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観 光 振 興 対 策 特 別 委 員 会 記 録観 光 振 興 対 策 特 別 委 員 会 記 録観 光 振 興 対 策 特 別 委 員 会 記 録観 光 振 興 対 策 特 別 委 員 会 記 録開催日時開催日時開催日時開催日時 平成２８年２月２３日（火） １０：０２～１２：２１平成２８年２月２３日（火） １０：０２～１２：２１平成２８年２月２３日（火） １０：０２～１２：２１平成２８年２月２３日（火） １０：０２～１２：２１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 ８名８名８名８名乾 浩之 委員長乾 浩之 委員長乾 浩之 委員長乾 浩之 委員長松本 宗弘 副委員長松本 宗弘 副委員長松本 宗弘 副委員長松本 宗弘 副委員長猪奥 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 委員清水 勉 委員清水 勉 委員清水 勉 委員清水 勉 委員岩田 国夫 委員岩田 国夫 委員岩田 国夫 委員岩田 国夫 委員和田 恵治 委員和田 恵治 委員和田 恵治 委員和田 恵治 委員新谷 綋一 委員新谷 綋一 委員新谷 綋一 委員新谷 綋一 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 福井 観光局長福井 観光局長福井 観光局長福井 観光局長金剛 まちづくり推進局長 ほか、関係職員金剛 まちづくり推進局長 ほか、関係職員金剛 まちづくり推進局長 ほか、関係職員金剛 まちづくり推進局長 ほか、関係職員傍 聴 者傍 聴 者傍 聴 者傍 聴 者 ２名２名２名２名議 事議 事議 事議 事（１）２月定例県議会提出予定議案について（１）２月定例県議会提出予定議案について（１）２月定例県議会提出予定議案について（１）２月定例県議会提出予定議案について（２）その他（２）その他（２）その他（２）その他＜質疑応答＞＜質疑応答＞＜質疑応答＞＜質疑応答＞○乾委員長○乾委員長○乾委員長○乾委員長 ただいまの説明、報告またはその他の事項も含めて、質疑があればご発言願ただいまの説明、報告またはその他の事項も含めて、質疑があればご発言願ただいまの説明、報告またはその他の事項も含めて、質疑があればご発言願ただいまの説明、報告またはその他の事項も含めて、質疑があればご発言願います。います。います。います。○清水委員○清水委員○清水委員○清水委員 ３点ありますので、順次お伺いします。３点ありますので、順次お伺いします。３点ありますので、順次お伺いします。３点ありますので、順次お伺いします。まず、大立山について、２月３日に知事の記者会見がありました。全体的に大立山につまず、大立山について、２月３日に知事の記者会見がありました。全体的に大立山につまず、大立山について、２月３日に知事の記者会見がありました。全体的に大立山につまず、大立山について、２月３日に知事の記者会見がありました。全体的に大立山についての感想の質問があり、知事から、全体的な感想として、会場の明るさ、演出方法、寒いての感想の質問があり、知事から、全体的な感想として、会場の明るさ、演出方法、寒いての感想の質問があり、知事から、全体的な感想として、会場の明るさ、演出方法、寒いての感想の質問があり、知事から、全体的な感想として、会場の明るさ、演出方法、寒さ対策についての再検討が必要と感じたとおっしゃっています。来場者数は、５万１，０さ対策についての再検討が必要と感じたとおっしゃっています。来場者数は、５万１，０さ対策についての再検討が必要と感じたとおっしゃっています。来場者数は、５万１，０さ対策についての再検討が必要と感じたとおっしゃっています。来場者数は、５万１，０００人と、先ほども報告がありました。スタッフ、市町村の関係者、その他もろもろ全て００人と、先ほども報告がありました。スタッフ、市町村の関係者、その他もろもろ全て００人と、先ほども報告がありました。スタッフ、市町村の関係者、その他もろもろ全て００人と、先ほども報告がありました。スタッフ、市町村の関係者、その他もろもろ全てを含んだ数だと思うのですが、内容がよくわかりませんので、この確認をまずしたいと思を含んだ数だと思うのですが、内容がよくわかりませんので、この確認をまずしたいと思を含んだ数だと思うのですが、内容がよくわかりませんので、この確認をまずしたいと思を含んだ数だと思うのですが、内容がよくわかりませんので、この確認をまずしたいと思います。います。います。います。それから、記者から成功かという質問に対しては、好評であったと感じている、来年度それから、記者から成功かという質問に対しては、好評であったと感じている、来年度それから、記者から成功かという質問に対しては、好評であったと感じている、来年度それから、記者から成功かという質問に対しては、好評であったと感じている、来年度
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も継続し、来場者も伸びると予測していると。さらに、予算については立山の制作費を除も継続し、来場者も伸びると予測していると。さらに、予算については立山の制作費を除も継続し、来場者も伸びると予測していると。さらに、予算については立山の制作費を除も継続し、来場者も伸びると予測していると。さらに、予算については立山の制作費を除く同程度額を平成２８年度も計上されていますが、その内容について、昨日も質問があっく同程度額を平成２８年度も計上されていますが、その内容について、昨日も質問があっく同程度額を平成２８年度も計上されていますが、その内容について、昨日も質問があっく同程度額を平成２８年度も計上されていますが、その内容について、昨日も質問があったと思いますが、再度聞かせていただきます。たと思いますが、再度聞かせていただきます。たと思いますが、再度聞かせていただきます。たと思いますが、再度聞かせていただきます。それから、県外からの宿泊者数についても質問があったと思います。プレミアム商品券、それから、県外からの宿泊者数についても質問があったと思います。プレミアム商品券、それから、県外からの宿泊者数についても質問があったと思います。プレミアム商品券、それから、県外からの宿泊者数についても質問があったと思います。プレミアム商品券、ネットクーポンの利用者により大立山期間中を含めて冬季の宿泊者は増加しているが、詳ネットクーポンの利用者により大立山期間中を含めて冬季の宿泊者は増加しているが、詳ネットクーポンの利用者により大立山期間中を含めて冬季の宿泊者は増加しているが、詳ネットクーポンの利用者により大立山期間中を含めて冬季の宿泊者は増加しているが、詳細の分析については今後行うというお話だったと思います。そして、新たなアイデアをお細の分析については今後行うというお話だったと思います。そして、新たなアイデアをお細の分析については今後行うというお話だったと思います。そして、新たなアイデアをお細の分析については今後行うというお話だったと思います。そして、新たなアイデアをお持ちかについては、イベントは回を重ねて進化するので、今のところ知事の口からは言え持ちかについては、イベントは回を重ねて進化するので、今のところ知事の口からは言え持ちかについては、イベントは回を重ねて進化するので、今のところ知事の口からは言え持ちかについては、イベントは回を重ねて進化するので、今のところ知事の口からは言えないということでした。ないということでした。ないということでした。ないということでした。立山については、県庁１階、近鉄奈立山については、県庁１階、近鉄奈立山については、県庁１階、近鉄奈立山については、県庁１階、近鉄奈良駅ビル良駅ビル良駅ビル良駅ビルの１階に今もの１階に今もの１階に今もの１階に今も展示展示展示展示されています。されています。されています。されています。それから、ご本それから、ご本それから、ご本それから、ご本尊尊尊尊などのなどのなどのなどの追追追追加、大立山による加、大立山による加、大立山による加、大立山による誘客効果誘客効果誘客効果誘客効果はどうかという記者からの問いにはどうかという記者からの問いにはどうかという記者からの問いにはどうかという記者からの問いに対して、イベントの全体を評対して、イベントの全体を評対して、イベントの全体を評対して、イベントの全体を評価価価価して、ご本して、ご本して、ご本して、ご本尊尊尊尊についても検討の対についても検討の対についても検討の対についても検討の対象象象象とする。また、大立山とする。また、大立山とする。また、大立山とする。また、大立山まつりによるまつりによるまつりによるまつりによる誘客効果誘客効果誘客効果誘客効果は奈は奈は奈は奈良良良良市内、奈市内、奈市内、奈市内、奈良良良良県県県県北部北部北部北部にとどまっているという話をされていましにとどまっているという話をされていましにとどまっているという話をされていましにとどまっているという話をされていました。た。た。た。また、また、また、また、開催開催開催開催がががが拙速拙速拙速拙速ではなかったかという質問に対して、冬のイベントに対するイではなかったかという質問に対して、冬のイベントに対するイではなかったかという質問に対して、冬のイベントに対するイではなかったかという質問に対して、冬のイベントに対するイメメメメーーーージジジジはははは以前以前以前以前よりよりよりより考考考考えていたのでえていたのでえていたのでえていたので補正補正補正補正予算という予算という予算という予算という形形形形をとって、をとって、をとって、をとって、開催開催開催開催日までの期間に日までの期間に日までの期間に日までの期間に余裕余裕余裕余裕がなかっがなかっがなかっがなかったたたたけけけけれども、れども、れども、れども、担当担当担当担当者が者が者が者が非常非常非常非常によくによくによくによく頑張頑張頑張頑張ったという話をされています。ったという話をされています。ったという話をされています。ったという話をされています。このことをこのことをこのことをこのことを踏踏踏踏まえ、再度、確認を行いたいのですが、１月２まえ、再度、確認を行いたいのですが、１月２まえ、再度、確認を行いたいのですが、１月２まえ、再度、確認を行いたいのですが、１月２９９９９日から２月２日までの来日から２月２日までの来日から２月２日までの来日から２月２日までの来場者の場者の場者の場者の合合合合計、５万１，０００人についてですが、平計、５万１，０００人についてですが、平計、５万１，０００人についてですが、平計、５万１，０００人についてですが、平城宮跡城宮跡城宮跡城宮跡のののの非常非常非常非常にににに広広広広大な大な大な大な敷地敷地敷地敷地の中で、人の中で、人の中で、人の中で、人数の数の数の数のカウカウカウカウント方法、ント方法、ント方法、ント方法、調査調査調査調査のののの時時時時間間間間帯帯帯帯、、、、何カ所何カ所何カ所何カ所ででででカウカウカウカウントされたのかントされたのかントされたのかントされたのか調査調査調査調査場場場場所所所所について、まずについて、まずについて、まずについて、まずお伺いします。お伺いします。お伺いします。お伺いします。○林観光プロモーション課長○林観光プロモーション課長○林観光プロモーション課長○林観光プロモーション課長 人数の人数の人数の人数のカウカウカウカウント方法などについての質問です。平ント方法などについての質問です。平ント方法などについての質問です。平ント方法などについての質問です。平城宮跡城宮跡城宮跡城宮跡とととというのは、いうのは、いうのは、いうのは、生活道生活道生活道生活道の一の一の一の一部部部部でもありますし、来場者がいろいろなでもありますし、来場者がいろいろなでもありますし、来場者がいろいろなでもありますし、来場者がいろいろなルルルルートからートからートからートから入入入入ってこられ、ってこられ、ってこられ、ってこられ、なかなかなかなかなかなかなかなかカウカウカウカウントがントがントがントが難難難難しいのですしいのですしいのですしいのですけけけけれども、奈れども、奈れども、奈れども、奈良良良良大立山まつりにおいては、大大立山まつりにおいては、大大立山まつりにおいては、大大立山まつりにおいては、大極殿院極殿院極殿院極殿院のののの南南南南門門門門のののの入入入入り口が３り口が３り口が３り口が３カ所カ所カ所カ所あり、そこであり、そこであり、そこであり、そこでカウカウカウカウンターによるンターによるンターによるンターによる実実実実数数数数把握把握把握把握を行っていました。を行っていました。を行っていました。を行っていました。ただ、先ほどただ、先ほどただ、先ほどただ、先ほど申申申申し上し上し上し上げげげげたように、いろいろなところからたように、いろいろなところからたように、いろいろなところからたように、いろいろなところから入入入入ってくるということで、ってくるということで、ってくるということで、ってくるということで、北北北北かかかからのらのらのらの入入入入場者、あったかもん場者、あったかもん場者、あったかもん場者、あったかもんグラグラグラグランプンプンプンプリリリリ会場の人だまり、そういう人だまりの会場の人だまり、そういう人だまりの会場の人だまり、そういう人だまりの会場の人だまり、そういう人だまりの状況状況状況状況などをなどをなどをなどを目目目目視視視視して、観測数をして、観測数をして、観測数をして、観測数を総合総合総合総合的に的に的に的に勘勘勘勘案して算出しています。案して算出しています。案して算出しています。案して算出しています。以以以以上です。上です。上です。上です。○清水委員○清水委員○清水委員○清水委員 まずは、定点観測が３まずは、定点観測が３まずは、定点観測が３まずは、定点観測が３カ所カ所カ所カ所だと思います。だと思います。だと思います。だと思います。それから、それから、それから、それから、調査調査調査調査について、について、について、について、調査調査調査調査方法、方法、方法、方法、調査調査調査調査者は委者は委者は委者は委託託託託されたのですか。されたのですか。されたのですか。されたのですか。○林観光プロモーション課長○林観光プロモーション課長○林観光プロモーション課長○林観光プロモーション課長 県庁の県庁の県庁の県庁の自前自前自前自前のスタッフで委のスタッフで委のスタッフで委のスタッフで委託託託託をせずにをせずにをせずにをせずにややややりました。りました。りました。りました。
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○清水委員○清水委員○清水委員○清水委員 次に、同次に、同次に、同次に、同時時時時にににに開催開催開催開催されたあったかもんされたあったかもんされたあったかもんされたあったかもんグラグラグラグランプンプンプンプリリリリについて、について、について、について、グラグラグラグランプンプンプンプリリリリがががが高高高高取取取取町の町の町の町の高取高取高取高取ごんだごんだごんだごんだ鍋鍋鍋鍋で、で、で、で、準グラ準グラ準グラ準グランプンプンプンプリリリリはははは安堵安堵安堵安堵町のあんどあったか町のあんどあったか町のあんどあったか町のあんどあったか芋煮鍋芋煮鍋芋煮鍋芋煮鍋だったと思いますだったと思いますだったと思いますだったと思いますが、市町村もが、市町村もが、市町村もが、市町村も連携連携連携連携して、５日間、いろいろなして、５日間、いろいろなして、５日間、いろいろなして、５日間、いろいろな食材食材食材食材の提の提の提の提供供供供をしていただきましたが、をしていただきましたが、をしていただきましたが、をしていただきましたが、総販売総販売総販売総販売のののの食食食食数は数は数は数は幾幾幾幾らか、おらか、おらか、おらか、お教教教教えください。えください。えください。えください。○林観光プロモーション課長○林観光プロモーション課長○林観光プロモーション課長○林観光プロモーション課長 ３３３３３３３３店舗店舗店舗店舗出て、３日間で１万８，０００出て、３日間で１万８，０００出て、３日間で１万８，０００出て、３日間で１万８，０００食食食食です。です。です。です。以以以以上です。上です。上です。上です。○清水委員○清水委員○清水委員○清水委員 平成２８年度の予算に平成２８年度の予算に平成２８年度の予算に平成２８年度の予算に９９９９，，，，６６６６００万００万００万００万円円円円計上されており、昨日も質問がありま計上されており、昨日も質問がありま計上されており、昨日も質問がありま計上されており、昨日も質問がありましたが、平成２８年度予算のしたが、平成２８年度予算のしたが、平成２８年度予算のしたが、平成２８年度予算の概概概概要についてお知らせいただきたいと思います。要についてお知らせいただきたいと思います。要についてお知らせいただきたいと思います。要についてお知らせいただきたいと思います。○林観光プロモーション課長○林観光プロモーション課長○林観光プロモーション課長○林観光プロモーション課長 総総総総額で額で額で額で９９９９，，，，６６６６００万００万００万００万円円円円ですが、内ですが、内ですが、内ですが、内訳訳訳訳としては、今年度もとしては、今年度もとしては、今年度もとしては、今年度もややややった分ですが、った分ですが、った分ですが、った分ですが、広広広広告費、市町村告費、市町村告費、市町村告費、市町村等連携協力等連携協力等連携協力等連携協力費が費が費が費が約４約４約４約４，２００万，２００万，２００万，２００万円円円円で、会場で、会場で、会場で、会場運営運営運営運営、、、、設営設営設営設営、演、演、演、演出などの費用が出などの費用が出などの費用が出などの費用が約約約約５，５，５，５，４４４４００万００万００万００万円円円円で、今回で、今回で、今回で、今回実施実施実施実施した１回した１回した１回した１回目目目目のののの祭祭祭祭りのりのりのりの反省反省反省反省、、、、改善改善改善改善点を点を点を点を踏踏踏踏まえまえまえまえて、予算のて、予算のて、予算のて、予算の使使使使いいいい道道道道は今後は今後は今後は今後実実実実行委員会においても議行委員会においても議行委員会においても議行委員会においても議論論論論したいとしたいとしたいとしたいと考考考考えています。えています。えています。えています。以以以以上です。上です。上です。上です。○清水委員○清水委員○清水委員○清水委員 もう一点、知事の発言の中に、ご本もう一点、知事の発言の中に、ご本もう一点、知事の発言の中に、ご本もう一点、知事の発言の中に、ご本尊云々尊云々尊云々尊云々とありましたとありましたとありましたとありましたけけけけれども、このれども、このれども、このれども、この件件件件にににについての事ついての事ついての事ついての事務担当務担当務担当務担当者としての見者としての見者としての見者としての見解解解解を伺いたいのですが、どうでしを伺いたいのですが、どうでしを伺いたいのですが、どうでしを伺いたいのですが、どうでしょょょょうか。うか。うか。うか。○林観光プロモーション課長○林観光プロモーション課長○林観光プロモーション課長○林観光プロモーション課長 何何何何か新たにつくるなどそういうか新たにつくるなどそういうか新たにつくるなどそういうか新たにつくるなどそういう意味意味意味意味では、今回、要では、今回、要では、今回、要では、今回、要求求求求してしてしてしている予算で、新たに大立山をつくることは予定していません。いる予算で、新たに大立山をつくることは予定していません。いる予算で、新たに大立山をつくることは予定していません。いる予算で、新たに大立山をつくることは予定していません。ただ、今後、県内のただ、今後、県内のただ、今後、県内のただ、今後、県内の企業等企業等企業等企業等のののの協賛協賛協賛協賛などで、そういったものもなどで、そういったものもなどで、そういったものもなどで、そういったものも可能可能可能可能であればどんどんであればどんどんであればどんどんであればどんどん募募募募っっっっていきたいと思っていますので、ていきたいと思っていますので、ていきたいと思っていますので、ていきたいと思っていますので、状況状況状況状況を見ながら、今後、を見ながら、今後、を見ながら、今後、を見ながら、今後、実実実実行委員会において議行委員会において議行委員会において議行委員会において議論論論論をしてをしてをしてをしていきたいと思います。いきたいと思います。いきたいと思います。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。○清水委員○清水委員○清水委員○清水委員 次の質問に次の質問に次の質問に次の質問に移移移移ります。今回にあわせて、平成２ります。今回にあわせて、平成２ります。今回にあわせて、平成２ります。今回にあわせて、平成２７７７７年１０月年１０月年１０月年１０月７７７７日に、ネットク日に、ネットク日に、ネットク日に、ネットクーポンの報ーポンの報ーポンの報ーポンの報道道道道発発発発表表表表をされて、１０月１３日から２をされて、１０月１３日から２をされて、１０月１３日から２をされて、１０月１３日から２４４４４００００施設施設施設施設を対を対を対を対象象象象にしてにしてにしてにして販売販売販売販売をされていまをされていまをされていまをされていますが、先ほど確認をしますと、すが、先ほど確認をしますと、すが、先ほど確認をしますと、すが、先ほど確認をしますと、楽天楽天楽天楽天トトトトララララベベベベルルルル、るる、るる、るる、るるぶぶぶぶ、、、、ヤヤヤヤフー、じゃらんネットのフー、じゃらんネットのフー、じゃらんネットのフー、じゃらんネットの４４４４つをつをつをつを利用されています。利用されています。利用されています。利用されています。現状現状現状現状、まだ、まだ、まだ、まだ残残残残数があると思うのです数があると思うのです数があると思うのです数があると思うのですけけけけれども、れども、れども、れども、完売完売完売完売にににに至至至至るのかを含め、るのかを含め、るのかを含め、るのかを含め、総総総総事事事事業業業業費の費の費の費の枠枠枠枠、、、、最終最終最終最終的にどの程度まで的にどの程度まで的にどの程度まで的にどの程度まで広広広広がるのかについておがるのかについておがるのかについておがるのかについてお教教教教えいただきたいと思います。えいただきたいと思います。えいただきたいと思います。えいただきたいと思います。○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 ネットクーポンですが、委員がおネットクーポンですが、委員がおネットクーポンですが、委員がおネットクーポンですが、委員がお述べ述べ述べ述べのとおり、１０月１３日よりのとおり、１０月１３日よりのとおり、１０月１３日よりのとおり、１０月１３日より４４４４つのつのつのつのササササイトでイトでイトでイトで販売販売販売販売しています。しています。しています。しています。２月になった今、事２月になった今、事２月になった今、事２月になった今、事業業業業の期間がの期間がの期間がの期間が残残残残りりりり少少少少なくなってきました。クーポンのなくなってきました。クーポンのなくなってきました。クーポンのなくなってきました。クーポンの原資原資原資原資をををを有効有効有効有効にににに使使使使いいいい切切切切ることができるように、きめ細かに、１ることができるように、きめ細かに、１ることができるように、きめ細かに、１ることができるように、きめ細かに、１週週週週間と言わず、３日、間と言わず、３日、間と言わず、３日、間と言わず、３日、４４４４日ごとに日ごとに日ごとに日ごとにキャキャキャキャンンンンセルセルセルセル分を分を分を分を把握把握把握把握しています。そして、そのしています。そして、そのしています。そして、そのしています。そして、そのキャキャキャキャンンンンセルセルセルセル分に対して、新たなクーポンを分に対して、新たなクーポンを分に対して、新たなクーポンを分に対して、新たなクーポンを追追追追加加加加配付配付配付配付ををををするするするする形形形形で、まだまだで、まだまだで、まだまだで、まだまだ諦諦諦諦めずにめずにめずにめずに売売売売っていくっていくっていくっていく姿勢姿勢姿勢姿勢でいます。でいます。でいます。でいます。先先先先週週週週までのまでのまでのまでの状況状況状況状況は、クーポンのは、クーポンのは、クーポンのは、クーポンの原資総原資総原資総原資総額は２額は２額は２額は２億億億億１，０００万１，０００万１，０００万１，０００万円円円円ですが、ですが、ですが、ですが、９９９９５５５５％％％％をををを超超超超えるえるえるえる
