンントトトトを開を開を開を開催催催催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、て、て、て、民民民民俗博物館俗博物館俗博物館俗博物館を含めたを含めたを含めたを含めた民民民民俗俗俗俗公公公公園園園園のにのにのにのにぎぎぎぎわいわいわいわいづづづづくりを行っているところでございます。くりを行っているところでございます。くりを行っているところでございます。くりを行っているところでございます。

また、小また、小また、小また、小・・・・中中中中学生学生学生学生の入の入の入の入館館館館者者者者増増増増にににに向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組み組み組み組みといたしましては、これもといたしましては、これもといたしましては、これもといたしましては、これも昨昨昨昨年度からで年度からで年度からで年度からで

ございますが、小ございますが、小ございますが、小ございますが、小学学学学３年３年３年３年生生生生、４年、４年、４年、４年生生生生でででで学習学習学習学習する「する「する「する「昔昔昔昔のののの暮暮暮暮らし」に関するらし」に関するらし」に関するらし」に関する常設常設常設常設展展展展をををを設置設置設置設置してしてしてして

おります。また、おります。また、おります。また、おります。また、民民民民俗俗俗俗資資資資料料料料を見るだけではなく、を見るだけではなく、を見るだけではなく、を見るだけではなく、触触触触れて、さわってもられて、さわってもられて、さわってもられて、さわってもらええええるようなるようなるようなるような体体体体験コ験コ験コ験コ

ーーーーナナナナーをーをーをーを設置設置設置設置いたしまして、そういったいたしまして、そういったいたしまして、そういったいたしまして、そういった取取取取りりりり組み組み組み組みも行っているところでございます。さらも行っているところでございます。さらも行っているところでございます。さらも行っているところでございます。さら

に、観に、観に、観に、観覧覧覧覧面面面面、いわ、いわ、いわ、いわゆゆゆゆる入る入る入る入館料館料館料館料のののの面面面面からでございますけれども、これはからでございますけれども、これはからでございますけれども、これはからでございますけれども、これは今今今今年度からでござい年度からでござい年度からでござい年度からでござい

ますが、ますが、ますが、ますが、高校生高校生高校生高校生以以以以下の観下の観下の観下の観覧覧覧覧料料料料をををを無無無無料料料料化いたしました。あわ化いたしました。あわ化いたしました。あわ化いたしました。あわせせせせて、て、て、て、過過過過去去去去にににに民民民民俗博物館俗博物館俗博物館俗博物館にににに来来来来館館館館

実実実実績績績績のない小のない小のない小のない小学校学校学校学校に対して、に対して、に対して、に対して、民民民民俗博物館俗博物館俗博物館俗博物館の職員が出の職員が出の職員が出の職員が出向向向向いていていていて来来来来館館館館のののの勧勧勧勧誘活動誘活動誘活動誘活動等等等等もももも実実実実施してい施してい施してい施してい

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。

それらのそれらのそれらのそれらの取取取取りりりり組み組み組み組みによりまして、によりまして、によりまして、によりまして、今今今今年度上年度上年度上年度上半半半半期期期期、４月から９月、４月から９月、４月から９月、４月から９月末末末末日までの入日までの入日までの入日までの入場場場場者者者者数数数数につにつにつにつ

きましては７きましては７きましては７きましては７，，，，３９６名、３９６名、３９６名、３９６名、昨昨昨昨年の年の年の年の同時同時同時同時期期期期が６が６が６が６，，，，５８６名でございましたので、５８６名でございましたので、５８６名でございましたので、５８６名でございましたので、約約約約１２１２１２１２％増％増％増％増

となっております。また、小となっております。また、小となっております。また、小となっております。また、小・・・・中中中中学生学生学生学生の入の入の入の入場場場場者者者者数数数数につきましても、につきましても、につきましても、につきましても、今今今今年度上年度上年度上年度上半半半半期期期期につきまにつきまにつきまにつきま

しては１しては１しては１しては１，，，，０１４名、０１４名、０１４名、０１４名、昨昨昨昨年は９１２名でございましたので、こ年は９１２名でございましたので、こ年は９１２名でございましたので、こ年は９１２名でございましたので、こちちちちらのほうも１１らのほうも１１らのほうも１１らのほうも１１％増％増％増％増といといといとい

うことになっております。うことになっております。うことになっております。うことになっております。
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また、ことしまた、ことしまた、ことしまた、ことし秋秋秋秋、１１月１５、１６日の、１１月１５、１６日の、１１月１５、１６日の、１１月１５、１６日の両両両両日でございますけれども、大和日でございますけれども、大和日でございますけれども、大和日でございますけれども、大和民民民民俗俗俗俗公公公公園園園園のののの魅魅魅魅

力向力向力向力向上と上と上と上と新新新新たな名所たな名所たな名所たな名所づづづづくりのくりのくりのくりの取取取取りりりり組み組み組み組みの観の観の観の観点点点点からからからから、、、、「なら「なら「なら「なら民民民民博ふ博ふ博ふ博ふるさとるさとるさとるさとフフフフェスェスェスェスタタタタ」の開」の開」の開」の開催催催催

をををを予予予予定しておりまして、いろいろな定しておりまして、いろいろな定しておりまして、いろいろな定しておりまして、いろいろな取取取取りりりり組み組み組み組みをやることによりまして入をやることによりまして入をやることによりまして入をやることによりまして入館館館館者者者者増増増増につなげてにつなげてにつなげてにつなげて

いきたいといきたいといきたいといきたいと考え考え考え考えているところでございます。ているところでございます。ているところでございます。ているところでございます。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○石井教職員課長○石井教職員課長○石井教職員課長○石井教職員課長 定定定定数数数数内講内講内講内講師師師師の関係と少の関係と少の関係と少の関係と少人数学級人数学級人数学級人数学級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をさをさをさせせせせていただきていただきていただきていただき

ます。ます。ます。ます。

まず、定まず、定まず、定まず、定数数数数内講内講内講内講師師師師ですけれども、教員にですけれども、教員にですけれども、教員にですけれども、教員に占占占占めます定めます定めます定めます定数数数数内講内講内講内講師師師師のののの割割割割合合合合につきましては、平につきましては、平につきましては、平につきましては、平

成２２年度に１１成２２年度に１１成２２年度に１１成２２年度に１１．．．．９９９９％％％％であったものが、ここであったものが、ここであったものが、ここであったものが、ここ数数数数年の大年の大年の大年の大規規規規模模模模採採採採用用用用によりまして、平成２６によりまして、平成２６によりまして、平成２６によりまして、平成２６

年度では１０年度では１０年度では１０年度では１０．．．．４４４４％％％％までまでまでまで改善改善改善改善をしているところでございます。また、をしているところでございます。また、をしているところでございます。また、をしているところでございます。また、文文文文部部部部科科科科学学学学省省省省がががが示示示示してしてしてして

おりますおりますおりますおります公公公公立立立立小小小小・・・・中中中中学校学校学校学校の教員定の教員定の教員定の教員定数数数数のののの標標標標準準準準にににに占占占占めますめますめますめます正正正正規規規規教員の教員の教員の教員の割割割割合合合合のののの全全全全国国国国比比比比較較較較で見ますで見ますで見ますで見ます

と、平成２２年度に本県４６と、平成２２年度に本県４６と、平成２２年度に本県４６と、平成２２年度に本県４６位位位位であったものが、平成２６年度には４０であったものが、平成２６年度には４０であったものが、平成２６年度には４０であったものが、平成２６年度には４０位位位位とととと改善改善改善改善をしていをしていをしていをしてい

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。

また、定また、定また、定また、定数数数数内講内講内講内講師師師師によりまして、によりまして、によりまして、によりまして、子子子子どもたどもたどもたどもたちちちちにににに影響影響影響影響はあるかということでおはあるかということでおはあるかということでおはあるかということでお尋ね尋ね尋ね尋ねをいたをいたをいたをいた

だいておりますけれども、定だいておりますけれども、定だいておりますけれども、定だいておりますけれども、定数数数数内講内講内講内講師師師師だということをもってだということをもってだということをもってだということをもって子子子子どもたどもたどもたどもたちちちちに何らかのに何らかのに何らかのに何らかの影響影響影響影響がががが

あるということはないかと思います。あるということはないかと思います。あるということはないかと思います。あるということはないかと思います。講講講講師師師師のののの先先先先生生生生方にも大方にも大方にも大方にも大変変変変頑頑頑頑張張張張っていただいているとこっていただいているとこっていただいているとこっていただいているとこ

ろでございます。ろでございます。ろでございます。ろでございます。

それと、それと、それと、それと、講講講講師師師師のののの採採採採用用用用の関係でございますけれども、教員の関係でございますけれども、教員の関係でございますけれども、教員の関係でございますけれども、教員採採採採用用用用試験試験試験試験におきましてはにおきましてはにおきましてはにおきましては文文文文部部部部科科科科

学学学学省省省省から通知が出ておりまして、教職経から通知が出ておりまして、教職経から通知が出ておりまして、教職経から通知が出ておりまして、教職経験験験験者の者の者の者の採採採採用用用用選選選選考考考考にににに当当当当たりましては、たりましては、たりましては、たりましては、臨臨臨臨時的任用時的任用時的任用時的任用教教教教

員について員について員について員について優優優優先先先先権権権権をををを与与与与ええええることがないようることがないようることがないようることがないよう十十十十分分分分留留留留意意意意することということで、することということで、することということで、することということで、講講講講師師師師をををを優優優優先先先先的的的的

にににに採採採採用用用用することがないようにということでございます。本県といたしましては、することがないようにということでございます。本県といたしましては、することがないようにということでございます。本県といたしましては、することがないようにということでございます。本県といたしましては、今後今後今後今後の教の教の教の教

員員員員採採採採用用用用にににに当当当当たりまして、たりまして、たりまして、たりまして、講講講講師率師率師率師率をををを考考考考慮慮慮慮しつつ、教員の年しつつ、教員の年しつつ、教員の年しつつ、教員の年齢齢齢齢構構構構成の平成の平成の平成の平準準準準化も化も化も化も勘勘勘勘案案案案しながらしながらしながらしながら採採採採

用用用用をしていきたいと思っております。をしていきたいと思っております。をしていきたいと思っております。をしていきたいと思っております。

もう１もう１もう１もう１点点点点の少の少の少の少人数学級人数学級人数学級人数学級についてでございます。平成２６年度は、３５についてでございます。平成２６年度は、３５についてでございます。平成２６年度は、３５についてでございます。平成２６年度は、３５人人人人以以以以下を少下を少下を少下を少人数学人数学人数学人数学

級級級級としております。小としております。小としております。小としております。小学校学校学校学校では９６では９６では９６では９６．．．．９９９９％％％％、中、中、中、中学校学校学校学校では６５では６５では６５では６５．．．．８８８８％％％％が少が少が少が少人数学級人数学級人数学級人数学級のののの実実実実施を施を施を施を

しています。県では、少しています。県では、少しています。県では、少しています。県では、少人数学級人数学級人数学級人数学級編編編編制制制制のののの着着着着実実実実な進行な進行な進行な進行及び個及び個及び個及び個にににに応応応応じじじじたきめたきめたきめたきめ細細細細かなかなかなかな指導指導指導指導のののの実現実現実現実現

が本県教育のが本県教育のが本県教育のが本県教育の重重重重要な要な要な要な柱柱柱柱とととと考え考え考え考えておるところでございます。そのため、国のておるところでございます。そのため、国のておるところでございます。そのため、国のておるところでございます。そのため、国の加加加加配教員定配教員定配教員定配教員定数数数数をををを

活用活用活用活用して、少して、少して、少して、少人数指導人数指導人数指導人数指導のためののためののためののための加加加加配として小配として小配として小配として小・・・・中中中中学校学校学校学校２５３２５３２５３２５３校校校校に４５６に４５６に４５６に４５６人人人人の教員を定の教員を定の教員を定の教員を定数数数数配配配配

置置置置し、そのうし、そのうし、そのうし、そのうち市ち市ち市ち市町町町町村で少村で少村で少村で少人数学級人数学級人数学級人数学級編編編編制制制制には１７４には１７４には１７４には１７４人人人人がががが活用活用活用活用されているところでございまされているところでございまされているところでございまされているところでございま

す。す。す。す。

今後今後今後今後も国のも国のも国のも国の動向動向動向動向をををを注視注視注視注視し、国のし、国のし、国のし、国の加加加加配定配定配定配定数数数数等等等等をををを活用活用活用活用しながらしながらしながらしながら適切適切適切適切に対に対に対に対応応応応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
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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。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○小林委員○小林委員○小林委員○小林委員 民民民民俗博物館俗博物館俗博物館俗博物館につきましては、要につきましては、要につきましては、要につきましては、要望望望望をさをさをさをさせせせせていただきます。いろいろていただきます。いろいろていただきます。いろいろていただきます。いろいろ取取取取りりりり組み組み組み組み

をしていただいていてをしていただいていてをしていただいていてをしていただいていて今今今今年度は年度は年度は年度は利用利用利用利用者が者が者が者がふふふふええええているということで、さらにているということで、さらにているということで、さらにているということで、さらに努力努力努力努力していただしていただしていただしていただ

きたいと思いますが、きたいと思いますが、きたいと思いますが、きたいと思いますが、先先先先ほどほどほどほど紹介紹介紹介紹介しましたならしましたならしましたならしましたなら民民民民俗俗俗俗通通通通信信信信をををを読読読読みみみみまして、このまして、このまして、このまして、この民民民民俗博物館俗博物館俗博物館俗博物館はははは

１９７４年、１９７４年、１９７４年、１９７４年、昭昭昭昭和４９年に開和４９年に開和４９年に開和４９年に開館館館館されているのです。そのされているのです。そのされているのです。そのされているのです。その翌翌翌翌年に年に年に年に文文文文化化化化財財財財保保保保護護護護法法法法がががが改正改正改正改正されて、されて、されて、されて、

民民民民俗文俗文俗文俗文化化化化財財財財のののの保保保保護護護護制制制制度が確度が確度が確度が確立立立立して、県がその２年して、県がその２年して、県がその２年して、県がその２年後後後後にににに文文文文化化化化財財財財保保保保護条護条護条護条例例例例を施行していますのを施行していますのを施行していますのを施行していますの

で、こので、こので、こので、この当時当時当時当時、奈良県は、奈良県は、奈良県は、奈良県は文文文文化化化化財財財財保保保保護護護護行行行行政政政政については本については本については本については本当当当当にににに先駆先駆先駆先駆的的的的だったと思っております。だったと思っております。だったと思っております。だったと思っております。

それを私たそれを私たそれを私たそれを私たちちちちはははは引引引引きききき継継継継いでいかなければならないということをいでいかなければならないということをいでいかなければならないということをいでいかなければならないということを今今今今ししししみじみみじみみじみみじみ思っているので思っているので思っているので思っているので

すが、すが、すが、すが、精精精精力的力的力的力的にににに取取取取りりりり組み組み組み組みをしていただいておりますので、もっとをしていただいておりますので、もっとをしていただいておりますので、もっとをしていただいておりますので、もっと民民民民俗博物館俗博物館俗博物館俗博物館にににに多多多多くの方がくの方がくの方がくの方が

心を心を心を心を寄せ寄せ寄せ寄せていただけるように、ていただけるように、ていただけるように、ていただけるように、今後今後今後今後も光をも光をも光をも光を当当当当てていただきたいということを要てていただきたいということを要てていただきたいということを要てていただきたいということを要望望望望しておきしておきしておきしておき

ます。ます。ます。ます。

それから、定それから、定それから、定それから、定数数数数内講内講内講内講師師師師の問の問の問の問題題題題ですが、ですが、ですが、ですが、都都都都道道道道府府府府県の県の県の県の順位順位順位順位が４６が４６が４６が４６位位位位から４０から４０から４０から４０位位位位にまで上がっにまで上がっにまで上がっにまで上がっ

てきたということで、大てきたということで、大てきたということで、大てきたということで、大変努力変努力変努力変努力していただいていると思いますが、していただいていると思いますが、していただいていると思いますが、していただいていると思いますが、今今今今、教、教、教、教師師師師の方の方の方の方 々々々々のののの多多多多忙忙忙忙

や長や長や長や長時間時間時間時間勤勤勤勤務で大務で大務で大務で大変変変変なななな状況状況状況状況にありまして、にありまして、にありまして、にありまして、正正正正規規規規の職員のの職員のの職員のの職員の実数実数実数実数ををををふふふふやしていただきたいと思やしていただきたいと思やしていただきたいと思やしていただきたいと思

っておりますので、このっておりますので、このっておりますので、このっておりますので、この努力努力努力努力をさらに進めていただけるようにお願いします。をさらに進めていただけるようにお願いします。をさらに進めていただけるようにお願いします。をさらに進めていただけるようにお願いします。

少少少少人数学級人数学級人数学級人数学級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、学級数学級数学級数学級数でいけば小でいけば小でいけば小でいけば小学校学校学校学校で９７で９７で９７で９７％％％％近近近近く、中く、中く、中く、中学校学校学校学校は６は６は６は６

５５５５％％％％になるのですけれども、少になるのですけれども、少になるのですけれども、少になるのですけれども、少人数学級へ人数学級へ人数学級へ人数学級へということで進んできています。ということで進んできています。ということで進んできています。ということで進んできています。

奈良奈良奈良奈良市市市市がががが独自基独自基独自基独自基準準準準をつくっているのですけれど、奈良をつくっているのですけれど、奈良をつくっているのですけれど、奈良をつくっているのですけれど、奈良市市市市は６年前から１は６年前から１は６年前から１は６年前から１学学学学年ごとに年ごとに年ごとに年ごとに実実実実施施施施

してきまして、してきまして、してきまして、してきまして、昨昨昨昨年度６年年度６年年度６年年度６年生生生生までまでまでまで到到到到達達達達したのですが、したのですが、したのですが、したのですが、後後後後退退退退をしました。それは、小をしました。それは、小をしました。それは、小をしました。それは、小学校学校学校学校１、１、１、１、

２年２年２年２年生生生生は３０は３０は３０は３０人人人人以以以以下下下下学級学級学級学級、小、小、小、小学校学校学校学校３年３年３年３年生生生生から６年から６年から６年から６年生生生生まで３０まで３０まで３０まで３０人人人人程度程度程度程度学級学級学級学級とされるところを、とされるところを、とされるところを、とされるところを、

今今今今年度年度年度年度財財財財政政政政難ということで、小難ということで、小難ということで、小難ということで、小学校学校学校学校５年５年５年５年生生生生から６年から６年から６年から６年生生生生は３５は３５は３５は３５人人人人として、奈良として、奈良として、奈良として、奈良市市市市のののの基基基基準準準準からからからから

言言言言ええええばばばば後後後後退退退退をしたということになっております。をしたということになっております。をしたということになっております。をしたということになっております。

ももももちちちちろん奈良ろん奈良ろん奈良ろん奈良市市市市のののの場合場合場合場合はははは独自基独自基独自基独自基準準準準で、８０で、８０で、８０で、８０数人数人数人数人はははは市市市市のののの公公公公費費費費になっているというになっているというになっているというになっているという状状状状態態態態なのなのなのなの

ですけれども、少ですけれども、少ですけれども、少ですけれども、少人数学級人数学級人数学級人数学級ということが言われてきたころにいろいろ議ということが言われてきたころにいろいろ議ということが言われてきたころにいろいろ議ということが言われてきたころにいろいろ議論論論論されておりますされておりますされておりますされております

が、が、が、が、ヨヨヨヨーーーーロッパロッパロッパロッパ各各各各国などでは２０国などでは２０国などでは２０国などでは２０人人人人から２５から２５から２５から２５人人人人、、、、アメアメアメアメリリリリカなどでもそうですけれど、３０カなどでもそうですけれど、３０カなどでもそうですけれど、３０カなどでもそうですけれど、３０

人人人人以以以以下を下を下を下を目指目指目指目指してほしいと思っておりますが、このしてほしいと思っておりますが、このしてほしいと思っておりますが、このしてほしいと思っておりますが、この点点点点はいかがおはいかがおはいかがおはいかがお考え考え考え考えでしでしでしでしょょょょうか。うか。うか。うか。

○石井教職員課長○石井教職員課長○石井教職員課長○石井教職員課長 ３０３０３０３０人人人人以以以以下という、さらに少なくということですけれども、国で、ま下という、さらに少なくということですけれども、国で、ま下という、さらに少なくということですけれども、国で、ま下という、さらに少なくということですけれども、国で、ま

ず３５ず３５ず３５ず３５人学級人学級人学級人学級がががが民民民民主主主主党党党党のののの時時時時代に小代に小代に小代に小学校学校学校学校１年１年１年１年生生生生でででで導導導導入されて、小入されて、小入されて、小入されて、小学校学校学校学校２年２年２年２年生生生生以以以以上については上については上については上については

加加加加配ということですので、国の配ということですので、国の配ということですので、国の配ということですので、国の動動動動きとあわきとあわきとあわきとあわせせせせながら進めていくことがながら進めていくことがながら進めていくことがながら進めていくことが肝肝肝肝要かと思っており要かと思っており要かと思っており要かと思っており

ます。ます。ます。ます。
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○小林委員○小林委員○小林委員○小林委員 まずは、まずは、まずは、まずは、全全全全校校校校に少に少に少に少人数学級人数学級人数学級人数学級をををを今今今今のののの基基基基準準準準でででで達達達達成が成が成が成が早早早早くできるようにしていただくできるようにしていただくできるようにしていただくできるようにしていただ

いて、次には３０いて、次には３０いて、次には３０いて、次には３０人学級人学級人学級人学級をををを目指目指目指目指していただきたいということで要していただきたいということで要していただきたいということで要していただきたいということで要望望望望しておきます。しておきます。しておきます。しておきます。

○国中委員長○国中委員長○国中委員長○国中委員長 よろしいですか。よろしいですか。よろしいですか。よろしいですか。

○小林委員○小林委員○小林委員○小林委員 以以以以上です。上です。上です。上です。

○国中委員長○国中委員長○国中委員長○国中委員長 ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。

○猪奥委員○猪奥委員○猪奥委員○猪奥委員 何何何何点点点点か質問をいたします。よろしくお願いします。か質問をいたします。よろしくお願いします。か質問をいたします。よろしくお願いします。か質問をいたします。よろしくお願いします。

まず、エネルギー関係から質問さまず、エネルギー関係から質問さまず、エネルギー関係から質問さまず、エネルギー関係から質問させせせせてください。和田委員からもエネルギービジョンにてください。和田委員からもエネルギービジョンにてください。和田委員からもエネルギービジョンにてください。和田委員からもエネルギービジョンに

ついて、ついて、ついて、ついて、数値目標数値目標数値目標数値目標をををを持持持持ってはどうかというおってはどうかというおってはどうかというおってはどうかというお話話話話がありました。がありました。がありました。がありました。今今今今、奈良県はエネルギービ、奈良県はエネルギービ、奈良県はエネルギービ、奈良県はエネルギービ

ジョン３カ年の計画をジョン３カ年の計画をジョン３カ年の計画をジョン３カ年の計画を持持持持っておられて、そのっておられて、そのっておられて、そのっておられて、その途途途途中でその中でその中でその中でその数値数値数値数値をををを達達達達成することができたので、成することができたので、成することができたので、成することができたので、

新新新新しいしいしいしい目標目標目標目標を、を、を、を、数値数値数値数値そのものをそのものをそのものをそのものを引引引引き上げられました。き上げられました。き上げられました。き上げられました。容容容容易易易易にというとにというとにというとにというと失礼失礼失礼失礼かもしれないでかもしれないでかもしれないでかもしれないで

すけれども、県の施策をすけれども、県の施策をすけれども、県の施策をすけれども、県の施策を積み積み積み積み上げていくと上げていくと上げていくと上げていくと数値目標数値目標数値目標数値目標をををを達達達達成することができた、成することができた、成することができた、成することができた、今今今今のこのビのこのビのこのビのこのビ

ジョンのジョンのジョンのジョンの数数数数字字字字のののの設設設設定のあり方そのものにどうかなと定のあり方そのものにどうかなと定のあり方そのものにどうかなと定のあり方そのものにどうかなと常常常常 々々々々思っております。これはエネルギ思っております。これはエネルギ思っております。これはエネルギ思っております。これはエネルギ

ーーーー政政政政策推進策推進策推進策推進特特特特別別別別委員会委員会委員会委員会等等等等でもおでもおでもおでもお伝え伝え伝え伝えささささせせせせていただいてることです。ていただいてることです。ていただいてることです。ていただいてることです。

この３カ年の計画がこの３カ年の計画がこの３カ年の計画がこの３カ年の計画が終終終終わって、わって、わって、わって、今今今今度はまた度はまた度はまた度はまた新新新新しい計画をそろそろおつくりになられるこしい計画をそろそろおつくりになられるこしい計画をそろそろおつくりになられるこしい計画をそろそろおつくりになられるこ

ろだとは思いますが、ろだとは思いますが、ろだとは思いますが、ろだとは思いますが、持持持持っておられたっておられたっておられたっておられた数値数値数値数値がある程度のがある程度のがある程度のがある程度の設設設設定を超定を超定を超定を超ええええることができたというることができたというることができたというることができたという

ことをことをことをことを踏踏踏踏ままままええええて、計画というのは、このて、計画というのは、このて、計画というのは、このて、計画というのは、この数値数値数値数値をををを達達達達成するという成するという成するという成するという目標値目標値目標値目標値をまずをまずをまずをまず持持持持って、そこって、そこって、そこって、そこ

にににに向向向向かってどういう施策をかってどういう施策をかってどういう施策をかってどういう施策を積み積み積み積み上げていくかという上げていくかという上げていくかという上げていくかという考え考え考え考え方が方が方が方が必必必必要なのではないかと思いま要なのではないかと思いま要なのではないかと思いま要なのではないかと思いま

