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これより質疑に入ります。これより質疑に入ります。これより質疑に入ります。これより質疑に入ります。私からは、平成２８年度主要施策の成果に関する報告書２４ページ、路線バ私からは、平成２８年度主要施策の成果に関する報告書２４ページ、路線バ私からは、平成２８年度主要施策の成果に関する報告書２４ページ、路線バ私からは、平成２８年度主要施策の成果に関する報告書２４ページ、路線バ○森山委員○森山委員○森山委員○森山委員スを活用した奥大和への誘客促進事業、予算が２，７００万円余の件について質問したいスを活用した奥大和への誘客促進事業、予算が２，７００万円余の件について質問したいスを活用した奥大和への誘客促進事業、予算が２，７００万円余の件について質問したいスを活用した奥大和への誘客促進事業、予算が２，７００万円余の件について質問したいと思います。と思います。と思います。と思います。十津川村、そして十津川温泉街の振興を図っていこうということで、客足が鈍る冬期の十津川村、そして十津川温泉街の振興を図っていこうということで、客足が鈍る冬期の十津川村、そして十津川温泉街の振興を図っていこうということで、客足が鈍る冬期の十津川村、そして十津川温泉街の振興を図っていこうということで、客足が鈍る冬期の誘客につなげるため、奈良交通の長い路線バスを活用して、キャッシュバックキャンペー誘客につなげるため、奈良交通の長い路線バスを活用して、キャッシュバックキャンペー誘客につなげるため、奈良交通の長い路線バスを活用して、キャッシュバックキャンペー誘客につなげるため、奈良交通の長い路線バスを活用して、キャッシュバックキャンペーンを進めて、去年は往復それぞれ約５，０００名の方が利用し、例年の約３割の増加が見ンを進めて、去年は往復それぞれ約５，０００名の方が利用し、例年の約３割の増加が見ンを進めて、去年は往復それぞれ約５，０００名の方が利用し、例年の約３割の増加が見ンを進めて、去年は往復それぞれ約５，０００名の方が利用し、例年の約３割の増加が見込めたと聞いています。オフシーズン対策は、この件で非常に進んでいると感じています。込めたと聞いています。オフシーズン対策は、この件で非常に進んでいると感じています。込めたと聞いています。オフシーズン対策は、この件で非常に進んでいると感じています。込めたと聞いています。オフシーズン対策は、この件で非常に進んでいると感じています。オフシーズン、一番少なくなるときにふやしていくことも大切ですけれども、十津川村オフシーズン、一番少なくなるときにふやしていくことも大切ですけれども、十津川村オフシーズン、一番少なくなるときにふやしていくことも大切ですけれども、十津川村オフシーズン、一番少なくなるときにふやしていくことも大切ですけれども、十津川村自身の振興を考えると、今のオフシーズンのキャッシュバックキャンペーンだけでいいの自身の振興を考えると、今のオフシーズンのキャッシュバックキャンペーンだけでいいの自身の振興を考えると、今のオフシーズンのキャッシュバックキャンペーンだけでいいの自身の振興を考えると、今のオフシーズンのキャッシュバックキャンペーンだけでいいのか。昨年来られた５，０００名の方から、いろいろなニーズがか。昨年来られた５，０００名の方から、いろいろなニーズがか。昨年来られた５，０００名の方から、いろいろなニーズがか。昨年来られた５，０００名の方から、いろいろなニーズがああああると思うのですけれども、ると思うのですけれども、ると思うのですけれども、ると思うのですけれども、そういうことをそういうことをそういうことをそういうことを把握把握把握把握しながら、進化しながら、進化しながら、進化しながら、進化させさせさせさせていこうと考えてていこうと考えてていこうと考えてていこうと考えておおおおられるのか、られるのか、られるのか、られるのか、おおおお聞きしたいと聞きしたいと聞きしたいと聞きしたいと思います。思います。思います。思います。 森山委員が森山委員が森山委員が森山委員がお述べお述べお述べお述べのとのとのとのとおおおおり、キャッシュバックキャンペり、キャッシュバックキャンペり、キャッシュバックキャンペり、キャッシュバックキャンペ○山中観光プロモーション課長○山中観光プロモーション課長○山中観光プロモーション課長○山中観光プロモーション課長ーンは、非常にーンは、非常にーンは、非常にーンは、非常に人気人気人気人気ががががあああありました。りました。りました。りました。最終的最終的最終的最終的には、２，７００万円余のには、２，７００万円余のには、２，７００万円余のには、２，７００万円余の実績実績実績実績にもにもにもにもああああららららわわわわれてれてれてれているといるといるといるとおおおおりです。りです。りです。りです。今今今今後後後後のののの取取取取りりりり組み組み組み組みの方の方の方の方針針針針ですけれども、ですけれども、ですけれども、ですけれども、アアアアンンンンケケケケーーーートトトトをををを確確確確認しますと、一つは、こういう事認しますと、一つは、こういう事認しますと、一つは、こういう事認しますと、一つは、こういう事業がなくても、今業がなくても、今業がなくても、今業がなくても、今回参回参回参回参加することにより、十津川村の加することにより、十津川村の加することにより、十津川村の加することにより、十津川村の魅力魅力魅力魅力をはじめ、またすをはじめ、またすをはじめ、またすをはじめ、またすごごごごく来たいとく来たいとく来たいとく来たいという温かいいう温かいいう温かいいう温かい声声声声もいただいています。また、もいただいています。また、もいただいています。また、もいただいています。また、南南南南部部部部東東東東部にはいろいろな観光部にはいろいろな観光部にはいろいろな観光部にはいろいろな観光素材素材素材素材もももも集集集集まっていまっていまっていまっていますが、それを十分ますが、それを十分ますが、それを十分ますが、それを十分堪能堪能堪能堪能できたというできたというできたというできたという声声声声もたくもたくもたくもたくささささんんんん寄せ寄せ寄せ寄せられています。県としては、られています。県としては、られています。県としては、られています。県としては、南南南南部部部部東東東東部の部の部の部の豊富豊富豊富豊富な観光な観光な観光な観光素材素材素材素材をををを組み合わせ組み合わせ組み合わせ組み合わせて、例えて、例えて、例えて、例えばゆばゆばゆばゆったりと、日本一長いったりと、日本一長いったりと、日本一長いったりと、日本一長い距離距離距離距離をををを走走走走るバス路るバス路るバス路るバス路線を活用して、線を活用して、線を活用して、線を活用して、世界遺産世界遺産世界遺産世界遺産でででであああある大る大る大る大峯峯峯峯奥奥奥奥駈駈駈駈道や道や道や道や小辺小辺小辺小辺路の路の路の路の歴歴歴歴史や自史や自史や自史や自然然然然をををを体体体体感していただいたり、感していただいたり、感していただいたり、感していただいたり、あわせあわせあわせあわせてててて源源源源泉かけ泉かけ泉かけ泉かけ流流流流し温泉や、地域のし温泉や、地域のし温泉や、地域のし温泉や、地域の食材食材食材食材を中を中を中を中心心心心としたとしたとしたとした料料料料理を理を理を理を楽楽楽楽しんでいただくしんでいただくしんでいただくしんでいただく等等等等のののの企画企画企画企画をしっかりとをしっかりとをしっかりとをしっかりと提案提案提案提案していきたいと考えています。していきたいと考えています。していきたいと考えています。していきたいと考えています。最近最近最近最近は、十津川村にも、は、十津川村にも、は、十津川村にも、は、十津川村にも、欧米欧米欧米欧米を中を中を中を中心心心心として、として、として、として、外国人外国人外国人外国人観光客もかなり観光客もかなり観光客もかなり観光客もかなり多多多多くくくく訪訪訪訪れていると聞れていると聞れていると聞れていると聞いています。それらの方いています。それらの方いています。それらの方いています。それらの方 々々々々にににに向向向向けて、観光地にけて、観光地にけて、観光地にけて、観光地におおおおけるけるけるけるガイドガイドガイドガイドのののの育育育育成やもてなし成やもてなし成やもてなし成やもてなし環境環境環境環境のののの整備整備整備整備について、県としてしっかりについて、県としてしっかりについて、県としてしっかりについて、県としてしっかりアドアドアドアドババババイイイイスしていきたいと考えています。スしていきたいと考えています。スしていきたいと考えています。スしていきたいと考えています。以上以上以上以上です。です。です。です。聞きたかったことを、聞きたかったことを、聞きたかったことを、聞きたかったことを、答答答答えていただきました。えていただきました。えていただきました。えていただきました。○森山委員○森山委員○森山委員○森山委員キャッシュバックキャンペーンで、来られたキャッシュバックキャンペーンで、来られたキャッシュバックキャンペーンで、来られたキャッシュバックキャンペーンで、来られたおおおお客客客客様様様様ををををリピリピリピリピーーーータタタターにつなげていくことはーにつなげていくことはーにつなげていくことはーにつなげていくことはももももちちちちろんですけれども、山中観光ろんですけれども、山中観光ろんですけれども、山中観光ろんですけれども、山中観光プロモプロモプロモプロモーシーシーシーショョョョンンンン課課課課長が長が長が長がおおおおっしっしっしっしゃゃゃゃった、日本一長い路線バった、日本一長い路線バった、日本一長い路線バった、日本一長い路線バ
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スだけでも、それにスだけでも、それにスだけでも、それにスだけでも、それに乗乗乗乗りたいということにつながれりたいということにつながれりたいということにつながれりたいということにつながればばばば、誘客の一つのきっかけになるので、誘客の一つのきっかけになるので、誘客の一つのきっかけになるので、誘客の一つのきっかけになるのではないかと感じていました。はないかと感じていました。はないかと感じていました。はないかと感じていました。そんな中で感じるのは、日本一長い路線バスですから、バスにそんな中で感じるのは、日本一長い路線バスですから、バスにそんな中で感じるのは、日本一長い路線バスですから、バスにそんな中で感じるのは、日本一長い路線バスですから、バスに乗乗乗乗るるるる時間時間時間時間が非常に長いが非常に長いが非常に長いが非常に長いわわわわけです。けです。けです。けです。八八八八木から出て、十津川温泉に行くまでの木から出て、十津川温泉に行くまでの木から出て、十津川温泉に行くまでの木から出て、十津川温泉に行くまでの間間間間に、に、に、に、トイレ休憩トイレ休憩トイレ休憩トイレ休憩がががが五條五條五條五條バスバスバスバスセセセセンンンンタタタターとーとーとーと上上上上野地のつり野地のつり野地のつり野地のつり橋橋橋橋ででででああああるということですけれども、聞くるということですけれども、聞くるということですけれども、聞くるということですけれども、聞く話話話話によると、によると、によると、によると、移動移動移動移動中に、中に、中に、中に、お茶お茶お茶お茶ややややビビビビーーーールルルルをををを飲み飲み飲み飲みたいと思ったときに、路線バスでたいと思ったときに、路線バスでたいと思ったときに、路線バスでたいと思ったときに、路線バスでトイレトイレトイレトイレがついていないからがついていないからがついていないからがついていないから控控控控えてえてえてえておおおおこう、といこう、といこう、といこう、というようになってしまっているうようになってしまっているうようになってしまっているうようになってしまっている人人人人がいるそうです。キャッシュバックキャンペーンで行かれがいるそうです。キャッシュバックキャンペーンで行かれがいるそうです。キャッシュバックキャンペーンで行かれがいるそうです。キャッシュバックキャンペーンで行かれる方は、十津川村に行ってる方は、十津川村に行ってる方は、十津川村に行ってる方は、十津川村に行って泊泊泊泊まることがまることがまることがまることが目的目的目的目的ですけれども、日本一長い路線バスを利用すですけれども、日本一長い路線バスを利用すですけれども、日本一長い路線バスを利用すですけれども、日本一長い路線バスを利用するのでるのでるのでるのでああああれれれればばばば、バスに、バスに、バスに、バスに乗乗乗乗ってってってって移動移動移動移動すること自すること自すること自すること自体体体体もももも目的目的目的目的となります。路線バスにはとなります。路線バスにはとなります。路線バスにはとなります。路線バスにはトイレトイレトイレトイレははははなく、観光バスにはなく、観光バスにはなく、観光バスにはなく、観光バスにはトイレトイレトイレトイレがついてるのが、がついてるのが、がついてるのが、がついてるのが、最近あ最近あ最近あ最近ありますけれど、そういうりますけれど、そういうりますけれど、そういうりますけれど、そういう移動時間移動時間移動時間移動時間をををを楽楽楽楽しめるようにすることが、日本一長い路線バスで考えられたら、またしめるようにすることが、日本一長い路線バスで考えられたら、またしめるようにすることが、日本一長い路線バスで考えられたら、またしめるようにすることが、日本一長い路線バスで考えられたら、また違違違違うううう側面側面側面側面からの誘客からの誘客からの誘客からの誘客につながるのではないかと感じます。そういうことを、十津川村で成につながるのではないかと感じます。そういうことを、十津川村で成につながるのではないかと感じます。そういうことを、十津川村で成につながるのではないかと感じます。そういうことを、十津川村で成功させ功させ功させ功させたら、いろいたら、いろいたら、いろいたら、いろいろなところにろなところにろなところにろなところに展開展開展開展開できるできるできるできる可能性可能性可能性可能性ががががああああります。県がどこまで進めるのか、奈良交通がどこまります。県がどこまで進めるのか、奈良交通がどこまります。県がどこまで進めるのか、奈良交通がどこまります。県がどこまで進めるのか、奈良交通がどこまで進めるのかというところがで進めるのかというところがで進めるのかというところがで進めるのかというところがああああると思いますけれども、いると思いますけれども、いると思いますけれども、いると思いますけれども、いずずずずれにしても、こういういい例れにしても、こういういい例れにしても、こういういい例れにしても、こういういい例ができてきたことを、温めて進化ができてきたことを、温めて進化ができてきたことを、温めて進化ができてきたことを、温めて進化させさせさせさせていっていただきたいと思いますので、ていっていただきたいと思いますので、ていっていただきたいと思いますので、ていっていただきたいと思いますので、引引引引きききき続続続続きよきよきよきよろしくろしくろしくろしくお願お願お願お願いします。いします。いします。いします。以上以上以上以上です。です。です。です。１１１１点点点点だけだけだけだけ簡潔簡潔簡潔簡潔にににに申申申申しししし上上上上げます。平成２８年度主要施策の成果に関する報告書げます。平成２８年度主要施策の成果に関する報告書げます。平成２８年度主要施策の成果に関する報告書げます。平成２８年度主要施策の成果に関する報告書○阪口委員○阪口委員○阪口委員○阪口委員の４０ページ、の４０ページ、の４０ページ、の４０ページ、宿泊宿泊宿泊宿泊観光客の増加に観光客の増加に観光客の増加に観光客の増加に向向向向けた冬期けた冬期けた冬期けた冬期イベイベイベイベンンンント展開ト展開ト展開ト展開事業として、１事業として、１事業として、１事業として、１億億億億３，６００３，６００３，６００３，６００万円で、奈良大万円で、奈良大万円で、奈良大万円で、奈良大立立立立山まつりが山まつりが山まつりが山まつりが開催さ開催さ開催さ開催されています。私も見に行っていますが、来れています。私も見に行っていますが、来れています。私も見に行っていますが、来れています。私も見に行っていますが、来場場場場者者者者数数数数が２が２が２が２万６，３６３名と、１万６，３６３名と、１万６，３６３名と、１万６，３６３名と、１回目回目回目回目と比と比と比と比べべべべてててて減減減減っているのではないかと。私の知りっているのではないかと。私の知りっているのではないかと。私の知りっているのではないかと。私の知り合合合合いいいい等等等等も見に行も見に行も見に行も見に行っていますが、一っていますが、一っていますが、一っていますが、一回回回回行くと、もう２行くと、もう２行くと、もう２行くと、もう２回目回目回目回目は行きたくないというは行きたくないというは行きたくないというは行きたくないという評価評価評価評価です。です。です。です。次次次次の予算化もの予算化もの予算化もの予算化もさささされていますが、来れていますが、来れていますが、来れていますが、来場場場場者者者者数数数数とととと参参参参加した加した加した加した人人人人のののの評価評価評価評価を県を県を県を県側側側側からどう見られていからどう見られていからどう見られていからどう見られているのかるのかるのかるのかおおおお聞きしたいと思います。聞きしたいと思います。聞きしたいと思います。聞きしたいと思います。奈良大奈良大奈良大奈良大立立立立山まつりについての山まつりについての山まつりについての山まつりについてのごごごご質問です。質問です。質問です。質問です。○中西ならの観光力向上課長○中西ならの観光力向上課長○中西ならの観光力向上課長○中西ならの観光力向上課長参参参参加者加者加者加者数数数数については、平成２７年度とについては、平成２７年度とについては、平成２７年度とについては、平成２７年度とカウカウカウカウンンンントトトトのののの仕仕仕仕方が方が方が方が違違違違いますので、一いますので、一いますので、一いますので、一概概概概にににに減減減減ったとったとったとったとは考えていまは考えていまは考えていまは考えていませせせせん。ん。ん。ん。来来来来場場場場者については、非常に者については、非常に者については、非常に者については、非常に好評好評好評好評ででででああああったと考えています。奈良大ったと考えています。奈良大ったと考えています。奈良大ったと考えています。奈良大立立立立山まつりは、冬期の山まつりは、冬期の山まつりは、冬期の山まつりは、冬期の観光オフシーズンのに観光オフシーズンのに観光オフシーズンのに観光オフシーズンのにぎわぎわぎわぎわいいいいづづづづくりをくりをくりをくりを狙狙狙狙ったものとしてったものとしてったものとしてったものとして始始始始めたもので、これをきっかけにめたもので、これをきっかけにめたもので、これをきっかけにめたもので、これをきっかけに地地地地元元元元がががが盛盛盛盛りりりり上上上上がったとか、本がったとか、本がったとか、本がったとか、本場場場場のののの祭祭祭祭りを見に来られた方がいたという報道もりを見に来られた方がいたという報道もりを見に来られた方がいたという報道もりを見に来られた方がいたという報道もああああり、県り、県り、県り、県内各内各内各内各地域にも地域にも地域にも地域にも効効効効果が少し果が少し果が少し果が少しずずずずつつつつ広広広広がっているものとがっているものとがっているものとがっているものと評価評価評価評価しています。しています。しています。しています。以上以上以上以上です。です。です。です。
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認認認認識識識識が大きくが大きくが大きくが大きく異異異異なります。私自身も、平なります。私自身も、平なります。私自身も、平なります。私自身も、平城宮跡城宮跡城宮跡城宮跡ののののああああたりを、自たりを、自たりを、自たりを、自動車動車動車動車で通りまで通りまで通りまで通りま○阪口委員○阪口委員○阪口委員○阪口委員す。奈良県平す。奈良県平す。奈良県平す。奈良県平城宮跡歴城宮跡歴城宮跡歴城宮跡歴史史史史公園公園公園公園のののの開園開園開園開園が、平成３０年３月２４日です。平が、平成３０年３月２４日です。平が、平成３０年３月２４日です。平が、平成３０年３月２４日です。平城宮跡歴城宮跡歴城宮跡歴城宮跡歴史史史史公園公園公園公園がががが開園さ開園さ開園さ開園されると、れると、れると、れると、雨雨雨雨がががが降降降降ったり、ったり、ったり、ったり、寒寒寒寒いいいい場合場合場合場合はそこにいたり、はそこにいたり、はそこにいたり、はそこにいたり、食べ物食べ物食べ物食べ物が出るのかはが出るのかはが出るのかはが出るのかはわわわわかりまかりまかりまかりませせせせんが、また事んが、また事んが、また事んが、また事態態態態もももも変わ変わ変わ変わるのかと。来年もるのかと。来年もるのかと。来年もるのかと。来年も多多多多分分分分開催さ開催さ開催さ開催されますが、去年のれますが、去年のれますが、去年のれますが、去年の場合場合場合場合は、１月２５日は、１月２５日は、１月２５日は、１月２５日から２９日でしたから、平から２９日でしたから、平から２９日でしたから、平から２９日でしたから、平城宮跡歴城宮跡歴城宮跡歴城宮跡歴史史史史公園公園公園公園のののの開園開園開園開園にはにはにはには間間間間にににに合わ合わ合わ合わないので、私の見方としてないので、私の見方としてないので、私の見方としてないので、私の見方としては、そうは、そうは、そうは、そう飛躍的飛躍的飛躍的飛躍的にににに伸伸伸伸びないし、少しびないし、少しびないし、少しびないし、少しずずずずつつつつ人数人数人数人数がががが減減減減るのではないかと。そういうるのではないかと。そういうるのではないかと。そういうるのではないかと。そういう意味意味意味意味でいうでいうでいうでいうと、と、と、と、開園開園開園開園ににににあわせあわせあわせあわせて、て、て、て、様子様子様子様子を見ながら、予算を見ながら、予算を見ながら、予算を見ながら、予算等等等等をををを執執執執行していくのが行していくのが行していくのが行していくのが無難無難無難無難なのではないかとなのではないかとなのではないかとなのではないかと思っています。その思っています。その思っています。その思っています。その点点点点についてについてについてについてご意ご意ご意ご意見が見が見が見があああありましたら、よろしくりましたら、よろしくりましたら、よろしくりましたら、よろしくお願お願お願お願いします。いします。いします。いします。阪口委員が阪口委員が阪口委員が阪口委員がお述べお述べお述べお述べのように、のように、のように、のように、現在現在現在現在、平、平、平、平城宮跡城宮跡城宮跡城宮跡では第一では第一では第一では第一次次次次大大大大○中西ならの観光力向上課長○中西ならの観光力向上課長○中西ならの観光力向上課長○中西ならの観光力向上課長極殿極殿極殿極殿やややや朱雀門ひ朱雀門ひ朱雀門ひ朱雀門ひろろろろば等ば等ば等ば等のののの整備整備整備整備が進められてが進められてが進められてが進められておおおおり、奈良大り、奈良大り、奈良大り、奈良大立立立立山まつりも、今年度は主会山まつりも、今年度は主会山まつりも、今年度は主会山まつりも、今年度は主会場場場場をををを朝堂院朝堂院朝堂院朝堂院にににに移移移移してしてしてして準備準備準備準備を進めているところです。を進めているところです。を進めているところです。を進めているところです。朱雀門ひ朱雀門ひ朱雀門ひ朱雀門ひろろろろばばばばについては、来年の３月に供については、来年の３月に供については、来年の３月に供については、来年の３月に供用用用用開始開始開始開始となりますので、来となりますので、来となりますので、来となりますので、来場場場場者の利者の利者の利者の利便性便性便性便性のののの向上向上向上向上が期が期が期が期待待待待できることから、来年度の奈良大できることから、来年度の奈良大できることから、来年度の奈良大できることから、来年度の奈良大立立立立山まつりでは、山まつりでは、山まつりでは、山まつりでは、朱雀門ひ朱雀門ひ朱雀門ひ朱雀門ひろろろろばばばばの活用についても、関係の活用についても、関係の活用についても、関係の活用についても、関係機機機機関とも関とも関とも関とも相談相談相談相談しながらしながらしながらしながら検討検討検討検討していきしていきしていきしていきたいと考えています。たいと考えています。たいと考えています。たいと考えています。以上以上以上以上です。です。です。です。少し認少し認少し認少し認識識識識がががが異異異異なるので、これなるので、これなるので、これなるので、これ以上お話以上お話以上お話以上お話ししていてもししていてもししていてもししていても時間時間時間時間がかかりますので、がかかりますので、がかかりますので、がかかりますので、○阪口委員○阪口委員○阪口委員○阪口委員終わ終わ終わ終わります。ります。ります。ります。１１１１点点点点だけ質問します。だけ質問します。だけ質問します。だけ質問します。○池田委員○池田委員○池田委員○池田委員奈良県に奈良県に奈良県に奈良県におおおおけるけるけるける省エネ省エネ省エネ省エネのののの取取取取りりりり組み組み組み組みについてですが、とりについてですが、とりについてですが、とりについてですが、とりわわわわけ県け県け県け県民民民民のののの意識啓発意識啓発意識啓発意識啓発にににに視点視点視点視点をををを置置置置いて質問したいと思います。いて質問したいと思います。いて質問したいと思います。いて質問したいと思います。決算の資決算の資決算の資決算の資料等料等料等料等をををを拝拝拝拝見しますと、平成２８年度の、例え見しますと、平成２８年度の、例え見しますと、平成２８年度の、例え見しますと、平成２８年度の、例えば夏ば夏ば夏ば夏のののの節電節電節電節電については、については、については、については、節電節電節電節電キャキャキャキャンペーンにンペーンにンペーンにンペーンにおおおおけるけるけるける啓発啓発啓発啓発活活活活動実動実動実動実施施施施等等等等によって、によって、によって、によって、最最最最大大大大電力電力電力電力が２０が２０が２０が２０．．．．２２２２％％％％のののの減減減減となったと。これとなったと。これとなったと。これとなったと。これは平成２２年度比ですが、このように、は平成２２年度比ですが、このように、は平成２２年度比ですが、このように、は平成２２年度比ですが、このように、実績実績実績実績としてはかなりとしてはかなりとしてはかなりとしてはかなり上上上上がっていると理がっていると理がっていると理がっていると理解解解解していましていましていましています。す。す。す。先先先先ほどほどほどほど申申申申しましたように、県しましたように、県しましたように、県しましたように、県民民民民のののの意識啓発意識啓発意識啓発意識啓発にににに視点視点視点視点をををを置置置置いて、いて、いて、いて、省エネ省エネ省エネ省エネのこれまでののこれまでののこれまでののこれまでの取取取取りりりり組組組組みみみみについてについてについてについてご紹介ご紹介ご紹介ご紹介をいただけれをいただけれをいただけれをいただければばばばと思います。と思います。と思います。と思います。省エネ省エネ省エネ省エネのののの取取取取りりりり組み組み組み組みについてのについてのについてのについてのごごごご質問です。質問です。質問です。質問です。○宇都宮エネルギー政策課長○宇都宮エネルギー政策課長○宇都宮エネルギー政策課長○宇都宮エネルギー政策課長ままままずずずず、、、、省エネ省エネ省エネ省エネに対する県に対する県に対する県に対する県民意識民意識民意識民意識のののの醸醸醸醸成が成が成が成が肝肝肝肝要で要で要で要でああああるという考え方から、従るという考え方から、従るという考え方から、従るという考え方から、従前前前前からからからから節電協節電協節電協節電協議会の議会の議会の議会の枠組み枠組み枠組み枠組みなどを活用して、などを活用して、などを活用して、などを活用して、夏夏夏夏及び冬の及び冬の及び冬の及び冬の電力需電力需電力需電力需要の要の要の要の高高高高まるまるまるまる時時時時期に期に期に期にあわせあわせあわせあわせて、て、て、て、省エネ省エネ省エネ省エネ、、、、節節節節電電電電のののの呼呼呼呼びかけをびかけをびかけをびかけを実実実実施するとともに、施するとともに、施するとともに、施するとともに、家庭家庭家庭家庭などになどになどになどにおおおおけるけるけるける省エネ省エネ省エネ省エネに対するに対するに対するに対する取取取取りりりり組み組み組み組み事例を事例を事例を事例を募集募集募集募集して、して、して、して、優秀優秀優秀優秀事例などの事例などの事例などの事例などの表彰並表彰並表彰並表彰並びにびにびにびに周周周周知知知知等等等等にににに努努努努めてきたところです。また事務めてきたところです。また事務めてきたところです。また事務めてきたところです。また事務所等所等所等所等ににににおおおおけるけるけるける
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省エネ設備省エネ設備省エネ設備省エネ設備のののの改修等改修等改修等改修等へのへのへのへの支援支援支援支援、、、、家庭家庭家庭家庭でででで太陽太陽太陽太陽光光光光発電発電発電発電と一と一と一と一体体体体でででで設置さ設置さ設置さ設置されるれるれるれる燃料電燃料電燃料電燃料電池や池や池や池や蓄蓄蓄蓄電電電電池池池池等等等等のののの住宅住宅住宅住宅のののの省エネ省エネ省エネ省エネ化につながる化につながる化につながる化につながる支援等支援等支援等支援等をををを実実実実施しているところです。施しているところです。施しているところです。施しているところです。以上以上以上以上です。です。です。です。ままままちちちちを見を見を見を見渡渡渡渡しても、しても、しても、しても、随随随随分分分分太陽太陽太陽太陽光の光の光の光のパパパパネルネルネルネルを見かけますし、を見かけますし、を見かけますし、を見かけますし、各ご家庭各ご家庭各ご家庭各ご家庭ににににおおおおいていていていて○池田委員○池田委員○池田委員○池田委員も、も、も、も、屋根屋根屋根屋根にのにのにのにのせせせせてててておおおおられたり、られたり、られたり、られたり、蓄蓄蓄蓄電電電電池を池を池を池を設置設置設置設置するなど、するなど、するなど、するなど、意識意識意識意識とともに、かなりとともに、かなりとともに、かなりとともに、かなり設置設置設置設置も進んも進んも進んも進んでいるのではないかと思います。これについてはでいるのではないかと思います。これについてはでいるのではないかと思います。これについてはでいるのではないかと思います。これについては市町市町市町市町村や県に村や県に村や県に村や県におおおおいて、一定のいて、一定のいて、一定のいて、一定の助助助助成が成が成が成がああああっっっったり、たり、たり、たり、国国国国のののの補助補助補助補助ががががああああるということも一つの誘るということも一つの誘るということも一つの誘るということも一つの誘発材料発材料発材料発材料になっているのではないかと理になっているのではないかと理になっているのではないかと理になっているのではないかと理解解解解してしてしてしています。います。います。います。私の知り私の知り私の知り私の知り合合合合いから、奈良県でもこういったいから、奈良県でもこういったいから、奈良県でもこういったいから、奈良県でもこういった取取取取りりりり組み組み組み組みをををを検討検討検討検討してはどうかと、してはどうかと、してはどうかと、してはどうかと、ご意ご意ご意ご意見をい見をい見をい見をいただきましたので、このただきましたので、このただきましたので、このただきましたので、この機機機機会を会を会を会を使使使使って質問したいと思います。って質問したいと思います。って質問したいと思います。って質問したいと思います。東東東東京都京都京都京都の事例です。これは、の事例です。これは、の事例です。これは、の事例です。これは、住住住住民民民民がががが持持持持参参参参したしたしたした白熱白熱白熱白熱電電電電球球球球２２２２個個個個以上以上以上以上ををををＬＥＤＬＥＤＬＥＤＬＥＤ電電電電球球球球１１１１個個個個と交と交と交と交換換換換をするもので、をするもので、をするもので、をするもので、あわせあわせあわせあわせてててて省エネアド省エネアド省エネアド省エネアドババババイイイイスを、地域のスを、地域のスを、地域のスを、地域の家電家電家電家電店店店店にににに協力協力協力協力をををを求求求求めて行っている事めて行っている事めて行っている事めて行っている事業です。業です。業です。業です。東東東東京都京都京都京都がががが始始始始めたということで、めたということで、めたということで、めたということで、ママママススススコミコミコミコミ等等等等を通じて、かなりを通じて、かなりを通じて、かなりを通じて、かなり注注注注目目目目ををををさささされています。れています。れています。れています。実実実実際際際際、、、、東東東東京都京都京都京都のののの皆皆皆皆ささささんがどれんがどれんがどれんがどれぐぐぐぐらい交らい交らい交らい交換換換換にににに訪訪訪訪れ、どれだけのれ、どれだけのれ、どれだけのれ、どれだけの効効効効果が果が果が果がああああったのかは、まだ十ったのかは、まだ十ったのかは、まだ十ったのかは、まだ十分な分な分な分な検検検検証証証証等等等等は行は行は行は行わわわわれていないようですけれども、奈良県にれていないようですけれども、奈良県にれていないようですけれども、奈良県にれていないようですけれども、奈良県におおおおいても、一いても、一いても、一いても、一般般般般のののの家庭家庭家庭家庭ににににおおおおいて、いて、いて、いて、県県県県民民民民がががが広広広広く、いろいろなく、いろいろなく、いろいろなく、いろいろな角角角角度から度から度から度から省エネ省エネ省エネ省エネにににに意識意識意識意識をををを向向向向けてけてけてけて取取取取りりりり組組組組んでいく一つのんでいく一つのんでいく一つのんでいく一つの手法手法手法手法として、として、として、として、こういったこともこういったこともこういったこともこういったことも参参参参考にしてはどうかと。考にしてはどうかと。考にしてはどうかと。考にしてはどうかと。意意意意見を見を見を見を寄せ寄せ寄せ寄せていただいた県ていただいた県ていただいた県ていただいた県民民民民のののの声声声声とともに、私とともに、私とともに、私とともに、私もなるほど、そうだと思ったものですから、もなるほど、そうだと思ったものですから、もなるほど、そうだと思ったものですから、もなるほど、そうだと思ったものですから、おおおお伺伺伺伺いしたいいしたいいしたいいしたいわわわわけです。こういったけです。こういったけです。こういったけです。こういった取取取取りりりり組み組み組み組みもももも参参参参考にしながら、県考にしながら、県考にしながら、県考にしながら、県民民民民全全全全体体体体のののの意識意識意識意識ををををささささらにらにらにらに高高高高めていくことについて、県めていくことについて、県めていくことについて、県めていくことについて、県担当担当担当担当者の考えを者の考えを者の考えを者の考えをおおおお聞か聞か聞か聞かせせせせ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。ままままずずずず、、、、東東東東京都京都京都京都がががが実実実実施している施している施している施している白熱白熱白熱白熱電電電電球球球球ととととＬＥＤＬＥＤＬＥＤＬＥＤ電電電電球球球球交交交交換換換換のののの○宇都宮エネルギー政策課長○宇都宮エネルギー政策課長○宇都宮エネルギー政策課長○宇都宮エネルギー政策課長事業の件ですが、事業の件ですが、事業の件ですが、事業の件ですが、照明器具照明器具照明器具照明器具ののののＬＥＤＬＥＤＬＥＤＬＥＤ化というのは、化というのは、化というのは、化というのは、手軽手軽手軽手軽にできるにできるにできるにできる省エネ省エネ省エネ省エネ手段手段手段手段として、県として、県として、県として、県民民民民の方にもの方にもの方にもの方にも既既既既にににに広広広広くくくく受受受受け入れられていると考えています。け入れられていると考えています。け入れられていると考えています。け入れられていると考えています。東東東東京都京都京都京都の事業の事業の事業の事業効効効効果果果果並並並並びにそのびにそのびにそのびにその評価評価評価評価のののの検検検検証証証証もももも必必必必要で要で要で要でああああるかと考えますが、るかと考えますが、るかと考えますが、るかと考えますが、ＬＥＤＬＥＤＬＥＤＬＥＤ電電電電球球球球はははは白熱白熱白熱白熱電電電電球球球球に比に比に比に比べべべべて、て、て、て、価価価価格格格格が５が５が５が５倍倍倍倍から１から１から１から１００００倍倍倍倍程度の程度の程度の程度の差差差差ががががああああるものの、るものの、るものの、るものの、消消消消費費費費電力電力電力電力が約６分の１程度、が約６分の１程度、が約６分の１程度、が約６分の１程度、寿命寿命寿命寿命については約２０については約２０については約２０については約２０倍倍倍倍とととと言言言言わわわわれてれてれてれておおおおり、り、り、り、ラララランニンンニンンニンンニングコグコグコグコスススストトトト、、、、電気電気電気電気代代代代のののの減等減等減等減等で、で、で、で、短短短短期期期期間間間間でででで購購購購入費用が入費用が入費用が入費用が回回回回収収収収可能可能可能可能とととと推察推察推察推察できできできできることから、ることから、ることから、ることから、補助補助補助補助のののの必必必必要については、要については、要については、要については、現現現現段階段階段階段階では少ないのではないかと考えています。では少ないのではないかと考えています。では少ないのではないかと考えています。では少ないのではないかと考えています。本県としては、本県としては、本県としては、本県としては、先先先先ほどほどほどほど述べ述べ述べ述べましたましたましたました意識意識意識意識のののの醸醸醸醸成、または本県の成、または本県の成、または本県の成、または本県の実実実実情情情情にににに応応応応じたじたじたじた取取取取りりりり組み組み組み組みをををを引引引引きききき続続続続き進めていきたいと考えています。き進めていきたいと考えています。き進めていきたいと考えています。き進めていきたいと考えています。以上以上以上以上です。です。です。です。結構結構結構結構です。です。です。です。○池田委員○池田委員○池田委員○池田委員 私からは、私からは、私からは、私からは、記紀・記紀・記紀・記紀・万万万万葉葉葉葉の観光の観光の観光の観光戦略戦略戦略戦略についてについてについてについておおおお尋ね尋ね尋ね尋ねします。します。します。します。○和田委員○和田委員○和田委員○和田委員