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利用が利用が利用が利用が既既既既にありました。好にありました。好にありました。好にありました。好調調調調に推に推に推に推移移移移していると思います。２月２していると思います。２月２していると思います。２月２していると思います。２月２９９９９日の日の日の日のチェチェチェチェックアックアックアックアウウウウトまトまトまトまでまだでまだでまだでまだ四四四四、、、、五五五五日ありますので、日ありますので、日ありますので、日ありますので、努力努力努力努力を続を続を続を続けけけけていきたいとていきたいとていきたいとていきたいと考考考考えています。えています。えています。えています。期間中の全ての宿泊者数などの報告は、期間中の全ての宿泊者数などの報告は、期間中の全ての宿泊者数などの報告は、期間中の全ての宿泊者数などの報告は、ササササイトイトイトイト側側側側ののののシシシシスススステテテテム上のム上のム上のム上の都合都合都合都合により３月中により３月中により３月中により３月中旬旬旬旬にににになる予定ですが、クーポンのなる予定ですが、クーポンのなる予定ですが、クーポンのなる予定ですが、クーポンの流通状況流通状況流通状況流通状況からからからから判断判断判断判断しますと、しますと、しますと、しますと、４社合４社合４社合４社合わせての宿泊者数は対わせての宿泊者数は対わせての宿泊者数は対わせての宿泊者数は対前前前前年年年年比約比約比約比約３０３０３０３０％％％％をををを超超超超える伸びが見える伸びが見える伸びが見える伸びが見込込込込めるものとめるものとめるものとめるものと考考考考えています。えています。えています。えています。以以以以上です。上です。上です。上です。○清水委員○清水委員○清水委員○清水委員 今回の今回の今回の今回の施施施施策によって策によって策によって策によって非常非常非常非常にににに誘客誘客誘客誘客ができたという回ができたという回ができたという回ができたという回答答答答ですが、来年度これがでですが、来年度これがでですが、来年度これがでですが、来年度これができるかどうか、国のきるかどうか、国のきるかどうか、国のきるかどうか、国の補正補正補正補正予算もどうなるかわかりかねます予算もどうなるかわかりかねます予算もどうなるかわかりかねます予算もどうなるかわかりかねますけけけけれども、奈れども、奈れども、奈れども、奈良良良良県全体で行き県全体で行き県全体で行き県全体で行き渡渡渡渡っていたのか、っていたのか、っていたのか、っていたのか、北部北部北部北部、、、、西部西部西部西部、、、、東部東部東部東部、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは南部南部南部南部、その、その、その、その地域性地域性地域性地域性、全体の、全体の、全体の、全体のバラバラバラバランスはンスはンスはンスは現状現状現状現状どどどどの程度なのか、おの程度なのか、おの程度なのか、おの程度なのか、お教教教教えいただきたいと思います。えいただきたいと思います。えいただきたいと思います。えいただきたいと思います。○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 エリエリエリエリアごと、アごと、アごと、アごと、施設施設施設施設ごとのごとのごとのごとの実際実際実際実際の利用の利用の利用の利用状況状況状況状況は、は、は、は、ササササイトのイトのイトのイトの状況状況状況状況で明確にで明確にで明確にで明確には出していただは出していただは出していただは出していただけけけけないということです。聞いているところによると、クーポンの券ないということです。聞いているところによると、クーポンの券ないということです。聞いているところによると、クーポンの券ないということです。聞いているところによると、クーポンの券種種種種がががが結結結結構多岐構多岐構多岐構多岐にににに富富富富んでいますので、クーポンによってはんでいますので、クーポンによってはんでいますので、クーポンによってはんでいますので、クーポンによっては南部南部南部南部でででで使使使使われているところもあるようでわれているところもあるようでわれているところもあるようでわれているところもあるようですし、すし、すし、すし、施設施設施設施設に聞いても、に聞いても、に聞いても、に聞いても、助助助助かっているというかっているというかっているというかっているという声声声声がありますので、がありますので、がありますので、がありますので、施設施設施設施設数の数の数の数の配置配置配置配置がかなりがかなりがかなりがかなり北北北北にににに偏偏偏偏っているという奈っているという奈っているという奈っているという奈良良良良県の県の県の県の状況状況状況状況はありますが、おおはありますが、おおはありますが、おおはありますが、おおむむむむねいろいろなねいろいろなねいろいろなねいろいろなエリエリエリエリアでアでアでアで使使使使っていたっていたっていたっていただだだだけけけけるのではないかと。また、るのではないかと。また、るのではないかと。また、るのではないかと。また、夏夏夏夏に行ったに行ったに行ったに行ったキャキャキャキャッッッッシュバシュバシュバシュバックックックックキャキャキャキャンンンンペペペペーンのーンのーンのーンの結果結果結果結果によってによってによってによっても、も、も、も、十津川十津川十津川十津川村村村村等等等等がかなり伸びたというがかなり伸びたというがかなり伸びたというがかなり伸びたという状況状況状況状況もありますので、もありますので、もありますので、もありますので、リピリピリピリピーターも期ーターも期ーターも期ーターも期待待待待しているとしているとしているとしているところです。ころです。ころです。ころです。以以以以上です。上です。上です。上です。○清水委員○清水委員○清水委員○清水委員 データをきちんとデータをきちんとデータをきちんとデータをきちんと収集収集収集収集してしてしてして誘客誘客誘客誘客対策に対策に対策に対策に努努努努めていただきたいと思いますので、めていただきたいと思いますので、めていただきたいと思いますので、めていただきたいと思いますので、それそれそれそれぞぞぞぞれのれのれのれのササササイトは、イトは、イトは、イトは、個個個個人人人人情情情情報も含めて出すことはなかなか報も含めて出すことはなかなか報も含めて出すことはなかなか報も含めて出すことはなかなか渋渋渋渋られるかもしれませんられるかもしれませんられるかもしれませんられるかもしれませんけけけけれれれれども、できるだども、できるだども、できるだども、できるだけ努力け努力け努力け努力をしていただきたいと思います。をしていただきたいと思います。をしていただきたいと思います。をしていただきたいと思います。もう一点、奈もう一点、奈もう一点、奈もう一点、奈良公園付良公園付良公園付良公園付近も含めて、近も含めて、近も含めて、近も含めて、Ｆｒｅｅ Ｗｉ－ＦｉＦｒｅｅ Ｗｉ－ＦｉＦｒｅｅ Ｗｉ－ＦｉＦｒｅｅ Ｗｉ－Ｆｉののののエリエリエリエリアアアア拡拡拡拡大が予算について大が予算について大が予算について大が予算についていましたが、いましたが、いましたが、いましたが、エリエリエリエリアアアア拡拡拡拡大の場大の場大の場大の場所所所所は、どのあたりを検討しているのか、伺います。は、どのあたりを検討しているのか、伺います。は、どのあたりを検討しているのか、伺います。は、どのあたりを検討しているのか、伺います。○中西知事公室審議官（奈良公園・観光振興プロジェクト担当）○中西知事公室審議官（奈良公園・観光振興プロジェクト担当）○中西知事公室審議官（奈良公園・観光振興プロジェクト担当）○中西知事公室審議官（奈良公園・観光振興プロジェクト担当） 奈奈奈奈良公園周辺良公園周辺良公園周辺良公園周辺ののののＦｒｅＦｒｅＦｒｅＦｒｅｅ Ｗｉ－Ｆｉｅ Ｗｉ－Ｆｉｅ Ｗｉ－Ｆｉｅ Ｗｉ－Ｆｉですが、ですが、ですが、ですが、ＪＲＪＲＪＲＪＲ奈奈奈奈良駅良駅良駅良駅から、奈から、奈から、奈から、奈良公園良公園良公園良公園の中の中の中の中心部心部心部心部までまでまでまでエリエリエリエリアをアをアをアを広げ広げ広げ広げて、利用数て、利用数て、利用数て、利用数ははははふふふふえていますが、まだまだ、例えば、えていますが、まだまだ、例えば、えていますが、まだまだ、例えば、えていますが、まだまだ、例えば、脚脚脚脚光を光を光を光を浴浴浴浴びてきている奈びてきている奈びてきている奈びてきている奈良女子良女子良女子良女子大大大大学学学学のあるのあるのあるのある東向東向東向東向ききききのきたまちの奥のほうのきたまちの奥のほうのきたまちの奥のほうのきたまちの奥のほうやややや、、、、餅飯殿餅飯殿餅飯殿餅飯殿から奈から奈から奈から奈良良良良町にか町にか町にか町にかけけけけても、ても、ても、ても、電波電波電波電波のののの届届届届きにくいところもきにくいところもきにくいところもきにくいところも多多多多数数数数出ていると聞いていますので、今後は出ていると聞いていますので、今後は出ていると聞いていますので、今後は出ていると聞いていますので、今後は地元地元地元地元商商商商店街等店街等店街等店街等ともいろいろともいろいろともいろいろともいろいろ協協協協議をしながら、奈議をしながら、奈議をしながら、奈議をしながら、奈良公良公良公良公園周辺園周辺園周辺園周辺の観光ポイント、国内外の人がたくさんの観光ポイント、国内外の人がたくさんの観光ポイント、国内外の人がたくさんの観光ポイント、国内外の人がたくさん訪訪訪訪れるところでれるところでれるところでれるところで不便不便不便不便なところがないかといなところがないかといなところがないかといなところがないかということもうこともうこともうことも十十十十分認分認分認分認識識識識しながらしながらしながらしながら拡拡拡拡大を検討したいと大を検討したいと大を検討したいと大を検討したいと考考考考えています。えています。えています。えています。以以以以上です。上です。上です。上です。○清水委員○清水委員○清水委員○清水委員 Ｆｒｅｅ Ｗｉ－ＦｉＦｒｅｅ Ｗｉ－ＦｉＦｒｅｅ Ｗｉ－ＦｉＦｒｅｅ Ｗｉ－Ｆｉですが、ですが、ですが、ですが、危険危険危険危険性性性性の問の問の問の問題題題題等等等等がががが指摘指摘指摘指摘されていますされていますされていますされていますけけけけれども、れども、れども、れども、
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この対策については、今後どうこの対策については、今後どうこの対策については、今後どうこの対策については、今後どう考考考考えているのか、お聞かせいただきたいと思います。えているのか、お聞かせいただきたいと思います。えているのか、お聞かせいただきたいと思います。えているのか、お聞かせいただきたいと思います。○中西知事公室審議官（奈良公園・観光振興プロジェクト担当）○中西知事公室審議官（奈良公園・観光振興プロジェクト担当）○中西知事公室審議官（奈良公園・観光振興プロジェクト担当）○中西知事公室審議官（奈良公園・観光振興プロジェクト担当） できるだできるだできるだできるだけけけけたくさんのたくさんのたくさんのたくさんの方に方に方に方に使使使使っていただこうと、とりあえずはっていただこうと、とりあえずはっていただこうと、とりあえずはっていただこうと、とりあえずは既既既既成の、成の、成の、成の、手手手手間のかからない間のかからない間のかからない間のかからないＦｒｅｅＦｒｅｅＦｒｅｅＦｒｅｅでスタートしでスタートしでスタートしでスタートしましたが、今、新聞ましたが、今、新聞ましたが、今、新聞ましたが、今、新聞紙紙紙紙上上上上等等等等にも出ていますように、にも出ていますように、にも出ていますように、にも出ていますように、犯罪犯罪犯罪犯罪にににに使使使使われるおそれがあるというこわれるおそれがあるというこわれるおそれがあるというこわれるおそれがあるということで、とで、とで、とで、京京京京都都都都府府府府も、もとのも、もとのも、もとのも、もとの規規規規制をか制をか制をか制をかけけけけるるるる形形形形にににに戻戻戻戻して、利用がして、利用がして、利用がして、利用が非常非常非常非常にににに減減減減ったと聞いています。ったと聞いています。ったと聞いています。ったと聞いています。奈奈奈奈良良良良県は、まだ後発で、利用も県は、まだ後発で、利用も県は、まだ後発で、利用も県は、まだ後発で、利用も右肩右肩右肩右肩上がりですので、今後は、上がりですので、今後は、上がりですので、今後は、上がりですので、今後は、警察警察警察警察からもそのからもそのからもそのからもその辺辺辺辺についについについについてはてはてはては指導指導指導指導をををを受受受受けけけけていますので、ていますので、ていますので、ていますので、規規規規制については制については制については制についてはややややはりはりはりはり考考考考えていくえていくえていくえていくべべべべきだろうときだろうときだろうときだろうと考考考考えていまえていまえていまえています。す。す。す。○和田委員○和田委員○和田委員○和田委員 今の報告を聞いていますと、奈今の報告を聞いていますと、奈今の報告を聞いていますと、奈今の報告を聞いていますと、奈良良良良市、奈市、奈市、奈市、奈良良良良県県県県北部北部北部北部を中を中を中を中心心心心とする観光とする観光とする観光とする観光振興振興振興振興にかにかにかにかなりなりなりなり力力力力をををを入入入入れていただき、本れていただき、本れていただき、本れていただき、本当当当当にこれはこれで重要なことだと、大にこれはこれで重要なことだと、大にこれはこれで重要なことだと、大にこれはこれで重要なことだと、大変喜変喜変喜変喜んでいます。しかんでいます。しかんでいます。しかんでいます。しかし、１泊２日のし、１泊２日のし、１泊２日のし、１泊２日の滞在型滞在型滞在型滞在型をををを考考考考えた場えた場えた場えた場合合合合、中、中、中、中南南南南和の観光和の観光和の観光和の観光振興振興振興振興にしっかりとにしっかりとにしっかりとにしっかりと力力力力をををを入入入入れなれなれなれなけけけければ、れば、れば、れば、素素素素通通通通り観光の日り観光の日り観光の日り観光の日帰帰帰帰りになってしまうのではないかとりになってしまうのではないかとりになってしまうのではないかとりになってしまうのではないかと常々常々常々常々思っています。予算の説明で、思っています。予算の説明で、思っています。予算の説明で、思っています。予算の説明で、具具具具体的にお体的にお体的にお体的にお尋尋尋尋ねしたい。ねしたい。ねしたい。ねしたい。まず、記まず、記まず、記まず、記紀・紀・紀・紀・万万万万葉葉葉葉について、について、について、について、取取取取りりりり組み組み組み組みの内容はの内容はの内容はの内容はソソソソフト関係が中フト関係が中フト関係が中フト関係が中心心心心で、イベントで、イベントで、イベントで、イベントやウやウやウやウオオオオーーーーキキキキンンンンググググなどがなどがなどがなどが非常非常非常非常にににに目目目目立ち、観光立ち、観光立ち、観光立ち、観光循環循環循環循環、観光、観光、観光、観光産産産産業業業業という方という方という方という方面面面面でお金をでお金をでお金をでお金を落落落落としていただとしていただとしていただとしていただけけけけるるるる仕掛仕掛仕掛仕掛けけけけが全が全が全が全然然然然考考考考えられていない。全えられていない。全えられていない。全えられていない。全然然然然と言えばと言えばと言えばと言えば極極極極端端端端かもわからないかもわからないかもわからないかもわからないけけけけれども、れども、れども、れども、考考考考えておらえておらえておらえておられない感じがれない感じがれない感じがれない感じが強強強強くします。くします。くします。くします。記記記記紀・紀・紀・紀・万万万万葉葉葉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は、中については、中については、中については、中南南南南和の観光の和の観光の和の観光の和の観光の魅魅魅魅力力力力をををを引引引引き出していくき出していくき出していくき出していく意味意味意味意味でも大でも大でも大でも大変変変変重要です。国の重要です。国の重要です。国の重要です。国の始始始始まり、平まり、平まり、平まり、平城城城城京京京京よりもよりもよりもよりも前前前前にある明日にある明日にある明日にある明日香香香香とととと桜桜桜桜井、井、井、井、京京京京都都都都よりもさらによりもさらによりもさらによりもさらに歴史歴史歴史歴史のののの古古古古い奈い奈い奈い奈良良良良県の県の県の県の桜桜桜桜井、そういう井、そういう井、そういう井、そういう意味合意味合意味合意味合いで、中いで、中いで、中いで、中南南南南和が和が和が和が目目目目立たない。立たない。立たない。立たない。魅魅魅魅力力力力をををを引引引引き出す。それをき出す。それをき出す。それをき出す。それを展展展展開開開開してはどうかと。これをしてはどうかと。これをしてはどうかと。これをしてはどうかと。これを引引引引き出す必要があるのではないかと思います。き出す必要があるのではないかと思います。き出す必要があるのではないかと思います。き出す必要があるのではないかと思います。観光観光観光観光産産産産業業業業にお金をにお金をにお金をにお金を落落落落としていただくとしていただくとしていただくとしていただく仕掛仕掛仕掛仕掛けけけけについては、宿泊をどうするのか、については、宿泊をどうするのか、については、宿泊をどうするのか、については、宿泊をどうするのか、食食食食をどうをどうをどうをどうするのか、するのか、するのか、するのか、土産土産土産土産ググググッッッッズズズズをどうするなど、いろいろなをどうするなど、いろいろなをどうするなど、いろいろなをどうするなど、いろいろな意味意味意味意味を含めて、を含めて、を含めて、を含めて、動動動動きをつくらなきをつくらなきをつくらなきをつくらなけけけければればればればいいいいけけけけ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。その中で、泊まりはいろいろとその中で、泊まりはいろいろとその中で、泊まりはいろいろとその中で、泊まりはいろいろと考考考考えられる、えられる、えられる、えられる、食食食食事も事も事も事も考考考考えられる、しかし、点えられる、しかし、点えられる、しかし、点えられる、しかし、点在在在在するするするする施設施設施設施設は、これをどうしていくかが大は、これをどうしていくかが大は、これをどうしていくかが大は、これをどうしていくかが大変変変変重要だと。そういう重要だと。そういう重要だと。そういう重要だと。そういう意味意味意味意味で、記で、記で、記で、記紀・紀・紀・紀・万万万万葉葉葉葉の今までのの今までのの今までのの今までの京京京京都都都都を中を中を中を中心心心心とすることからのとすることからのとすることからのとすることからの転換転換転換転換で、金をで、金をで、金をで、金を落落落落としていただとしていただとしていただとしていただけけけける方法をる方法をる方法をる方法を考考考考えられないかを聞きたえられないかを聞きたえられないかを聞きたえられないかを聞きたい。い。い。い。次に次に次に次に、、、、「「「「平成２８年度一平成２８年度一平成２８年度一平成２８年度一般般般般会計会計会計会計特別特別特別特別会計予算案の会計予算案の会計予算案の会計予算案の概概概概要要要要」」」」、３８、３８、３８、３８ペペペペーーーージジジジの大和しかの大和しかの大和しかの大和しかババババススススツツツツアアアアーがあり、ーがあり、ーがあり、ーがあり、４４４４３３３３ペペペペーーーージジジジ、、、、「「「「記記記記紀・紀・紀・紀・万万万万葉」交葉」交葉」交葉」交通通通通事事事事業業業業者者者者連携連携連携連携事事事事業業業業があります。中があります。中があります。中があります。中南南南南和に点和に点和に点和に点在在在在すすすす
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るるるる史史史史跡跡跡跡、名、名、名、名所所所所旧旧旧旧跡跡跡跡はははは散散散散らばっており、らばっており、らばっており、らばっており、交交交交通通通通のののの便便便便が確かにが確かにが確かにが確かに悪悪悪悪いです。いです。いです。いです。ババババススススツツツツアーなどどのよアーなどどのよアーなどどのよアーなどどのようなうなうなうな形形形形で記で記で記で記紀・紀・紀・紀・万万万万葉葉葉葉、中、中、中、中南南南南和の和の和の和の史史史史跡跡跡跡をうまくをうまくをうまくをうまく網羅網羅網羅網羅するするするする形形形形になっているのかをお聞きしたい。になっているのかをお聞きしたい。になっているのかをお聞きしたい。になっているのかをお聞きしたい。それから、３点それから、３点それから、３点それから、３点目目目目、、、、「「「「平成２８年度一平成２８年度一平成２８年度一平成２８年度一般般般般会計会計会計会計特別特別特別特別会計予算案の会計予算案の会計予算案の会計予算案の概概概概要要要要」」」」、５１、５１、５１、５１ペペペペーーーージジジジのインのインのインのインバウバウバウバウンンンンドドドド対策です。奈対策です。奈対策です。奈対策です。奈良公園良公園良公園良公園、、、、東東東東大大大大寺寺寺寺のほうをよく行き来するのですが、外国人観光のほうをよく行き来するのですが、外国人観光のほうをよく行き来するのですが、外国人観光のほうをよく行き来するのですが、外国人観光客客客客はははは素素素素通通通通りで、２りで、２りで、２りで、２時時時時間から３間から３間から３間から３時時時時間ほど間ほど間ほど間ほど滞在滞在滞在滞在してしてしてして帰帰帰帰る人たちがる人たちがる人たちがる人たちが多多多多いのではないかと思います。２いのではないかと思います。２いのではないかと思います。２いのではないかと思います。２時時時時間から３間から３間から３間から３時時時時間で奈間で奈間で奈間で奈良良良良県を見てすっと県を見てすっと県を見てすっと県を見てすっと帰帰帰帰るということで、本るということで、本るということで、本るということで、本当当当当に観光のに観光のに観光のに観光の振興振興振興振興ということがということがということがということが言えるのかどうか、すばらしい言えるのかどうか、すばらしい言えるのかどうか、すばらしい言えるのかどうか、すばらしい東東東東大大大大寺寺寺寺、、、、春春春春日大日大日大日大社社社社、平、平、平、平城宮跡城宮跡城宮跡城宮跡、いろいろあります。これら、いろいろあります。これら、いろいろあります。これら、いろいろあります。これらををををゆゆゆゆっくりと見て回るだっくりと見て回るだっくりと見て回るだっくりと見て回るだけけけけでも、でも、でも、でも、半半半半日、１日はかかると思います。そういう日、１日はかかると思います。そういう日、１日はかかると思います。そういう日、１日はかかると思います。そういう仕掛仕掛仕掛仕掛けけけけをしよをしよをしよをしようとすれば、しっかりとうとすれば、しっかりとうとすれば、しっかりとうとすれば、しっかりとガガガガイイイイドドドドが必要ではないか。例えばが必要ではないか。例えばが必要ではないか。例えばが必要ではないか。例えば東東東東大大大大寺寺寺寺でででで約約約約１１１１時時時時間間間間ガガガガイイイイドドドドで説明で説明で説明で説明をし、そのをし、そのをし、そのをし、その辺辺辺辺のののの楽楽楽楽しいところを見せる。しいところを見せる。しいところを見せる。しいところを見せる。春春春春日大日大日大日大社社社社には、３には、３には、３には、３カ所カ所カ所カ所ほど、ほど、ほど、ほど、我我我我 々々々々ではではではでは気気気気がつかながつかながつかながつかないいいい謎謎謎謎めいたところのめいたところのめいたところのめいたところの何何何何かがあるという話です。それをかがあるという話です。それをかがあるという話です。それをかがあるという話です。それを皆皆皆皆さんにさんにさんにさんに紹介紹介紹介紹介をするなど、をするなど、をするなど、をするなど、仕掛仕掛仕掛仕掛けけけけととととしていろいろあると思いますが、そのようなことも含めて、していろいろあると思いますが、そのようなことも含めて、していろいろあると思いますが、そのようなことも含めて、していろいろあると思いますが、そのようなことも含めて、ガガガガイイイイドドドドをををを充充充充実実実実してしてしてして力力力力をををを入入入入れなれなれなれなけけけければいればいればいればいけけけけないのではないか。ないのではないか。ないのではないか。ないのではないか。ガガガガイイイイドドドドがががが充充充充実実実実したものになっているのかどうか。インしたものになっているのかどうか。インしたものになっているのかどうか。インしたものになっているのかどうか。インバウバウバウバウンンンンドドドド対策で対策で対策で対策で滞在滞在滞在滞在時時時時間をとっていただく、場間をとっていただく、場間をとっていただく、場間をとっていただく、場合合合合によっては宿泊をしていただくためにも、によっては宿泊をしていただくためにも、によっては宿泊をしていただくためにも、によっては宿泊をしていただくためにも、魅魅魅魅力力力力のある奈のある奈のある奈のある奈良良良良県を県を県を県を引引引引き出すき出すき出すき出すガガガガイイイイドドドドが大が大が大が大変変変変重要だと思うので、重要だと思うので、重要だと思うので、重要だと思うので、ガガガガイイイイドドドドの人数がの人数がの人数がの人数が足足足足りているのりているのりているのりているのかかかか状況状況状況状況をおをおをおをお教教教教え願いたい。え願いたい。え願いたい。え願いたい。それからそれからそれからそれから、、、、「「「「平成２８年度一平成２８年度一平成２８年度一平成２８年度一般般般般会計会計会計会計特別特別特別特別会計予算案の会計予算案の会計予算案の会計予算案の概概概概要要要要」」」」、、、、４４４４１１１１ペペペペーーーージジジジににににウウウウォォォォークークークークルルルルーーーートがありました。これはこれでおもしろいトがありました。これはこれでおもしろいトがありました。これはこれでおもしろいトがありました。これはこれでおもしろい試み試み試み試みだと思いますが、だと思いますが、だと思いますが、だと思いますが、ウウウウォォォォークークークークルルルルートのートのートのートの設設設設定で、定で、定で、定で、便所や食便所や食便所や食便所や食事場事場事場事場所所所所がきちんとがきちんとがきちんとがきちんと丁寧丁寧丁寧丁寧ににににママママップでもつくってップでもつくってップでもつくってップでもつくって表示表示表示表示をされることがあるのか。また、をされることがあるのか。また、をされることがあるのか。また、をされることがあるのか。また、利用する利用する利用する利用する便所便所便所便所などのなどのなどのなどの設設設設備備備備のののの整備整備整備整備がされているのかが大がされているのかが大がされているのかが大がされているのかが大変気変気変気変気にかかります。にかかります。にかかります。にかかります。現状現状現状現状、どうお、どうお、どうお、どうお考考考考えなのかえなのかえなのかえなのか教教教教えていただきたい。えていただきたい。えていただきたい。えていただきたい。それからそれからそれからそれから、、、、「「「「平成２８年度一平成２８年度一平成２８年度一平成２８年度一般般般般会計会計会計会計特別特別特別特別会計予算案の会計予算案の会計予算案の会計予算案の概概概概要要要要」」」」、１１、１１、１１、１１９ペ９ペ９ペ９ペーーーージジジジのののの総合総合総合総合的的的的文文文文化化化化施設施設施設施設検討事検討事検討事検討事業業業業はははは非常非常非常非常にいいと思います。にいいと思います。にいいと思います。にいいと思います。頑張頑張頑張頑張ってください。ってください。ってください。ってください。文文文文化化化化財財財財をををを活活活活用し用し用し用し切切切切らないと、らないと、らないと、らないと、奈奈奈奈良良良良県の観光立県はあり県の観光立県はあり県の観光立県はあり県の観光立県はあり得得得得ないと思います。今までのないと思います。今までのないと思います。今までのないと思います。今までの展開展開展開展開は、は、は、は、文文文文化化化化財財財財をををを十十十十分に分に分に分に活活活活用してい用してい用してい用していなかった。ですから、ここでなかった。ですから、ここでなかった。ですから、ここでなかった。ですから、ここで頑張頑張頑張頑張っていただきたい。っていただきたい。っていただきたい。っていただきたい。特特特特にににに施設施設施設施設整備整備整備整備は、これからどんどんは、これからどんどんは、これからどんどんは、これからどんどんややややらならならならなけけけければいればいればいればいけけけけないと思います。ないと思います。ないと思います。ないと思います。文文文文化化化化財財財財の予算はわずかで、の予算はわずかで、の予算はわずかで、の予算はわずかで、文文文文化化化化財財財財がががが傷傷傷傷ついたらついたらついたらついたら直直直直しましましましまししししょょょょうという程度のものです。しかし、うという程度のものです。しかし、うという程度のものです。しかし、うという程度のものです。しかし、文文文文化化化化財財財財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立てるためには、き立てるためには、き立てるためには、き立てるためには、文文文文化化化化財財財財をををを置置置置いているいているいているいている施設や施設や施設や施設や景景景景観が大観が大観が大観が大切切切切です。そういうです。そういうです。そういうです。そういう意味意味意味意味で、この検討事で、この検討事で、この検討事で、この検討事業業業業をををを非常非常非常非常にににに注注注注目目目目していましていましていましていますので、どうかすので、どうかすので、どうかすので、どうか頑張頑張頑張頑張ってください。ってください。ってください。ってください。「「「「平成２８年度一平成２８年度一平成２８年度一平成２８年度一般般般般会計会計会計会計特別特別特別特別会計予算案の会計予算案の会計予算案の会計予算案の概概概概要要要要」」」」、１２３、１２３、１２３、１２３ペペペペーーーージジジジの全国の全国の全国の全国障害障害障害障害者者者者芸術・文芸術・文芸術・文芸術・文