す。まず、このす。まず、このす。まず、このす。まず、この点点点点について１について１について１について１点点点点おおお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。

続続続続いて、小いて、小いて、小いて、小水力水力水力水力発発発発電電電電ですけれども、まず奈良県のですけれども、まず奈良県のですけれども、まず奈良県のですけれども、まず奈良県のポテポテポテポテンンンンシャシャシャシャルをしっかりとルをしっかりとルをしっかりとルをしっかりと把握把握把握把握するするするする必必必必

要要要要性性性性があると思います。があると思います。があると思います。があると思います。昨昨昨昨年は年は年は年は導導導導入入入入可能性調可能性調可能性調可能性調査をされました。奈良県の小査をされました。奈良県の小査をされました。奈良県の小査をされました。奈良県の小水力水力水力水力発発発発電電電電のののの導導導導入入入入

可能性調可能性調可能性調可能性調査のやり方というのは、査のやり方というのは、査のやり方というのは、査のやり方というのは、自分自分自分自分のところでできるとのところでできるとのところでできるとのところでできると手手手手をををを挙挙挙挙げていただいて、げていただいて、げていただいて、げていただいて、手手手手をををを挙挙挙挙

げていただいたところがげていただいたところがげていただいたところがげていただいたところがココココンンンンササササルルルルティティティティンンンンググググ会会会会社社社社のののの選選選選定や、県また定や、県また定や、県また定や、県また河河河河川管理者に対するいろ川管理者に対するいろ川管理者に対するいろ川管理者に対するいろ

いろないろないろないろな手続手続手続手続をとって、をとって、をとって、をとって、全全全全部部部部自自自自前でしてくださいというやり方です。一方、小前でしてくださいというやり方です。一方、小前でしてくださいというやり方です。一方、小前でしてくださいというやり方です。一方、小水力水力水力水力発発発発電電電電のののの先先先先

進地と言われますような、進地と言われますような、進地と言われますような、進地と言われますような、岐阜岐阜岐阜岐阜県であったり、委員会として県であったり、委員会として県であったり、委員会として県であったり、委員会として視視視視察察察察に行かに行かに行かに行かせせせせていただいたていただいたていただいたていただいた鹿鹿鹿鹿

児児児児島県は、小島県は、小島県は、小島県は、小水力水力水力水力発発発発電電電電のののの可能性可能性可能性可能性があるのだけれどもというところにがあるのだけれどもというところにがあるのだけれどもというところにがあるのだけれどもというところに手手手手をををを挙挙挙挙げていただいて、げていただいて、げていただいて、げていただいて、

一一一一括括括括して県がして県がして県がして県がポテポテポテポテンンンンシャシャシャシャルルルル調調調調査を行うというやり方をされておりました。査を行うというやり方をされておりました。査を行うというやり方をされておりました。査を行うというやり方をされておりました。

同じ同じ同じ同じようなようなようなような予予予予算を算を算を算を使使使使っていても、奈良県では４カ所、５カ所しかっていても、奈良県では４カ所、５カ所しかっていても、奈良県では４カ所、５カ所しかっていても、奈良県では４カ所、５カ所しか調調調調査ができない。一方、査ができない。一方、査ができない。一方、査ができない。一方、

そういうやり方をされているそういうやり方をされているそういうやり方をされているそういうやり方をされている鹿鹿鹿鹿児児児児島県では、１年島県では、１年島県では、１年島県では、１年間間間間で４０カ所程度で４０カ所程度で４０カ所程度で４０カ所程度調調調調査ができる。これは、査ができる。これは、査ができる。これは、査ができる。これは、

おおおお金金金金のののの使使使使い方というい方というい方というい方という面面面面から見ても、またその県がから見ても、またその県がから見ても、またその県がから見ても、またその県が持持持持っている知っている知っている知っている知識・能力識・能力識・能力識・能力をををを有効有効有効有効にににに生生生生かすとかすとかすとかすと

いういういういう点点点点でも、でも、でも、でも、調調調調査のあり方そのものを査のあり方そのものを査のあり方そのものを査のあり方そのものを変え変え変え変えていかれたらいいのではないかと思います。こていかれたらいいのではないかと思います。こていかれたらいいのではないかと思います。こていかれたらいいのではないかと思います。こ
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のののの点点点点について、について、について、について、再再再再度お願いします。度お願いします。度お願いします。度お願いします。

次に、観光の次に、観光の次に、観光の次に、観光の分分分分野でも野でも野でも野でも幾幾幾幾つかおつかおつかおつかお伺伺伺伺いします。いします。いします。いします。今今今今ももももバッバッバッバッジをつけていますけれども、ジをつけていますけれども、ジをつけていますけれども、ジをつけていますけれども、せせせせんんんん

とくんは奈良県の観光にとって大きなとくんは奈良県の観光にとって大きなとくんは奈良県の観光にとって大きなとくんは奈良県の観光にとって大きな柱柱柱柱だと思います。１０月１０日にあった「がんとだと思います。１０月１０日にあった「がんとだと思います。１０月１０日にあった「がんとだと思います。１０月１０日にあった「がんと向向向向

きききき合合合合う日」でも知事とう日」でも知事とう日」でも知事とう日」でも知事とせせせせんとくんにお出ましいただいて、たくさんの方にんとくんにお出ましいただいて、たくさんの方にんとくんにお出ましいただいて、たくさんの方にんとくんにお出ましいただいて、たくさんの方にせせせせんとくんのんとくんのんとくんのんとくんの写写写写

真真真真をををを撮撮撮撮っていただいていました。っていただいていました。っていただいていました。っていただいていました。

まず、おまず、おまず、おまず、お伺伺伺伺いしたいのですけれども、いしたいのですけれども、いしたいのですけれども、いしたいのですけれども、せせせせんとくんのんとくんのんとくんのんとくんの稼稼稼稼働働働働率率率率、どれ、どれ、どれ、どれぐぐぐぐらいらいらいらいせせせせんとくんがんとくんがんとくんがんとくんが使使使使

われているのかを教われているのかを教われているのかを教われているのかを教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、もう一つ、もう一つ、もう一つ、例え例え例え例えばばばば市市市市立立立立の小の小の小の小学校学校学校学校やややや保保保保育育育育園園園園ののののイイイイベベベベンンンントトトトででででせせせせんとくんをおんとくんをおんとくんをおんとくんをお借借借借りすることがでりすることがでりすることがでりすることがで

きるのかというきるのかというきるのかというきるのかという点点点点もあわもあわもあわもあわせせせせておておておて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。

次に、次に、次に、次に、外外外外国国国国人人人人の方の方の方の方へへへへのののの食食食食事をどうしていただくかという事をどうしていただくかという事をどうしていただくかという事をどうしていただくかという点点点点です。です。です。です。外外外外国国国国人人人人の方がどんどんの方がどんどんの方がどんどんの方がどんどん

ふふふふええええてきている。てきている。てきている。てきている。今後オリ今後オリ今後オリ今後オリンンンンピピピピックックックックにににに向向向向けて、もっとけて、もっとけて、もっとけて、もっと外外外外国の方に国の方に国の方に国の方に来来来来ていただきたい。中にていただきたい。中にていただきたい。中にていただきたい。中に

ははははイスイスイスイスララララムムムムの方もいらっしの方もいらっしの方もいらっしの方もいらっしゃゃゃゃるしるしるしるしベベベベジジジジタタタタリリリリアアアアンの方もいらっしンの方もいらっしンの方もいらっしンの方もいらっしゃゃゃゃる。る。る。る。ムスリムムスリムムスリムムスリムの方がの方がの方がの方が食べ食べ食べ食べ

られないおられないおられないおられないお肉肉肉肉であったりおであったりおであったりおであったりお酒酒酒酒であったり、これはであったり、これはであったり、これはであったり、これは食べ食べ食べ食べられないものが入っていまられないものが入っていまられないものが入っていまられないものが入っていませせせせんよとんよとんよとんよと

いういういういうハラハラハラハラルルルル食食食食ののののママママーーーーククククがあり、大があり、大があり、大があり、大阪阪阪阪やややや京都京都京都京都へへへへ行くと行くと行くと行くとママママーーーーククククをををを貼貼貼貼ってあるってあるってあるってある飲飲飲飲食食食食店店店店をたくさんをたくさんをたくさんをたくさん

見かけるようになりました。奈良県でもも見かけるようになりました。奈良県でもも見かけるようになりました。奈良県でもも見かけるようになりました。奈良県でももちちちちろん国際観光ろん国際観光ろん国際観光ろん国際観光都都都都市市市市としてどんどん発としてどんどん発としてどんどん発としてどんどん発展展展展していしていしていしてい

こうということですから、こうということですから、こうということですから、こうということですから、ハラハラハラハラルルルル食食食食がもっとがもっとがもっとがもっと目目目目につくように、につくように、につくように、につくように、食食食食事で事で事で事で困困困困ることのないようることのないようることのないようることのないよう

にするにするにするにする必必必必要要要要性性性性があると思うのです。があると思うのです。があると思うのです。があると思うのです。

一一一一昨昨昨昨年は研年は研年は研年は研修修修修会を県会を県会を県会を県内内内内２カ所で開いていただいたようですけれども、２カ所で開いていただいたようですけれども、２カ所で開いていただいたようですけれども、２カ所で開いていただいたようですけれども、残念残念残念残念ながらことしながらことしながらことしながらことし

の開の開の開の開催催催催はなかったようです。はなかったようです。はなかったようです。はなかったようです。今今今今度度度度新新新新しくできるしくできるしくできるしくできる外外外外国国国国人人人人のののの宿泊宿泊宿泊宿泊施施施施設設設設には、には、には、には、祈祈祈祈りのお部りのお部りのお部りのお部屋屋屋屋といといといとい

う配う配う配う配慮慮慮慮もあるともあるともあるともあると聞聞聞聞いてはおりますが、いてはおりますが、いてはおりますが、いてはおりますが、旅旅旅旅行の行の行の行の楽楽楽楽ししししみみみみの一の一の一の一番番番番といといといといええええばばばば食食食食事ですし、安心して事ですし、安心して事ですし、安心して事ですし、安心して

おおおお食食食食事いただけるような事いただけるような事いただけるような事いただけるような環境環境環境環境をををを整整整整ええええていくていくていくていく必必必必要があるのではないかと思います。このこと要があるのではないかと思います。このこと要があるのではないかと思います。このこと要があるのではないかと思います。このこと

について、について、について、について、今後今後今後今後どうしていくかということを教どうしていくかということを教どうしていくかということを教どうしていくかということを教ええええてください。てください。てください。てください。

それから、ことしのそれから、ことしのそれから、ことしのそれから、ことしの夏夏夏夏に県でに県でに県でに県で取取取取りまとめをされたりまとめをされたりまとめをされたりまとめをされた外外外外国国国国人人人人観光観光観光観光客客客客のののの実実実実態態態態調調調調査を査を査を査を拝拝拝拝見すると、見すると、見すると、見すると、

写真撮写真撮写真撮写真撮影影影影ができないことがができないことがができないことがができないことが非常非常非常非常に大きなネに大きなネに大きなネに大きなネックックックックだというだというだというだという記記記記述述述述がございました。確かにがございました。確かにがございました。確かにがございました。確かに外外外外国、国、国、国、

特特特特ににににヨヨヨヨーーーーロッパロッパロッパロッパに行きますと、おに行きますと、おに行きますと、おに行きますと、お寺寺寺寺や教会、美や教会、美や教会、美や教会、美術館術館術館術館に行っても、に行っても、に行っても、に行っても、写真写真写真写真をををを撮撮撮撮らないでくださらないでくださらないでくださらないでくださ

いといういといういといういという記載記載記載記載がががが余余余余りないのです。りないのです。りないのです。りないのです。ヨヨヨヨーーーーロッパロッパロッパロッパはははは写真撮写真撮写真撮写真撮影影影影がががが可能可能可能可能なななな場場場場所が所が所が所が非常非常非常非常にににに多多多多い。一方、い。一方、い。一方、い。一方、

日本では、日本では、日本では、日本では、写真撮写真撮写真撮写真撮影影影影お断りですと書いてあるところがお断りですと書いてあるところがお断りですと書いてあるところがお断りですと書いてあるところが異異異異様様様様にににに多多多多いということが、いということが、いということが、いということが、外外外外国国国国人人人人のののの

方には方には方には方には驚驚驚驚きをきをきをきを持持持持って受けとめられているようです。って受けとめられているようです。って受けとめられているようです。って受けとめられているようです。

昨昨昨昨年、年、年、年、韓韓韓韓国の国の国の国の有有有有名な名な名な名なブロガブロガブロガブロガーに日本にーに日本にーに日本にーに日本に来来来来ていただいて奈良ていただいて奈良ていただいて奈良ていただいて奈良各各各各地を地を地を地を撮撮撮撮っていただいて、っていただいて、っていただいて、っていただいて、韓韓韓韓

国の方に発国の方に発国の方に発国の方に発信信信信するというするというするというするというプロプロプロプロモモモモーーーーシシシションも行われています。ョンも行われています。ョンも行われています。ョンも行われています。今今今今ＳＮＳＳＮＳＳＮＳＳＮＳが発が発が発が発展展展展しているしているしているしている世世世世のののの
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中ですから、中ですから、中ですから、中ですから、各各各各自自自自にににに写真写真写真写真をををを撮撮撮撮っていただいて、っていただいて、っていただいて、っていただいて、自分自分自分自分ののののブログブログブログブログなりなりなりなりフフフフェイスブックェイスブックェイスブックェイスブックににににアアアアップップップップ

していただくというのは、していただくというのは、していただくというのは、していただくというのは、個個個個 々々々々人人人人ににににプロプロプロプロモモモモーーーーシシシションをしていただいているとョンをしていただいているとョンをしていただいているとョンをしていただいていると捉捉捉捉ええええてもてもてもても差差差差しししし

支支支支ええええないと思うのです。奈良県のないと思うのです。奈良県のないと思うのです。奈良県のないと思うのです。奈良県の社社社社寺寺寺寺や美や美や美や美術館術館術館術館のののの写真写真写真写真をををを撮撮撮撮っていただくようにすることは、っていただくようにすることは、っていただくようにすることは、っていただくようにすることは、

県としても県としても県としても県としても努力努力努力努力をしてもをしてもをしてもをしても構構構構わないのではないかと思います。このわないのではないかと思います。このわないのではないかと思います。このわないのではないかと思います。この点点点点についておについておについておについてお聞聞聞聞かかかかせせせせいたいたいたいた

だければと思います。だければと思います。だければと思います。だければと思います。

最後最後最後最後に、に、に、に、スクスクスクスクールールールールソソソソーーーーシャシャシャシャルルルルワワワワーカーについて、ーカーについて、ーカーについて、ーカーについて、文文文文教くらし委員会でもお教くらし委員会でもお教くらし委員会でもお教くらし委員会でもお聞聞聞聞きしましたきしましたきしましたきしました

が、が、が、が、再再再再度お度お度お度お聞聞聞聞かかかかせせせせいただきたいと思います。ことしのいただきたいと思います。ことしのいただきたいと思います。ことしのいただきたいと思います。ことしの夏夏夏夏に発に発に発に発表表表表されたされたされたされた子子子子どものどものどものどもの貧貧貧貧困困困困率率率率は、は、は、は、

過過過過去去去去最低最低最低最低でした。６でした。６でした。６でした。６人人人人に１に１に１に１人人人人がががが貧貧貧貧困困困困家家家家庭庭庭庭で育つ、一で育つ、一で育つ、一で育つ、一般般般般的的的的な平な平な平な平均以均以均以均以下の下の下の下の収収収収入の中で育つ。入の中で育つ。入の中で育つ。入の中で育つ。貧貧貧貧

困困困困が、が、が、が、負負負負のののの再生再生再生再生産産産産をををを生み生み生み生み出すことは明らかになっておりますし、そんな出すことは明らかになっておりますし、そんな出すことは明らかになっておりますし、そんな出すことは明らかになっておりますし、そんな子子子子どもたどもたどもたどもたちちちちがががが恐恐恐恐らららら

くくくく複複複複雑雑雑雑なななな家家家家庭庭庭庭環境環境環境環境の中で育っておられるのだということはの中で育っておられるのだということはの中で育っておられるのだということはの中で育っておられるのだということは容容容容易易易易にににに想想想想像像像像がつきます。がつきます。がつきます。がつきます。

今今今今、国の施策で、奈良県でも、国の施策で、奈良県でも、国の施策で、奈良県でも、国の施策で、奈良県でもスクスクスクスクールールールールソソソソーーーーシャシャシャシャルルルルワワワワーカーの方３名に働いていただいてーカーの方３名に働いていただいてーカーの方３名に働いていただいてーカーの方３名に働いていただいて

おります。きっとおります。きっとおります。きっとおります。きっと物物物物すごい成果が出ていると思います。まずはその成果についてお教すごい成果が出ていると思います。まずはその成果についてお教すごい成果が出ていると思います。まずはその成果についてお教すごい成果が出ていると思います。まずはその成果についてお教ええええいいいい

ただきたい。また、ただきたい。また、ただきたい。また、ただきたい。また、文文文文部部部部科科科科学学学学省省省省ではではではでは今今今今、、、、全全全全国で１国で１国で１国で１，，，，５００５００５００５００人人人人おられる方を４おられる方を４おられる方を４おられる方を４，，，，００００００００００００人人人人にににに

するというかなり大きなするというかなり大きなするというかなり大きなするというかなり大きな人数人数人数人数のののの予予予予算要算要算要算要求求求求をされています。このをされています。このをされています。このをされています。この文文文文部部部部科科科科学学学学省省省省のののの予予予予算が通れば、算が通れば、算が通れば、算が通れば、

奈良県でももう少し奈良県でももう少し奈良県でももう少し奈良県でももう少し人人人人員を員を員を員をふふふふややややせせせせるのではないかと思います。るのではないかと思います。るのではないかと思います。るのではないかと思います。今後今後今後今後どのようにどのようにどのようにどのように増増増増加加加加ささささせせせせてててて

いくのかについておいくのかについておいくのかについておいくのかについて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。以以以以上です。上です。上です。上です。

○野村地域振興部長○野村地域振興部長○野村地域振興部長○野村地域振興部長 委員からお委員からお委員からお委員からお尋ね尋ね尋ね尋ねの第１の第１の第１の第１点目点目点目点目の、の、の、の、目標設目標設目標設目標設定のあり方についてお答定のあり方についてお答定のあり方についてお答定のあり方についてお答ええええささささ

せせせせていただきます。ていただきます。ていただきます。ていただきます。

エネルギービジョンでは３カ年のエネルギービジョンでは３カ年のエネルギービジョンでは３カ年のエネルギービジョンでは３カ年の目標目標目標目標をををを立立立立てまして、てまして、てまして、てまして、先先先先般般般般平成２２年度平成２２年度平成２２年度平成２２年度比比比比２２２２．．．．７７７７倍倍倍倍のののの目目目目

標標標標に対してに対してに対してに対して実実実実績績績績を上を上を上を上回回回回ったので、３ったので、３ったので、３ったので、３．．．．８８８８倍倍倍倍というというというという目標設目標設目標設目標設定をさ定をさ定をさ定をさせせせせていただいたところでごていただいたところでごていただいたところでごていただいたところでご

ざいます。ざいます。ざいます。ざいます。京都京都京都京都大大大大学学学学のののの植植植植田教田教田教田教授授授授は国のは国のは国のは国の固固固固定定定定価価価価格格格格買買買買いいいい取取取取りりりり制制制制度の審議もされている方ですけ度の審議もされている方ですけ度の審議もされている方ですけ度の審議もされている方ですけ

れども、この方からも日本れども、この方からも日本れども、この方からも日本れども、この方からも日本全全全全国これだけ国これだけ国これだけ国これだけ太陽太陽太陽太陽光発光発光発光発電電電電等等等等が一が一が一が一気気気気にににに伸び伸び伸び伸びるとはるとはるとはるとは誰誰誰誰もももも予予予予想想想想できなできなできなできな

かったというおかったというおかったというおかったというお話話話話がございました。私どもとしてもがございました。私どもとしてもがございました。私どもとしてもがございました。私どもとしても具具具具体的体的体的体的でででで実現可能実現可能実現可能実現可能なななな取取取取りりりり組み組み組み組みをををを着着着着実実実実にににに

積み積み積み積み上げるというやり方でやってきたところでございまして、もし３カ年計画の上げるというやり方でやってきたところでございまして、もし３カ年計画の上げるというやり方でやってきたところでございまして、もし３カ年計画の上げるというやり方でやってきたところでございまして、もし３カ年計画の途途途途中で中で中で中で実実実実

績績績績を上を上を上を上回回回回るというようなことがございましたならば、るというようなことがございましたならば、るというようなことがございましたならば、るというようなことがございましたならば、今今今今回回回回のように、そのときののように、そのときののように、そのときののように、そのときの情情情情勢勢勢勢にににに応応応応

じじじじてててて数数数数字字字字をををを伸伸伸伸ばしていけばいいとばしていけばいいとばしていけばいいとばしていけばい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。

例え例え例え例えば、ば、ば、ば、固固固固定定定定価価価価格格格格買買買買いいいい取取取取りりりり制制制制度も、度も、度も、度も、余余余余りにもりにもりにもりにも有利有利有利有利だったのではないかというおだったのではないかというおだったのではないかというおだったのではないかというお話話話話もござもござもござもござ

いまして、国でも見いまして、国でも見いまして、国でも見いまして、国でも見直直直直しがございます。また、関しがございます。また、関しがございます。また、関しがございます。また、関西西西西電力電力電力電力は問は問は問は問題題題題ないのですけれども、５つないのですけれども、５つないのですけれども、５つないのですけれども、５つ

のののの九州九州九州九州電力電力電力電力等等等等のののの電力電力電力電力会会会会社社社社でででで固固固固定定定定価価価価格格格格ののののメメメメガガガガソソソソーーーーララララーのーのーのーの引引引引き受けをき受けをき受けをき受けを停停停停止止止止しています。しています。しています。しています。固固固固定定定定価価価価

格格格格買買買買いいいい取取取取りりりり制制制制度の度の度の度の動動動動きによってきによってきによってきによって再生可能再生可能再生可能再生可能エネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギーの導導導導入入入入状況状況状況状況は大きくは大きくは大きくは大きく違違違違ってくると思いってくると思いってくると思いってくると思い
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ますので、そのますので、そのますので、そのますので、その動向動向動向動向をしっかり見をしっかり見をしっかり見をしっかり見据据据据ええええながらながらながらながら着着着着実実実実なななな数値目標数値目標数値目標数値目標をををを設設設設定し、もし定し、もし定し、もし定し、もし途途途途中で中で中で中で目標目標目標目標をををを

見見見見直直直直すすすすべべべべきような事きような事きような事きような事態態態態がががが起起起起きましたならば、そのきましたならば、そのきましたならば、そのきましたならば、その時点時点時点時点で見で見で見で見直直直直すというような、すというような、すというような、すというような、着着着着実実実実にににに積み積み積み積み

上げるやり方で計画を策定していく上げるやり方で計画を策定していく上げるやり方で計画を策定していく上げるやり方で計画を策定していくべべべべきだときだときだときだ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。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○平田エネルギー政策課長○平田エネルギー政策課長○平田エネルギー政策課長○平田エネルギー政策課長 小小小小水力水力水力水力発発発発電電電電に関するに関するに関するに関する調調調調査についてお答査についてお答査についてお答査につい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。

本県では、小本県では、小本県では、小本県では、小水力水力水力水力発発発発電電電電につきましては地につきましては地につきましては地につきましては地元元元元のののの水資源水資源水資源水資源をををを活用活用活用活用し、地し、地し、地し、地元元元元のののの合意合意合意合意をををを得得得得ながらながらながらながら電電電電

気気気気をををを生み生み生み生み出し、それを地出し、それを地出し、それを地出し、それを地元元元元でででで消消消消費費費費し、し、し、し、維維維維持持持持管理することが管理することが管理することが管理することが望望望望ましいとましいとましいとましいと考え考え考え考えておりますことておりますことておりますことておりますこと

から、その地域の事から、その地域の事から、その地域の事から、その地域の事業業業業者や者や者や者や住住住住民民民民が主が主が主が主体的体的体的体的にににに取取取取りりりり組組組組んでいることが前んでいることが前んでいることが前んでいることが前提提提提であるとであるとであるとであると考え考え考え考えておりておりておりており

ます。そのため、県では小ます。そのため、県では小ます。そのため、県では小ます。そのため、県では小水力水力水力水力発発発発電電電電をををを導導導導入する入する入する入する意意意意欲欲欲欲のある事のある事のある事のある事業業業業者に対して、事者に対して、事者に対して、事者に対して、事業業業業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、導導導導入入入入可能性調可能性調可能性調可能性調査や査や査や査や設備設備設備設備整整整整備備備備に対するに対するに対するに対する補助補助補助補助制制制制度を度を度を度を設設設設けております。けております。けております。けております。

一方で、事一方で、事一方で、事一方で、事業業業業者が行う者が行う者が行う者が行う必必必必要な要な要な要な許許許許認認認認可可可可やややや手続手続手続手続などについては、それなどについては、それなどについては、それなどについては、それぞぞぞぞれれれれ個個個個別別別別にににに相相相相談談談談にににに当当当当たたたた

るという方るという方るという方るという方法法法法がががが望望望望ましいとましいとましいとましいと考え考え考え考えてててて実実実実施しているところです。施しているところです。施しているところです。施しているところです。以以以以上です。上です。上です。上です。

○吉田観光プロモーション課長○吉田観光プロモーション課長○吉田観光プロモーション課長○吉田観光プロモーション課長 何何何何点点点点かご質問いただいております。かご質問いただいております。かご質問いただいております。かご質問いただいております。