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先先先先般般般般、私は本会議に、私は本会議に、私は本会議に、私は本会議におおおおいて一いて一いて一いて一般般般般質問をしました。その質問をしました。その質問をしました。その質問をしました。その気気気気持持持持ちちちちは、は、は、は、既既既既にににに述べ述べ述べ述べたとたとたとたとおおおおりですりですりですりですが、が、が、が、集集集集約して、私の質問の約して、私の質問の約して、私の質問の約して、私の質問の意気意気意気意気込込込込みみみみを、どういうを、どういうを、どういうを、どういう気気気気持持持持ちちちちででででああああったのか、２ったのか、２ったのか、２ったのか、２点申点申点申点申しししし上上上上げてげてげてげておおおおきたい。きたい。きたい。きたい。その１その１その１その１点点点点は、奈良県は観光は、奈良県は観光は、奈良県は観光は、奈良県は観光立立立立県で県で県で県で頑張頑張頑張頑張るのだと。それがるのだと。それがるのだと。それがるのだと。それが記紀・記紀・記紀・記紀・万万万万葉葉葉葉プロプロプロプロジジジジェェェェククククトトトトで、平で、平で、平で、平城城城城遷都遷都遷都遷都１３００年の１３００年の１３００年の１３００年のポポポポスススストトトト観光施策という認観光施策という認観光施策という認観光施策という認識識識識でででで受受受受けとめました。そういうけとめました。そういうけとめました。そういうけとめました。そういう意味意味意味意味で、で、で、で、何何何何ととととしてもこれをしてもこれをしてもこれをしてもこれを前前前前進進進進させさせさせさせなけれなけれなけれなければばばばいけない。いけない。いけない。いけない。もう一つは、もう一つは、もう一つは、もう一つは、記紀・記紀・記紀・記紀・万万万万葉葉葉葉プロプロプロプロジジジジェェェェククククトトトトは、関係するは、関係するは、関係するは、関係する市町市町市町市町村は一村は一村は一村は一生懸命生懸命生懸命生懸命にににに取取取取りりりり組組組組んでいるんでいるんでいるんでいるけれども、県とうまく一けれども、県とうまく一けれども、県とうまく一けれども、県とうまく一体体体体化している化している化している化している雰囲雰囲雰囲雰囲気気気気が感じられない。それぞれがが感じられない。それぞれがが感じられない。それぞれがが感じられない。それぞれがばばばばららららばばばばらにらにらにらに取取取取りりりり組組組組んでいるのではないか。そのような思いをしたものですから、どうなっているのかと質んでいるのではないか。そのような思いをしたものですから、どうなっているのかと質んでいるのではないか。そのような思いをしたものですから、どうなっているのかと質んでいるのではないか。そのような思いをしたものですから、どうなっているのかと質問しました。問しました。問しました。問しました。それに対する知事それに対する知事それに対する知事それに対する知事答答答答弁弁弁弁は、非常に不は、非常に不は、非常に不は、非常に不満満満満足でした。足でした。足でした。足でした。時間時間時間時間ががががああああれれれればばばば、、、、再再再再質問で質問で質問で質問で深深深深めたかっためたかっためたかっためたかったのですが、きのですが、きのですが、きのですが、きょょょょうのこのうのこのうのこのうのこの場場場場で質疑をで質疑をで質疑をで質疑をさせさせさせさせていただきたいと思います。ていただきたいと思います。ていただきたいと思います。ていただきたいと思います。知事知事知事知事答答答答弁弁弁弁では、主に４では、主に４では、主に４では、主に４点点点点ををををおおおおっしっしっしっしゃゃゃゃっています。１っています。１っています。１っています。１点点点点は、は、は、は、記紀・記紀・記紀・記紀・万万万万葉葉葉葉プロプロプロプロジジジジェェェェククククトトトトでででで市市市市町町町町村との村との村との村との連携連携連携連携がががが密密密密になってきている。になってきている。になってきている。になってきている。市町市町市町市町村でもいろいろな村でもいろいろな村でもいろいろな村でもいろいろな催催催催しが行しが行しが行しが行わわわわれてきている。観れてきている。観れてきている。観れてきている。観光振興の光振興の光振興の光振興の点点点点からも、大きな成果がからも、大きな成果がからも、大きな成果がからも、大きな成果が上上上上がったとがったとがったとがったと答答答答弁弁弁弁さささされました。れました。れました。れました。大きな成果とはどのような成果なのか。私は不大きな成果とはどのような成果なのか。私は不大きな成果とはどのような成果なのか。私は不大きな成果とはどのような成果なのか。私は不満満満満だから、大きな成果とはどういうものだから、大きな成果とはどういうものだから、大きな成果とはどういうものだから、大きな成果とはどういうものなのかをなのかをなのかをなのかを示示示示してもらいたい。してもらいたい。してもらいたい。してもらいたい。２２２２点目点目点目点目は、知事は、知事は、知事は、知事答答答答弁弁弁弁では、では、では、では、記紀・記紀・記紀・記紀・万万万万葉葉葉葉プロプロプロプロジジジジェェェェククククトトトトのののの機機機機運運運運は、は、は、は、随随随随分分分分盛盛盛盛りりりり上上上上がってきていがってきていがってきていがってきている。中和地域でる。中和地域でる。中和地域でる。中和地域で展開さ展開さ展開さ展開されるれるれるれるイベイベイベイベンンンントトトトのののの開催数開催数開催数開催数やややや同同同同地域への来地域への来地域への来地域への来訪訪訪訪者者者者数数数数も、ほかの地域と比も、ほかの地域と比も、ほかの地域と比も、ほかの地域と比較較較較してしてしてして多多多多くなっているということでした。奈良くなっているということでした。奈良くなっているということでした。奈良くなっているということでした。奈良市市市市内内内内は非常には非常には非常には非常に盛盛盛盛りりりり上上上上がってがってがってがっておおおおり、これは、私り、これは、私り、これは、私り、これは、私はすはすはすはすばばばばらしいことだと、常らしいことだと、常らしいことだと、常らしいことだと、常 々々々々言言言言っています。それを中和地域へとっています。それを中和地域へとっています。それを中和地域へとっています。それを中和地域へと流流流流し込んでいくし込んでいくし込んでいくし込んでいく必必必必要が要が要が要があああありますりますりますりますねねねねと。それでと。それでと。それでと。それで初初初初めてめてめてめて滞滞滞滞在在在在型型型型観光ができると常観光ができると常観光ができると常観光ができると常 々々々々言言言言ってきました。ってきました。ってきました。ってきました。大いに大いに大いに大いに盛盛盛盛りりりり上上上上がっているというのは、本がっているというのは、本がっているというのは、本がっているというのは、本当当当当にそうなのか。奈良にそうなのか。奈良にそうなのか。奈良にそうなのか。奈良市市市市内内内内はものすはものすはものすはものすごごごごくくくく盛盛盛盛りりりり上上上上がっているけれども、中和がっているけれども、中和がっているけれども、中和がっているけれども、中和南南南南和地域はどうなのか。これを和地域はどうなのか。これを和地域はどうなのか。これを和地域はどうなのか。これを具具具具体的体的体的体的に、に、に、に、状況状況状況状況としてとしてとしてとして示示示示していしていしていしていただきたい。ただきたい。ただきたい。ただきたい。そして、問そして、問そして、問そして、問題題題題提提提提起起起起として、として、として、として、経済経済経済経済効効効効果はどうかと私は果はどうかと私は果はどうかと私は果はどうかと私はささささらにらにらにらに尋ね尋ね尋ね尋ねました。非常にました。非常にました。非常にました。非常に盛盛盛盛りりりり上上上上ががががっているのでっているのでっているのでっているのでああああれれれればばばば、、、、経済経済経済経済効効効効果が果が果が果が上上上上がっているはがっているはがっているはがっているはずずずずだ。しかし、そのだ。しかし、そのだ。しかし、そのだ。しかし、その効効効効果はどうですか。果はどうですか。果はどうですか。果はどうですか。観光地を観光地を観光地を観光地を歩歩歩歩く来く来く来く来訪訪訪訪者はふえましたか。者はふえましたか。者はふえましたか。者はふえましたか。土土土土産物産物産物産物のののの品品品品数数数数がふえましたか。がふえましたか。がふえましたか。がふえましたか。飲食飲食飲食飲食店店店店数数数数はどうですはどうですはどうですはどうですかと。質問の中で、質問というよりも、かと。質問の中で、質問というよりも、かと。質問の中で、質問というよりも、かと。質問の中で、質問というよりも、前前前前段段段段の中での中での中での中で投投投投げかけています。そういうことにつげかけています。そういうことにつげかけています。そういうことにつげかけています。そういうことについて、いて、いて、いて、具具具具体的体的体的体的にににに示示示示してもらいたい。してもらいたい。してもらいたい。してもらいたい。
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もう一つは、今年度はもう一つは、今年度はもう一つは、今年度はもう一つは、今年度は桜桜桜桜井井井井市市市市、、、、橿原市橿原市橿原市橿原市、、、、明明明明日日日日香香香香村と県とで村と県とで村と県とで村と県とで旅旅旅旅行行行行ププププラララランをンをンをンを作作作作成し、成し、成し、成し、商品商品商品商品化化化化のののの取取取取りりりり組み組み組み組みをしているとをしているとをしているとをしているとおおおおっしっしっしっしゃゃゃゃいました。これはいました。これはいました。これはいました。これは初初初初めてではないかと思います。めてではないかと思います。めてではないかと思います。めてではないかと思います。このようなこのようなこのようなこのような取取取取りりりり組み組み組み組みは、非常にいいけれども、今年度のこのは、非常にいいけれども、今年度のこのは、非常にいいけれども、今年度のこのは、非常にいいけれども、今年度のこの取取取取りりりり組み組み組み組みが来年度、が来年度、が来年度、が来年度、再再再再来年来年来年来年度も度も度も度も続続続続くのか。くのか。くのか。くのか。旅旅旅旅行行行行ププププラララランを、２ンを、２ンを、２ンを、２市市市市１村を中１村を中１村を中１村を中心心心心とする中和地域と県がとする中和地域と県がとする中和地域と県がとする中和地域と県が連携連携連携連携しししし合合合合いながらいながらいながらいながら商商商商品品品品化していくことは、ま化していくことは、ま化していくことは、ま化していくことは、まささささに一に一に一に一体体体体化していくという化していくという化していくという化していくという展開展開展開展開になると思います。そういうになると思います。そういうになると思います。そういうになると思います。そういう意味意味意味意味で、こので、こので、こので、この商品商品商品商品化は化は化は化は続続続続くのか。くのか。くのか。くのか。それから、２０２０年それから、２０２０年それから、２０２０年それから、２０２０年以降以降以降以降のののの取取取取りりりり組み組み組み組みはどうかと聞いていますけれども、これに対するはどうかと聞いていますけれども、これに対するはどうかと聞いていますけれども、これに対するはどうかと聞いていますけれども、これに対する答答答答弁弁弁弁は、いろいろなは、いろいろなは、いろいろなは、いろいろな歴歴歴歴史史史史的的的的ななななテテテテーーーーママママが、奈良県としては考えられるということでした。こが、奈良県としては考えられるということでした。こが、奈良県としては考えられるということでした。こが、奈良県としては考えられるということでした。この質問のの質問のの質問のの質問の答答答答弁弁弁弁については、については、については、については、後後後後のののの記紀・記紀・記紀・記紀・万万万万葉葉葉葉プロプロプロプロジジジジェェェェククククトトトトに関するに関するに関するに関する戦略戦略戦略戦略の中で問いたいと思の中で問いたいと思の中で問いたいと思の中で問いたいと思います。います。います。います。ままままずずずずは、本会議には、本会議には、本会議には、本会議におおおおける私の質問に対する知事ける私の質問に対する知事ける私の質問に対する知事ける私の質問に対する知事答答答答弁弁弁弁について、ここでについて、ここでについて、ここでについて、ここで再再再再度、度、度、度、深深深深めたい。めたい。めたい。めたい。お答お答お答お答えをいただきたいと思います。えをいただきたいと思います。えをいただきたいと思います。えをいただきたいと思います。ままままずずずず、中、中、中、中南南南南和への誘客の成果ですけれども、観光客和への誘客の成果ですけれども、観光客和への誘客の成果ですけれども、観光客和への誘客の成果ですけれども、観光客動態動態動態動態調調調調査報査報査報査報○谷垣文化資源活用課長○谷垣文化資源活用課長○谷垣文化資源活用課長○谷垣文化資源活用課長告書では、平成２７年度、中和地域の観光客告書では、平成２７年度、中和地域の観光客告書では、平成２７年度、中和地域の観光客告書では、平成２７年度、中和地域の観光客数数数数が２，２３３万５，０００が２，２３３万５，０００が２，２３３万５，０００が２，２３３万５，０００人人人人となってとなってとなってとなっておおおおり、り、り、り、記紀・記紀・記紀・記紀・万万万万葉葉葉葉プロプロプロプロジジジジェェェェククククトトトトをををを始始始始めた平成２３年度が、２，０２７万９，０００めた平成２３年度が、２，０２７万９，０００めた平成２３年度が、２，０２７万９，０００めた平成２３年度が、２，０２７万９，０００人人人人でしたので、でしたので、でしたので、でしたので、人数人数人数人数がががが着着着着実実実実にふえていると認にふえていると認にふえていると認にふえている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。次次次次の、の、の、の、市町市町市町市町村との村との村との村との連携連携連携連携がががが密密密密になっているかというになっているかというになっているかというになっているかというごごごご質問についてですが、今年度も質問についてですが、今年度も質問についてですが、今年度も質問についてですが、今年度も市町市町市町市町村を村を村を村を集集集集めて、めて、めて、めて、記紀・記紀・記紀・記紀・万万万万葉葉葉葉やややや聖聖聖聖徳徳徳徳太子等太子等太子等太子等ののののテテテテーーーーママママにまつにまつにまつにまつわわわわるるるる商品造商品造商品造商品造成や、成や、成や、成や、歴歴歴歴史史史史的的的的なものに対なものに対なものに対なものに対するするするする説明説明説明説明力力力力のののの向上向上向上向上のののの勉強勉強勉強勉強会を会を会を会を開催開催開催開催してしてしてしておおおおり、り、り、り、旅旅旅旅行行行行商品商品商品商品のののの造造造造成に成に成に成に向向向向けてのけてのけてのけてのププププラララランを、今、ンを、今、ンを、今、ンを、今、各各各各市町市町市町市町村の村の村の村のエリアごエリアごエリアごエリアごとにとにとにとに取取取取りまとめをしていただいているところです。ことしじりまとめをしていただいているところです。ことしじりまとめをしていただいているところです。ことしじりまとめをしていただいているところです。ことしじゅゅゅゅううううぐぐぐぐらいらいらいらいに、県にに、県にに、県にに、県に提提提提出をしてもらい、県で出をしてもらい、県で出をしてもらい、県で出をしてもらい、県で整整整整えて、年えて、年えて、年えて、年明明明明けから３月までのけから３月までのけから３月までのけから３月までの間間間間に、に、に、に、近近近近畿圏畿圏畿圏畿圏のののの仕仕仕仕入れ入れ入れ入れ担担担担当当当当のののの旅旅旅旅行会行会行会行会社社社社を中を中を中を中心心心心に、に、に、に、売売売売り込り込り込り込みみみみやややや説明説明説明説明に、に、に、に、市町市町市町市町村と一村と一村と一村と一緒緒緒緒に、に、に、に、協力協力協力協力してしてしてして回回回回ろうとろうとろうとろうと作作作作業を進業を進業を進業を進めています。めています。めています。めています。商品商品商品商品化の化の化の化の取取取取りりりり組み組み組み組みについては、これまでもこのについては、これまでもこのについては、これまでもこのについては、これまでもこのテテテテーーーーママママで進めてきている部分もで進めてきている部分もで進めてきている部分もで進めてきている部分もああああり、例り、例り、例り、例ええええばばばば雑誌雑誌雑誌雑誌のののの掲載掲載掲載掲載についても、平成２８年度は、についても、平成２８年度は、についても、平成２８年度は、についても、平成２８年度は、旅旅旅旅行行行行商品商品商品商品ののののパパパパンフンフンフンフレレレレッッッットトトトの中にの中にの中にの中に記紀・記紀・記紀・記紀・万万万万葉葉葉葉ををををテテテテーーーーママママとしたとしたとしたとした旅旅旅旅行行行行商品商品商品商品をををを掲載掲載掲載掲載しているしているしているしているパパパパンフンフンフンフレレレレッッッットトトトの部の部の部の部数数数数として、９万６，０００部のとして、９万６，０００部のとして、９万６，０００部のとして、９万６，０００部の成果を成果を成果を成果を上上上上げています。げています。げています。げています。記紀・記紀・記紀・記紀・万万万万葉葉葉葉をををを取取取取りりりり上上上上げていただいたげていただいたげていただいたげていただいた雑誌雑誌雑誌雑誌についても、件についても、件についても、件についても、件数数数数で１４件、で１４件、で１４件、で１４件、発発発発行部行部行部行部数数数数にして延にして延にして延にして延べべべべ３９８万６，０００部に、３９８万６，０００部に、３９８万６，０００部に、３９８万６，０００部に、記紀・記紀・記紀・記紀・万万万万葉葉葉葉関関関関連連連連のののの情情情情報報報報発発発発信信信信ががががさささされたというれたというれたというれたという成果が成果が成果が成果が上上上上がっています。このがっています。このがっています。このがっています。この取取取取りりりり組み組み組み組みは、もは、もは、もは、もちちちちろん今年度ろん今年度ろん今年度ろん今年度限限限限りではりではりではりではあああありまりまりまりませせせせんので、来年んので、来年んので、来年んので、来年度度度度以降以降以降以降もももも続続続続けていこうと考えています。けていこうと考えています。けていこうと考えています。けていこうと考えています。以上以上以上以上です。です。です。です。
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それでは、それでは、それでは、それでは、経済経済経済経済効効効効果はどう果はどう果はどう果はどう生生生生みみみみ出したかについて出したかについて出したかについて出したかについて再再再再度度度度おおおお尋ね尋ね尋ね尋ねをします。をします。をします。をします。○和田委員○和田委員○和田委員○和田委員 雑誌雑誌雑誌雑誌を見たを見たを見たを見た人人人人が、どれだけ来客につながったかというが、どれだけ来客につながったかというが、どれだけ来客につながったかというが、どれだけ来客につながったかという経済経済経済経済効効効効果果果果○谷垣文化資源活用課長○谷垣文化資源活用課長○谷垣文化資源活用課長○谷垣文化資源活用課長までは、分までは、分までは、分までは、分析析析析にににに至至至至っていまっていまっていまっていませせせせん。ん。ん。ん。以上以上以上以上です。です。です。です。中和地域で来中和地域で来中和地域で来中和地域で来訪訪訪訪者者者者数数数数がふえたということですけれども、それはがふえたということですけれども、それはがふえたということですけれども、それはがふえたということですけれども、それは記紀・記紀・記紀・記紀・万万万万葉葉葉葉でででで○和田委員○和田委員○和田委員○和田委員魅力魅力魅力魅力を感じてふえたのか、を感じてふえたのか、を感じてふえたのか、を感じてふえたのか、散散散散策をしたり、自策をしたり、自策をしたり、自策をしたり、自動車動車動車動車で観光地をで観光地をで観光地をで観光地を訪訪訪訪れるというものだったのか、れるというものだったのか、れるというものだったのか、れるというものだったのか、どういうどういうどういうどういう形形形形のものでしたか。のものでしたか。のものでしたか。のものでしたか。細細細細かにそれがかにそれがかにそれがかにそれが記紀・記紀・記紀・記紀・万万万万葉葉葉葉ののののテテテテーーーーママママだったかについては、分だったかについては、分だったかについては、分だったかについては、分析析析析がががが○谷垣文化資源活用課長○谷垣文化資源活用課長○谷垣文化資源活用課長○谷垣文化資源活用課長至至至至っていまっていまっていまっていませせせせん。ん。ん。ん。以上以上以上以上です。です。です。です。それでは、それでは、それでは、それでは、記紀・記紀・記紀・記紀・万万万万葉葉葉葉で大きな成果をで大きな成果をで大きな成果をで大きな成果を上上上上げたというげたというげたというげたという表現表現表現表現はははは差差差差しししし控控控控えていただえていただえていただえていただ○和田委員○和田委員○和田委員○和田委員きたいと思います。もっと地道に、きたいと思います。もっと地道に、きたいと思います。もっと地道に、きたいと思います。もっと地道に、確実確実確実確実にににに記紀・記紀・記紀・記紀・万万万万葉葉葉葉プロプロプロプロジジジジェェェェククククトトトトでこれだけの成果がでこれだけの成果がでこれだけの成果がでこれだけの成果が上上上上がりましたということをがりましたということをがりましたということをがりましたということを具具具具体的体的体的体的にににに示示示示せせせせるように、るように、るように、るように、統統統統計計計計的的的的にもにもにもにも整整整整理していくようにしてもら理していくようにしてもら理していくようにしてもら理していくようにしてもらいたい。これを今年度、来年度、いたい。これを今年度、来年度、いたい。これを今年度、来年度、いたい。これを今年度、来年度、ああああと３年ですから、しっかりとと３年ですから、しっかりとと３年ですから、しっかりとと３年ですから、しっかりと取取取取りりりり組組組組んでいただきたいんでいただきたいんでいただきたいんでいただきたいと思います。と思います。と思います。と思います。観光観光観光観光戦略戦略戦略戦略ということで本ということで本ということで本ということで本題題題題に入ります。７に入ります。７に入ります。７に入ります。７点あ点あ点あ点あります。ります。ります。ります。１つ１つ１つ１つ目目目目は、まは、まは、まは、まずずずず重重重重要なことですが、要なことですが、要なことですが、要なことですが、記紀・記紀・記紀・記紀・万万万万葉葉葉葉プロプロプロプロジジジジェェェェククククトトトトは、非常に大事なは、非常に大事なは、非常に大事なは、非常に大事な取取取取りりりり組み組み組み組みだとだとだとだとおおおおっしっしっしっしゃゃゃゃっています。大事なっています。大事なっています。大事なっています。大事な取取取取りりりり組み組み組み組みというけれども、それはどういうというけれども、それはどういうというけれども、それはどういうというけれども、それはどういう意味意味意味意味で大事とで大事とで大事とで大事とおおおおっしっしっしっしゃゃゃゃるのか。大事なというるのか。大事なというるのか。大事なというるのか。大事なという意味意味意味意味のののの基基基基本本本本的的的的な考え方をな考え方をな考え方をな考え方を教教教教えてもらいたい。えてもらいたい。えてもらいたい。えてもらいたい。古代古代古代古代の中の中の中の中心心心心地で地で地で地であああある奈良に、る奈良に、る奈良に、る奈良に、数多数多数多数多くくくく残残残残るるるる記紀・記紀・記紀・記紀・万万万万葉葉葉葉集集集集にににに代代代代表さ表さ表さ表さ○谷垣文化資源活用課長○谷垣文化資源活用課長○谷垣文化資源活用課長○谷垣文化資源活用課長れるれるれるれる歴歴歴歴史史史史素材素材素材素材を活用した施策をを活用した施策をを活用した施策をを活用した施策を効効効効果果果果的的的的にににに展開展開展開展開することで、奈良県のすることで、奈良県のすることで、奈良県のすることで、奈良県の存存存存在価在価在価在価値値値値をををを内外内外内外内外にににに示示示示すすすすとともに、奈良県にとともに、奈良県にとともに、奈良県にとともに、奈良県に住住住住まい、まい、まい、まい、ああああるいは奈良県にるいは奈良県にるいは奈良県にるいは奈良県に訪訪訪訪れる方れる方れる方れる方 々々々々に感に感に感に感動動動動をををを与与与与えることができる、えることができる、えることができる、えることができる、非常に大事な非常に大事な非常に大事な非常に大事な取取取取りりりり組み組み組み組みででででああああると考えています。ると考えています。ると考えています。ると考えています。私は、それだけでは非常に不十分だと感じています。問私は、それだけでは非常に不十分だと感じています。問私は、それだけでは非常に不十分だと感じています。問私は、それだけでは非常に不十分だと感じています。問題題題題点点点点をををを指摘指摘指摘指摘するのは、するのは、するのは、するのは、○和田委員○和田委員○和田委員○和田委員施策をできるだけ施策をできるだけ施策をできるだけ施策をできるだけ充充充充実実実実していただきたいというしていただきたいというしていただきたいというしていただきたいという意味意味意味意味でででで指摘指摘指摘指摘、質問するのです。、質問するのです。、質問するのです。、質問するのです。記紀・記紀・記紀・記紀・万万万万葉葉葉葉の主要なの主要なの主要なの主要な歴歴歴歴史史史史舞台舞台舞台舞台は、は、は、は、桜桜桜桜井井井井市市市市、、、、明明明明日日日日香香香香村、村、村、村、橿原市橿原市橿原市橿原市の２の２の２の２市市市市１村を中１村を中１村を中１村を中心心心心とするとするとするとする展開展開展開展開になると思になると思になると思になると思うのです。うのです。うのです。うのです。谷垣谷垣谷垣谷垣文化資文化資文化資文化資源源源源活用活用活用活用課課課課長が長が長が長がおおおおっしっしっしっしゃゃゃゃったように、ったように、ったように、ったように、古代古代古代古代のののの内内内内容容容容がここにがここにがここにがここにぐぐぐぐうっとうっとうっとうっと凝凝凝凝縮縮縮縮さささされています。このれています。このれています。このれています。この魅力魅力魅力魅力を感じを感じを感じを感じさせさせさせさせなけれなけれなけれなければばばばいけないけれども、それに対して、いけないけれども、それに対して、いけないけれども、それに対して、いけないけれども、それに対して、経済経済経済経済効効効効果が果が果が果が発発発発生生生生するするするする仕仕仕仕掛掛掛掛けをしなけれけをしなけれけをしなけれけをしなければばばばなりまなりまなりまなりませせせせん。ん。ん。ん。経済経済経済経済効効効効果というのは、奈良県の果というのは、奈良県の果というのは、奈良県の果というのは、奈良県の立場立場立場立場からすからすからすからすれれれればばばば、奈良の、奈良の、奈良の、奈良の宿泊宿泊宿泊宿泊者者者者数数数数をふやしていこう、をふやしていこう、をふやしていこう、をふやしていこう、訪訪訪訪れるれるれるれる人人人人をもっとふやそうということでをもっとふやそうということでをもっとふやそうということでをもっとふやそうということで取取取取りりりり組組組組みみみみを今、一を今、一を今、一を今、一生懸命生懸命生懸命生懸命にやっています。にやっています。にやっています。にやっています。宿泊宿泊宿泊宿泊者は、奈良者は、奈良者は、奈良者は、奈良市市市市内内内内にとどまっているのがにとどまっているのがにとどまっているのがにとどまっているのが現現現現状状状状で、で、で、で、既既既既にににに指摘指摘指摘指摘さささされているように、交通れているように、交通れているように、交通れているように、交通渋滞渋滞渋滞渋滞がががが起起起起きたり、きたり、きたり、きたり、宿泊宿泊宿泊宿泊するするするするホテホテホテホテルルルルがががが満杯状満杯状満杯状満杯状態態態態になっているになっているになっているになっている
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と。そういうことから、と。そういうことから、と。そういうことから、と。そういうことから、宿泊宿泊宿泊宿泊型型型型をふやしていくとするならをふやしていくとするならをふやしていくとするならをふやしていくとするならばばばば、、、、都都都都心心心心、副、副、副、副都都都都心心心心ががががああああるというるというるというるというようなもので、ようなもので、ようなもので、ようなもので、記紀・記紀・記紀・記紀・万万万万葉葉葉葉の地域をもっとの地域をもっとの地域をもっとの地域をもっと開発開発開発開発することで、することで、することで、することで、滞滞滞滞在在在在型型型型の観光がふえるのではの観光がふえるのではの観光がふえるのではの観光がふえるのではないか。ないか。ないか。ないか。それから、それから、それから、それから、記紀・記紀・記紀・記紀・万万万万葉葉葉葉プロプロプロプロジジジジェェェェククククトトトトのののの目的目的目的目的ををををおおおおっしっしっしっしゃゃゃゃいました。きいました。きいました。きいました。きちちちちんと資んと資んと資んと資料料料料にも出てにも出てにも出てにも出ています。います。います。います。新新新新しい奈良のしい奈良のしい奈良のしい奈良のイイイイメメメメージをつくる、奈良ージをつくる、奈良ージをつくる、奈良ージをつくる、奈良ブラブラブラブランンンンドドドドをををを創生創生創生創生していくということだとしていくということだとしていくということだとしていくということだと解解解解釈釈釈釈しました。しました。しました。しました。国国国国のののの始始始始まり奈良も、まり奈良も、まり奈良も、まり奈良も、記紀・記紀・記紀・記紀・万万万万葉葉葉葉を通じて、を通じて、を通じて、を通じて、ブラブラブラブランンンンドドドドをつくりをつくりをつくりをつくり上上上上げていくことげていくことげていくことげていくことができるのではないか。そういうができるのではないか。そういうができるのではないか。そういうができるのではないか。そういう意味意味意味意味でででで滞滞滞滞在在在在型型型型観光、それから、観光、それから、観光、それから、観光、それから、国国国国のののの始始始始まりという奈良のまりという奈良のまりという奈良のまりという奈良のブラブラブラブランンンンドドドド、奈良の、奈良の、奈良の、奈良のイイイイメメメメージをつくることができる。奈良のージをつくることができる。奈良のージをつくることができる。奈良のージをつくることができる。奈良の鹿鹿鹿鹿などというのは、かなどというのは、かなどというのは、かなどというのは、かわわわわいい、いい、いい、いい、おおおおもしろいところだというもしろいところだというもしろいところだというもしろいところだという話話話話で、で、で、で、宿泊宿泊宿泊宿泊、、、、ホテホテホテホテルルルルががががああああったとしても、いいったとしても、いいったとしても、いいったとしても、いいホテホテホテホテルルルルだったといだったといだったといだったということだけれども、全うことだけれども、全うことだけれども、全うことだけれども、全国国国国からからからから注注注注目さ目さ目さ目されるには、奈良はれるには、奈良はれるには、奈良はれるには、奈良は国国国国のののの始始始始まりで、まりで、まりで、まりで、魅力魅力魅力魅力ががががああああふれているふれているふれているふれているということが一番ということが一番ということが一番ということが一番重重重重要ではないか。この要ではないか。この要ではないか。この要ではないか。この基基基基本本本本的的的的な考え方をな考え方をな考え方をな考え方を強調強調強調強調してもらいたかった。そうしてもらいたかった。そうしてもらいたかった。そうしてもらいたかった。そういういういういう意味意味意味意味で、観光で、観光で、観光で、観光戦略戦略戦略戦略がががが立立立立っていないのではないか。っていないのではないか。っていないのではないか。っていないのではないか。国国国国のののの始始始始まりとまりとまりとまりと言言言言って、全って、全って、全って、全国国国国にににに発発発発信信信信ししししてもてもてもても 「「「「ああああっ、そうだなっ、そうだなっ、そうだなっ、そうだな 「「「「ああああっ、そうっ、そうっ、そうっ、そう」」」」ということでということでということでということで終わ終わ終わ終わるるるる状況状況状況状況だと思います。このこだと思います。このこだと思います。このこだと思います。このこ、、、、 」」」」、、、、とをどうとをどうとをどうとをどうおおおお思いになりますか。思いになりますか。思いになりますか。思いになりますか。奈良の奈良の奈良の奈良のブラブラブラブランンンンドドドドや観光地や観光地や観光地や観光地づづづづくりについてですが、くりについてですが、くりについてですが、くりについてですが、記紀・記紀・記紀・記紀・万万万万葉葉葉葉ゆゆゆゆ○谷垣文化資源活用課長○谷垣文化資源活用課長○谷垣文化資源活用課長○谷垣文化資源活用課長かりのスかりのスかりのスかりのスポポポポッッッットトトトを観光やを観光やを観光やを観光や産産産産業に業に業に業に結結結結びつく観光資びつく観光資びつく観光資びつく観光資源源源源として活用していくために、として活用していくために、として活用していくために、として活用していくために、現現現現地で地で地で地で歴歴歴歴史史史史をををを味わ味わ味わ味わい、い、い、い、楽楽楽楽ししししみみみみ、より理、より理、より理、より理解解解解をををを深深深深めるためのめるためのめるためのめるための整備修整備修整備修整備修復や復や復や復や解解解解説板説板説板説板のののの設置設置設置設置について、について、について、について、市町市町市町市町村を村を村を村を支援支援支援支援するするするする仕組み仕組み仕組み仕組みをををを整整整整えています。えています。えています。えています。具具具具体的体的体的体的なななな取取取取りりりり組み組み組み組みとしては、としては、としては、としては、国国国国、県、県、県、県指指指指定史定史定史定史跡跡跡跡のののの積積積積極的極的極的極的なななな整備整備整備整備活用を活用を活用を活用を支援支援支援支援する史する史する史する史跡等整備跡等整備跡等整備跡等整備活用活用活用活用補助補助補助補助金や、金や、金や、金や、国国国国、県、県、県、県指指指指定定定定以外以外以外以外の文化の文化の文化の文化財財財財の保の保の保の保存・存・存・存・修修修修理や活理や活理や活理や活用を用を用を用を支援支援支援支援する文化資する文化資する文化資する文化資源源源源活用活用活用活用補助補助補助補助金金金金等等等等により、により、により、により、記紀・記紀・記紀・記紀・万万万万葉葉葉葉ゆゆゆゆかりのかりのかりのかりの歴歴歴歴史文化資史文化資史文化資史文化資源源源源をををを磨磨磨磨きききき上上上上げ、げ、げ、げ、観光地観光地観光地観光地づづづづくりの一くりの一くりの一くりの一助助助助となるようにとなるようにとなるようにとなるように取取取取りりりり組み組み組み組みを進めているところです。を進めているところです。を進めているところです。を進めているところです。以上以上以上以上です。です。です。です。非常に非常に非常に非常に緻密緻密緻密緻密にいろいろとにいろいろとにいろいろとにいろいろと組み立組み立組み立組み立てて、てて、てて、てて、取取取取りりりり組み組み組み組みは進められていると思いますは進められていると思いますは進められていると思いますは進められていると思います○和田委員○和田委員○和田委員○和田委員が、私が今、観光が、私が今、観光が、私が今、観光が、私が今、観光戦略戦略戦略戦略というというというという意味意味意味意味で、どれだけ大事なものかという議で、どれだけ大事なものかという議で、どれだけ大事なものかという議で、どれだけ大事なものかという議論論論論の中での中での中での中で尋ね尋ね尋ね尋ねているているているているわわわわけですが、けですが、けですが、けですが、谷垣谷垣谷垣谷垣文化資文化資文化資文化資源源源源活用活用活用活用課課課課長の長の長の長の言言言言っているっているっているっている話話話話は、観光は、観光は、観光は、観光戦略戦略戦略戦略のののの話話話話として聞こえることとして聞こえることとして聞こえることとして聞こえることはないのです。はないのです。はないのです。はないのです。ああああなたのなたのなたのなたの心心心心で私の質問をで私の質問をで私の質問をで私の質問を受受受受けとめてけとめてけとめてけとめて返返返返してもらいたい。してもらいたい。してもらいたい。してもらいたい。滞滞滞滞在在在在型型型型観光は、観光は、観光は、観光は、都都都都心心心心ががががああああり、副り、副り、副り、副都都都都心心心心ががががああああるように、奈良にたくるように、奈良にたくるように、奈良にたくるように、奈良にたくささささんの観光客が来てくれたら、んの観光客が来てくれたら、んの観光客が来てくれたら、んの観光客が来てくれたら、ああああふれたふれたふれたふれた人人人人は、は、は、は、中中中中南南南南和地域の、和地域の、和地域の、和地域の、国国国国のののの始始始始まりの奈良を見るということで、どんどんまりの奈良を見るということで、どんどんまりの奈良を見るということで、どんどんまりの奈良を見るということで、どんどん宣伝宣伝宣伝宣伝をしていくことがをしていくことがをしていくことがをしていくことが重重重重要ではないか。奈良の要ではないか。奈良の要ではないか。奈良の要ではないか。奈良のブラブラブラブランンンンドドドドとして、として、として、として、国国国国のののの始始始始まりをまりをまりをまりを打打打打ちちちち出すことが出すことが出すことが出すことが重重重重要ではないかと要ではないかと要ではないかと要ではないかと指指指指摘摘摘摘してしてしてしておおおおきたいと思います。きたいと思います。きたいと思います。きたいと思います。それから、私はそれから、私はそれから、私はそれから、私は国国国国のののの始始始始まり奈良が、奈良のまり奈良が、奈良のまり奈良が、奈良のまり奈良が、奈良のブラブラブラブランンンンドドドドとなるようなとなるようなとなるようなとなるような話話話話をしていますけれどをしていますけれどをしていますけれどをしていますけれど