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化化化化祭開催準祭開催準祭開催準祭開催準備備備備事事事事業業業業です。これについてはです。これについてはです。これについてはです。これについては非常非常非常非常ににににユニユニユニユニークで、これまでの国ークで、これまでの国ークで、これまでの国ークで、これまでの国民文民文民文民文化化化化祭祭祭祭でもなでもなでもなでもなかったことをプレでかったことをプレでかったことをプレでかったことをプレでややややる、そして、本る、そして、本る、そして、本る、そして、本番番番番の国の国の国の国民文民文民文民文化化化化祭祭祭祭でもでもでもでもややややるというるというるというるという取取取取りりりり組み組み組み組みだと認だと認だと認だと認識識識識ししししています。これはています。これはています。これはています。これはぜひぜひぜひぜひとも成功させたいところですとも成功させたいところですとも成功させたいところですとも成功させたいところですけけけけれども、とりわれども、とりわれども、とりわれども、とりわけけけけ、、、、障害障害障害障害者の方のす者の方のす者の方のす者の方のすばらしいばらしいばらしいばらしい才才才才能能能能を出すというを出すというを出すというを出すという意味意味意味意味で、で、で、で、文文文文化化化化活活活活動動動動の全の全の全の全領領領領域域域域にわたって、にわたって、にわたって、にわたって、特特特特にににに個個個個別別別別では、わたでは、わたでは、わたでは、わたぼぼぼぼうしうしうしうし音音音音楽祭楽祭楽祭楽祭をしており、をしており、をしており、をしており、東南東南東南東南アアアアジジジジアでアでアでアでややややるものをここでもるものをここでもるものをここでもるものをここでもややややってもらえることってもらえることってもらえることってもらえることやややや、あるい、あるい、あるい、あるいは、は、は、は、身身身身体的に体的に体的に体的に障害障害障害障害をお持ちの方をお持ちの方をお持ちの方をお持ちの方 々々々々はははは驚驚驚驚くほどのくほどのくほどのくほどの音音音音楽楽楽楽、演、演、演、演奏奏奏奏活活活活動動動動、すばらしい、すばらしい、すばらしい、すばらしい芸術芸術芸術芸術活活活活動動動動をををを生生生生みみみみ出しています。これらを出しています。これらを出しています。これらを出しています。これらを最最最最大ここ大ここ大ここ大ここへ盛へ盛へ盛へ盛りりりり込込込込んでいんでいんでいんでいけけけけるるるる祭祭祭祭りをりをりをりを催催催催してもらいたい。いろいしてもらいたい。いろいしてもらいたい。いろいしてもらいたい。いろいろな方ろな方ろな方ろな方面面面面のののの障害障害障害障害者の代者の代者の代者の代表表表表者に者に者に者に参参参参加していただいて加していただいて加していただいて加していただいて実実実実行委員会をつくるのかをお聞きします。行委員会をつくるのかをお聞きします。行委員会をつくるのかをお聞きします。行委員会をつくるのかをお聞きします。以以以以上です。上です。上です。上です。○中西ならの魅力創造課長○中西ならの魅力創造課長○中西ならの魅力創造課長○中西ならの魅力創造課長 １つ１つ１つ１つ目目目目の記の記の記の記紀・紀・紀・紀・万万万万葉葉葉葉についてと、についてと、についてと、についてと、４４４４番番番番目目目目ののののウウウウォォォォークークークークルルルルートにートにートにートについてのご質問についておついてのご質問についておついてのご質問についておついてのご質問についてお答答答答えします。えします。えします。えします。記記記記紀・紀・紀・紀・万万万万葉葉葉葉ププププロロロロジェジェジェジェクトについては、かねてより進めていますが、いわクトについては、かねてより進めていますが、いわクトについては、かねてより進めていますが、いわクトについては、かねてより進めていますが、いわゆゆゆゆるお金をるお金をるお金をるお金を落落落落ととととすすすす仕組み仕組み仕組み仕組みになっていないのではないかと。委員がおっしゃるとおり、今はどちらかというになっていないのではないかと。委員がおっしゃるとおり、今はどちらかというになっていないのではないかと。委員がおっしゃるとおり、今はどちらかというになっていないのではないかと。委員がおっしゃるとおり、今はどちらかというととととソソソソフト事フト事フト事フト事業業業業を中を中を中を中心心心心に進めてきたことは、そのとおりです。に進めてきたことは、そのとおりです。に進めてきたことは、そのとおりです。に進めてきたことは、そのとおりです。実際実際実際実際、お金を、お金を、お金を、お金を落落落落とすとすとすとす仕組み仕組み仕組み仕組みかかかからしますと、記らしますと、記らしますと、記らしますと、記紀・紀・紀・紀・万万万万葉葉葉葉については、観光局だについては、観光局だについては、観光局だについては、観光局だけけけけではなくて、ではなくて、ではなくて、ではなくて、地域地域地域地域振興振興振興振興部部部部、、、、土産物土産物土産物土産物の関係の関係の関係の関係でででで産産産産業業業業・雇・雇・雇・雇用用用用振興振興振興振興部部部部、、、、食食食食の関係での関係での関係での関係でママママーーーーケケケケテテテティィィィンンンンググググ課課課課、まちづくり推進局、県、まちづくり推進局、県、まちづくり推進局、県、まちづくり推進局、県土マ土マ土マ土マネネネネジメジメジメジメンンンントトトト部部部部もももも入入入入っていただきながら、庁内に検討委員会をっていただきながら、庁内に検討委員会をっていただきながら、庁内に検討委員会をっていただきながら、庁内に検討委員会を設け設け設け設けており、ており、ており、ており、横横横横断断断断的に的に的に的にややややっていまして、っていまして、っていまして、っていまして、記記記記紀・紀・紀・紀・万万万万葉葉葉葉について、それについて、それについて、それについて、それぞぞぞぞれの分れの分れの分れの分野野野野をををを生生生生かしていただくかしていただくかしていただくかしていただく形形形形で、お願いをしているところで、お願いをしているところで、お願いをしているところで、お願いをしているところです。です。です。です。また、また、また、また、特特特特に宿泊につなに宿泊につなに宿泊につなに宿泊につなげげげげたいという思いが、たいという思いが、たいという思いが、たいという思いが、強強強強くありますので、記くありますので、記くありますので、記くありますので、記紀・紀・紀・紀・万万万万葉ゆ葉ゆ葉ゆ葉ゆかりの、かりの、かりの、かりの、１泊、２泊していただく１泊、２泊していただく１泊、２泊していただく１泊、２泊していただくルルルルートをつくり、ートをつくり、ートをつくり、ートをつくり、実際実際実際実際にににに旅旅旅旅行会行会行会行会社社社社にプにプにプにプラララランを持ちンを持ちンを持ちンを持ち込込込込んで商品化をんで商品化をんで商品化をんで商品化を持ちか持ちか持ちか持ちかけけけけており、ており、ており、ており、旅旅旅旅行商品になるという行商品になるという行商品になるという行商品になるという形形形形でのでのでのでの働働働働きかきかきかきかけけけけもしています。記もしています。記もしています。記もしています。記紀・紀・紀・紀・万万万万葉葉葉葉は、今は、今は、今は、今まで、まで、まで、まで、講講講講演会演会演会演会やややや冊冊冊冊子子子子をつくるなど、いろいろそういうことをして、記をつくるなど、いろいろそういうことをして、記をつくるなど、いろいろそういうことをして、記をつくるなど、いろいろそういうことをして、記紀・紀・紀・紀・万万万万葉葉葉葉ののののゆゆゆゆかりのかりのかりのかりの地地地地にににに興興興興味味味味を持ってもらい来ていただくことを中を持ってもらい来ていただくことを中を持ってもらい来ていただくことを中を持ってもらい来ていただくことを中心心心心に進めていましたが、に進めていましたが、に進めていましたが、に進めていましたが、具具具具体的な宿泊につ体的な宿泊につ体的な宿泊につ体的な宿泊につながることも、今後、ながることも、今後、ながることも、今後、ながることも、今後、強強強強力力力力に進めていきたいとに進めていきたいとに進めていきたいとに進めていきたいと考考考考えています。えています。えています。えています。続きまして、奈続きまして、奈続きまして、奈続きまして、奈良良良良盆盆盆盆地周地周地周地周遊型遊型遊型遊型ウウウウォォォォークークークークルルルルートについてのご質問です。トイレートについてのご質問です。トイレートについてのご質問です。トイレートについてのご質問です。トイレや食や食や食や食事場事場事場事場所所所所のお話でした。のお話でした。のお話でした。のお話でした。ウウウウォォォォークークークークルルルルートートートート設設設設定に定に定に定に当当当当たっては、たっては、たっては、たっては、安心安心安心安心、、、、安安安安全に全に全に全に歩歩歩歩いていただいていただいていただいていただけけけけるというるというるというるということをまずことをまずことをまずことをまず最最最最優優優優先に、先に、先に、先に、ウウウウォォォォークークークークルルルルートのートのートのートの設設設設定を進めています。その中で、確かにトイレが定を進めています。その中で、確かにトイレが定を進めています。その中で、確かにトイレが定を進めています。その中で、確かにトイレがありますので、ありますので、ありますので、ありますので、ママママップなどをつくるップなどをつくるップなどをつくるップなどをつくる際際際際には、トイレもしっかりには、トイレもしっかりには、トイレもしっかりには、トイレもしっかり協協協協議をしながら、場議をしながら、場議をしながら、場議をしながら、場所所所所によによによによってはってはってはっては少少少少ないところもありますので、そういうところは、ないところもありますので、そういうところは、ないところもありますので、そういうところは、ないところもありますので、そういうところは、地域地域地域地域の市町村ともの市町村ともの市町村ともの市町村とも連携連携連携連携し、どうし、どうし、どうし、どう
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いうところにいうところにいうところにいうところに誘誘誘誘導導導導できるかも検討しながら進めていきたいとできるかも検討しながら進めていきたいとできるかも検討しながら進めていきたいとできるかも検討しながら進めていきたいと考考考考えています。えています。えています。えています。次に、次に、次に、次に、食食食食事場事場事場事場所所所所です。です。です。です。ウウウウオオオオークークークークルルルルートにートにートにートに食食食食事場事場事場事場所所所所がががが余余余余りなく、先ほどのお金をりなく、先ほどのお金をりなく、先ほどのお金をりなく、先ほどのお金を落落落落としてとしてとしてとしてもらうことからすると、もらうことからすると、もらうことからすると、もらうことからすると、弁弁弁弁当当当当持持持持参参参参で来られるよりは、で来られるよりは、で来られるよりは、で来られるよりは、落落落落としてもらえるところがあったほとしてもらえるところがあったほとしてもらえるところがあったほとしてもらえるところがあったほうがいいというところです。うがいいというところです。うがいいというところです。うがいいというところです。実実実実は、は、は、は、去去去去年、年、年、年、交交交交通通通通事事事事業業業業者者者者連携連携連携連携事事事事業業業業の中で、山のの中で、山のの中で、山のの中で、山の辺辺辺辺のののの道道道道にスポにスポにスポにスポットをットをットをットを当当当当てててててててて展開展開展開展開したのですが、そのときに、したのですが、そのときに、したのですが、そのときに、したのですが、そのときに、旅旅旅旅行会行会行会行会社社社社のののの旅旅旅旅行商品を行商品を行商品を行商品を買買買買っていただいた方っていただいた方っていただいた方っていただいた方には、には、には、には、現地現地現地現地に来てに来てに来てに来てグルメグルメグルメグルメママママップをおップをおップをおップをお渡渡渡渡しするというのを山のしするというのを山のしするというのを山のしするというのを山の辺辺辺辺のののの道道道道ででででややややりました。山のりました。山のりました。山のりました。山の辺辺辺辺のののの道道道道沿沿沿沿いにはいにはいにはいには食食食食事場事場事場事場所所所所はないのですが、はないのですが、はないのですが、はないのですが、少少少少しししし離離離離れたら、おしゃれなれたら、おしゃれなれたら、おしゃれなれたら、おしゃれなカカカカフフフフェやェやェやェや雑貨屋雑貨屋雑貨屋雑貨屋など、など、など、など、このこのこのこの前前前前若若若若い人にい人にい人にい人に紹介紹介紹介紹介すると、たくさん行っていただいて好評だったと聞いています。そうすると、たくさん行っていただいて好評だったと聞いています。そうすると、たくさん行っていただいて好評だったと聞いています。そうすると、たくさん行っていただいて好評だったと聞いています。そういうところのいうところのいうところのいうところの紹介紹介紹介紹介がうまくできないかと。行がうまくできないかと。行がうまくできないかと。行がうまくできないかと。行政政政政ですので、ですので、ですので、ですので、個々個々個々個々のおのおのおのお店店店店をををを紹介紹介紹介紹介するのはなかするのはなかするのはなかするのはなかなかなかなかなか難難難難しいのですが、しいのですが、しいのですが、しいのですが、ウウウウオオオオークークークークルルルルートの中で、うまくそういうところにートの中で、うまくそういうところにートの中で、うまくそういうところにートの中で、うまくそういうところに誘誘誘誘導導導導するするするする仕掛仕掛仕掛仕掛けけけけはははは考考考考えられないかとえられないかとえられないかとえられないかと考考考考えています。そういう観点で、奈えています。そういう観点で、奈えています。そういう観点で、奈えています。そういう観点で、奈良良良良盆盆盆盆地周地周地周地周遊型遊型遊型遊型ウウウウオオオオークークークークルルルルートについートについートについートについても、ても、ても、ても、紹介紹介紹介紹介の方法を、今後検討していきたいとの方法を、今後検討していきたいとの方法を、今後検討していきたいとの方法を、今後検討していきたいと考考考考えています。えています。えています。えています。以以以以上です。上です。上です。上です。○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 大和しか大和しか大和しか大和しかババババスについておスについておスについておスについてお答答答答えします。大和しかえします。大和しかえします。大和しかえします。大和しかババババスは奈スは奈スは奈スは奈良良良良県県県県ビジビジビジビジタタタターーーーズズズズビュビュビュビューーーーロロロローがーがーがーが主主主主催催催催するするするする着着着着地地地地型旅型旅型旅型旅行商品の行商品の行商品の行商品のブブブブラララランンンンドドドド名です。奈名です。奈名です。奈名です。奈良良良良県県県県ビジビジビジビジターターターターズズズズビュビュビュビューーーーロロロローは平成２５年度に第２ーは平成２５年度に第２ーは平成２５年度に第２ーは平成２５年度に第２種種種種旅旅旅旅行行行行業業業業者の者の者の者の登録登録登録登録をしました。今まで県とをしました。今まで県とをしました。今まで県とをしました。今まで県と連携連携連携連携しまして、うまししまして、うまししまして、うまししまして、うまし奈奈奈奈良良良良めめめめぐぐぐぐりのりのりのりの企企企企画画画画、、、、ふふふふだん見ることができないだん見ることができないだん見ることができないだん見ることができない社社社社寺寺寺寺のののの秘宝秘宝秘宝秘宝、、、、秘仏秘仏秘仏秘仏のののの特別特別特別特別公開公開公開公開、、、、僧侶僧侶僧侶僧侶やややや神神神神職職職職による案内つきのによる案内つきのによる案内つきのによる案内つきの特別特別特別特別企企企企画画画画など、本県の持つなど、本県の持つなど、本県の持つなど、本県の持つ豊豊豊豊富富富富な観光な観光な観光な観光素素素素材材材材をををを最最最最大大大大限限限限活活活活用して、中和、用して、中和、用して、中和、用して、中和、南南南南和にもかなりの和にもかなりの和にもかなりの和にもかなりの誘客誘客誘客誘客をををを図図図図ってきました。これまでそのようなってきました。これまでそのようなってきました。これまでそのようなってきました。これまでそのような協力協力協力協力関係にあって、大関係にあって、大関係にあって、大関係にあって、大手旅手旅手旅手旅行行行行会会会会社社社社をををを通通通通してしてしてして消消消消費者に費者に費者に費者に販売販売販売販売をしてきましたが、平成２８年度からは、新たに奈をしてきましたが、平成２８年度からは、新たに奈をしてきましたが、平成２８年度からは、新たに奈をしてきましたが、平成２８年度からは、新たに奈良良良良県県県県ビジビジビジビジタタタターーーーズズズズビュビュビュビューーーーロロロローがーがーがーが直接消直接消直接消直接消費者に対し、奈費者に対し、奈費者に対し、奈費者に対し、奈良良良良県の県の県の県の魅魅魅魅力力力力がががが詰詰詰詰まったまったまったまったビュビュビュビューーーーロロロローだからこそーだからこそーだからこそーだからこそ企企企企画画画画できるといったできるといったできるといったできるといった旅旅旅旅行商品である大和しか行商品である大和しか行商品である大和しか行商品である大和しかババババスをスをスをスを旅旅旅旅行商品として行商品として行商品として行商品として造造造造成し、成し、成し、成し、積積積積極極極極的な的な的な的な販売販売販売販売にににに取取取取りりりり組組組組んでいこうとしています。んでいこうとしています。んでいこうとしています。んでいこうとしています。具具具具体的には、宿泊体的には、宿泊体的には、宿泊体的には、宿泊組み組み組み組み込込込込み型み型み型み型と、日と、日と、日と、日帰帰帰帰りりりりツツツツアーアーアーアーババババスで、宿泊はスで、宿泊はスで、宿泊はスで、宿泊はオオオオププププシシシショョョョンとなる２ンとなる２ンとなる２ンとなる２種種種種類類類類がありますが、今、がありますが、今、がありますが、今、がありますが、今、企企企企画画画画のののの段段段段階で階で階で階で考考考考えていますのは、えていますのは、えていますのは、えていますのは、花花花花の名の名の名の名所や所や所や所や絶景絶景絶景絶景など、季など、季など、季など、季節節節節ならではならではならではならではの観光スポットをの観光スポットをの観光スポットをの観光スポットを組み組み組み組み入入入入れて、れて、れて、れて、特特特特に委員がおに委員がおに委員がおに委員がお述べ述べ述べ述べのののの北北北北和だ和だ和だ和だけけけけではなく、ではなく、ではなく、ではなく、路線路線路線路線ババババスのスのスのスの少少少少ないないないない中和、中和、中和、中和、南南南南和にも行っていただ和にも行っていただ和にも行っていただ和にも行っていただけけけけて、また、て、また、て、また、て、また、帰帰帰帰りはりはりはりは北部北部北部北部にもお立ちにもお立ちにもお立ちにもお立ち寄寄寄寄りいただりいただりいただりいただけけけけるような中るような中るような中るような中南南南南和を和を和を和を広広広広くくくく網羅網羅網羅網羅するするするする企企企企画画画画をををを盛盛盛盛りりりり込込込込んでいきたいとんでいきたいとんでいきたいとんでいきたいと考考考考えています。県としては、えています。県としては、えています。県としては、えています。県としては、効果効果効果効果的な的な的な的な情情情情報発報発報発報発信信信信などについて、奈などについて、奈などについて、奈などについて、奈良良良良県県県県ビジビジビジビジターターターターズズズズビュビュビュビューーーーロロロローとーとーとーと連携連携連携連携しながらしながらしながらしながら側側側側面支援面支援面支援面支援を行う予定でを行う予定でを行う予定でを行う予定です。す。す。す。以以以以上です。上です。上です。上です。○林観光プロモーション課長○林観光プロモーション課長○林観光プロモーション課長○林観光プロモーション課長 インインインインバウバウバウバウンンンンドドドドのののの取取取取りりりり組み組み組み組みの中で、の中で、の中で、の中で、特特特特ににににガガガガイイイイドドドドのののの充充充充実実実実についについについについ
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てのご質問です。てのご質問です。てのご質問です。てのご質問です。資資資資格格格格を持ったを持ったを持ったを持ったガガガガイイイイドドドドということで、ということで、ということで、ということで、通訳通訳通訳通訳案内案内案内案内士士士士がおられます。本県の場がおられます。本県の場がおられます。本県の場がおられます。本県の場合合合合、、、、英語英語英語英語が３００人が３００人が３００人が３００人弱弱弱弱、中国、中国、中国、中国語語語語がががが約約約約３０人、３０人、３０人、３０人、韓韓韓韓国国国国語語語語がががが約約約約１０人で、１０人で、１０人で、１０人で、英語英語英語英語はそこそこの数がはそこそこの数がはそこそこの数がはそこそこの数がおられますが、中国おられますが、中国おられますが、中国おられますが、中国語韓語韓語韓語韓国国国国語語語語がががが少少少少しししし手薄手薄手薄手薄だったというところで、だったというところで、だったというところで、だったというところで、去去去去年とことしで奈年とことしで奈年とことしで奈年とことしで奈良公園良公園良公園良公園特区特区特区特区をををを活活活活用して、中国用して、中国用して、中国用して、中国語韓語韓語韓語韓国国国国語語語語のののの通訳通訳通訳通訳案内案内案内案内士士士士を増を増を増を増強強強強しているところです。それプしているところです。それプしているところです。それプしているところです。それプララララス、ス、ス、ス、民民民民間というか間というか間というか間というかボボボボラララランンンンテテテティィィィア的に奈ア的に奈ア的に奈ア的に奈良良良良ＳＧＧＳＧＧＳＧＧＳＧＧククククララララブブブブやややや、奈、奈、奈、奈良良良良ＹＭＣＡＹＭＣＡＹＭＣＡＹＭＣＡ善意通訳善意通訳善意通訳善意通訳ガガガガイイイイドドドド（（（（ＥＧＥＧＥＧＥＧＧＧＧＧ）の方がいろいろ）の方がいろいろ）の方がいろいろ）の方がいろいろ活活活活躍躍躍躍いただいているところですいただいているところですいただいているところですいただいているところですけけけけれども、れども、れども、れども、通訳通訳通訳通訳ガガガガイイイイドドドドとしてとしてとしてとして活活活活躍躍躍躍されされされされている方のスている方のスている方のスている方のスキルキルキルキルアップというか、奈アップというか、奈アップというか、奈アップというか、奈良良良良の奥の奥の奥の奥深深深深いいいい魅魅魅魅力力力力をいかにをいかにをいかにをいかに伝伝伝伝えるかと、外国人の方のえるかと、外国人の方のえるかと、外国人の方のえるかと、外国人の方の目目目目線線線線で説明をしていくことが必要だというで説明をしていくことが必要だというで説明をしていくことが必要だというで説明をしていくことが必要だという考考考考えにのっとり、２０２０年のえにのっとり、２０２０年のえにのっとり、２０２０年のえにのっとり、２０２０年の東東東東京オ京オ京オ京オリリリリンンンンピピピピッッッックをクをクをクを目目目目標標標標として、外国人おもてなしプとして、外国人おもてなしプとして、外国人おもてなしプとして、外国人おもてなしプロロロロジェジェジェジェクトということで、クトということで、クトということで、クトということで、ガガガガイイイイドドドドのスのスのスのスキルキルキルキルアップアップアップアップ研研研研修修修修を今年度からを今年度からを今年度からを今年度から始始始始めたところです。めたところです。めたところです。めたところです。奈奈奈奈良良良良商商商商工工工工会議会議会議会議所所所所でもでもでもでも通訳通訳通訳通訳ガガガガイイイイドドドドに関してに関してに関してに関してガガガガイイイイドドドドの認定のようなの認定のようなの認定のようなの認定のようなガガガガイイイイドドドドのアのアのアのアワワワワーーーードドドドというというというという頂頂頂頂点を見きわめるというイベント的なことを点を見きわめるというイベント的なことを点を見きわめるというイベント的なことを点を見きわめるというイベント的なことをややややっておられたので、そことっておられたので、そことっておられたので、そことっておられたので、そこと連携連携連携連携して、して、して、して、ココココンンンンシェルジュシェルジュシェルジュシェルジュガガガガイイイイドドドドアアアアワワワワーーーードドドドということで、ことしのということで、ことしのということで、ことしのということで、ことしの初初初初めにめにめにめに通訳通訳通訳通訳ガガガガイイイイド研修ド研修ド研修ド研修の中での中での中での中で優秀優秀優秀優秀な成な成な成な成績績績績をおさめられた方に出ていただいて、をおさめられた方に出ていただいて、をおさめられた方に出ていただいて、をおさめられた方に出ていただいて、特特特特にスにスにスにスキルキルキルキルのののの高高高高い方を検い方を検い方を検い方を検証証証証するということもするということもするということもするということも始始始始めめめめたわたわたわたわけけけけです。そういったです。そういったです。そういったです。そういった取取取取りりりり組み組み組み組みを２０２０年のを２０２０年のを２０２０年のを２０２０年の東東東東京オ京オ京オ京オリリリリンンンンピピピピックにックにックにックに向け向け向け向けて今後も継続をて今後も継続をて今後も継続をて今後も継続をしていき、していき、していき、していき、特特特特ににににガガガガイイイイド面ド面ド面ド面での、人での、人での、人での、人材材材材育育育育成を成を成を成を手厚手厚手厚手厚くし、おもてなしをくし、おもてなしをくし、おもてなしをくし、おもてなしを十十十十分して、分して、分して、分して、何何何何度も来て度も来て度も来て度も来てみみみみたいと、なおかつ、奈たいと、なおかつ、奈たいと、なおかつ、奈たいと、なおかつ、奈良良良良県の奥県の奥県の奥県の奥深深深深いいいい魅魅魅魅力力力力というのをおというのをおというのをおというのをお伝伝伝伝えして、奈えして、奈えして、奈えして、奈良公園良公園良公園良公園だだだだけけけけでででで終終終終わらわらわらわらずに、ずに、ずに、ずに、滞在滞在滞在滞在時時時時間を間を間を間を延延延延ばして県内のあちこちばして県内のあちこちばして県内のあちこちばして県内のあちこちへへへへ行っていただくという行っていただくという行っていただくという行っていただくという取取取取りりりり組み組み組み組みを進めていきを進めていきを進めていきを進めていきたいとたいとたいとたいと考考考考えています。えています。えています。えています。以以以以上です。上です。上です。上です。○竹田文化資源活用課長○竹田文化資源活用課長○竹田文化資源活用課長○竹田文化資源活用課長 文文文文化化化化施施施施策、策、策、策、文文文文化化化化資資資資源源源源のののの活活活活用用用用等々等々等々等々について、について、について、について、応援応援応援応援の言の言の言の言葉葉葉葉をいただをいただをいただをいただき、ありがとうごき、ありがとうごき、ありがとうごき、ありがとうござざざざいます。います。います。います。ごごごご承承承承知のとおり、奈知のとおり、奈知のとおり、奈知のとおり、奈良良良良県の県の県の県の文文文文化化化化財財財財は本は本は本は本当当当当にたくさんありますにたくさんありますにたくさんありますにたくさんありますけけけけれども、れども、れども、れども、文文文文化化化化資資資資源源源源というというというという観点からは、観点からは、観点からは、観点からは、文文文文化化化化財財財財だだだだけけけけではなくて、今、出ています記ではなくて、今、出ています記ではなくて、今、出ています記ではなくて、今、出ています記紀・紀・紀・紀・万万万万葉葉葉葉をはじめとするをはじめとするをはじめとするをはじめとする文献文献文献文献資資資資料料料料、、、、歴史歴史歴史歴史上の人上の人上の人上の人物物物物など、など、など、など、幅幅幅幅広広広広くくくく捉捉捉捉えており、それらをよりえており、それらをよりえており、それらをよりえており、それらをより多多多多角角角角的な観点から的な観点から的な観点から的な観点から総合総合総合総合的に的に的に的に施施施施策を策を策を策を展展展展開開開開したいとしたいとしたいとしたいと考考考考えている中で、えている中で、えている中で、えている中で、地域地域地域地域のののの活性活性活性活性化化化化や地域や地域や地域や地域のののの誇誇誇誇りのりのりのりの醸醸醸醸成成成成へへへへとつなとつなとつなとつなげげげげていきたいとていきたいとていきたいとていきたいと考考考考えています。えています。えています。えています。「「「「平成２８年度一平成２８年度一平成２８年度一平成２８年度一般般般般会計会計会計会計特別特別特別特別会計予算案の会計予算案の会計予算案の会計予算案の概概概概要要要要」」」」、１２１、１２１、１２１、１２１ペペペペーーーージジジジにも記にも記にも記にも記載載載載のとおり、平のとおり、平のとおり、平のとおり、平成２８年度で、成２８年度で、成２８年度で、成２８年度で、文文文文化化化化振興振興振興振興大大大大綱綱綱綱の策定のの策定のの策定のの策定の準準準準備備備備をしており、その大をしており、その大をしており、その大をしており、その大綱綱綱綱の中では、の中では、の中では、の中では、文文文文化化化化資資資資源源源源のののの活活活活用を大きな用を大きな用を大きな用を大きな柱柱柱柱の一つにの一つにの一つにの一つに捉捉捉捉えたいとえたいとえたいとえたいと考考考考えています。これまではえています。これまではえています。これまではえています。これまでは文文文文化化化化財財財財のののの保存保存保存保存というところにというところにというところにというところに重点を重点を重点を重点を置置置置いていましたが、いていましたが、いていましたが、いていましたが、文文文文化化化化財財財財のののの保存保存保存保存、、、、特特特特性性性性にはにはにはには十十十十分分分分配配配配慮慮慮慮しながら、よりしながら、よりしながら、よりしながら、より活活活活用という観用という観用という観用という観