まず、まず、まず、まず、せせせせんとくんでございます。平成２３年度に奈良県のんとくんでございます。平成２３年度に奈良県のんとくんでございます。平成２３年度に奈良県のんとくんでございます。平成２３年度に奈良県のママママススススココココットットットットキキキキャャャャララララククククタタタターとしーとしーとしーとし

てててて就就就就任任任任いたしております。観光のいたしております。観光のいたしております。観光のいたしております。観光のみみみみならず、県ならず、県ならず、県ならず、県政政政政全全全全般般般般のののの情情情情報発報発報発報発信等信等信等信等にににに活用活用活用活用していただいてしていただいてしていただいてしていただいて

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。せせせせんとくんにつきましては、んとくんにつきましては、んとくんにつきましては、んとくんにつきましては、プロプロプロプロキキキキャストャストャストャストによるによるによるによる装演装演装演装演と、と、と、と、着ぐ着ぐ着ぐ着ぐるるるる

みみみみ等等等等のののの貸貸貸貸し出しによるし出しによるし出しによるし出しによるＰＲＰＲＰＲＰＲがございますけれども、がございますけれども、がございますけれども、がございますけれども、プロプロプロプロキキキキャストャストャストャストのののの場合場合場合場合についてはについてはについてはについては当然当然当然当然予予予予

算の算の算の算の範範範範囲内囲内囲内囲内でということで、年でということで、年でということで、年でということで、年間間間間５５５５５５５５件件件件、、、、テテテテレレレレビビビビ等等等等の出の出の出の出演演演演依依依依頼頼頼頼がありましたら、出がありましたら、出がありましたら、出がありましたら、出演演演演ささささせせせせ

ていただいてるところでございます。ていただいてるところでございます。ていただいてるところでございます。ていただいてるところでございます。着ぐ着ぐ着ぐ着ぐるるるるみみみみ等等等等につきましてはいろいろごにつきましてはいろいろごにつきましてはいろいろごにつきましてはいろいろご希望希望希望希望があり、があり、があり、があり、

限限限限られたられたられたられた着ぐ着ぐ着ぐ着ぐるるるるみみみみをををを有効有効有効有効にににに回回回回しながらやっておりますので、ごしながらやっておりますので、ごしながらやっておりますので、ごしながらやっておりますので、ご相相相相談談談談していただければと思していただければと思していただければと思していただければと思

っております。それから、っております。それから、っております。それから、っております。それから、せせせせんとくんのんとくんのんとくんのんとくんの商商商商用利用用利用用利用用利用もございます。平成２５年度はもございます。平成２５年度はもございます。平成２５年度はもございます。平成２５年度は有有有有償償償償で６で６で６で６

１１１１件件件件、、、、無償無償無償無償で１９４で１９４で１９４で１９４件件件件、、、、せせせせんとくんのんとくんのんとくんのんとくんのデデデデザザザザイイイインをンをンをンを提提提提供供供供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。引引引引きききき

続続続続き、本県のき、本県のき、本県のき、本県の場合場合場合場合ははははママママススススココココットットットットキキキキャャャャララララククククタタタターということで、ーということで、ーということで、ーということで、せせせせんとくんをしっかりとんとくんをしっかりとんとくんをしっかりとんとくんをしっかりとＰＲＰＲＰＲＰＲ

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、それから、それから、それから、ムスリムムスリムムスリムムスリムののののハラハラハラハラルについてのご質問でございます。ルについてのご質問でございます。ルについてのご質問でございます。ルについてのご質問でございます。ハラハラハラハラルといいますのは、ルといいますのは、ルといいますのは、ルといいますのは、

イスイスイスイスララララムムムム教で教で教で教で許許許許されました健されました健されました健されました健全全全全なななな商商商商品品品品やややや活動活動活動活動全全全全般般般般をををを意味意味意味意味しているものであり、安しているものであり、安しているものであり、安しているものであり、安全全全全なななな生活生活生活生活

をををを示示示示すためのすためのすためのすためのガイドガイドガイドガイドラララライイイインでございまして、ンでございまして、ンでございまして、ンでございまして、イスイスイスイスララララムムムム教教教教徒徒徒徒にとってなくてはならないものにとってなくてはならないものにとってなくてはならないものにとってなくてはならないもの

だとだとだとだと考え考え考え考えております。国ごとにております。国ごとにております。国ごとにております。国ごとに複複複複雑雑雑雑で難しく、で難しく、で難しく、で難しく、基基基基準準準準がががが違違違違うわけでございますけれども、うわけでございますけれども、うわけでございますけれども、うわけでございますけれども、全全全全

世界世界世界世界ででででイスイスイスイスララララムムムム教教教教徒徒徒徒は２０は２０は２０は２０数数数数％％％％と言われています。本県にもと言われています。本県にもと言われています。本県にもと言われています。本県にもイイイインンンンドドドドネネネネシシシシアアアアややややマレマレマレマレーーーーシシシシアアアアかかかか

らのおらのおらのおらのお客客客客さんが大さんが大さんが大さんが大変変変変ふふふふええええておりますので、そういった対ておりますので、そういった対ておりますので、そういった対ておりますので、そういった対応応応応はははは必必必必要かと思っております。要かと思っております。要かと思っております。要かと思っております。

（（（（仮称仮称仮称仮称））））外外外外国国国国人人人人観光観光観光観光客交流館客交流館客交流館客交流館におきましても、そういった施におきましても、そういった施におきましても、そういった施におきましても、そういった施設設設設をををを整整整整備備備備することとしておりすることとしておりすることとしておりすることとしており
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ます。ます。ます。ます。引引引引きききき続続続続ききききハラハラハラハラルにつきましては関係ルにつきましては関係ルにつきましては関係ルにつきましては関係機機機機関ともいろいろと連関ともいろいろと連関ともいろいろと連関ともいろいろと連携携携携をををを図図図図りながら、できるりながら、できるりながら、できるりながら、できる

だけ対だけ対だけ対だけ対応応応応できるようにできるようにできるようにできるように努努努努め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。

なお、なお、なお、なお、外外外外国国国国人人人人の方の方の方の方向向向向けのけのけのけの食食食食事の事の事の事のママママップップップップ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現現現現在在在在作作作作成しているところでござい成しているところでござい成しているところでござい成しているところでござい

まして、そういったまして、そういったまして、そういったまして、そういった情情情情報報報報提提提提供供供供をしながら、をしながら、をしながら、をしながら、外外外外国国国国人人人人観光観光観光観光客客客客の方が安心して奈良での方が安心して奈良での方が安心して奈良での方が安心して奈良で滞滞滞滞在在在在できるできるできるできる

ようにようにようにように努努努努めていくめていくめていくめていく必必必必要があると要があると要があると要があると考え考え考え考えております。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最後最後最後最後に、に、に、に、外外外外国国国国人人人人の方の方の方の方 々々々々がよくいろいろなところでがよくいろいろなところでがよくいろいろなところでがよくいろいろなところで写真写真写真写真をををを撮撮撮撮られるわけでございられるわけでございられるわけでございられるわけでござい

ます。一ます。一ます。一ます。一昔昔昔昔前と前と前と前と比べ比べ比べ比べまして簡まして簡まして簡まして簡単単単単にににに写真写真写真写真がががが撮撮撮撮れるようなれるようなれるようなれるような状況状況状況状況になってきておりまして、になってきておりまして、になってきておりまして、になってきておりまして、恐恐恐恐らららら

くくくく社社社社寺寺寺寺におきましても、におきましても、におきましても、におきましても、徐徐徐徐 々々々々にににに拡拡拡拡大はしてきていると思います。大はしてきていると思います。大はしてきていると思います。大はしてきていると思います。引引引引きききき続続続続きいろいろなきいろいろなきいろいろなきいろいろな場場場場をををを

活用活用活用活用いたしまして、そういったいたしまして、そういったいたしまして、そういったいたしまして、そういった話話話話をををを社社社社寺寺寺寺等々等々等々等々関係関係関係関係機機機機関にもお関にもお関にもお関にもお伝え伝え伝え伝えいたしまして、できるだいたしまして、できるだいたしまして、できるだいたしまして、できるだ

けご要けご要けご要けご要望望望望にお答にお答にお答にお答ええええできるようなできるようなできるようなできるような環境環境環境環境にににに努努努努め、め、め、め、意意意意見見見見交交交交換換換換などもしたいとなどもしたいとなどもしたいとなどもしたいと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。以以以以

上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○西上生徒指導支援室長○西上生徒指導支援室長○西上生徒指導支援室長○西上生徒指導支援室長 スクスクスクスクールールールールソソソソーーーーシャシャシャシャルルルルワワワワーカーについてお答ーカーについてお答ーカーについてお答ーカーについてお答ええええささささせせせせていただきまていただきまていただきまていただきま

す。す。す。す。

委員お委員お委員お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、現現現現在在在在３名の３名の３名の３名のスクスクスクスクールールールールソソソソーーーーシャシャシャシャルルルルワワワワーカーを２つの中ーカーを２つの中ーカーを２つの中ーカーを２つの中学校学校学校学校、また１、また１、また１、また１

つの県つの県つの県つの県立立立立学校学校学校学校に配に配に配に配置置置置しております。そのしております。そのしております。そのしております。その活動状況活動状況活動状況活動状況、成果についてでございますが、平成２、成果についてでございますが、平成２、成果についてでございますが、平成２、成果についてでございますが、平成２

５年度で申し上げますと、５年度で申し上げますと、５年度で申し上げますと、５年度で申し上げますと、支援支援支援支援対対対対象象象象となったとなったとなったとなった児童児童児童児童生生生生徒徒徒徒は６７名、そのは６７名、そのは６７名、そのは６７名、その生生生生徒徒徒徒達達達達に対しまして、に対しまして、に対しまして、に対しまして、

教職員や福教職員や福教職員や福教職員や福祉祉祉祉機機機機関などとの関などとの関などとの関などとのケケケケーーーースススス会議を１０７会議を１０７会議を１０７会議を１０７回回回回開開開開催催催催するなど、するなど、するなど、するなど、積積積積極極極極的的的的にににに活動活動活動活動をしてまいをしてまいをしてまいをしてまい

りました。その成果の一りました。その成果の一りました。その成果の一りました。その成果の一端端端端をををを説説説説明さ明さ明さ明させせせせていただきますと、ある中ていただきますと、ある中ていただきますと、ある中ていただきますと、ある中学生学生学生学生が、が、が、が、家家家家庭庭庭庭環境環境環境環境等々等々等々等々かかかか

らららら家家家家庭内暴庭内暴庭内暴庭内暴力力力力や、またや、またや、またや、また不登不登不登不登校校校校のののの傾向傾向傾向傾向にありましたが、にありましたが、にありましたが、にありましたが、今今今今申し上げたような連申し上げたような連申し上げたような連申し上げたような連携携携携をををを深深深深める中める中める中める中

でででで子子子子どものどものどものどもの暴暴暴暴力力力力が治まり、またが治まり、またが治まり、またが治まり、また学校学校学校学校にもにもにもにも徐徐徐徐 々々々々にではありますがにではありますがにではありますがにではありますが登登登登校校校校するようになり、するようになり、するようになり、するようになり、高校高校高校高校

進進進進学学学学にににに向向向向けてけてけてけて現現現現在頑在頑在頑在頑張張張張っているという一っているという一っているという一っているという一例例例例もございます。もございます。もございます。もございます。

県教育委員会では、これまで県教育委員会では、これまで県教育委員会では、これまで県教育委員会では、これまで生生生生徒徒徒徒指導指導指導指導上の上の上の上の課題課題課題課題をををを抱抱抱抱ええええるるるる学校学校学校学校に対して、それに対して、それに対して、それに対して、それぞぞぞぞれのれのれのれの状況状況状況状況

にににに応応応応じじじじて教員て教員て教員て教員ＯＢＯＢＯＢＯＢから成るから成るから成るから成る学校学校学校学校支援ア支援ア支援ア支援アドバイドバイドバイドバイザザザザーのーのーのーの派遣派遣派遣派遣や、またや、またや、またや、またスクスクスクスクールカールカールカールカウウウウンンンンセラセラセラセラー、ー、ー、ー、

そしてこのそしてこのそしてこのそしてこのスクスクスクスクールールールールソソソソーーーーシャシャシャシャルルルルワワワワーカーの配ーカーの配ーカーの配ーカーの配置置置置など、さまざまななど、さまざまななど、さまざまななど、さまざまな角角角角度で度で度で度で支援支援支援支援にににに努努努努めてきためてきためてきためてきた

ところでございます。ところでございます。ところでございます。ところでございます。加え加え加え加えて、国の「て、国の「て、国の「て、国の「子子子子供供供供のののの貧貧貧貧困困困困対策に関する大対策に関する大対策に関する大対策に関する大綱綱綱綱」でも」でも」でも」でも示示示示されておりまされておりまされておりまされておりま

すように、すように、すように、すように、学校学校学校学校をををを貧貧貧貧困困困困対策の対策の対策の対策のププププララララットットットットホホホホーーーームムムムとととと位位位位置づ置づ置づ置づけて、総けて、総けて、総けて、総合的合的合的合的に対策を進めるためにに対策を進めるためにに対策を進めるためにに対策を進めるために

は、福は、福は、福は、福祉祉祉祉に関する関係部局や、に関する関係部局や、に関する関係部局や、に関する関係部局や、各各各各市市市市町町町町村ともこれまで村ともこれまで村ともこれまで村ともこれまで以以以以上に連上に連上に連上に連携携携携をををを深深深深めながら、めながら、めながら、めながら、児童児童児童児童生生生生徒徒徒徒

のののの状況状況状況状況、、、、各各各各学校学校学校学校のののの体制体制体制体制等等等等もももも十十十十分分分分把握把握把握把握しししし取取取取りりりり組組組組まなければならないとまなければならないとまなければならないとまなければなら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。

今後今後今後今後の国のの国のの国のの国の動向動向動向動向もももも注視注視注視注視しながら、国のしながら、国のしながら、国のしながら、国の補助補助補助補助事事事事業業業業をををを有効有効有効有効にににに活用活用活用活用してしてしてしてスクスクスクスクールールールールソソソソーーーーシャシャシャシャルルルルワワワワ

ーカーのーカーのーカーのーカーの増増増増員員員員等等等等も含めたも含めたも含めたも含めた支援支援支援支援のののの拡拡拡拡充充充充をををを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。以以以以上でござ上でござ上でござ上でござ
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います。います。います。います。

○猪奥委員○猪奥委員○猪奥委員○猪奥委員 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。

エネルギービジョンに関して、またその中でも小エネルギービジョンに関して、またその中でも小エネルギービジョンに関して、またその中でも小エネルギービジョンに関して、またその中でも小水力水力水力水力発発発発電電電電のののの調調調調査のあり方について、こ査のあり方について、こ査のあり方について、こ査のあり方について、こ

れからもどんどんれからもどんどんれからもどんどんれからもどんどん調調調調査をされていくと思います。査をされていくと思います。査をされていくと思います。査をされていくと思います。可能性可能性可能性可能性があるところはたくさんあると思があるところはたくさんあると思があるところはたくさんあると思があるところはたくさんあると思

いますので、どんどんいますので、どんどんいますので、どんどんいますので、どんどん調調調調査をされて、査をされて、査をされて、査をされて、調調調調査をされた査をされた査をされた査をされた結結結結果を果を果を果を設置設置設置設置にににに向向向向けてけてけてけて実実実実行していただき行していただき行していただき行していただき

たい。何度も申し上げておりますように、地域主たい。何度も申し上げておりますように、地域主たい。何度も申し上げておりますように、地域主たい。何度も申し上げておりますように、地域主体体体体でと申しましても、県でもでと申しましても、県でもでと申しましても、県でもでと申しましても、県でも十十十十分分分分にわかにわかにわかにわか

っていないことがあって、会議を進める中でっていないことがあって、会議を進める中でっていないことがあって、会議を進める中でっていないことがあって、会議を進める中で新新新新しいしいしいしい資資資資料料料料を出してください、このを出してください、このを出してください、このを出してください、この調調調調査査査査必必必必要要要要

ですと進めているですと進めているですと進めているですと進めている現状現状現状現状です。進です。進です。進です。進みみみみ出した出した出した出したススススタタタターーーートトトトラララライイイインのンのンのンの時時時時期期期期においては、県が主においては、県が主においては、県が主においては、県が主導導導導になになになにな

ってやっていただくことが、県の知見のってやっていただくことが、県の知見のってやっていただくことが、県の知見のってやっていただくことが、県の知見の蓄蓄蓄蓄積積積積にもつながるのではないかと思っております。にもつながるのではないかと思っております。にもつながるのではないかと思っております。にもつながるのではないかと思っております。

このことはまたこれからもこのことはまたこれからもこのことはまたこれからもこのことはまたこれからも求求求求めていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。めていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。めていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。めていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。

次は、次は、次は、次は、せせせせんとくんについてですけれども、よく私はんとくんについてですけれども、よく私はんとくんについてですけれども、よく私はんとくんについてですけれども、よく私はボラボラボラボランンンンティティティティアアアアをしておりまして、いをしておりまして、いをしておりまして、いをしておりまして、い

ろいろなろいろなろいろなろいろな団団団団体体体体からおからおからおからお話話話話をををを伺伺伺伺いますのは、どういういますのは、どういういますのは、どういういますのは、どういう基基基基準準準準でででで貸貸貸貸していただくことができるのかしていただくことができるのかしていただくことができるのかしていただくことができるのか

わからないと。県わからないと。県わからないと。県わからないと。県外外外外の方にもよく言われますのは、奈良での方にもよく言われますのは、奈良での方にもよく言われますのは、奈良での方にもよく言われますのは、奈良でせせせせんとくんを見かけるんとくんを見かけるんとくんを見かけるんとくんを見かける機機機機会があ会があ会があ会があ

まりないと。まりないと。まりないと。まりないと。せせせせんとくんは、平んとくんは、平んとくんは、平んとくんは、平城城城城遷遷遷遷都都都都１３００年１３００年１３００年１３００年祭祭祭祭のときはのときはのときはのときは約約約約２５５２５５２５５２５５億円億円億円億円の経済の経済の経済の経済効効効効果が出果が出果が出果が出

たとたとたとたと調調調調査の査の査の査の数数数数字字字字を見たことがあります。を見たことがあります。を見たことがあります。を見たことがあります。先先先先ほどのおほどのおほどのおほどのお話話話話の中では、小の中では、小の中では、小の中では、小学校学校学校学校やややや幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園、そうい、そうい、そうい、そうい

ったったったった個個個個別別別別のののの単位単位単位単位でおでおでおでお貸貸貸貸しいただけるかという質問しいただけるかという質問しいただけるかという質問しいただけるかという質問へへへへのののの回回回回答がなかったと思うのですけれど答がなかったと思うのですけれど答がなかったと思うのですけれど答がなかったと思うのですけれど

も、も、も、も、恐恐恐恐らくらくらくらく貸貸貸貸していただけないと思います。していただけないと思います。していただけないと思います。していただけないと思います。貸貸貸貸していただけるのであればしていただけるのであればしていただけるのであればしていただけるのであれば回回回回答をいただい答をいただい答をいただい答をいただい

て、て、て、て、貸貸貸貸していただけないのであれば、県のしていただけないのであれば、県のしていただけないのであれば、県のしていただけないのであれば、県のママママススススココココットットットットだからと言わずに、だからと言わずに、だからと言わずに、だからと言わずに、毎毎毎毎日どこかに日どこかに日どこかに日どこかにせせせせ

んとくんがいるとなれば、もっと奈良県の知名度も上がっていくのではないかと思います。んとくんがいるとなれば、もっと奈良県の知名度も上がっていくのではないかと思います。んとくんがいるとなれば、もっと奈良県の知名度も上がっていくのではないかと思います。んとくんがいるとなれば、もっと奈良県の知名度も上がっていくのではないかと思います。

写真撮写真撮写真撮写真撮影影影影に関しては、かつてはに関しては、かつてはに関しては、かつてはに関しては、かつては模写模写模写模写とかとかとかとか複複複複写写写写とか、とか、とか、とか、標標標標章章章章のことでいろいろ問のことでいろいろ問のことでいろいろ問のことでいろいろ問題題題題やややや課題課題課題課題がががが

あったと思いますけれども、あったと思いますけれども、あったと思いますけれども、あったと思いますけれども、今今今今、、、、写真撮写真撮写真撮写真撮影影影影される方は、思い出とされる方は、思い出とされる方は、思い出とされる方は、思い出とＳＮＳＳＮＳＳＮＳＳＮＳにににに載せ載せ載せ載せることが主ることが主ることが主ることが主

たるたるたるたる目的目的目的目的になっていると思いますので、県としてもになっていると思いますので、県としてもになっていると思いますので、県としてもになっていると思いますので、県としても引引引引きききき続続続続きどんどんやっていただけるよきどんどんやっていただけるよきどんどんやっていただけるよきどんどんやっていただけるよ

うなうなうなうな話話話話しししし合合合合いができるいができるいができるいができる場場場場があれば、があれば、があれば、があれば、機機機機会を会を会を会を捉捉捉捉ままままええええてしていただきたいと思います。てしていただきたいと思います。てしていただきたいと思います。てしていただきたいと思います。

あと、あと、あと、あと、ムスリムムスリムムスリムムスリムの方に対するの方に対するの方に対するの方に対するハラハラハラハラルルルル食食食食であったり、ほかのであったり、ほかのであったり、ほかのであったり、ほかの異異異異文文文文化化化化交流交流交流交流でありましたり、でありましたり、でありましたり、でありましたり、

文文文文化の理解というのは、これから化の理解というのは、これから化の理解というのは、これから化の理解というのは、これから外外外外国国国国人人人人にもっとにもっとにもっとにもっと来来来来ていただこうという中でも本ていただこうという中でも本ていただこうという中でも本ていただこうという中でも本当当当当にににに重重重重要要要要

になってくると思うのです。になってくると思うのです。になってくると思うのです。になってくると思うのです。

以以以以前、宮木委員が本会議で、前、宮木委員が本会議で、前、宮木委員が本会議で、前、宮木委員が本会議で、外外外外国国国国人人人人の方に対するの方に対するの方に対するの方に対するメメメメニュニュニュニューをどういうーをどういうーをどういうーをどういうふふふふうにうにうにうに提提提提供供供供されるされるされるされる

かという質問をされたかという質問をされたかという質問をされたかという質問をされた後後後後で、私の事務所にいたで、私の事務所にいたで、私の事務所にいたで、私の事務所にいたイイイインンンンタタタターンーンーンーンシップシップシップシップのののの学生学生学生学生が興が興が興が興味味味味をををを持持持持って、って、って、って、

そのことをごそのことをごそのことをごそのことをご存存存存じじじじのののの飲飲飲飲食食食食店店店店がどれがどれがどれがどれぐぐぐぐらいあるかというらいあるかというらいあるかというらいあるかという調調調調査をしてまいりました。査をしてまいりました。査をしてまいりました。査をしてまいりました。外外外外国国国国語語語語メメメメ

ニュニュニュニューをーをーをーを設設設設けていないけていないけていないけていない餅飯殿餅飯殿餅飯殿餅飯殿通りの通りの通りの通りの商商商商店街店街店街店街のののの飲飲飲飲食食食食店店店店で、県ので、県ので、県ので、県の取取取取りりりり組み組み組み組みを知っていますかとを知っていますかとを知っていますかとを知っていますかと
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聞聞聞聞いたら、知っているおいたら、知っているおいたら、知っているおいたら、知っているお店店店店はありまはありまはありまはありませせせせんでした。やっているのだけれども知らないというんでした。やっているのだけれども知らないというんでした。やっているのだけれども知らないというんでした。やっているのだけれども知らないという

のはのはのはのは非常非常非常非常にもったいないことですので、にもったいないことですので、にもったいないことですので、にもったいないことですので、ハラハラハラハラルルルル食食食食のののの取取取取りりりり組み組み組み組みに関しても、これからに関しても、これからに関しても、これからに関しても、これからメメメメニュニュニュニュ

ーをおつくりになられるに際しても、もう少しーをおつくりになられるに際しても、もう少しーをおつくりになられるに際しても、もう少しーをおつくりになられるに際しても、もう少し市市市市と一と一と一と一体体体体となって、県がこういうとなって、県がこういうとなって、県がこういうとなって、県がこういう枠枠枠枠組み組み組み組みをををを

つくるから、それをつくるから、それをつくるから、それをつくるから、それを広広広広めていっていただくのはめていっていただくのはめていっていただくのはめていっていただくのは市市市市にお願いするというようなにお願いするというようなにお願いするというようなにお願いするというような役役役役割割割割分担分担分担分担を明を明を明を明

確にして、確にして、確にして、確にして、市市市市にもお願いをしてにもお願いをしてにもお願いをしてにもお願いをして協協協協力体制力体制力体制力体制がとれればいいのではないかと思います。これもがとれればいいのではないかと思います。これもがとれればいいのではないかと思います。これもがとれればいいのではないかと思います。これも

回回回回答いただきたいと思います。答いただきたいと思います。答いただきたいと思います。答いただきたいと思います。

最後最後最後最後に、に、に、に、スクスクスクスクールールールールソソソソーーーーシャシャシャシャルルルルワワワワーカーですけれども、ーカーですけれども、ーカーですけれども、ーカーですけれども、今今今今までまでまでまで学校学校学校学校に行けなかったに行けなかったに行けなかったに行けなかった子子子子どもどもどもども

が行けるようになるというのは、そのが行けるようになるというのは、そのが行けるようになるというのは、そのが行けるようになるというのは、その子子子子どものどものどものどもの人生人生人生人生にとってにとってにとってにとって恐恐恐恐らくらくらくらく物物物物すごく大きなことだすごく大きなことだすごく大きなことだすごく大きなことだ

と思います。と思います。と思います。と思います。昨昨昨昨年ご年ご年ご年ご相相相相談談談談いただいた方が６７いただいた方が６７いただいた方が６７いただいた方が６７人人人人、、、、ケケケケーーーースススス会議が１０７会議が１０７会議が１０７会議が１０７回回回回でしたが、でしたが、でしたが、でしたが、スクスクスクスクーーーー