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も、も、も、も、国国国国のののの始始始始まりというまりというまりというまりという言葉言葉言葉言葉の中には、どういう特の中には、どういう特の中には、どういう特の中には、どういう特徴徴徴徴、特質が、特質が、特質が、特質がああああると考えていらっしると考えていらっしると考えていらっしると考えていらっしゃゃゃゃいまいまいまいますか。すか。すか。すか。 日本で日本で日本で日本で初初初初めてのめてのめてのめての都都都都城城城城ができたり、ができたり、ができたり、ができたり、都都都都ができて、ができて、ができて、ができて、朝朝朝朝廷廷廷廷などのなどのなどのなどの国家国家国家国家○谷垣文化資源活用課長○谷垣文化資源活用課長○谷垣文化資源活用課長○谷垣文化資源活用課長制制制制度ができた度ができた度ができた度ができた場所場所場所場所というというというという意味意味意味意味ががががああああると思います。ると思います。ると思います。ると思います。中中中中南南南南和を中和を中和を中和を中心心心心とした、とした、とした、とした、国国国国のののの始始始始まりのまりのまりのまりの場所場所場所場所が、観光が、観光が、観光が、観光素材素材素材素材として、奈良県の本として、奈良県の本として、奈良県の本として、奈良県の本当当当当にににに重重重重要な部要な部要な部要な部分だという認分だという認分だという認分だという認識識識識は、和田委員がは、和田委員がは、和田委員がは、和田委員がお述べお述べお述べお述べのとのとのとのとおおおおりで、りで、りで、りで、同同同同じ思いで、そのじ思いで、そのじ思いで、そのじ思いで、その発発発発信信信信のののの仕仕仕仕事をしてい事をしてい事をしてい事をしています。ます。ます。ます。国国国国のののの始始始始まりは、そういうまりは、そういうまりは、そういうまりは、そういう意味合意味合意味合意味合いで認いで認いで認いで認識識識識をしてをしてをしてをしておおおおり、大事なものでり、大事なものでり、大事なものでり、大事なものでああああると考えて、ると考えて、ると考えて、ると考えて、情情情情報報報報発発発発信信信信をして、中をして、中をして、中をして、中南南南南和に特に和に特に和に特に和に特に力力力力を入れたを入れたを入れたを入れた形形形形でのでのでのでの取取取取りりりり組み組み組み組みというのを進めてきていますし、というのを進めてきていますし、というのを進めてきていますし、というのを進めてきていますし、今今今今後後後後も進めていきたいと思っています。も進めていきたいと思っています。も進めていきたいと思っています。も進めていきたいと思っています。以上以上以上以上です。です。です。です。取取取取りりりり組み組み組み組みを進めていることはを進めていることはを進めていることはを進めていることはわわわわかります。でも、どこへ行っても、かります。でも、どこへ行っても、かります。でも、どこへ行っても、かります。でも、どこへ行っても、国国国国のののの始始始始まままま○和田委員○和田委員○和田委員○和田委員りの奈良だとりの奈良だとりの奈良だとりの奈良だと言言言言ってもらえるような、認知してもらえるようなものでなけれってもらえるような、認知してもらえるようなものでなけれってもらえるような、認知してもらえるようなものでなけれってもらえるような、認知してもらえるようなものでなければばばば、奈良の、奈良の、奈良の、奈良のブブブブラララランンンンドドドド、、、、ああああるいはキャッるいはキャッるいはキャッるいはキャッチチチチフフフフレレレレーズとして、ほんとうにーズとして、ほんとうにーズとして、ほんとうにーズとして、ほんとうに結結結結果を果を果を果を生生生生んだことにはならないとんだことにはならないとんだことにはならないとんだことにはならないと思います。奈良しか思います。奈良しか思います。奈良しか思います。奈良しか発発発発信信信信ができない、全ができない、全ができない、全ができない、全国国国国どこにもない、日本のどこにもない、日本のどこにもない、日本のどこにもない、日本の始始始始まり。そういう観まり。そういう観まり。そういう観まり。そういう観点点点点で、で、で、で、もっと自もっと自もっと自もっと自信信信信とととと誇誇誇誇りをりをりをりを持持持持って、って、って、って、歴歴歴歴史史史史学学学学、考、考、考、考古学古学古学古学から見ても、奈良がから見ても、奈良がから見ても、奈良がから見ても、奈良が始始始始まりだということをもまりだということをもまりだということをもまりだということをもっと全っと全っと全っと全国国国国にににに浸透浸透浸透浸透させさせさせさせるるるる必必必必要が要が要が要がああああると思うのです。森田観光局長にそういうると思うのです。森田観光局長にそういうると思うのです。森田観光局長にそういうると思うのです。森田観光局長にそういう指摘指摘指摘指摘をしてをしてをしてをしておおおおききききたいと思います。たいと思います。たいと思います。たいと思います。それから、観光それから、観光それから、観光それから、観光戦略戦略戦略戦略で奈良ので奈良ので奈良ので奈良のブラブラブラブランンンンドづドづドづドづくり、観光地くり、観光地くり、観光地くり、観光地づづづづくりが非常にくりが非常にくりが非常にくりが非常に重重重重要だと思います。要だと思います。要だと思います。要だと思います。荒荒荒荒井知事も井知事も井知事も井知事も言言言言わわわわれていますが、れていますが、れていますが、れていますが、品品品品質がよくないと本質がよくないと本質がよくないと本質がよくないと本当当当当ののののブラブラブラブランンンンドドドドはつくれない。それなら、はつくれない。それなら、はつくれない。それなら、はつくれない。それなら、記紀・記紀・記紀・記紀・万万万万葉葉葉葉のののの品品品品質を質を質を質を磨磨磨磨きききき上上上上げていかなけれげていかなけれげていかなけれげていかなければばばばいけないと思うのです。いけないと思うのです。いけないと思うのです。いけないと思うのです。魅力魅力魅力魅力をををを引引引引き出す観光き出す観光き出す観光き出す観光地地地地づづづづくりについて、くりについて、くりについて、くりについて、具具具具体的体的体的体的にどうにどうにどうにどう取取取取りりりり組組組組んでいるのか、このんでいるのか、このんでいるのか、このんでいるのか、この点点点点についてについてについてについておおおお尋ね尋ね尋ね尋ねしたいと思したいと思したいと思したいと思います。います。います。います。 私の私の私の私の兼兼兼兼務する、ま務する、ま務する、ま務する、まちづちづちづちづくりくりくりくり推推推推進局では、進局では、進局では、進局では、ちちちちょょょょ○中西まちづくり推進局理事兼観光局理事○中西まちづくり推進局理事兼観光局理事○中西まちづくり推進局理事兼観光局理事○中西まちづくり推進局理事兼観光局理事うど今、県とうど今、県とうど今、県とうど今、県と市市市市でまでまでまでまちづちづちづちづくりくりくりくり協協協協定をどんどんやっています。その中で観光局も定をどんどんやっています。その中で観光局も定をどんどんやっています。その中で観光局も定をどんどんやっています。その中で観光局も連携連携連携連携しながしながしながしながら、今までの通常のまら、今までの通常のまら、今までの通常のまら、今までの通常のまちづちづちづちづくりではなく、地域活くりではなく、地域活くりではなく、地域活くりではなく、地域活性性性性化という観化という観化という観化という観点点点点が、まが、まが、まが、まちづちづちづちづくりくりくりくり協協協協定の中定の中定の中定の中にはにはにはには多多多多くくくく含含含含まれています。例えまれています。例えまれています。例えまれています。例えばばばば吉吉吉吉野野野野町町町町とは、きのうとは、きのうとは、きのうとは、きのう包括包括包括包括協協協協定が定が定が定がああああり、り、り、り、吉吉吉吉野山の観光振興野山の観光振興野山の観光振興野山の観光振興で、非常にいろいろな問で、非常にいろいろな問で、非常にいろいろな問で、非常にいろいろな問題題題題点点点点も出てきていると思いますが、その中で、山道も出てきていると思いますが、その中で、山道も出てきていると思いますが、その中で、山道も出てきていると思いますが、その中で、山道整備整備整備整備もももも含含含含めて、めて、めて、めて、来られた来られた来られた来られたおおおお客客客客様様様様方に方に方に方に満満満満足していただける足していただける足していただける足していただける着着着着地地地地整備整備整備整備をしっかりやっていこうということを、をしっかりやっていこうということを、をしっかりやっていこうということを、をしっかりやっていこうということを、観光局やほかの部局も入れながら、一観光局やほかの部局も入れながら、一観光局やほかの部局も入れながら、一観光局やほかの部局も入れながら、一緒緒緒緒にににに話話話話をしているところです。をしているところです。をしているところです。をしているところです。例え例え例え例えばばばば今、中今、中今、中今、中南南南南和の和の和の和の桜桜桜桜井でいいますと、井でいいますと、井でいいますと、井でいいますと、三輪三輪三輪三輪山の山の山の山の参参参参道道道道整備整備整備整備が、しっかりが、しっかりが、しっかりが、しっかりププププラララランニンンニンンニンンニンググググががががさささされてきてれてきてれてきてれてきておおおおり、私もこのり、私もこのり、私もこのり、私もこの前前前前、、、、説明説明説明説明をををを受受受受けて、これはよくなるなという感じをけて、これはよくなるなという感じをけて、これはよくなるなという感じをけて、これはよくなるなという感じを受受受受けていまけていまけていまけていま
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す。またす。またす。またす。またあわせあわせあわせあわせて、そのて、そのて、そのて、その影響影響影響影響でもないでしでもないでしでもないでしでもないでしょょょょうけれども、長うけれども、長うけれども、長うけれども、長谷寺谷寺谷寺谷寺のののの参参参参道の道の道の道の整備整備整備整備をやろうとをやろうとをやろうとをやろうということで、長いうことで、長いうことで、長いうことで、長谷寺谷寺谷寺谷寺自身が自身が自身が自身が参参参参道の中の道の中の道の中の道の中の空空空空き地、き地、き地、き地、空空空空きききき家家家家ををををみずみずみずみずからからからから買収買収買収買収さささされています。れています。れています。れています。言言言言いいいい方が方が方が方が悪悪悪悪いですが、いですが、いですが、いですが、変変変変なものが入ってきたらかななものが入ってきたらかななものが入ってきたらかななものが入ってきたらかなわわわわないから、ないから、ないから、ないから、先先先先にににに買買買買いますと。そのいますと。そのいますと。そのいますと。その取組取組取組取組をををを桜桜桜桜井井井井市市市市がががが受受受受けて、けて、けて、けて、形形形形が進んできています。そういうが進んできています。そういうが進んできています。そういうが進んできています。そういう意味意味意味意味では、観光地では、観光地では、観光地では、観光地づづづづくりはまくりはまくりはまくりはまちづちづちづちづくりくりくりくりという観という観という観という観点点点点ととととあわせあわせあわせあわせながら、県ながら、県ながら、県ながら、県土マ土マ土マ土マネネネネジジジジメメメメンンンントトトト部も、観光局も、またほかの部局も部も、観光局も、またほかの部局も部も、観光局も、またほかの部局も部も、観光局も、またほかの部局も連携連携連携連携ししししながら、しっかり誘客につなげ、そして地ながら、しっかり誘客につなげ、そして地ながら、しっかり誘客につなげ、そして地ながら、しっかり誘客につなげ、そして地元元元元にににに住住住住んでんでんでんでおおおおられる方がられる方がられる方がられる方が満満満満足できる足できる足できる足できる形形形形でやってでやってでやってでやっていきたいと考えているところです。いきたいと考えているところです。いきたいと考えているところです。いきたいと考えているところです。以上以上以上以上です。です。です。です。そのような方そのような方そのような方そのような方向向向向でででで取取取取りりりり組組組組むむむむことはことはことはことは必必必必要だと思います。要だと思います。要だと思います。要だと思います。○和田委員○和田委員○和田委員○和田委員三輪三輪三輪三輪参参参参道道道道づづづづくりや、長くりや、長くりや、長くりや、長谷寺谷寺谷寺谷寺のののの門前門前門前門前のまのまのまのまちづちづちづちづくりというくりというくりというくりという形形形形で観光地で観光地で観光地で観光地づづづづくりをやっていくこくりをやっていくこくりをやっていくこくりをやっていくことはとはとはとは重重重重要だと思います。そういう観光地要だと思います。そういう観光地要だと思います。そういう観光地要だと思います。そういう観光地づづづづくりを、くりを、くりを、くりを、あちあちあちあちらでも、こらでも、こらでも、こらでも、こちちちちらでもというらでもというらでもというらでもという形形形形で、で、で、で、記紀・記紀・記紀・記紀・万万万万葉葉葉葉のふるのふるのふるのふるささささと奈良の中と奈良の中と奈良の中と奈良の中心心心心部部部部隊隊隊隊でででであああある２る２る２る２市市市市１村、委員の１村、委員の１村、委員の１村、委員の皆皆皆皆ささささんには関係しないんには関係しないんには関係しないんには関係しない人人人人ももももいらっしいらっしいらっしいらっしゃゃゃゃると思いますが、そこを中ると思いますが、そこを中ると思いますが、そこを中ると思いますが、そこを中心心心心として、まとして、まとして、まとして、まずずずずはははは頑張頑張頑張頑張って、って、って、って、品品品品質をよくしていく質をよくしていく質をよくしていく質をよくしていく取取取取りりりり組み組み組み組みがががが必必必必要だと思います。そのことを要だと思います。そのことを要だと思います。そのことを要だと思います。そのことを意識意識意識意識してしてしてして取取取取りりりり組組組組んでいる部んでいる部んでいる部んでいる部署署署署ががががああああれれれればばばば手手手手をををを挙挙挙挙げて、げて、げて、げて、積積積積極的極的極的極的にににに言言言言ってもらいたい。委員の中にも、関ってもらいたい。委員の中にも、関ってもらいたい。委員の中にも、関ってもらいたい。委員の中にも、関連連連連してしてしてして協力協力協力協力するするするする人人人人がいるかもがいるかもがいるかもがいるかもわわわわからない。からない。からない。からない。そういうことでどうでしそういうことでどうでしそういうことでどうでしそういうことでどうでしょょょょう。う。う。う。先先先先ほどの中ほどの中ほどの中ほどの中西西西西ままままちづちづちづちづくりくりくりくり推推推推進局理事進局理事進局理事進局理事兼兼兼兼観光局理事の観光局理事の観光局理事の観光局理事の答答答答弁弁弁弁にににに追追追追加する加する加する加する話話話話でででで○森田観光局長○森田観光局長○森田観光局長○森田観光局長すが、すが、すが、すが、魅力あ魅力あ魅力あ魅力ある観光地というのは、やはりる観光地というのは、やはりる観光地というのは、やはりる観光地というのは、やはり訪訪訪訪れるれるれるれる側側側側から見て、どれだけから見て、どれだけから見て、どれだけから見て、どれだけ魅力魅力魅力魅力ががががああああるかといるかといるかといるかということがうことがうことがうことが究究究究極極極極ののののブラブラブラブランンンンドドドドになっていくと考えています。それは、特になっていくと考えています。それは、特になっていくと考えています。それは、特になっていくと考えています。それは、特効効効効薬薬薬薬でできるもの、一でできるもの、一でできるもの、一でできるもの、一朝朝朝朝一一一一夕夕夕夕にできるものではにできるものではにできるものではにできるものではあああありまりまりまりませせせせんので、んので、んので、んので、先先先先ほど中ほど中ほど中ほど中西西西西ままままちづちづちづちづくりくりくりくり推推推推進局理事進局理事進局理事進局理事兼兼兼兼観光局理事観光局理事観光局理事観光局理事がががが申申申申しししし上上上上げた、げた、げた、げた、個個個個 々々々々の一つ一つのまの一つ一つのまの一つ一つのまの一つ一つのまちづちづちづちづくり、観光資くり、観光資くり、観光資くり、観光資源源源源にににに伴伴伴伴うまうまうまうまちづちづちづちづくりをくりをくりをくりを積積積積みみみみ重ね重ね重ね重ねる。る。る。る。それは和田委員がそれは和田委員がそれは和田委員がそれは和田委員がおおおおっしっしっしっしゃゃゃゃる質をる質をる質をる質を高高高高めることの一つになると思います。加えて、めることの一つになると思います。加えて、めることの一つになると思います。加えて、めることの一つになると思います。加えて、ささささらに地らに地らに地らに地道なことで道なことで道なことで道なことで申申申申しししし上上上上げますと、きれいなげますと、きれいなげますと、きれいなげますと、きれいなトイレトイレトイレトイレにする、にする、にする、にする、Ｗｉ－ＦｉＷｉ－ＦｉＷｉ－ＦｉＷｉ－Ｆｉのののの環境環境環境環境をををを整整整整える、える、える、える、二二二二次次次次交交交交通と通と通と通と言言言言わわわわれますが、れますが、れますが、れますが、おおおおいでになった方がいでになった方がいでになった方がいでになった方が訪訪訪訪れ、めれ、めれ、めれ、めぐぐぐぐりやすくするような交通りやすくするような交通りやすくするような交通りやすくするような交通ササササーーーービビビビスをスをスをスを整整整整える、える、える、える、案内案内案内案内もそうだと思います。そういう一つ一つの、観光地としての質をもそうだと思います。そういう一つ一つの、観光地としての質をもそうだと思います。そういう一つ一つの、観光地としての質をもそうだと思います。そういう一つ一つの、観光地としての質を高高高高めることをめることをめることをめることを積積積積みみみみ重ね重ね重ね重ねることが、ることが、ることが、ることが、訪訪訪訪れた方にれた方にれた方にれた方に評価評価評価評価をいただけるというをいただけるというをいただけるというをいただけるという循循循循環環環環をつくり出していくことで、をつくり出していくことで、をつくり出していくことで、をつくり出していくことで、奈良の奈良の奈良の奈良の評評評評判が判が判が判が高高高高まり、それこそが奈良のまり、それこそが奈良のまり、それこそが奈良のまり、それこそが奈良のブラブラブラブランンンンドドドドになっていく。もともとになっていく。もともとになっていく。もともとになっていく。もともと持持持持っている資っている資っている資っている資源源源源はははは世界世界世界世界一一一一級品級品級品級品ですから、そういう地道なですから、そういう地道なですから、そういう地道なですから、そういう地道な受受受受け入れけ入れけ入れけ入れ体体体体制制制制のののの積積積積みみみみ重ね重ね重ね重ねがががが組み合わさ組み合わさ組み合わさ組み合わさって、奈良って、奈良って、奈良って、奈良ののののブラブラブラブランンンンドドドドがががが完完完完成していくと考えています。それに成していくと考えています。それに成していくと考えています。それに成していくと考えています。それに向向向向けて、観光局もけて、観光局もけて、観光局もけて、観光局も含含含含め、関係部局がめ、関係部局がめ、関係部局がめ、関係部局が努努努努力力力力をををを続続続続けていきたいと考えています。けていきたいと考えています。けていきたいと考えています。けていきたいと考えています。以上以上以上以上です。です。です。です。平成２６年２月に道路平成２６年２月に道路平成２６年２月に道路平成２６年２月に道路建建建建設課設課設課設課が出している道路が出している道路が出している道路が出している道路整備整備整備整備状況状況状況状況のののの課課課課題題題題を見つけましを見つけましを見つけましを見つけまし○和田委員○和田委員○和田委員○和田委員
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た。その中では、た。その中では、た。その中では、た。その中では、国国国国宝宝宝宝、、、、重重重重要文化要文化要文化要文化財財財財数数数数は全は全は全は全国国国国第３第３第３第３位位位位、史、史、史、史跡跡跡跡名名名名勝勝勝勝、、、、天天天天然然然然記念記念記念記念物数物数物数物数は全は全は全は全国国国国第１第１第１第１位位位位ででででああああり、り、り、り、豊富豊富豊富豊富な観光資な観光資な観光資な観光資源源源源がががが存存存存在在在在しているとなっている。しかし、奈良にしているとなっている。しかし、奈良にしているとなっている。しかし、奈良にしているとなっている。しかし、奈良に訪訪訪訪れた観光客が、れた観光客が、れた観光客が、れた観光客が、桜桜桜桜井、井、井、井、明明明明日日日日香香香香地域に地域に地域に地域に周周周周遊遊遊遊する割する割する割する割合合合合ははははわずわずわずわずか３か３か３か３％％％％と出ています。そのときから比と出ています。そのときから比と出ています。そのときから比と出ています。そのときから比べべべべて、一て、一て、一て、一体体体体どれだけ観光客がふえているのか。どれだけ観光客がふえているのか。どれだけ観光客がふえているのか。どれだけ観光客がふえているのか。記紀・記紀・記紀・記紀・万万万万葉葉葉葉にどれだけにどれだけにどれだけにどれだけ魅力魅力魅力魅力を感じて、観光客がを感じて、観光客がを感じて、観光客がを感じて、観光客が訪訪訪訪れてれてれてれているのか。道路いるのか。道路いるのか。道路いるのか。道路整備整備整備整備状況状況状況状況の中では、観光地がの中では、観光地がの中では、観光地がの中では、観光地が点在点在点在点在しているから、交通しているから、交通しているから、交通しているから、交通手段手段手段手段のののの整備整備整備整備が非常にが非常にが非常にが非常に重重重重要だと要だと要だと要だと言言言言っているっているっているっているわわわわけです。けです。けです。けです。ああああなた方がなた方がなた方がなた方が指摘指摘指摘指摘したことをしたことをしたことをしたことを受受受受けて、それでは、けて、それでは、けて、それでは、けて、それでは、記紀・記紀・記紀・記紀・万万万万葉葉葉葉の観光の観光の観光の観光ルルルルーーーートトトトをこしらえて、をこしらえて、をこしらえて、をこしらえて、車車車車がががが走走走走れるように、れるように、れるように、れるように、記紀・記紀・記紀・記紀・万万万万葉葉葉葉の史の史の史の史跡跡跡跡、観光資、観光資、観光資、観光資源源源源をををを訪訪訪訪れてもらえるようにしましれてもらえるようにしましれてもらえるようにしましれてもらえるようにしましょょょょうとうとうとうと言言言言ったこともったこともったこともったこともああああります。本ります。本ります。本ります。本当当当当にににに記紀・記紀・記紀・記紀・万万万万葉葉葉葉がががが重重重重要だというので要だというので要だというので要だというのでああああれれれればばばば、この、この、この、このルルルルーーーートトトトぐぐぐぐらい、らい、らい、らい、線を線を線を線を引引引引いたらいいいたらいいいたらいいいたらいいわわわわけだから、つくってはどうか。けだから、つくってはどうか。けだから、つくってはどうか。けだから、つくってはどうか。私はこの私はこの私はこの私はこの間間間間、、、、北陸北陸北陸北陸へ行くへ行くへ行くへ行く機機機機会が会が会が会があああありました。りました。りました。りました。北陸北陸北陸北陸のののの周周周周遊遊遊遊バスは、金バスは、金バスは、金バスは、金沢駅沢駅沢駅沢駅からからからから高高高高山山山山駅駅駅駅までまでまでまで３つ３つ３つ３つ星星星星街道街道街道街道ルルルルーーーートトトトママママッッッッププププというというというという形形形形ででででココココースが出ています。３つースが出ています。３つースが出ています。３つースが出ています。３つ星星星星街道は、街道は、街道は、街道は、わずわずわずわずかこの２かこの２かこの２かこの２カカカカ所所所所をををを走走走走る。それから、金る。それから、金る。それから、金る。それから、金沢駅沢駅沢駅沢駅からからからから永永永永平平平平寺寺寺寺やややや東東東東尋坊尋坊尋坊尋坊へへへへ走走走走ります。これもります。これもります。これもります。これもルルルルーーーートトトトとしてきとしてきとしてきとしてきちちちちんんんんとととと案内案内案内案内ができている。ができている。ができている。ができている。記紀・記紀・記紀・記紀・万万万万葉葉葉葉ののののルルルルーーーートトトトをつくるということもをつくるということもをつくるということもをつくるということも簡簡簡簡単単単単ではないですが、そういうではないですが、そういうではないですが、そういうではないですが、そういうアイアイアイアイデデデデアアアアを出を出を出を出す。私はす。私はす。私はす。私は先先先先ほど、ほど、ほど、ほど、記紀・記紀・記紀・記紀・万万万万葉葉葉葉にかかにかかにかかにかかわわわわってってってって努力努力努力努力をしたをしたをしたをした課課課課の、施策、事業がの、施策、事業がの、施策、事業がの、施策、事業があああありますかとりますかとりますかとりますかとおおおお聞きしました。聞きしました。聞きしました。聞きしました。意識意識意識意識してるしてるしてるしてる人人人人がいたら、がいたら、がいたら、がいたら、教教教教えてくだえてくだえてくだえてくだささささいといといといと言言言言いました。どんどんいました。どんどんいました。どんどんいました。どんどん皆皆皆皆ががががアイアイアイアイデデデデアアアアを出しを出しを出しを出し合合合合う、施策をう、施策をう、施策をう、施策を具具具具体体体体化していくことをやらない化していくことをやらない化していくことをやらない化していくことをやらない限限限限り、り、り、り、記紀・記紀・記紀・記紀・万万万万葉葉葉葉はははは深深深深まらない。まらない。まらない。まらない。単単単単にににに記紀・記紀・記紀・記紀・万万万万葉葉葉葉は文は文は文は文献献献献ををををひひひひもとくだけでもとくだけでもとくだけでもとくだけで終わ終わ終わ終わります。それでは一ります。それでは一ります。それでは一ります。それでは一体体体体９年９年９年９年間間間間何何何何をやってきたをやってきたをやってきたをやってきたのかということになります。だから、こんなことではだめだということで、のかということになります。だから、こんなことではだめだということで、のかということになります。だから、こんなことではだめだということで、のかということになります。だから、こんなことではだめだということで、何何何何度も、そし度も、そし度も、そし度も、そしてきてきてきてきょょょょうもこうして質問をするうもこうして質問をするうもこうして質問をするうもこうして質問をするわわわわけです。全局をけです。全局をけです。全局をけです。全局を挙挙挙挙げて、観光地げて、観光地げて、観光地げて、観光地づづづづくりのくりのくりのくりのププププラララランを、奈良ンを、奈良ンを、奈良ンを、奈良ののののブラブラブラブランンンンドドドドをつくっていくのだと。観光をつくっていくのだと。観光をつくっていくのだと。観光をつくっていくのだと。観光立立立立県奈良をつくり県奈良をつくり県奈良をつくり県奈良をつくり上上上上げていくようにげていくようにげていくようにげていくように頑張頑張頑張頑張ってもらってもらってもらってもらわわわわなけれなけれなけれなければばばばいけないのではないかと思います。いけないのではないかと思います。いけないのではないかと思います。いけないのではないかと思います。森田観光局長が森田観光局長が森田観光局長が森田観光局長がおおおおっしっしっしっしゃゃゃゃったとったとったとったとおおおおりで、りで、りで、りで、具具具具体的体的体的体的に観光地に観光地に観光地に観光地づづづづくりをやっていくくりをやっていくくりをやっていくくりをやっていく必必必必要が要が要が要があああある。る。る。る。必必必必要が要が要が要がああああるというのでるというのでるというのでるというのでああああれれれればばばば、、、、記紀・記紀・記紀・記紀・万万万万葉葉葉葉ルルルルーーーートトトトののののママママッッッッププププをををを作作作作成して成して成して成して商品商品商品商品化も考える化も考える化も考える化も考える必必必必要要要要ががががああああるのではないか、観光地るのではないか、観光地るのではないか、観光地るのではないか、観光地づづづづくりのくりのくりのくりのププププラララランをつくるンをつくるンをつくるンをつくる必必必必要が要が要が要がああああるのではないか。どうるのではないか。どうるのではないか。どうるのではないか。どうおおおお考考考考えでしえでしえでしえでしょょょょう。う。う。う。 県の観光県の観光県の観光県の観光戦略戦略戦略戦略の中では、県の中では、県の中では、県の中では、県庁庁庁庁側側側側で観光で観光で観光で観光戦略戦略戦略戦略をををを作作作作○中西まちづくり推進局理事観光局理事○中西まちづくり推進局理事観光局理事○中西まちづくり推進局理事観光局理事○中西まちづくり推進局理事観光局理事り、り、り、り、ビビビビジジジジタタタターズーズーズーズビビビビューューューューロロロローでーでーでーで商品商品商品商品化しながら、いろいろな化しながら、いろいろな化しながら、いろいろな化しながら、いろいろな市市市市場場場場にににに売売売売りに出しています。りに出しています。りに出しています。りに出しています。商商商商品品品品化の化の化の化のベベベベースとなる部分には、ースとなる部分には、ースとなる部分には、ースとなる部分には、市町市町市町市町村や村や村や村や市町市町市町市町村の観光村の観光村の観光村の観光協協協協会の会の会の会の商品商品商品商品ををををホホホホーーーームムムムページにページにページにページに掲載掲載掲載掲載しししし