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点で事点で事点で事点で事業業業業を進めていきたいというところで、を進めていきたいというところで、を進めていきたいというところで、を進めていきたいというところで、引引引引き続き、委員のき続き、委員のき続き、委員のき続き、委員の応援応援応援応援をいただきたいと思いをいただきたいと思いをいただきたいと思いをいただきたいと思いますので、よろしくお願いします。ますので、よろしくお願いします。ますので、よろしくお願いします。ますので、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。○辻本文化振興課長○辻本文化振興課長○辻本文化振興課長○辻本文化振興課長 全国全国全国全国障害障害障害障害者者者者芸術文芸術文芸術文芸術文化化化化祭祭祭祭の関の関の関の関連連連連についておについておについておについてお答答答答えします。えします。えします。えします。全国全国全国全国障害障害障害障害者者者者芸術文芸術文芸術文芸術文化化化化祭祭祭祭については、については、については、については、障害障害障害障害者の者の者の者の芸術及芸術及芸術及芸術及びびびび文文文文化化化化活活活活動へ動へ動へ動へのののの参参参参加を加を加を加を通通通通じて、じて、じて、じて、障害障害障害障害者の者の者の者の生活生活生活生活をををを豊豊豊豊かにするとともに、国かにするとともに、国かにするとともに、国かにするとともに、国民民民民のののの障害へ障害へ障害へ障害へのののの理理理理解解解解と認と認と認と認識識識識をををを深深深深め、め、め、め、障害障害障害障害者の者の者の者の自自自自立と立と立と立と社社社社会会会会参参参参加の加の加の加の促促促促進に進に進に進に寄与寄与寄与寄与することをすることをすることをすることを目目目目的に行うもので、平成２的に行うもので、平成２的に行うもので、平成２的に行うもので、平成２９９９９年度に国年度に国年度に国年度に国民文民文民文民文化化化化祭祭祭祭を奈を奈を奈を奈良良良良県で県で県で県で開開開開催催催催することが内定しましたすることが内定しましたすることが内定しましたすることが内定しましたけけけけれども、れども、れども、れども、厚厚厚厚生生生生労働労働労働労働省省省省のののの開催開催開催開催要項において、全国要項において、全国要項において、全国要項において、全国障害障害障害障害者者者者芸術文芸術文芸術文芸術文化化化化祭祭祭祭についても、についても、についても、についても、原原原原則則則則として国として国として国として国民文民文民文民文化化化化祭開催都道祭開催都道祭開催都道祭開催都道府府府府県で行いなさいということになってお県で行いなさいということになってお県で行いなさいということになってお県で行いなさいということになっており、本県での同年度での全国り、本県での同年度での全国り、本県での同年度での全国り、本県での同年度での全国障害障害障害障害者者者者芸術文芸術文芸術文芸術文化化化化祭祭祭祭のののの開催開催開催開催がががが決決決決定したところです。定したところです。定したところです。定したところです。国においては、国国においては、国国においては、国国においては、国民文民文民文民文化化化化祭祭祭祭についてはについてはについてはについては文文文文化庁、全国化庁、全国化庁、全国化庁、全国障害障害障害障害者者者者芸術文芸術文芸術文芸術文化化化化祭祭祭祭についてはについてはについてはについては厚厚厚厚生生生生労労労労働働働働省省省省と、と、と、と、所所所所管管管管省省省省庁が庁が庁が庁が違違違違うわうわうわうわけけけけですですですですけけけけれども、奈れども、奈れども、奈れども、奈良良良良県においては県においては県においては県においては両両両両イベントを一体的にイベントを一体的にイベントを一体的にイベントを一体的に開催開催開催開催したいとしたいとしたいとしたいと考考考考えており、一体的なえており、一体的なえており、一体的なえており、一体的な開催開催開催開催で、で、で、で、障害障害障害障害のない人にはのない人にはのない人にはのない人には障害へ障害へ障害へ障害へのののの理理理理解解解解と認と認と認と認識識識識をををを深深深深め、め、め、め、障障障障害害害害のある人にはのある人にはのある人にはのある人には自自自自立と立と立と立と社社社社会会会会参参参参加を加を加を加を実実実実感できる感できる感できる感できる絶絶絶絶好の好の好の好の機機機機会になるものと会になるものと会になるものと会になるものと考考考考えています。えています。えています。えています。具具具具体的なイベントについては、まだこれから検討、体的なイベントについては、まだこれから検討、体的なイベントについては、まだこれから検討、体的なイベントについては、まだこれから検討、ママママッッッッチチチチンンンンググググをしていくことになるとをしていくことになるとをしていくことになるとをしていくことになると思われます。思われます。思われます。思われます。実実実実行委員会に行委員会に行委員会に行委員会に障害障害障害障害者の関係の方が者の関係の方が者の関係の方が者の関係の方が入入入入られているのかということですが、られているのかということですが、られているのかということですが、られているのかということですが、ママママススススココココミ関係、ミ関係、ミ関係、ミ関係、交交交交通通通通事事事事業業業業関係、関係、関係、関係、旅旅旅旅行事行事行事行事業業業業者に加えて、者に加えて、者に加えて、者に加えて、厚厚厚厚生生生生委員会の委員長、委員会の委員長、委員会の委員長、委員会の委員長、障害障害障害障害者の関係の方３名が者の関係の方３名が者の関係の方３名が者の関係の方３名が入入入入っっっっていただき、ていただき、ていただき、ていただき、実実実実行委員会を行委員会を行委員会を行委員会を構構構構成しています。成しています。成しています。成しています。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 詳しいことは詳しいことは詳しいことは詳しいことは時時時時間をとりますので、間をとりますので、間をとりますので、間をとりますので、ややややめておきますめておきますめておきますめておきますけけけけれども、れども、れども、れども、基基基基本的に、記本的に、記本的に、記本的に、記紀・紀・紀・紀・万万万万葉葉葉葉の事の事の事の事業業業業は、平は、平は、平は、平城城城城遷遷遷遷都都都都１３００年記１３００年記１３００年記１３００年記念念念念事事事事業業業業がががが終終終終わった後の奈わった後の奈わった後の奈わった後の奈良良良良県にお県にお県にお県におけけけける観光る観光る観光る観光振興振興振興振興をををを何何何何に持っていこうかということでに持っていこうかということでに持っていこうかということでに持っていこうかということで始始始始まったものだとまったものだとまったものだとまったものだと理理理理解解解解しています。記しています。記しています。記しています。記紀・紀・紀・紀・万万万万葉葉葉葉の事の事の事の事業業業業展開展開展開展開が、が、が、が、最最最最近は近は近は近は迫迫迫迫力力力力にににに欠欠欠欠けけけけている、ている、ている、ている、力力力力強強強強さを感じられません。観光さを感じられません。観光さを感じられません。観光さを感じられません。観光振興振興振興振興で、奈で、奈で、奈で、奈良良良良、奈、奈、奈、奈良良良良とととと言っている言っている言っている言っているけけけけれども、記れども、記れども、記れども、記紀・紀・紀・紀・万万万万葉葉葉葉の事の事の事の事業展開業展開業展開業展開がががが弱弱弱弱いということを、いということを、いということを、いということを、率直率直率直率直にににに申申申申し上し上し上し上げげげげます。ます。ます。ます。ぜひぜひぜひぜひとも、奈とも、奈とも、奈とも、奈良良良良県の観光県の観光県の観光県の観光振興振興振興振興のためには、１泊２日のためには、１泊２日のためには、１泊２日のためには、１泊２日型型型型をををを考考考考えるためには、奈えるためには、奈えるためには、奈えるためには、奈良良良良のすばらしのすばらしのすばらしのすばらしいこのいろいろないこのいろいろないこのいろいろないこのいろいろな文文文文化化化化財財財財、、、、景景景景観、こういったものはもちろん全国に発観、こういったものはもちろん全国に発観、こういったものはもちろん全国に発観、こういったものはもちろん全国に発信信信信してしてしてして魅魅魅魅力力力力を知ってを知ってを知ってを知ってもらう。そして、中もらう。そして、中もらう。そして、中もらう。そして、中南南南南和の観光和の観光和の観光和の観光振興振興振興振興をしっかりとをしっかりとをしっかりとをしっかりとややややることで、ることで、ることで、ることで、初初初初めて奈めて奈めて奈めて奈良良良良県で２日間の県で２日間の県で２日間の県で２日間の滞滞滞滞在型在型在型在型の観光の観光の観光の観光振興振興振興振興ができるのではないかと確ができるのではないかと確ができるのではないかと確ができるのではないかと確信信信信しています。しています。しています。しています。私私私私はははは桜桜桜桜井に井に井に井に住住住住んでいますんでいますんでいますんでいますけけけけれどれどれどれども、本も、本も、本も、本当当当当にににに寂寂寂寂しいしいしいしい限限限限りです。記りです。記りです。記りです。記紀・紀・紀・紀・万万万万葉葉葉葉ということを大ということを大ということを大ということを大切切切切にして、これからの観光にして、これからの観光にして、これからの観光にして、これからの観光振興振興振興振興をををを頑張頑張頑張頑張っていただきたいと思います。っていただきたいと思います。っていただきたいと思います。っていただきたいと思います。○岩田委員○岩田委員○岩田委員○岩田委員 大立山まつりの平成２８年度予算で、大立山まつりの平成２８年度予算で、大立山まつりの平成２８年度予算で、大立山まつりの平成２８年度予算で、９９９９，，，，６６６６００万００万００万００万円円円円あります。来年度も続あります。来年度も続あります。来年度も続あります。来年度も続
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けけけけていくのはいいことですが、ことしの１月３１日の日ていくのはいいことですが、ことしの１月３１日の日ていくのはいいことですが、ことしの１月３１日の日ていくのはいいことですが、ことしの１月３１日の日曜曜曜曜日に、あれを見て感じたことは、日に、あれを見て感じたことは、日に、あれを見て感じたことは、日に、あれを見て感じたことは、初初初初めてのまつりで、予定よりもめてのまつりで、予定よりもめてのまつりで、予定よりもめてのまつりで、予定よりも多多多多く５万１，０００人が来たという話はいいのですが、来く５万１，０００人が来たという話はいいのですが、来く５万１，０００人が来たという話はいいのですが、来く５万１，０００人が来たという話はいいのですが、来年度、年度、年度、年度、４４４４つの立山をあのまま、また同じようにつの立山をあのまま、また同じようにつの立山をあのまま、また同じようにつの立山をあのまま、また同じように使使使使ってってってって引引引引き回すのかということを、まず聞き回すのかということを、まず聞き回すのかということを、まず聞き回すのかということを、まず聞きたい。きたい。きたい。きたい。それから、それから、それから、それから、各各各各市町村のいろいろな市町村のいろいろな市町村のいろいろな市町村のいろいろな食べ食べ食べ食べ物物物物のののの露露露露店店店店がありました。がありました。がありました。がありました。孫孫孫孫をををを連連連連れていったのですれていったのですれていったのですれていったのですが、が、が、が、縁縁縁縁日ではない日ではない日ではない日ではないけけけけれども、小さいれども、小さいれども、小さいれども、小さい子子子子どもをどもをどもをどもを連連連連れていったときに、れていったときに、れていったときに、れていったときに、向向向向こうでこうでこうでこうで何何何何をしているをしているをしているをしているのかと行ってのかと行ってのかと行ってのかと行ってみみみみたら、たら、たら、たら、子子子子どものものがどものものがどものものがどものものが何何何何もないと。大人だもないと。大人だもないと。大人だもないと。大人だけけけけではなく、ではなく、ではなく、ではなく、家族家族家族家族で行くというで行くというで行くというで行くということもあるので、できれば出こともあるので、できれば出こともあるので、できれば出こともあるので、できれば出店店店店を来年はを来年はを来年はを来年は考考考考えていただきたい。同じ立山が３回、回ってきえていただきたい。同じ立山が３回、回ってきえていただきたい。同じ立山が３回、回ってきえていただきたい。同じ立山が３回、回ってきましたが、来年度もまた、そうして回るのか。同じであれば、ましたが、来年度もまた、そうして回るのか。同じであれば、ましたが、来年度もまた、そうして回るのか。同じであれば、ましたが、来年度もまた、そうして回るのか。同じであれば、私私私私ならはっきり言ってもうならはっきり言ってもうならはっきり言ってもうならはっきり言ってもう行かないです。来年も同じと聞いたら、行かないです。来年も同じと聞いたら、行かないです。来年も同じと聞いたら、行かないです。来年も同じと聞いたら、ややややめておこうとなります。同じめておこうとなります。同じめておこうとなります。同じめておこうとなります。同じややややるのであれば、るのであれば、るのであれば、るのであれば、予算を予算を予算を予算を使使使使ってもいいから、ってもいいから、ってもいいから、ってもいいから、違違違違うううう形形形形もとれないかと思いますが、まず、同じ立山を回すのかもとれないかと思いますが、まず、同じ立山を回すのかもとれないかと思いますが、まず、同じ立山を回すのかもとれないかと思いますが、まず、同じ立山を回すのかどうかどうかどうかどうか教教教教えてください。えてください。えてください。えてください。○林観光プロモーション課長○林観光プロモーション課長○林観光プロモーション課長○林観光プロモーション課長 今年度につくりましたのは大立山今年度につくりましたのは大立山今年度につくりましたのは大立山今年度につくりましたのは大立山４４４４体です体です体です体ですけけけけれども、れども、れども、れども、割割割割とととと強強強強いいいい素素素素材材材材であり、来年度もであり、来年度もであり、来年度もであり、来年度も引引引引き続いてき続いてき続いてき続いて使使使使っていくことはっていくことはっていくことはっていくことは考考考考えています。えています。えています。えています。ただ、ただ、ただ、ただ、祭祭祭祭りのりのりのりの仕仕仕仕立てというか、全体の立てというか、全体の立てというか、全体の立てというか、全体の構構構構成については、今年度のいろいろな成については、今年度のいろいろな成については、今年度のいろいろな成については、今年度のいろいろな反省反省反省反省点など点など点など点などをををを踏踏踏踏まえて、より一まえて、より一まえて、より一まえて、より一層層層層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企企企企画画画画をどんどんをどんどんをどんどんをどんどん盛盛盛盛りりりり込込込込んでいって、んでいって、んでいって、んでいって、地域地域地域地域の方たちのの方たちのの方たちのの方たちの参画参画参画参画など、など、など、など、工工工工夫はしていきたいと夫はしていきたいと夫はしていきたいと夫はしていきたいと考考考考えています。えています。えています。えています。退屈退屈退屈退屈させないようにしたいと思っていまさせないようにしたいと思っていまさせないようにしたいと思っていまさせないようにしたいと思っています。す。す。す。以以以以上です。上です。上です。上です。○岩田委員○岩田委員○岩田委員○岩田委員 今言われたように、立山はもとがかかっているから、なかなか今言われたように、立山はもとがかかっているから、なかなか今言われたように、立山はもとがかかっているから、なかなか今言われたように、立山はもとがかかっているから、なかなか強強強強いものだかいものだかいものだかいものだから、また来年度もら、また来年度もら、また来年度もら、また来年度も使使使使うということですが、そのうということですが、そのうということですが、そのうということですが、そのややややり方、り方、り方、り方、反省反省反省反省点などを点などを点などを点などを踏踏踏踏まえて、いろいろまえて、いろいろまえて、いろいろまえて、いろいろな新しいことというのはよくわかるのですな新しいことというのはよくわかるのですな新しいことというのはよくわかるのですな新しいことというのはよくわかるのですけけけけれども、れども、れども、れども、主主主主体が、あの体が、あの体が、あの体が、あの４４４４基基基基で、ことし行ってで、ことし行ってで、ことし行ってで、ことし行っていない人はまだいない人はまだいない人はまだいない人はまだ初初初初めてなので、大めてなので、大めてなので、大めてなので、大変変変変人人人人気気気気があったし、来年行こうかと思うが、同じものをがあったし、来年行こうかと思うが、同じものをがあったし、来年行こうかと思うが、同じものをがあったし、来年行こうかと思うが、同じものをややややっているというのでは、っているというのでは、っているというのでは、っているというのでは、正正正正直直直直言って、１回行言って、１回行言って、１回行言って、１回行けけけけばもう行くばもう行くばもう行くばもう行く気気気気にはならないと思っているにはならないと思っているにはならないと思っているにはならないと思っているのです。のです。のです。のです。ややややることに対してはることに対してはることに対してはることに対しては別別別別にいいのですにいいのですにいいのですにいいのですけけけけれども、そのれども、そのれども、そのれども、その辺辺辺辺をををを考考考考えていただきたいことえていただきたいことえていただきたいことえていただきたいことと、先ほど言いましたように、と、先ほど言いましたように、と、先ほど言いましたように、と、先ほど言いましたように、家族家族家族家族で行かれたときの検討をお願いします。で行かれたときの検討をお願いします。で行かれたときの検討をお願いします。で行かれたときの検討をお願いします。○小林委員○小林委員○小林委員○小林委員 ２点、質問します。大立山まつりの２点、質問します。大立山まつりの２点、質問します。大立山まつりの２点、質問します。大立山まつりの件件件件では、先ほどからいろいろ議では、先ほどからいろいろ議では、先ほどからいろいろ議では、先ほどからいろいろ議論論論論がされがされがされがされており、重なるており、重なるており、重なるており、重なる部部部部分もあるかと思います分もあるかと思います分もあるかと思います分もあるかと思いますけけけけれども、おれども、おれども、おれども、お尋尋尋尋ねします。ねします。ねします。ねします。１つは１つは１つは１つは経済経済経済経済効果効果効果効果についてです。５万人の来場者があったと。詳しいことはわからないよについてです。５万人の来場者があったと。詳しいことはわからないよについてです。５万人の来場者があったと。詳しいことはわからないよについてです。５万人の来場者があったと。詳しいことはわからないようですが、関係者、県内からと他うですが、関係者、県内からと他うですが、関係者、県内からと他うですが、関係者、県内からと他府府府府県の来場者の県の来場者の県の来場者の県の来場者の割割割割合合合合はどうなっているかということがわはどうなっているかということがわはどうなっているかということがわはどうなっているかということがわからないかと。からないかと。からないかと。からないかと。
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それから、新聞報それから、新聞報それから、新聞報それから、新聞報道道道道を見まして、宿泊者数が３を見まして、宿泊者数が３を見まして、宿泊者数が３を見まして、宿泊者数が３割割割割ふふふふえたとあったのですが、どのようなえたとあったのですが、どのようなえたとあったのですが、どのようなえたとあったのですが、どのような調査調査調査調査、どの、どの、どの、どの範囲範囲範囲範囲のののの調査調査調査調査が行われたのか、増加というのが、ネットクーポンが行われたのか、増加というのが、ネットクーポンが行われたのか、増加というのが、ネットクーポンが行われたのか、増加というのが、ネットクーポンキャキャキャキャンンンンペペペペーンにーンにーンにーンによるところが大きかったと思うのですが、このよるところが大きかったと思うのですが、このよるところが大きかったと思うのですが、このよるところが大きかったと思うのですが、この辺辺辺辺についてどうおについてどうおについてどうおについてどうお考考考考えかということをおえかということをおえかということをおえかということをお尋尋尋尋ねします。ねします。ねします。ねします。２つ２つ２つ２つ目目目目にお聞きしたいのは、にお聞きしたいのは、にお聞きしたいのは、にお聞きしたいのは、祭祭祭祭りの内容です。会場のりの内容です。会場のりの内容です。会場のりの内容です。会場の入入入入り口で来場者にり口で来場者にり口で来場者にり口で来場者に渡渡渡渡された大立山された大立山された大立山された大立山のののの楽楽楽楽ししししみみみみ方という方という方という方という実実実実行委員会の行委員会の行委員会の行委員会のチラシチラシチラシチラシがありました。それには、まず、大がありました。それには、まず、大がありました。それには、まず、大がありました。それには、まず、大極殿極殿極殿極殿にごにごにごにご挨拶挨拶挨拶挨拶ししししましましましましょょょょう、２は、願い事をおう、２は、願い事をおう、２は、願い事をおう、２は、願い事をお祈祈祈祈りしましりしましりしましりしましょょょょうということで、大立山うということで、大立山うということで、大立山うということで、大立山運運運運行の行の行の行の際際際際に行に行に行に行燈奉納燈奉納燈奉納燈奉納のののの儀式儀式儀式儀式のののの参参参参加費２，５００加費２，５００加費２，５００加費２，５００円円円円ということも案内してありました。いつから大ということも案内してありました。いつから大ということも案内してありました。いつから大ということも案内してありました。いつから大極殿極殿極殿極殿がががが神仏神仏神仏神仏をををを祭祭祭祭るるるる神神神神になられたのでしになられたのでしになられたのでしになられたのでしょょょょうか。とてもうか。とてもうか。とてもうか。とても不自不自不自不自然然然然だと思います。だと思います。だと思います。だと思います。それから、それから、それから、それから、集集集集まったまったまったまった儀式奉納儀式奉納儀式奉納儀式奉納へへへへのののの参参参参加者数はどのくらいあったのか。加者数はどのくらいあったのか。加者数はどのくらいあったのか。加者数はどのくらいあったのか。集集集集められためられためられためられた参参参参加費加費加費加費はどのようにはどのようにはどのようにはどのように処処処処理理理理されたのでしされたのでしされたのでしされたのでしょょょょうか、おうか、おうか、おうか、お尋尋尋尋ねします。ねします。ねします。ねします。次に、次に、次に、次に、ババババスターミスターミスターミスターミナナナナルルルルについてですについてですについてですについてですけけけけれども、先ほどご報告がありました計れども、先ほどご報告がありました計れども、先ほどご報告がありました計れども、先ほどご報告がありました計画画画画概概概概要によ要によ要によ要によりますと、平成２りますと、平成２りますと、平成２りますと、平成２７７７７年８月に奈年８月に奈年８月に奈年８月に奈良公園地良公園地良公園地良公園地区整備区整備区整備区整備検討委員会に検討委員会に検討委員会に検討委員会に示示示示されたされたされたされた施設施設施設施設のののの概概概概要が要が要が要が変変変変わっわっわっわっていました。ていました。ていました。ていました。構構構構造造造造、、、、規規規規模模模模、、、、建築建築建築建築物物物物のののの高高高高さ、さ、さ、さ、建築建築建築建築面積面積面積面積、、、、延延延延べべべべ床床床床面積及面積及面積及面積及び用び用び用び用途途途途の内容、どこがの内容、どこがの内容、どこがの内容、どこがどのようにどのようにどのようにどのように変変変変わったのか。