ルルルルソソソソーーーーシャシャシャシャルルルルワワワワーカーが３名から５名になればもっとーカーが３名から５名になればもっとーカーが３名から５名になればもっとーカーが３名から５名になればもっと救救救救ええええるるるる子子子子どもたどもたどもたどもたちちちちががががふふふふええええて、そのて、そのて、そのて、その子子子子

どもの一どもの一どもの一どもの一生生生生をををを救救救救ええええるという、大事な問るという、大事な問るという、大事な問るという、大事な問題題題題でもあると思いますので、でもあると思いますので、でもあると思いますので、でもあると思いますので、来来来来年はさらなる年はさらなる年はさらなる年はさらなる人数人数人数人数のののの

拡拡拡拡充充充充、また質の、また質の、また質の、また質の向向向向上に上に上に上に向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組み組み組み組みをお願いいたします。これは要をお願いいたします。これは要をお願いいたします。これは要をお願いいたします。これは要望望望望です。です。です。です。

○吉田観光プロモーション課長○吉田観光プロモーション課長○吉田観光プロモーション課長○吉田観光プロモーション課長 再再再再度のご質問でございます。度のご質問でございます。度のご質問でございます。度のご質問でございます。

まず、まず、まず、まず、せせせせんとくんにつきましては、んとくんにつきましては、んとくんにつきましては、んとくんにつきましては、先先先先ほど少し言いほど少し言いほど少し言いほど少し言い忘忘忘忘れましたが、れましたが、れましたが、れましたが、着ぐ着ぐ着ぐ着ぐるるるるみみみみのののの貸貸貸貸し出しし出しし出しし出し

が年が年が年が年間間間間で２９９で２９９で２９９で２９９件件件件ございます。奈良のしっかりとしたございます。奈良のしっかりとしたございます。奈良のしっかりとしたございます。奈良のしっかりとしたＰＲＰＲＰＲＰＲをしていただくということが一をしていただくということが一をしていただくということが一をしていただくということが一

つのつのつのつの基基基基準準準準になっておりますので、どのになっておりますので、どのになっておりますので、どのになっておりますので、どの団団団団体体体体がいいとかがいいとかがいいとかがいいとか悪悪悪悪いとかいうものではなくて、そのいとかいうものではなくて、そのいとかいうものではなくて、そのいとかいうものではなくて、その

事事事事業業業業の中の中の中の中身身身身をををを十十十十分検討分検討分検討分検討ささささせせせせていただきたいと思っておりますし、できるだけご要ていただきたいと思っておりますし、できるだけご要ていただきたいと思っておりますし、できるだけご要ていただきたいと思っておりますし、できるだけご要望望望望にににに応応応応ええええ

られるようにられるようにられるようにられるように検討検討検討検討するするするする必必必必要はあると思っております。要はあると思っております。要はあると思っております。要はあると思っております。

それから、それから、それから、それから、写真写真写真写真の関係につきましては、ごの関係につきましては、ごの関係につきましては、ごの関係につきましては、ご指指指指摘摘摘摘のとおり、のとおり、のとおり、のとおり、ＳＮＳＳＮＳＳＮＳＳＮＳ等等等等、、、、瞬瞬瞬瞬時時時時にににに海海海海外外外外にににに情情情情報報報報

発発発発信信信信していただけるということでございますので、これもしていただけるということでございますので、これもしていただけるということでございますので、これもしていただけるということでございますので、これも機機機機会を会を会を会を捉捉捉捉ええええてそういった方てそういった方てそういった方てそういった方向向向向にににに

なるように進めていければいいかと思っております。なるように進めていければいいかと思っております。なるように進めていければいいかと思っております。なるように進めていければいいかと思っております。

ハラハラハラハラルにつきましては、ルにつきましては、ルにつきましては、ルにつきましては、市市市市町町町町村といろんな村といろんな村といろんな村といろんな形形形形でででで情情情情報報報報交交交交換換換換もももも今始今始今始今始めておりますし、連めておりますし、連めておりますし、連めておりますし、連携携携携しししし

ながらながらながらながら取取取取りりりり組組組組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す。ております。ております。ております。引引引引きききき続続続続きそういったことにきそういったことにきそういったことにきそういったことに努努努努めてまいりたいめてまいりたいめてまいりたいめてまいりたい

と思っております。と思っております。と思っております。と思っております。

なお、なお、なお、なお、ママママップップップップにつきましては、いろいろなにつきましては、いろいろなにつきましては、いろいろなにつきましては、いろいろな商商商商店街店街店街店街の方の方の方の方 々々々々とも連とも連とも連とも連携携携携をををを図図図図りながら、りながら、りながら、りながら、現現現現在在在在取取取取

りりりり組組組組んでいるところでございますので、いいものをつくりたいとんでいるところでございますので、いいものをつくりたいとんでいるところでございますので、いいものをつくりたいとんでいるところでございますので、いいものをつく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。以以以以上で上で上で上で

ございます。ございます。ございます。ございます。

○国中委員長○国中委員長○国中委員長○国中委員長 よろしいか。よろしいか。よろしいか。よろしいか。

○岡委員○岡委員○岡委員○岡委員 それでは、何それでは、何それでは、何それでは、何点点点点か質問したいと思いますが、か質問したいと思いますが、か質問したいと思いますが、か質問したいと思いますが、時間時間時間時間もももも余余余余りないようでございますりないようでございますりないようでございますりないようでございます

ので、ので、ので、ので、割割割割愛愛愛愛してしてしてして的的的的をををを絞絞絞絞って質問さって質問さって質問さって質問させせせせてもらいます。てもらいます。てもらいます。てもらいます。
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１１１１点点点点は、私の地は、私の地は、私の地は、私の地元元元元でもございますでもございますでもございますでもございます藤藤藤藤原原原原京京京京そしてそしてそしてそして飛鳥飛鳥飛鳥飛鳥のののの世界遺産登録世界遺産登録世界遺産登録世界遺産登録のののの話話話話がががが最近最近最近最近でてこなでてこなでてこなでてこな

いわけでございますけれども、いわけでございますけれども、いわけでございますけれども、いわけでございますけれども、先先先先般富士般富士般富士般富士山山山山がががが世界遺産世界遺産世界遺産世界遺産になりましたし、このになりましたし、このになりましたし、このになりましたし、この辺辺辺辺の進の進の進の進捗状況捗状況捗状況捗状況、、、、

ユユユユネネネネススススコ等コ等コ等コ等とのとのとのとの交交交交渉渉渉渉等等等等も含めて報告することがありましたらお願いします。も含めて報告することがありましたらお願いします。も含めて報告することがありましたらお願いします。も含めて報告することがありましたらお願いします。

それからもう１それからもう１それからもう１それからもう１点点点点は、奈良県はは、奈良県はは、奈良県はは、奈良県は宿泊宿泊宿泊宿泊数数数数ととととホホホホテテテテルが少ないことがずっと言われてきて、私ルが少ないことがずっと言われてきて、私ルが少ないことがずっと言われてきて、私ルが少ないことがずっと言われてきて、私

の地の地の地の地元元元元のののの橿橿橿橿原市原市原市原市でもでもでもでもホホホホテテテテルをつくるというルをつくるというルをつくるというルをつくるという話話話話が上がっているわけでございますけれども、が上がっているわけでございますけれども、が上がっているわけでございますけれども、が上がっているわけでございますけれども、

ただただただただホホホホテテテテルをつくればいいというルをつくればいいというルをつくればいいというルをつくればいいという考え考え考え考え方は、安方は、安方は、安方は、安直直直直だと思うのです。だと思うのです。だと思うのです。だと思うのです。ホホホホテテテテルがきルがきルがきルがきちちちちんとんとんとんと稼稼稼稼働働働働

していればいいのですけれども、まだあいているしていればいいのですけれども、まだあいているしていればいいのですけれども、まだあいているしていればいいのですけれども、まだあいているホホホホテテテテルもルもルもルも結構結構結構結構多多多多いようにいようにいようにいように聞聞聞聞いています。いています。いています。いています。

そこで、一そこで、一そこで、一そこで、一番番番番ののののポイポイポイポインンンントトトトは何か。要するには何か。要するには何か。要するには何か。要するに宿泊宿泊宿泊宿泊客客客客ををををふふふふやすためには何がやすためには何がやすためには何がやすためには何がポイポイポイポインンンントトトトなのか。なのか。なのか。なのか。

観光でどのように観光でどのように観光でどのように観光でどのように考え考え考え考えておられるのか、ておられるのか、ておられるのか、ておられるのか、基基基基本本本本的的的的なことを教なことを教なことを教なことを教ええええてもらいたいと思います。てもらいたいと思います。てもらいたいと思います。てもらいたいと思います。

それからそれからそれからそれから最後最後最後最後に、教育委員会です。に、教育委員会です。に、教育委員会です。に、教育委員会です。学校学校学校学校のののの図図図図書室の木質化についてでございます。この書室の木質化についてでございます。この書室の木質化についてでございます。この書室の木質化についてでございます。この

間間間間ノノノノーーーーベベベベル平和ル平和ル平和ル平和賞賞賞賞をとられましたをとられましたをとられましたをとられましたマララマララマララマララさんのいろいろな報さんのいろいろな報さんのいろいろな報さんのいろいろな報道道道道を見ていますと、を見ていますと、を見ていますと、を見ていますと、彼女彼女彼女彼女は小は小は小は小

さいときにどんなさいときにどんなさいときにどんなさいときにどんな生活生活生活生活をしたかという質問に対して、本にをしたかという質問に対して、本にをしたかという質問に対して、本にをしたかという質問に対して、本に囲囲囲囲まれて、まれて、まれて、まれて、毎毎毎毎日本を日本を日本を日本を読読読読んだといんだといんだといんだとい

ううううイイイインンンンタタタタビビビビュュュューがございました。まさにーがございました。まさにーがございました。まさにーがございました。まさに読読読読書は書は書は書は人格形人格形人格形人格形成に成に成に成に非常非常非常非常に大きくに大きくに大きくに大きく影響影響影響影響するというこするというこするというこするというこ

とが、とが、とが、とが、世界世界世界世界でもでもでもでも証証証証明されているのではないかと思います。明されているのではないかと思います。明されているのではないかと思います。明されているのではないかと思います。

小小小小学校学校学校学校、中、中、中、中学校学校学校学校もそうですけれども、県もそうですけれども、県もそうですけれども、県もそうですけれども、県立立立立高高高高等等等等学校学校学校学校においてもまだまだにおいてもまだまだにおいてもまだまだにおいてもまだまだ寂寂寂寂しいしいしいしい状状状状態態態態があがあがあがあ

るように思います。そこで、るように思います。そこで、るように思います。そこで、るように思います。そこで、以以以以前から前から前から前から提案提案提案提案しておりますように、しておりますように、しておりますように、しておりますように、図図図図書室をもう少し書室をもう少し書室をもう少し書室をもう少し工工工工夫し夫し夫し夫し

て、本をて、本をて、本をて、本を読読読読みみみみたくなる、そこに行きたくなるというたくなる、そこに行きたくなるというたくなる、そこに行きたくなるというたくなる、そこに行きたくなるという環境づ環境づ環境づ環境づくり、くり、くり、くり、用意用意用意用意する本ももする本ももする本ももする本ももちちちちろんでろんでろんでろんで

はございますけれども、そういうはございますけれども、そういうはございますけれども、そういうはございますけれども、そういう工工工工夫の中で、木質化を夫の中で、木質化を夫の中で、木質化を夫の中で、木質化をぜひぜひぜひぜひ進めていただきたい。進めていただきたい。進めていただきたい。進めていただきたい。

先先先先般般般般、、、、桜桜桜桜井井井井市市市市のののの桜桜桜桜井中井中井中井中学校学校学校学校に行ってきましたが、かなりそのことをに行ってきましたが、かなりそのことをに行ってきましたが、かなりそのことをに行ってきましたが、かなりそのことを意識意識意識意識されたされたされたされた図図図図書室を書室を書室を書室を

つくられて、いろいろとつくられて、いろいろとつくられて、いろいろとつくられて、いろいろと子子子子どもたどもたどもたどもたちちちちのののの反応反応反応反応も見ておるようでございました。も見ておるようでございました。も見ておるようでございました。も見ておるようでございました。先先先先生生生生にどうでにどうでにどうでにどうで

すかとすかとすかとすかと聞聞聞聞いたら、いたら、いたら、いたら、非常非常非常非常に喜んで、に喜んで、に喜んで、に喜んで、子子子子どもたどもたどもたどもたちちちちがががが休憩休憩休憩休憩時間時間時間時間にそこににそこににそこににそこに集集集集まってきて、さりげなまってきて、さりげなまってきて、さりげなまってきて、さりげな

く本を見て、それをく本を見て、それをく本を見て、それをく本を見て、それを読読読読むむむむ子子子子どももいるということで、やはり本をどももいるということで、やはり本をどももいるということで、やはり本をどももいるということで、やはり本を読読読読むむむむきっかけにもつながきっかけにもつながきっかけにもつながきっかけにもつなが

っておるというっておるというっておるというっておるという話話話話もございました。そこで、本県におきますもございました。そこで、本県におきますもございました。そこで、本県におきますもございました。そこで、本県におきます学校学校学校学校のののの図図図図書室の木質化につい書室の木質化につい書室の木質化につい書室の木質化につい

て、県はどのようにて、県はどのようにて、県はどのようにて、県はどのように考え考え考え考えているか。ているか。ているか。ているか。

以以以以上、３上、３上、３上、３点点点点についておについておについておについてお尋ね尋ね尋ね尋ねします。します。します。します。

○竹田文化振興課長○竹田文化振興課長○竹田文化振興課長○竹田文化振興課長 飛鳥飛鳥飛鳥飛鳥・・・・藤藤藤藤原原原原のののの世界遺産世界遺産世界遺産世界遺産、、、、暫暫暫暫定定定定遺産遺産遺産遺産についてのについてのについてのについての現現現現在在在在のののの取取取取りりりり組み状況組み状況組み状況組み状況にににに

ついてのご質問にお答ついてのご質問にお答ついてのご質問にお答ついてのご質問にお答ええええささささせせせせていただきます。ていただきます。ていただきます。ていただきます。

ご承知のとおり、ことしご承知のとおり、ことしご承知のとおり、ことしご承知のとおり、ことし世界遺産世界遺産世界遺産世界遺産がががが世界世界世界世界で１で１で１で１，，，，０００を超０００を超０００を超０００を超ええええたたたた状状状状態態態態になっておりまして、になっておりまして、になっておりまして、になっておりまして、

世界遺産登録世界遺産登録世界遺産登録世界遺産登録についてのについてのについてのについてのハハハハーーーードドドドルがルがルがルが毎毎毎毎年年年年高高高高くなっているのがくなっているのがくなっているのがくなっているのが現状現状現状現状でございます。そうしたでございます。そうしたでございます。そうしたでございます。そうした

中で、平成１９年度から関係中で、平成１９年度から関係中で、平成１９年度から関係中で、平成１９年度から関係市市市市村、村、村、村、橿橿橿橿原市原市原市原市、、、、桜桜桜桜井井井井市市市市、明日、明日、明日、明日香香香香村そして奈良県と一村そして奈良県と一村そして奈良県と一村そして奈良県と一緒緒緒緒になりになりになりになり
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ましてましてましてまして世界遺産世界遺産世界遺産世界遺産「「「「飛鳥飛鳥飛鳥飛鳥・・・・藤藤藤藤原原原原」」」」登録登録登録登録推進推進推進推進協協協協議会を議会を議会を議会を立立立立ちちちち上げて、上げて、上げて、上げて、鋭鋭鋭鋭意意意意推進推進推進推進登録登録登録登録にににに向向向向けてけてけてけて取取取取りりりり

組み組み組み組み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。

そうした中で、そうした中で、そうした中で、そうした中で、今今今今、、、、構構構構成成成成遺産遺産遺産遺産、、、、暫暫暫暫定定定定遺産遺産遺産遺産が２０ございますが、それのが２０ございますが、それのが２０ございますが、それのが２０ございますが、それの保保保保護護護護措措措措置置置置、史、史、史、史跡跡跡跡をををを

どうどうどうどう保保保保存存存存していくかというのが一つの大きなしていくかというのが一つの大きなしていくかというのが一つの大きなしていくかというのが一つの大きな課題課題課題課題でございます。２０のでございます。２０のでございます。２０のでございます。２０の資資資資産産産産がございましがございましがございましがございまし

て、それを史て、それを史て、それを史て、それを史跡跡跡跡指指指指定に定に定に定に向向向向けてのけてのけてのけての保保保保護護護護措措措措置置置置をいかにしていくかというところが大きなをいかにしていくかというところが大きなをいかにしていくかというところが大きなをいかにしていくかというところが大きな課題課題課題課題でででで

ございます。こういったございます。こういったございます。こういったございます。こういった課題課題課題課題につきましては、地につきましては、地につきましては、地につきましては、地元元元元市市市市村も村も村も村も熱熱熱熱心に心に心に心に協協協協議を進めていただいて議を進めていただいて議を進めていただいて議を進めていただいて

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。

そしてまた、そしてまた、そしてまた、そしてまた、世界世界世界世界にここしかないという、いわにここしかないという、いわにここしかないという、いわにここしかないという、いわゆゆゆゆるるるるＯＯＯＯＵＵＵＵＶＶＶＶ、、、、顕著顕著顕著顕著でででで普普普普遍遍遍遍的的的的なななな価価価価値値値値のののの証証証証明明明明

がもう一つの大きながもう一つの大きながもう一つの大きながもう一つの大きな課題課題課題課題でございまして、でございまして、でございまして、でございまして、去去去去る１月にる１月にる１月にる１月に世界遺産登録世界遺産登録世界遺産登録世界遺産登録の関係者を奈良県にの関係者を奈良県にの関係者を奈良県にの関係者を奈良県に招招招招

聘聘聘聘ささささせせせせていただいたところ、ていただいたところ、ていただいたところ、ていただいたところ、専門家専門家専門家専門家の皆の皆の皆の皆様様様様方から国方から国方から国方から国内内内内でのでのでのでの唯唯唯唯一一一一性性性性はははは分分分分かるけれども、かるけれども、かるけれども、かるけれども、世界世界世界世界

としてのとしてのとしてのとしての飛鳥飛鳥飛鳥飛鳥・・・・藤藤藤藤原原原原のののの唯唯唯唯一一一一性性性性をいかにをいかにをいかにをいかに証証証証明していくかについて、もう少し明していくかについて、もう少し明していくかについて、もう少し明していくかについて、もう少し練練練練り上げがり上げがり上げがり上げが必必必必要要要要

ではないかといったごではないかといったごではないかといったごではないかといったご意意意意見見見見等等等等もいただきました。そういったごもいただきました。そういったごもいただきました。そういったごもいただきました。そういったご意意意意見見見見等等等等もももも踏踏踏踏ままままええええまして、地まして、地まして、地まして、地

元元元元協協協協議会で関係の皆議会で関係の皆議会で関係の皆議会で関係の皆様様様様方と方と方と方と協協協協議しながら、議しながら、議しながら、議しながら、暫暫暫暫定定定定遺産遺産遺産遺産がががが世界遺産世界遺産世界遺産世界遺産にににに登録登録登録登録されるようされるようされるようされるよう今後今後今後今後もももも頑頑頑頑

張張張張っていきたいということでございます。っていきたいということでございます。っていきたいということでございます。っていきたいということでございます。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○山口観光産業課長○山口観光産業課長○山口観光産業課長○山口観光産業課長 宿泊宿泊宿泊宿泊者者者者数数数数ととととホホホホテテテテルのルのルのルのキキキキャパシティャパシティャパシティャパシティーに関しましてご質問をいただきーに関しましてご質問をいただきーに関しましてご質問をいただきーに関しましてご質問をいただき

ました。ました。ました。ました。

確かに委員お確かに委員お確かに委員お確かに委員お述述述述べべべべのとおり、のとおり、のとおり、のとおり、宿泊宿泊宿泊宿泊施施施施設設設設ののののキキキキャパシティャパシティャパシティャパシティーは大ーは大ーは大ーは大変重変重変重変重要だと思います。要だと思います。要だと思います。要だと思います。今今今今、、、、

何何何何軒軒軒軒かのかのかのかの旅旅旅旅館館館館がががが廃廃廃廃業業業業されている中で、明るいされている中で、明るいされている中で、明るいされている中で、明るい話話話話題題題題といたしましては、平成２７年１月にといたしましては、平成２７年１月にといたしましては、平成２７年１月にといたしましては、平成２７年１月に近近近近

鉄鉄鉄鉄奈良奈良奈良奈良駅駅駅駅前に前に前に前にホホホホテテテテルがルがルがルがオオオオーーーーププププンいたします。また、３月にンいたします。また、３月にンいたします。また、３月にンいたします。また、３月にＪＲＪＲＪＲＪＲ奈良奈良奈良奈良駅駅駅駅前に前に前に前にホホホホテテテテルがルがルがルがオオオオーーーーププププ

ンいたします。また、県が進めているンいたします。また、県が進めているンいたします。また、県が進めているンいたします。また、県が進めているプロプロプロプロジジジジェクトェクトェクトェクトもございます。もございます。もございます。もございます。

ただ、そのようなただ、そのようなただ、そのようなただ、そのような投資投資投資投資をををを待待待待っているだけでは、観光っているだけでは、観光っているだけでは、観光っているだけでは、観光客客客客ががががふふふふええええることにつながりまることにつながりまることにつながりまることにつながりませせせせん。ん。ん。ん。

今今今今年度より年２年度より年２年度より年２年度より年２回回回回の奈良県観光の奈良県観光の奈良県観光の奈良県観光キキキキャャャャンペーンを通ンペーンを通ンペーンを通ンペーンを通じじじじましてましてましてまして首首首首都都都都圏圏圏圏にににに売売売売りりりり込込込込んでおりますのんでおりますのんでおりますのんでおりますの

は、奈良県でしかは、奈良県でしかは、奈良県でしかは、奈良県でしか体体体体験験験験していただけない、見ていただけないというしていただけない、見ていただけないというしていただけない、見ていただけないというしていただけない、見ていただけないという特特特特別別別別感感感感のあるのあるのあるのあるココココンンンンテテテテンンンン

ツツツツをををを旅旅旅旅行行行行商商商商品品品品にににに仕仕仕仕立立立立てたもので、てたもので、てたもので、てたもので、旅旅旅旅行会行会行会行会社社社社ににににセセセセールールールールススススに行っております。そのような中でに行っております。そのような中でに行っております。そのような中でに行っております。そのような中で

感じ感じ感じ感じますのは、ますのは、ますのは、ますのは、春春春春日大日大日大日大社社社社といといといといええええども、皆さんが知っておられるわけではないということをども、皆さんが知っておられるわけではないということをども、皆さんが知っておられるわけではないということをども、皆さんが知っておられるわけではないということを

ひひひひししししひひひひしとしとしとしと感じ感じ感じ感じておりまして、もっと私どもが１３００年のておりまして、もっと私どもが１３００年のておりまして、もっと私どもが１３００年のておりまして、もっと私どもが１３００年の歴歴歴歴史が奈良には史が奈良には史が奈良には史が奈良には息息息息づづづづいているいているいているいている

といったことをといったことをといったことをといったことを丁寧丁寧丁寧丁寧に発に発に発に発信信信信していき、皆さんに認知をしていただくということかと思いましていき、皆さんに認知をしていただくということかと思いましていき、皆さんに認知をしていただくということかと思いましていき、皆さんに認知をしていただくということかと思いま

す。そして、す。そして、す。そして、す。そして、旅旅旅旅行行行行商商商商品品品品の中でもやはり奈良県にしかない、そして奈良のの中でもやはり奈良県にしかない、そして奈良のの中でもやはり奈良県にしかない、そして奈良のの中でもやはり奈良県にしかない、そして奈良の朝朝朝朝はすばらしい、はすばらしい、はすばらしい、はすばらしい、

奈良の奈良の奈良の奈良の夜夜夜夜にはこのようなにはこのようなにはこのようなにはこのような魅魅魅魅力力力力があるといったことをどんどんがあるといったことをどんどんがあるといったことをどんどんがあるといったことをどんどん積積積積極極極極的的的的に発に発に発に発信信信信いたしますとといたしますとといたしますとといたしますとと

もに、関係もに、関係もに、関係もに、関係機機機機関それから関それから関それから関それから宿泊宿泊宿泊宿泊施施施施設設設設とも連とも連とも連とも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商商商商品品品品を造成して、を造成して、を造成して、を造成して、今後今後今後今後ともともともとも効効効効果果果果的的的的
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なななな誘誘誘誘客客客客にににに努努努努めてまいりたいと思います。めてまいりたいと思います。めてまいりたいと思います。めてまいりたいと思います。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○吉尾学校支援課長○吉尾学校支援課長○吉尾学校支援課長○吉尾学校支援課長 私からは、私からは、私からは、私からは、学校学校学校学校図図図図書室の木質化に対する書室の木質化に対する書室の木質化に対する書室の木質化に対する取取取取りりりり組み状況組み状況組み状況組み状況とととと今後今後今後今後の見通の見通の見通の見通

しについてお答しについてお答しについてお答しについ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。

公公公公立立立立学校学校学校学校の木造化、木質化につきましては、の木造化、木質化につきましては、の木造化、木質化につきましては、の木造化、木質化につきましては、学習環境学習環境学習環境学習環境のののの改善改善改善改善のほか地のほか地のほか地のほか地場場場場産産産産業業業業のののの活性活性活性活性化、化、化、化、

地地地地球球球球環境環境環境環境のののの保保保保全等全等全等全等のののの効効効効果があるとされまして、国におきましても推進を果があるとされまして、国におきましても推進を果があるとされまして、国におきましても推進を果があるとされまして、国におきましても推進を求求求求められているとめられているとめられているとめられていると