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ています。ています。ています。ています。外外外外へへへへ売売売売りに行く中で、和田委員がりに行く中で、和田委員がりに行く中で、和田委員がりに行く中で、和田委員がお述べお述べお述べお述べのようなのようなのようなのような記紀・記紀・記紀・記紀・万万万万葉葉葉葉のののの着着着着地地地地商品商品商品商品が地が地が地が地元元元元からもこれからもどんどんからもこれからもどんどんからもこれからもどんどんからもこれからもどんどん上上上上がってくると思います。またがってくると思います。またがってくると思います。またがってくると思います。また我我我我 々々々々も少しも少しも少しも少し反反反反省省省省してしてしてしておおおおりますのりますのりますのりますのは、なかなかは、なかなかは、なかなかは、なかなか商品市商品市商品市商品市場場場場にうまくにうまくにうまくにうまく流流流流通しなかった部分が通しなかった部分が通しなかった部分が通しなかった部分がああああり、そこは道路り、そこは道路り、そこは道路り、そこは道路整備整備整備整備をしましたのをしましたのをしましたのをしましたので、これからはで、これからはで、これからはで、これからは売売売売れるれるれるれる商品商品商品商品、、、、売売売売れないれないれないれない商品商品商品商品がはっきりと見えてくると思います。がはっきりと見えてくると思います。がはっきりと見えてくると思います。がはっきりと見えてくると思います。あわせあわせあわせあわせて、て、て、て、外国人外国人外国人外国人の方に奈良のよの方に奈良のよの方に奈良のよの方に奈良のよささささを知ってもらうという部分に関しては、今、奈良を知ってもらうという部分に関しては、今、奈良を知ってもらうという部分に関しては、今、奈良を知ってもらうという部分に関しては、今、奈良市市市市内内内内に、たくに、たくに、たくに、たくささささんのんのんのんの外国人外国人外国人外国人が来られていますけれど、大が来られていますけれど、大が来られていますけれど、大が来られていますけれど、大仏仏仏仏とととと鹿鹿鹿鹿というというというという昔昔昔昔からのからのからのからのイイイイメメメメージで来られている方ージで来られている方ージで来られている方ージで来られている方がほとんどです。ただ、一部のがほとんどです。ただ、一部のがほとんどです。ただ、一部のがほとんどです。ただ、一部の外国人外国人外国人外国人の方は、の方は、の方は、の方は、既既既既にににに吉吉吉吉野、野、野、野、洞洞洞洞川、十津川に興川、十津川に興川、十津川に興川、十津川に興味味味味をををを持持持持ってってってって移移移移っていただいています。っていただいています。っていただいています。っていただいています。外国人外国人外国人外国人の方が中和を通りの方が中和を通りの方が中和を通りの方が中和を通り抜抜抜抜けるような感じもけるような感じもけるような感じもけるような感じもあああありますので、そのりますので、そのりますので、そのりますので、その部分についても、今、バ部分についても、今、バ部分についても、今、バ部分についても、今、バイイイイパパパパスができましたので、来年スができましたので、来年スができましたので、来年スができましたので、来年明明明明けには、奈良のけには、奈良のけには、奈良のけには、奈良の魅力あ魅力あ魅力あ魅力あるるるる着着着着地地地地商商商商品品品品をををを乗せ乗せ乗せ乗せていけると思います。そのためにも、きていけると思います。そのためにも、きていけると思います。そのためにも、きていけると思います。そのためにも、きょょょょうの和田委員のうの和田委員のうの和田委員のうの和田委員のご意ご意ご意ご意見も見も見も見も参参参参考にしなが考にしなが考にしなが考にしながら、ら、ら、ら、桜桜桜桜井井井井市市市市ともともともとも話話話話をして、中身のをして、中身のをして、中身のをして、中身のあああある、る、る、る、ぐぐぐぐるっとるっとるっとるっと回回回回るだけではなく、るだけではなく、るだけではなく、るだけではなく、泊泊泊泊まって、まって、まって、まって、食べ食べ食べ食べて、て、て、て、土土土土産物産物産物産物もももも買買買買ってってってって帰帰帰帰ってもらってもらってもらってもらわわわわないと、観光局としてもないと、観光局としてもないと、観光局としてもないと、観光局としても困困困困りますので、そういうフりますので、そういうフりますので、そういうフりますので、そういうフルルルルパパパパッッッッケケケケージのージのージのージの商品商品商品商品づづづづくりを進めてくりを進めてくりを進めてくりを進めておおおおり、その中にもり、その中にもり、その中にもり、その中にも重重重重点的点的点的点的に入れに入れに入れに入れさせさせさせさせていただくようにていただくようにていただくようにていただくように頑張頑張頑張頑張りまりまりまります。す。す。す。以上以上以上以上です。です。です。です。前向前向前向前向きなきなきなきな答答答答弁弁弁弁をいただきました。をいただきました。をいただきました。をいただきました。頑張頑張頑張頑張ってくだってくだってくだってくだささささい。い。い。い。○和田委員○和田委員○和田委員○和田委員ツツツツアアアアーーーー商品商品商品商品というだけではなくて、観光地へ行ったときに、というだけではなくて、観光地へ行ったときに、というだけではなくて、観光地へ行ったときに、というだけではなくて、観光地へ行ったときに、トイレトイレトイレトイレやややや土土土土産物産物産物産物やややや飲食飲食飲食飲食といといといといったものがなけれったものがなけれったものがなけれったものがなければばばば、観光地としての本、観光地としての本、観光地としての本、観光地としての本当当当当のののの値打値打値打値打ちちちちがががが上上上上がらないのです。そういうがらないのです。そういうがらないのです。そういうがらないのです。そういう意味意味意味意味でででで記紀・記紀・記紀・記紀・万万万万葉葉葉葉というか、中和地域の観光資というか、中和地域の観光資というか、中和地域の観光資というか、中和地域の観光資源源源源をををを発発発発掘掘掘掘する、する、する、する、ああああるいはこしらえていくためにはるいはこしらえていくためにはるいはこしらえていくためにはるいはこしらえていくためにはどうするのか、どうするのか、どうするのか、どうするのか、融融融融資もどうするのかなど、いろいろ資もどうするのかなど、いろいろ資もどうするのかなど、いろいろ資もどうするのかなど、いろいろああああると思うのです。ると思うのです。ると思うのです。ると思うのです。農林農林農林農林部もどうやっ部もどうやっ部もどうやっ部もどうやってててて飲食飲食飲食飲食店店店店をこしらえていくのか。をこしらえていくのか。をこしらえていくのか。をこしらえていくのか。産産産産業もそうですけれども。だから観光というのは、観光業もそうですけれども。だから観光というのは、観光業もそうですけれども。だから観光というのは、観光業もそうですけれども。だから観光というのは、観光局だけの局だけの局だけの局だけの話話話話ではない。全ての部が関係しではない。全ての部が関係しではない。全ての部が関係しではない。全ての部が関係し合合合合いながらやっていかなけれいながらやっていかなけれいながらやっていかなけれいながらやっていかなければばばばならない。観光地ならない。観光地ならない。観光地ならない。観光地づづづづくりと、くりと、くりと、くりと、ツツツツアアアアーーーーパパパパックが一ックが一ックが一ックが一体体体体にならないといけないと思います。にならないといけないと思います。にならないといけないと思います。にならないといけないと思います。一松副知事には、全ての部局が一松副知事には、全ての部局が一松副知事には、全ての部局が一松副知事には、全ての部局が皆皆皆皆一一一一致致致致してしてしてして頑張頑張頑張頑張ってもらってもらってもらってもらわわわわなけれなけれなけれなければばばばならないとならないとならないとならないと指摘指摘指摘指摘してしてしてしておおおおきたいと思います。きたいと思います。きたいと思います。きたいと思います。観光観光観光観光ルルルルーーーートトトトについてはこしらえるについてはこしらえるについてはこしらえるについてはこしらえる気気気気ははははあああありますか。これはりますか。これはりますか。これはりますか。これはおおおおもてなしの入り口のもてなしの入り口のもてなしの入り口のもてなしの入り口の話話話話です。です。です。です。来てもらうとき、どこから行け来てもらうとき、どこから行け来てもらうとき、どこから行け来てもらうとき、どこから行けばばばば、１日に５、１日に５、１日に５、１日に５カ所カ所カ所カ所、１０、１０、１０、１０カ所カ所カ所カ所をををを回回回回れるだろうかという問れるだろうかという問れるだろうかという問れるだろうかという問題題題題がががが起起起起きてきます。観光資きてきます。観光資きてきます。観光資きてきます。観光資源源源源はははは点在点在点在点在しているしているしているしているわわわわけです。今は県けです。今は県けです。今は県けです。今は県土マ土マ土マ土マネネネネジジジジメメメメンンンントトトト部やま部やま部やま部やまちづちづちづちづくくくくりりりり推推推推進局がいないけれども、森田観光局長はどう思進局がいないけれども、森田観光局長はどう思進局がいないけれども、森田観光局長はどう思進局がいないけれども、森田観光局長はどう思わわわわれますか。れますか。れますか。れますか。和田委員から和田委員から和田委員から和田委員からごごごご指摘指摘指摘指摘のところ、のところ、のところ、のところ、先先先先ほどもほどもほどもほども答答答答弁弁弁弁したとしたとしたとしたとおおおおりです。観光りです。観光りです。観光りです。観光づづづづくくくく○森田観光局長○森田観光局長○森田観光局長○森田観光局長りを一りを一りを一りを一体的体的体的体的に、に、に、に、ププププラララランンンンづづづづくりをくりをくりをくりを含含含含めて、質をめて、質をめて、質をめて、質を高高高高めていかないといけないことは、和田委員めていかないといけないことは、和田委員めていかないといけないことは、和田委員めていかないといけないことは、和田委員
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からのからのからのからのごごごご指摘指摘指摘指摘のとのとのとのとおおおおりです。その中の一つとして、りです。その中の一つとして、りです。その中の一つとして、りです。その中の一つとして、先先先先ほど中ほど中ほど中ほど中西西西西ままままちづちづちづちづくりくりくりくり推推推推進局理事進局理事進局理事進局理事兼兼兼兼観観観観光局理事が光局理事が光局理事が光局理事が答答答答弁弁弁弁しましたように、しましたように、しましたように、しましたように、記紀・記紀・記紀・記紀・万万万万葉葉葉葉ののののププププラララランもしっかりと考えていくことは、一ンもしっかりと考えていくことは、一ンもしっかりと考えていくことは、一ンもしっかりと考えていくことは、一つのつのつのつの取取取取りりりり組み組み組み組みの要の要の要の要素素素素として考えています。観光地として考えています。観光地として考えています。観光地として考えています。観光地づづづづくりは総くりは総くりは総くりは総合合合合戦略戦略戦略戦略という考え方でという考え方でという考え方でという考え方で努力努力努力努力をををを重ね重ね重ね重ねていきたいと思います。ていきたいと思います。ていきたいと思います。ていきたいと思います。以上以上以上以上です。です。です。です。観光の総観光の総観光の総観光の総合合合合戦略戦略戦略戦略が年が年が年が年次的次的次的次的にいつだということがにいつだということがにいつだということがにいつだということが示示示示せせせせるように、今からるように、今からるように、今からるように、今から検討検討検討検討にににに○和田委員○和田委員○和田委員○和田委員入ってくだ入ってくだ入ってくだ入ってくだささささい。別のい。別のい。別のい。別の機機機機会にその会にその会にその会にその話話話話は聞かは聞かは聞かは聞かせせせせていただきます。ていただきます。ていただきます。ていただきます。市町市町市町市町村の村の村の村の動動動動きですが、きですが、きですが、きですが、記紀・記紀・記紀・記紀・万万万万葉葉葉葉の事業のの事業のの事業のの事業の推推推推進で、２進で、２進で、２進で、２市市市市１村は非常に１村は非常に１村は非常に１村は非常に積積積積極的極的極的極的にににに発発発発言言言言をしをしをしをしています。ています。ています。ています。詳詳詳詳しくはしくはしくはしくは紹介紹介紹介紹介しましましましませせせせんが、んが、んが、んが、明明明明日日日日香香香香村だったら、２村だったら、２村だったら、２村だったら、２市市市市１村で、１村で、１村で、１村で、土土土土曜曜曜曜日、日日、日日、日日、日曜曜曜曜日に日に日に日にはははは必必必必ずイベずイベずイベずイベンンンントトトトにににに取取取取りりりり組み組み組み組みたいというたいというたいというたいという話話話話が出ています。それから、日本書が出ています。それから、日本書が出ています。それから、日本書が出ています。それから、日本書紀紀紀紀などでなどでなどでなどで描描描描かれかれかれかれたたたた歴歴歴歴史を史を史を史を同同同同じじじじ時時時時代代代代の万の万の万の万葉葉葉葉集集集集でででで読読読読み解み解み解み解くようなくようなくようなくような展展展展示示示示会が会が会が会がああああれれれればばばばいいのだけれどもと。そうしいいのだけれどもと。そうしいいのだけれどもと。そうしいいのだけれどもと。そうしたら、万たら、万たら、万たら、万葉葉葉葉文化文化文化文化館館館館も、も、も、も、動動動動員しなけれ員しなけれ員しなけれ員しなければばばばいけないでしいけないでしいけないでしいけないでしょょょょう。う。う。う。来年、来年、来年、来年、桜桜桜桜井井井井市市市市では１８０室では１８０室では１８０室では１８０室前後前後前後前後ののののホテホテホテホテルルルルがががが建建建建ちちちち、、、、開開開開業します。大和業します。大和業します。大和業します。大和八八八八木木木木駅駅駅駅近近近近くでもくでもくでもくでもホテホテホテホテルルルルがががが開開開開業します。そうしたら、どんどん業します。そうしたら、どんどん業します。そうしたら、どんどん業します。そうしたら、どんどんおおおお客をそこに客をそこに客をそこに客をそこに集集集集めて、そこをめて、そこをめて、そこをめて、そこを拠拠拠拠点点点点にしてにしてにしてにして動動動動かしてかしてかしてかしていくといういくといういくといういくという戦略戦略戦略戦略がががが必必必必要ではないですか。要ではないですか。要ではないですか。要ではないですか。桜桜桜桜井井井井市市市市のののの場合場合場合場合は、は、は、は、体体体体験験験験型型型型で、で、で、で、記紀・記紀・記紀・記紀・万万万万葉葉葉葉のののの新新新新たなたなたなたなエリアエリアエリアエリアとしてうまくとしてうまくとしてうまくとしてうまく発発発発信信信信して、して、して、して、滞滞滞滞在在在在型型型型観光につな観光につな観光につな観光につなぐぐぐぐことがことがことがことが必必必必要だと要だと要だと要だと言言言言っています。っています。っています。っています。橿原市橿原市橿原市橿原市もそうだけれども、２もそうだけれども、２もそうだけれども、２もそうだけれども、２市市市市１村が１村が１村が１村が言言言言うことには、うことには、うことには、うことには、記紀・記紀・記紀・記紀・万万万万葉葉葉葉事業で事業で事業で事業で残残残残りの３年りの３年りの３年りの３年間間間間に成果が出に成果が出に成果が出に成果が出るようにるようにるようにるように頑張頑張頑張頑張りたい、本りたい、本りたい、本りたい、本物物物物のののの遺跡遺跡遺跡遺跡を見て、を見て、を見て、を見て、記紀・記紀・記紀・記紀・万万万万葉葉葉葉のののの世界世界世界世界をををを体体体体感してもらいたい。そし感してもらいたい。そし感してもらいたい。そし感してもらいたい。そして、て、て、て、滞滞滞滞在在在在型型型型観光の観光の観光の観光の条条条条件を件を件を件をささささらにらにらにらに整整整整えていくようにしたい。えていくようにしたい。えていくようにしたい。えていくようにしたい。最後最後最後最後には、奈良県とともに一には、奈良県とともに一には、奈良県とともに一には、奈良県とともに一体体体体的的的的にににに頑張頑張頑張頑張りたいとりたいとりたいとりたいと言言言言っています。っています。っています。っています。個個個個別の自治別の自治別の自治別の自治体体体体が今、県とが今、県とが今、県とが今、県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取取取取りりりり組組組組んでいるけれども、２んでいるけれども、２んでいるけれども、２んでいるけれども、２市市市市１村と奈良県が１村と奈良県が１村と奈良県が１村と奈良県が合合合合体体体体して、いろいろなして、いろいろなして、いろいろなして、いろいろな取取取取りりりり組み組み組み組みをやっている今がをやっている今がをやっている今がをやっている今がチチチチャンスではないか。ャンスではないか。ャンスではないか。ャンスではないか。記紀・記紀・記紀・記紀・万万万万葉葉葉葉事業の総事業の総事業の総事業の総仕上仕上仕上仕上げの３年のげの３年のげの３年のげの３年の間間間間に、に、に、に、国国国国のののの始始始始まり奈良というものを、まり奈良というものを、まり奈良というものを、まり奈良というものを、ささささらにこれかららにこれかららにこれかららにこれから以後以後以後以後、、、、深深深深めていくためていくためていくためていくためにも、このめにも、このめにも、このめにも、この取取取取りりりり組み組み組み組みをををを固固固固めていくことがめていくことがめていくことがめていくことが必必必必要ではないか。それは奈良県にとって、観光要ではないか。それは奈良県にとって、観光要ではないか。それは奈良県にとって、観光要ではないか。それは奈良県にとって、観光立立立立県奈良を県奈良を県奈良を県奈良を確立確立確立確立するするするする上上上上でででで重重重重要ではないかと思うのですが、一松副知事、いかがでし要ではないかと思うのですが、一松副知事、いかがでし要ではないかと思うのですが、一松副知事、いかがでし要ではないかと思うのですが、一松副知事、いかがでしょょょょうか。うか。うか。うか。ごごごご指摘指摘指摘指摘いただいているといただいているといただいているといただいているとおおおおりでして、特に奈良県は、２０年りでして、特に奈良県は、２０年りでして、特に奈良県は、２０年りでして、特に奈良県は、２０年後後後後にはにはにはにはリリリリニニニニアアアア○一松副知事○一松副知事○一松副知事○一松副知事新新新新幹幹幹幹線が通るということで、交通の線が通るということで、交通の線が通るということで、交通の線が通るということで、交通の革革革革命命命命的変的変的変的変化が化が化が化が起起起起こります。そこにこります。そこにこります。そこにこります。そこに向向向向けて、しっかりしけて、しっかりしけて、しっかりしけて、しっかりした観光た観光た観光た観光戦略戦略戦略戦略をををを立立立立てなけれてなけれてなけれてなければばばばならないと思ってならないと思ってならないと思ってならないと思っておおおおり、り、り、り、荒荒荒荒井知事からも、特に井知事からも、特に井知事からも、特に井知事からも、特にイイイインバンバンバンバウウウウンンンンドドドドをををを対対対対象象象象にして、観光にして、観光にして、観光にして、観光戦略戦略戦略戦略をつくれというをつくれというをつくれというをつくれという指示指示指示指示をいただいてをいただいてをいただいてをいただいておおおおり、今、り、今、り、今、り、今、庁庁庁庁内内内内でもでもでもでも体体体体制制制制をつくっをつくっをつくっをつくっています。ほとんどの部局が関係するています。ほとんどの部局が関係するています。ほとんどの部局が関係するています。ほとんどの部局が関係する横横横横断断断断的的的的なななな体体体体制制制制をつくっています。をつくっています。をつくっています。をつくっています。和田委員が和田委員が和田委員が和田委員がごごごご指摘指摘指摘指摘のとのとのとのとおおおおり、り、り、り、ホテホテホテホテルルルルだけつくってもだけつくってもだけつくってもだけつくっても意味意味意味意味ははははあああありまりまりまりませせせせんので、んので、んので、んので、同同同同時時時時にににに食食食食とととと
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ににににぎわぎわぎわぎわいをつくらなけれいをつくらなけれいをつくらなけれいをつくらなければばばばいけないと思っています。それから、森田観光局長がいけないと思っています。それから、森田観光局長がいけないと思っています。それから、森田観光局長がいけないと思っています。それから、森田観光局長が答答答答えましえましえましえましたように、たように、たように、たように、受受受受け入れけ入れけ入れけ入れ環境整備環境整備環境整備環境整備も大も大も大も大変変変変必必必必要なことだと思っています。要なことだと思っています。要なことだと思っています。要なことだと思っています。同同同同時時時時に、奈良のに、奈良のに、奈良のに、奈良の誇誇誇誇るるるる歴歴歴歴史文化資史文化資史文化資史文化資源源源源をしっかり活用していくということで、をしっかり活用していくということで、をしっかり活用していくということで、をしっかり活用していくということで、国国国国宝宝宝宝やややや重重重重要文化要文化要文化要文化財財財財だけではだけではだけではだけではあああありまりまりまりませせせせんんんんので、まので、まので、まので、まささささに和田委員のに和田委員のに和田委員のに和田委員のおおおおっしっしっしっしゃゃゃゃるるるる記紀・記紀・記紀・記紀・万万万万葉葉葉葉は、は、は、は、伝伝伝伝承承承承までをまでをまでをまでを含含含含めて、めて、めて、めて、世界世界世界世界にもにもにもにも誇誇誇誇れるれるれるれる歴歴歴歴史文化資史文化資史文化資史文化資源源源源だと思っていますので、文化資だと思っていますので、文化資だと思っていますので、文化資だと思っていますので、文化資源源源源活用活用活用活用課課課課を中を中を中を中心心心心にしっかりと活用していくにしっかりと活用していくにしっかりと活用していくにしっかりと活用していく取取取取りりりり組み組み組み組みを進めなけれを進めなけれを進めなけれを進めなければばばばいけない。まいけない。まいけない。まいけない。まちづちづちづちづくりもくりもくりもくりも含含含含めて、部局めて、部局めて、部局めて、部局横横横横断でしっかりやら断でしっかりやら断でしっかりやら断でしっかりやらせせせせていただていただていただていただきます。きます。きます。きます。イイイインバンバンバンバウウウウンンンンドドドドの観光の観光の観光の観光戦略戦略戦略戦略については、来年度をめどに策定する予定です。その中で、和については、来年度をめどに策定する予定です。その中で、和については、来年度をめどに策定する予定です。その中で、和については、来年度をめどに策定する予定です。その中で、和田委員から田委員から田委員から田委員からごごごご指摘指摘指摘指摘のののの国内国内国内国内観光も観光も観光も観光も含含含含めた観光めた観光めた観光めた観光戦略戦略戦略戦略、、、、ささささらにはらにはらにはらには記紀・記紀・記紀・記紀・万万万万葉葉葉葉のののの取取取取りりりり扱扱扱扱いなどもしいなどもしいなどもしいなどもしっかり議っかり議っかり議っかり議論論論論させさせさせさせていただけれていただけれていただけれていただければばばばと思っています。と思っています。と思っています。と思っています。それでは、６それでは、６それでは、６それでは、６点目点目点目点目の質問に入ります。私は、常の質問に入ります。私は、常の質問に入ります。私は、常の質問に入ります。私は、常 々々々々、不思議に思っていました。、不思議に思っていました。、不思議に思っていました。、不思議に思っていました。○和田委員○和田委員○和田委員○和田委員考考考考古学古学古学古学上上上上、、、、箸墓箸墓箸墓箸墓古古古古墳墳墳墳にににに代代代代表さ表さ表さ表される大れる大れる大れる大型古型古型古型古墳墳墳墳で、で、で、で、国国国国のののの始始始始まりは奈良だと事まりは奈良だと事まりは奈良だと事まりは奈良だと事実実実実がががが明明明明らかになっらかになっらかになっらかになっています。ています。ています。ています。箸墓箸墓箸墓箸墓古古古古墳墳墳墳をををを含含含含めて、めて、めて、めて、国国国国のののの始始始始まりの奈良ということをきまりの奈良ということをきまりの奈良ということをきまりの奈良ということをきちちちちんとんとんとんと裏裏裏裏づづづづけけけけ根根根根拠拠拠拠をををを示示示示ししししながらながらながらながら訴訴訴訴えていくというえていくというえていくというえていくという作作作作業が、な業が、な業が、な業が、なぜぜぜぜさささされていないのか。れていないのか。れていないのか。れていないのか。学学学学術術術術上上上上のののの研研研研究究究究など、いろいろななど、いろいろななど、いろいろななど、いろいろなことはことはことはことはさささされています。しかし、シンれています。しかし、シンれています。しかし、シンれています。しかし、シンポポポポジジジジウウウウムムムムやややや啓発啓発啓発啓発はやるけれども、はやるけれども、はやるけれども、はやるけれども、国国国国のののの始始始始まりは、まりは、まりは、まりは、前前前前方方方方後後後後円円円円墳墳墳墳のののの箸墓箸墓箸墓箸墓古古古古墳墳墳墳で、そして、で、そして、で、そして、で、そして、時時時時代代代代的的的的に一に一に一に一致致致致するのですが、これはするのですが、これはするのですが、これはするのですが、これは卑弥卑弥卑弥卑弥呼呼呼呼のののの墓墓墓墓だと、だと、だと、だと、多数多数多数多数派派派派がががが言言言言っています。これはっています。これはっています。これはっています。これは学学学学術術術術論論論論争争争争で、まだで、まだで、まだで、まだ物的物的物的物的証証証証拠拠拠拠がないのでがないのでがないのでがないので確確確確定していないけれども、定していないけれども、定していないけれども、定していないけれども、そういうそういうそういうそういう発発発発信信信信を大を大を大を大々的々的々的々的にやっていく。にやっていく。にやっていく。にやっていく。国国国国のののの始始始始まりをまりをまりをまりを強調強調強調強調するのでするのでするのでするのでああああれれれればばばば、この、この、この、この物的物的物的物的証証証証拠拠拠拠をををを大大大大々的々的々的々的にはっきりとにはっきりとにはっきりとにはっきりと示示示示してしてしてして訴訴訴訴えていくえていくえていくえていく必必必必要が要が要が要がああああるのではないでしるのではないでしるのではないでしるのではないでしょょょょうか。うか。うか。うか。広広広広報、報、報、報、宣伝宣伝宣伝宣伝をしたというのでをしたというのでをしたというのでをしたというのでああああれれれればばばば教教教教えてもらいたい。私は、いろいろなえてもらいたい。私は、いろいろなえてもらいたい。私は、いろいろなえてもらいたい。私は、いろいろな啓発的啓発的啓発的啓発的な本をな本をな本をな本を見たり、奈良県が見たり、奈良県が見たり、奈良県が見たり、奈良県が発発発発信信信信するものを見ているけれども、するものを見ているけれども、するものを見ているけれども、するものを見ているけれども、残念残念残念残念ながらながらながらながら弱弱弱弱いと感じています。いと感じています。いと感じています。いと感じています。森田観光局長、森田観光局長、森田観光局長、森田観光局長、広広広広報、報、報、報、訴訴訴訴え方は、どのようなものなのか、え方は、どのようなものなのか、え方は、どのようなものなのか、え方は、どのようなものなのか、示示示示していただきたいと思いましていただきたいと思いましていただきたいと思いましていただきたいと思います。す。す。す。 文化文化文化文化財財財財関係の知関係の知関係の知関係の知識識識識はははは乏乏乏乏しいので、そのしいので、そのしいので、そのしいので、そのああああたりの見たりの見たりの見たりの見識識識識はははは追追追追いつきまいつきまいつきまいつきませせせせんが、んが、んが、んが、○森田観光局長○森田観光局長○森田観光局長○森田観光局長和田委員から和田委員から和田委員から和田委員からごごごご指摘指摘指摘指摘のとのとのとのとおおおおり、り、り、り、箸墓箸墓箸墓箸墓古古古古墳墳墳墳をををを含含含含めためためためた纒纒纒纒向遺跡向遺跡向遺跡向遺跡が、日本のが、日本のが、日本のが、日本の古代古代古代古代のののの宮殿宮殿宮殿宮殿をををを含含含含めためためためた非常に大きな史非常に大きな史非常に大きな史非常に大きな史跡跡跡跡ででででああああったのではないかということは常ったのではないかということは常ったのではないかということは常ったのではないかということは常 々々々々認認認認識識識識しています。これから、しています。これから、しています。これから、しています。これから、各各各各種種種種の史の史の史の史跡跡跡跡調調調調査が進査が進査が進査が進むむむむににににあわせあわせあわせあわせて、いろいろな事て、いろいろな事て、いろいろな事て、いろいろな事実実実実がががが明明明明らかになっていくと思いますので、らかになっていくと思いますので、らかになっていくと思いますので、らかになっていくと思いますので、そこをしっかりと見きそこをしっかりと見きそこをしっかりと見きそこをしっかりと見きわわわわめながら、観光資めながら、観光資めながら、観光資めながら、観光資源源源源としてどう十分にとしてどう十分にとしてどう十分にとしてどう十分に生生生生かしていくかをしっかりかしていくかをしっかりかしていくかをしっかりかしていくかをしっかり考えていきたいと思っています。考えていきたいと思っています。考えていきたいと思っています。考えていきたいと思っています。以上以上以上以上です。です。です。です。森田観光局長、森田観光局長、森田観光局長、森田観光局長、悪悪悪悪いけれども、その程度のいけれども、その程度のいけれども、その程度のいけれども、その程度の話話話話だったら、だったら、だったら、だったら、前向前向前向前向いて進まない。いて進まない。いて進まない。いて進まない。○和田委員○和田委員○和田委員○和田委員
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何何何何のためにのためにのためにのために国国国国のののの始始始始まり奈良とまり奈良とまり奈良とまり奈良と言言言言ってきたのですか。ってきたのですか。ってきたのですか。ってきたのですか。国国国国のののの始始始始まりは大和まりは大和まりは大和まりは大和政権誕政権誕政権誕政権誕生生生生で、はっきで、はっきで、はっきで、はっきりとした史りとした史りとした史りとした史実実実実として、事として、事として、事として、事実実実実としてとしてとしてとして確確確確認できることです。認できることです。認できることです。認できることです。国国国国のののの始始始始まり奈良を、まり奈良を、まり奈良を、まり奈良を、何何何何をもってをもってをもってをもって皆皆皆皆ささささんにんにんにんに言言言言うのですか。うのですか。うのですか。うのですか。箸墓箸墓箸墓箸墓古古古古墳墳墳墳ののののああああのののの前前前前方方方方後後後後円円円円墳墳墳墳ができたということが大和ができたということが大和ができたということが大和ができたということが大和王権王権王権王権のののの始始始始まりまりまりまりではないのか。そういうではないのか。そういうではないのか。そういうではないのか。そういう国国国国のののの始始始始まりというもののまりというもののまりというもののまりというものの根根根根拠拠拠拠をしっかりとをしっかりとをしっかりとをしっかりと示示示示すすすす必必必必要が要が要が要がああああると思うると思うると思うると思うのです。のです。のです。のです。国国国国のののの始始始始まりとまりとまりとまりと言言言言っているのは、っているのは、っているのは、っているのは、何何何何かかかか雲雲雲雲をつかをつかをつかをつかむむむむような、奈良がような、奈良がような、奈良がような、奈良が発発発発祥祥祥祥だとだとだとだと言言言言ってってってってみみみみても、ても、ても、ても、物的物的物的物的証証証証拠拠拠拠をををを示示示示しながら、しながら、しながら、しながら、同同同同時時時時にににに啓発啓発啓発啓発をしていく、全をしていく、全をしていく、全をしていく、全国国国国にににに発発発発信信信信していくことがしていくことがしていくことがしていくことが必必必必要で要で要で要ではないかと思います。これははないかと思います。これははないかと思います。これははないかと思います。これは指摘指摘指摘指摘にとどめてにとどめてにとどめてにとどめておおおおきますから、きますから、きますから、きますから、ひひひひとつとつとつとつ参参参参考に、考に、考に、考に、検討検討検討検討してくだしてくだしてくだしてくだささささい。い。い。い。最後最後最後最後になりますが、２０２０年にオになりますが、２０２０年にオになりますが、２０２０年にオになりますが、２０２０年にオリリリリンンンンピピピピックをックをックをックを迎迎迎迎えますけれども、えますけれども、えますけれども、えますけれども、あわせあわせあわせあわせてててて記紀・記紀・記紀・記紀・万万万万葉葉葉葉のののの最終最終最終最終年になります。２０２０年年になります。２０２０年年になります。２０２０年年になります。２０２０年以後以後以後以後のののの展開展開展開展開は、いろいろなは、いろいろなは、いろいろなは、いろいろな歴歴歴歴史史史史的的的的テテテテーーーーママママががががああああるというるというるというるということで、ことで、ことで、ことで、先先先先ほどはほどはほどはほどは聖聖聖聖徳徳徳徳太子太子太子太子のことをのことをのことをのことを紹介紹介紹介紹介していただきました。それから、していただきました。それから、していただきました。それから、していただきました。それから、弘弘弘弘法法法法大大大大師師師師の道か、の道か、の道か、の道か、何何何何かがかがかがかがああああるのでするのでするのでするのですねねねね。それから、。それから、。それから、。それから、阿阿阿阿倍倍倍倍仲麻呂仲麻呂仲麻呂仲麻呂のののの話話話話ををををテテテテーーーーママママとしてやっているけれども、ことしてやっているけれども、ことしてやっているけれども、ことしてやっているけれども、これはれはれはれは皆皆皆皆歴歴歴歴史史史史上上上上のののの個個個個 々々々々ののののテテテテーーーーママママでしでしでしでしょょょょう。今、う。今、う。今、う。今、重重重重要なことは、観光要なことは、観光要なことは、観光要なことは、観光戦略戦略戦略戦略の中にどかっとの中にどかっとの中にどかっとの中にどかっと位位位位置置置置づづづづく観光く観光く観光く観光テテテテーーーーママママはははは何何何何なのかということです。なのかということです。なのかということです。なのかということです。国国国国のののの始始始始まりというものを本まりというものを本まりというものを本まりというものを本当当当当に大に大に大に大々的々的々的々的にににに訴訴訴訴ええええていく、どんどんとていく、どんどんとていく、どんどんとていく、どんどんと紹介紹介紹介紹介していく、していく、していく、していく、豊富豊富豊富豊富な資な資な資な資料料料料をををを提提提提供する。その中にも供する。その中にも供する。その中にも供する。その中にもちちちちろんろんろんろん記紀・記紀・記紀・記紀・万万万万葉葉葉葉ががががああああるのです。るのです。るのです。るのです。記紀・記紀・記紀・記紀・万万万万葉葉葉葉ががががああああり、そして、り、そして、り、そして、り、そして、記紀・記紀・記紀・記紀・万万万万葉葉葉葉でででで培培培培った観光資った観光資った観光資った観光資源源源源、、、、発発発発掘掘掘掘した観光した観光した観光した観光資資資資源源源源なども総なども総なども総なども総動動動動員しながら、２０２０年員しながら、２０２０年員しながら、２０２０年員しながら、２０２０年以降以降以降以降の観光の観光の観光の観光戦略戦略戦略戦略をををを立立立立てていくことがてていくことがてていくことがてていくことが重重重重要だと思い要だと思い要だと思い要だと思います。奈良はます。奈良はます。奈良はます。奈良は美美美美しいと、奈良しいと、奈良しいと、奈良しいと、奈良市市市市内内内内をををを磨磨磨磨くというだけではなくて、くというだけではなくて、くというだけではなくて、くというだけではなくて、国国国国のののの始始始始まりということで、まりということで、まりということで、まりということで、はっきりと観光はっきりと観光はっきりと観光はっきりと観光戦略戦略戦略戦略をををを打打打打ちちちち出していくことが出していくことが出していくことが出していくことが重重重重要ではないかと思うのですが、村田地域振要ではないかと思うのですが、村田地域振要ではないかと思うのですが、村田地域振要ではないかと思うのですが、村田地域振興部長、ま興部長、ま興部長、ま興部長、まずずずず、、、、実実実実務者としてどうでし務者としてどうでし務者としてどうでし務者としてどうでしょょょょう。う。う。う。ごごごご指摘指摘指摘指摘ののののあああありましたとりましたとりましたとりましたとおおおおり、り、り、り、記紀・記紀・記紀・記紀・万万万万葉葉葉葉プロプロプロプロジジジジェェェェククククトトトトは、今、は、今、は、今、は、今、取取取取りりりり○村田地域振興部長○村田地域振興部長○村田地域振興部長○村田地域振興部長組組組組んでいるところで、んでいるところで、んでいるところで、んでいるところで、先先先先ほど来の、なかなかほど来の、なかなかほど来の、なかなかほど来の、なかなかＰＲＰＲＰＲＰＲが足りないというが足りないというが足りないというが足りないというお話お話お話お話をををを真摯真摯真摯真摯にににに受受受受けとめけとめけとめけとめて、て、て、て、必必必必死死死死に今に今に今に今後後後後ともともともとも取取取取りりりり組み組み組み組みをしなけれをしなけれをしなけれをしなければばばばならないと思っています。ならないと思っています。ならないと思っています。ならないと思っています。また２０２０年が一つのまた２０２０年が一つのまた２０２０年が一つのまた２０２０年が一つの集集集集大成だという大成だという大成だという大成だというお話お話お話お話でしたけれども、私は、でしたけれども、私は、でしたけれども、私は、でしたけれども、私は、集集集集大成で大成で大成で大成でああああり、スり、スり、スり、スタタタターーーートトトトの年でもの年でもの年でもの年でもああああると理ると理ると理ると理解解解解しています。そういうしています。そういうしています。そういうしています。そういう意味意味意味意味で、この年は、オで、この年は、オで、この年は、オで、この年は、オリリリリンンンンピピピピックの年でックの年でックの年でックの年でももももあああありますので、この年にりますので、この年にりますので、この年にりますので、この年に向向向向けて、けて、けて、けて、記紀記紀記紀記紀フフフファァァァンのンのンのンのささささらなるらなるらなるらなる拡拡拡拡大、定大、定大、定大、定着着着着をををを目目目目指指指指して進めていして進めていして進めていして進めていきたいと思います。きたいと思います。きたいと思います。きたいと思います。荒荒荒荒井知事も井知事も井知事も井知事も答答答答弁弁弁弁しましたが、この年をしましたが、この年をしましたが、この年をしましたが、この年を契契契契機機機機に、に、に、に、翌翌翌翌年度年度年度年度以降以降以降以降も、も、も、も、記紀記紀記紀記紀のののの世界世界世界世界ををををテテテテーーーーママママとして、奈良県をとして、奈良県をとして、奈良県をとして、奈良県を彩彩彩彩ったったったったイベイベイベイベンンンント等ト等ト等ト等を行いながら、日本のを行いながら、日本のを行いながら、日本のを行いながら、日本の始始始始まりでまりでまりでまりであああある奈良る奈良る奈良る奈良県を県を県を県を記紀・記紀・記紀・記紀・万万万万葉葉葉葉でででで彩彩彩彩りながら、どんどんりながら、どんどんりながら、どんどんりながら、どんどんプロプロプロプロジジジジェェェェククククトトトトを進めていくと。まを進めていくと。まを進めていくと。まを進めていくと。まささささに２０２０年に２０２０年に２０２０年に２０２０年がががが転転転転換換換換点点点点だと思っていますので、全て２０２０年をだと思っていますので、全て２０２０年をだと思っていますので、全て２０２０年をだと思っていますので、全て２０２０年を集集集集大成にしながら、大成にしながら、大成にしながら、大成にしながら、記紀・記紀・記紀・記紀・万万万万葉葉葉葉で奈良で奈良で奈良で奈良