わったのか。わったのか。わったのか。複複複複合施設合施設合施設合施設のののの規規規規模模模模、、、、書書書書きききき直直直直しで確かにしで確かにしで確かにしで確かに縮縮縮縮小されていると思います小されていると思います小されていると思います小されていると思いますが、これで奈が、これで奈が、これで奈が、これで奈良公園良公園良公園良公園のののの景景景景観観観観へへへへのののの影響影響影響影響はどのようにはどのようにはどのようにはどのように改善改善改善改善されたとおされたとおされたとおされたとお考考考考えになっているのか。えになっているのか。えになっているのか。えになっているのか。それから、名それから、名それから、名それから、名勝勝勝勝地地地地である計である計である計である計画画画画地地地地のののの造造造造成成成成工工工工事を、平成２８年度事を、平成２８年度事を、平成２８年度事を、平成２８年度始始始始めると予算がついていまめると予算がついていまめると予算がついていまめると予算がついていますが、すが、すが、すが、造造造造成成成成工工工工事事事事及及及及びびびび建築建築建築建築工工工工事には事には事には事には文文文文化庁の化庁の化庁の化庁の許許許許可可可可が必要と思いますが、このが必要と思いますが、このが必要と思いますが、このが必要と思いますが、この状況状況状況状況についておについておについておについてお答答答答えください。えください。えください。えください。以以以以上です。上です。上です。上です。○林観光プロモーション課長○林観光プロモーション課長○林観光プロモーション課長○林観光プロモーション課長 まず、まず、まず、まず、経済経済経済経済効果効果効果効果ですですですですけけけけれども、冬季の宿泊れども、冬季の宿泊れども、冬季の宿泊れども、冬季の宿泊客客客客のののの落落落落ちちちち込込込込みみみみとととということでいうことでいうことでいうことで始始始始めた事めた事めた事めた事業業業業でして、そのでして、そのでして、そのでして、そのメメメメーンイベントが大立山まつりということでーンイベントが大立山まつりということでーンイベントが大立山まつりということでーンイベントが大立山まつりということで仕仕仕仕立てて立てて立てて立てています。います。います。います。当当当当初初初初、ネットクーポン、ネットクーポン、ネットクーポン、ネットクーポンキャキャキャキャンンンンペペペペーンとのーンとのーンとのーンとの連連連連動動動動ということで、トータということで、トータということで、トータということで、トータルルルル１１１１１１１１億円億円億円億円ぐぐぐぐらいとらいとらいとらいと試試試試算をしていたところです算をしていたところです算をしていたところです算をしていたところですけけけけれども、れども、れども、れども、現現現現在在在在、ネットクーポン、ネットクーポン、ネットクーポン、ネットクーポンキャキャキャキャンンンンペペペペーンの期間中ですのーンの期間中ですのーンの期間中ですのーンの期間中ですので、１、２月全体ので、１、２月全体ので、１、２月全体ので、１、２月全体の経済経済経済経済効果効果効果効果については、については、については、については、正正正正確な数確な数確な数確な数字字字字がががが整整整整い次第、分析をい次第、分析をい次第、分析をい次第、分析を踏踏踏踏まえて発まえて発まえて発まえて発表表表表ををををしたいと思っています。知事が定例会見で、したいと思っています。知事が定例会見で、したいと思っています。知事が定例会見で、したいと思っています。知事が定例会見で、主主主主要要要要ホホホホテルテルテルテルのののの状況状況状況状況などをなどをなどをなどを申申申申し上し上し上し上げげげげていますていますていますていますけけけけれども、れども、れども、れども、現現現現在在在在のところ、そういうレベのところ、そういうレベのところ、そういうレベのところ、そういうレベルルルルのののの状況状況状況状況です。です。です。です。おおおお祈祈祈祈り、り、り、り、云々云々云々云々の話ですが、今回、大立山まつりを奈の話ですが、今回、大立山まつりを奈の話ですが、今回、大立山まつりを奈の話ですが、今回、大立山まつりを奈良良良良県県県県及及及及び観光び観光び観光び観光客客客客の方にそれの方にそれの方にそれの方にそれぞぞぞぞれのれのれのれの無無無無病息災病息災病息災病息災をおをおをおをお祈祈祈祈りしていただくということで、方法りしていただくということで、方法りしていただくということで、方法りしていただくということで、方法やややや祈祈祈祈りの対りの対りの対りの対象象象象についてはについてはについてはについては特特特特にににに限限限限定したも定したも定したも定したものではありませんし、のではありませんし、のではありませんし、のではありませんし、何何何何かかかか特特特特定の宗定の宗定の宗定の宗教教教教をををを助助助助長するというものではないと長するというものではないと長するというものではないと長するというものではないと考考考考えています。同えています。同えています。同えています。同
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時時時時に、に、に、に、各各各各地域地域地域地域のののの伝伝伝伝統統統統行行行行祭祭祭祭事なども事なども事なども事なども披露披露披露披露いただきましたいただきましたいただきましたいただきましたけけけけれども、今後も、れども、今後も、れども、今後も、れども、今後も、特特特特定の宗定の宗定の宗定の宗教教教教行事行事行事行事にににに偏偏偏偏ることのないように、ることのないように、ることのないように、ることのないように、幅幅幅幅広広広広くいろいろな方くいろいろな方くいろいろな方くいろいろな方 々々々々、いろいろな事、いろいろな事、いろいろな事、いろいろな事業業業業、行事などに、行事などに、行事などに、行事などに参画参画参画参画してしてしてしていただきたいと思います。いただきたいと思います。いただきたいと思います。いただきたいと思います。おおおお祈祈祈祈りりりりやややや行行行行燈奉納燈奉納燈奉納燈奉納の数ですの数ですの数ですの数ですけけけけれども、れども、れども、れども、正正正正確な数確な数確な数確な数字字字字はははは手手手手元元元元にないのですが、日平にないのですが、日平にないのですが、日平にないのですが、日平均均均均約約約約三三三三、、、、四十や四十や四十や四十やっていただいたように思いました。っていただいたように思いました。っていただいたように思いました。っていただいたように思いました。実実実実行委員会で事行委員会で事行委員会で事行委員会で事業業業業費として費として費として費として活活活活用するという用するという用するという用するという仕仕仕仕立立立立てをしています。てをしています。てをしています。てをしています。以以以以上です。上です。上です。上です。○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 大立山まつりの大立山まつりの大立山まつりの大立山まつりの開催開催開催開催期間中の期間中の期間中の期間中の延延延延べべべべ宿泊者数宿泊者数宿泊者数宿泊者数等等等等のののの状況状況状況状況についておについておについておについてお答答答答ええええします。します。します。します。１月２１月２１月２１月２９９９９日から２月２日の５日間ですが、宿泊者数、日から２月２日の５日間ですが、宿泊者数、日から２月２日の５日間ですが、宿泊者数、日から２月２日の５日間ですが、宿泊者数、客客客客室室室室稼稼稼稼働率働率働率働率については、対については、対については、対については、対前前前前年の年の年の年の数数数数字字字字とともに、とともに、とともに、とともに、主主主主要な１０要な１０要な１０要な１０施設施設施設施設について県からについて県からについて県からについて県から電電電電話で聞き話で聞き話で聞き話で聞き取取取取りりりり調査調査調査調査を行ったものです。対を行ったものです。対を行ったものです。対を行ったものです。対前前前前年、いわ年、いわ年、いわ年、いわゆゆゆゆる平成２る平成２る平成２る平成２７７７７年も平成２８年も年も平成２８年も年も平成２８年も年も平成２８年も土土土土日が加わっていることはもちろんです。日が加わっていることはもちろんです。日が加わっていることはもちろんです。日が加わっていることはもちろんです。１０１０１０１０施設施設施設施設のののの選択選択選択選択ですが、ですが、ですが、ですが、統統統統計に大きな計に大きな計に大きな計に大きな影響影響影響影響をををを及ぼ及ぼ及ぼ及ぼす大きなす大きなす大きなす大きな施設施設施設施設を中を中を中を中心心心心にににに選選選選んだものです。んだものです。んだものです。んだものです。結果結果結果結果、対、対、対、対前前前前年年年年比比比比２２２２９９９９．．．．１１１１％％％％増と増と増と増と客客客客室室室室稼稼稼稼働率働率働率働率１３１３１３１３．．．．４４４４ポイント増というポイント増というポイント増というポイント増という結果結果結果結果がありました。がありました。がありました。がありました。委員がお委員がお委員がお委員がお述べ述べ述べ述べのとおり、クーポンのとおり、クーポンのとおり、クーポンのとおり、クーポン効果効果効果効果ではないのかというのは、クーポンではないのかというのは、クーポンではないのかというのは、クーポンではないのかというのは、クーポン効果効果効果効果を全くを全くを全くを全く否否否否定定定定するものではごするものではごするものではごするものではござざざざいませんで、クーポンいませんで、クーポンいませんで、クーポンいませんで、クーポン効果効果効果効果もあったと思いますが、このクーポンの事もあったと思いますが、このクーポンの事もあったと思いますが、このクーポンの事もあったと思いますが、このクーポンの事業業業業につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、オオオオンンンンラララライントイントイントイントララララベベベベルエルエルエルエーーーージェジェジェジェントのントのントのントの情情情情報報報報拡拡拡拡散散散散力力力力に重きをに重きをに重きをに重きを置置置置いており、かいており、かいており、かいており、かなりのなりのなりのなりのＰＰＰＰＲＲＲＲをしました。大立山まつりのをしました。大立山まつりのをしました。大立山まつりのをしました。大立山まつりの広広広広報である大立山報である大立山報である大立山報である大立山ウウウウオオオオーーーーカカカカーをつくって１、２月ーをつくって１、２月ーをつくって１、２月ーをつくって１、２月の冬季のイベントを１月、２月、全ての日にの冬季のイベントを１月、２月、全ての日にの冬季のイベントを１月、２月、全ての日にの冬季のイベントを１月、２月、全ての日に何何何何か奈か奈か奈か奈良良良良県で県で県で県でややややっていますという冬季イベンっていますという冬季イベンっていますという冬季イベンっていますという冬季イベントのトのトのトの広広広広報はもちろんのこと、市町村の一報はもちろんのこと、市町村の一報はもちろんのこと、市町村の一報はもちろんのこと、市町村の一押押押押しイベントも全て大立山しイベントも全て大立山しイベントも全て大立山しイベントも全て大立山ウウウウオオオオーーーーカカカカーの中とじ、ーの中とじ、ーの中とじ、ーの中とじ、関関関関西ウ西ウ西ウ西ウオオオオーーーーカカカカーーーーへへへへの中とじとしての中とじとしての中とじとしての中とじとして入入入入れました。また、れました。また、れました。また、れました。また、オオオオンンンンラララライントイントイントイントララララベベベベルエルエルエルエーーーージェジェジェジェントのントのントのントの奈奈奈奈良良良良特特特特集ペ集ペ集ペ集ペーーーージジジジ、、、、メメメメーーーールルルルマガマガマガマガジジジジンンンン等等等等にも大立山のにも大立山のにも大立山のにも大立山のＰＰＰＰＲＲＲＲはしましたし、このはしましたし、このはしましたし、このはしましたし、この効果効果効果効果もももも決決決決してしてしてして侮侮侮侮れるものではないとれるものではないとれるものではないとれるものではないと考考考考えています。えています。えています。えています。以以以以上です。上です。上です。上です。○中西知事公室審議官（奈良公園・観光振興プロジェクト担当）○中西知事公室審議官（奈良公園・観光振興プロジェクト担当）○中西知事公室審議官（奈良公園・観光振興プロジェクト担当）○中西知事公室審議官（奈良公園・観光振興プロジェクト担当） （（（（仮称仮称仮称仮称））））登登登登大大大大路路路路ババババスタスタスタスターミーミーミーミナナナナルルルルのののの整備整備整備整備についてご質問いただきました。についてご質問いただきました。についてご質問いただきました。についてご質問いただきました。整備整備整備整備計計計計画画画画のののの変変変変更更更更について、について、について、について、当当当当初初初初案と案と案と案と比べ比べ比べ比べてててて何何何何がどうがどうがどうがどう変変変変わったのかというご質問ですが、わったのかというご質問ですが、わったのかというご質問ですが、わったのかというご質問ですが、まず、説明をするまず、説明をするまず、説明をするまず、説明をする前前前前に、委員のお話の中にもありました平成２に、委員のお話の中にもありました平成２に、委員のお話の中にもありました平成２に、委員のお話の中にもありました平成２７７７７年８月の奈年８月の奈年８月の奈年８月の奈良公園地良公園地良公園地良公園地区整区整区整区整備備備備検討委員会において出しましたのは、今後の計検討委員会において出しましたのは、今後の計検討委員会において出しましたのは、今後の計検討委員会において出しましたのは、今後の計画画画画のイのイのイのイメメメメーーーージジジジとして、たたきとして、たたきとして、たたきとして、たたき台台台台として出として出として出として出したものでして、これをしたものでして、これをしたものでして、これをしたものでして、これを当当当当初初初初案という見方はしていません。この計案という見方はしていません。この計案という見方はしていません。この計案という見方はしていません。この計画画画画イイイイメメメメーーーージジジジをたたきをたたきをたたきをたたき台台台台として、その後、として、その後、として、その後、として、その後、有有有有識識識識者者者者等等等等による奈による奈による奈による奈良公園地良公園地良公園地良公園地区整備区整備区整備区整備検討委員会、検討委員会、検討委員会、検討委員会、専専専専門部門部門部門部会、会、会、会、文文文文化庁も含め化庁も含め化庁も含め化庁も含めて、数回にわたってて、数回にわたってて、数回にわたってて、数回にわたって協協協協議を行い、議を行い、議を行い、議を行い、建築建築建築建築物物物物のののの規規規規模模模模や意や意や意や意匠匠匠匠、先ほど出ました、先ほど出ました、先ほど出ました、先ほど出ました景景景景観観観観へへへへのののの影響影響影響影響等等等等もももも



---- 11114444 ----

考考考考えたえたえたえた周辺地域周辺地域周辺地域周辺地域とのとのとのとの景景景景観の観の観の観の調調調調和など、さま和など、さま和など、さま和など、さまざざざざまな事項についてまな事項についてまな事項についてまな事項について意意意意見見見見交換交換交換交換をしました。そしをしました。そしをしました。そしをしました。そして、て、て、て、意意意意見見見見交換交換交換交換の内容をの内容をの内容をの内容を踏踏踏踏まえて計まえて計まえて計まえて計画画画画案をまとめ、平成２８年１月案をまとめ、平成２８年１月案をまとめ、平成２８年１月案をまとめ、平成２８年１月末末末末にににに開催開催開催開催いたしました奈いたしました奈いたしました奈いたしました奈良公園地良公園地良公園地良公園地区整備区整備区整備区整備検討検討検討検討部部部部会において会において会において会において審審審審議いただきました。議いただきました。議いただきました。議いただきました。整備整備整備整備検討検討検討検討部部部部会には、ア会には、ア会には、ア会には、アドドドドババババイイイイザザザザーーーーとしてとしてとしてとして文文文文化庁の化庁の化庁の化庁の専専専専門調査門調査門調査門調査官官官官も出も出も出も出席席席席していただいています。その中で、この計していただいています。その中で、この計していただいています。その中で、この計していただいています。その中で、この計画画画画案で案で案で案で合意合意合意合意ををををいただきましたので、今回、報告をしたものです。ですので、いただきましたので、今回、報告をしたものです。ですので、いただきましたので、今回、報告をしたものです。ですので、いただきましたので、今回、報告をしたものです。ですので、変変変変更更更更というよりも、この案というよりも、この案というよりも、この案というよりも、この案がががが当当当当初初初初案と案と案と案と考考考考えています。えています。えています。えています。この計この計この計この計画画画画案の案の案の案の概概概概要について、中要について、中要について、中要について、中身身身身をお話ししますと、をお話ししますと、をお話ししますと、をお話ししますと、建築建築建築建築物物物物のののの形状形状形状形状は、は、は、は、ココココストストストスト縮縮縮縮減減減減をををを図図図図りつつ、りつつ、りつつ、りつつ、前前前前回、たたき回、たたき回、たたき回、たたき台台台台と言っていると言っていると言っていると言っている部部部部分においては２階分においては２階分においては２階分においては２階建建建建てと３階てと３階てと３階てと３階建建建建てがてがてがてが存在存在存在存在していたしていたしていたしていたかと思いますが、かと思いますが、かと思いますが、かと思いますが、ママママックスではなく、ックスではなく、ックスではなく、ックスではなく、ココココストストストスト縮縮縮縮減減減減をををを図図図図りつつ、県庁りつつ、県庁りつつ、県庁りつつ、県庁舎舎舎舎とのとのとのとの調調調調和も和も和も和も考考考考慮慮慮慮して、して、して、して、東東東東棟棟棟棟とととと西西西西棟棟棟棟の２の２の２の２棟棟棟棟をををを有有有有する２階する２階する２階する２階建建建建てとしています。あわせて、国てとしています。あわせて、国てとしています。あわせて、国てとしています。あわせて、国道道道道３３３３６９６９６９６９号号号号など、など、など、など、通通通通りのりのりのりの景景景景観に観に観に観に配配配配慮慮慮慮し、し、し、し、建築建築建築建築物物物物のののの意意意意匠匠匠匠をををを工工工工夫することによるス夫することによるス夫することによるス夫することによるスケケケケーーーールルルルダダダダウウウウンをンをンをンを図図図図るとともに、るとともに、るとともに、るとともに、建建建建物物物物のののの周周周周囲囲囲囲にににに積積積積極極極極的な的な的な的な緑緑緑緑化を行い、奈化を行い、奈化を行い、奈化を行い、奈良公園良公園良公園良公園のののの風致風致風致風致景景景景観と観と観と観と調調調調和のとれた計和のとれた計和のとれた計和のとれた計画画画画となっています。となっています。となっています。となっています。このこのこのこの造造造造成成成成建築建築建築建築等等等等については、この場については、この場については、この場については、この場所所所所のののの南側南側南側南側３分の２は名３分の２は名３分の２は名３分の２は名勝勝勝勝奈奈奈奈良公園良公園良公園良公園のののの区区区区域域域域にににに入入入入っていまっていまっていまっていますので、すので、すので、すので、文文文文化庁化庁化庁化庁へへへへのののの現状現状現状現状変変変変更更更更というというというという許許許許可可可可行行行行為為為為が要ります。ちなが要ります。ちなが要ります。ちなが要ります。ちなみみみみに、この場に、この場に、この場に、この場所所所所のののの造造造造成成成成工工工工事事事事については、平成２については、平成２については、平成２については、平成２７７７７年１２月１１日年１２月１１日年１２月１１日年１２月１１日付付付付でででで既既既既にににに許許許許可可可可をいただいています。をいただいています。をいただいています。をいただいています。今後、今後、今後、今後、建築建築建築建築工工工工事については、平成２８年５月の事については、平成２８年５月の事については、平成２８年５月の事については、平成２８年５月の審審審審議会で議会で議会で議会で最終最終最終最終審審審審査査査査をしていただく予定でをしていただく予定でをしていただく予定でをしていただく予定で現現現現在在在在進めています。進めています。進めています。進めています。以以以以上です。上です。上です。上です。○小林委員○小林委員○小林委員○小林委員 大立山まつりについて、大立山まつりについて、大立山まつりについて、大立山まつりについて、経済経済経済経済効果効果効果効果ということでは、まだまだあらということでは、まだまだあらということでは、まだまだあらということでは、まだまだあらゆゆゆゆるるるる面面面面からからからからのののの角角角角度で必要だと思いますし、度で必要だと思いますし、度で必要だと思いますし、度で必要だと思いますし、特特特特に、来場者数がに、来場者数がに、来場者数がに、来場者数がふふふふえた、宿泊者がえた、宿泊者がえた、宿泊者がえた、宿泊者がふふふふえた、えた、えた、えた、調査調査調査調査のののの仕仕仕仕方も方も方も方もあると思うのですあると思うのですあると思うのですあると思うのですけけけけれども、これだれども、これだれども、これだれども、これだけけけけではではではでは経済経済経済経済効果効果効果効果を推しはかることはできないだろうとを推しはかることはできないだろうとを推しはかることはできないだろうとを推しはかることはできないだろうと思いますので、今後も思いますので、今後も思いますので、今後も思いますので、今後も調査調査調査調査をされていくということですが、大をされていくということですが、大をされていくということですが、大をされていくということですが、大極殿極殿極殿極殿をををを神仏神仏神仏神仏がががが集集集集まっておまっておまっておまってお参参参参りするというりするというりするというりするという祭祭祭祭りの内容については、りの内容については、りの内容については、りの内容については、納納納納得得得得がいかないのです。先ほど、どの宗がいかないのです。先ほど、どの宗がいかないのです。先ほど、どの宗がいかないのです。先ほど、どの宗派派派派にもにもにもにも偏偏偏偏ららららないと言われましたないと言われましたないと言われましたないと言われましたけけけけれども、そのことをお聞きしたのではなくて、大れども、そのことをお聞きしたのではなくて、大れども、そのことをお聞きしたのではなくて、大れども、そのことをお聞きしたのではなくて、大極殿極殿極殿極殿をそういう対をそういう対をそういう対をそういう対象象象象にすると、にすると、にすると、にすると、意味意味意味意味をををを変変変変えてしまっていることがえてしまっていることがえてしまっていることがえてしまっていることが非常非常非常非常に問に問に問に問題題題題ではないかと思っています。知ではないかと思っています。知ではないかと思っています。知ではないかと思っています。知事は、大立山まつりについて、奈事は、大立山まつりについて、奈事は、大立山まつりについて、奈事は、大立山まつりについて、奈良良良良新聞の新聞の新聞の新聞の特特特特集集集集版版版版でででで開催開催開催開催にににに当当当当たってたってたってたって紹介紹介紹介紹介しており、奈しており、奈しており、奈しており、奈良良良良伝伝伝伝承承承承のののの地域資地域資地域資地域資源源源源である立山をである立山をである立山をである立山を由由由由来とした来とした来とした来とした無病息災無病息災無病息災無病息災の願いを継の願いを継の願いを継の願いを継承承承承するするするする象象象象徴徴徴徴的な的な的な的な祭祭祭祭りを新たにりを新たにりを新たにりを新たに創創創創出するということを言っておられます。しかし、今回行われました出するということを言っておられます。しかし、今回行われました出するということを言っておられます。しかし、今回行われました出するということを言っておられます。しかし、今回行われました状況状況状況状況ですと、それとはですと、それとはですと、それとはですと、それとは関関関関連性連性連性連性がががが余余余余りないのではないでしりないのではないでしりないのではないでしりないのではないでしょょょょうか。うか。うか。うか。高高高高野野野野山の山の山の山の四天四天四天四天王像王像王像王像をまねた大立山まつりのをまねた大立山まつりのをまねた大立山まつりのをまねた大立山まつりの巡巡巡巡行行行行だったのです、だったのです、だったのです、だったのです、意味意味意味意味がががが違違違違うのではないかと。うのではないかと。うのではないかと。うのではないかと。それから、先ほどから言っていますように、平それから、先ほどから言っていますように、平それから、先ほどから言っていますように、平それから、先ほどから言っていますように、平城宮跡城宮跡城宮跡城宮跡の大の大の大の大極殿極殿極殿極殿はははは朝廷朝廷朝廷朝廷のののの正殿正殿正殿正殿であって、であって、であって、であって、