ころでございます。本県のころでございます。本県のころでございます。本県のころでございます。本県の状況状況状況状況でございますが、平成２３年４月１日でございますが、平成２３年４月１日でございますが、平成２３年４月１日でございますが、平成２３年４月１日現現現現在在在在のののの文文文文部部部部科科科科学学学学省省省省のののの

調調調調査では、木質査では、木質査では、木質査では、木質系系系系床床床床材材材材のののの使使使使用用用用教室教室教室教室数数数数のののの割割割割合合合合でございますが、一部でございますが、一部でございますが、一部でございますが、一部使使使使用用用用を含めますと小を含めますと小を含めますと小を含めますと小・・・・中中中中

学校学校学校学校で７４で７４で７４で７４．．．．８８８８％％％％、県、県、県、県立立立立学校学校学校学校で２７で２７で２７で２７．．．．１１１１％％％％となっております。なお、となっております。なお、となっております。なお、となっております。なお、図図図図書室の書室の書室の書室の家家家家具等具等具等具等につにつにつにつ

きましては、本県が平成２５年１月にきましては、本県が平成２５年１月にきましては、本県が平成２５年１月にきましては、本県が平成２５年１月に調調調調査をいたしておりますが、本査をいたしておりますが、本査をいたしておりますが、本査をいたしておりますが、本棚棚棚棚等全等全等全等全てのてのてのての家家家家具具具具が木が木が木が木

製製製製化している小化している小化している小化している小・・・・中中中中学校学校学校学校は１０は１０は１０は１０％％％％、県、県、県、県立立立立学校学校学校学校は４は４は４は４．．．．７７７７％％％％でございます。ただ、本でございます。ただ、本でございます。ただ、本でございます。ただ、本棚棚棚棚、カ、カ、カ、カウウウウ

ンンンンタタタターーーー等等等等にににに限限限限りますと、りますと、りますと、りますと、半数半数半数半数以以以以上の上の上の上の学校学校学校学校で木で木で木で木製製製製化を行っているところでございます。化を行っているところでございます。化を行っているところでございます。化を行っているところでございます。

この平成２５年１月この平成２５年１月この平成２５年１月この平成２５年１月以以以以降降降降のののの調調調調査についてでございますが、国の査についてでございますが、国の査についてでございますが、国の査についてでございますが、国の補助補助補助補助制制制制度を度を度を度を活用活用活用活用いたしまいたしまいたしまいたしま

して、して、して、して、宇陀宇陀宇陀宇陀市市市市の大の大の大の大宇陀宇陀宇陀宇陀小小小小学校学校学校学校、川、川、川、川西町西町西町西町の川の川の川の川西西西西小小小小学校学校学校学校におきまして、におきまして、におきまして、におきまして、図図図図書室を含書室を含書室を含書室を含むむむむ校校校校舎舎舎舎のののの内内内内

装装装装木質化が木質化が木質化が木質化が実実実実施されております。本年度におきましても、施されております。本年度におきましても、施されております。本年度におきましても、施されております。本年度におきましても、生生生生駒駒駒駒市市市市のののの鹿ノ鹿ノ鹿ノ鹿ノ台中台中台中台中学校学校学校学校におきまにおきまにおきまにおきま

してしてしてして同様同様同様同様のののの工工工工事が事が事が事が実実実実施されておるところでございます。施されておるところでございます。施されておるところでございます。施されておるところでございます。

県におきましては、木造化県におきましては、木造化県におきましては、木造化県におきましては、木造化等等等等の推進をの推進をの推進をの推進を図図図図るため、これまでるため、これまでるため、これまでるため、これまで文文文文部部部部科科科科学学学学省省省省からの通知をからの通知をからの通知をからの通知を周周周周知知知知

するだけではなく、年度するだけではなく、年度するだけではなく、年度するだけではなく、年度当当当当初初初初のののの市市市市町町町町村の教育長会議におきまして、国の村の教育長会議におきまして、国の村の教育長会議におきまして、国の村の教育長会議におきまして、国の補助補助補助補助制制制制度や度や度や度や文文文文部部部部科科科科

学学学学省省省省作作作作成の木成の木成の木成の木材活用材活用材活用材活用の事の事の事の事例例例例等等等等のののの紹介紹介紹介紹介を行ってまいりました。さらに本年度、を行ってまいりました。さらに本年度、を行ってまいりました。さらに本年度、を行ってまいりました。さらに本年度、文文文文部部部部科科科科学学学学省省省省かかかか

らららら担当担当担当担当をををを招招招招きましてきましてきましてきまして耐震耐震耐震耐震整整整整備備備備のののの説説説説明会を開明会を開明会を開明会を開催催催催しましたところ、しましたところ、しましたところ、しましたところ、市市市市町町町町村の村の村の村の担当担当担当担当者から者から者から者から好評好評好評好評をををを

得得得得たことから、このような木造化たことから、このような木造化たことから、このような木造化たことから、このような木造化等等等等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同様同様同様同様のののの説説説説明会を明会を明会を明会を来来来来年度年度年度年度以以以以降降降降、開、開、開、開催催催催したしたしたした

いといといとい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。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○岡委員○岡委員○岡委員○岡委員 まず、まず、まず、まず、飛鳥飛鳥飛鳥飛鳥・・・・藤藤藤藤原原原原京京京京のののの世界遺産登録世界遺産登録世界遺産登録世界遺産登録のののの件件件件でございますが、よろしくお願いしたでございますが、よろしくお願いしたでございますが、よろしくお願いしたでございますが、よろしくお願いした

いと思います。県議会議員にいと思います。県議会議員にいと思います。県議会議員にいと思います。県議会議員に当当当当選選選選したときにしたときにしたときにしたときに初初初初めて質問した項めて質問した項めて質問した項めて質問した項目目目目でございまして、でございまして、でございまして、でございまして、ノノノノミミミミネネネネ

ーーーートトトトされる前でした。そのされる前でした。そのされる前でした。そのされる前でした。その後後後後ノノノノミミミミネーネーネーネートトトトされて、されて、されて、されて、今今今今かかかか今今今今かとかとかとかと待待待待っていましたが、なかなかっていましたが、なかなかっていましたが、なかなかっていましたが、なかなか

来来来来ない。ない。ない。ない。冨冨冨冨岡岡岡岡製糸製糸製糸製糸場場場場はははは登録登録登録登録されたわけでございますけれども、なかなかされたわけでございますけれども、なかなかされたわけでございますけれども、なかなかされたわけでございますけれども、なかなか飛鳥飛鳥飛鳥飛鳥・・・・藤藤藤藤原原原原京京京京はははは登登登登

録録録録されない。されない。されない。されない。

今今今今、、、、聞聞聞聞きましたら、いろいろな大きなきましたら、いろいろな大きなきましたら、いろいろな大きなきましたら、いろいろな大きなハハハハーーーードドドドルもあるようにルもあるようにルもあるようにルもあるように聞聞聞聞きました。きました。きました。きました。世界世界世界世界に見に見に見に見せせせせたたたた

ときに、ときに、ときに、ときに、飛鳥飛鳥飛鳥飛鳥・・・・藤藤藤藤原原原原京京京京がどういうがどういうがどういうがどういう起起起起源源源源があってどういうがあってどういうがあってどういうがあってどういう意味意味意味意味があるのかという議があるのかという議があるのかという議があるのかという議論論論論はあるはあるはあるはある

のだろうと思います。のだろうと思います。のだろうと思います。のだろうと思います。特特特特に一に一に一に一番番番番つらいのは、つらいのは、つらいのは、つらいのは、目目目目に見に見に見に見ええええるものがないものをるものがないものをるものがないものをるものがないものを世界遺産世界遺産世界遺産世界遺産にににに登録登録登録登録

するということです。それと、既にするということです。それと、既にするということです。それと、既にするということです。それと、既に指指指指定されている平定されている平定されている平定されている平城城城城宮宮宮宮跡等跡等跡等跡等とのとのとのとの兼兼兼兼ね合ね合ね合ね合いもあるのだろいもあるのだろいもあるのだろいもあるのだろ
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うと思います。うと思います。うと思います。うと思います。

そういう中で、何とかそういう中で、何とかそういう中で、何とかそういう中で、何とか世界遺産登録世界遺産登録世界遺産登録世界遺産登録をををを目指目指目指目指して、して、して、して、橿橿橿橿原市原市原市原市、、、、桜桜桜桜井井井井市市市市、明日、明日、明日、明日香香香香村が、しっか村が、しっか村が、しっか村が、しっか

りとりとりとりと今今今今、、、、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ので、んでいるところでございますので、んでいるところでございますので、んでいるところでございますので、ぜひぜひぜひぜひともおともおともおともお力力力力添添添添ええええをををを引引引引きききき続続続続きお願いしきお願いしきお願いしきお願いし

たいと、これは要たいと、これは要たいと、これは要たいと、これは要望望望望にしておきますけれども、どうかよろしくお願いしたいと思います。にしておきますけれども、どうかよろしくお願いしたいと思います。にしておきますけれども、どうかよろしくお願いしたいと思います。にしておきますけれども、どうかよろしくお願いしたいと思います。

京都京都京都京都とととと違違違違う、大う、大う、大う、大阪阪阪阪とととと違違違違う奈良らしさを、よく知事がおっしう奈良らしさを、よく知事がおっしう奈良らしさを、よく知事がおっしう奈良らしさを、よく知事がおっしゃゃゃゃいます。奈良の地に観光います。奈良の地に観光います。奈良の地に観光います。奈良の地に観光客客客客

をおをおをおをお迎迎迎迎ええええするにはどういうもてなしをするにはどういうもてなしをするにはどういうもてなしをするにはどういうもてなしを用意用意用意用意すればいいのかというすればいいのかというすればいいのかというすればいいのかという視視視視点点点点からの議からの議からの議からの議論論論論であり地であり地であり地であり地

域の域の域の域の協協協協力力力力であり、であり、であり、であり、将将将将来来来来にににに向向向向けたけたけたけたイイイイメメメメージをどのようにージをどのようにージをどのようにージをどのようにＰＲＰＲＰＲＰＲしていくかということが大きいしていくかということが大きいしていくかということが大きいしていくかということが大きい

と思います。と思います。と思います。と思います。

それともう一つは、それともう一つは、それともう一つは、それともう一つは、以以以以前から県も前から県も前から県も前から県も取取取取りりりり組組組組んでいるようでございますけれども、んでいるようでございますけれども、んでいるようでございますけれども、んでいるようでございますけれども、団塊団塊団塊団塊のののの世世世世

代の方代の方代の方代の方 々々々々がががが今今今今たくさんおられまして、その中で、かつてたくさんおられまして、その中で、かつてたくさんおられまして、その中で、かつてたくさんおられまして、その中で、かつて修修修修学学学学旅旅旅旅行で奈良に行で奈良に行で奈良に行で奈良に来来来来たという方がたという方がたという方がたという方が

非常非常非常非常にににに多多多多いわけです。関いわけです。関いわけです。関いわけです。関東圏東圏東圏東圏でもでもでもでも数数数数百百百百万人万人万人万人の対の対の対の対象象象象者がいらっし者がいらっし者がいらっし者がいらっしゃゃゃゃるようにるようにるようにるように聞聞聞聞いています。いています。いています。いています。

当時当時当時当時、、、、ちょちょちょちょうど私どもの年代でございますけれども、小うど私どもの年代でございますけれども、小うど私どもの年代でございますけれども、小うど私どもの年代でございますけれども、小学校学校学校学校のときにのときにのときにのときに東東東東京京京京から奈良県にから奈良県にから奈良県にから奈良県に修修修修

学学学学旅旅旅旅行に行に行に行に来来来来たという方がいらっしたという方がいらっしたという方がいらっしたという方がいらっしゃゃゃゃる。そういう方る。そういう方る。そういう方る。そういう方 々々々々が、が、が、が、昔昔昔昔行った行った行った行った場場場場所をもう一所をもう一所をもう一所をもう一回回回回見に行見に行見に行見に行

きたいとか、そのきたいとか、そのきたいとか、そのきたいとか、その後後後後奈良はどうなっているかということで、奈良は５０年前と奈良はどうなっているかということで、奈良は５０年前と奈良はどうなっているかということで、奈良は５０年前と奈良はどうなっているかということで、奈良は５０年前と変変変変わっていわっていわっていわってい

ないですよというところをしっかりないですよというところをしっかりないですよというところをしっかりないですよというところをしっかり意意意意義義義義あるあるあるあるＰＲＰＲＰＲＰＲをしていただきたい。をしていただきたい。をしていただきたい。をしていただきたい。外外外外国国国国人人人人観光観光観光観光客客客客もももももももも

ちちちちろん大事ですけれども、国ろん大事ですけれども、国ろん大事ですけれども、国ろん大事ですけれども、国内内内内のそういう方のそういう方のそういう方のそういう方 々々々々をををを呼び込呼び込呼び込呼び込むむむむということもあわということもあわということもあわということもあわせせせせてよろしくてよろしくてよろしくてよろしく

お願いしたいと思います。これも要お願いしたいと思います。これも要お願いしたいと思います。これも要お願いしたいと思います。これも要望望望望にしておきます。にしておきます。にしておきます。にしておきます。

それから、それから、それから、それから、先先先先ほどの木質化のほどの木質化のほどの木質化のほどの木質化の件件件件でございますけれども、小でございますけれども、小でございますけれども、小でございますけれども、小学校学校学校学校、中、中、中、中学校学校学校学校ではある程度進ではある程度進ではある程度進ではある程度進

んでいるように思います。ただ、んでいるように思います。ただ、んでいるように思います。ただ、んでいるように思います。ただ、高高高高等等等等学校学校学校学校ではまだ本ではまだ本ではまだ本ではまだ本格的格的格的格的なななな状況状況状況状況がないように思います。がないように思います。がないように思います。がないように思います。

ですから、ですから、ですから、ですから、高高高高等等等等学校学校学校学校においてもにおいてもにおいてもにおいてもぜひ積ぜひ積ぜひ積ぜひ積極極極極的的的的にににに取取取取りりりり組組組組んでいただきたい。んでいただきたい。んでいただきたい。んでいただきたい。特特特特にににに今今今今、問、問、問、問題題題題をををを抱抱抱抱

ええええているているているている学校学校学校学校もももも幾幾幾幾つかあるように思います。というのはつかあるように思います。というのはつかあるように思います。というのはつかあるように思います。というのは不登不登不登不登校校校校がががが多多多多かったり、かったり、かったり、かったり、退退退退学学学学者が者が者が者が多多多多

いとかいろいろいとかいろいろいとかいろいろいとかいろいろ悩悩悩悩んでいるんでいるんでいるんでいる学校学校学校学校もあるようにもあるようにもあるようにもあるように聞聞聞聞いております。そういうところは、こういいております。そういうところは、こういいております。そういうところは、こういいております。そういうところは、こうい

うものをつくることによって、うものをつくることによって、うものをつくることによって、うものをつくることによって、子子子子どもたどもたどもたどもたちちちちをそこにをそこにをそこにをそこに呼呼呼呼んで、本を見ながら会んで、本を見ながら会んで、本を見ながら会んで、本を見ながら会話話話話したり、一したり、一したり、一したり、一

つのきっかけになるつのきっかけになるつのきっかけになるつのきっかけになる可能性可能性可能性可能性もありますし、もありますし、もありますし、もありますし、ぜひ高ぜひ高ぜひ高ぜひ高等等等等学校学校学校学校においても木質化のにおいても木質化のにおいても木質化のにおいても木質化の図図図図書室の成書室の成書室の成書室の成功功功功

例例例例をつくって、をつくって、をつくって、をつくって、特特特特にににに課題課題課題課題をををを抱抱抱抱ええええたたたた学校学校学校学校に対して何かいい方に対して何かいい方に対して何かいい方に対して何かいい方法法法法はないか研究してもらいたい。はないか研究してもらいたい。はないか研究してもらいたい。はないか研究してもらいたい。

これについて、もしおこれについて、もしおこれについて、もしおこれについて、もしお考え考え考え考えがあればご答弁をお願いします。があればご答弁をお願いします。があればご答弁をお願いします。があればご答弁をお願いします。

○吉尾学校支援課長○吉尾学校支援課長○吉尾学校支援課長○吉尾学校支援課長 県県県県立立立立学校学校学校学校につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、現現現現在在在在耐震耐震耐震耐震化を化を化を化を重点的重点的重点的重点的に進めておりますが、に進めておりますが、に進めておりますが、に進めておりますが、

木質化につきましても、委員お木質化につきましても、委員お木質化につきましても、委員お木質化につきましても、委員お述述述述べべべべのとおり、まずは他のとおり、まずは他のとおり、まずは他のとおり、まずは他府府府府県の県の県の県の取取取取りりりり組み状況組み状況組み状況組み状況をををを調調調調査いたし査いたし査いたし査いたし

まして、まして、まして、まして、設置目的設置目的設置目的設置目的、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは設置後設置後設置後設置後のののの効効効効果果果果等等等等につきまして、研究していきたいと思います。につきまして、研究していきたいと思います。につきまして、研究していきたいと思います。につきまして、研究していきたいと思います。

以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。
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○国中委員長○国中委員長○国中委員長○国中委員長 よろしいか。よろしいか。よろしいか。よろしいか。

○岡委員○岡委員○岡委員○岡委員 結構結構結構結構です。です。です。です。

○岩田委員○岩田委員○岩田委員○岩田委員 ２２２２点点点点要要要要望望望望もももも兼兼兼兼ねねねねておておておてお聞聞聞聞きします。きします。きします。きします。

１つは、何年か前に１つは、何年か前に１つは、何年か前に１つは、何年か前に学校学校学校学校のののの運運運運動場動場動場動場芝芝芝芝生生生生化を１０化を１０化を１０化を１０校校校校ほど行ったと思うのですけれど、ほど行ったと思うのですけれど、ほど行ったと思うのですけれど、ほど行ったと思うのですけれど、余余余余りりりり

賛賛賛賛成ではなかったのですが、その成ではなかったのですが、その成ではなかったのですが、その成ではなかったのですが、その後後後後どういうどういうどういうどういう効効効効果が出ているのか。それから、その果が出ているのか。それから、その果が出ているのか。それから、その果が出ているのか。それから、その後後後後、、、、効効効効

果の出方によっては果の出方によっては果の出方によっては果の出方によってはふふふふやしているのかどうかということを、通告していまやしているのかどうかということを、通告していまやしているのかどうかということを、通告していまやしているのかどうかということを、通告していませせせせんので、わかんので、わかんので、わかんので、わか

らなかったら、らなかったら、らなかったら、らなかったら、数数数数はははは後後後後でもよろしいので、おでもよろしいので、おでもよろしいので、おでもよろしいので、お聞聞聞聞かかかかせせせせ下さい。それと、一下さい。それと、一下さい。それと、一下さい。それと、一般般般般質問もさ質問もさ質問もさ質問もさせせせせていていていてい

ただきましたが、ただきましたが、ただきましたが、ただきましたが、文文文文化化化化財財財財のののの実実実実物物物物そのものを見そのものを見そのものを見そのものを見せせせせたらどうかということを言わたらどうかということを言わたらどうかということを言わたらどうかということを言わせせせせていただきていただきていただきていただき

ました。これは奈良県ですました。これは奈良県ですました。これは奈良県ですました。これは奈良県ですぐぐぐぐにできることではないのですけれど、にできることではないのですけれど、にできることではないのですけれど、にできることではないのですけれど、全全全全国を見たら、やはり国を見たら、やはり国を見たら、やはり国を見たら、やはり

奈良県の奈良県の奈良県の奈良県の橿橿橿橿原考原考原考原考古古古古学学学学研究所はそれだけの発言研究所はそれだけの発言研究所はそれだけの発言研究所はそれだけの発言力力力力があるように思うのです。だから、そういがあるように思うのです。だから、そういがあるように思うのです。だから、そういがあるように思うのです。だから、そうい

うことをうことをうことをうことを再再再再三三三三言っているわけです。言っているわけです。言っているわけです。言っているわけです。

今今今今まで、まで、まで、まで、文文文文化化化化財財財財は発は発は発は発掘掘掘掘したときにしたときにしたときにしたときに新聞新聞新聞新聞にも見にも見にも見にも見学学学学日が日が日が日が載載載載っていますけれど、そのっていますけれど、そのっていますけれど、そのっていますけれど、その後後後後はほとはほとはほとはほと

んどんどんどんど埋埋埋埋めめめめ戻戻戻戻しているわけです。しているわけです。しているわけです。しているわけです。静静静静岡県の岡県の岡県の岡県の登呂遺登呂遺登呂遺登呂遺跡跡跡跡のののの水水水水田の田の田の田の遺遺遺遺構構構構は、は、は、は、今今今今はははは完完完完全全全全にににに埋埋埋埋めめめめ戻戻戻戻したしたしたした

状状状状態態態態で、で、で、で、横横横横にににに天天天天理理理理市市市市のののの黒塚古墳黒塚古墳黒塚古墳黒塚古墳とととと同じ同じ同じ同じように、このようなものが出てきた、このようなように、このようなものが出てきた、このようなように、このようなものが出てきた、このようなように、このようなものが出てきた、このような生生生生

活状況活状況活状況活状況だったというようなだったというようなだったというようなだったというような展展展展示示示示館館館館があるわけですけれど、中国のがあるわけですけれど、中国のがあるわけですけれど、中国のがあるわけですけれど、中国の兵馬桶兵馬桶兵馬桶兵馬桶のののの場合場合場合場合だったら、だったら、だったら、だったら、

同じ水同じ水同じ水同じ水田の田の田の田の遺遺遺遺構構構構でも、そのままでも、そのままでも、そのままでも、そのまま体体体体育育育育館館館館のようにしてのようにしてのようにしてのようにして囲囲囲囲んで、その中にんで、その中にんで、その中にんで、その中に足足足足場場場場ををををちゃちゃちゃちゃんとんとんとんと組組組組んんんん

で、そのまま見られるようなで、そのまま見られるようなで、そのまま見られるようなで、そのまま見られるような状況状況状況状況になっている。そうすると、観光のになっている。そうすると、観光のになっている。そうすると、観光のになっている。そうすると、観光の面面面面、あら、あら、あら、あらゆゆゆゆるるるる面面面面にしにしにしにし

てもてもてもても人人人人がががが絶え絶え絶え絶えない。だから、ない。だから、ない。だから、ない。だから、今今今今すすすすぐぐぐぐではないけれど、ではないけれど、ではないけれど、ではないけれど、橿橿橿橿原考原考原考原考古古古古学学学学研究所もそれだけの発言研究所もそれだけの発言研究所もそれだけの発言研究所もそれだけの発言

権権権権があると思うので、できるだけそのようにお願いしたい。があると思うので、できるだけそのようにお願いしたい。があると思うので、できるだけそのようにお願いしたい。があると思うので、できるだけそのようにお願いしたい。

三三三三内内内内丸丸丸丸山山山山遺遺遺遺跡跡跡跡でででで実実実実物物物物をそのまま見られるようなところがをそのまま見られるようなところがをそのまま見られるようなところがをそのまま見られるようなところが今今今今ありますけれど、平成１０年ありますけれど、平成１０年ありますけれど、平成１０年ありますけれど、平成１０年

にににに黒塚古墳黒塚古墳黒塚古墳黒塚古墳が発見されたときは本が発見されたときは本が発見されたときは本が発見されたときは本当当当当ににににびびびびっくりするっくりするっくりするっくりするぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの人人人人がががが来来来来た。中国のように、た。中国のように、た。中国のように、た。中国のように、実実実実

物物物物は小さくて、は小さくて、は小さくて、は小さくて、人人人人一一一一人人人人入っているものですから、あれも入っているものですから、あれも入っているものですから、あれも入っているものですから、あれも体体体体育育育育館館館館のようにして、のようにして、のようにして、のようにして、空空空空調調調調関係も関係も関係も関係も

ききききちちちちんとして、んとして、んとして、んとして、今今今今でもそのまま見られたら、でもそのまま見られたら、でもそのまま見られたら、でもそのまま見られたら、人人人人がががが絶え絶え絶え絶えないのではないかと思います。ないのではないかと思います。ないのではないかと思います。ないのではないかと思います。黒塚黒塚黒塚黒塚

古墳古墳古墳古墳のののの横横横横にも１にも１にも１にも１億円億円億円億円以以以以上かけてつくった上かけてつくった上かけてつくった上かけてつくった展展展展示示示示館館館館がありますけれど、皆がありますけれど、皆がありますけれど、皆がありますけれど、皆レレレレプリプリプリプリカやカやカやカや写真写真写真写真です。です。です。です。

あそこもあそこもあそこもあそこも三角縁三角縁三角縁三角縁神神神神獣鏡獣鏡獣鏡獣鏡が３３が３３が３３が３３枚枚枚枚出ていますけれど、出ていますけれど、出ていますけれど、出ていますけれど、全全全全国でもいろいろ出ています。１カ所国でもいろいろ出ています。１カ所国でもいろいろ出ています。１カ所国でもいろいろ出ています。１カ所

で一で一で一で一番多番多番多番多く出たのはく出たのはく出たのはく出たのは黒塚古墳黒塚古墳黒塚古墳黒塚古墳ですけれど、本ですけれど、本ですけれど、本ですけれど、本物物物物は何もは何もは何もは何も置置置置いていない。いていない。いていない。いていない。空空空空調設備調設備調設備調設備は一は一は一は一番番番番進ん進ん進ん進ん

でるのではないかと思います。でるのではないかと思います。でるのではないかと思います。でるのではないかと思います。

このこのこのこの間間間間ミミミミイイイイララララのののの話話話話もしましたが、大もしましたが、大もしましたが、大もしましたが、大英英英英博物館博物館博物館博物館でででで初初初初めて見て、国中委員長とエジめて見て、国中委員長とエジめて見て、国中委員長とエジめて見て、国中委員長とエジプト考プト考プト考プト考古古古古