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県を県を県を県を彩彩彩彩っていく、っていく、っていく、っていく、記紀・記紀・記紀・記紀・万万万万葉葉葉葉を中を中を中を中心心心心としたとしたとしたとしたプロプロプロプロジジジジェェェェククククト展開ト展開ト展開ト展開をしていく決をしていく決をしていく決をしていく決意意意意でいます。でいます。でいます。でいます。いろいろないろいろないろいろないろいろなご意ご意ご意ご意見を見を見を見を賜賜賜賜り、和田委員からのり、和田委員からのり、和田委員からのり、和田委員からのご意ご意ご意ご意見も見も見も見も賜賜賜賜りながら、りながら、りながら、りながら、プロプロプロプロジジジジェェェェククククトトトトを進めてを進めてを進めてを進めていきたいと思っているところです。いきたいと思っているところです。いきたいと思っているところです。いきたいと思っているところです。地域振興部長の地域振興部長の地域振興部長の地域振興部長の立場立場立場立場としては、としては、としては、としては、あああありがたく私はりがたく私はりがたく私はりがたく私は受受受受けとめてけとめてけとめてけとめておおおおきたいと思いまきたいと思いまきたいと思いまきたいと思いま○和田委員○和田委員○和田委員○和田委員す。しかし、観光す。しかし、観光す。しかし、観光す。しかし、観光戦略戦略戦略戦略となると、一となると、一となると、一となると、一応応応応、２０２０年が、２０２０年が、２０２０年が、２０２０年が区区区区切りになる切りになる切りになる切りになるわわわわけで、けで、けで、けで、記紀・記紀・記紀・記紀・万万万万葉葉葉葉とととと暮暮暮暮らす奈良というらす奈良というらす奈良というらす奈良という意味意味意味意味のことものことものことものこともおおおおっしっしっしっしゃゃゃゃっていますので、そういうっていますので、そういうっていますので、そういうっていますので、そういう取取取取りりりり組み組み組み組みは進めてくだは進めてくだは進めてくだは進めてくだささささい。そして、本い。そして、本い。そして、本い。そして、本当当当当にすにすにすにすばばばばらしい、らしい、らしい、らしい、美美美美しい奈良をつくってくだしい奈良をつくってくだしい奈良をつくってくだしい奈良をつくってくだささささい。い。い。い。ところで、観光客をところで、観光客をところで、観光客をところで、観光客を呼呼呼呼ぶぶぶぶとなれとなれとなれとなればばばば、観光振興が、観光振興が、観光振興が、観光振興が重重重重要になります。森田観光局長、２０２要になります。森田観光局長、２０２要になります。森田観光局長、２０２要になります。森田観光局長、２０２０年０年０年０年以降以降以降以降の問の問の問の問題題題題について、観光について、観光について、観光について、観光戦略戦略戦略戦略をををを新新新新たにつくるたにつくるたにつくるたにつくる必必必必要が要が要が要がああああると思うのですけれども、どると思うのですけれども、どると思うのですけれども、どると思うのですけれども、どうでしうでしうでしうでしょょょょうか。うか。うか。うか。 観光観光観光観光戦略戦略戦略戦略については、については、については、については、先先先先ほど一松副知事のほど一松副知事のほど一松副知事のほど一松副知事の答答答答弁弁弁弁ももももあああありましたように、来りましたように、来りましたように、来りましたように、来○森田観光局長○森田観光局長○森田観光局長○森田観光局長年度をめどに、しっかりとつくっていくという決年度をめどに、しっかりとつくっていくという決年度をめどに、しっかりとつくっていくという決年度をめどに、しっかりとつくっていくという決意意意意でいます。でいます。でいます。でいます。庁庁庁庁内内内内全全全全体体体体をををを挙挙挙挙げてげてげてげて作作作作成する成する成する成するということで考えています。ということで考えています。ということで考えています。ということで考えています。それでは、そういうことでよろしくそれでは、そういうことでよろしくそれでは、そういうことでよろしくそれでは、そういうことでよろしく頑張頑張頑張頑張ってくだってくだってくだってくだささささい。い。い。い。○和田委員○和田委員○和田委員○和田委員最後最後最後最後に１問です。このに１問です。このに１問です。このに１問です。この内内内内容容容容を平成２８年度を平成２８年度を平成２８年度を平成２８年度重重重重点課点課点課点課題題題題に関するに関するに関するに関する評価評価評価評価で見ました。これを見で見ました。これを見で見ました。これを見で見ました。これを見ますと、平成２９年１０月ますと、平成２９年１０月ますと、平成２９年１０月ますと、平成２９年１０月発表発表発表発表ですが、ですが、ですが、ですが、時時時時代代代代おおおおくれになっているくれになっているくれになっているくれになっている数数数数字字字字がたくがたくがたくがたくささささんんんんああああります。ります。ります。ります。例え例え例え例えばばばば３９ページの、観光振興の３９ページの、観光振興の３９ページの、観光振興の３９ページの、観光振興の戦略戦略戦略戦略目目目目標標標標でででで 「「「「平成２７年度から平成３２年度までに、平成２７年度から平成３２年度までに、平成２７年度から平成３２年度までに、平成２７年度から平成３２年度までに、、、、、新新新新規規規規に客室に客室に客室に客室数数数数３００室の増を３００室の増を３００室の増を３００室の増を目目目目指指指指しますしますしますします」」」」ととととあああある。しかしる。しかしる。しかしる。しかし既既既既に来年、に来年、に来年、に来年、桜桜桜桜井井井井市市市市には１８０室には１８０室には１８０室には１８０室前後前後前後前後、そして、大和、そして、大和、そして、大和、そして、大和八八八八木木木木駅駅駅駅近近近近くでも１００室かいくらか知らないけれども、できます。そくでも１００室かいくらか知らないけれども、できます。そくでも１００室かいくらか知らないけれども、できます。そくでも１００室かいくらか知らないけれども、できます。それかられかられかられから吉吉吉吉城園城園城園城園、、、、ＪＪＪＪＷマＷマＷマＷマリリリリオッオッオッオットトトトホテホテホテホテルルルルもできます。平成３０年、平成３１年までには、３もできます。平成３０年、平成３１年までには、３もできます。平成３０年、平成３１年までには、３もできます。平成３０年、平成３１年までには、３００室を００室を００室を００室を軽軽軽軽くオーバーします。また４３ページに、くオーバーします。また４３ページに、くオーバーします。また４３ページに、くオーバーします。また４３ページに、外国人外国人外国人外国人のののの訪訪訪訪問客問客問客問客数数数数がががが右右右右の成果に書いての成果に書いての成果に書いての成果に書いてあああありますが、平成３１年までに１４０万りますが、平成３１年までに１４０万りますが、平成３１年までに１４０万りますが、平成３１年までに１４０万人人人人にするというにするというにするというにするという戦略戦略戦略戦略目目目目標標標標は、平成２８年度で１６は、平成２８年度で１６は、平成２８年度で１６は、平成２８年度で１６５万４５万４５万４５万４千千千千人人人人となるなど、そとなるなど、そとなるなど、そとなるなど、そごごごごを来しています。これはを来しています。これはを来しています。これはを来しています。これは洗洗洗洗いいいい直直直直しをするしをするしをするしをする必必必必要が要が要が要がああああるのではなるのではなるのではなるのではないか。そういういか。そういういか。そういういか。そういう意味意味意味意味でも、でも、でも、でも、先先先先ほど観光ほど観光ほど観光ほど観光戦略戦略戦略戦略をををを練練練練りりりり直直直直ささささないといけまないといけまないといけまないといけませせせせんというんというんというんという提案提案提案提案をしたをしたをしたをしたわわわわけです。そういうことをけです。そういうことをけです。そういうことをけです。そういうことを指摘指摘指摘指摘して、私の質疑はして、私の質疑はして、私の質疑はして、私の質疑は終わ終わ終わ終わります。ります。ります。ります。ままままずずずず、観光は奈良県にとって非常に、観光は奈良県にとって非常に、観光は奈良県にとって非常に、観光は奈良県にとって非常に重重重重要な要な要な要な位位位位置づ置づ置づ置づけだとは思っているのですけだとは思っているのですけだとは思っているのですけだとは思っているのです○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員が、関が、関が、関が、関西西西西全全全全体体体体に観光客がに観光客がに観光客がに観光客が多多多多く来られたということもく来られたということもく来られたということもく来られたということもああああって、そのって、そのって、そのって、その寄寄寄寄与与与与度というのも度というのも度というのも度というのもああああるとるとるとると思うのです。奈良県だけで施策をやって、それでふえたということではないと思うのです思うのです。奈良県だけで施策をやって、それでふえたということではないと思うのです思うのです。奈良県だけで施策をやって、それでふえたということではないと思うのです思うのです。奈良県だけで施策をやって、それでふえたということではないと思うのですが、そのが、そのが、そのが、その辺辺辺辺の計算をの計算をの計算をの計算をおおおお聞か聞か聞か聞かせせせせ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。寄寄寄寄与与与与度に関して、県度に関して、県度に関して、県度に関して、県内内内内にどれだけにどれだけにどれだけにどれだけ人人人人が来られたかについてが来られたかについてが来られたかについてが来られたかについて○中西ならの観光力向上課長○中西ならの観光力向上課長○中西ならの観光力向上課長○中西ならの観光力向上課長
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はははは統統統統計をとっていますが、関計をとっていますが、関計をとっていますが、関計をとっていますが、関西西西西全全全全体体体体に関してのに関してのに関してのに関しての寄寄寄寄与与与与度度度度云云云云 々々々々については、については、については、については、統統統統計として計として計として計として数数数数字字字字をををを持持持持ち合わせち合わせち合わせち合わせていまていまていまていませせせせん。ん。ん。ん。以上以上以上以上です。です。です。です。どうしてとられていないのですか。そういうことはどうしてとられていないのですか。そういうことはどうしてとられていないのですか。そういうことはどうしてとられていないのですか。そういうことは普普普普通やる通やる通やる通やるべべべべきではないのきではないのきではないのきではないの○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員ですか。これだけのですか。これだけのですか。これだけのですか。これだけのおおおお金をかけている金をかけている金をかけている金をかけているわわわわけでしけでしけでしけでしょょょょう。観光う。観光う。観光う。観光戦略戦略戦略戦略を考えるのでを考えるのでを考えるのでを考えるのでああああれれれればばばば、そう、そう、そう、そういうことは、いうことは、いうことは、いうことは、絶絶絶絶対対対対必必必必要ではないのですか。要ではないのですか。要ではないのですか。要ではないのですか。鎖鎖鎖鎖国国国国のののの国国国国ではないのですから。どうしてやってではないのですから。どうしてやってではないのですから。どうしてやってではないのですから。どうしてやっていないのですか。いないのですか。いないのですか。いないのですか。 今までそういう観今までそういう観今までそういう観今までそういう観点点点点で見ていなかったのは事で見ていなかったのは事で見ていなかったのは事で見ていなかったのは事実実実実ですし、なですし、なですし、なですし、な○中西ならの観光力向上課長○中西ならの観光力向上課長○中西ならの観光力向上課長○中西ならの観光力向上課長かなかかなかかなかかなか数数数数字字字字としてとるのがとしてとるのがとしてとるのがとしてとるのが難難難難しいこともしいこともしいこともしいこともあああありました。しかし、川田委員がりました。しかし、川田委員がりました。しかし、川田委員がりました。しかし、川田委員がおおおおっしっしっしっしゃゃゃゃるとるとるとるとおおおおりな部分がりな部分がりな部分がりな部分がああああり、行き来するり、行き来するり、行き来するり、行き来する人人人人たたたたちちちちがががが多多多多く、例えく、例えく、例えく、例えばばばば大阪と奈良の関係も大阪と奈良の関係も大阪と奈良の関係も大阪と奈良の関係もあああありますので、どりますので、どりますので、どりますので、どういうういうういうういう形形形形でとれるかでとれるかでとれるかでとれるか検討検討検討検討したいと思います。したいと思います。したいと思います。したいと思います。ななななぜぜぜぜやってやってやってやっておおおおられないのかは不思議です。られないのかは不思議です。られないのかは不思議です。られないのかは不思議です。経済経済経済経済の分の分の分の分析析析析もももも前前前前にやっていて、余にやっていて、余にやっていて、余にやっていて、余○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員り出なかったという。奈良県だけで出そうというのはり出なかったという。奈良県だけで出そうというのはり出なかったという。奈良県だけで出そうというのはり出なかったという。奈良県だけで出そうというのは結構結構結構結構難難難難しいと思うので、そのようなしいと思うので、そのようなしいと思うので、そのようなしいと思うので、そのような行行行行政区政区政区政区画画画画とととと経済圏経済圏経済圏経済圏域とはまた域とはまた域とはまた域とはまた違違違違うと思っています。奈良県だけでうと思っています。奈良県だけでうと思っています。奈良県だけでうと思っています。奈良県だけで経済経済経済経済がどんどんよくなっがどんどんよくなっがどんどんよくなっがどんどんよくなっていくことはていくことはていくことはていくことはあああありりりり得得得得ないと思うのです。関ないと思うのです。関ないと思うのです。関ないと思うのです。関西西西西広広広広域域域域連連連連合合合合でもそういったでもそういったでもそういったでもそういった話話話話が出てが出てが出てが出ておおおおり、り、り、り、経済経済経済経済分野に関しても、分野に関しても、分野に関しても、分野に関しても、東東東東京京京京一一一一極集極集極集極集中ではなくて、関中ではなくて、関中ではなくて、関中ではなくて、関西西西西全全全全体体体体で成長していくで成長していくで成長していくで成長していく必必必必要が要が要が要がああああるのではなるのではなるのではなるのではないかと、井いかと、井いかと、井いかと、井戸兵庫戸兵庫戸兵庫戸兵庫県知事も県知事も県知事も県知事も答答答答弁弁弁弁ををををさささされていました。全れていました。全れていました。全れていました。全体的体的体的体的なものを見た中で、奈良県のなものを見た中で、奈良県のなものを見た中で、奈良県のなものを見た中で、奈良県の強強強強みみみみ弱弱弱弱みみみみもももも当当当当然あ然あ然あ然あると思いますし、そういったものの中から、分ると思いますし、そういったものの中から、分ると思いますし、そういったものの中から、分ると思いますし、そういったものの中から、分析析析析によって、どういったもによって、どういったもによって、どういったもによって、どういったものをのをのをのを伸ば伸ば伸ば伸ばしていけしていけしていけしていけばばばばいいのか、どういったものに進めいいのか、どういったものに進めいいのか、どういったものに進めいいのか、どういったものに進めばばばばいいのかも、きっかけとして見えいいのかも、きっかけとして見えいいのかも、きっかけとして見えいいのかも、きっかけとして見えてくる部分もてくる部分もてくる部分もてくる部分もああああるかもしれないと思います。だから、そのるかもしれないと思います。だから、そのるかもしれないと思います。だから、そのるかもしれないと思います。だから、その辺辺辺辺の分の分の分の分析析析析は、今は、今は、今は、今後後後後ききききちちちちんとやっんとやっんとやっんとやっていっていただきたい。ていっていただきたい。ていっていただきたい。ていっていただきたい。寄寄寄寄与与与与度というのは、非常に大切な度というのは、非常に大切な度というのは、非常に大切な度というのは、非常に大切なポポポポイイイインンンントトトトだと思っています。奈だと思っています。奈だと思っています。奈だと思っています。奈良県の良県の良県の良県の力力力力ははははああああまり関係なかったということもまり関係なかったということもまり関係なかったということもまり関係なかったということもあああありりりり得得得得ますので、そのますので、そのますので、そのますので、そのああああたりの分たりの分たりの分たりの分析析析析をよろしをよろしをよろしをよろしくくくくお願お願お願お願いしたいと思います。いしたいと思います。いしたいと思います。いしたいと思います。それとそれとそれとそれと午午午午前前前前中も聞きましたが、中も聞きましたが、中も聞きましたが、中も聞きましたが、国国国国でも観光やでも観光やでも観光やでも観光や子育子育子育子育てのてのてのての政政政政策を策を策を策を重重重重視視視視してしてしてして取取取取りりりり組組組組んでいます。んでいます。んでいます。んでいます。これだけの金これだけの金これだけの金これだけの金融緩融緩融緩融緩和を行った中で、な和を行った中で、な和を行った中で、な和を行った中で、なぜぜぜぜイイイインフンフンフンフレレレレにならないのか、なにならないのか、なにならないのか、なにならないのか、なぜぜぜぜ物価物価物価物価がががが上上上上がらないがらないがらないがらないのかは、やはりのかは、やはりのかは、やはりのかは、やはり原原原原因因因因ががががああああると思うのです。奈良県のると思うのです。奈良県のると思うのです。奈良県のると思うのです。奈良県の経済経済経済経済だけ考えてだけ考えてだけ考えてだけ考えて話話話話していてもだめだとしていてもだめだとしていてもだめだとしていてもだめだと思うのです。思うのです。思うのです。思うのです。ぴぴぴぴったりったりったりったり当当当当たるとはたるとはたるとはたるとは限限限限らないのですが、らないのですが、らないのですが、らないのですが、あああある程度、今のる程度、今のる程度、今のる程度、今の現現現現状状状状をををを把握把握把握把握したしたしたした上上上上でででで政政政政策を策を策を策を組組組組んでいくんでいくんでいくんでいく必必必必要が要が要が要がああああると思うのです。これは観光ると思うのです。これは観光ると思うのです。これは観光ると思うのです。これは観光戦略戦略戦略戦略にもにもにもにも当当当当然然然然関係してくると思い関係してくると思い関係してくると思い関係してくると思います。ます。ます。ます。端端端端的的的的にににに絞絞絞絞っていけっていけっていけっていけばばばば、これだけの金、これだけの金、これだけの金、これだけの金融政融政融政融政策をやっていて、な策をやっていて、な策をやっていて、な策をやっていて、なぜぜぜぜ物価物価物価物価がががが上上上上昇昇昇昇しないのか。しないのか。しないのか。しないのか。イイイイココココーーーールルルル経済経済経済経済がよくならないのか。がよくならないのか。がよくならないのか。がよくならないのか。物価物価物価物価がががが上上上上がる、がる、がる、がる、需需需需要がふえるということになれ要がふえるということになれ要がふえるということになれ要がふえるということになればばばば、、、、経経経経
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済済済済はよくなるのでしはよくなるのでしはよくなるのでしはよくなるのでしょょょょうけれども、それがなうけれども、それがなうけれども、それがなうけれども、それがなぜぜぜぜならないのか。今、ならないのか。今、ならないのか。今、ならないのか。今、衆衆衆衆議議議議院院院院議員総議員総議員総議員総選選選選挙挙挙挙中で中で中で中でいろいろないろいろないろいろないろいろな政政政政策が策が策が策が語語語語りりりり合わ合わ合わ合われてれてれてれておおおおり、り、り、り、アベアベアベアベノノノノミミミミクスのクスのクスのクスの評価評価評価評価ををををさささされています。れています。れています。れています。雇雇雇雇用率が用率が用率が用率が減減減減っっっってきて、てきて、てきて、てきて、ママママネタリネタリネタリネタリーーーーベベベベースがふえてきているのがースがふえてきているのがースがふえてきているのがースがふえてきているのが現実現実現実現実ですが、そのですが、そのですが、そのですが、そのああああたりをどのように見たりをどのように見たりをどのように見たりをどのように見て、奈良県としては、どういう観光て、奈良県としては、どういう観光て、奈良県としては、どういう観光て、奈良県としては、どういう観光戦略戦略戦略戦略をををを組組組組んでいくのか。んでいくのか。んでいくのか。んでいくのか。答答答答えられるえられるえられるえられる範範範範囲囲囲囲ででででお願お願お願お願いしまいしまいしまいします。す。す。す。 観光に観光に観光に観光におおおおいて、地域へのいて、地域へのいて、地域へのいて、地域への貢貢貢貢献献献献ということで、やはりということで、やはりということで、やはりということで、やはりおおおお金を金を金を金を○中西ならの観光力向上課長○中西ならの観光力向上課長○中西ならの観光力向上課長○中西ならの観光力向上課長落落落落としていただくことが一番だと思っています。としていただくことが一番だと思っています。としていただくことが一番だと思っています。としていただくことが一番だと思っています。先先先先ほど来、ほど来、ほど来、ほど来、経済経済経済経済効効効効果という果という果という果という話話話話ももももあああありましりましりましりましたが、たが、たが、たが、おおおお金を金を金を金を落落落落としていただくための一つのとしていただくための一つのとしていただくための一つのとしていただくための一つの指指指指標標標標としては、まとしては、まとしては、まとしては、まずずずずは入込ということ、は入込ということ、は入込ということ、は入込ということ、何何何何人人人人来ていただくか、たく来ていただくか、たく来ていただくか、たく来ていただくか、たくささささん来ていただくかというのが一つです。ん来ていただくかというのが一つです。ん来ていただくかというのが一つです。ん来ていただくかというのが一つです。消消消消費費費費額額額額をををを前前前前に出していまに出していまに出していまに出していますが、これはすが、これはすが、これはすが、これは基基基基本本本本的的的的に来ていただいた方にに来ていただいた方にに来ていただいた方にに来ていただいた方に単単単単価価価価をををを掛掛掛掛けますので、まけますので、まけますので、まけますので、まずずずずは来ていただくは来ていただくは来ていただくは来ていただく人人人人ををををたくたくたくたくささささんにする、そして、んにする、そして、んにする、そして、んにする、そして、単単単単価価価価をををを上上上上げていくことがげていくことがげていくことがげていくことが必必必必要だと思っています。特に要だと思っています。特に要だと思っています。特に要だと思っています。特に単単単単価価価価のののの高高高高いいいい宿泊宿泊宿泊宿泊客をふやしていくこと、客をふやしていくこと、客をふやしていくこと、客をふやしていくこと、先先先先ほど来、ほど来、ほど来、ほど来、話話話話に出ていますに出ていますに出ていますに出ています滞滞滞滞在在在在型型型型の観光にしていくことが、の観光にしていくことが、の観光にしていくことが、の観光にしていくことが、よりよりよりより単単単単価価価価をををを上上上上げるというげるというげるというげるという点点点点でででで効効効効果果果果的的的的だと思ってだと思ってだと思ってだと思っておおおおりますので、りますので、りますので、りますので、消消消消費費費費額額額額をふやしていくことをふやしていくことをふやしていくことをふやしていくことが一が一が一が一義義義義的的的的な観光としてのな観光としてのな観光としてのな観光としての目目目目標標標標になるかと考えています。になるかと考えています。になるかと考えています。になるかと考えています。以上以上以上以上です。です。です。です。そういったところがそういったところがそういったところがそういったところが重重重重要なのかどうか要なのかどうか要なのかどうか要なのかどうかわわわわからないですけれども。計からないですけれども。計からないですけれども。計からないですけれども。計画画画画の中での中での中での中で○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員観光観光観光観光戦略戦略戦略戦略ももももああああるかもしれないですけれども、それを行るかもしれないですけれども、それを行るかもしれないですけれども、それを行るかもしれないですけれども、それを行政政政政でやるのは、ものすでやるのは、ものすでやるのは、ものすでやるのは、ものすごごごごくくくくココココスススストトトトががががかかるでしかかるでしかかるでしかかるでしょょょょう。う。う。う。公公公公務員を務員を務員を務員を使使使使った行った行った行った行政政政政、施策はものす、施策はものす、施策はものす、施策はものすごごごごくくくくココココスススストトトトがががが高高高高い。それに対してい。それに対してい。それに対してい。それに対して経経経経済済済済効効効効果がどれだけ果がどれだけ果がどれだけ果がどれだけああああったのか、ったのか、ったのか、ったのか、結結結結局、よく局、よく局、よく局、よくわわわわからないのです。だから、観光局というのは、からないのです。だから、観光局というのは、からないのです。だから、観光局というのは、からないのです。だから、観光局というのは、ききききょょょょうううう言言言言って来年からというって来年からというって来年からというって来年からというわわわわけにはいかないと思うのですけれども、けにはいかないと思うのですけれども、けにはいかないと思うのですけれども、けにはいかないと思うのですけれども、将将将将来来来来的的的的にににに民民民民営営営営化を化を化を化をしていくしていくしていくしていく必必必必要が要が要が要がああああるのではないですか。行るのではないですか。行るのではないですか。行るのではないですか。行政政政政ココココスススストトトトというのは、今というのは、今というのは、今というのは、今後後後後、、、、人人人人口口口口減減減減少とともに少とともに少とともに少とともに下下下下がっていくがっていくがっていくがっていくわわわわけでしけでしけでしけでしょょょょう。ということは、う。ということは、う。ということは、う。ということは、何何何何がががが言言言言いたいかというと、今、いたいかというと、今、いたいかというと、今、いたいかというと、今、消消消消費を費を費を費を喚喚喚喚起起起起すすすするためにるためにるためにるためにああああれをやる、これをやるとれをやる、これをやるとれをやる、これをやるとれをやる、これをやると言言言言っているけれども、っているけれども、っているけれども、っているけれども、根根根根本本本本的的的的なところは、自なところは、自なところは、自なところは、自然然然然利利利利子子子子率率率率がががが下下下下がっていっている中で、今、これだけ金がっていっている中で、今、これだけ金がっていっている中で、今、これだけ金がっていっている中で、今、これだけ金融緩融緩融緩融緩和をしても、和をしても、和をしても、和をしても、上上上上がらないというがらないというがらないというがらないという現現現現状状状状ががががああああるるるるわわわわけです。それにはけです。それにはけです。それにはけです。それには生生生生産産産産労働労働労働労働力力力力とととと人人人人口口口口減減減減少が一番大きな問少が一番大きな問少が一番大きな問少が一番大きな問題題題題ででででああああって、これがって、これがって、これがって、これが上上上上がらながらながらながらない。今までだったら、１０い。今までだったら、１０い。今までだったら、１０い。今までだったら、１０人人人人が１が１が１が１人人人人１，０００円の１，０００円の１，０００円の１，０００円の消消消消費をしてくれていたのが、９費をしてくれていたのが、９費をしてくれていたのが、９費をしてくれていたのが、９人人人人、８、８、８、８人人人人となっていったら、１となっていったら、１となっていったら、１となっていったら、１人人人人が１，１００円が１，１００円が１，１００円が１，１００円使使使使ってくれたところで、ってくれたところで、ってくれたところで、ってくれたところで、消消消消費なんかふえないで費なんかふえないで費なんかふえないで費なんかふえないですよ。これは日本全すよ。これは日本全すよ。これは日本全すよ。これは日本全体体体体の問の問の問の問題題題題だと思いますが、こういった行だと思いますが、こういった行だと思いますが、こういった行だと思いますが、こういった行政政政政ココココスススストトトトが非常にが非常にが非常にが非常に重重重重要な観要な観要な観要な観点点点点です。大阪もです。大阪もです。大阪もです。大阪も公公公公益益益益財財財財団団団団法法法法人人人人大阪観光局をつくってやっていますが、大阪観光局をつくってやっていますが、大阪観光局をつくってやっていますが、大阪観光局をつくってやっていますが、将将将将来来来来的的的的に、に、に、に、民民民民営営営営化も化も化も化も含含含含めた中で、奈良大めた中で、奈良大めた中で、奈良大めた中で、奈良大立立立立山まつりにしてもそうですが、いつまでも行山まつりにしてもそうですが、いつまでも行山まつりにしてもそうですが、いつまでも行山まつりにしてもそうですが、いつまでも行政政政政が、まして県がやらなが、まして県がやらなが、まして県がやらなが、まして県がやらなけれけれけれければばばばいけないというのは、いけないというのは、いけないというのは、いけないというのは、租税租税租税租税のののの意味意味意味意味からしても、からしても、からしても、からしても、適適適適正かどうかについては正かどうかについては正かどうかについては正かどうかについては首首首首をかしげをかしげをかしげをかしげ