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大大大大極殿極殿極殿極殿のののの意味意味意味意味もももも変変変変えてしまったという、ここが大きな問えてしまったという、ここが大きな問えてしまったという、ここが大きな問えてしまったという、ここが大きな問題題題題だと思うのです。平だと思うのです。平だと思うのです。平だと思うのです。平城宮跡城宮跡城宮跡城宮跡はははは古古古古代国代国代国代国家家家家のののの歴史歴史歴史歴史やややや文文文文化を体化を体化を体化を体験験験験するところで、大立山まつりが平するところで、大立山まつりが平するところで、大立山まつりが平するところで、大立山まつりが平城宮跡城宮跡城宮跡城宮跡が会場になったことも、が会場になったことも、が会場になったことも、が会場になったことも、非常非常非常非常にそにそにそにそぐぐぐぐわないのではないかと思っています。わないのではないかと思っています。わないのではないかと思っています。わないのではないかと思っています。地域地域地域地域のののの習慣習慣習慣習慣と願いとと願いとと願いとと願いと振興振興振興振興にににに根差根差根差根差した立山した立山した立山した立山祭祭祭祭りのりのりのりの意味意味意味意味をををを変変変変えてえてえてえて広広広広告代告代告代告代理理理理店店店店にににに任任任任せたイベントにすせたイベントにすせたイベントにすせたイベントにすぎぎぎぎなかったと。これでは、観光なかったと。これでは、観光なかったと。これでは、観光なかったと。これでは、観光業業業業ななななど一ど一ど一ど一時時時時的な的な的な的な経済経済経済経済効果効果効果効果しか期しか期しか期しか期待待待待できないのではないでしできないのではないでしできないのではないでしできないのではないでしょょょょうか。この点についてはどのよううか。この点についてはどのよううか。この点についてはどのよううか。この点についてはどのようにおにおにおにお考考考考えになるのか、おえになるのか、おえになるのか、おえになるのか、お尋尋尋尋ねします。ねします。ねします。ねします。それから、それから、それから、それから、ババババスターミスターミスターミスターミナナナナルルルルですですですですけけけけれども、この計れども、この計れども、この計れども、この計画画画画案が、今回出されたのが第１次だと案が、今回出されたのが第１次だと案が、今回出されたのが第１次だと案が、今回出されたのが第１次だと考考考考えてほしいということですが、今まで、平成２えてほしいということですが、今まで、平成２えてほしいということですが、今まで、平成２えてほしいということですが、今まで、平成２７７７７年８月に奈年８月に奈年８月に奈年８月に奈良公園地良公園地良公園地良公園地区整備区整備区整備区整備検討委員会検討委員会検討委員会検討委員会で出されて、それについておおで出されて、それについておおで出されて、それについておおで出されて、それについておおむむむむねねねね合意合意合意合意をいただいたと言ってこられていました。をいただいたと言ってこられていました。をいただいたと言ってこられていました。をいただいたと言ってこられていました。複複複複合施合施合施合施設設設設のののの規規規規模模模模については、については、については、については、建建建建物物物物が大きが大きが大きが大き過ぎ過ぎ過ぎ過ぎる、る、る、る、圧圧圧圧迫迫迫迫感がある、奈感がある、奈感がある、奈感がある、奈良公園良公園良公園良公園の中の中の中の中心心心心的な的な的な的な施設施設施設施設に近に近に近に近接接接接するものとしてこれでよいとは言えないということは奈するものとしてこれでよいとは言えないということは奈するものとしてこれでよいとは言えないということは奈するものとしてこれでよいとは言えないということは奈良公園地良公園地良公園地良公園地区整備区整備区整備区整備検討委員会でも検討委員会でも検討委員会でも検討委員会でも意意意意見が出されていたものです。だから、この見が出されていたものです。だから、この見が出されていたものです。だから、この見が出されていたものです。だから、この指摘指摘指摘指摘に対して、今回、に対して、今回、に対して、今回、に対して、今回、書書書書きききき直直直直しが行われたものしが行われたものしが行われたものしが行われたものだと思っています。だと思っています。だと思っています。だと思っています。しかし、これでも、しかし、これでも、しかし、これでも、しかし、これでも、施設施設施設施設整備整備整備整備にににに合合合合ったったったった幾幾幾幾つか言っているつか言っているつか言っているつか言っている前前前前提提提提条条条条件件件件に照らして、に照らして、に照らして、に照らして、南都南都南都南都八八八八景景景景にににに選選選選ばれたばれたばれたばれた景景景景勝勝勝勝地地地地のののの保保保保全全全全やややや名名名名勝勝勝勝奈奈奈奈良公園良公園良公園良公園保存管理保存管理保存管理保存管理活活活活用計用計用計用計画画画画にににに示示示示されたされたされたされた基基基基本方本方本方本方針針針針のののの遵守遵守遵守遵守があがあがあがあり、奈り、奈り、奈り、奈良公園良公園良公園良公園保存管理保存管理保存管理保存管理活活活活用計用計用計用計画画画画ではではではでは建築建築建築建築物物物物の新の新の新の新築築築築、、、、改改改改築築築築、増、増、増、増築築築築、、、、移移移移転転転転、、、、撤撤撤撤去去去去の行の行の行の行為為為為についについについについては、行ては、行ては、行ては、行為為為為にににに伴伴伴伴うううう景景景景観観観観へへへへのののの影響影響影響影響について、必要にについて、必要にについて、必要にについて、必要に応応応応じてじてじてじてシシシシミミミミュュュュレーレーレーレーシシシショョョョンンンン等等等等による事による事による事による事前前前前評評評評価価価価を行って本質的なを行って本質的なを行って本質的なを行って本質的な価価価価値値値値をををを高高高高めるためのめるためのめるためのめるための適適適適切切切切な方法、な方法、な方法、な方法、範囲範囲範囲範囲でででで実施実施実施実施するとあるのですするとあるのですするとあるのですするとあるのですけけけけれどれどれどれども、さきのあらかじめも、さきのあらかじめも、さきのあらかじめも、さきのあらかじめ示示示示された案についても、このことについては、ここにされた案についても、このことについては、ここにされた案についても、このことについては、ここにされた案についても、このことについては、ここに示示示示されているされているされているされているように、ように、ように、ように、前前前前提提提提条条条条件件件件にある奈にある奈にある奈にある奈良公園良公園良公園良公園保存管理保存管理保存管理保存管理活活活活用計用計用計用計画画画画にあるにあるにあるにある景景景景観観観観へへへへのののの影響影響影響影響についてのについてのについてのについてのシシシシミミミミュュュュレーレーレーレーシシシショョョョンなどのンなどのンなどのンなどの調査調査調査調査をきちんと行う、事をきちんと行う、事をきちんと行う、事をきちんと行う、事前前前前評評評評価価価価を行うということについてを行うということについてを行うということについてを行うということについて取取取取り上り上り上り上げげげげて質て質て質て質問をしてきましたが、この質問については、イ問をしてきましたが、この質問については、イ問をしてきましたが、この質問については、イ問をしてきましたが、この質問については、イメメメメーーーージジジジパパパパースをースをースをースを示示示示してしてしてして意意意意見を聞かれたとい見を聞かれたとい見を聞かれたとい見を聞かれたというようなうようなうようなうような答答答答弁弁弁弁があったと思いますがあったと思いますがあったと思いますがあったと思いますけけけけれども、れども、れども、れども、十十十十分ではなかったと思います。分ではなかったと思います。分ではなかったと思います。分ではなかったと思います。そこで、再度お聞きしますが、今回出された計そこで、再度お聞きしますが、今回出された計そこで、再度お聞きしますが、今回出された計そこで、再度お聞きしますが、今回出された計画画画画案について、奈案について、奈案について、奈案について、奈良公園良公園良公園良公園保存管理保存管理保存管理保存管理活活活活用計用計用計用計画画画画によりますによりますによりますによります眺望眺望眺望眺望、、、、景景景景観観観観及及及及びびびび周辺周辺周辺周辺とのつながりであるとのつながりであるとのつながりであるとのつながりである広域広域広域広域的な的な的な的な景景景景観観観観へへへへのののの影響影響影響影響、評、評、評、評価価価価、、、、シシシシミミミミュュュュレーレーレーレーシシシショョョョン、イン、イン、イン、イメメメメーーーージジジジパパパパースによるだースによるだースによるだースによるだけけけけでなく、もっとでなく、もっとでなく、もっとでなく、もっと丁寧丁寧丁寧丁寧に行うことが必要だと思いに行うことが必要だと思いに行うことが必要だと思いに行うことが必要だと思いますが、これについてはいかがでしますが、これについてはいかがでしますが、これについてはいかがでしますが、これについてはいかがでしょょょょうか、おうか、おうか、おうか、お尋尋尋尋ねします。ねします。ねします。ねします。○林観光プロモーション課長○林観光プロモーション課長○林観光プロモーション課長○林観光プロモーション課長 大大大大極殿院地極殿院地極殿院地極殿院地区区区区も含めた平も含めた平も含めた平も含めた平城宮跡城宮跡城宮跡城宮跡ををををメメメメーンの会場にしたーンの会場にしたーンの会場にしたーンの会場にした考考考考ええええですですですですけけけけれども、平れども、平れども、平れども、平城宮跡城宮跡城宮跡城宮跡というのは、大というのは、大というのは、大というのは、大宮通宮通宮通宮通りをりをりをりを軸軸軸軸としたにとしたにとしたにとしたにぎぎぎぎわいのわいのわいのわいの拠拠拠拠点の一つとして点の一つとして点の一つとして点の一つとして位位位位置置置置づづづづけけけけられていますし、られていますし、られていますし、られていますし、春春春春、、、、秋秋秋秋、、、、夏夏夏夏のののの天天天天平平平平祭祭祭祭もももも開催開催開催開催されたと。今後、されたと。今後、されたと。今後、されたと。今後、歴史歴史歴史歴史公園公園公園公園としてとしてとしてとして整備整備整備整備
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の進の進の進の進むむむむ場場場場所所所所になることに加えて、大になることに加えて、大になることに加えて、大になることに加えて、大極殿院極殿院極殿院極殿院をいろいろなをいろいろなをいろいろなをいろいろな意味意味意味意味で、１，３００年で、１，３００年で、１，３００年で、１，３００年前前前前、日本の、日本の、日本の、日本の礎礎礎礎がががが築築築築かれた平かれた平かれた平かれた平城城城城京京京京の中の中の中の中心心心心の場の場の場の場所所所所でして、はじまりの奈でして、はじまりの奈でして、はじまりの奈でして、はじまりの奈良良良良をまさにをまさにをまさにをまさに象象象象徴徴徴徴する場する場する場する場所所所所であるとであるとであるとであるというところです。そういういうところです。そういういうところです。そういういうところです。そういう考考考考えから、えから、えから、えから、歴史歴史歴史歴史的的的的背背背背景景景景もももも踏踏踏踏まえて、奈まえて、奈まえて、奈まえて、奈良良良良県の県の県の県の伝伝伝伝統統統統行行行行祭祭祭祭事、今回、事、今回、事、今回、事、今回、大立山まつりだ大立山まつりだ大立山まつりだ大立山まつりだけけけけではなくて、奈ではなくて、奈ではなくて、奈ではなくて、奈良良良良県内の県内の県内の県内の伝伝伝伝統統統統行行行行祭祭祭祭事を事を事を事を集結集結集結集結しているというのも一つ大きしているというのも一つ大きしているというのも一つ大きしているというのも一つ大きなイベントとしてなイベントとしてなイベントとしてなイベントとしてややややったわったわったわったわけけけけですが、ですが、ですが、ですが、無病息災無病息災無病息災無病息災をおをおをおをお祈祈祈祈りをする、りをする、りをする、りをする、祭祭祭祭りを行うにりを行うにりを行うにりを行うにふふふふさわしいさわしいさわしいさわしい場場場場所所所所であるとであるとであるとであると考考考考えて行ったところです。えて行ったところです。えて行ったところです。えて行ったところです。四天四天四天四天王王王王のお話をしていただいたと思うのですが、のお話をしていただいたと思うのですが、のお話をしていただいたと思うのですが、のお話をしていただいたと思うのですが、聖武聖武聖武聖武天天天天皇皇皇皇のころに、のころに、のころに、のころに、東東東東大大大大寺寺寺寺にもともとにもともとにもともとにもともとあったもので、あるあったもので、あるあったもので、あるあったもので、ある意味意味意味意味、奈、奈、奈、奈良良良良県を県を県を県を象象象象徴徴徴徴するするするする仏仏仏仏像像像像かと思います。平かと思います。平かと思います。平かと思います。平城城城城京京京京のののの時時時時代、代、代、代、東東東東大大大大寺寺寺寺のののの大大大大仏仏仏仏殿殿殿殿にににに存在存在存在存在したしたしたした四天四天四天四天王王王王ををををモモモモチチチチーフにすることについても、奈ーフにすることについても、奈ーフにすることについても、奈ーフにすることについても、奈良良良良県の県の県の県のゆゆゆゆかりなどをかりなどをかりなどをかりなどを考考考考えたえたえたえた上で上で上で上で非常非常非常非常にににに適適適適切切切切なものかと思っているところです。なものかと思っているところです。なものかと思っているところです。なものかと思っているところです。効果効果効果効果が一が一が一が一時時時時的にとどまるのではないか的にとどまるのではないか的にとどまるのではないか的にとどまるのではないかという話もありましたという話もありましたという話もありましたという話もありましたけけけけれども、今回、冬季のれども、今回、冬季のれども、今回、冬季のれども、今回、冬季の落落落落ちちちち込込込込みみみみをををを何何何何とかしたいということで発想とかしたいということで発想とかしたいということで発想とかしたいということで発想した行事ですが、奈した行事ですが、奈した行事ですが、奈した行事ですが、奈良良良良県は、いつ行ってもいろいろなイベントを県は、いつ行ってもいろいろなイベントを県は、いつ行ってもいろいろなイベントを県は、いつ行ってもいろいろなイベントをややややっているということのっているということのっているということのっているということの一つとして、年中行事として今後も定一つとして、年中行事として今後も定一つとして、年中行事として今後も定一つとして、年中行事として今後も定着着着着をさせていきたいとをさせていきたいとをさせていきたいとをさせていきたいと考考考考えています。えています。えています。えています。以以以以上です。上です。上です。上です。○中西知事公室審議官（奈良公園・観光振興プロジェクト担当）○中西知事公室審議官（奈良公園・観光振興プロジェクト担当）○中西知事公室審議官（奈良公園・観光振興プロジェクト担当）○中西知事公室審議官（奈良公園・観光振興プロジェクト担当） 名名名名勝勝勝勝奈奈奈奈良公園良公園良公園良公園のののの保存管保存管保存管保存管理理理理活活活活用計用計用計用計画画画画の中にの中にの中にの中に書書書書かれているかれているかれているかれている景景景景観観観観等等等等についてはについてはについてはについてはシシシシミミミミュュュュレーレーレーレーシシシショョョョンをするンをするンをするンをするべべべべきではないかきではないかきではないかきではないかというご質問であったかと思います。先ほどからも説明していますというご質問であったかと思います。先ほどからも説明していますというご質問であったかと思います。先ほどからも説明していますというご質問であったかと思います。先ほどからも説明しています専専専専門部門部門部門部会の会の会の会のメメメメンンンンババババーのーのーのーの有有有有識識識識者の方者の方者の方者の方 々々々々は、奈は、奈は、奈は、奈良公園良公園良公園良公園のののの保存管理保存管理保存管理保存管理活活活活用計用計用計用計画画画画をつくっていただいた委員です。をつくっていただいた委員です。をつくっていただいた委員です。をつくっていただいた委員です。当当当当然然然然、中、中、中、中をををを熟熟熟熟知しておられる方でして、そこに知しておられる方でして、そこに知しておられる方でして、そこに知しておられる方でして、そこに文文文文化庁のア化庁のア化庁のア化庁のアドドドドババババイイイイザザザザーもーもーもーも入入入入っていただいた上で、っていただいた上で、っていただいた上で、っていただいた上で、保保保保存管理存管理存管理存管理活活活活用計用計用計用計画画画画ののののシシシシミミミミュュュュレーレーレーレーシシシショョョョンを必ずンを必ずンを必ずンを必ずややややらならならならなけけけければいればいればいればいけけけけないのかというないのかというないのかというないのかという部部部部分の議分の議分の議分の議論論論論もももも含めて、いろいろ含めて、いろいろ含めて、いろいろ含めて、いろいろ多多多多角角角角的に的に的に的に指導指導指導指導いただいたといただいたといただいたといただいたと考考考考えています。えています。えています。えています。その中で、その中で、その中で、その中で、景景景景観の話も、大きさの話ももちろん出ていたわ観の話も、大きさの話ももちろん出ていたわ観の話も、大きさの話ももちろん出ていたわ観の話も、大きさの話ももちろん出ていたわけけけけですが、なですが、なですが、なですが、なぜぜぜぜここにこのここにこのここにこのここにこの建建建建物物物物が要るのかどうかという議が要るのかどうかという議が要るのかどうかという議が要るのかどうかという議論論論論が、一が、一が、一が、一番番番番大きな議大きな議大きな議大きな議論論論論になりました。になりました。になりました。になりました。建建建建物物物物の必要の必要の必要の必要性性性性、要する、要する、要する、要するにこの場にこの場にこの場にこの場所所所所へへへへこのこのこのこの機機機機能能能能が要るのかどうかという中で、２つのが要るのかどうかという中で、２つのが要るのかどうかという中で、２つのが要るのかどうかという中で、２つの柱柱柱柱であるであるであるである渋渋渋渋滞滞滞滞のののの緩緩緩緩和と奈和と奈和と奈和と奈良公良公良公良公園園園園を知っていただくためのいろいろなを知っていただくためのいろいろなを知っていただくためのいろいろなを知っていただくためのいろいろな情情情情報発報発報発報発信機信機信機信機能能能能については、奈については、奈については、奈については、奈良公園良公園良公園良公園ののののエエエエントントントントラララランスンスンスンス部部部部分には必要であろうと、そのことが奈分には必要であろうと、そのことが奈分には必要であろうと、そのことが奈分には必要であろうと、そのことが奈良公園良公園良公園良公園をををを強強強強いてはいてはいてはいては守守守守ることにつながっていくといることにつながっていくといることにつながっていくといることにつながっていくということで、名うことで、名うことで、名うことで、名勝勝勝勝奈奈奈奈良公園良公園良公園良公園のののの価価価価値値値値をををを損損損損なうのではなく、なうのではなく、なうのではなく、なうのではなく、価価価価値値値値をををを高高高高めるというめるというめるというめるという判断判断判断判断をしていたをしていたをしていたをしていただいたと認だいたと認だいたと認だいたと認識識識識しています。しています。しています。しています。その中で、その中で、その中で、その中で、景景景景観に含めても観に含めても観に含めても観に含めても精精精精いっいっいっいっぱぱぱぱいいいいややややれるれるれるれる範囲範囲範囲範囲のことをいろいろ議のことをいろいろ議のことをいろいろ議のことをいろいろ議論論論論し、し、し、し、指導指導指導指導いただいただいただいただいてでき上がったものだと認いてでき上がったものだと認いてでき上がったものだと認いてでき上がったものだと認識識識識をしていただきたいと思います。をしていただきたいと思います。をしていただきたいと思います。をしていただきたいと思います。以以以以上です。上です。上です。上です。○小林委員○小林委員○小林委員○小林委員 大立山まつりの大立山まつりの大立山まつりの大立山まつりの件件件件ですですですですけけけけれども、れども、れども、れども、祭祭祭祭りのりのりのりの意意意意義義義義もももも変変変変えてえてえてえて意味意味意味意味がががが変変変変わり、平わり、平わり、平わり、平城宮城宮城宮城宮
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跡跡跡跡大大大大極殿極殿極殿極殿のののの意味意味意味意味もももも変変変変えてしまったということでは、えてしまったということでは、えてしまったということでは、えてしまったということでは、非常非常非常非常にににに残残残残念念念念だと思っています。だと思っています。だと思っています。だと思っています。先日、知人から大立山まつりについてもっと先日、知人から大立山まつりについてもっと先日、知人から大立山まつりについてもっと先日、知人から大立山まつりについてもっと意意意意見を言ってほしいと言われました。どう見を言ってほしいと言われました。どう見を言ってほしいと言われました。どう見を言ってほしいと言われました。どういうことかと言いますと、この方がならいうことかと言いますと、この方がならいうことかと言いますと、この方がならいうことかと言いますと、この方がなら瑠璃絵瑠璃絵瑠璃絵瑠璃絵に行ったときに、に行ったときに、に行ったときに、に行ったときに、興興興興福福福福寺寺寺寺の国の国の国の国宝宝宝宝館館館館前前前前に観光に観光に観光に観光客客客客のののの青青青青年たちがたくさん年たちがたくさん年たちがたくさん年たちがたくさん集集集集まっておられ、その観光まっておられ、その観光まっておられ、その観光まっておられ、その観光客客客客にこう聞かれたそうです。奈にこう聞かれたそうです。奈にこう聞かれたそうです。奈にこう聞かれたそうです。奈良良良良県で県で県で県では、奈は、奈は、奈は、奈良良良良県の人は、あの大立山まつりには県の人は、あの大立山まつりには県の人は、あの大立山まつりには県の人は、あの大立山まつりには賛賛賛賛成なのですか、本成なのですか、本成なのですか、本成なのですか、本気気気気でいいとでいいとでいいとでいいと考考考考えているのでえているのでえているのでえているのですかと。奈すかと。奈すかと。奈すかと。奈良良良良県にはもっと県にはもっと県にはもっと県にはもっと独独独独自自自自にいいものがあるのに、もっと見せるものがあるのににいいものがあるのに、もっと見せるものがあるのににいいものがあるのに、もっと見せるものがあるのににいいものがあるのに、もっと見せるものがあるのに恥恥恥恥ずずずずかしいとかしいとかしいとかしいと語語語語ったそうです。このような感想を持った観光ったそうです。このような感想を持った観光ったそうです。このような感想を持った観光ったそうです。このような感想を持った観光客客客客もおられたともおられたともおられたともおられたと紹介紹介紹介紹介しておきたいしておきたいしておきたいしておきたいと思います。と思います。と思います。と思います。先ほどもご報告がありましたように、知事は、新聞の先ほどもご報告がありましたように、知事は、新聞の先ほどもご報告がありましたように、知事は、新聞の先ほどもご報告がありましたように、知事は、新聞の特特特特集集集集版版版版で、これからで、これからで、これからで、これから毎毎毎毎年年年年開催開催開催開催をしをしをしをしていくとおっしゃって、先ほどもそういうていくとおっしゃって、先ほどもそういうていくとおっしゃって、先ほどもそういうていくとおっしゃって、先ほどもそういう答答答答弁弁弁弁もありました。もありました。もありました。もありました。地域地域地域地域にににに根根根根づいてきたづいてきたづいてきたづいてきた祭祭祭祭りのりのりのりの中中中中身身身身のののの意味意味意味意味をををを変変変変えてしまうイベントではなくて、えてしまうイベントではなくて、えてしまうイベントではなくて、えてしまうイベントではなくて、地域資地域資地域資地域資源源源源としてさきの委員会でも言いまとしてさきの委員会でも言いまとしてさきの委員会でも言いまとしてさきの委員会でも言いましたしたしたしたけけけけれども、れども、れども、れども、広広広広陵陵陵陵町町町町やややや御御御御所所所所市、市、市、市、橿橿橿橿原原原原市で、行われている立山まつりという市で、行われている立山まつりという市で、行われている立山まつりという市で、行われている立山まつりという地域地域地域地域の人との人との人との人と結結結結びついたびついたびついたびついた地域地域地域地域の方の願いの方の願いの方の願いの方の願いやややや風習風習風習風習をををを伝伝伝伝えてきたえてきたえてきたえてきた伝伝伝伝統統統統的な的な的な的な文文文文化行事を大化行事を大化行事を大化行事を大切切切切にしてきたというよにしてきたというよにしてきたというよにしてきたというようなうなうなうな意味意味意味意味を持つを持つを持つを持つ祭祭祭祭りにどのようにしていくことができるのかが、りにどのようにしていくことができるのかが、りにどのようにしていくことができるのかが、りにどのようにしていくことができるのかが、非常非常非常非常にににに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思いますし、思いますし、思いますし、思いますし、地域地域地域地域をををを元元元元気気気気にする、それが本にする、それが本にする、それが本にする、それが本当当当当のののの活性活性活性活性化につながるのではないかと思います。化につながるのではないかと思います。化につながるのではないかと思います。化につながるのではないかと思います。これはこれはこれはこれは意意意意見を見を見を見を申申申申し上し上し上し上げげげげておきたいと思います。ておきたいと思います。ておきたいと思います。ておきたいと思います。それからそれからそれからそれから、、、、（（（（仮称仮称仮称仮称））））登登登登大大大大路路路路ターミターミターミターミナナナナルルルルででででシシシシミミミミュュュュレーレーレーレーシシシショョョョンの必要ンの必要ンの必要ンの必要性性性性をおをおをおをお尋尋尋尋ねしたのですねしたのですねしたのですねしたのですけけけけれども、れども、れども、れども、専専専専門門門門の人のの人のの人のの人の指導指導指導指導もいただいたし、ここにはこういうもいただいたし、ここにはこういうもいただいたし、ここにはこういうもいただいたし、ここにはこういう建建建建物物物物が必要なものと認めてが必要なものと認めてが必要なものと認めてが必要なものと認めていただいたというおいただいたというおいただいたというおいただいたというお答答答答えをいただいたわえをいただいたわえをいただいたわえをいただいたわけけけけですですですですけけけけれども、れども、れども、れども、前前前前の委員会でも言いましたの委員会でも言いましたの委員会でも言いましたの委員会でも言いましたけけけけれれれれども、ども、ども、ども、景景景景観の観の観の観の保保保保全について、全について、全について、全について、特特特特にきにきにきにきょょょょう出された奈う出された奈う出された奈う出された奈良公園良公園良公園良公園のののの基基基基本本本本戦略戦略戦略戦略のののの資資資資料料料料の奈の奈の奈の奈良公園良公園良公園良公園のののの価価価価値値値値のののの表現表現表現表現とはとはとはとは違違違違っています。奈っています。奈っています。奈っています。奈良公園良公園良公園良公園のののの価価価価値値値値は奈は奈は奈は奈良公園良公園良公園良公園のののの自自自自然然然然、、、、資資資資源源源源、、、、歴史歴史歴史歴史、、、、文文文文化化化化資資資資源源源源、、、、公園資公園資公園資公園資源及源及源及源及びびびび各各各各資資資資源源源源がががが融融融融合合合合したしたしたした独独独独特特特特のののの風致風致風致風致景景景景観であると。奈観であると。奈観であると。奈観であると。奈良公園良公園良公園良公園のののの価価価価値値値値はここに代はここに代はここに代はここに代表表表表さささされる、そういう言れる、そういう言れる、そういう言れる、そういう言葉葉葉葉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けけけけれども、これまでもれども、これまでもれども、これまでもれども、これまでも景景景景観については観については観については観については眺望眺望眺望眺望をををを眺眺眺眺めるだめるだめるだめるだけけけけではなく、ではなく、ではなく、ではなく、身身身身の回りのの回りのの回りのの回りの景景景景観、観、観、観、囲繞囲繞囲繞囲繞景景景景観もあり、観もあり、観もあり、観もあり、心心心心で感じるで感じるで感じるで感じる景景景景観ということもあるわ観ということもあるわ観ということもあるわ観ということもあるわけけけけで、で、で、で、これは奈これは奈これは奈これは奈良良良良市の市の市の市の眺望眺望眺望眺望景景景景観観観観保保保保全全全全活活活活用用用用条条条条例の中でそういう言例の中でそういう言例の中でそういう言例の中でそういう言葉葉葉葉も出てくるのですが、これまでも出てくるのですが、これまでも出てくるのですが、これまでも出てくるのですが、これまでこの計この計この計この計画画画画地地地地にはにはにはには何何何何のののの建建建建物物物物もなかったのです。そこに、２階にしても３階にしてももなかったのです。そこに、２階にしても３階にしてももなかったのです。そこに、２階にしても３階にしてももなかったのです。そこに、２階にしても３階にしても建建建建物物物物がががが建建建建つわつわつわつわけけけけですから、ですから、ですから、ですから、当当当当然然然然、、、、身身身身の回りのの回りのの回りのの回りの景景景景観は観は観は観は変変変変わってくると思うのです。そういうこともわってくると思うのです。そういうこともわってくると思うのです。そういうこともわってくると思うのです。そういうこともぜぜぜぜひひひひ考考考考えて、この観点を持っていただきたいと思っているのですが、こういうえて、この観点を持っていただきたいと思っているのですが、こういうえて、この観点を持っていただきたいと思っているのですが、こういうえて、この観点を持っていただきたいと思っているのですが、こういう広域広域広域広域的な的な的な的な景景景景観観観観へへへへのののの影響影響影響影響がががが当当当当然然然然あるのではないかと思います。この点はどうおあるのではないかと思います。この点はどうおあるのではないかと思います。この点はどうおあるのではないかと思います。この点はどうお考考考考えなのか、それだえなのか、それだえなのか、それだえなのか、それだけけけけもうもうもうもう一度お一度お一度お一度お尋尋尋尋ねします。ねします。ねします。ねします。