学学学学博物館博物館博物館博物館でも見ました。このでも見ました。このでも見ました。このでも見ました。この間間間間、カン、カン、カン、カンボボボボジジジジアアアアののののアアアアンンンンココココールールールールワワワワットットットット、、、、ベベベベトトトトナナナナムムムムののののハハハハノノノノイイイイ、、、、ホホホホ

ーーーーチミチミチミチミンンンンへへへへ行ったが、行ったが、行ったが、行ったが、人人人人のののの姿姿姿姿がそのままでがそのままでがそのままでがそのままで保保保保存存存存されている。されている。されている。されている。保保保保存存存存のののの仕仕仕仕方が方が方が方が今今今今、、、、物物物物すごく進すごく進すごく進すごく進
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んでいるので、日本はんでいるので、日本はんでいるので、日本はんでいるので、日本は学学学学者だけが者だけが者だけが者だけが自分達自分達自分達自分達のののの材材材材料料料料にしているようなにしているようなにしているようなにしているような感じ感じ感じ感じがするわけです。がするわけです。がするわけです。がするわけです。シシシシ

リリリリアアアアののののパパパパルルルルミラミラミラミラ遺遺遺遺跡跡跡跡は、奈良県がは、奈良県がは、奈良県がは、奈良県が初初初初めてめてめてめて復元復元復元復元に参に参に参に参加加加加しています。しています。しています。しています。全全全全国で地方国で地方国で地方国で地方自自自自治治治治体体体体が行っが行っが行っが行っ

たのはたのはたのはたのは初初初初めてだと思うのです。めてだと思うのです。めてだと思うのです。めてだと思うのです。

そういうそういうそういうそういう意味意味意味意味で、働きかけをやっていただきたいということをで、働きかけをやっていただきたいということをで、働きかけをやっていただきたいということをで、働きかけをやっていただきたいということを文文文文化化化化財財財財担当担当担当担当の方にお願いの方にお願いの方にお願いの方にお願い

したい。したい。したい。したい。今今今今そういう方そういう方そういう方そういう方向向向向で何かこうなったというようなことがあればおで何かこうなったというようなことがあればおで何かこうなったというようなことがあればおで何かこうなったというようなことがあればお述述述述べべべべいただきたいいただきたいいただきたいいただきたい

と思います。と思います。と思います。と思います。

○沼田保健体育課長○沼田保健体育課長○沼田保健体育課長○沼田保健体育課長 学校学校学校学校のののの運運運運動場動場動場動場のののの芝芝芝芝生生生生化についてお答化についてお答化についてお答化についてお答ええええささささせせせせていただきます。ていただきます。ていただきます。ていただきます。

平成２１年度から平成２１年度から平成２１年度から平成２１年度から市市市市町町町町村の小村の小村の小村の小学校学校学校学校に対しましてに対しましてに対しましてに対しまして運運運運動場動場動場動場のののの芝芝芝芝生生生生化を化を化を化をモモモモデデデデルルルル校校校校として、まずとして、まずとして、まずとして、まず

は小は小は小は小学校学校学校学校９９９９校校校校にににに実実実実施いたしました。平成２２年度にはさまざまな施いたしました。平成２２年度にはさまざまな施いたしました。平成２２年度にはさまざまな施いたしました。平成２２年度にはさまざまな芝芝芝芝生生生生のののの敷敷敷敷き方をき方をき方をき方を紹介紹介紹介紹介するするするする

ために、県ために、県ために、県ために、県立立立立高高高高等等等等学校学校学校学校５５５５校校校校に対してに対してに対してに対して芝芝芝芝生生生生化をいたしました。その化をいたしました。その化をいたしました。その化をいたしました。その後後後後、平成２３年度には、、平成２３年度には、、平成２３年度には、、平成２３年度には、

もう一度小もう一度小もう一度小もう一度小学校学校学校学校に対してに対してに対してに対してスポスポスポスポーーーーツツツツ振興く振興く振興く振興くじじじじのののの助助助助成成成成金金金金をををを活用活用活用活用いたしまして、６いたしまして、６いたしまして、６いたしまして、６校校校校の小の小の小の小学校学校学校学校をををを

芝芝芝芝生生生生化いたしました。化いたしました。化いたしました。化いたしました。合合合合計、小計、小計、小計、小学校学校学校学校は１５は１５は１５は１５校校校校でございます。あと県でございます。あと県でございます。あと県でございます。あと県立立立立学校学校学校学校５５５５校校校校、、、、合合合合計２０計２０計２０計２０

校校校校がががが今今今今、、、、運運運運動場動場動場動場をををを芝芝芝芝生生生生化しているところであります。化しているところであります。化しているところであります。化しているところであります。

芝芝芝芝生生生生化いたしました化いたしました化いたしました化いたしました学校学校学校学校のののの子子子子どもたどもたどもたどもたちちちちがどのようながどのようながどのようながどのような状状状状態態態態でそのでそのでそのでその芝芝芝芝をををを活用活用活用活用し、し、し、し、効効効効果が出て果が出て果が出て果が出て

いるかをいるかをいるかをいるかを検検検検証証証証いたしております。いたしております。いたしております。いたしております。芝芝芝芝生生生生化の化の化の化のメメメメリットリットリットリットといたしましては、まず、といたしましては、まず、といたしましては、まず、といたしましては、まず、体力テスト体力テスト体力テスト体力テスト

のののの結結結結果でございますが、果でございますが、果でございますが、果でございますが、体力体力体力体力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芝芝芝芝生生生生化をお願いしました小化をお願いしました小化をお願いしました小化をお願いしました小学校学校学校学校１５１５１５１５校校校校のののの

５０５０５０５０メメメメーーーートトトトルルルル走走走走の平の平の平の平均均均均値値値値が、が、が、が、全全全全国１国１国１国１位位位位になるというになるというになるというになるというぐぐぐぐらいらいらいらい非常非常非常非常にににに伸び伸び伸び伸びています。あと２０ています。あと２０ています。あと２０ています。あと２０

メメメメーーーートトトトルルルルシャトシャトシャトシャトルルルルララララン、これはン、これはン、これはン、これは全身全身全身全身持持持持久久久久力力力力ですが、ですが、ですが、ですが、全全全全国第５国第５国第５国第５位位位位というというというという数数数数字字字字が出てまいりまが出てまいりまが出てまいりまが出てまいりま

した。した。した。した。体力合体力合体力合体力合計計計計点点点点、、、、全全全全てのてのてのての種種種種目目目目をををを合合合合計いたしました計いたしました計いたしました計いたしました点数点数点数点数ですが、そのですが、そのですが、そのですが、その順位順位順位順位もももも全全全全国５国５国５国５位位位位になになになにな

ります。そういったります。そういったります。そういったります。そういった体力面体力面体力面体力面においてはにおいてはにおいてはにおいては非常非常非常非常にににに高高高高いいいい数数数数字字字字が出てまいりました。が出てまいりました。が出てまいりました。が出てまいりました。

あと、あと、あと、あと、芝芝芝芝生生生生化によりまして、化によりまして、化によりまして、化によりまして、運運運運動場動場動場動場でのけががでのけががでのけががでのけがが減減減減少してきております。少してきております。少してきております。少してきております。芝芝芝芝生生生生化化化化以以以以前と前と前と前と比比比比

べべべべて、て、て、て、運運運運動場動場動場動場でのけががでのけががでのけががでのけがが約約約約４４４４４４４４％減％減％減％減少しているということです。少しているということです。少しているということです。少しているということです。

それから、それから、それから、それから、外外外外遊遊遊遊びびびびをするをするをするをする子子子子どもが少なかったが、どもが少なかったが、どもが少なかったが、どもが少なかったが、特特特特にににに女女女女子子子子児童児童児童児童についてはだんだんについてはだんだんについてはだんだんについてはだんだんふふふふええええ

てきて、１０てきて、１０てきて、１０てきて、１０％増％増％増％増加加加加したということでございます。また、したということでございます。また、したということでございます。また、したということでございます。また、運運運運動場動場動場動場のののの気気気気温温温温ですが、ですが、ですが、ですが、土土土土の部の部の部の部分分分分

とととと比べ比べ比べ比べてててて約約約約２２２２．．．．２度２度２度２度低低低低いといういといういといういという結結結結果がございます。果がございます。果がございます。果がございます。

今今今今申し上げましたのが申し上げましたのが申し上げましたのが申し上げましたのがメメメメリットリットリットリットでございますが、でございますが、でございますが、でございますが、逆逆逆逆ににににデデデデメメメメリットリットリットリット、問、問、問、問題点題点題点題点もございます。もございます。もございます。もございます。

芝芝芝芝生生生生を管理するを管理するを管理するを管理するメメメメンンンンテテテテナナナナンンンンススススの問の問の問の問題題題題、また、また、また、また維維維維持持持持していくためのしていくためのしていくためのしていくための水道水道水道水道代とか代とか代とか代とか肥肥肥肥料料料料代とか、こ代とか、こ代とか、こ代とか、こ

ういう経ういう経ういう経ういう経費費費費の問の問の問の問題題題題がががが芝芝芝芝生生生生にはあろうかと思っております。にはあろうかと思っております。にはあろうかと思っております。にはあろうかと思っております。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○小槻文化財保存課長○小槻文化財保存課長○小槻文化財保存課長○小槻文化財保存課長 委員お委員お委員お委員お述述述述べべべべのとおり、のとおり、のとおり、のとおり、文文文文化化化化財財財財のののの現現現現物物物物、、、、実実実実物物物物を見ていただくというを見ていただくというを見ていただくというを見ていただくという

のはのはのはのは非常非常非常非常にににに迫迫迫迫力力力力があり、わかりやすく大があり、わかりやすく大があり、わかりやすく大があり、わかりやすく大切切切切なことだと思います。一方、なことだと思います。一方、なことだと思います。一方、なことだと思います。一方、保保保保存存存存をををを図図図図っていくっていくっていくっていく
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というというというという必必必必要もありますので、要もありますので、要もありますので、要もありますので、保保保保存存存存科科科科学学学学のののの技技技技術術術術は発は発は発は発展展展展はしておりますけれども、はしておりますけれども、はしておりますけれども、はしておりますけれども、遺遺遺遺跡跡跡跡あるいあるいあるいあるい

は出は出は出は出土土土土品品品品、どういう見、どういう見、どういう見、どういう見せせせせ方ができるのか、方ができるのか、方ができるのか、方ができるのか、復元復元復元復元あるいはあるいはあるいはあるいは実実実実物物物物、その、その、その、その辺辺辺辺のののの兼兼兼兼ね合ね合ね合ね合いをいをいをいを考え考え考え考えて、て、て、て、

効効効効果果果果的的的的なななな整整整整備備備備のののの仕仕仕仕方なり見方なり見方なり見方なり見せせせせ方を方を方を方を今後今後今後今後もももも市市市市町町町町村とともに村とともに村とともに村とともに検討検討検討検討していきたいと思います。していきたいと思います。していきたいと思います。していきたいと思います。

もう一つは、出もう一つは、出もう一つは、出もう一つは、出土土土土品品品品をできるだけ研究者の方だけではなくて他の方たをできるだけ研究者の方だけではなくて他の方たをできるだけ研究者の方だけではなくて他の方たをできるだけ研究者の方だけではなくて他の方たちちちちにも見ていただにも見ていただにも見ていただにも見ていただ

くことは、くことは、くことは、くことは、非常非常非常非常にににに重重重重要なことだと思います。研究の対要なことだと思います。研究の対要なことだと思います。研究の対要なことだと思います。研究の対象象象象でもありますが、いろいろなでもありますが、いろいろなでもありますが、いろいろなでもありますが、いろいろな意味意味意味意味

でででで活用活用活用活用していただくということは大していただくということは大していただくということは大していただくということは大切切切切かと思います。どのような見かと思います。どのような見かと思います。どのような見かと思います。どのような見せせせせ方ができるのか、方ができるのか、方ができるのか、方ができるのか、現現現現

行の行の行の行の仕組み仕組み仕組み仕組みをををを改改改改めて見めて見めて見めて見直直直直しながら、研究、しながら、研究、しながら、研究、しながら、研究、検討検討検討検討してまいりたいと思います。してまいりたいと思います。してまいりたいと思います。してまいりたいと思います。以以以以上でござい上でござい上でござい上でござい

ます。ます。ます。ます。

○岩田委員○岩田委員○岩田委員○岩田委員 芝芝芝芝生生生生のことで、のことで、のことで、のことで、当当当当初初初初余余余余りりりり賛賛賛賛成ではなかったと言いましたが、成ではなかったと言いましたが、成ではなかったと言いましたが、成ではなかったと言いましたが、今聞今聞今聞今聞いていますいていますいていますいています

と、いろいろと、いろいろと、いろいろと、いろいろ効効効効果が出ているということです。果が出ているということです。果が出ているということです。果が出ているということです。

デデデデメメメメリットリットリットリットの問の問の問の問題題題題は、は、は、は、金金金金銭銭銭銭的的的的なななな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。財財財財政状況政状況政状況政状況はははは厳厳厳厳しいですけれども、できしいですけれども、できしいですけれども、できしいですけれども、でき

るだけるだけるだけるだけふふふふやしてもらうほうがいいと思いますので、お願いします。やしてもらうほうがいいと思いますので、お願いします。やしてもらうほうがいいと思いますので、お願いします。やしてもらうほうがいいと思いますので、お願いします。

そして、そして、そして、そして、文文文文化化化化財財財財のことですけれど、のことですけれど、のことですけれど、のことですけれど、保保保保存存存存が第一というのはわかるのですが、が第一というのはわかるのですが、が第一というのはわかるのですが、が第一というのはわかるのですが、現実現実現実現実に何に何に何に何回回回回

か中国でいろいろなものを見てきまして、か中国でいろいろなものを見てきまして、か中国でいろいろなものを見てきまして、か中国でいろいろなものを見てきまして、保保保保存存存存のののの空空空空調調調調関係の関係の関係の関係の技技技技術術術術ははははびびびびっくりするっくりするっくりするっくりするぐぐぐぐらい進らい進らい進らい進

んでいるということもんでいるということもんでいるということもんでいるということも考え考え考え考えていただいたらと思います。ていただいたらと思います。ていただいたらと思います。ていただいたらと思います。

ただ、ただ、ただ、ただ、高高高高松松松松塚古墳塚古墳塚古墳塚古墳のようにのようにのようにのように突突突突然然然然わからなくて開いたというのは、わからなくて開いたというのは、わからなくて開いたというのは、わからなくて開いたというのは、当然当然当然当然カビがはカビがはカビがはカビがはええええる。日る。日る。日る。日

本の本の本の本の壁壁壁壁画はほとんどがしっくいにしているので、画はほとんどがしっくいにしているので、画はほとんどがしっくいにしているので、画はほとんどがしっくいにしているので、密封密封密封密封したしたしたした状状状状態態態態だから１０００年でももつ。だから１０００年でももつ。だから１０００年でももつ。だから１０００年でももつ。

あけたらあけたらあけたらあけたら当然当然当然当然しっくいのしっくいのしっくいのしっくいの場合場合場合場合にカビがはにカビがはにカビがはにカビがはええええるわけです。るわけです。るわけです。るわけです。外外外外国の国の国の国の場合場合場合場合は石のは石のは石のは石の文文文文化といいます化といいます化といいます化といいます

か、エジか、エジか、エジか、エジプトプトプトプトでもどこでも、石にでもどこでも、石にでもどこでも、石にでもどこでも、石に壁壁壁壁画を画を画を画を描描描描いています。中国は、いています。中国は、いています。中国は、いています。中国は、壁壁壁壁画を開いたら、しっく画を開いたら、しっく画を開いたら、しっく画を開いたら、しっく

であればカビが１００であればカビが１００であればカビが１００であればカビが１００％％％％ははははええええるから、どうすればカビがはるから、どうすればカビがはるから、どうすればカビがはるから、どうすればカビがはええええないかというのを、ないかというのを、ないかというのを、ないかというのを、勉強勉強勉強勉強できできできでき

るまでは開かないということをるまでは開かないということをるまでは開かないということをるまでは開かないということを聞聞聞聞いたことがあります。いたことがあります。いたことがあります。いたことがあります。

先先先先ほどから言っているのは、ほどから言っているのは、ほどから言っているのは、ほどから言っているのは、橿橿橿橿原考原考原考原考古古古古学学学学研究所は発言研究所は発言研究所は発言研究所は発言権権権権が、日本の中でもあるように思が、日本の中でもあるように思が、日本の中でもあるように思が、日本の中でもあるように思

うので、うので、うので、うので、保保保保存存存存もわかりますけれど、よろしくお願いいたします。もわかりますけれど、よろしくお願いいたします。もわかりますけれど、よろしくお願いいたします。もわかりますけれど、よろしくお願いいたします。終終終終わります。わります。わります。わります。

○国中委員長○国中委員長○国中委員長○国中委員長 答弁よろしいか。答弁よろしいか。答弁よろしいか。答弁よろしいか。

○岩田委員○岩田委員○岩田委員○岩田委員 はい。はい。はい。はい。

○大坪委員○大坪委員○大坪委員○大坪委員 数点数点数点数点質問さ質問さ質問さ質問させせせせていただきます。ていただきます。ていただきます。ていただきます。

まずまずまずまず最最最最初初初初に、観光の関係でおに、観光の関係でおに、観光の関係でおに、観光の関係でお伺伺伺伺いをしたいと思うのですが、いをしたいと思うのですが、いをしたいと思うのですが、いをしたいと思うのですが、外外外外国国国国人人人人の方の奈良県の方の奈良県の方の奈良県の方の奈良県へへへへのののの訪訪訪訪

問についてでありますけれども、どのような国の方が問についてでありますけれども、どのような国の方が問についてでありますけれども、どのような国の方が問についてでありますけれども、どのような国の方が来来来来られているのか。られているのか。られているのか。られているのか。多多多多いところ、上いところ、上いところ、上いところ、上

位位位位３カ国、３カ国、３カ国、３カ国、過過過過去去去去３年３年３年３年間間間間ぐぐぐぐらいの推らいの推らいの推らいの推移移移移をお教をお教をお教をお教ええええいただければありがたいと思います。いただければありがたいと思います。いただければありがたいと思います。いただければありがたいと思います。

そして次にそして次にそして次にそして次に、、、、「平成２５年度主要施策の成果に関する報告書」の３４ページ、「平成２５年度主要施策の成果に関する報告書」の３４ページ、「平成２５年度主要施策の成果に関する報告書」の３４ページ、「平成２５年度主要施策の成果に関する報告書」の３４ページ、記紀・万記紀・万記紀・万記紀・万
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葉葉葉葉にかかわる事にかかわる事にかかわる事にかかわる事業業業業でございますが、ならでございますが、ならでございますが、ならでございますが、なら記紀・万葉シ記紀・万葉シ記紀・万葉シ記紀・万葉シンンンンボボボボルルルルイイイイベベベベンンンントトトト開開開開催催催催事事事事業業業業、そして、そして、そして、そして古古古古

事事事事記記記記をををを語語語語る出る出る出る出版版版版物物物物顕顕顕顕彰彰彰彰事事事事業業業業、、、、記紀・万葉記紀・万葉記紀・万葉記紀・万葉交交交交通事通事通事通事業業業業者連者連者連者連携携携携事事事事業業業業、この３、この３、この３、この３点点点点について、について、について、について、数数数数字字字字的的的的

な成果、そしてもう少しな成果、そしてもう少しな成果、そしてもう少しな成果、そしてもう少し詳詳詳詳しいしいしいしい内容内容内容内容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。

そして次に、このそして次に、このそして次に、このそして次に、この同じ同じ同じ同じ報告書ですけれども、１９２ページの「報告書ですけれども、１９２ページの「報告書ですけれども、１９２ページの「報告書ですけれども、１９２ページの「文文文文化の振興」というとこ化の振興」というとこ化の振興」というとこ化の振興」というとこ

ろで、事ろで、事ろで、事ろで、事業業業業名が「名が「名が「名が「特特特特別展別展別展別展の開の開の開の開催催催催」の」の」の」の、、、、「「「「春春春春季季季季特特特特別展別展別展別展」、」、」、」、「５「５「５「５世世世世紀紀紀紀ののののヤヤヤヤママママトトトト～まほろばの～まほろばの～まほろばの～まほろばの世界世界世界世界

～～～～」」」」、これについて、これについて、これについて、これについて詳詳詳詳しくお教しくお教しくお教しくお教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。

最後最後最後最後に、教育委員会におに、教育委員会におに、教育委員会におに、教育委員会にお伺伺伺伺いをしたいと思います。いをしたいと思います。いをしたいと思います。いをしたいと思います。先先先先ほどほどほどほど閉閉閉閉会しました定会しました定会しました定会しました定例例例例会におきま会におきま会におきま会におきま

してしてしてしてヘヘヘヘイトスイトスイトスイトスピピピピーーーーチチチチに関するに関するに関するに関する意意意意見書が見書が見書が見書が採採採採択択択択されたわけでありますけれども、教育されたわけでありますけれども、教育されたわけでありますけれども、教育されたわけでありますけれども、教育現場現場現場現場におにおにおにお

けるけるけるけるヘヘヘヘイトスイトスイトスイトスピピピピーーーーチチチチに関してのに関してのに関してのに関しての取取取取りりりり組み組み組み組みについて、どのようにについて、どのようにについて、どのようにについて、どのように考え考え考え考えておられるのか。ておられるのか。ておられるのか。ておられるのか。

以以以以上についてお上についてお上についてお上についてお伺伺伺伺いをしたいと思います。よろしくお願いいたします。いをしたいと思います。よろしくお願いいたします。いをしたいと思います。よろしくお願いいたします。いをしたいと思います。よろしくお願いいたします。

○吉田観光プロモーション課長○吉田観光プロモーション課長○吉田観光プロモーション課長○吉田観光プロモーション課長 昨昨昨昨年奈良県にお越しになった年奈良県にお越しになった年奈良県にお越しになった年奈良県にお越しになった外外外外国国国国人人人人観光観光観光観光客客客客は、日本は、日本は、日本は、日本政政政政府府府府

観光局の観光局の観光局の観光局の統統統統計計計計調調調調査によりますと４５査によりますと４５査によりますと４５査によりますと４５万万万万６６６６，，，，００００００００００００人人人人ということでございます。どこからおということでございます。どこからおということでございます。どこからおということでございます。どこからお

越しになっているかといいますと、主な国といたしまして台越しになっているかといいますと、主な国といたしまして台越しになっているかといいますと、主な国といたしまして台越しになっているかといいますと、主な国といたしまして台湾湾湾湾、、、、韓韓韓韓国、中国、国、中国、国、中国、国、中国、アメアメアメアメリリリリカ、カ、カ、カ、

タタタタイイイイ、、、、香香香香港港港港、、、、フラフラフラフランンンンスススス、、、、オオオオーーーーストストストストララララリリリリアアアアなどでございます。などでございます。などでございます。などでございます。特特特特に台に台に台に台湾湾湾湾、、、、韓韓韓韓国、中国だけで国、中国だけで国、中国だけで国、中国だけで

全全全全体体体体の６５の６５の６５の６５％％％％をををを占占占占めているめているめているめ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。

直近直近直近直近の３年の３年の３年の３年間間間間の本県の上の本県の上の本県の上の本県の上位位位位３カ国の３カ国の３カ国の３カ国の状況状況状況状況でございますけれども、平成２３年度はでございますけれども、平成２３年度はでございますけれども、平成２３年度はでございますけれども、平成２３年度は全全全全体体体体でででで

２３２３２３２３万万万万６６６６，，，，００００００００００００人人人人でしたが、もっともでしたが、もっともでしたが、もっともでしたが、もっとも多多多多かったのはかったのはかったのはかったのは韓韓韓韓国の６国の６国の６国の６万万万万９９９９，，，，６００６００６００６００人人人人、２、２、２、２番目番目番目番目がががが

台台台台湾湾湾湾の３の３の３の３万万万万５５５５，，，，８００８００８００８００人人人人、３、３、３、３番目番目番目番目が中国の２が中国の２が中国の２が中国の２万万万万７７７７，，，，１００１００１００１００人人人人でございました。平成２４年でございました。平成２４年でございました。平成２４年でございました。平成２４年

度は度は度は度は全全全全体体体体で２８で２８で２８で２８万万万万５５５５，，，，００００００００００００人人人人でございましたが、もっともでございましたが、もっともでございましたが、もっともでございましたが、もっとも多多多多かったのがかったのがかったのがかったのが韓韓韓韓国の６国の６国の６国の６万万万万７７７７，，，，

５００５００５００５００人人人人、２、２、２、２番目番目番目番目が台が台が台が台湾湾湾湾の４の４の４の４万万万万５５５５，，，，００００００００００００人人人人、３、３、３、３番目番目番目番目が中国の４が中国の４が中国の４が中国の４万万万万１１１１，，，，５００５００５００５００人人人人でございでございでございでござい

ました。ました。ました。ました。

昨昨昨昨年度でございますが、平成２５年度、大きく年度でございますが、平成２５年度、大きく年度でございますが、平成２５年度、大きく年度でございますが、平成２５年度、大きく伸び伸び伸び伸びまして、まして、まして、まして、全全全全体体体体でででで先先先先ほど申し上げましほど申し上げましほど申し上げましほど申し上げまし

たように４５たように４５たように４５たように４５万万万万６６６６，，，，００００００００００００人人人人でございました。もっともでございました。もっともでございました。もっともでございました。もっとも多多多多かったのは、台かったのは、台かったのは、台かったのは、台湾湾湾湾の１２の１２の１２の１２万万万万３３３３，，，，