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なけれなけれなけれなければばばばならないのではないか。奈良県は、そんなに裕ならないのではないか。奈良県は、そんなに裕ならないのではないか。奈良県は、そんなに裕ならないのではないか。奈良県は、そんなに裕福福福福な、な、な、な、おおおお金が金が金が金が潤潤潤潤沢沢沢沢に余っている県に余っている県に余っている県に余っている県ではではではではあああありまりまりまりませせせせん。大阪ではもっとん。大阪ではもっとん。大阪ではもっとん。大阪ではもっと工夫工夫工夫工夫して、行して、行して、行して、行政政政政ココココスススストトトトがががが安安安安くなってきています。そのくなってきています。そのくなってきています。そのくなってきています。そのああああたりについて、そろそろ本たりについて、そろそろ本たりについて、そろそろ本たりについて、そろそろ本気気気気でででで取取取取りりりり組組組組んでいくんでいくんでいくんでいく時時時時期に来ているのではないか。というのは、期に来ているのではないか。というのは、期に来ているのではないか。というのは、期に来ているのではないか。というのは、人人人人口の口の口の口のピピピピークがークがークがークが過過過過ぎぎぎぎて、ジて、ジて、ジて、ジェェェェッッッットトトトココココースースースースタタタターでいえーでいえーでいえーでいえばばばば、、、、下下下下に進に進に進に進みみみみかけたところに、今かけたところに、今かけたところに、今かけたところに、今位位位位置置置置しているしているしているしているわわわわけです。今けです。今けです。今けです。今後後後後、、、、南南南南部もかなり部もかなり部もかなり部もかなり人人人人口が口が口が口が減減減減っていくということもっていくということもっていくということもっていくということもああああります。ります。ります。ります。民間民間民間民間活活活活力力力力がなかったら、行がなかったら、行がなかったら、行がなかったら、行政政政政がやったからといってがやったからといってがやったからといってがやったからといって経済経済経済経済がよくなるがよくなるがよくなるがよくなるわわわわけではないと思うのです。けではないと思うのです。けではないと思うのです。けではないと思うのです。そのそのそのそのああああたりについてはいかがですか。たりについてはいかがですか。たりについてはいかがですか。たりについてはいかがですか。観光は、本来観光は、本来観光は、本来観光は、本来民間民間民間民間のののの力力力力が中が中が中が中心心心心になっていくになっていくになっていくになっていくべべべべきだろうと考きだろうと考きだろうと考きだろうと考○中西ならの観光力向上課長○中西ならの観光力向上課長○中西ならの観光力向上課長○中西ならの観光力向上課長えています。ただ、奈良県はえています。ただ、奈良県はえています。ただ、奈良県はえています。ただ、奈良県は民間民間民間民間のののの力力力力がなかなかがなかなかがなかなかがなかなか弱弱弱弱いので、今までは行いので、今までは行いので、今までは行いので、今までは行政政政政がががが引引引引っっっっ張張張張っていっていっていっていたたたた面面面面ががががああああったということです。ただ川田委員がったということです。ただ川田委員がったということです。ただ川田委員がったということです。ただ川田委員がお述べお述べお述べお述べのように、いつまでも行のように、いつまでも行のように、いつまでも行のように、いつまでも行政政政政がたくがたくがたくがたくささささんのんのんのんのおおおお金を出してやっていくには金を出してやっていくには金を出してやっていくには金を出してやっていくには限限限限界界界界ががががああああると考えてると考えてると考えてると考えておおおおり、り、り、り、徐徐徐徐 々々々々にににに民間民間民間民間にににに移移移移行していくの行していくの行していくの行していくのが大事と考えています。が大事と考えています。が大事と考えています。が大事と考えています。県では、県では、県では、県では、ビビビビジジジジタタタターズーズーズーズビビビビューューューューロロロローというーというーというーという団団団団体体体体ががががああああります。ここは観光ります。ここは観光ります。ここは観光ります。ここは観光庁庁庁庁によるによるによるによるＤＤＤＤＭＯＭＯＭＯＭＯのののの候候候候補法補法補法補法人人人人にもなり、にもなり、にもなり、にもなり、官官官官民民民民が主が主が主が主体体体体になっているになっているになっているになっている団団団団体体体体ですが、そういうところが中ですが、そういうところが中ですが、そういうところが中ですが、そういうところが中心心心心になってどになってどになってどになってどんどんんどんんどんんどん商品商品商品商品づづづづくりを進めています。行くりを進めています。行くりを進めています。行くりを進めています。行政政政政しかできないことはしかできないことはしかできないことはしかできないことはあああありますが、りますが、りますが、りますが、民間レベル民間レベル民間レベル民間レベルでもでもでもでもできることは、県からどんどんできることは、県からどんどんできることは、県からどんどんできることは、県からどんどんおおおおろしていって、地域のろしていって、地域のろしていって、地域のろしていって、地域の民間民間民間民間と一と一と一と一緒緒緒緒になって進めていくになって進めていくになって進めていくになって進めていく体体体体制制制制をつくっていくをつくっていくをつくっていくをつくっていく時時時時期に来ていると認期に来ていると認期に来ていると認期に来ている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。以上以上以上以上です。です。です。です。聞いていたら聞いていたら聞いていたら聞いていたらごごごごもっとものような部分がないでもないのですけれども、行もっとものような部分がないでもないのですけれども、行もっとものような部分がないでもないのですけれども、行もっとものような部分がないでもないのですけれども、行政政政政○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員ココココスススストトトトががががああああまりにもまりにもまりにもまりにも高高高高過過過過ぎぎぎぎるのです。るのです。るのです。るのです。細細細細かいところを一つ一つは聞きまかいところを一つ一つは聞きまかいところを一つ一つは聞きまかいところを一つ一つは聞きませせせせんが、１つんが、１つんが、１つんが、１つ何何何何かかかかするにしても、ものすするにしても、ものすするにしても、ものすするにしても、ものすごごごごくくくく高高高高い。い。い。い。午午午午前前前前中も歳入で中も歳入で中も歳入で中も歳入で意意意意見したのですけれども、事業費だけを見したのですけれども、事業費だけを見したのですけれども、事業費だけを見したのですけれども、事業費だけを見ていたらそうではないのかもしれないですけれども、見ていたらそうではないのかもしれないですけれども、見ていたらそうではないのかもしれないですけれども、見ていたらそうではないのかもしれないですけれども、人人人人件費を件費を件費を件費を含含含含めたら、そのままめたら、そのままめたら、そのままめたら、そのまま丸丸丸丸 々々々々民間民間民間民間に委に委に委に委託託託託したほうがしたほうがしたほうがしたほうが安安安安いのではないですか。行いのではないですか。行いのではないですか。行いのではないですか。行政政政政が事務局をやることももう要らないとが事務局をやることももう要らないとが事務局をやることももう要らないとが事務局をやることももう要らないと思います。思います。思います。思います。ななななぜぜぜぜこのようなことをこのようなことをこのようなことをこのようなことを言言言言うかというと、そういう方うかというと、そういう方うかというと、そういう方うかというと、そういう方向向向向に進んでいただかないとに進んでいただかないとに進んでいただかないとに進んでいただかないと財財財財源源源源がでがでがでができない。きない。きない。きない。午午午午前前前前中、中、中、中、基基基基金をこれだけ金をこれだけ金をこれだけ金をこれだけ積積積積み立み立み立み立てているのに、てているのに、てているのに、てているのに、おおおお金がないという金がないという金がないという金がないという話話話話になったのでになったのでになったのでになったのですけれども、そのすけれども、そのすけれども、そのすけれども、そのああああたりをたりをたりをたりを抜抜抜抜本本本本的的的的にににに変変変変えていくえていくえていくえていく時時時時期に来ているのではないですか。行期に来ているのではないですか。行期に来ているのではないですか。行期に来ているのではないですか。行政政政政はははは行行行行政政政政でやっていただくでやっていただくでやっていただくでやっていただく仕仕仕仕事が事が事が事がああああると思うし、ると思うし、ると思うし、ると思うし、広広広広域行域行域行域行政政政政ですので、ですので、ですので、ですので、午午午午前前前前中も中も中も中も言言言言いましたが、いましたが、いましたが、いましたが、ななななぜぜぜぜ奈良奈良奈良奈良市市市市ばばばばかりなのか、なかりなのか、なかりなのか、なかりなのか、なぜぜぜぜ一部の地域一部の地域一部の地域一部の地域ばばばばかりになるのか。かりになるのか。かりになるのか。かりになるのか。みみみみんなんなんなんな同同同同じじじじ税税税税金、金、金、金、同同同同じじじじ税税税税率、率、率、率、計算方計算方計算方計算方法法法法でででで払払払払っているっているっているっているわわわわけです。けです。けです。けです。経済経済経済経済効効効効果が果が果が果がわわわわからなくても、今までは通用していたのかからなくても、今までは通用していたのかからなくても、今までは通用していたのかからなくても、今までは通用していたのかもしれないですけれども、大切なもしれないですけれども、大切なもしれないですけれども、大切なもしれないですけれども、大切なおおおお金を金を金を金を使使使使うなら、うなら、うなら、うなら、有有有有効効効効にににに回回回回転転転転させさせさせさせていくていくていくていく必必必必要が要が要が要がああああると思ると思ると思ると思
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うし、うし、うし、うし、ささささきほどの自きほどの自きほどの自きほどの自然然然然利利利利子子子子率も率も率も率もずずずずっとっとっとっと低下低下低下低下してきているしてきているしてきているしてきているわわわわけでしけでしけでしけでしょょょょう。う。う。う。人人人人口が口が口が口が減減減減っていっっていっっていっっていったらもっとたらもっとたらもっとたらもっと低下低下低下低下してくるという計算になります。そうしたら、金してくるという計算になります。そうしたら、金してくるという計算になります。そうしたら、金してくるという計算になります。そうしたら、金融政融政融政融政策でいつまでも策でいつまでも策でいつまでも策でいつまでも追追追追いいいいかけていかなけれかけていかなけれかけていかなけれかけていかなければばばばいけないといういけないといういけないといういけないという悪循悪循悪循悪循環環環環に入っているのではないか。に入っているのではないか。に入っているのではないか。に入っているのではないか。消消消消費費費費税税税税をををを下下下下げた、げた、げた、げた、上上上上げたなどでげたなどでげたなどでげたなどでああああまりまりまりまり変わ変わ変わ変わるものではないと思うので、るものではないと思うので、るものではないと思うので、るものではないと思うので、根根根根幹幹幹幹のところを見ながら、のところを見ながら、のところを見ながら、のところを見ながら、組組組組織織織織としとしとしとしてどうてどうてどうてどうああああるるるるべべべべきかを考えていくきかを考えていくきかを考えていくきかを考えていく必必必必要が要が要が要がああああるのではないでしるのではないでしるのではないでしるのではないでしょょょょうか。うか。うか。うか。もう一もう一もう一もう一回回回回、中、中、中、中西西西西ならの観光ならの観光ならの観光ならの観光力向上課力向上課力向上課力向上課長に聞きますけれども、平成２９年度、観光で事業長に聞きますけれども、平成２９年度、観光で事業長に聞きますけれども、平成２９年度、観光で事業長に聞きますけれども、平成２９年度、観光で事業ををををさささされていますが、れていますが、れていますが、れていますが、具具具具体的体的体的体的にどういうにどういうにどういうにどういう効効効効果が果が果が果がああああったのか、ったのか、ったのか、ったのか、お答お答お答お答えくだえくだえくだえくだささささい。い。い。い。平成２８年度の事業を平成２８年度の事業を平成２８年度の事業を平成２８年度の事業を受受受受けてというけてというけてというけてという話話話話だと思います。観光だと思います。観光だと思います。観光だと思います。観光○中西ならの観光力向上課長○中西ならの観光力向上課長○中西ならの観光力向上課長○中西ならの観光力向上課長客に関しては、客に関しては、客に関しては、客に関しては、確実確実確実確実にふえています。観光客にふえています。観光客にふえています。観光客にふえています。観光客数数数数は平成２８年度もふえて、今は平成２８年度もふえて、今は平成２８年度もふえて、今は平成２８年度もふえて、今集集集集計中で計中で計中で計中で発表発表発表発表していましていましていましていませせせせんが、入込客んが、入込客んが、入込客んが、入込客数数数数が大きくふえているのは事が大きくふえているのは事が大きくふえているのは事が大きくふえているのは事実実実実ですし、ですし、ですし、ですし、消消消消費費費費額額額額もふえているともふえているともふえているともふえていると言言言言えるえるえるえる状況状況状況状況です。です。です。です。わわわわかりました。またかりました。またかりました。またかりました。また寄寄寄寄与与与与度も度も度も度も調調調調べべべべてくだてくだてくだてくだささささい。観光客がふえたといっても、い。観光客がふえたといっても、い。観光客がふえたといっても、い。観光客がふえたといっても、○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員関関関関西西西西全全全全体体体体に観光客が来ているのですから、に観光客が来ているのですから、に観光客が来ているのですから、に観光客が来ているのですから、当当当当然然然然、奈良に来られる方がふえるのは、奈良に来られる方がふえるのは、奈良に来られる方がふえるのは、奈良に来られる方がふえるのは当当当当たりたりたりたり前前前前のののの話話話話です。観光の事業をしたから、これに関です。観光の事業をしたから、これに関です。観光の事業をしたから、これに関です。観光の事業をしたから、これに関連連連連して、どのくらいのして、どのくらいのして、どのくらいのして、どのくらいの影響影響影響影響ががががああああったのかといったのかといったのかといったのかというのはうのはうのはうのはわわわわからないでしからないでしからないでしからないでしょょょょう。そういったところもきう。そういったところもきう。そういったところもきう。そういったところもきちちちちんと分んと分んと分んと分析析析析してくだしてくだしてくだしてくだささささい。そうでないい。そうでないい。そうでないい。そうでないと、と、と、と、ああああまりにもまりにもまりにもまりにも高高高高いいいいココココスススストトトトをかけていますし、県はをかけていますし、県はをかけていますし、県はをかけていますし、県はイベイベイベイベンンンントトトト屋屋屋屋ではないですから。ではないですから。ではないですから。ではないですから。最近最近最近最近見見見見ていたら、ここでもていたら、ここでもていたら、ここでもていたら、ここでもイベイベイベイベンンンントトトト、、、、ああああそこでもそこでもそこでもそこでもイベイベイベイベンンンントトトト、ここでも、ここでも、ここでも、ここでもイベイベイベイベンンンントトトトとととと何何何何かかかかイベイベイベイベンンンントトトト屋屋屋屋みみみみたいになってきているではないですか。なたいになってきているではないですか。なたいになってきているではないですか。なたいになってきているではないですか。なぜ税ぜ税ぜ税ぜ税金を金を金を金を使使使使ってってってってイベイベイベイベンンンントばトばトばトばかりやらないといかりやらないといかりやらないといかりやらないといけないのですか。もっとけないのですか。もっとけないのですか。もっとけないのですか。もっと根根根根幹幹幹幹的的的的な大切なことがな大切なことがな大切なことがな大切なことがああああるし、きるし、きるし、きるし、きょょょょうもうもうもうも学学学学校校校校のののの建建建建てかえなどもてかえなどもてかえなどもてかえなども言言言言っていたけれども、っていたけれども、っていたけれども、っていたけれども、おおおお金がないから見金がないから見金がないから見金がないから見送送送送りだ、それで見りだ、それで見りだ、それで見りだ、それで見送送送送られて大きな地られて大きな地られて大きな地られて大きな地震震震震が来たら、が来たら、が来たら、が来たら、子子子子どもたどもたどもたどもたちちちちがががが危険危険危険危険なななな目目目目にににに遭遭遭遭ううううわわわわけです。そういったのをけです。そういったのをけです。そういったのをけです。そういったのを含含含含めて、めて、めて、めて、おおおお金の金の金の金の使使使使い道をきい道をきい道をきい道をきちちちちんと考んと考んと考んと考えていただきたいと思います。えていただきたいと思います。えていただきたいと思います。えていただきたいと思います。次次次次に奈良に奈良に奈良に奈良モモモモデデデデルルルルです。です。です。です。前前前前からからからから持論持論持論持論でででで言言言言っていますが、平成２８年度も奈良っていますが、平成２８年度も奈良っていますが、平成２８年度も奈良っていますが、平成２８年度も奈良モモモモデデデデルルルルとしてとしてとしてとして取取取取りりりり組組組組んでんでんでんでおおおおられるのですが、られるのですが、られるのですが、られるのですが、協力協力協力協力するのはするのはするのはするのは構構構構わわわわないし、地方自治ないし、地方自治ないし、地方自治ないし、地方自治法法法法もももも改改改改正正正正さささされましたかれましたかれましたかれましたから、ら、ら、ら、協力協力協力協力はできるということになっています。はできるということになっています。はできるということになっています。はできるということになっています。条項条項条項条項のののの改改改改正は、地方分正は、地方分正は、地方分正は、地方分権権権権ということでということでということでということでさささされれれれたのでしたのでしたのでしたのでしょょょょうけれども、議会の議決もないし、うけれども、議会の議決もないし、うけれども、議会の議決もないし、うけれども、議会の議決もないし、手軽手軽手軽手軽にできるということでしにできるということでしにできるということでしにできるということでしょょょょうか。うか。うか。うか。市町市町市町市町村の村の村の村の合合合合併併併併が進まないところもが進まないところもが進まないところもが進まないところもああああるので、るので、るので、るので、苦肉苦肉苦肉苦肉の策での策での策での策でああああああああいういういういう条項条項条項条項もももも生生生生まれてきたというのまれてきたというのまれてきたというのまれてきたというのが、地方が、地方が、地方が、地方制制制制度度度度調調調調査会査会査会査会ああああたりの見たりの見たりの見たりの見解解解解でしたけれども。けれども、でしたけれども。けれども、でしたけれども。けれども、でしたけれども。けれども、将将将将来来来来的的的的に地方自治に地方自治に地方自治に地方自治体体体体というというというというのは、のは、のは、のは、個個個個々みず々みず々みず々みずからのからのからのからの責任責任責任責任で、で、で、で、みずみずみずみずからの判断で行っていくのがからの判断で行っていくのがからの判断で行っていくのがからの判断で行っていくのが法法法法のののの根根根根幹幹幹幹になっています。になっています。になっています。になっています。奈良県が奈良県が奈良県が奈良県が応応応応援援援援したからといっても、いいものもしたからといっても、いいものもしたからといっても、いいものもしたからといっても、いいものもああああるでしるでしるでしるでしょょょょうけれども、うけれども、うけれども、うけれども、悪悪悪悪いものもいものもいものもいものもああああるとるとるとると
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思います。奈良思います。奈良思います。奈良思います。奈良モモモモデデデデルルルルだから全部すだから全部すだから全部すだから全部すばばばばらしいということなどはらしいということなどはらしいということなどはらしいということなどはあああありりりり得得得得ないと思います。平ないと思います。平ないと思います。平ないと思います。平成２８年度は奈良成２８年度は奈良成２８年度は奈良成２８年度は奈良モモモモデデデデルルルルにかなりにかなりにかなりにかなり取取取取りりりり組組組組まれたと思いますが、そのまれたと思いますが、そのまれたと思いますが、そのまれたと思いますが、そのああああたりの考え方はいかたりの考え方はいかたりの考え方はいかたりの考え方はいかがですか。がですか。がですか。がですか。 川田委員が川田委員が川田委員が川田委員がおおおおっしっしっしっしゃゃゃゃったように、奈良県は、平成のったように、奈良県は、平成のったように、奈良県は、平成のったように、奈良県は、平成の市町市町市町市町村村村村合合合合併併併併がががが○浅田市町村振興課長○浅田市町村振興課長○浅田市町村振興課長○浅田市町村振興課長ああああまり進まなかったということで、それにまり進まなかったということで、それにまり進まなかったということで、それにまり進まなかったということで、それに代代代代わわわわるるるる取取取取りりりり組み組み組み組み、奈良、奈良、奈良、奈良モモモモデデデデルルルルとしてとしてとしてとして連携連携連携連携して、して、して、して、頑張頑張頑張頑張っているっているっているっている市町市町市町市町村を村を村を村を応応応応援援援援するするするする取組取組取組取組がががが始始始始まりました。まりました。まりました。まりました。単単単単にににに連携連携連携連携しているから、奈良しているから、奈良しているから、奈良しているから、奈良モモモモデデデデルルルルとしてとしてとしてとして支援支援支援支援するということではなく、するということではなく、するということではなく、するということではなく、連携連携連携連携する中でする中でする中でする中で努力努力努力努力して、自して、自して、自して、自律律律律的的的的にににに運運運運営営営営を進めていく思いがを進めていく思いがを進めていく思いがを進めていく思いがああああるるるる団団団団体体体体についてについてについてについて支援支援支援支援するということがするということがするということがするということが根根根根本本本本的的的的な考え方でな考え方でな考え方でな考え方でああああると思っています。ると思っています。ると思っています。ると思っています。よくよくよくよくわわわわからないからないからないからない答答答答弁弁弁弁です。です。です。です。法法法法のののの下下下下の平の平の平の平等等等等ががががああああるので、ここはるので、ここはるので、ここはるので、ここは頑張頑張頑張頑張っている、っている、っている、っている、○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員気気気気に入った、だからに入った、だからに入った、だからに入った、だから支援支援支援支援しようというのはよくないのではないですか。しようというのはよくないのではないですか。しようというのはよくないのではないですか。しようというのはよくないのではないですか。画画画画一一一一的的的的なものを決なものを決なものを決なものを決めてめてめてめておおおおいたほうがいいのではないですか。奈良県の中でこういういたほうがいいのではないですか。奈良県の中でこういういたほうがいいのではないですか。奈良県の中でこういういたほうがいいのではないですか。奈良県の中でこういうルルルルーーーールルルルでやりますと決めでやりますと決めでやりますと決めでやりますと決めないと、ないと、ないと、ないと、わわわわからないではないですか。からないではないですか。からないではないですか。からないではないですか。枠枠枠枠ははははああああるのでしるのでしるのでしるのでしょょょょうけれども、うけれども、うけれども、うけれども、国国国国のののの補助補助補助補助金でもそう金でもそう金でもそう金でもそうではないですか。ではないですか。ではないですか。ではないですか。それから考えたら、それから考えたら、それから考えたら、それから考えたら、何何何何でもかんでもでもかんでもでもかんでもでもかんでもばばばばららららばばばばらでやりらでやりらでやりらでやり過過過過ぎぎぎぎると、一つのると、一つのると、一つのると、一つの区区区区域でもそこだけ域でもそこだけ域でもそこだけ域でもそこだけでやるのだったらでやるのだったらでやるのだったらでやるのだったら効効効効果が果が果が果がああああると思うのですが、ると思うのですが、ると思うのですが、ると思うのですが、ＡＡＡＡという部分はこという部分はこという部分はこという部分はこちちちちらとらとらとらと組組組組んでいる、んでいる、んでいる、んでいる、ＢＢＢＢとととという部分はまた別のところという部分はまた別のところという部分はまた別のところという部分はまた別のところと組組組組んでいるとやっていたら、んでいるとやっていたら、んでいるとやっていたら、んでいるとやっていたら、将将将将来、来、来、来、人人人人口が口が口が口が減減減減少していって、少していって、少していって、少していって、公公公公共団共団共団共団体体体体のののの存存存存続続続続がががが危ぶ危ぶ危ぶ危ぶまれているというのが今、事まれているというのが今、事まれているというのが今、事まれているというのが今、事実実実実でしでしでしでしょょょょう。う。う。う。人人人人口が口が口が口が減減減減れれれれば減ば減ば減ば減るほど行るほど行るほど行るほど行政政政政ココココスススストトトトはははは高高高高くなっていくのはくなっていくのはくなっていくのはくなっていくのは当当当当たりたりたりたり前前前前のののの話話話話ででででああああって、それではそれがって、それではそれがって、それではそれがって、それではそれが維維維維持持持持していけるのしていけるのしていけるのしていけるのかということですよかということですよかということですよかということですよねねねね。。。。これは別の日に聞きますけれども、これは別の日に聞きますけれども、これは別の日に聞きますけれども、これは別の日に聞きますけれども、南南南南部で部で部で部で病病病病院院院院をつくって、定をつくって、定をつくって、定をつくって、定額額額額でででで負負負負担担担担率が決まってい率が決まってい率が決まってい率が決まっていますけれども、ますけれども、ますけれども、ますけれども、ああああれもれもれもれも人人人人口がどんどん口がどんどん口がどんどん口がどんどん減減減減少していったら、その少していったら、その少していったら、その少していったら、その負負負負担担担担率がものす率がものす率がものす率がものすごごごごくくくく高高高高くなくなくなくなっていくのではないですか。どうっていくのではないですか。どうっていくのではないですか。どうっていくのではないですか。どうさささされるのですかとれるのですかとれるのですかとれるのですかと言言言言うと、うと、うと、うと、赤字赤字赤字赤字になったら県が２分の１になったら県が２分の１になったら県が２分の１になったら県が２分の１をををを補補補補填填填填するということをするということをするということをするということをおおおおっしっしっしっしゃゃゃゃっていますが、それはっていますが、それはっていますが、それはっていますが、それは何何何何なのですか。それが本なのですか。それが本なのですか。それが本なのですか。それが本当当当当にためにためにためにためになるのでしになるのでしになるのでしになるのでしょょょょうか。うか。うか。うか。補完補完補完補完性性性性のののの原原原原理が理が理が理がああああるでしるでしるでしるでしょょょょう。う。う。う。困困困困ったからったからったからったからおおおお金を出しますというの金を出しますというの金を出しますというの金を出しますというのがががが補完補完補完補完性性性性のののの原原原原理ではないですから。そういった理ではないですから。そういった理ではないですから。そういった理ではないですから。そういった意味意味意味意味のとり方をしていたら、大きなのとり方をしていたら、大きなのとり方をしていたら、大きなのとり方をしていたら、大きな間違間違間違間違いいいいででででああああると思います。ると思います。ると思います。ると思います。だから、そのだから、そのだから、そのだから、そのああああたりももう一たりももう一たりももう一たりももう一回回回回、、、、根根根根本本本本的的的的に見に見に見に見直直直直していくしていくしていくしていくべべべべきで、よいものはきで、よいものはきで、よいものはきで、よいものはあああありますかりますかりますかりますから、よいものとら、よいものとら、よいものとら、よいものと悪悪悪悪いもののいもののいもののいものの選選選選別をしていく別をしていく別をしていく別をしていく必必必必要が要が要が要がああああるのではないかと思いますけれども、るのではないかと思いますけれども、るのではないかと思いますけれども、るのではないかと思いますけれども、いかがですか。いかがですか。いかがですか。いかがですか。
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川田委員が川田委員が川田委員が川田委員がおおおおっしっしっしっしゃゃゃゃいましたように、いましたように、いましたように、いましたように、何何何何でもかんでも、でもかんでも、でもかんでも、でもかんでも、市町市町市町市町村村村村連連連連○浅田市町村振興課長○浅田市町村振興課長○浅田市町村振興課長○浅田市町村振興課長携携携携に対してに対してに対してに対して支援支援支援支援していくということではしていくということではしていくということではしていくということではあああありまりまりまりませせせせん。ん。ん。ん。ごみごみごみごみ処理の処理の処理の処理の広広広広域化についても、域化についても、域化についても、域化についても、ルルルルーーーールルルルを決めて、そのを決めて、そのを決めて、そのを決めて、そのルルルルーーーールルルルにににに基基基基づづづづいていていていて支援支援支援支援するというスキーするというスキーするというスキーするというスキームムムムになっています。県としては、になっています。県としては、になっています。県としては、になっています。県としては、単単単単にににに連携連携連携連携しているのでしているのでしているのでしているので支援支援支援支援するということでは決してないというところはするということでは決してないというところはするということでは決してないというところはするということでは決してないというところはごごごご理理理理解解解解いただきいただきいただきいただきたいです。それと、平成のたいです。それと、平成のたいです。それと、平成のたいです。それと、平成の市町市町市町市町村村村村合合合合併併併併が進まが進まが進まが進まずずずず、川田委員が、川田委員が、川田委員が、川田委員がおおおおっしっしっしっしゃゃゃゃるように、るように、るように、るように、人人人人口が口が口が口が減減減減少してくると、少してくると、少してくると、少してくると、運運運運営営営営経経経経費が割費が割費が割費が割高高高高になってきますので、その中でになってきますので、その中でになってきますので、その中でになってきますので、その中で連携連携連携連携にににに代代代代わわわわるるるる手段手段手段手段として、として、として、として、市町市町市町市町村村村村間間間間でででで共共共共同同同同でででで何何何何かをやることによってかをやることによってかをやることによってかをやることによって効効効効率化が図れるという率化が図れるという率化が図れるという率化が図れるという取組取組取組取組については、奈良県については、奈良県については、奈良県については、奈良県でででで内内内内容容容容をををを吟吟吟吟味味味味してしてしてして支援支援支援支援していくということです。していくということです。していくということです。していくということです。支援支援支援支援するのがだめだとするのがだめだとするのがだめだとするのがだめだと言言言言っているっているっているっているわわわわけではないのですが、県のけではないのですが、県のけではないのですが、県のけではないのですが、県の広広広広域行域行域行域行政政政政はそはそはそはそ○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員れがれがれがれが目的目的目的目的ではないでしではないでしではないでしではないでしょょょょう。う。う。う。何何何何かそれが一つの事業かそれが一つの事業かそれが一つの事業かそれが一つの事業みみみみたいになってきているところがたいになってきているところがたいになってきているところがたいになってきているところがああああるるるるのではないでしのではないでしのではないでしのではないでしょょょょうか。うか。うか。うか。市町市町市町市町村は自分た村は自分た村は自分た村は自分たちちちちで議会をつくって、自分たで議会をつくって、自分たで議会をつくって、自分たで議会をつくって、自分たちちちちでやられるでやられるでやられるでやられるわわわわけでけでけでけです。そこに奈良県は入らなくていいのに、なす。そこに奈良県は入らなくていいのに、なす。そこに奈良県は入らなくていいのに、なす。そこに奈良県は入らなくていいのに、なぜぜぜぜ入っているのか。そういったところも、地入っているのか。そういったところも、地入っているのか。そういったところも、地入っているのか。そういったところも、地方自治という方自治という方自治という方自治というぐぐぐぐらいですから、きらいですから、きらいですから、きらいですから、きちちちちんとんとんとんと整整整整理していったほうがいいのではないでし理していったほうがいいのではないでし理していったほうがいいのではないでし理していったほうがいいのではないでしょょょょうか。うか。うか。うか。広広広広域行域行域行域行政政政政のののの目的目的目的目的はそうではないと思います。はそうではないと思います。はそうではないと思います。はそうではないと思います。昔昔昔昔、、、、習習習習いましたが、いましたが、いましたが、いましたが、補完補完補完補完性性性性のののの原原原原理を理を理を理を都都都都合合合合よくよくよくよく使使使使ってってってって補助補助補助補助金を金を金を金を上上上上げるようにするのは、げるようにするのは、げるようにするのは、げるようにするのは、補補補補完完完完性性性性のののの原原原原理と全く理と全く理と全く理と全く意味意味意味意味がががが違違違違います。そのいます。そのいます。そのいます。その辺辺辺辺はよく本質を考えていただきたい。はよく本質を考えていただきたい。はよく本質を考えていただきたい。はよく本質を考えていただきたい。市町市町市町市町村の村の村の村の話話話話になりますけれども、になりますけれども、になりますけれども、になりますけれども、前前前前にににに浅浅浅浅田田田田市町市町市町市町村振興村振興村振興村振興課課課課長に長に長に長に調調調調べべべべていただきましたが、ていただきましたが、ていただきましたが、ていただきましたが、ことしのことしのことしのことしの普普普普通交通交通交通交付税付税付税付税がががが減減減減っているっているっているっている市町市町市町市町村がかなり村がかなり村がかなり村がかなり多多多多いのです。そのいのです。そのいのです。そのいのです。その原原原原因因因因をををを浅浅浅浅田田田田市町市町市町市町村振興村振興村振興村振興課課課課長にも長にも長にも長にもごごごご教示教示教示教示いただきましたけれども、いただきましたけれども、いただきましたけれども、いただきましたけれども、財財財財政政政政収収収収入入入入額額額額の見の見の見の見積積積積もりが、もりが、もりが、もりが、当初当初当初当初多目多目多目多目に見られてに見られてに見られてに見られていました。ところが、いました。ところが、いました。ところが、いました。ところが、実実実実際際際際にふたをにふたをにふたをにふたをああああけたらそうではなかったということで、今けたらそうではなかったということで、今けたらそうではなかったということで、今けたらそうではなかったということで、今回回回回、どこ、どこ、どこ、どこのののの市町市町市町市町村もこの村もこの村もこの村もこのささささやについてはかなりやについてはかなりやについてはかなりやについてはかなり困困困困ってってってっておおおおられると思うのです。そのられると思うのです。そのられると思うのです。そのられると思うのです。その辺辺辺辺はどういう分はどういう分はどういう分はどういう分析析析析ををををさささされましたでしれましたでしれましたでしれましたでしょょょょうか。うか。うか。うか。川田委員が川田委員が川田委員が川田委員がお述べお述べお述べお述べのとのとのとのとおおおおり、り、り、り、普普普普通交通交通交通交付税付税付税付税については、については、については、については、基基基基準準準準財財財財政政政政需需需需○浅田市町村振興課長○浅田市町村振興課長○浅田市町村振興課長○浅田市町村振興課長要要要要額額額額とととと基基基基準準準準財財財財政政政政収収収収入入入入額額額額を見を見を見を見積積積積もり、そのもり、そのもり、そのもり、その差差差差額額額額についてについてについてについて国国国国から交から交から交から交付付付付していただくものです。していただくものです。していただくものです。していただくものです。地方地方地方地方財財財財政政政政計計計計画画画画が、が、が、が、国国国国でででで毎毎毎毎年１２月年１２月年１２月年１２月末末末末ぐぐぐぐらいになると出らいになると出らいになると出らいになると出さささされます。それをれます。それをれます。それをれます。それを受受受受けて、県では、けて、県では、けて、県では、けて、県では、１月１月１月１月末末末末ぐぐぐぐらいにらいにらいにらいに各各各各市町市町市町市町村の村の村の村の財財財財政政政政担当担当担当担当のののの課課課課長などに来ていただく会議を長などに来ていただく会議を長などに来ていただく会議を長などに来ていただく会議を持持持持っています。そのっています。そのっています。そのっています。その会議の会議の会議の会議の場場場場で、で、で、で、国国国国からからからから示示示示さささされている地方れている地方れている地方れている地方財財財財政政政政計計計計画画画画をををを説明説明説明説明しています。その中で、しています。その中で、しています。その中で、しています。その中で、当当当当然然然然、、、、普普普普通通通通交交交交付税付税付税付税の関係も出ています。の関係も出ています。の関係も出ています。の関係も出ています。ああああくまでも地方くまでも地方くまでも地方くまでも地方財財財財政政政政計計計計画画画画はははは国国国国全全全全体体体体のののの話話話話になってきますので、になってきますので、になってきますので、になってきますので、各各各各市町市町市町市町村の村の村の村の状況状況状況状況によって、によって、によって、によって、税税税税のののの収収収収入が入が入が入が変わ変わ変わ変わってきます。そういったところをってきます。そういったところをってきます。そういったところをってきます。そういったところを踏踏踏踏まえて、まえて、まえて、まえて、各各各各市町市町市町市町村には村には村には村にはママママククククロロロロのののの面面面面ととととミミミミククククロロロロのののの面面面面から、から、から、から、精精精精緻緻緻緻にににに次次次次年度の歳入、交年度の歳入、交年度の歳入、交年度の歳入、交付税付税付税付税、、、、税税税税収収収収を見を見を見を見積積積積もっもっもっもっ