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○中西知事公室審議官（奈良公園・観光振興プロジェクト担当）○中西知事公室審議官（奈良公園・観光振興プロジェクト担当）○中西知事公室審議官（奈良公園・観光振興プロジェクト担当）○中西知事公室審議官（奈良公園・観光振興プロジェクト担当） 非常非常非常非常にににに難難難難しいご質問だしいご質問だしいご質問だしいご質問だと思います。奈と思います。奈と思います。奈と思います。奈良公園良公園良公園良公園のののの保存管理保存管理保存管理保存管理活活活活用に関しては、用に関しては、用に関しては、用に関しては、何何何何度も言いますように、奈度も言いますように、奈度も言いますように、奈度も言いますように、奈良公園良公園良公園良公園をををを守守守守るという、１００年先まで奈るという、１００年先まで奈るという、１００年先まで奈るという、１００年先まで奈良公園良公園良公園良公園をををを守守守守っていこうというっていこうというっていこうというっていこうという熱熱熱熱い思いでい思いでい思いでい思いでややややっていまして、っていまして、っていまして、っていまして、景景景景観を観を観を観を壊壊壊壊していこうというしていこうというしていこうというしていこうという気気気気持ちはさらさらご持ちはさらさらご持ちはさらさらご持ちはさらさらござざざざいません。例えば、いません。例えば、いません。例えば、いません。例えば、前前前前のののの状状状状態態態態でいいますと、でいいますと、でいいますと、でいいますと、普普普普通通通通のののの駐車駐車駐車駐車場の場場の場場の場場の場所所所所であったのですが、そこに日であったのですが、そこに日であったのですが、そこに日であったのですが、そこに日曜曜曜曜日などにずらっと日などにずらっと日などにずらっと日などにずらっと車車車車がががが並並並並んでいる、あんでいる、あんでいる、あんでいる、あれがれがれがれが果果果果たしてたしてたしてたして景景景景観上よかったのかどうかという問観上よかったのかどうかという問観上よかったのかどうかという問観上よかったのかどうかという問題題題題もありますし、もありますし、もありますし、もありますし、昔昔昔昔は、ここはは、ここはは、ここはは、ここは師範師範師範師範学学学学校校校校という大きなという大きなという大きなという大きな建建建建物物物物があったところでもありましたし、要は、奈があったところでもありましたし、要は、奈があったところでもありましたし、要は、奈があったところでもありましたし、要は、奈良公園良公園良公園良公園のののの価価価価値値値値とはとはとはとは何何何何なのかなのかなのかなのかというというというという部部部部分については、明治がいいのか分については、明治がいいのか分については、明治がいいのか分については、明治がいいのか江戸江戸江戸江戸がいいのか、がいいのか、がいいのか、がいいのか、昭昭昭昭和がいいのかを含めながら、和がいいのかを含めながら、和がいいのかを含めながら、和がいいのかを含めながら、１００年先にはどの１００年先にはどの１００年先にはどの１００年先にはどの形形形形がいいのか、がいいのか、がいいのか、がいいのか、我我我我 々々々々がががが考考考考えるのではなく、第えるのではなく、第えるのではなく、第えるのではなく、第三三三三者の方のいろいろな者の方のいろいろな者の方のいろいろな者の方のいろいろな意意意意見を聞きながら見を聞きながら見を聞きながら見を聞きながらややややっていくっていくっていくっていく姿勢姿勢姿勢姿勢にににに変変変変わりはごわりはごわりはごわりはござざざざいません。いません。いません。いません。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、で、で、で、ババババスターミスターミスターミスターミナナナナルルルルについては、今までずっと奈については、今までずっと奈については、今までずっと奈については、今までずっと奈良公園地良公園地良公園地良公園地区整備区整備区整備区整備検討委員検討委員検討委員検討委員会を含めていろいろ議会を含めていろいろ議会を含めていろいろ議会を含めていろいろ議論論論論してきた中で、してきた中で、してきた中で、してきた中で、最最最最後のものといえばおかしいです後のものといえばおかしいです後のものといえばおかしいです後のものといえばおかしいですけけけけれども、ここれども、ここれども、ここれども、ここにこれをつくることで、にこれをつくることで、にこれをつくることで、にこれをつくることで、何何何何とか奈とか奈とか奈とか奈良公園良公園良公園良公園内の内の内の内のババババスの進スの進スの進スの進入入入入をををを少少少少しでもしでもしでもしでも減減減減らしてらしてらしてらして排排排排ガガガガスから奈スから奈スから奈スから奈良公園良公園良公園良公園をををを守守守守りたい、そして、この中にはりたい、そして、この中にはりたい、そして、この中にはりたい、そして、この中には渋渋渋渋滞滞滞滞緩緩緩緩和の和の和の和のココココントントントントロロロローーーールルルル機機機機能能能能を持つということをを持つということをを持つということをを持つということを言っていますように、一言っていますように、一言っていますように、一言っていますように、一般般般般車車車車を中を中を中を中へへへへ突突突突入入入入させないで、できるださせないで、できるださせないで、できるださせないで、できるだけけけけ郊郊郊郊外にある外にある外にある外にある駐車駐車駐車駐車場に場に場に場に誘誘誘誘導導導導して、そこからして、そこからして、そこからして、そこからぐぐぐぐるっとるっとるっとるっとババババススススやややや、場、場、場、場合合合合によってはによってはによってはによっては歩歩歩歩いていただくこともいていただくこともいていただくこともいていただくことも考考考考えて、えて、えて、えて、何何何何とか奈とか奈とか奈とか奈良公園良公園良公園良公園内に内に内に内に乗乗乗乗りりりり入入入入れをれをれをれを減減減減らして、らして、らして、らして、木木木木 々々々々がががが枯枯枯枯れていくようなことをれていくようなことをれていくようなことをれていくようなことを阻止阻止阻止阻止したいと。したいと。したいと。したいと。もう一点は、奈もう一点は、奈もう一点は、奈もう一点は、奈良公園良公園良公園良公園の中はどうしてもの中はどうしてもの中はどうしてもの中はどうしても民民民民間間間間地地地地がたくさんごがたくさんごがたくさんごがたくさんござざざざいます。県の奈います。県の奈います。県の奈います。県の奈良公園良公園良公園良公園だだだだけけけけであればもっとであればもっとであればもっとであればもっとややややりりりりややややすい方法もあるかとは思いますすい方法もあるかとは思いますすい方法もあるかとは思いますすい方法もあるかとは思いますけけけけれども、そのれども、そのれども、そのれども、その辺辺辺辺もももも考考考考慮慮慮慮しながら、しながら、しながら、しながら、広域広域広域広域的な的な的な的な景景景景観、観、観、観、保保保保護護護護、、、、保保保保全については全については全については全については積積積積極極極極的に的に的に的に頑張頑張頑張頑張っていくっていくっていくっていく所所所所存存存存です。です。です。です。以以以以上です。上です。上です。上です。○小林委員○小林委員○小林委員○小林委員 景景景景観ということに観ということに観ということに観ということに非常非常非常非常にこだわってきました。にこだわってきました。にこだわってきました。にこだわってきました。最最最最後に、これは質問ではあり後に、これは質問ではあり後に、これは質問ではあり後に、これは質問ではありませんませんませんませんけけけけれども、先人の言れども、先人の言れども、先人の言れども、先人の言葉葉葉葉をををを紹介紹介紹介紹介して、奈して、奈して、奈して、奈良公園良公園良公園良公園のののの風致風致風致風致景景景景観を観を観を観を守守守守るために、このるために、このるために、このるために、この建建建建物物物物ががががふふふふさわしいのかどうかを再度さわしいのかどうかを再度さわしいのかどうかを再度さわしいのかどうかを再度考考考考えていただえていただえていただえていただけけけけたらと思います。たらと思います。たらと思います。たらと思います。景景景景観こそ観こそ観こそ観こそ最最最最も重要なも重要なも重要なも重要な文文文文化化化化財財財財。。。。景景景景観はよいほうがよいが、ち観はよいほうがよいが、ち観はよいほうがよいが、ち観はよいほうがよいが、ちょょょょっとっとっとっと変変変変わったってわったってわったってわったって別別別別にににに生生生生死死死死の問の問の問の問題題題題ではないとではないとではないとではないと多多多多くの人がくの人がくの人がくの人が考考考考えているのではないか。しかし、えているのではないか。しかし、えているのではないか。しかし、えているのではないか。しかし、実実実実はははは生生生生死死死死と同じくらい大と同じくらい大と同じくらい大と同じくらい大切切切切な人間としてな人間としてな人間としてな人間として生生生生きるにつながるきるにつながるきるにつながるきるにつながる文文文文化の認化の認化の認化の認識識識識にかかわる問にかかわる問にかかわる問にかかわる問題題題題である。このようにおっしゃである。このようにおっしゃである。このようにおっしゃである。このようにおっしゃったのは、ったのは、ったのは、ったのは、京京京京都都都都大大大大学学学学の名の名の名の名誉誉誉誉教教教教授授授授をされていたをされていたをされていたをされていた西西西西山山山山夘三氏夘三氏夘三氏夘三氏というというというという都都都都市計市計市計市計画画画画家家家家です。奈です。奈です。奈です。奈良良良良市の市の市の市の国国国国際際際際文文文文化観光化観光化観光化観光都都都都市市市市審審審審議会の委員もされた方です。議会の委員もされた方です。議会の委員もされた方です。議会の委員もされた方です。それから、もう一人、それから、もう一人、それから、もう一人、それから、もう一人、景景景景観を観を観を観を壊壊壊壊せば観光せば観光せば観光せば観光客客客客はははは減減減減る。このように言われた、る。このように言われた、る。このように言われた、る。このように言われた、古古古古都都都都奈奈奈奈良良良良のののの景景景景観を観を観を観を壊壊壊壊すようなすようなすようなすような寓居寓居寓居寓居は奈は奈は奈は奈良良良良のよさをのよさをのよさをのよさを求求求求めてめてめてめて訪訪訪訪れる観光れる観光れる観光れる観光客客客客をををを減減減減らすことは必らすことは必らすことは必らすことは必至至至至だ。観光がだ。観光がだ。観光がだ。観光が支支支支
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えとなっている奈えとなっている奈えとなっている奈えとなっている奈良良良良のののの活力活力活力活力をそをそをそをそぐぐぐぐものであると言われたのは、奈ものであると言われたのは、奈ものであると言われたのは、奈ものであると言われたのは、奈良良良良をこよなくをこよなくをこよなくをこよなく愛愛愛愛してこらしてこらしてこらしてこられた、れた、れた、れた、元元元元奈奈奈奈良女子良女子良女子良女子大大大大学学学学のののの湯湯湯湯川川川川先先先先生生生生です。このような言です。このような言です。このような言です。このような言葉葉葉葉を言っておられますが、再度、を言っておられますが、再度、を言っておられますが、再度、を言っておられますが、再度、景景景景観を観を観を観を壊壊壊壊さないということで、計さないということで、計さないということで、計さないということで、計画画画画もももも改改改改めて再検討をめて再検討をめて再検討をめて再検討を求求求求めておきたいと思います。めておきたいと思います。めておきたいと思います。めておきたいと思います。以以以以上です。上です。上です。上です。○猪奥委員○猪奥委員○猪奥委員○猪奥委員 説明いただいた中から説明いただいた中から説明いただいた中から説明いただいた中から二二二二、、、、三三三三、、、、追追追追加で加で加で加で教教教教えていただきたいですえていただきたいですえていただきたいですえていただきたいです。。。。「「「「平成２８平成２８平成２８平成２８年度一年度一年度一年度一般般般般会計会計会計会計特別特別特別特別会計予算案の会計予算案の会計予算案の会計予算案の概概概概要要要要」」」」、、、、４４４４１１１１ペペペペーーーージジジジの奈の奈の奈の奈良良良良県観光県観光県観光県観光ササササーーーービビビビスススス改善改善改善改善委員会委員会委員会委員会設置設置設置設置事事事事業業業業について、どういったものをについて、どういったものをについて、どういったものをについて、どういったものを設置設置設置設置して、どういったことをして、どういったことをして、どういったことをして、どういったことを審審審審議されるのかを説明いた議されるのかを説明いた議されるのかを説明いた議されるのかを説明いただきたいと思います。だきたいと思います。だきたいと思います。だきたいと思います。次に次に次に次に、、、、「「「「平成２８年度一平成２８年度一平成２８年度一平成２８年度一般般般般会計会計会計会計特別特別特別特別会計予算案の会計予算案の会計予算案の会計予算案の概概概概要要要要」」」」、、、、４９ペ４９ペ４９ペ４９ペーーーージジジジの観光の観光の観光の観光キャキャキャキャンンンンペペペペーンーンーンーン事事事事業業業業で、もうで、もうで、もうで、もう少少少少しししし教教教教えていただきたいのですが、大えていただきたいのですが、大えていただきたいのですが、大えていただきたいのですが、大都都都都市市市市圏圏圏圏におにおにおにおけけけけるるるる旅旅旅旅行事行事行事行事業業業業者者者者メメメメデデデディィィィア関ア関ア関ア関係者係者係者係者向け向け向け向けののののＰＰＰＰＲＲＲＲイベントとはイベントとはイベントとはイベントとは何何何何かイベントをされるということでしかイベントをされるということでしかイベントをされるということでしかイベントをされるということでしょょょょうが、次のうが、次のうが、次のうが、次のテテテテレレレレビビビビ、、、、女性女性女性女性雑雑雑雑誌誌誌誌、、、、ウエウエウエウエブブブブ等等等等をををを連連連連動動動動させたさせたさせたさせた広域広広域広広域広広域広報を報を報を報を展開展開展開展開のところをのところをのところをのところを具具具具体的にご説明いただきたい体的にご説明いただきたい体的にご説明いただきたい体的にご説明いただきたいです。県でです。県でです。県でです。県で広広広広告告告告料料料料をををを支支支支払払払払ってってってって広広広広告を告を告を告を載載載載せるということではなくて、せるということではなくて、せるということではなくて、せるということではなくて、別別別別のののの広広広広報を報を報を報を連連連連動動動動してしてしてして考考考考えているのかと思うのですえているのかと思うのですえているのかと思うのですえているのかと思うのですけけけけれども、れども、れども、れども、教教教教えていただえていただえていただえていただけけけければと思います。ればと思います。ればと思います。ればと思います。○林観光プロモーション課長○林観光プロモーション課長○林観光プロモーション課長○林観光プロモーション課長 観光観光観光観光ササササーーーービビビビスススス改善改善改善改善委員会です委員会です委員会です委員会ですけけけけれども、本県のれども、本県のれども、本県のれども、本県の課題課題課題課題の一つの一つの一つの一つが、おもてなしのが、おもてなしのが、おもてなしのが、おもてなしの部部部部分が分が分が分が少少少少しししし弱弱弱弱いというところでして、２０２０年のいというところでして、２０２０年のいというところでして、２０２０年のいというところでして、２０２０年の東東東東京オ京オ京オ京オリリリリンンンンピピピピック、ック、ック、ック、パパパパラリラリラリラリンンンンピピピピックにックにックにックに向け向け向け向けて、おもてなし、すなわち観光て、おもてなし、すなわち観光て、おもてなし、すなわち観光て、おもてなし、すなわち観光ササササーーーービビビビスのスのスのスの向向向向上を上を上を上を狙狙狙狙って、本県をって、本県をって、本県をって、本県を訪訪訪訪れていただく観光れていただく観光れていただく観光れていただく観光客客客客のののの満満満満足足足足度を度を度を度を高高高高めて、観光のめて、観光のめて、観光のめて、観光の肝肝肝肝であるであるであるであるリピリピリピリピーターの増加につなーターの増加につなーターの増加につなーターの増加につなげげげげることることることることがががが目目目目的です。県内の的です。県内の的です。県内の的です。県内のササササーーーービビビビスススス改善改善改善改善委員会の中委員会の中委員会の中委員会の中身身身身ですですですですけけけけれども、県の関係者、観光関れども、県の関係者、観光関れども、県の関係者、観光関れども、県の関係者、観光関連連連連事事事事業業業業者で者で者で者で交交交交通通通通事事事事業業業業者、者、者、者、社社社社寺寺寺寺、、、、有有有有識識識識者などによって者などによって者などによって者などによって構構構構成をしたいと思っており、本県を成をしたいと思っており、本県を成をしたいと思っており、本県を成をしたいと思っており、本県を訪訪訪訪れた観れた観れた観れた観光光光光客客客客の県内の観光の県内の観光の県内の観光の県内の観光ササササーーーービビビビスに対するごスに対するごスに対するごスに対するご意意意意見見見見やややや苦苦苦苦情情情情などをなどをなどをなどを収集収集収集収集して、それをもとにして、それをもとにして、それをもとにして、それをもとにケケケケーススーススーススーススタデタデタデタディィィィーを行い、本県観光ーを行い、本県観光ーを行い、本県観光ーを行い、本県観光産産産産業業業業のののの課題課題課題課題、問、問、問、問題題題題点を点を点を点を洗洗洗洗い出して、観光い出して、観光い出して、観光い出して、観光ササササーーーービビビビスススス改善改善改善改善のためののためののためののための方策を検討したいと思っています。あわせて、観光方策を検討したいと思っています。あわせて、観光方策を検討したいと思っています。あわせて、観光方策を検討したいと思っています。あわせて、観光カリカリカリカリススススママママ的な方などとの的な方などとの的な方などとの的な方などとの意意意意見見見見交換交換交換交換やややや先先先先進進進進地地地地のののの視視視視察察察察をををを実施実施実施実施して、これらのして、これらのして、これらのして、これらの取取取取りりりり組み組み組み組みからからからから得得得得られた観光られた観光られた観光られた観光ササササーーーービビビビスのスのスのスの改善改善改善改善の方策を、例の方策を、例の方策を、例の方策を、例えばえばえばえばジャジャジャジャーーーーナナナナルルルルのようなものをつくって、観光関のようなものをつくって、観光関のようなものをつくって、観光関のようなものをつくって、観光関連連連連事事事事業業業業者の方にフ者の方にフ者の方にフ者の方にフィィィィーーーードドドドババババックをし、おックをし、おックをし、おックをし、おもてなしのレベもてなしのレベもてなしのレベもてなしのレベルルルルアップにつなアップにつなアップにつなアップにつなげげげげていきたいとていきたいとていきたいとていきたいと考考考考えています。えています。えています。えています。次に、観光次に、観光次に、観光次に、観光キャキャキャキャンンンンペペペペーンですーンですーンですーンですけけけけれども、れども、れども、れども、雑雑雑雑誌誌誌誌、、、、テテテテレレレレビ等ビ等ビ等ビ等はいわはいわはいわはいわゆゆゆゆるるるるペペペペイイイイドドドドパパパパブブブブ、来てい、来てい、来てい、来ていただくあごあしを見て、そのただくあごあしを見て、そのただくあごあしを見て、そのただくあごあしを見て、その結果結果結果結果載載載載せていただくというものが中せていただくというものが中せていただくというものが中せていただくというものが中心心心心になっています。になっています。になっています。になっています。取材取材取材取材をしていただく費用をおをしていただく費用をおをしていただく費用をおをしていただく費用をお支支支支払払払払いして記事にしていただくということが中いして記事にしていただくということが中いして記事にしていただくということが中いして記事にしていただくということが中心心心心になっています。になっています。になっています。になっています。以以以以上です。上です。上です。上です。○猪奥委員○猪奥委員○猪奥委員○猪奥委員 奈奈奈奈良良良良県観光県観光県観光県観光ササササーーーービビビビスススス改善改善改善改善委員会は、委員会は、委員会は、委員会は、民民民民間の事間の事間の事間の事業業業業者の者の者の者の課題課題課題課題ををををみみみみんなでんなでんなでんなで洗洗洗洗い出しい出しい出しい出し
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ていこうということですか。奈ていこうということですか。奈ていこうということですか。奈ていこうということですか。奈良良良良県の観光の県の観光の県の観光の県の観光の課題課題課題課題は、もちろんは、もちろんは、もちろんは、もちろん民民民民間の事間の事間の事間の事業業業業者者者者側側側側にににに課題課題課題課題がたがたがたがたくさんあることもあると思うのですくさんあることもあると思うのですくさんあることもあると思うのですくさんあることもあると思うのですけけけけれども、行れども、行れども、行れども、行政政政政のののの課題課題課題課題もももも多多多多くあると思いますが、そのくあると思いますが、そのくあると思いますが、そのくあると思いますが、その課題課題課題課題はここで検討されるのかどうかがわからなかったので、お願いします。はここで検討されるのかどうかがわからなかったので、お願いします。はここで検討されるのかどうかがわからなかったので、お願いします。はここで検討されるのかどうかがわからなかったので、お願いします。○林観光プロモーション課長○林観光プロモーション課長○林観光プロモーション課長○林観光プロモーション課長 実際実際実際実際、観光、観光、観光、観光客客客客のいろいろなのいろいろなのいろいろなのいろいろな声声声声をををを拾拾拾拾っていって、一っていって、一っていって、一っていって、一個個個個一一一一個個個個潰潰潰潰していくということになります。その中では、していくということになります。その中では、していくということになります。その中では、していくということになります。その中では、種種種種類類類類として、行として、行として、行として、行政政政政がががが取取取取りりりり組組組組むむむむ上で上で上で上で課題課題課題課題といといといというのもうのもうのもうのも当当当当然然然然あるものですので、そういったものを含めて全体のレベあるものですので、そういったものを含めて全体のレベあるものですので、そういったものを含めて全体のレベあるものですので、そういったものを含めて全体のレベルルルルアップにつなアップにつなアップにつなアップにつなげげげげていていていていくと思っています。くと思っています。くと思っています。くと思っています。○猪奥委員○猪奥委員○猪奥委員○猪奥委員 とても大とても大とても大とても大切切切切なことだと思いますのでなことだと思いますのでなことだと思いますのでなことだと思いますので広広広広くくくくややややっていただっていただっていただっていただけけけければと思いますが、ればと思いますが、ればと思いますが、ればと思いますが、構構構構成委員の中に市町村が成委員の中に市町村が成委員の中に市町村が成委員の中に市町村が入入入入っていなかったと思うのですっていなかったと思うのですっていなかったと思うのですっていなかったと思うのですけけけけれども、確認をしたいと思いまれども、確認をしたいと思いまれども、確認をしたいと思いまれども、確認をしたいと思います。す。す。す。それと、それと、それと、それと、広広広広告です告です告です告ですけけけけれども、れども、れども、れども、取材取材取材取材料料料料をををを支支支支払払払払ってってってって取材取材取材取材をしていただく、これはをしていただく、これはをしていただく、これはをしていただく、これは何何何何というというというという形形形形態態態態でしでしでしでしょょょょうか、よくあるのでしうか、よくあるのでしうか、よくあるのでしうか、よくあるのでしょょょょうか。うか。うか。うか。○林観光プロモーション課長○林観光プロモーション課長○林観光プロモーション課長○林観光プロモーション課長 市町村も市町村も市町村も市町村も当当当当然然然然入入入入っていただいて、県全体としてっていただいて、県全体としてっていただいて、県全体としてっていただいて、県全体として取取取取りりりり組組組組んでんでんでんでいきたいと思っています。いきたいと思っています。いきたいと思っています。いきたいと思っています。取材取材取材取材をしていただいて、をしていただいて、をしていただいて、をしていただいて、ペペペペイイイイドドドドパパパパブブブブリシテリシテリシテリシティィィィーという、ーという、ーという、ーという、パパパパブブブブリシテリシテリシテリシティィィィープープープープララララスアスアスアスアルルルルフフフファァァァのような、のような、のような、のような、純純純純然然然然たるたるたるたる広広広広告も中にはあるのです告も中にはあるのです告も中にはあるのです告も中にはあるのですけけけけれども、れども、れども、れども、純純純純然然然然たるたるたるたる広広広広告だとどうしてもかな告だとどうしてもかな告だとどうしてもかな告だとどうしてもかなりりりり割割割割高高高高になりますので、そこはになりますので、そこはになりますので、そこはになりますので、そこは双双双双方の利方の利方の利方の利害害害害を一を一を一を一致致致致させるさせるさせるさせる意味意味意味意味で、そういうで、そういうで、そういうで、そういう手手手手法が法が法が法が結構使結構使結構使結構使わわわわれています。