８００８００８００８００人人人人、２、２、２、２番目番目番目番目がががが韓韓韓韓国の７国の７国の７国の７万万万万６６６６，，，，１００１００１００１００人人人人、３、３、３、３番目番目番目番目が中国の６が中国の６が中国の６が中国の６万万万万７７７７，，，，００００００００００００人人人人でございでございでございでござい

ました。ました。ました。ました。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○谷垣ならの魅力創造課長○谷垣ならの魅力創造課長○谷垣ならの魅力創造課長○谷垣ならの魅力創造課長 平成２５年度の平成２５年度の平成２５年度の平成２５年度の記紀・万葉プロ記紀・万葉プロ記紀・万葉プロ記紀・万葉プロジジジジェクトェクトェクトェクトのののの実実実実績績績績についてお答についてお答についてお答についてお答

ええええをさをさをさをさせせせせていただきます。ていただきます。ていただきます。ていただきます。昨昨昨昨年度の年度の年度の年度の当プロ当プロ当プロ当プロジジジジェクトェクトェクトェクトのののの実実実実績績績績につきまして、につきまして、につきまして、につきまして、補足補足補足補足でででで説説説説明をさ明をさ明をさ明をさ

せせせせていただきます。ていただきます。ていただきます。ていただきます。

まず、ならまず、ならまず、ならまず、なら記紀・万葉シ記紀・万葉シ記紀・万葉シ記紀・万葉シンンンンボボボボルルルルイイイイベベベベンンンントトトトとして開として開として開として開催催催催したしたしたした古古古古事事事事記記記記朗朗朗朗唱唱唱唱大会については４８大会については４８大会については４８大会については４８

７名の参７名の参７名の参７名の参加加加加、次に、、次に、、次に、、次に、古古古古事事事事記記記記をををを語語語語る出る出る出る出版版版版物物物物顕顕顕顕彰彰彰彰事事事事業業業業のののの東東東東京京京京でのでのでのでの表表表表彰式彰式彰式彰式、、、、講講講講演演演演会には７５０会には７５０会には７５０会には７５０人人人人、、、、
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県県県県内内内内９カ所で開９カ所で開９カ所で開９カ所で開催催催催した連した連した連した連続講続講続講続講演演演演会には会には会には会には延延延延べべべべ１１１１，，，，７３９７３９７３９７３９人人人人の参の参の参の参加加加加がありました。がありました。がありました。がありました。記紀・万葉記紀・万葉記紀・万葉記紀・万葉

交交交交通事通事通事通事業業業業者連者連者連者連携携携携事事事事業業業業のうのうのうのうちちちち、、、、縁縁縁縁結結結結びびびび、ビン、ビン、ビン、ビンゴゴゴゴススススタタタタンンンンププププララララリリリリーには３７７ーには３７７ーには３７７ーには３７７人人人人、、、、フォフォフォフォトトトトココココンンンンテテテテ

ストストストストには５３には５３には５３には５３人人人人、、、、講講講講演演演演会会会会トトトトレレレレイイイインには１７１ンには１７１ンには１７１ンには１７１人人人人、、、、古古古古事事事事記特記特記特記特別別別別列列列列車車車車には８６０には８６０には８６０には８６０人人人人の参の参の参の参加加加加がごがごがごがご

ざいました。そのほかざいました。そのほかざいました。そのほかざいました。そのほか記紀・万葉記紀・万葉記紀・万葉記紀・万葉県県県県民活動民活動民活動民活動支援補助支援補助支援補助支援補助金金金金のののの運運運運用用用用によりまして県によりまして県によりまして県によりまして県民民民民団団団団体体体体によりによりによりにより

実実実実施された施された施された施された記紀・万葉記紀・万葉記紀・万葉記紀・万葉関連関連関連関連イイイイベベベベンンンントトトトのうのうのうのうちちちち、、、、把握把握把握把握できているものだけでも３できているものだけでも３できているものだけでも３できているものだけでも３万万万万７７７７，，，，５８５５８５５８５５８５

人人人人の参の参の参の参加実加実加実加実績績績績がございました。県がございました。県がございました。県がございました。県実実実実施の施の施の施のイイイイベベベベンンンントトトトとととと合合合合わわわわせせせせ、、、、合合合合計計計計約約約約１１１１１１１１万人万人万人万人の方に何らかの方に何らかの方に何らかの方に何らか

のののの形形形形でででで当プロ当プロ当プロ当プロジジジジェクトェクトェクトェクトにご参にご参にご参にご参加加加加をいただいております。をいただいております。をいただいております。をいただいております。

このようなこのようなこのようなこのような実実実実績績績績につきましては、このにつきましては、このにつきましては、このにつきましては、このプロプロプロプロジジジジェクトェクトェクトェクトに本に本に本に本格的格的格的格的にににに取取取取りりりり組み始組み始組み始組み始めました平成めました平成めました平成めました平成

２３年度２３年度２３年度２３年度以以以以降降降降、少しずつですが確、少しずつですが確、少しずつですが確、少しずつですが確実実実実ににににふふふふええええてきております。また、てきております。また、てきております。また、てきております。また、制作制作制作制作物物物物に関しての問いに関しての問いに関しての問いに関しての問い

合合合合わわわわせせせせもももも増増増増加傾向加傾向加傾向加傾向にございます。また、にございます。また、にございます。また、にございます。また、フォフォフォフォトトトトココココンンンンテストテストテストテストなどは、などは、などは、などは、応応応応募募募募いただいたいただいたいただいたいただいた写真写真写真写真をををを

翌翌翌翌年の年の年の年の広広広広報に報に報に報に使使使使用用用用するなど、するなど、するなど、するなど、イイイイベベベベンンンントトトトを一を一を一を一過性過性過性過性のものにしないのものにしないのものにしないのものにしない工工工工夫もしております。夫もしております。夫もしております。夫もしております。

このように、このように、このように、このように、イイイイベベベベンンンントトトトの参の参の参の参加加加加者を者を者を者をふふふふやすやすやすやす努力努力努力努力をするのはもをするのはもをするのはもをするのはもちちちちろんでございますけれども、ろんでございますけれども、ろんでございますけれども、ろんでございますけれども、

そのそのそのその数数数数字字字字ののののみみみみにとらわれることなく、にとらわれることなく、にとらわれることなく、にとらわれることなく、記紀・万葉記紀・万葉記紀・万葉記紀・万葉にににに親親親親ししししみみみみ、、、、楽楽楽楽ししししむ機運む機運む機運む機運のののの盛盛盛盛り上がりと地り上がりと地り上がりと地り上がりと地

域の域の域の域の誇誇誇誇り、り、り、り、郷土郷土郷土郷土愛愛愛愛のののの醸醸醸醸成につながるよう成につながるよう成につながるよう成につながるよう今後今後今後今後もももも取取取取りりりり組組組組んでいきたいと思います。んでいきたいと思います。んでいきたいと思います。んでいきたいと思います。以以以以上です。上です。上です。上です。

○石川橿原考古学研究所副所長知事公室審議官○石川橿原考古学研究所副所長知事公室審議官○石川橿原考古学研究所副所長知事公室審議官○石川橿原考古学研究所副所長知事公室審議官 「「「「春春春春季季季季特特特特別展別展別展別展」、」、」、」、「５「５「５「５世世世世紀紀紀紀ののののヤヤヤヤママママトトトト～まほ～まほ～まほ～まほ

ろばのろばのろばのろばの世界世界世界世界～」の事～」の事～」の事～」の事業業業業内容内容内容内容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さささせせせせていただきます。ていただきます。ていただきます。ていただきます。

橿橿橿橿原考原考原考原考古古古古学学学学研究所研究所研究所研究所附属附属附属附属博物館博物館博物館博物館では、県では、県では、県では、県内内内内のののの多多多多くのくのくのくの遺遺遺遺跡跡跡跡から出から出から出から出土土土土いたしましたいたしましたいたしましたいたしました資資資資料料料料を通を通を通を通じじじじ

て、日本史の中でて、日本史の中でて、日本史の中でて、日本史の中で重重重重要な要な要な要な位位位位置置置置をををを占占占占めます奈良県のめます奈良県のめます奈良県のめます奈良県の歴歴歴歴史について理解を史について理解を史について理解を史について理解を深深深深めていただけますめていただけますめていただけますめていただけます

ように、ように、ように、ように、常設常設常設常設展展展展の大和のの大和のの大和のの大和の考考考考古古古古学学学学ほか、ほか、ほか、ほか、春春春春・・・・秋秋秋秋の２の２の２の２回回回回、、、、特特特特別展別展別展別展を開を開を開を開催催催催しているところでござしているところでござしているところでござしているところでござ

います。います。います。います。

昨昨昨昨年の４月２０日から６月１５日の５０日年の４月２０日から６月１５日の５０日年の４月２０日から６月１５日の５０日年の４月２０日から６月１５日の５０日間間間間におきましてにおきましてにおきましてにおきまして、、、、「５「５「５「５世世世世紀紀紀紀ののののヤヤヤヤママママトトトト～まほろ～まほろ～まほろ～まほろ

ばのばのばのばの世界世界世界世界～」と～」と～」と～」と題題題題し、し、し、し、記紀・万葉プロ記紀・万葉プロ記紀・万葉プロ記紀・万葉プロジジジジェクトェクトェクトェクトの関連事の関連事の関連事の関連事業業業業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春春春春季季季季特特特特別展別展別展別展を開を開を開を開

催催催催いたしました。５いたしました。５いたしました。５いたしました。５世世世世紀紀紀紀は、日本は、日本は、日本は、日本最最最最大の大の大の大の古墳古墳古墳古墳であります大であります大であります大であります大山山山山古墳古墳古墳古墳、一、一、一、一般般般般的的的的にはにはにはには仁徳仁徳仁徳仁徳天天天天皇陵皇陵皇陵皇陵

ということでよく知られておりますけれども、ということでよく知られておりますけれども、ということでよく知られておりますけれども、ということでよく知られておりますけれども、多数多数多数多数のののの巨巨巨巨大大大大古墳古墳古墳古墳が大が大が大が大阪阪阪阪平野につくられてい平野につくられてい平野につくられてい平野につくられてい

ます。そのため、ます。そのため、ます。そのため、ます。そのため、政政政政治の中心が奈良治の中心が奈良治の中心が奈良治の中心が奈良盆盆盆盆地から大地から大地から大地から大阪阪阪阪平野に平野に平野に平野に移移移移動動動動したというしたというしたというしたという考え考え考え考え方もあります。方もあります。方もあります。方もあります。

しかし、奈良しかし、奈良しかし、奈良しかし、奈良盆盆盆盆地でも４地でも４地でも４地でも４世世世世紀紀紀紀から６から６から６から６世世世世紀紀紀紀にかけまして、にかけまして、にかけまして、にかけまして、佐佐佐佐紀紀紀紀古墳古墳古墳古墳群群群群、、、、馬馬馬馬見見見見古墳古墳古墳古墳群群群群においてにおいてにおいてにおいて

多多多多くのくのくのくの巨巨巨巨大大大大古墳古墳古墳古墳がつくられているところであります。また、がつくられているところであります。また、がつくられているところであります。また、がつくられているところであります。また、近近近近年、年、年、年、王王王王宮に関する宮に関する宮に関する宮に関する遺遺遺遺跡跡跡跡やややや有有有有

力力力力豪豪豪豪族族族族にかかわる大にかかわる大にかかわる大にかかわる大規規規規模模模模なななな集集集集落落落落遺遺遺遺跡跡跡跡、、、、生生生生産遺産遺産遺産遺跡跡跡跡が発見されまして、５が発見されまして、５が発見されまして、５が発見されまして、５世世世世紀紀紀紀においてもにおいてもにおいてもにおいても政政政政治治治治

の中心は奈良の中心は奈良の中心は奈良の中心は奈良盆盆盆盆地にあったという地にあったという地にあったという地にあったという考え考え考え考え方も方も方も方も有力有力有力有力でございます。でございます。でございます。でございます。

特特特特別展別展別展別展は、大は、大は、大は、大阪阪阪阪平野と奈良平野と奈良平野と奈良平野と奈良盆盆盆盆地の地の地の地の古墳古墳古墳古墳の出の出の出の出土土土土品品品品やややや政政政政権権権権のかかわりがのかかわりがのかかわりがのかかわりが考え考え考え考えられるられるられるられる生生生生産遺産遺産遺産遺跡跡跡跡、、、、
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玉玉玉玉造造造造遺遺遺遺跡跡跡跡などなどなどなど考考考考古古古古学学学学のののの資資資資料料料料のののの現状現状現状現状を通を通を通を通じじじじまして、５まして、５まして、５まして、５世世世世紀紀紀紀のののの政政政政権権権権にににに深深深深くかかわっていたくかかわっていたくかかわっていたくかかわっていたヤヤヤヤママママ

トトトトをををを再再再再認認認認識識識識していただくことをしていただくことをしていただくことをしていただくことを目的目的目的目的にににに企企企企画したものでございます。本画したものでございます。本画したものでございます。本画したものでございます。本特特特特別展別展別展別展における入における入における入における入館館館館

者者者者数数数数は１は１は１は１万万万万１１１１，，，，３１０名でございました。また、３１０名でございました。また、３１０名でございました。また、３１０名でございました。また、特特特特別展別展別展別展に関連する３に関連する３に関連する３に関連する３回回回回の研究の研究の研究の研究講座講座講座講座におきにおきにおきにおき

ましては１ましては１ましては１ましては１，，，，１４３名の１４３名の１４３名の１４３名の聴聴聴聴講講講講者の方にお越しいただいたところでございます。者の方にお越しいただいたところでございます。者の方にお越しいただいたところでございます。者の方にお越しいただいたところでございます。以以以以上です。上です。上です。上です。

○筒井人権・地域教育課長○筒井人権・地域教育課長○筒井人権・地域教育課長○筒井人権・地域教育課長 ヘヘヘヘイトスイトスイトスイトスピピピピーーーーチチチチに対するに対するに対するに対する学校現場学校現場学校現場学校現場のののの取取取取りりりり組み組み組み組みについて、について、について、について、人人人人権権権権

教育の観教育の観教育の観教育の観点点点点からお答からお答からお答から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。

人人人人権権権権教育につきましては、教育につきましては、教育につきましては、教育につきましては、特特特特定の定の定の定の授授授授業時間業時間業時間業時間にのにのにのにのみみみみ行うのではなく、行うのではなく、行うのではなく、行うのではなく、学校学校学校学校のののの全全全全教育教育教育教育課課課課程、程、程、程、

全全全全活動活動活動活動を通を通を通を通じじじじてててて子子子子どもたどもたどもたどもたちちちちにににに差別差別差別差別を見を見を見を見抜抜抜抜き、それをき、それをき、それをき、それを許許許許さないさないさないさない人人人人権権権権感感感感覚覚覚覚やややや人人人人権権権権意識意識意識意識をををを培培培培ってってってって

いくことをいくことをいくことをいくことを目指目指目指目指しています。その際のしています。その際のしています。その際のしています。その際の視視視視点点点点として、３つのとして、３つのとして、３つのとして、３つの視視視視点点点点を大を大を大を大切切切切にしております。３にしております。３にしております。３にしております。３

つとは、１つつとは、１つつとは、１つつとは、１つ目目目目のののの視視視視点点点点として、として、として、として、子子子子どもたどもたどもたどもたちちちち一一一一人人人人一一一一人人人人がががが可能性可能性可能性可能性をををを伸伸伸伸ばしていこうとするばしていこうとするばしていこうとするばしていこうとする視視視視点点点点、、、、

２２２２点目点目点目点目として、として、として、として、共生共生共生共生、ともに、ともに、ともに、ともに生生生生きるというきるというきるというきるという視視視視点点点点、、、、違違違違いをいをいをいを豊豊豊豊かさとしてかさとしてかさとしてかさとして捉捉捉捉ええええるるるる感感感感覚覚覚覚とかとかとかとか意識意識意識意識

をををを醸醸醸醸成する成する成する成する視視視視点点点点でございます。３でございます。３でございます。３でございます。３点目点目点目点目として、として、として、として、人間づ人間づ人間づ人間づくりとかくりとかくりとかくりとか仲仲仲仲間づ間づ間づ間づくり、つながりを大くり、つながりを大くり、つながりを大くり、つながりを大

切切切切にするにするにするにする態態態態度を度を度を度を身身身身につけるということです。このようなにつけるということです。このようなにつけるということです。このようなにつけるということです。このような視視視視点点点点でででで取取取取りりりり組組組組んでおります。んでおります。んでおります。んでおります。ヘヘヘヘイイイイ

トストストストスピピピピーーーーチチチチをををを許許許許さない教育とは、こうしたさない教育とは、こうしたさない教育とは、こうしたさない教育とは、こうした人人人人権権権権感感感感覚覚覚覚により、により、により、により、特特特特に２つに２つに２つに２つ目目目目のののの視視視視点点点点や３つや３つや３つや３つ目目目目のののの

視視視視点点点点により、そうしたにより、そうしたにより、そうしたにより、そうした意識意識意識意識やややや感感感感覚覚覚覚をををを培培培培うものだとうものだとうものだとうものだと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。

また、また、また、また、人人人人権権権権教育につきましては、こういった教育につきましては、こういった教育につきましては、こういった教育につきましては、こういった意識意識意識意識やややや感感感感覚覚覚覚をいろんなをいろんなをいろんなをいろんな活動活動活動活動を通を通を通を通じじじじてててて普普普普遍遍遍遍的的的的

にににに養養養養うことのうことのうことのうことのみみみみならず、ならず、ならず、ならず、個個個個別別別別のののの課題課題課題課題についてしっかりについてしっかりについてしっかりについてしっかり勉強勉強勉強勉強していくことも大していくことも大していくことも大していくことも大切切切切かとかとかとかと考え考え考え考えてててて

おります。このおります。このおります。このおります。この点点点点につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、人人人人権権権権教育教育教育教育学習資学習資学習資学習資料料料料集集集集、、、、「なかまとともに」がございま「なかまとともに」がございま「なかまとともに」がございま「なかまとともに」がございま

すが、すが、すが、すが、ヘヘヘヘイトスイトスイトスイトスピピピピーーーーチチチチについてについてについてについて考え考え考え考える教る教る教る教材材材材もももも盛盛盛盛りりりり込込込込んでいくことをんでいくことをんでいくことをんでいくことを考え考え考え考えています。ています。ています。ています。具具具具体的体的体的体的

には、には、には、には、今今今今年度、中年度、中年度、中年度、中学生用学生用学生用学生用のののの資資資資料料料料を配を配を配を配布布布布いたしますが、その中にもいたしますが、その中にもいたしますが、その中にもいたしますが、その中にも盛盛盛盛りりりり込み込み込み込みます。ます。ます。ます。来来来来年度、年度、年度、年度、

高校用高校用高校用高校用のののの資資資資料料料料をををを用意用意用意用意していますが、これにもしていますが、これにもしていますが、これにもしていますが、これにも取取取取り上げていきたいと思っています。り上げていきたいと思っています。り上げていきたいと思っています。り上げていきたいと思っています。以以以以上で上で上で上で

ございます。ございます。ございます。ございます。

○大坪委員○大坪委員○大坪委員○大坪委員 どうもありがとうございます。どうもありがとうございます。どうもありがとうございます。どうもありがとうございます。

まず、まず、まず、まず、外外外外国国国国人人人人のののの訪訪訪訪問問問問客客客客の方についてでございますが、の方についてでございますが、の方についてでございますが、の方についてでございますが、今今今今ご答弁がありましたように、ご答弁がありましたように、ご答弁がありましたように、ご答弁がありましたように、昨昨昨昨

年度におきましては、台年度におきましては、台年度におきましては、台年度におきましては、台湾湾湾湾が１２が１２が１２が１２万万万万３３３３，，，，８００８００８００８００人人人人、そしてまた、そしてまた、そしてまた、そしてまた韓韓韓韓国が７国が７国が７国が７万万万万６６６６，，，，１００１００１００１００人人人人、、、、

そしてまた中国が６そしてまた中国が６そしてまた中国が６そしてまた中国が６万万万万７７７７，，，，００００００００００００人人人人ということと、あらということと、あらということと、あらということと、あらゆゆゆゆる地域や国からる地域や国からる地域や国からる地域や国から来来来来ていただいてていただいてていただいてていただいて

るということをるということをるということをるということを改改改改めてめてめてめて感じ感じ感じ感じました。ここ３カ年で見ますと、台ました。ここ３カ年で見ますと、台ました。ここ３カ年で見ますと、台ました。ここ３カ年で見ますと、台湾湾湾湾からの観光からの観光からの観光からの観光客客客客の方がかなの方がかなの方がかなの方がかな

りりりり多多多多くなっているということでありますけれども、くなっているということでありますけれども、くなっているということでありますけれども、くなっているということでありますけれども、特特特特に台に台に台に台湾湾湾湾からの観光からの観光からの観光からの観光客客客客の方に対しての方に対しての方に対しての方に対して独独独独

自自自自に何か施策をされておられるのか、に何か施策をされておられるのか、に何か施策をされておられるのか、に何か施策をされておられるのか、取取取取りりりり組み組み組み組みをされておられるのかということをおをされておられるのかということをおをされておられるのかということをおをされておられるのかということをお聞聞聞聞きききき

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。
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○吉田観光プロモーション課長○吉田観光プロモーション課長○吉田観光プロモーション課長○吉田観光プロモーション課長 台台台台湾湾湾湾からのからのからのからの外外外外国国国国人人人人観光観光観光観光客客客客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。

一一一一番番番番大きな理大きな理大きな理大きな理由由由由としては、いろいろなことがとしては、いろいろなことがとしては、いろいろなことがとしては、いろいろなことが考え考え考え考えられるのですけれども、台られるのですけれども、台られるのですけれども、台られるのですけれども、台湾湾湾湾はははは非常非常非常非常にににに

親親親親日であるということと、それから奈良県、日本の日であるということと、それから奈良県、日本の日であるということと、それから奈良県、日本の日であるということと、それから奈良県、日本の人気人気人気人気がががが高高高高い。い。い。い。当然当然当然当然それはそれはそれはそれは文文文文化や化や化や化やフフフファァァァッッッッ

シシシション、あるいはョン、あるいはョン、あるいはョン、あるいは食べ食べ食べ食べ物物物物であろうかと思っております。本県では台であろうかと思っております。本県では台であろうかと思っております。本県では台であろうかと思っております。本県では台湾湾湾湾でのでのでのでの商商商商談談談談会にずっと会にずっと会にずっと会にずっと

参参参参加加加加しておりまして、台しておりまして、台しておりまして、台しておりまして、台湾湾湾湾における大における大における大における大手手手手旅旅旅旅行会行会行会行会社社社社に対しましてに対しましてに対しましてに対しましてセセセセールールールールススススココココールであるとかールであるとかールであるとかールであるとか

セミナセミナセミナセミナーなどをーなどをーなどをーなどを積積積積極極極極的的的的にににに展展展展開してきたところでございます。また、台開してきたところでございます。また、台開してきたところでございます。また、台開してきたところでございます。また、台湾湾湾湾でのでのでのでの旅旅旅旅行行行行博博博博にも参にも参にも参にも参

加加加加しておりまして、一しておりまして、一しておりまして、一しておりまして、一般旅般旅般旅般旅行者に対して行者に対して行者に対して行者に対して広広広広く奈良県のく奈良県のく奈良県のく奈良県の情情情情報発報発報発報発信信信信をしてきたところでございをしてきたところでございをしてきたところでございをしてきたところでござい

ます。このほか、台ます。このほか、台ます。このほか、台ます。このほか、台湾湾湾湾でででで有有有有名な名な名な名な旅旅旅旅行行行行雑雑雑雑誌誌誌誌ととととタタタタイイイイアアアアップップップップして、奈良県のして、奈良県のして、奈良県のして、奈良県の特集特集特集特集をををを組組組組んでいただんでいただんでいただんでいただ

いて、奈良県のいて、奈良県のいて、奈良県のいて、奈良県の旅旅旅旅行行行行ガイドブックガイドブックガイドブックガイドブックとしてとしてとしてとして位位位位置づ置づ置づ置づけ、それをけ、それをけ、それをけ、それを旅旅旅旅行行行行博博博博での配での配での配での配布布布布あるいはあるいはあるいはあるいは旅旅旅旅行会行会行会行会

社へ社へ社へ社へのののの提提提提供供供供を行ってきたところでございます。さらに、奈良県は日本のを行ってきたところでございます。さらに、奈良県は日本のを行ってきたところでございます。さらに、奈良県は日本のを行ってきたところでございます。さらに、奈良県は日本の始始始始まりの地であるまりの地であるまりの地であるまりの地である

ということから、日本でいうということから、日本でいうということから、日本でいうということから、日本でいう修修修修学学学学旅旅旅旅行、行、行、行、向向向向こうでいうところの教育こうでいうところの教育こうでいうところの教育こうでいうところの教育旅旅旅旅行も行も行も行も順順順順調調調調ににににふふふふええええてきてきてきてき

ておりまして、ておりまして、ておりまして、ておりまして、若若若若年年年年層層層層からのからのからのからの注注注注目目目目をををを集集集集めているとめているとめているとめ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。

このようなこのようなこのようなこのような取取取取りりりり組み組み組み組みによりによりによりにより増増増増加加加加したものとしたものとしたものとしたものと考え考え考え考えておりまして、ておりまして、ておりまして、ておりまして、引引引引きききき続続続続きききき努力努力努力努力をををを努努努努めていめていめていめてい

きたいときたいときたいと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。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○大坪委員○大坪委員○大坪委員○大坪委員 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。

いろいろといろいろといろいろといろいろと取取取取りりりり組み組み組み組みをしていただいている中で、私も中国をしていただいている中で、私も中国をしていただいている中で、私も中国をしていただいている中で、私も中国語的語的語的語的な言な言な言な言葉葉葉葉をををを聞聞聞聞きますと、中きますと、中きますと、中きますと、中