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ていただくようにていただくようにていただくようにていただくように助言助言助言助言しているところです。しているところです。しているところです。しているところです。助言助言助言助言しかできないのですけれども。しかできないのですけれども。しかできないのですけれども。しかできないのですけれども。何何何何がががが言言言言いたいかといえいたいかといえいたいかといえいたいかといえばばばば、もともと、もともと、もともと、もともと税税税税収収収収○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員がもっとがもっとがもっとがもっとああああると思ると思ると思ると思わわわわれていたのです。れていたのです。れていたのです。れていたのです。当初当初当初当初の地方の地方の地方の地方財財財財政政政政計計計計画画画画ははははママママククククロロロロのののの枠枠枠枠ですけれども、平ですけれども、平ですけれども、平ですけれども、平成２８年度の地方成２８年度の地方成２８年度の地方成２８年度の地方財財財財政政政政計計計計画画画画を見ていましたら、を見ていましたら、を見ていましたら、を見ていましたら、基基基基準準準準財財財財政政政政収収収収入入入入額額額額をををを組組組組むむむむときに、かなりときに、かなりときに、かなりときに、かなり多目多目多目多目にににに組組組組んでいるところがんでいるところがんでいるところがんでいるところが多多多多かったのです。かったのです。かったのです。かったのです。多目多目多目多目に見ていたところ、に見ていたところ、に見ていたところ、に見ていたところ、現実現実現実現実はそうでもなかったはそうでもなかったはそうでもなかったはそうでもなかったというというというという解解解解釈釈釈釈でよろしいですか。でよろしいですか。でよろしいですか。でよろしいですか。基基基基準準準準財財財財政政政政収収収収入入入入額額額額は、は、は、は、ああああくまでも理くまでも理くまでも理くまでも理論論論論数数数数値値値値です。です。です。です。個個個個人人人人のののの住住住住民民民民税税税税でしでしでしでし○浅田市町村振興課長○浅田市町村振興課長○浅田市町村振興課長○浅田市町村振興課長たら、たら、たら、たら、前前前前年の年の年の年の所所所所得得得得に対してのに対してのに対してのに対しての課課課課税税税税ですから、ですから、ですから、ですから、あああある程度はる程度はる程度はる程度は確確確確定定定定的的的的なななな数数数数値値値値がががが読読読読めたり、また、めたり、また、めたり、また、めたり、また、固固固固定資定資定資定資産産産産税税税税でしたら、でしたら、でしたら、でしたら、各各各各市町市町市町市町村で村で村で村で評価評価評価評価して、それにして、それにして、それにして、それに基基基基づづづづいていていていて賦賦賦賦課さ課さ課さ課されていますので、れていますので、れていますので、れていますので、ああああるるるる程度は程度は程度は程度は読読読読めるというめるというめるというめるという状況状況状況状況だと思います。だと思います。だと思います。だと思います。一方で、地方一方で、地方一方で、地方一方で、地方消消消消費費費費税税税税交交交交付付付付金は金は金は金はああああくまでもくまでもくまでもくまでも国国国国から交から交から交から交付付付付さささされるもので、また、れるもので、また、れるもので、また、れるもので、また、法法法法人人人人関係関係関係関係税税税税は、は、は、は、各各各各法法法法人人人人のののの申申申申告に告に告に告に基基基基づづづづいていていていて徴収徴収徴収徴収しているしているしているしている状況状況状況状況ですので、そういったですので、そういったですので、そういったですので、そういった法法法法人人人人関係関係関係関係税税税税や地方や地方や地方や地方消消消消費費費費税税税税の交の交の交の交付付付付金で金で金で金で若干若干若干若干のののの誤誤誤誤差差差差が出てきているのではないかということです。例えが出てきているのではないかということです。例えが出てきているのではないかということです。例えが出てきているのではないかということです。例えばばばば、、、、法法法法人人人人関係関係関係関係税税税税ですと、ですと、ですと、ですと、当当当当該該該該年度で年度で年度で年度でささささやが出てきますと、やが出てきますと、やが出てきますと、やが出てきますと、次次次次年度年度年度年度以降以降以降以降３年に分けて、その分を３年に分けて、その分を３年に分けて、その分を３年に分けて、その分を調調調調整整整整するするするする制制制制度も度も度も度もああああったようにったようにったようにったように記記記記憶憶憶憶しています。しています。しています。しています。以上以上以上以上です。です。です。です。ここでここでここでここでずずずずっと聞いていてもっと聞いていてもっと聞いていてもっと聞いていても時間時間時間時間がないので、また分がないので、また分がないので、また分がないので、また分析析析析してしてしてしておおおおいてくだいてくだいてくだいてくだささささい。い。い。い。○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員重重重重要なところだと思います。要なところだと思います。要なところだと思います。要なところだと思います。午午午午前前前前中も中も中も中も阿阿阿阿部部部部財財財財政政政政課課課課長に聞いたのですが、長に聞いたのですが、長に聞いたのですが、長に聞いたのですが、包括包括包括包括算定の算定の算定の算定の経経経経緯緯緯緯のののの影響影響影響影響ももももああああるでしるでしるでしるでしょょょょうから、分うから、分うから、分うから、分析析析析がががが重重重重要だと思うのです。要だと思うのです。要だと思うのです。要だと思うのです。ママママククククロロロロがふえない中で、がふえない中で、がふえない中で、がふえない中で、収収収収入入入入額額額額をををを多目多目多目多目に見て、本に見て、本に見て、本に見て、本当当当当ならもう少し交ならもう少し交ならもう少し交ならもう少し交付税付税付税付税がとれていたはがとれていたはがとれていたはがとれていたはずずずずが、とれていないというのもどうが、とれていないというのもどうが、とれていないというのもどうが、とれていないというのもどうかと思いますので、要かと思いますので、要かと思いますので、要かと思いますので、要望望望望してしてしてしておおおおきます。きます。きます。きます。それと、それと、それと、それと、国民国民国民国民文化文化文化文化祭祭祭祭のののの実実実実行委員会の行委員会の行委員会の行委員会の解解解解散散散散後後後後のののの財財財財産産産産処分はどのような処分はどのような処分はどのような処分はどのような形形形形ににににさささされるのですか。れるのですか。れるのですか。れるのですか。国民国民国民国民文化文化文化文化祭祭祭祭のののの実実実実行委員会は、行委員会は、行委員会は、行委員会は、開催後開催後開催後開催後、、、、解解解解散散散散すすすす○平田国民文化祭・障害者芸術文化祭課長○平田国民文化祭・障害者芸術文化祭課長○平田国民文化祭・障害者芸術文化祭課長○平田国民文化祭・障害者芸術文化祭課長ることがることがることがることが当初当初当初当初からからからからわわわわかっていますので、会かっていますので、会かっていますので、会かっていますので、会則則則則で県にで県にで県にで県に帰属帰属帰属帰属すると定めています。すると定めています。すると定めています。すると定めています。それは、それは、それは、それは、前前前前のののの話話話話とととと違違違違うのではないですか。事業主うのではないですか。事業主うのではないですか。事業主うのではないですか。事業主体体体体とととと違違違違う全くう全くう全くう全く独独独独立立立立したしたしたした団団団団体体体体○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員なので、なので、なので、なので、解解解解散散散散するときには、理事が全部分けられるのではないのですか。大きなするときには、理事が全部分けられるのではないのですか。大きなするときには、理事が全部分けられるのではないのですか。大きなするときには、理事が全部分けられるのではないのですか。大きなポポポポイイイインンンントトトトだと思うのですけれども、だと思うのですけれども、だと思うのですけれども、だと思うのですけれども、監監監監査は入らなかったのでし査は入らなかったのでし査は入らなかったのでし査は入らなかったのでしょょょょう。入れないとう。入れないとう。入れないとう。入れないと言言言言っていましたよっていましたよっていましたよっていましたよねねねね。な。な。な。なぜぜぜぜ県に県に県に県に帰属帰属帰属帰属になるのですか。になるのですか。になるのですか。になるのですか。 実実実実行委員会の議決を行委員会の議決を行委員会の議決を行委員会の議決を得得得得て、会て、会て、会て、会則則則則で定められてで定められてで定められてで定められて○平田国民文化祭・障害者芸術文化祭課長○平田国民文化祭・障害者芸術文化祭課長○平田国民文化祭・障害者芸術文化祭課長○平田国民文化祭・障害者芸術文化祭課長いますので、県にいますので、県にいますので、県にいますので、県に帰属帰属帰属帰属するということでするということでするということでするということで実実実実行委員会の委員の行委員会の委員の行委員会の委員の行委員会の委員の皆皆皆皆様様様様方の方の方の方の了承了承了承了承をををを得得得得ています。ています。ています。ています。以上以上以上以上です。です。です。です。
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県に県に県に県に帰属帰属帰属帰属するするするするわわわわけですけですけですけですねねねね、その、その、その、その答答答答弁弁弁弁だけでだけでだけでだけで結構結構結構結構です。です。です。です。○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員もう１もう１もう１もう１点点点点、、、、高高高高校校校校無無無無償償償償化についてです。これはこの化についてです。これはこの化についてです。これはこの化についてです。これはこの間間間間議議議議論論論論したのでしたのでしたのでしたので深深深深くはくはくはくは言言言言いまいまいまいませせせせんが、んが、んが、んが、箱箱箱箱物ば物ば物ば物ばかりつくっていって、かりつくっていって、かりつくっていって、かりつくっていって、結結結結局、局、局、局、効効効効果はどうかと果はどうかと果はどうかと果はどうかと言言言言ったら、よくったら、よくったら、よくったら、よくわわわわからないというからないというからないというからないという答答答答弁弁弁弁がががが続続続続いているのですよいているのですよいているのですよいているのですよねねねね。。。。何何何何回回回回もももも言言言言いますけれども、今、自いますけれども、今、自いますけれども、今、自いますけれども、今、自然然然然利利利利子子子子率が率が率が率が下下下下がってきて、こがってきて、こがってきて、こがってきて、これが長期れが長期れが長期れが長期停停停停滞論滞論滞論滞論のもとになっていると思います。のもとになっていると思います。のもとになっていると思います。のもとになっていると思います。国国国国では、全では、全では、全では、全体的体的体的体的にににに可可可可処分処分処分処分所所所所得得得得をををを上上上上げる方げる方げる方げる方法法法法として一部として一部として一部として一部実現実現実現実現というというというという声声声声が出ていますが、大阪ではが出ていますが、大阪ではが出ていますが、大阪ではが出ていますが、大阪では財財財財政政政政改改改改革革革革によって、によって、によって、によって、財財財財源源源源をををを現実現実現実現実にににに生生生生みみみみ出しているので出しているので出しているので出しているので可能可能可能可能だと思うのです。そういっただと思うのです。そういっただと思うのです。そういっただと思うのです。そういった取組取組取組取組をしていくことにより、をしていくことにより、をしていくことにより、をしていくことにより、転転転転入して入して入して入してくるくるくるくる住住住住民民民民もふえてくるだろうと思います。そういったところはもふえてくるだろうと思います。そういったところはもふえてくるだろうと思います。そういったところはもふえてくるだろうと思います。そういったところは徹底徹底徹底徹底していくしていくしていくしていくべべべべきだと思うきだと思うきだと思うきだと思うので、ので、ので、ので、前前前前も総務も総務も総務も総務警警警警察察察察委員会で委員会で委員会で委員会で申申申申しししし上上上上げましたけれども、げましたけれども、げましたけれども、げましたけれども、骨骨骨骨子子子子をどういったをどういったをどういったをどういった形形形形にするのか、にするのか、にするのか、にするのか、プロプロプロプログラムグラムグラムグラムをををを提提提提出いただきたいと思いますが、いかがですか。出いただきたいと思いますが、いかがですか。出いただきたいと思いますが、いかがですか。出いただきたいと思いますが、いかがですか。川田委員が川田委員が川田委員が川田委員がお述べお述べお述べお述べのように、１２月議会の総務のように、１２月議会の総務のように、１２月議会の総務のように、１２月議会の総務警警警警察察察察委員会で、委員会で、委員会で、委員会で、幾幾幾幾つつつつ○川上教育振興課長○川上教育振興課長○川上教育振興課長○川上教育振興課長かのかのかのかのププププラララランンンン案案案案をををを示示示示すというすというすというすという話話話話ががががあああありました。今りました。今りました。今りました。今後後後後、予算、予算、予算、予算編編編編成成成成過過過過程に入っていきますけれど程に入っていきますけれど程に入っていきますけれど程に入っていきますけれども、どこまで対も、どこまで対も、どこまで対も、どこまで対応応応応できるか、できるか、できるか、できるか、庁庁庁庁内内内内でもいろいろでもいろいろでもいろいろでもいろいろ検討検討検討検討を進めて、対を進めて、対を進めて、対を進めて、対応応応応を考えたいと思います。を考えたいと思います。を考えたいと思います。を考えたいと思います。以上以上以上以上です。です。です。です。 調調調調整整整整はいいです。大分期はいいです。大分期はいいです。大分期はいいです。大分期間間間間がたっているので、がたっているので、がたっているので、がたっているので、プロプロプロプログラムグラムグラムグラムを出してくだを出してくだを出してくだを出してくだささささい。い。い。い。○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員午午午午前前前前中、中、中、中、指摘指摘指摘指摘しましたが、なしましたが、なしましたが、なしましたが、なぜぜぜぜこれだけこれだけこれだけこれだけ基基基基金金金金ばばばばかりかりかりかり積積積積み立み立み立み立てるのですか。てるのですか。てるのですか。てるのですか。納税納税納税納税をして、そをして、そをして、そをして、それをれをれをれを使使使使っていただけるのだったらいいけれども、っていただけるのだったらいいけれども、っていただけるのだったらいいけれども、っていただけるのだったらいいけれども、基基基基金を金を金を金を積積積積み立み立み立み立てて、これもてて、これもてて、これもてて、これも繰繰繰繰り出しだかり出しだかり出しだかり出しだから、一ら、一ら、一ら、一応応応応支支支支出になりますが、出になりますが、出になりますが、出になりますが、実実実実際際際際はははは右右右右にににに移動移動移動移動しているだけですよしているだけですよしているだけですよしているだけですよねねねね。。。。税税税税のののの賦賦賦賦課課課課についてのについてのについてのについての平平平平等性等性等性等性の問の問の問の問題題題題にもなってきます。その分をにもなってきます。その分をにもなってきます。その分をにもなってきます。その分をカカカカッッッットトトトしていったら、していったら、していったら、していったら、財財財財源源源源ぐぐぐぐらいらいらいらい生生生生まれてくるまれてくるまれてくるまれてくるのではないですか。のではないですか。のではないですか。のではないですか。財財財財源源源源、、、、財財財財源源源源ととととおおおおっしっしっしっしゃゃゃゃっていましたが、いろいろなっていましたが、いろいろなっていましたが、いろいろなっていましたが、いろいろな改改改改革革革革ができますよができますよができますよができますよねねねね。。。。今までの今までの今までの今までの旧旧旧旧態態態態依依依依然然然然のののの形形形形でやっていても、でやっていても、でやっていても、でやっていても、財財財財源源源源もできないし、行もできないし、行もできないし、行もできないし、行政政政政ココココスススストトトトのののの面面面面からも、からも、からも、からも、同同同同じじじじ仕仕仕仕事をするのに事をするのに事をするのに事をするのに民間民間民間民間だったらだったらだったらだったら数数数数日でやるものを、日でやるものを、日でやるものを、日でやるものを、半半半半年、１年かかってやるのなら、とて年、１年かかってやるのなら、とて年、１年かかってやるのなら、とて年、１年かかってやるのなら、とてもももも高高高高い行い行い行い行政政政政ココココスススストトトトです。一です。一です。一です。一般般般般庶庶庶庶民民民民は２万円のは２万円のは２万円のは２万円のパパパパンなんてンなんてンなんてンなんて買買買買わわわわないですから。それだけのないですから。それだけのないですから。それだけのないですから。それだけのココココスススストトトトがかかっているがかかっているがかかっているがかかっているわわわわけだから、行けだから、行けだから、行けだから、行政政政政ココココスススストトトトへのへのへのへの意識意識意識意識をもう少しをもう少しをもう少しをもう少し強強強強めていただかなけれめていただかなけれめていただかなけれめていただかなければばばばならないと思います。そのならないと思います。そのならないと思います。そのならないと思います。そのああああたりはいかがですか。村田地域振興部長、よろしくたりはいかがですか。村田地域振興部長、よろしくたりはいかがですか。村田地域振興部長、よろしくたりはいかがですか。村田地域振興部長、よろしくお願お願お願お願いしいしいしいします。ます。ます。ます。 行行行行政政政政ココココスススストトトト全全全全般般般般のののの話話話話についてはについてはについてはについては所所所所掌掌掌掌外外外外で、一松副知事がで、一松副知事がで、一松副知事がで、一松副知事がおおおおられる中、られる中、られる中、られる中、○村田地域振興部長○村田地域振興部長○村田地域振興部長○村田地域振興部長大大大大変変変変僣越僣越僣越僣越ですけれども、私のですけれども、私のですけれども、私のですけれども、私の立場立場立場立場からからからから申申申申しししし上上上上げたいと思います。げたいと思います。げたいと思います。げたいと思います。午午午午前前前前中にも中にも中にも中にもごごごご議議議議論論論論いただいたところかと思いますが、いただいたところかと思いますが、いただいたところかと思いますが、いただいたところかと思いますが、必必必必要な事業の不断の見要な事業の不断の見要な事業の不断の見要な事業の不断の見直直直直しししし等等等等を行を行を行を行



---- 22226666 ----

いながら、きいながら、きいながら、きいながら、きちちちちんとんとんとんと財財財財源源源源について考えていきたいと思っています。そのについて考えていきたいと思っています。そのについて考えていきたいと思っています。そのについて考えていきたいと思っています。その際際際際、行、行、行、行政政政政ココココスススストトトトにににについてはついてはついてはついては当当当当然然然然留留留留意意意意していきたいと考えているところです。していきたいと考えているところです。していきたいと考えているところです。していきたいと考えているところです。以上以上以上以上です。です。です。です。それでよろしくそれでよろしくそれでよろしくそれでよろしくお願お願お願お願いします。いします。いします。いします。民間民間民間民間がやったらどのくらいかかるのか、行がやったらどのくらいかかるのか、行がやったらどのくらいかかるのか、行がやったらどのくらいかかるのか、行政政政政○川田委員○川田委員○川田委員○川田委員がやったらどのくらいかかるのか、比がやったらどのくらいかかるのか、比がやったらどのくらいかかるのか、比がやったらどのくらいかかるのか、比較較較較がががが必必必必要だと思います。要だと思います。要だと思います。要だと思います。税税税税というというというという形形形形ででででおおおお金が入って金が入って金が入って金が入ってきて、きて、きて、きて、使使使使うときにいろいろうときにいろいろうときにいろいろうときにいろいろ時間時間時間時間をかけをかけをかけをかけ過過過過ぎぎぎぎていますが、それは全部行ていますが、それは全部行ていますが、それは全部行ていますが、それは全部行政政政政ココココスススストトトトでしでしでしでしょょょょう。う。う。う。短短短短期期期期間間間間でででで物物物物事の事の事の事の意意意意思決定をしていただかないといけないと思っていますので、その思決定をしていただかないといけないと思っていますので、その思決定をしていただかないといけないと思っていますので、その思決定をしていただかないといけないと思っていますので、その辺辺辺辺はははは重重重重 々々々々、一松副知事にも、一松副知事にも、一松副知事にも、一松副知事にもお願お願お願お願いをして、質疑をいをして、質疑をいをして、質疑をいをして、質疑を終わ終わ終わ終わります。ります。ります。ります。第１第１第１第１点目点目点目点目は、平成２８年度は、平成２８年度は、平成２８年度は、平成２８年度新新新新規規規規でででで提案提案提案提案ををををさささされていた（れていた（れていた（れていた（仮称仮称仮称仮称）奈良県）奈良県）奈良県）奈良県国国国国際際際際芸術芸術芸術芸術○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員家家家家村村村村構構構構想想想想ですが、ですが、ですが、ですが、提案提案提案提案のときには、今年度、のときには、今年度、のときには、今年度、のときには、今年度、構構構構想想想想とととと運運運運営営営営主主主主体体体体、、、、運運運運営営営営をどうするかを考えてをどうするかを考えてをどうするかを考えてをどうするかを考えていくということで、計いくということで、計いくということで、計いくということで、計画概画概画概画概要が決まっているのではないかと思っていますけれども、その要が決まっているのではないかと思っていますけれども、その要が決まっているのではないかと思っていますけれども、その要が決まっているのではないかと思っていますけれども、その件に関して件に関して件に関して件に関しておおおお伺伺伺伺いします。いします。いします。いします。文化文化文化文化財財財財修修修修復復復復技術技術技術技術のののの継承継承継承継承、、、、展展展展示示示示ががががメメメメイイイインになってンになってンになってンになっておおおおり、このほかにもいろいろな事業がり、このほかにもいろいろな事業がり、このほかにもいろいろな事業がり、このほかにもいろいろな事業がああああるのですが、るのですが、るのですが、るのですが、メメメメイイイインの事業について、ンの事業について、ンの事業について、ンの事業について、具具具具体的体的体的体的にはどのようににはどのようににはどのようににはどのように運運運運営営営営ををををさささされるのか。れるのか。れるのか。れるのか。運運運運営営営営は県は県は県は県が行うのか、それとも、が行うのか、それとも、が行うのか、それとも、が行うのか、それとも、民間民間民間民間ががががさささされるのか。また、れるのか。また、れるのか。また、れるのか。また、修修修修復の復の復の復の技術技術技術技術といいましても、といいましても、といいましても、といいましても、範範範範囲囲囲囲は非は非は非は非常に常に常に常に広広広広くくくくああああります。県がこれまでやってこられたります。県がこれまでやってこられたります。県がこれまでやってこられたります。県がこれまでやってこられた宮宮宮宮大大大大工工工工などのなどのなどのなどの建造建造建造建造物物物物に係るだけでも、に係るだけでも、に係るだけでも、に係るだけでも、瓦瓦瓦瓦やややや屋根屋根屋根屋根やややや畳畳畳畳やややや左官左官左官左官など、など、など、など、彩色彩色彩色彩色、金、金、金、金具具具具、その、その、その、その他他他他、、、、建具建具建具建具やややや畳畳畳畳など、など、など、など、石石石石材材材材もももも含含含含めるとめるとめるとめると相相相相当当当当のののの範範範範囲囲囲囲になります。県の資になります。県の資になります。県の資になります。県の資料料料料によると、によると、によると、によると、仏仏仏仏像像像像やややや発発発発掘掘掘掘したしたしたした土器土器土器土器類類類類、、、、古古古古文書など、いろいろなことが文書など、いろいろなことが文書など、いろいろなことが文書など、いろいろなことが考えられているのですけれども、その考えられているのですけれども、その考えられているのですけれども、その考えられているのですけれども、その運運運運営営営営がどうなるのか。もう一つ、保がどうなるのか。もう一つ、保がどうなるのか。もう一つ、保がどうなるのか。もう一つ、保存存存存団団団団体体体体を誘を誘を誘を誘致致致致すすすするということになっていたように思いますが、それは決まったのか、るということになっていたように思いますが、それは決まったのか、るということになっていたように思いますが、それは決まったのか、るということになっていたように思いますが、それは決まったのか、おおおお伺伺伺伺いしたいと思いいしたいと思いいしたいと思いいしたいと思います。ます。ます。ます。もう１もう１もう１もう１点点点点、、、、修修修修復の復の復の復の作作作作業をやろうと思いましたら、業をやろうと思いましたら、業をやろうと思いましたら、業をやろうと思いましたら、ささささままままざざざざまなまなまなまな設備設備設備設備がががが必必必必要だと。要だと。要だと。要だと。荒荒荒荒井知事井知事井知事井知事のののの答答答答弁弁弁弁ですと、ですと、ですと、ですと、世界世界世界世界の方の方の方の方 々々々々にも来ていただいて、そういう方にも来ていただいて、そういう方にも来ていただいて、そういう方にも来ていただいて、そういう方 々々々々のののの研研研研修修修修にもにもにもにも堪堪堪堪ええええ得得得得るというるというるというるということをことをことをことを述べ述べ述べ述べてててておおおおられました。そのような期られました。そのような期られました。そのような期られました。そのような期待待待待にににに応応応応ええええ得得得得る施る施る施る施設設設設にするとなりますと、にするとなりますと、にするとなりますと、にするとなりますと、相相相相当当当当のののの技術技術技術技術者や者や者や者や専専専専門家門家門家門家がががが必必必必要だと思います。要だと思います。要だと思います。要だと思います。民間民間民間民間に委に委に委に委託託託託をすることになったとしても、をすることになったとしても、をすることになったとしても、をすることになったとしても、開設開設開設開設したしたしたした県の県の県の県の責任責任責任責任になると思うのですが、そのになると思うのですが、そのになると思うのですが、そのになると思うのですが、その場合場合場合場合、、、、運運運運営営営営費について、県はどう考えているのか。費について、県はどう考えているのか。費について、県はどう考えているのか。費について、県はどう考えているのか。一一一一体体体体幾幾幾幾らくらいかかると見込んでいるのかについてらくらいかかると見込んでいるのかについてらくらいかかると見込んでいるのかについてらくらいかかると見込んでいるのかについて伺伺伺伺いたいと思います。いたいと思います。いたいと思います。いたいと思います。文化文化文化文化財財財財修修修修復復復復等等等等のののの運運運運営営営営についての質問をいただきまについての質問をいただきまについての質問をいただきまについての質問をいただきま○尾登知事公室審議官地域振興部次長○尾登知事公室審議官地域振興部次長○尾登知事公室審議官地域振興部次長○尾登知事公室審議官地域振興部次長した。した。した。した。前前前前からからからからごごごご質問いただいていますけれども、質問いただいていますけれども、質問いただいていますけれども、質問いただいていますけれども、運運運運営営営営そのものにそのものにそのものにそのものにおおおおける、例えける、例えける、例えける、例えばばばばソソソソフフフフト展開ト展開ト展開ト展開、、、、展展展展示示示示、、、、修修修修復の復の復の復の作作作作業という業という業という業という形形形形ですが、どういうですが、どういうですが、どういうですが、どういう形形形形でするかについてでするかについてでするかについてでするかについて検討検討検討検討しているしているしているしている段階段階段階段階ですのですのですのですの
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で、で、で、で、運運運運営営営営費がどのようにかかるかについて、費がどのようにかかるかについて、費がどのようにかかるかについて、費がどのようにかかるかについて、申申申申しししし上上上上げることはできないげることはできないげることはできないげることはできない状況状況状況状況です。です。です。です。前前前前にもにもにもにも答答答答弁弁弁弁していますけれども、していますけれども、していますけれども、していますけれども、海海海海外外外外からからからから技術技術技術技術をををを必必必必要とするような方を要とするような方を要とするような方を要とするような方を招招招招いて、そのいて、そのいて、そのいて、その方方方方 々々々々にににに技術習得技術習得技術習得技術習得をしてもらうということも考えていますけれども、これについては、もしをしてもらうということも考えていますけれども、これについては、もしをしてもらうということも考えていますけれども、これについては、もしをしてもらうということも考えていますけれども、これについては、もし建造建造建造建造物物物物の関係ということになれの関係ということになれの関係ということになれの関係ということになればばばば、この施、この施、この施、この施設設設設には、文化には、文化には、文化には、文化財財財財保保保保存存存存事務事務事務事務所所所所の職員が入りますのの職員が入りますのの職員が入りますのの職員が入りますので、そで、そで、そで、そちちちちらのらのらのらの専専専専門門門門職員が職員が職員が職員が技術技術技術技術指指指指導導導導にににに当当当当たる。または、関係たる。または、関係たる。または、関係たる。または、関係機機機機関、例え関、例え関、例え関、例えばばばば奈良文化奈良文化奈良文化奈良文化財財財財研研研研究究究究所所所所等等等等ががががあああありますが、そういったところのりますが、そういったところのりますが、そういったところのりますが、そういったところの協力協力協力協力をををを得得得得てやっていくてやっていくてやっていくてやっていく形形形形になっていくと思います。になっていくと思います。になっていくと思います。になっていくと思います。研研研研修修修修費用がどうかについては、費用がどうかについては、費用がどうかについては、費用がどうかについては、現在現在現在現在、、、、検討検討検討検討中ですので、全中ですので、全中ですので、全中ですので、全体体体体のののの運運運運営営営営費がどのくらいになる費がどのくらいになる費がどのくらいになる費がどのくらいになるかについては、かについては、かについては、かについては、現在現在現在現在ははははお答お答お答お答えできないえできないえできないえできない状況状況状況状況です。です。です。です。以上以上以上以上です。です。です。です。建建建建物物物物をををを建建建建設設設設する費用だけで９５する費用だけで９５する費用だけで９５する費用だけで９５億億億億円と聞いています。非常に大きな円と聞いています。非常に大きな円と聞いています。非常に大きな円と聞いています。非常に大きな投投投投資を資を資を資をささささ○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員れるということで、その費用対れるということで、その費用対れるということで、その費用対れるということで、その費用対効効効効果はどうかと果はどうかと果はどうかと果はどうかとおおおお聞きしたところ、予聞きしたところ、予聞きしたところ、予聞きしたところ、予測測測測ではではではではあああありますが、りますが、りますが、りますが、来来来来訪訪訪訪者の者の者の者の人数人数人数人数やややや経済経済経済経済波波波波及及及及効効効効果について計算を果について計算を果について計算を果について計算をさささされたものがれたものがれたものがれたものが提案さ提案さ提案さ提案されています。しかし、れています。しかし、れています。しかし、れています。しかし、実実実実際際際際にににに運運運運営営営営をするのにどのくらいをするのにどのくらいをするのにどのくらいをするのにどのくらいおおおお金がかかるのかという見金がかかるのかという見金がかかるのかという見金がかかるのかという見積積積積もりがないと、これからのもりがないと、これからのもりがないと、これからのもりがないと、これからの運運運運営営営営ということで、９５ということで、９５ということで、９５ということで、９５億億億億円円円円以外以外以外以外ににににずずずずっとかかっていくことになるっとかかっていくことになるっとかかっていくことになるっとかかっていくことになるわわわわけですので、そのけですので、そのけですので、そのけですので、その辺辺辺辺ののののところがはっきりしないのは、私としてはかなり問ところがはっきりしないのは、私としてはかなり問ところがはっきりしないのは、私としてはかなり問ところがはっきりしないのは、私としてはかなり問題題題題、、、、心心心心配配配配だと思います。だと思います。だと思います。だと思います。今年度、今年度、今年度、今年度、造造造造成、用地を成、用地を成、用地を成、用地を買収買収買収買収さささされてれてれてれておおおおり、り、り、り、建建建建設設設設のののの設設設設計もするということですけれども、そ計もするということですけれども、そ計もするということですけれども、そ計もするということですけれども、そうなりましたら、うなりましたら、うなりましたら、うなりましたら、当当当当然然然然中身と一中身と一中身と一中身と一体体体体のものになることになります。のものになることになります。のものになることになります。のものになることになります。先先先先ほどほどほどほど述べ述べ述べ述べていただいたていただいたていただいたていただいた修修修修復復復復技術技術技術技術のののの継承継承継承継承になると、になると、になると、になると、必必必必要な要な要な要な技術技術技術技術者や者や者や者や専専専専門家門家門家門家をををを集集集集めることができるのかどうか、そうめることができるのかどうか、そうめることができるのかどうか、そうめることができるのかどうか、そういうめどがいうめどがいうめどがいうめどがああああるのかどうかということも問るのかどうかということも問るのかどうかということも問るのかどうかということも問わわわわれてくると思います。例えれてくると思います。例えれてくると思います。例えれてくると思います。例えば元ば元ば元ば元興興興興寺寺寺寺の文化の文化の文化の文化財財財財のののの修修修修復復復復セセセセンンンンタタタターでは、日本でも非常にーでは、日本でも非常にーでは、日本でも非常にーでは、日本でも非常に高高高高いいいいレベルレベルレベルレベルの水の水の水の水準準準準でででで修修修修復を復を復を復をさささされてれてれてれておおおおり、非常にり、非常にり、非常にり、非常にささささままままざざざざまな分野での保まな分野での保まな分野での保まな分野での保存存存存、、、、修修修修復をやって復をやって復をやって復をやっておおおおられますけれども、られますけれども、られますけれども、られますけれども、最最最最新新新新のののの技術技術技術技術やややや設備設備設備設備をををを完完完完備さ備さ備さ備され、れ、れ、れ、専専専専門家門家門家門家だけでも７０名いらっしだけでも７０名いらっしだけでも７０名いらっしだけでも７０名いらっしゃゃゃゃると聞いています。そういうると聞いています。そういうると聞いています。そういうると聞いています。そういう点点点点からいいましても、そうからいいましても、そうからいいましても、そうからいいましても、そういうところというところというところというところと協力協力協力協力をしてということですが、どういうをしてということですが、どういうをしてということですが、どういうをしてということですが、どういう形形形形でででで協力協力協力協力がなっているのか、どういがなっているのか、どういがなっているのか、どういがなっているのか、どういうううう団団団団体体体体と約と約と約と約束束束束ができているのか、めどがができているのか、めどがができているのか、めどがができているのか、めどが立立立立っているのかが問っているのかが問っているのかが問っているのかが問題題題題ではないかと思うのですが、ではないかと思うのですが、ではないかと思うのですが、ではないかと思うのですが、そのそのそのその点点点点はいかがでしはいかがでしはいかがでしはいかがでしょょょょうか。うか。うか。うか。 ご心ご心ご心ご心配配配配いただいているいただいているいただいているいただいている点点点点については、今まについては、今まについては、今まについては、今まささささに関に関に関に関○尾登知事公室審議官地域振興部次長○尾登知事公室審議官地域振興部次長○尾登知事公室審議官地域振興部次長○尾登知事公室審議官地域振興部次長係係係係団団団団体体体体、、、、機機機機関と交関と交関と交関と交渉渉渉渉をしているところです。なるをしているところです。なるをしているところです。なるをしているところです。なるべべべべくくくく皆皆皆皆様様様様方の方の方の方の協力協力協力協力をいただいて、円をいただいて、円をいただいて、円をいただいて、円滑滑滑滑なななな運運運運営営営営ができるようにができるようにができるようにができるように努努努努めていきたいと考えています。めていきたいと考えています。めていきたいと考えています。めていきたいと考えています。以上以上以上以上です。です。です。です。県では、文化県では、文化県では、文化県では、文化財財財財修修修修復にかか復にかか復にかか復にかかわわわわるるるる熟練熟練熟練熟練したしたしたした技術技術技術技術者が者が者が者が高高高高齢齢齢齢化して化して化して化しておおおおり、り、り、り、後後後後継継継継者が者が者が者が○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員不足しているという問不足しているという問不足しているという問不足しているという問題題題題ががががああああるとるとるとるとおおおお聞きしました。この不足している聞きしました。この不足している聞きしました。この不足している聞きしました。この不足している状状状状態態態態をををを改改改改善善善善していくしていくしていくしていくことがことがことがことが重重重重要な要な要な要な課課課課題題題題だともだともだともだともおおおお聞きしました。聞きしました。聞きしました。聞きしました。後後後後継継継継者を者を者を者を育育育育成するという大切な事業と、成するという大切な事業と、成するという大切な事業と、成するという大切な事業と、国国国国際際際際芸芸芸芸