れています。れています。れています。以以以以上です。上です。上です。上です。○猪奥委員○猪奥委員○猪奥委員○猪奥委員 委員会は市町村にももちろん委員会は市町村にももちろん委員会は市町村にももちろん委員会は市町村にももちろん入入入入っていただいて、かなりっていただいて、かなりっていただいて、かなりっていただいて、かなり頻頻頻頻度を上度を上度を上度を上げげげげててててややややってってってっていただいたほうがいいと思いますし、県でいただいたほうがいいと思いますし、県でいただいたほうがいいと思いますし、県でいただいたほうがいいと思いますし、県でややややるるるるべべべべきこと、市町村できこと、市町村できこと、市町村できこと、市町村でややややるるるるべべべべきことはきことはきことはきことは課題課題課題課題ととととしてしてしてして洗洗洗洗い出して、それい出して、それい出して、それい出して、それぞぞぞぞれここにれここにれここにれここに集集集集まっていただいている、関係まっていただいている、関係まっていただいている、関係まっていただいている、関係部部部部局で局で局で局で実実実実行していただく行していただく行していただく行していただく段段段段取取取取りになるということですね。りになるということですね。りになるということですね。りになるということですね。頑張頑張頑張頑張ってください。ってください。ってください。ってください。次、次、次、次、広広広広告です告です告です告ですけけけけれども、れども、れども、れども、旅旅旅旅行に行くとしたら、行に行くとしたら、行に行くとしたら、行に行くとしたら、訪訪訪訪れるれるれるれる側側側側の立場で立つと、の立場で立つと、の立場で立つと、の立場で立つと、旅旅旅旅行行行行雑雑雑雑誌誌誌誌といといといというのはそれをうのはそれをうのはそれをうのはそれを参参参参考考考考にして行くことが大にして行くことが大にして行くことが大にして行くことが大変変変変多多多多いかと思います。奈いかと思います。奈いかと思います。奈いかと思います。奈良良良良県がどう県がどう県がどう県がどう取取取取り上り上り上り上げげげげられてられてられてられているかというのは、県のいるかというのは、県のいるかというのは、県のいるかというのは、県の担当担当担当担当課課課課はどこでしていただいているのでしはどこでしていただいているのでしはどこでしていただいているのでしはどこでしていただいているのでしょょょょうか。例えば今月うか。例えば今月うか。例えば今月うか。例えば今月号号号号の発の発の発の発売売売売されている奈されている奈されている奈されている奈良良良良版版版版のるるのるるのるるのるるぶやぶやぶやぶや、いろいろな、いろいろな、いろいろな、いろいろな旅旅旅旅行行行行雑雑雑雑誌誌誌誌では、奈では、奈では、奈では、奈良良良良県が、こう県が、こう県が、こう県が、こう取取取取り上り上り上り上げげげげられていて、アられていて、アられていて、アられていて、アメリカメリカメリカメリカでででで売売売売られている、られている、られている、られている、韓韓韓韓国で国で国で国で売売売売られているられているられているられている旅旅旅旅行行行行雑雑雑雑誌誌誌誌では、奈では、奈では、奈では、奈良良良良県という県という県という県というのは、今、どういうところがのは、今、どういうところがのは、今、どういうところがのは、今、どういうところが取取取取り上り上り上り上げげげげられて、られて、られて、られて、店店店店がどういうところががどういうところががどういうところががどういうところが取取取取り上り上り上り上げげげげられて、られて、られて、られて、ルルルルートはこうなっている。ートはこうなっている。ートはこうなっている。ートはこうなっている。滞在滞在滞在滞在がががが非常非常非常非常にににに短短短短いことが奈いことが奈いことが奈いことが奈良良良良県の観光の県の観光の県の観光の県の観光の課題課題課題課題ですですですですけけけけれども、れども、れども、れども、旅旅旅旅行行行行に行くときに、観光に行くときに、観光に行くときに、観光に行くときに、観光雑雑雑雑誌誌誌誌を見ているときに、ここは２を見ているときに、ここは２を見ているときに、ここは２を見ているときに、ここは２時時時時間で行間で行間で行間で行けけけけます、３ます、３ます、３ます、３時時時時間で行間で行間で行間で行けけけけます、ます、ます、ます、
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１１１１時時時時間でいいですということは間でいいですということは間でいいですということは間でいいですということは雑雑雑雑誌誌誌誌にはにはにはには書書書書いてありますいてありますいてありますいてありますけけけけれども、そこに、例えばれども、そこに、例えばれども、そこに、例えばれども、そこに、例えばモモモモデデデデルルルルルルルルート２ート２ート２ート２時時時時間と間と間と間と書書書書いてあれば、このいてあれば、このいてあれば、このいてあれば、このモモモモデデデデルルルルルルルルートをートをートをートをややややめてくださいというのを、例えばじめてくださいというのを、例えばじめてくださいというのを、例えばじめてくださいというのを、例えばじゃらんを出している出ゃらんを出している出ゃらんを出している出ゃらんを出している出版版版版社社社社まで行ってまで行ってまで行ってまで行って情情情情報提報提報提報提供供供供をされているのかを含めてお聞かせいただをされているのかを含めてお聞かせいただをされているのかを含めてお聞かせいただをされているのかを含めてお聞かせいただきたいと思います。きたいと思います。きたいと思います。きたいと思います。○林観光プロモーション課長○林観光プロモーション課長○林観光プロモーション課長○林観光プロモーション課長 観光局に、観光関係の観光局に、観光関係の観光局に、観光関係の観光局に、観光関係の課課課課が３が３が３が３課課課課ありますありますありますありますけけけけれども、それれども、それれども、それれども、それぞぞぞぞれれれれ雑雑雑雑誌誌誌誌社等社等社等社等とのつきとのつきとのつきとのつき合合合合いがあり、そういったところでいがあり、そういったところでいがあり、そういったところでいがあり、そういったところで現状現状現状現状のののの情情情情報報報報把握把握把握把握をしているところで、をしているところで、をしているところで、をしているところで、委員がお委員がお委員がお委員がお述べ述べ述べ述べのののの何何何何かかかか気気気気づいた点についても、づいた点についても、づいた点についても、づいた点についても、雑雑雑雑誌誌誌誌社社社社のののの編編編編集集集集者と話をする者と話をする者と話をする者と話をする機機機機会があれば、そ会があれば、そ会があれば、そ会があれば、そういうういうういうういう意意意意見なども見なども見なども見なども申申申申し上し上し上し上げげげげているところです。ているところです。ているところです。ているところです。以以以以上です。上です。上です。上です。○猪奥委員○猪奥委員○猪奥委員○猪奥委員 業務業務業務業務としてどこがすとしてどこがすとしてどこがすとしてどこがすべべべべきかはきかはきかはきかは決決決決まっていないということだと思うのです。そまっていないということだと思うのです。そまっていないということだと思うのです。そまっていないということだと思うのです。それれれれぞぞぞぞれれれれ気気気気づいたこともあるだろうと思いますづいたこともあるだろうと思いますづいたこともあるだろうと思いますづいたこともあるだろうと思いますけけけけれども、これはここがれども、これはここがれども、これはここがれども、これはここがややややるというるというるというるという役役役役所所所所の中の中の中の中のののの整理整理整理整理をつをつをつをつけけけけておいていただいて、それておいていただいて、それておいていただいて、それておいていただいて、それぞぞぞぞれがれがれがれが気気気気づいたことはここに言ったら大づいたことはここに言ったら大づいたことはここに言ったら大づいたことはここに言ったら大丈丈丈丈夫と夫と夫と夫と担担担担当当当当課課課課の職員がきちんとの職員がきちんとの職員がきちんとの職員がきちんと媒媒媒媒体体体体向け向け向け向けに話しに話しに話しに話し合合合合いをするということにしたほうが、観光いをするということにしたほうが、観光いをするということにしたほうが、観光いをするということにしたほうが、観光客側客側客側客側の立の立の立の立場に立つと、奈場に立つと、奈場に立つと、奈場に立つと、奈良良良良県の県の県の県の情情情情報はより一報はより一報はより一報はより一層層層層ふふふふえるのではないかと思いますので、庁内でご検討えるのではないかと思いますので、庁内でご検討えるのではないかと思いますので、庁内でご検討えるのではないかと思いますので、庁内でご検討いただいただいただいただけけけければと思います。ればと思います。ればと思います。ればと思います。○乾委員長○乾委員長○乾委員長○乾委員長 大立山まつりの大立山まつりの大立山まつりの大立山まつりの件件件件に対してはいろいろなお話も出ていますが、来期も予算をに対してはいろいろなお話も出ていますが、来期も予算をに対してはいろいろなお話も出ていますが、来期も予算をに対してはいろいろなお話も出ていますが、来期も予算をつつつつけけけけてててて頑張頑張頑張頑張っていただくということで、っていただくということで、っていただくということで、っていただくということで、喜喜喜喜んでいるところです。んでいるところです。んでいるところです。んでいるところです。いろいろな話の中で、いろいろな話の中で、いろいろな話の中で、いろいろな話の中で、昔昔昔昔は奈は奈は奈は奈良公園良公園良公園良公園の中で行われるの中で行われるの中で行われるの中で行われる燈燈燈燈花花花花会のイベントに対しても、会のイベントに対しても、会のイベントに対しても、会のイベントに対しても、公園公園公園公園で火をで火をで火をで火を使使使使って大って大って大って大丈丈丈丈夫か、あれで人が夫か、あれで人が夫か、あれで人が夫か、あれで人が集集集集まるのかなど、いろいろなことがあったということまるのかなど、いろいろなことがあったということまるのかなど、いろいろなことがあったということまるのかなど、いろいろなことがあったということを聞いています。それをを聞いています。それをを聞いています。それをを聞いています。それを乗乗乗乗りりりり越越越越えて、えて、えて、えて、現状現状現状現状はすばらしいイベントになっています。大立山はすばらしいイベントになっています。大立山はすばらしいイベントになっています。大立山はすばらしいイベントになっています。大立山まつりも２まつりも２まつりも２まつりも２億円億円億円億円のお金をのお金をのお金をのお金を使使使使って大って大って大って大変変変変でしたが、でしたが、でしたが、でしたが、無病息災無病息災無病息災無病息災ということでということでということでということで４４４４基基基基の大立山もつくの大立山もつくの大立山もつくの大立山もつくっていただき、っていただき、っていただき、っていただき、絵絵絵絵にににに描描描描いたいたいたいた餅餅餅餅にならないようにするためにも、職員がにならないようにするためにも、職員がにならないようにするためにも、職員がにならないようにするためにも、職員が頑張頑張頑張頑張って、来年もすって、来年もすって、来年もすって、来年もすばらしい大立山まつりにしてもらいたいということを要ばらしい大立山まつりにしてもらいたいということを要ばらしい大立山まつりにしてもらいたいということを要ばらしい大立山まつりにしてもらいたいということを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。そしてそしてそしてそして、、、、「「「「平成２８年度一平成２８年度一平成２８年度一平成２８年度一般般般般会計会計会計会計特別特別特別特別会計予算案の会計予算案の会計予算案の会計予算案の概概概概要要要要」」」」、、、、４４４４５５５５ペペペペーーーージジジジのののの馬馬馬馬見見見見丘陵丘陵丘陵丘陵公園公園公園公園ののののことです。１２月２３日から３日間でしたが、イことです。１２月２３日から３日間でしたが、イことです。１２月２３日から３日間でしたが、イことです。１２月２３日から３日間でしたが、イルルルルミネーミネーミネーミネーシシシショョョョンをしていただいた。ンをしていただいた。ンをしていただいた。ンをしていただいた。公園公園公園公園館館館館の中のの中のの中のの中の工工工工夫をしてイ夫をしてイ夫をしてイ夫をしてイルルルルミネーミネーミネーミネーシシシショョョョンをンをンをンをややややっていただいて２万っていただいて２万っていただいて２万っていただいて２万７７７７，０００人の方が来てい，０００人の方が来てい，０００人の方が来てい，０００人の方が来ていただいたということで、すばらしいイただいたということで、すばらしいイただいたということで、すばらしいイただいたということで、すばらしいイルルルルミネーミネーミネーミネーシシシショョョョンでした。来期もそういうことで予算ンでした。来期もそういうことで予算ンでした。来期もそういうことで予算ンでした。来期もそういうことで予算もつもつもつもつけけけけていますていますていますていますけけけけれども、どのようなことをするのかれども、どのようなことをするのかれども、どのようなことをするのかれども、どのようなことをするのか具具具具体的に体的に体的に体的に教教教教えていただきたい。えていただきたい。えていただきたい。えていただきたい。○堀内まちづくり推進局次長（公園緑地課長事務取扱）○堀内まちづくり推進局次長（公園緑地課長事務取扱）○堀内まちづくり推進局次長（公園緑地課長事務取扱）○堀内まちづくり推進局次長（公園緑地課長事務取扱） 奈奈奈奈良公園良公園良公園良公園と同じように、冬場のと同じように、冬場のと同じように、冬場のと同じように、冬場の来来来来館館館館者を者を者を者をふやふやふやふやすすすす意味意味意味意味で、ことしについてはあまりで、ことしについてはあまりで、ことしについてはあまりで、ことしについてはあまり準準準準備備備備のののの時時時時間もなかったのです間もなかったのです間もなかったのです間もなかったのですけけけけれども、れども、れども、れども、食食食食とイとイとイとイルルルルミネーミネーミネーミネーシシシショョョョンというンというンというンという形形形形でいろいろでいろいろでいろいろでいろいろややややらせていただきました。らせていただきました。らせていただきました。らせていただきました。
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ことしもことしもことしもことしも規規規規模模模模的にはさほど大きなものではなかった的にはさほど大きなものではなかった的にはさほど大きなものではなかった的にはさほど大きなものではなかったけけけけれども、先ほど委員からおっしゃれども、先ほど委員からおっしゃれども、先ほど委員からおっしゃれども、先ほど委員からおっしゃっていただいたように、２万っていただいたように、２万っていただいたように、２万っていただいたように、２万７７７７，０００人の方が来られました。その場でいろいろな，０００人の方が来られました。その場でいろいろな，０００人の方が来られました。その場でいろいろな，０００人の方が来られました。その場でいろいろな課題課題課題課題も見えています。も見えています。も見えています。も見えています。夜夜夜夜間である、間である、間である、間である、暗暗暗暗い、もうい、もうい、もうい、もう少少少少しししし規規規規模模模模を大きくなど、そういった観点から、を大きくなど、そういった観点から、を大きくなど、そういった観点から、を大きくなど、そういった観点から、今後、今後、今後、今後、開催開催開催開催にににに当当当当たってはそのたってはそのたってはそのたってはその辺辺辺辺のののの課題課題課題課題もももも克服克服克服克服しながら、もっといいものをしていきたいと。しながら、もっといいものをしていきたいと。しながら、もっといいものをしていきたいと。しながら、もっといいものをしていきたいと。具具具具体的にはこれから、ことし体的にはこれから、ことし体的にはこれから、ことし体的にはこれから、ことしややややったことをベースに、もうったことをベースに、もうったことをベースに、もうったことをベースに、もう少少少少しししし拡拡拡拡大というか、いろいろな大というか、いろいろな大というか、いろいろな大というか、いろいろな課題課題課題課題をををを解解解解決決決決しながらしながらしながらしながらややややっていきたいと思っています。っていきたいと思っています。っていきたいと思っています。っていきたいと思っています。以以以以上です。上です。上です。上です。○乾委員長○乾委員長○乾委員長○乾委員長 荒荒荒荒井知事が井知事が井知事が井知事が就任就任就任就任されてからずっとされてからずっとされてからずっとされてからずっと馬馬馬馬見見見見丘陵丘陵丘陵丘陵公園公園公園公園に大きなに大きなに大きなに大きな力力力力をををを注注注注ぎぎぎぎ込込込込んでいたんでいたんでいたんでいただいたおかだいたおかだいたおかだいたおかげげげげで、すばらしい第２ので、すばらしい第２ので、すばらしい第２ので、すばらしい第２の公園公園公園公園になっていきつつありますので、になっていきつつありますので、になっていきつつありますので、になっていきつつありますので、引引引引き続いて冬季き続いて冬季き続いて冬季き続いて冬季のイベントとしてのイベントとしてのイベントとしてのイベントとして盛盛盛盛り上り上り上り上げげげげていただきますよう、要ていただきますよう、要ていただきますよう、要ていただきますよう、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。ほかになほかになほかになほかになけけけければ、これをもちまして質疑をれば、これをもちまして質疑をれば、これをもちまして質疑をれば、これをもちまして質疑を終終終終わります。わります。わります。わります。なお、なお、なお、なお、当当当当委員会委員会委員会委員会所所所所属属属属事項に係る議案が事項に係る議案が事項に係る議案が事項に係る議案が追追追追加提案される場加提案される場加提案される場加提案される場合合合合には、には、には、には、当当当当委員会を定例会中の委員会を定例会中の委員会を定例会中の委員会を定例会中の３月８日火３月８日火３月８日火３月８日火曜曜曜曜日の日の日の日の午午午午前前前前１０１０１０１０時時時時半半半半に再度に再度に再度に再度開催開催開催開催させていただくことになりますので、あらかじさせていただくことになりますので、あらかじさせていただくことになりますので、あらかじさせていただくことになりますので、あらかじめごめごめごめご了了了了承承承承願います。願います。願います。願います。それでは、それでは、それでは、それでは、理理理理事者の方のご事者の方のご事者の方のご事者の方のご退退退退出をお願いします。出をお願いします。出をお願いします。出をお願いします。委員の方は委員の方は委員の方は委員の方は残残残残っていただきますよう。っていただきますよう。っていただきますよう。っていただきますよう。（（（（理理理理事者事者事者事者退席退席退席退席））））それでは、本日の委員会をそれでは、本日の委員会をそれでは、本日の委員会をそれでは、本日の委員会を受受受受けけけけまして、委員間討議を行いたいと思います。委員間討議まして、委員間討議を行いたいと思います。委員間討議まして、委員間討議を行いたいと思います。委員間討議まして、委員間討議を行いたいと思います。委員間討議もインターネット中継を行っておりますので、もインターネット中継を行っておりますので、もインターネット中継を行っておりますので、もインターネット中継を行っておりますので、ママママイクをイクをイクをイクを使使使使って発言願います。って発言願います。って発言願います。って発言願います。おおおお手手手手元元元元に県外に県外に県外に県外調査調査調査調査のののの概概概概要と要と要と要と参参参参考資考資考資考資料料料料をををを配付配付配付配付させていただきました。させていただきました。させていただきました。させていただきました。参参参参考資考資考資考資料料料料はこれまではこれまではこれまではこれまでの中間まとめとしての中間まとめとしての中間まとめとしての中間まとめとして現状現状現状現状課題課題課題課題と要と要と要と要望望望望等等等等に分に分に分に分けけけけてててて整理整理整理整理したものですので、したものですので、したものですので、したものですので、参参参参考考考考にしていただにしていただにしていただにしていただけけけければと思います。ればと思います。ればと思います。ればと思います。それでは、県外それでは、県外それでは、県外それでは、県外調査調査調査調査のののの概概概概要をごらん願います。要をごらん願います。要をごらん願います。要をごらん願います。県外県外県外県外調査調査調査調査は２月８日、は２月８日、は２月８日、は２月８日、９９９９日に日に日に日に実施実施実施実施いたしました。いたしました。いたしました。いたしました。調査調査調査調査事項としましては、事項としましては、事項としましては、事項としましては、神神神神話に話に話に話にゆゆゆゆかりかりかりかりのののの深深深深いいいい宮宮宮宮崎崎崎崎県の観光県の観光県の観光県の観光振興振興振興振興についてについてについてについて調査調査調査調査を行いました。を行いました。を行いました。を行いました。調査調査調査調査のののの概概概概要としましては、要としましては、要としましては、要としましては、宮宮宮宮崎崎崎崎県庁では、奈県庁では、奈県庁では、奈県庁では、奈良良良良県と同県と同県と同県と同様様様様にににに神神神神話に話に話に話にゆゆゆゆかりのかりのかりのかりの深深深深いいいい地地地地として、として、として、として、平成２平成２平成２平成２４４４４年度から記年度から記年度から記年度から記紀紀紀紀編編編編さん１３００年記さん１３００年記さん１３００年記さん１３００年記念念念念事事事事業業業業にににに取取取取りりりり組組組組まれ、県、市町村、まれ、県、市町村、まれ、県、市町村、まれ、県、市町村、民民民民間間間間団団団団体が体が体が体が一体となって一体となって一体となって一体となって情情情情報発報発報発報発信信信信を行い、を行い、を行い、を行い、誘客誘客誘客誘客のののの拡拡拡拡大を大を大を大を図図図図られています。られています。られています。られています。高高高高千穂千穂千穂千穂町では、町では、町では、町では、天天天天孫降臨孫降臨孫降臨孫降臨のののの地地地地としてとしてとしてとして宮宮宮宮崎崎崎崎神神神神話の中話の中話の中話の中心心心心的的的的存在存在存在存在であることから、であることから、であることから、であることから、宮宮宮宮崎崎崎崎県庁とも県庁とも県庁とも県庁とも連携連携連携連携しながら観光しながら観光しながら観光しながら観光誘誘誘誘致致致致のののの取取取取りりりり組み組み組み組みを進められています。町内にはを進められています。町内にはを進められています。町内にはを進められています。町内には神神神神話話話話ゆゆゆゆかりのかりのかりのかりの神神神神社社社社が数が数が数が数多多多多くあり、くあり、くあり、くあり、高高高高千穂千穂千穂千穂神神神神社社社社では観では観では観では観光光光光客向け客向け客向け客向けに、に、に、に、毎晩毎晩毎晩毎晩、、、、神神神神楽殿楽殿楽殿楽殿でででで夜夜夜夜神神神神楽楽楽楽のののの公公公公演が行われています。演が行われています。演が行われています。演が行われています。
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以以以以上のことから、観光上のことから、観光上のことから、観光上のことから、観光客誘客誘客誘客誘致致致致にににに向け向け向け向けて、て、て、て、古古古古事記、日本事記、日本事記、日本事記、日本書書書書紀紀紀紀ににににゆゆゆゆかりのかりのかりのかりの深深深深いいいい地地地地として日として日として日として日向向向向神神神神話話話話等等等等をををを活活活活用した観光用した観光用した観光用した観光情情情情報の発報の発報の発報の発信信信信にににに積積積積極極極極的に的に的に的に取取取取りりりり組組組組まれている。まれている。まれている。まれている。以以以以上、県外上、県外上、県外上、県外調査調査調査調査のののの概概概概要と要と要と要といたします。いたします。いたします。いたします。それでは、ただいまの報告を含めまして、それでは、ただいまの報告を含めまして、それでは、ただいまの報告を含めまして、それでは、ただいまの報告を含めまして、当当当当委員会の委員会の委員会の委員会の調査調査調査調査、、、、審審審審査査査査事事事事務務務務であります記であります記であります記であります記紀・紀・紀・紀・万万万万葉葉葉葉ププププロロロロジェジェジェジェクトクトクトクト及及及及びにびにびにびにぎぎぎぎわいわいわいわい交交交交流流流流拠拠拠拠点点点点整備整備整備整備の推進に関することにかかわるの推進に関することにかかわるの推進に関することにかかわるの推進に関することにかかわる課題課題課題課題について、について、について、について、意意意意見見見見交換交換交換交換をしていただきたいと思います。をしていただきたいと思います。をしていただきたいと思います。をしていただきたいと思います。それでは、ご発言お願いします。それでは、ご発言お願いします。それでは、ご発言お願いします。それでは、ご発言お願いします。○和田委員○和田委員○和田委員○和田委員 結構結構結構結構です。です。です。です。○乾委員長○乾委員長○乾委員長○乾委員長 次に、次に、次に、次に、６６６６月定例会で行う中間報告についてですが、月定例会で行う中間報告についてですが、月定例会で行う中間報告についてですが、月定例会で行う中間報告についてですが、正正正正副委員長に一副委員長に一副委員長に一副委員長に一任任任任願えま願えま願えま願えますか。すか。すか。すか。 （（（（「「「「異異異異議なし議なし議なし議なし」」」」とととと呼呼呼呼ぶぶぶぶ者あり）者あり）者あり）者あり）それでは、そのようにさせていただきます。なお、中間報告にそれでは、そのようにさせていただきます。なお、中間報告にそれでは、そのようにさせていただきます。なお、中間報告にそれでは、そのようにさせていただきます。なお、中間報告に掲掲掲掲載載載載すすすすべべべべき事項き事項き事項き事項等等等等があれがあれがあれがあれば、ご発言願います。ば、ご発言願います。ば、ご発言願います。ば、ご発言願います。それでは、中間報告案をそれでは、中間報告案をそれでは、中間報告案をそれでは、中間報告案を６６６６月定例会の委員会でお月定例会の委員会でお月定例会の委員会でお月定例会の委員会でお示示示示しさせていただきますので、よろししさせていただきますので、よろししさせていただきますので、よろししさせていただきますので、よろしくお願いいたします。くお願いいたします。くお願いいたします。くお願いいたします。これをもちまして、本日の委員会をこれをもちまして、本日の委員会をこれをもちまして、本日の委員会をこれをもちまして、本日の委員会を終終終終わります。長わります。長わります。長わります。長時時時時間ご間ご間ご間ご苦苦苦苦労労労労さまでごさまでごさまでごさまでござざざざいました。いました。いました。いました。