華華華華人民共人民共人民共人民共和国からの観光和国からの観光和国からの観光和国からの観光客客客客の方がの方がの方がの方が多多多多いのかなと思うと、台いのかなと思うと、台いのかなと思うと、台いのかなと思うと、台北北北北からからからから来来来来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ゃゃゃゃる方る方る方る方

がおられて、がおられて、がおられて、がおられて、実実実実際に際に際に際に数数数数字字字字をををを聞聞聞聞くとこういうことになっている。それで、観光のくとこういうことになっている。それで、観光のくとこういうことになっている。それで、観光のくとこういうことになっている。それで、観光の案案案案内内内内のののの表表表表記記記記

ではではではでは英語英語英語英語、中国、中国、中国、中国語語語語、これは簡、これは簡、これは簡、これは簡体体体体字字字字でのでのでのでの表表表表記記記記、そしてまた、そしてまた、そしてまた、そしてまたハハハハンンンンググググルなどがあるのですけれどルなどがあるのですけれどルなどがあるのですけれどルなどがあるのですけれど

も、も、も、も、全全全全てとは申しまてとは申しまてとは申しまてとは申しませせせせんが、これだけの方がんが、これだけの方がんが、これだけの方がんが、これだけの方が実数実数実数実数として台として台として台として台湾湾湾湾からお見からお見からお見からお見ええええになっておられまになっておられまになっておられまになっておられま

すので、すので、すので、すので、繁繁繁繁体体体体字字字字でのでのでのでの案案案案内内内内ということをまたということをまたということをまたということをまた考え考え考え考えていただきたい。それと、ていただきたい。それと、ていただきたい。それと、ていただきたい。それと、幅幅幅幅広広広広く、く、く、く、特特特特にににに韓韓韓韓

国などは安定国などは安定国などは安定国などは安定的的的的にににに多数来多数来多数来多数来ていただいていますから、ていただいていますから、ていただいていますから、ていただいていますから、引引引引きききき続続続続きそういった対きそういった対きそういった対きそういった対応応応応もしていただもしていただもしていただもしていただ

きたいと思います。どうかまたきたいと思います。どうかまたきたいと思います。どうかまたきたいと思います。どうかまた取取取取りりりり組み組み組み組みのほう、のほう、のほう、のほう、引引引引きききき続続続続いてよろしくお願いしたいと思いいてよろしくお願いしたいと思いいてよろしくお願いしたいと思いいてよろしくお願いしたいと思い

ます。ます。ます。ます。

次に、次に、次に、次に、記紀・万葉記紀・万葉記紀・万葉記紀・万葉のののの取取取取りりりり組み組み組み組みについてですが、についてですが、についてですが、についてですが、今今今今おおおお聞聞聞聞きしていますと、きしていますと、きしていますと、きしていますと、数数数数もももも結構結構結構結構な方にな方にな方にな方に

来来来来ていただいていますし、奈良県ていただいていますし、奈良県ていただいていますし、奈良県ていただいていますし、奈良県以以以以外外外外のところで奈良県に対する関心というのがのところで奈良県に対する関心というのがのところで奈良県に対する関心というのがのところで奈良県に対する関心というのが非常非常非常非常にににに高高高高

いのではないかということをいのではないかということをいのではないかということをいのではないかということを感じ感じ感じ感じました。また、この成果のところで、ほかのところはました。また、この成果のところで、ほかのところはました。また、この成果のところで、ほかのところはました。また、この成果のところで、ほかのところは数数数数

字字字字的的的的な成果、な成果、な成果、な成果、人数人数人数人数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件件件件数数数数であるとか、そういったことをであるとか、そういったことをであるとか、そういったことをであるとか、そういったことを記記記記していただいておしていただいておしていただいておしていただいてお

りますので、できましたら、次からはこういった成果についてもりますので、できましたら、次からはこういった成果についてもりますので、できましたら、次からはこういった成果についてもりますので、できましたら、次からはこういった成果についても記記記記していただければありしていただければありしていただければありしていただければあり

がたいと思います。がたいと思います。がたいと思います。がたいと思います。引引引引きききき続続続続いてまたいてまたいてまたいてまた積積積積極極極極的的的的なななな取取取取りりりり組み組み組み組み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。
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次に次に次に次に、、、、「５「５「５「５世世世世紀紀紀紀ののののヤヤヤヤママママトトトト～まほろばの～まほろばの～まほろばの～まほろばの世界世界世界世界～」についてでありますけれども、～」についてでありますけれども、～」についてでありますけれども、～」についてでありますけれども、資資資資料料料料を見を見を見を見

ささささせせせせていただきますと、いろいろ出ていただきますと、いろいろ出ていただきますと、いろいろ出ていただきますと、いろいろ出土物土物土物土物のののの展展展展示示示示もあったということで、もあったということで、もあったということで、もあったということで、勾玉勾玉勾玉勾玉やややや玉玉玉玉造り関連造り関連造り関連造り関連

のののの遺遺遺遺物物物物であるとか、またそういうところでであるとか、またそういうところでであるとか、またそういうところでであるとか、またそういうところで提案提案提案提案をしたいのです。をしたいのです。をしたいのです。をしたいのです。

日本の日本の日本の日本の独自独自独自独自のののの文文文文化の中に、化の中に、化の中に、化の中に、ひひひひすいのすいのすいのすいの勾玉勾玉勾玉勾玉がががが古墳古墳古墳古墳であるとかであるとかであるとかであるとか玉玉玉玉造造造造遺遺遺遺跡跡跡跡から出ていると思うから出ていると思うから出ていると思うから出ていると思う

のですが、のですが、のですが、のですが、ひひひひすいは大すいは大すいは大すいは大体体体体日本の日本の日本の日本の糸糸糸糸魚魚魚魚川川川川市市市市においてにおいてにおいてにおいて産産産産出される、あと出される、あと出される、あと出される、あとアアアアジジジジアアアアにおいてはにおいてはにおいてはにおいてはミミミミャャャャ

ンンンンママママーあたりでしかーあたりでしかーあたりでしかーあたりでしか産産産産出されないということで、出されないということで、出されないということで、出されないということで、縄縄縄縄文文文文時時時時代の中代の中代の中代の中期期期期、、、、紀紀紀紀元元元元前５前５前５前５，，，，０００年ほ０００年ほ０００年ほ０００年ほ

ど前からつくられていて、そしてまたど前からつくられていて、そしてまたど前からつくられていて、そしてまたど前からつくられていて、そしてまた青青青青森県の森県の森県の森県の三三三三内内内内丸丸丸丸山山山山遺遺遺遺跡跡跡跡などで出などで出などで出などで出土土土土したもの、またしたもの、またしたもの、またしたもの、また北北北北

海海海海道道道道のののの南南南南部などで出部などで出部などで出部などで出土土土土したものもしたものもしたものもしたものも糸糸糸糸井川井川井川井川産産産産であったということが言われております。であったということが言われております。であったということが言われております。であったということが言われております。結結結結局局局局

縄縄縄縄文文文文時時時時代からかなり代からかなり代からかなり代からかなり広広広広いいいい範範範範囲囲囲囲でででで交交交交易易易易があった。そしてまたがあった。そしてまたがあった。そしてまたがあった。そしてまた時時時時代が下ってまいりますと、代が下ってまいりますと、代が下ってまいりますと、代が下ってまいりますと、朝朝朝朝

鮮鮮鮮鮮半半半半島の島の島の島の新新新新羅羅羅羅やややや任任任任那那那那、、、、百百百百済、こういったところの済、こういったところの済、こういったところの済、こういったところの古墳古墳古墳古墳などでもなどでもなどでもなどでもひひひひすいのすいのすいのすいの勾玉勾玉勾玉勾玉をををを装装装装飾飾飾飾品品品品としとしとしとし

てててて使使使使ったような出ったような出ったような出ったような出土物土物土物土物が出て、これも日本列島からもたらされたものであり、が出て、これも日本列島からもたらされたものであり、が出て、これも日本列島からもたらされたものであり、が出て、これも日本列島からもたらされたものであり、分分分分析析析析したしたしたした結結結結

果、果、果、果、糸糸糸糸井川井川井川井川産産産産であると言われております。であると言われております。であると言われております。であると言われております。

日本の国日本の国日本の国日本の国内内内内においてもかなりいろいろなにおいてもかなりいろいろなにおいてもかなりいろいろなにおいてもかなりいろいろな範範範範囲囲囲囲ででででひひひひすいのすいのすいのすいの勾玉勾玉勾玉勾玉が出が出が出が出土土土土していると思うのでしていると思うのでしていると思うのでしていると思うので

すが、日本のすが、日本のすが、日本のすが、日本のオリオリオリオリジジジジナナナナルのルのルのルの文文文文化として、何か研究や化として、何か研究や化として、何か研究や化として、何か研究やイイイイベベベベンンンントトトト、、、、ひひひひすいによるすいによるすいによるすいによる全全全全国のつなが国のつなが国のつなが国のつなが

りといったようなことで、りといったようなことで、りといったようなことで、りといったようなことで、例え例え例え例えばばばばひひひひすいのすいのすいのすいの共同共同共同共同研究や、研究や、研究や、研究や、ササササミミミミットットットットか何か、奈良から発か何か、奈良から発か何か、奈良から発か何か、奈良から発信信信信でででで

きないのかと思うわけですが、そのあたりについてどのようにきないのかと思うわけですが、そのあたりについてどのようにきないのかと思うわけですが、そのあたりについてどのようにきないのかと思うわけですが、そのあたりについてどのように考え考え考え考えられるか、おられるか、おられるか、おられるか、お聞聞聞聞かかかかせせせせいいいい

ただけたらと思います。ただけたらと思います。ただけたらと思います。ただけたらと思います。

○石川橿原考古学研究所副所長知事公室審議官○石川橿原考古学研究所副所長知事公室審議官○石川橿原考古学研究所副所長知事公室審議官○石川橿原考古学研究所副所長知事公室審議官 日本日本日本日本由由由由来来来来ののののひひひひすいのすいのすいのすいの玉玉玉玉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

にお答にお答にお答にお答ええええささささせせせせ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。

ちょちょちょちょうど平成２６年度から奈良県と島うど平成２６年度から奈良県と島うど平成２６年度から奈良県と島うど平成２６年度から奈良県と島根根根根県が中心になりまして、県が中心になりまして、県が中心になりまして、県が中心になりまして、古古古古代代代代歴歴歴歴史史史史文文文文化の化の化の化の調調調調査研査研査研査研

究究究究啓啓啓啓発に関心のある県が連発に関心のある県が連発に関心のある県が連発に関心のある県が連携携携携をいたしまして、これまでにをいたしまして、これまでにをいたしまして、これまでにをいたしまして、これまでに集積集積集積集積してまいりましたしてまいりましたしてまいりましたしてまいりました考考考考古古古古学学学学やややや

古古古古代史の研究成果を代史の研究成果を代史の研究成果を代史の研究成果を基基基基礎礎礎礎に、に、に、に、共同共同共同共同してさらに研究する事してさらに研究する事してさらに研究する事してさらに研究する事業業業業をををを始始始始めていくこととしています。めていくこととしています。めていくこととしています。めていくこととしています。

そのそのそのその共同調共同調共同調共同調査研究の査研究の査研究の査研究のテテテテーーーーママママを、を、を、を、古墳古墳古墳古墳時時時時代の代の代の代の玉類玉類玉類玉類とさとさとさとさせせせせていただいているところであります。ていただいているところであります。ていただいているところであります。ていただいているところであります。

その中で、その中で、その中で、その中で、今今今今おおおお話話話話もございましたもございましたもございましたもございましたひひひひすいやすいやすいやすいや碧玉碧玉碧玉碧玉についてもについてもについてもについても全全全全調調調調査の対査の対査の対査の対象象象象になってまいりまになってまいりまになってまいりまになってまいりま

すし、すし、すし、すし、産産産産地、地、地、地、流流流流通の通の通の通の過過過過程、程、程、程、製製製製作作作作地、また地、また地、また地、また消消消消費費費費地などを地などを地などを地などを考考考考察察察察ののののテテテテーーーーママママとしてとしてとしてとして設設設設定していけれ定していけれ定していけれ定していけれ

ばとばとばとばと考え考え考え考えているところでございます。ているところでございます。ているところでございます。ているところでございます。

なお、なお、なお、なお、調調調調査研究には査研究には査研究には査研究には数数数数年いただきまして、その成果は研究発年いただきまして、その成果は研究発年いただきまして、その成果は研究発年いただきまして、その成果は研究発表等表等表等表等におきましてにおきましてにおきましてにおきまして全全全全国に発国に発国に発国に発

信信信信していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと考え考え考え考えているところでございます。ているところでございます。ているところでございます。ているところでございます。以以以以上です。上です。上です。上です。

○大坪委員○大坪委員○大坪委員○大坪委員 どうもありがとうございます。どうもありがとうございます。どうもありがとうございます。どうもありがとうございます。今今今今そういったそういったそういったそういったテテテテーーーーママママでででで考え考え考え考えていただけるといていただけるといていただけるといていただけるとい

うことですので、うことですので、うことですので、うことですので、ぜひぜひぜひぜひお願いしたいと思います。お願いしたいと思います。お願いしたいと思います。お願いしたいと思います。



---- 33332222 ----

今今今今平平平平城城城城遷遷遷遷都都都都１３００年、また１３００年、また１３００年、また１３００年、また記紀・万葉記紀・万葉記紀・万葉記紀・万葉１３００年、こういった１３００年、こういった１３００年、こういった１３００年、こういった時時時時代のことではあるの代のことではあるの代のことではあるの代のことではあるの

ですけれども、ですけれども、ですけれども、ですけれども、今今今今申し上げた申し上げた申し上げた申し上げたひひひひすいは、大すいは、大すいは、大すいは、大体体体体縄縄縄縄文文文文時時時時代から代から代から代から古墳古墳古墳古墳時時時時代にほ代にほ代にほ代にほぼぼぼぼ姿姿姿姿をををを徐徐徐徐 々々々々にににに消消消消しししし

ていくようなものであります。１３００年ていくようなものであります。１３００年ていくようなものであります。１３００年ていくようなものであります。１３００年以以以以前の、前の、前の、前の、特特特特に奈良県でいいますとに奈良県でいいますとに奈良県でいいますとに奈良県でいいますと仏仏仏仏教教教教伝来伝来伝来伝来、い、い、い、い

ろいろと大ろいろと大ろいろと大ろいろと大陸陸陸陸文文文文化の化の化の化の影響影響影響影響も受けながら発も受けながら発も受けながら発も受けながら発展展展展してきたところでありますけれども、それしてきたところでありますけれども、それしてきたところでありますけれども、それしてきたところでありますけれども、それ以以以以前前前前

のののの神神神神話話話話のののの時時時時代からの長い日本の代からの長い日本の代からの長い日本の代からの長い日本の歴歴歴歴史というところにも史というところにも史というところにも史というところにも焦焦焦焦点点点点をををを当当当当てていただきたいと思いまてていただきたいと思いまてていただきたいと思いまてていただきたいと思いま

す。す。す。す。ぜひぜひぜひぜひともまたよろしくお願いをしたいと思います。ともまたよろしくお願いをしたいと思います。ともまたよろしくお願いをしたいと思います。ともまたよろしくお願いをしたいと思います。

最後最後最後最後に、に、に、に、ヘヘヘヘイトスイトスイトスイトスピピピピーーーーチチチチに対するに対するに対するに対する取取取取りりりり組み組み組み組みでございますけれども、さきのでございますけれども、さきのでございますけれども、さきのでございますけれども、さきの意意意意見書でもあ見書でもあ見書でもあ見書でもあ

りましたが、りましたが、りましたが、りましたが、朝朝朝朝鮮鮮鮮鮮初初初初級学校級学校級学校級学校に対するに対するに対するに対するヘヘヘヘイトスイトスイトスイトスピピピピーーーーチチチチ、そしてまた、そしてまた、そしてまた、そしてまた水水水水平平平平社社社社博物館博物館博物館博物館前での前での前での前での差別差別差別差別

街街街街宣宣宣宣行行行行為為為為のののの内容内容内容内容について見さについて見さについて見さについて見させせせせていただきましたが、とてもていただきましたが、とてもていただきましたが、とてもていただきましたが、とてもひひひひどいどいどいどい内容内容内容内容で、で、で、で、到到到到底底底底許許許許されるされるされるされる

問問問問題題題題ではないということをではないということをではないということをではないということを感じ感じ感じ感じております。ております。ております。ております。

しかしながら、一方、そういったしかしながら、一方、そういったしかしながら、一方、そういったしかしながら、一方、そういった団団団団体体体体に対してに対してに対してに対して逆逆逆逆に行うに行うに行うに行うデデデデモモモモ活動活動活動活動においても、とてもにおいても、とてもにおいても、とてもにおいても、とても聞聞聞聞

くにくにくにくに絶え絶え絶え絶えない言ない言ない言ない言葉葉葉葉や行や行や行や行動動動動も見受けられますので、も見受けられますので、も見受けられますので、も見受けられますので、ヘヘヘヘイトスイトスイトスイトスピピピピーーーーチチチチに対する事に対する事に対する事に対する事例例例例ということということということということ

については、いろいろなについては、いろいろなについては、いろいろなについては、いろいろな側側側側面面面面からからからから調調調調査もしていただいて、その査もしていただいて、その査もしていただいて、その査もしていただいて、その扱扱扱扱いについてはいについてはいについてはいについては慎慎慎慎重重重重に行っに行っに行っに行っ

ていただきたい。このことについては、ていただきたい。このことについては、ていただきたい。このことについては、ていただきたい。このことについては、今今今今、教育の、教育の、教育の、教育の面面面面でおでおでおでお伺伺伺伺いをしましたが、また総いをしましたが、また総いをしましたが、また総いをしましたが、また総括括括括でででで

おおおお伺伺伺伺いをしたいと思っております。いをしたいと思っております。いをしたいと思っております。いをしたいと思っております。以以以以上で上で上で上で終終終終わらわらわらわらせせせせていただきます。ていただきます。ていただきます。ていただきます。

○国中委員長○国中委員長○国中委員長○国中委員長 答弁よろしいか。答弁よろしいか。答弁よろしいか。答弁よろしいか。

○大坪委員○大坪委員○大坪委員○大坪委員 いいです。いいです。いいです。いいです。

○国中委員長○国中委員長○国中委員長○国中委員長 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。

○宮木委員○宮木委員○宮木委員○宮木委員 先先先先日、日、日、日、警警警警察察察察関係で、関係で、関係で、関係で、スクスクスクスクールールールールサポサポサポサポーーーータタタターのーのーのーの設置設置設置設置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した。いしました。いしました。いしました。学学学学

校校校校とととと警警警警察察察察との連との連との連との連携携携携をををを図図図図り、り、り、り、青青青青少年の少年の少年の少年の非非非非行行行行防防防防止止止止、、、、立立立立ち直ち直ち直ち直りりりり支援支援支援支援、、、、学校学校学校学校におけるにおけるにおけるにおける非非非非行行行行防防防防止止止止教室教室教室教室

等等等等をををを実実実実施されているとお施されているとお施されているとお施されているとお伺伺伺伺いしました。こいしました。こいしました。こいしました。こちちちちらのほうでは２らのほうでは２らのほうでは２らのほうでは２，，，，６００６００６００６００万円万円万円万円の決算になっての決算になっての決算になっての決算になって

いました。いました。いました。いました。

この一方で、この一方で、この一方で、この一方で、学校サポ学校サポ学校サポ学校サポーーーータタタターというものもございます。ーというものもございます。ーというものもございます。ーというものもございます。学校サポ学校サポ学校サポ学校サポーーーータタタターは、問ーは、問ーは、問ーは、問題題題題行行行行為等為等為等為等

でででで困困困困難を難を難を難を抱抱抱抱ええええるるるる学校学校学校学校にににに生生生生徒徒徒徒指導指導指導指導のののの体制体制体制体制をををを整整整整ええええるためにるためにるためにるために設置設置設置設置されて、行されて、行されて、行されて、行動動動動されているとおされているとおされているとおされているとお聞聞聞聞

きしています。きしています。きしています。きしています。スクスクスクスクールールールールサポサポサポサポーーーータタタターは平成２３年度からーは平成２３年度からーは平成２３年度からーは平成２３年度から始始始始まり、まり、まり、まり、警警警警察察察察ののののＯＢＯＢＯＢＯＢの方のごの方のごの方のごの方のご協協協協力力力力

でされているとおでされているとおでされているとおでされているとお伺伺伺伺いいたしました。いいたしました。いいたしました。いいたしました。学校サポ学校サポ学校サポ学校サポーーーータタタターはどのような方がーはどのような方がーはどのような方がーはどのような方が担当担当担当担当され、またされ、またされ、またされ、また役役役役

割割割割、、、、今後今後今後今後のののの課題課題課題課題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。以以以以上です。上です。上です。上です。

○西上生徒指導支援室長○西上生徒指導支援室長○西上生徒指導支援室長○西上生徒指導支援室長 学校サポ学校サポ学校サポ学校サポーーーータタタターについてお答ーについてお答ーについてお答ーについてお答ええええ申し上げます。申し上げます。申し上げます。申し上げます。

学校サポ学校サポ学校サポ学校サポーーーータタタターについては、国のーについては、国のーについては、国のーについては、国の緊急雇緊急雇緊急雇緊急雇用用用用対策対策対策対策基金基金基金基金をををを活用活用活用活用いたしまして、小いたしまして、小いたしまして、小いたしまして、小・・・・中中中中学校学校学校学校、、、、

またまたまたまた高高高高等等等等学校学校学校学校のののの生生生生徒徒徒徒指導指導指導指導上のさまざまな上のさまざまな上のさまざまな上のさまざまな課題課題課題課題をををを抱抱抱抱ええええるるるる学校学校学校学校に、地域のに、地域のに、地域のに、地域の人材人材人材人材をををを活用活用活用活用いたしまいたしまいたしまいたしま
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して、して、して、して、特特特特にににに資格資格資格資格を問いまを問いまを問いまを問いませせせせんが、んが、んが、んが、緊急雇緊急雇緊急雇緊急雇用用用用対策対策対策対策基金基金基金基金でございますので、でございますので、でございますので、でございますので、失失失失業業業業中の方を対中の方を対中の方を対中の方を対象象象象

に教育にまたに教育にまたに教育にまたに教育にまた生生生生徒徒徒徒指導指導指導指導上の上の上の上の課題課題課題課題にににに熱熱熱熱心に心に心に心に取取取取りりりり組組組組んでいただける方を配んでいただける方を配んでいただける方を配んでいただける方を配置置置置したところでござしたところでござしたところでござしたところでござ

います。この事います。この事います。この事います。この事業業業業については、については、については、については、基金基金基金基金のののの終終終終ええええんとともに、平成２５年度でんとともに、平成２５年度でんとともに、平成２５年度でんとともに、平成２５年度で終終終終了しております。了しております。了しております。了しております。

また、また、また、また、今今今今、、、、手手手手元元元元にににに数数数数字字字字をををを持持持持っておりまっておりまっておりまっておりませせせせんが、５０んが、５０んが、５０んが、５０校校校校ほどの小ほどの小ほどの小ほどの小・・・・中中中中学校学校学校学校と県と県と県と県立立立立学校学校学校学校１１１１校校校校

に配に配に配に配置置置置をした事をした事をした事をした事業業業業でございました。でございました。でございました。でございました。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○宮木委員○宮木委員○宮木委員○宮木委員 学校現場学校現場学校現場学校現場では問では問では問では問題題題題がががが多様多様多様多様化しています。化しています。化しています。化しています。ススススママママーーーートトトトフォフォフォフォンやンやンやンや携携携携帯帯帯帯電電電電話話話話でのいでのいでのいでのいじじじじ

め、まため、まため、まため、またククククララララスススス内内内内でのいでのいでのいでのいじじじじめめめめ等等等等、、、、今今今今までまでまでまで予予予予知しなかった問知しなかった問知しなかった問知しなかった問題題題題がががが多多多多 々々々々起起起起こって、これをきっこって、これをきっこって、これをきっこって、これをきっ

かけにまたかけにまたかけにまたかけにまた非非非非行に行に行に行に走走走走っている。本っている。本っている。本っている。本来来来来ならならならなら阻阻阻阻止止止止できるところをできるところをできるところをできるところを阻阻阻阻止止止止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形形形形にならにならにならになら

ないように、ないように、ないように、ないように、今後今後今後今後もよろしくお願いします。もよろしくお願いします。もよろしくお願いします。もよろしくお願いします。以以以以上です。上です。上です。上です。

○国中委員長○国中委員長○国中委員長○国中委員長 よろしいか。よろしいか。よろしいか。よろしいか。

○宮木委員○宮木委員○宮木委員○宮木委員 はい。はい。はい。はい。

○国中委員長○国中委員長○国中委員長○国中委員長 ほかにございまほかにございまほかにございまほかにございませせせせんか。んか。んか。んか。

ほかになければ、これをもって地域振興部、観光局、国際化推進、教育委員会の審査をほかになければ、これをもって地域振興部、観光局、国際化推進、教育委員会の審査をほかになければ、これをもって地域振興部、観光局、国際化推進、教育委員会の審査をほかになければ、これをもって地域振興部、観光局、国際化推進、教育委員会の審査を

終終終終わります。わります。わります。わります。

それでは、それでは、それでは、それでは、午午午午後後後後１１１１時時時時より、より、より、より、医療医療医療医療政政政政策部、策部、策部、策部、病院病院病院病院、、、、水道水道水道水道局の審査を行いますので、よろしく局の審査を行いますので、よろしく局の審査を行いますので、よろしく局の審査を行いますので、よろしく

お願いいたします。お願いいたします。お願いいたします。お願いいたします。

それでは、しばらくそれでは、しばらくそれでは、しばらくそれでは、しばらく休憩休憩休憩休憩いたします。いたします。いたします。いたします。