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術術術術家家家家村という全村という全村という全村という全体体体体のののの枠組み枠組み枠組み枠組みで見たら、で見たら、で見たら、で見たら、ホテホテホテホテルルルルまでつくって、までつくって、までつくって、までつくって、ささささままままざざざざまなにまなにまなにまなにぎわぎわぎわぎわいいいいづづづづくりをくりをくりをくりをやることがやることがやることがやることが両両両両立立立立するのか、成するのか、成するのか、成するのか、成功功功功するのかが問するのかが問するのかが問するのかが問わわわわれると思います。きれると思います。きれると思います。きれると思います。きちちちちんとしたんとしたんとしたんとした技術技術技術技術者の者の者の者の養養養養成を、県としては本成を、県としては本成を、県としては本成を、県としては本腰腰腰腰を入れてやることがを入れてやることがを入れてやることがを入れてやることが必必必必要ではないかと思っています。県文化要ではないかと思っています。県文化要ではないかと思っています。県文化要ではないかと思っています。県文化財財財財保保保保存存存存事務事務事務事務所所所所がががが移移移移転転転転して、して、して、して、内内内内容容容容もももも充充充充実実実実、、、、強強強強化化化化さささされるということですので、県がれるということですので、県がれるということですので、県がれるということですので、県が担担担担ってきた文化ってきた文化ってきた文化ってきた文化財財財財保保保保存存存存事務事務事務事務所所所所のののの技術技術技術技術のののの継承継承継承継承を、まを、まを、まを、まずずずずはしっかりと行っていくことが非常に大事だと思います。はしっかりと行っていくことが非常に大事だと思います。はしっかりと行っていくことが非常に大事だと思います。はしっかりと行っていくことが非常に大事だと思います。将将将将来来来来的的的的にも、にも、にも、にも、運運運運営営営営費という費という費という費という面面面面にににに鑑鑑鑑鑑みみみみても、地に足のついたても、地に足のついたても、地に足のついたても、地に足のついた運運運運営営営営をきをきをきをきちちちちんと考えていくんと考えていくんと考えていくんと考えていくべべべべきではないかと思いますが、いかがでしきではないかと思いますが、いかがでしきではないかと思いますが、いかがでしきではないかと思いますが、いかがでしょょょょうか。うか。うか。うか。ご意ご意ご意ご意見が見が見が見があああありましたように、りましたように、りましたように、りましたように、建造建造建造建造物物物物に関しては、に関しては、に関しては、に関しては、○尾登知事公室審議官地域振興部次長○尾登知事公室審議官地域振興部次長○尾登知事公室審議官地域振興部次長○尾登知事公室審議官地域振興部次長文化文化文化文化財財財財保保保保存存存存事務事務事務事務所所所所でやっていきますので、その部分にでやっていきますので、その部分にでやっていきますので、その部分にでやっていきますので、その部分におおおおけるけるけるける宮宮宮宮大大大大工工工工のののの養養養養成などは、成などは、成などは、成などは、現在現在現在現在、、、、具具具具体的体的体的体的にににに検討検討検討検討を進めているところです。を進めているところです。を進めているところです。を進めているところです。以前以前以前以前からからからからごごごご質問いただいていますが、例え質問いただいていますが、例え質問いただいていますが、例え質問いただいていますが、例えばばばば飾飾飾飾り職り職り職り職人人人人がどうか、がどうか、がどうか、がどうか、左官左官左官左官がどうか、がどうか、がどうか、がどうか、瓦瓦瓦瓦職職職職人人人人がどうかというがどうかというがどうかというがどうかという点点点点ももももあああありますので、りますので、りますので、りますので、宮宮宮宮大大大大工工工工だけではなくて、そういった分野でどういうだけではなくて、そういった分野でどういうだけではなくて、そういった分野でどういうだけではなくて、そういった分野でどういう形形形形でででで人材育人材育人材育人材育成ができるかについて、成ができるかについて、成ができるかについて、成ができるかについて、各各各各団団団団体体体体のののの意意意意見見見見等等等等ををををおおおお伺伺伺伺いしているところです。いしているところです。いしているところです。いしているところです。人材人材人材人材養養養養成をすることで、に成をすることで、に成をすることで、に成をすることで、にぎわぎわぎわぎわいいいいづづづづくりを行うことについては、くりを行うことについては、くりを行うことについては、くりを行うことについては、両両両両立立立立できるものと考えできるものと考えできるものと考えできるものと考えています。ています。ています。ています。人材人材人材人材養養養養成をしていることを見ていただくこともできますし、成をしていることを見ていただくこともできますし、成をしていることを見ていただくこともできますし、成をしていることを見ていただくこともできますし、国国国国際際際際芸術芸術芸術芸術家家家家村につ村につ村につ村については、いては、いては、いては、複複複複合的合的合的合的な施な施な施な施設設設設というというというという形形形形ですので、いろいろなですので、いろいろなですので、いろいろなですので、いろいろな楽楽楽楽ししししみみみみ方ができる、方ができる、方ができる、方ができる、勉強勉強勉強勉強ができるとができるとができるとができるという施いう施いう施いう施設づ設づ設づ設づくりは非常に大切なものでくりは非常に大切なものでくりは非常に大切なものでくりは非常に大切なものでああああり、それがり、それがり、それがり、それが実実実実行できるものと考えています。行できるものと考えています。行できるものと考えています。行できるものと考えています。以上以上以上以上です。です。です。です。 先先先先ほど来、ほど来、ほど来、ほど来、話話話話ももももあああありましたが、りましたが、りましたが、りましたが、投投投投資資資資額額額額が非常にが非常にが非常にが非常に莫莫莫莫大な金大な金大な金大な金額額額額で、で、で、で、国国国国費もも費もも費もも費ももちちちちろろろろ○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員んんんん使使使使いますけれども、いますけれども、いますけれども、いますけれども、運運運運営営営営をしていくということになりましたら、県費ということでをしていくということになりましたら、県費ということでをしていくということになりましたら、県費ということでをしていくということになりましたら、県費ということで相相相相当当当当の費用をかける計の費用をかける計の費用をかける計の費用をかける計画画画画になると思うのです。全になると思うのです。全になると思うのです。全になると思うのです。全容容容容が定まらが定まらが定まらが定まらずずずず、、、、幾幾幾幾ららららおおおお金を金を金を金を使使使使うのかもはっきうのかもはっきうのかもはっきうのかもはっきりしなくて、なかなか決まっていかないというりしなくて、なかなか決まっていかないというりしなくて、なかなか決まっていかないというりしなくて、なかなか決まっていかないという状況状況状況状況の中で、本の中で、本の中で、本の中で、本当当当当にこの事業をきにこの事業をきにこの事業をきにこの事業をきちちちちんとんとんとんと将将将将来に来に来に来にわわわわたってやっていくことができるのかというたってやっていくことができるのかというたってやっていくことができるのかというたってやっていくことができるのかという点点点点は、もう少しは、もう少しは、もう少しは、もう少し内内内内容容容容をきをきをきをきちちちちんと見定めて、んと見定めて、んと見定めて、んと見定めて、絞絞絞絞っていかれることが大事ではないかと思いますので、そのっていかれることが大事ではないかと思いますので、そのっていかれることが大事ではないかと思いますので、そのっていかれることが大事ではないかと思いますので、その点点点点はははは意意意意見として見として見として見として申申申申しししし上上上上げてげてげてげておおおおきたいと思います。きたいと思います。きたいと思います。きたいと思います。次次次次に、水道のに、水道のに、水道のに、水道の広広広広域化計域化計域化計域化計画画画画についてについてについてについて伺伺伺伺いたいと思います。いたいと思います。いたいと思います。いたいと思います。県から、水道事業を県から、水道事業を県から、水道事業を県から、水道事業を広広広広域化していこうということで、域化していこうということで、域化していこうということで、域化していこうということで、ごごごご説明説明説明説明ももももああああったかと思うのですが、ったかと思うのですが、ったかと思うのですが、ったかと思うのですが、将将将将来来来来像像像像として、県の水道全として、県の水道全として、県の水道全として、県の水道全体体体体についてどう考えていらっしについてどう考えていらっしについてどう考えていらっしについてどう考えていらっしゃゃゃゃるのか、るのか、るのか、るのか、おおおお伺伺伺伺いしたいと思いいしたいと思いいしたいと思いいしたいと思います。ます。ます。ます。 ごごごご質問いただいた水道の質問いただいた水道の質問いただいた水道の質問いただいた水道の広広広広域化についてです。域化についてです。域化についてです。域化についてです。○村上地域政策課長○村上地域政策課長○村上地域政策課長○村上地域政策課長
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先先先先ほど来の議ほど来の議ほど来の議ほど来の議論論論論にもにもにもにもあああありましたように、りましたように、りましたように、りましたように、人人人人口口口口減減減減少が進少が進少が進少が進むむむむ中、水中、水中、水中、水需需需需要が要が要が要が減減減減っていく、またっていく、またっていく、またっていく、また施施施施設設設設のののの老朽老朽老朽老朽化や化や化や化や耐震耐震耐震耐震化などの対化などの対化などの対化などの対応応応応で、で、で、で、投投投投資費用が増大していく。資費用が増大していく。資費用が増大していく。資費用が増大していく。人人人人員が員が員が員が減減減減る中で、る中で、る中で、る中で、技術技術技術技術のののの継承継承継承継承がががが難難難難しいといった問しいといった問しいといった問しいといった問題題題題が、が、が、が、各各各各市町市町市町市町村水道に村水道に村水道に村水道におおおおいてはいてはいてはいては起起起起こっています。こういったことこっています。こういったことこっています。こういったことこっています。こういったことから、今から、今から、今から、今後後後後、、、、市町市町市町市町村水道が村水道が村水道が村水道が単単単単独独独独でででで継継継継続続続続していくことがなかなかしていくことがなかなかしていくことがなかなかしていくことがなかなか困困困困難難難難なななな状況状況状況状況になってきていになってきていになってきていになってきていると認ると認ると認る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。県では、平成２３年に県域水道県では、平成２３年に県域水道県では、平成２３年に県域水道県では、平成２３年に県域水道ビビビビジジジジョョョョンをつくり、県ンをつくり、県ンをつくり、県ンをつくり、県営営営営水道への水道への水道への水道への転転転転換換換換や、地域や、地域や、地域や、地域ごごごごとのとのとのとの広広広広域化を進めてきているところです。今域化を進めてきているところです。今域化を進めてきているところです。今域化を進めてきているところです。今回回回回、、、、ささささらに水道事業のらに水道事業のらに水道事業のらに水道事業の基基基基盤盤盤盤強強強強化ということを化ということを化ということを化ということを踏踏踏踏まえまえまえまえて、て、て、て、ささささらなるらなるらなるらなる広広広広域化を域化を域化を域化を推推推推進したいと考えています。この中では、県進したいと考えています。この中では、県進したいと考えています。この中では、県進したいと考えています。この中では、県営営営営水道と水道と水道と水道と市町市町市町市町村の村の村の村の上上上上水水水水道を道を道を道を統統統統合合合合する、一する、一する、一する、一体体体体化する化する化する化する案案案案をををを示示示示したいと考えているところです。今したいと考えているところです。今したいと考えているところです。今したいと考えているところです。今後後後後は、は、は、は、市町市町市町市町村への村への村への村への説説説説明明明明をしていく中でいろいろとをしていく中でいろいろとをしていく中でいろいろとをしていく中でいろいろと意意意意見交見交見交見交換換換換しながら、しながら、しながら、しながら、広広広広域化の域化の域化の域化の将将将将来来来来像像像像をををを盛盛盛盛り込んだり込んだり込んだり込んだ新新新新しい県域しい県域しい県域しい県域水道水道水道水道ビビビビジジジジョョョョンをつくっていきたいと考えています。ンをつくっていきたいと考えています。ンをつくっていきたいと考えています。ンをつくっていきたいと考えています。以上以上以上以上です。です。です。です。いろいろないろいろないろいろないろいろな市町市町市町市町村が村が村が村が抱抱抱抱えている問えている問えている問えている問題題題題として、として、として、として、老朽老朽老朽老朽化した施化した施化した施化した施設設設設のののの更更更更新新新新の費用やの費用やの費用やの費用や○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員専専専専門門門門職員の不足など、職員の不足など、職員の不足など、職員の不足など、広広広広域化が域化が域化が域化が合合合合理理理理的的的的ででででああああるるるる面面面面ももももああああると思っています。しかし、水道事業ると思っています。しかし、水道事業ると思っています。しかし、水道事業ると思っています。しかし、水道事業そのものは、そのものは、そのものは、そのものは、直接直接直接直接の県の県の県の県民民民民のののの命命命命にかかにかかにかかにかかわわわわる水の問る水の問る水の問る水の問題題題題ですので、業務のですので、業務のですので、業務のですので、業務の効効効効率化だけで率化だけで率化だけで率化だけで安安安安全全全全・・・・安安安安心心心心はははは守守守守れない部分もれない部分もれない部分もれない部分もああああることが考えられなくてはならないることが考えられなくてはならないることが考えられなくてはならないることが考えられなくてはならない点点点点だと思っています。だと思っています。だと思っています。だと思っています。荒荒荒荒井知事の井知事の井知事の井知事のご発ご発ご発ご発言言言言、出、出、出、出さささされた資れた資れた資れた資料料料料などを見ていましたら、などを見ていましたら、などを見ていましたら、などを見ていましたら、ささささらなる業務らなる業務らなる業務らなる業務効効効効率化のために、率化のために、率化のために、率化のために、ＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰ（（（（公民公民公民公民連携連携連携連携））））／Ｐ／Ｐ／Ｐ／ＰＦＦＦＦＩＩＩＩ（（（（民間民間民間民間資金活用）の資金活用）の資金活用）の資金活用）のみみみみならならならならずずずず、、、、ココココンンンンセセセセッシッシッシッショョョョン方ン方ン方ン方式式式式をををを検討検討検討検討すすすするということがるということがるということがるということが述べ述べ述べ述べられていますが、これについてはどうられていますが、これについてはどうられていますが、これについてはどうられていますが、これについてはどうおおおお考えなのか、考えなのか、考えなのか、考えなのか、おおおお伺伺伺伺いしたいといしたいといしたいといしたいと思います。思います。思います。思います。 前国前国前国前国会で会で会で会で衆衆衆衆議議議議院院院院がががが解解解解散散散散さささされて、れて、れて、れて、廃廃廃廃案案案案になってしまったのですけれどになってしまったのですけれどになってしまったのですけれどになってしまったのですけれど○村上地域政策課長○村上地域政策課長○村上地域政策課長○村上地域政策課長も、も、も、も、改改改改正水道正水道正水道正水道法法法法の中で、の中で、の中で、の中で、先先先先ほどほどほどほど申申申申しましたしましたしましたしました広広広広域域域域連携連携連携連携のののの推推推推進や進や進や進や官官官官民民民民連携連携連携連携のののの推推推推進が進が進が進が盛盛盛盛り込まれり込まれり込まれり込まれていました。まだ成ていました。まだ成ていました。まだ成ていました。まだ成立立立立はしていないのですけれども、はしていないのですけれども、はしていないのですけれども、はしていないのですけれども、官官官官民民民民連携連携連携連携については、については、については、については、先先先先ほどほどほどほどごごごご指摘指摘指摘指摘いただいたいただいたいただいたいただいた効効効効率化、率化、率化、率化、ココココスススストトトトのののの縮縮縮縮減減減減という観という観という観という観点点点点ももももあああありますが、それのりますが、それのりますが、それのりますが、それのみみみみならならならならずずずず、、、、住住住住民民民民ササササーーーービビビビスのスのスのスの維維維維持持持持向上向上向上向上、、、、危危危危機機機機管理管理管理管理面面面面からのからのからのからの役役役役割分割分割分割分担担担担等等等等、、、、多多多多角角角角的的的的な分野でのな分野でのな分野でのな分野での検討検討検討検討がががが必必必必要だと考えてい要だと考えてい要だと考えてい要だと考えているところです。るところです。るところです。るところです。また、また、また、また、各各各各市町市町市町市町村に村に村に村におおおおかれては、部分かれては、部分かれては、部分かれては、部分的的的的な委な委な委な委託託託託もももも既既既既に進んでいると認知しています。今に進んでいると認知しています。今に進んでいると認知しています。今に進んでいると認知しています。今後後後後、、、、県域水道の一県域水道の一県域水道の一県域水道の一体体体体化を進める中で、化を進める中で、化を進める中で、化を進める中で、各各各各市町市町市町市町村と十分な村と十分な村と十分な村と十分な調調調調整整整整を図りながら、を図りながら、を図りながら、を図りながら、検討検討検討検討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考えているところす。たいと考えているところす。たいと考えているところす。たいと考えているところす。ココココンンンンセセセセッシッシッシッショョョョン方ン方ン方ン方式式式式までまでまでまで挙挙挙挙げられているのですけれども、そうなりましたら、げられているのですけれども、そうなりましたら、げられているのですけれども、そうなりましたら、げられているのですけれども、そうなりましたら、○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員運運運運営権営権営権営権そのものをそのものをそのものをそのものを民間民間民間民間事業者に委事業者に委事業者に委事業者に委ねねねねることになりますし、水道ることになりますし、水道ることになりますし、水道ることになりますし、水道料料料料金がた金がた金がた金がたちちちちままままちちちち値値値値上上上上がりすがりすがりすがりす
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るという問るという問るという問るという問題題題題もももも起起起起こってくると思います。水道こってくると思います。水道こってくると思います。水道こってくると思います。水道料料料料金の中に、事業者の金の中に、事業者の金の中に、事業者の金の中に、事業者の株株株株主への主への主への主への配配配配当当当当やややや法法法法人人人人税税税税などもなどもなどもなども含含含含まれるとまれるとまれるとまれると国国国国会の議会の議会の議会の議論論論論でででで言言言言わわわわれていましたけれども、れていましたけれども、れていましたけれども、れていましたけれども、住住住住民民民民にとると、非常ににとると、非常ににとると、非常ににとると、非常に負負負負担担担担がふえるがふえるがふえるがふえるおおおおそれがそれがそれがそれがああああります。ります。ります。ります。また、また、また、また、安安安安全全全全性性性性というというというという点点点点でも、でも、でも、でも、現実現実現実現実に、に、に、に、既既既既にににに民間民間民間民間の活の活の活の活力力力力を活用して委を活用して委を活用して委を活用して委託託託託したところで、したところで、したところで、したところで、安安安安定して定して定して定して有有有有能能能能なななな技術技術技術技術者を者を者を者を確確確確保できる保保できる保保できる保保できる保証証証証がないがないがないがない状状状状態態態態だと、不だと、不だと、不だと、不安安安安定な非正定な非正定な非正定な非正規雇規雇規雇規雇用や自治用や自治用や自治用や自治体体体体の水の水の水の水道局員が道局員が道局員が道局員が退退退退職をして、その方が職をして、その方が職をして、その方が職をして、その方が民間民間民間民間でででで役役役役割を果たして割を果たして割を果たして割を果たしておおおおられるのが、られるのが、られるのが、られるのが、あちあちあちあちここここちちちちで見られてで見られてで見られてで見られているいるいるいる状状状状態態態態ででででああああると聞いています。ると聞いています。ると聞いています。ると聞いています。実実実実際際際際ににににココココンンンンセセセセッシッシッシッショョョョン方ン方ン方ン方式式式式でででで民民民民営営営営化したフ化したフ化したフ化したフラララランス、ンス、ンス、ンス、ドイドイドイドイツツツツ、、、、アアアアメメメメリカリカリカリカは、いは、いは、いは、いずずずずれもれもれもれも料料料料金が金が金が金が高高高高くなり、水質がくなり、水質がくなり、水質がくなり、水質が悪悪悪悪化して、またもとの化して、またもとの化して、またもとの化して、またもとの公公公公営営営営にににに戻戻戻戻していしていしていしているというるというるというるという実態実態実態実態ががががああああります。ります。ります。ります。県県県県民民民民にとって大切な水道事業は、一部にとって大切な水道事業は、一部にとって大切な水道事業は、一部にとって大切な水道事業は、一部民間民間民間民間のののの力力力力をかりるなど、県でをかりるなど、県でをかりるなど、県でをかりるなど、県で力力力力をををを合わせ合わせ合わせ合わせてててて合合合合理理理理的的的的なななな運運運運営営営営を考えていくというやり方はを考えていくというやり方はを考えていくというやり方はを考えていくというやり方は当当当当然あ然あ然あ然あってしかるってしかるってしかるってしかるべべべべきだと思いますけれども、やはりきだと思いますけれども、やはりきだと思いますけれども、やはりきだと思いますけれども、やはり民民民民営営営営にはなじまない。きにはなじまない。きにはなじまない。きにはなじまない。きちちちちんとんとんとんと公公公公務務務務労働労働労働労働者として、者として、者として、者として、技術技術技術技術者をしっかり者をしっかり者をしっかり者をしっかり養養養養成していくことが成していくことが成していくことが成していくことが必必必必要ではないかと思うのです。要ではないかと思うのです。要ではないかと思うのです。要ではないかと思うのです。技術技術技術技術者の者の者の者の養養養養成は一成は一成は一成は一朝朝朝朝一一一一夕夕夕夕にはいかない。県の水道局でも、にはいかない。県の水道局でも、にはいかない。県の水道局でも、にはいかない。県の水道局でも、何何何何年もかかって年もかかって年もかかって年もかかって技術技術技術技術をををを習得習得習得習得して、して、して、して、市町市町市町市町村にも村にも村にも村にも貢貢貢貢献献献献さささされている。県のれている。県のれている。県のれている。県の役役役役割は、そういう割は、そういう割は、そういう割は、そういう市町市町市町市町村の足りない部分を県の村の足りない部分を県の村の足りない部分を県の村の足りない部分を県の技術技術技術技術力力力力でででで補補補補っていくところもっていくところもっていくところもっていくところもああああるとはっきりるとはっきりるとはっきりるとはっきりさせさせさせさせてててておおおおかないといかないといかないといかないといけないと思いますが、いかがでしけないと思いますが、いかがでしけないと思いますが、いかがでしけないと思いますが、いかがでしょょょょうか。うか。うか。うか。最後最後最後最後ににににおおおおっしっしっしっしゃゃゃゃいましたいましたいましたいました技術技術技術技術のののの承継承継承継承継については、については、については、については、あああある一定る一定る一定る一定規模規模規模規模のののの人人人人○村上地域政策課長○村上地域政策課長○村上地域政策課長○村上地域政策課長数数数数がいて、しっかりがいて、しっかりがいて、しっかりがいて、しっかり技術技術技術技術をををを継承継承継承継承していくといったしていくといったしていくといったしていくといった視点視点視点視点がががが重重重重要になると思います。今、要になると思います。今、要になると思います。今、要になると思います。今、言言言言っっっっていただきましたように、県ていただきましたように、県ていただきましたように、県ていただきましたように、県営営営営水道については、今もまだ一定の水道については、今もまだ一定の水道については、今もまだ一定の水道については、今もまだ一定の人数人数人数人数がいます。がいます。がいます。がいます。市町市町市町市町村で村で村で村でも大も大も大も大規模規模規模規模な事業な事業な事業な事業体体体体については、一定のについては、一定のについては、一定のについては、一定の人数人数人数人数がいるのですけれども、なかなかがいるのですけれども、なかなかがいるのですけれども、なかなかがいるのですけれども、なかなか個個個個 々々々々の事業の事業の事業の事業体体体体ではではではでは減減減減ってきていると思います。それについては、一定ってきていると思います。それについては、一定ってきていると思います。それについては、一定ってきていると思います。それについては、一定拠拠拠拠点点点点化を図りながら、しっかりと化を図りながら、しっかりと化を図りながら、しっかりと化を図りながら、しっかりと技術技術技術技術のののの継承継承継承継承をしていくをしていくをしていくをしていくべべべべきだと考えているところです。きだと考えているところです。きだと考えているところです。きだと考えているところです。わわわわかりました。これがすかりました。これがすかりました。これがすかりました。これがすぐぐぐぐ進進進進むむむむというというというという話話話話ではなく、今ではなく、今ではなく、今ではなく、今後後後後、、、、ささささままままざざざざまな議まな議まな議まな議論論論論がががが○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員ああああってということだと思いますので、私のってということだと思いますので、私のってということだと思いますので、私のってということだと思いますので、私の意意意意見を見を見を見を申申申申しししし上上上上げてげてげてげておおおおきたいと思います。きたいと思います。きたいと思います。きたいと思います。最後最後最後最後に１に１に１に１点点点点、資、資、資、資料料料料ががががあああありましたらいただきたいのですが、県りましたらいただきたいのですが、県りましたらいただきたいのですが、県りましたらいただきたいのですが、県営営営営水道で、水道局について水道で、水道局について水道で、水道局について水道で、水道局については職員のは職員のは職員のは職員の状況状況状況状況を聞けるのですが、を聞けるのですが、を聞けるのですが、を聞けるのですが、市町市町市町市町村の村の村の村の技術技術技術技術者がどのような者がどのような者がどのような者がどのような状状状状態態態態ににににああああるのか、増るのか、増るのか、増るのか、増減減減減ががががわわわわかるものがかるものがかるものがかるものがあああありましたら、りましたら、りましたら、りましたら、後後後後でもでもでもでも結構結構結構結構ですから、ですから、ですから、ですから、教教教教えていただきたいと思います。えていただきたいと思います。えていただきたいと思います。えていただきたいと思います。今の今の今の今の時点時点時点時点で、それぞれので、それぞれので、それぞれので、それぞれの人数人数人数人数までまでまでまで把握把握把握把握できていまできていまできていまできていませせせせん。今ん。今ん。今ん。今申申申申しまししまししまししまし○村上地域政策課長○村上地域政策課長○村上地域政策課長○村上地域政策課長た一た一た一た一体体体体化の化の化の化の検討検討検討検討をする中で、そういった資をする中で、そういった資をする中で、そういった資をする中で、そういった資料料料料もももも当当当当然然然然入入入入手手手手することになると思いますので、することになると思いますので、することになると思いますので、することになると思いますので、資資資資料料料料がまとまりがまとまりがまとまりがまとまり次次次次第、第、第、第、ごごごご報告報告報告報告させさせさせさせていただきたいと思います。ていただきたいと思います。ていただきたいと思います。ていただきたいと思います。
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ほかに質問がほかに質問がほかに質問がほかに質問があああありまりまりまりませせせせんので、これをもんので、これをもんので、これをもんので、これをもちちちちまして地域振興部及び観光局のまして地域振興部及び観光局のまして地域振興部及び観光局のまして地域振興部及び観光局の○中村委員長○中村委員長○中村委員長○中村委員長審査を審査を審査を審査を終わ終わ終わ終わります。なります。なります。なります。なおおおお、総、総、総、総括括括括ででででごごごご質問いただく方は、事質問いただく方は、事質問いただく方は、事質問いただく方は、事前前前前にこにこにこにこちちちちらに通知をしていただらに通知をしていただらに通知をしていただらに通知をしていただきたいと思いますので、よろしくきたいと思いますので、よろしくきたいと思いますので、よろしくきたいと思いますので、よろしくお願お願お願お願いします。いします。いします。いします。次回次回次回次回、１０月１３日は、、１０月１３日は、、１０月１３日は、、１０月１３日は、午午午午前前前前１０１０１０１０時時時時より、健康より、健康より、健康より、健康福祉福祉福祉福祉部、こども部、こども部、こども部、こども・・・・女女女女性性性性局及び局及び局及び局及び医療政医療政医療政医療政策部策部策部策部の審査を行い、そのの審査を行い、そのの審査を行い、そのの審査を行い、その終終終終了了了了後後後後、くらし、くらし、くらし、くらし創造創造創造創造部、部、部、部、景景景景観観観観・・・・環境環境環境環境局及び局及び局及び局及び産産産産業業業業・・・・雇雇雇雇用振興部の審査を用振興部の審査を用振興部の審査を用振興部の審査を行いますので、よろしく行いますので、よろしく行いますので、よろしく行いますので、よろしくお願お願お願お願いします。いします。いします。いします。本日の会議は、これをもって本日の会議は、これをもって本日の会議は、これをもって本日の会議は、これをもって終終終終了了了了します。します。します。します。


