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観 光 振 興 対 策 特 別 委 員 会 記 録観 光 振 興 対 策 特 別 委 員 会 記 録観 光 振 興 対 策 特 別 委 員 会 記 録観 光 振 興 対 策 特 別 委 員 会 記 録

開催日時開催日時開催日時開催日時 平成２５年２月２５日（月） １３：０３～１５：０４平成２５年２月２５日（月） １３：０３～１５：０４平成２５年２月２５日（月） １３：０３～１５：０４平成２５年２月２５日（月） １３：０３～１５：０４

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

出席委員出席委員出席委員出席委員 ９名９名９名９名

藤本 昭広 委員長藤本 昭広 委員長藤本 昭広 委員長藤本 昭広 委員長

粒谷 友示 副委員長粒谷 友示 副委員長粒谷 友示 副委員長粒谷 友示 副委員長

大坪 宏通 委員大坪 宏通 委員大坪 宏通 委員大坪 宏通 委員

阪口 保 委員阪口 保 委員阪口 保 委員阪口 保 委員

猪奥 美里 委員猪奥 美里 委員猪奥 美里 委員猪奥 美里 委員

小林 照代 委員小林 照代 委員小林 照代 委員小林 照代 委員

松尾 勇臣 委員松尾 勇臣 委員松尾 勇臣 委員松尾 勇臣 委員

岩田 国夫 委員岩田 国夫 委員岩田 国夫 委員岩田 国夫 委員

国中 憲治 委員国中 憲治 委員国中 憲治 委員国中 憲治 委員

欠席委員欠席委員欠席委員欠席委員 なしなしなしなし

出席理事者出席理事者出席理事者出席理事者 久保田 観光局長久保田 観光局長久保田 観光局長久保田 観光局長

林 まちづくり推進局長 ほか、関係職員林 まちづくり推進局長 ほか、関係職員林 まちづくり推進局長 ほか、関係職員林 まちづくり推進局長 ほか、関係職員

傍 聴 者傍 聴 者傍 聴 者傍 聴 者 １名１名１名１名

議 事議 事議 事議 事

（１）２月定例県議会提出予定議案について（１）２月定例県議会提出予定議案について（１）２月定例県議会提出予定議案について（１）２月定例県議会提出予定議案について

（２）その他（２）その他（２）その他（２）その他

＜質疑応答＞＜質疑応答＞＜質疑応答＞＜質疑応答＞

○藤本委員長○藤本委員長○藤本委員長○藤本委員長 それでは、ただいまの説明あるいは報告、または委員の皆様方においてはそれでは、ただいまの説明あるいは報告、または委員の皆様方においてはそれでは、ただいまの説明あるいは報告、または委員の皆様方においてはそれでは、ただいまの説明あるいは報告、または委員の皆様方においては

その他の事項を含めまして、質疑があればご発言願います。その他の事項を含めまして、質疑があればご発言願います。その他の事項を含めまして、質疑があればご発言願います。その他の事項を含めまして、質疑があればご発言願います。

○小林委員○小林委員○小林委員○小林委員 奈良公園基本戦略によるさまざまな事業が平成２４年度も進んできており、奈良公園基本戦略によるさまざまな事業が平成２４年度も進んできており、奈良公園基本戦略によるさまざまな事業が平成２４年度も進んできており、奈良公園基本戦略によるさまざまな事業が平成２４年度も進んできており、

特に大宮通りプロジェクトの４つの拠点の整備も合わせて進められているのですが、この特に大宮通りプロジェクトの４つの拠点の整備も合わせて進められているのですが、この特に大宮通りプロジェクトの４つの拠点の整備も合わせて進められているのですが、この特に大宮通りプロジェクトの４つの拠点の整備も合わせて進められているのですが、この

奈良公園基本戦略の中で今までも質問しておりますけれども、３点ほどお聞きたしたいと奈良公園基本戦略の中で今までも質問しておりますけれども、３点ほどお聞きたしたいと奈良公園基本戦略の中で今までも質問しておりますけれども、３点ほどお聞きたしたいと奈良公園基本戦略の中で今までも質問しておりますけれども、３点ほどお聞きたしたいと

思います。思います。思います。思います。

一つは、奈良登大路自動車駐車場のターミナル化ですけれども、これはさきにお聞きし一つは、奈良登大路自動車駐車場のターミナル化ですけれども、これはさきにお聞きし一つは、奈良登大路自動車駐車場のターミナル化ですけれども、これはさきにお聞きし一つは、奈良登大路自動車駐車場のターミナル化ですけれども、これはさきにお聞きし

ていまして、事業を進めるということですが、今回は予算の数字が出ていますけれど、どていまして、事業を進めるということですが、今回は予算の数字が出ていますけれど、どていまして、事業を進めるということですが、今回は予算の数字が出ていますけれど、どていまして、事業を進めるということですが、今回は予算の数字が出ていますけれど、ど

のような規模なのか、建物の規模、面積や高さや容積や機能などはどういうものなのかとのような規模なのか、建物の規模、面積や高さや容積や機能などはどういうものなのかとのような規模なのか、建物の規模、面積や高さや容積や機能などはどういうものなのかとのような規模なのか、建物の規模、面積や高さや容積や機能などはどういうものなのかと
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いうことをまずお尋ねしたいと思います。いうことをまずお尋ねしたいと思います。いうことをまずお尋ねしたいと思います。いうことをまずお尋ねしたいと思います。

２つ目は、新公会堂のコンベンション機能の強化ということで、これは新公会堂庭園の２つ目は、新公会堂のコンベンション機能の強化ということで、これは新公会堂庭園の２つ目は、新公会堂のコンベンション機能の強化ということで、これは新公会堂庭園の２つ目は、新公会堂のコンベンション機能の強化ということで、これは新公会堂庭園の

ライトアップ設備の設置費用かと思いますけれども、ライトアップはどの範囲で、どの程ライトアップ設備の設置費用かと思いますけれども、ライトアップはどの範囲で、どの程ライトアップ設備の設置費用かと思いますけれども、ライトアップはどの範囲で、どの程ライトアップ設備の設置費用かと思いますけれども、ライトアップはどの範囲で、どの程

度のものなのか。ライトアップがコンベンション機能の強化に本当に必要なのかどうか考度のものなのか。ライトアップがコンベンション機能の強化に本当に必要なのかどうか考度のものなのか。ライトアップがコンベンション機能の強化に本当に必要なのかどうか考度のものなのか。ライトアップがコンベンション機能の強化に本当に必要なのかどうか考

え方をお聞きしたいと思います。え方をお聞きしたいと思います。え方をお聞きしたいと思います。え方をお聞きしたいと思います。

それから３つ目は、これまでも質問してまいりまして、私はふさわしくない、不適切だそれから３つ目は、これまでも質問してまいりまして、私はふさわしくない、不適切だそれから３つ目は、これまでも質問してまいりまして、私はふさわしくない、不適切だそれから３つ目は、これまでも質問してまいりまして、私はふさわしくない、不適切だ

と言ってきました若草山の移動支援施設について、今回は整備のための環境調査の予算にと言ってきました若草山の移動支援施設について、今回は整備のための環境調査の予算にと言ってきました若草山の移動支援施設について、今回は整備のための環境調査の予算にと言ってきました若草山の移動支援施設について、今回は整備のための環境調査の予算に

なっておりますけれども、どういう観点でどのような環境調査をされるのかという点です。なっておりますけれども、どういう観点でどのような環境調査をされるのかという点です。なっておりますけれども、どういう観点でどのような環境調査をされるのかという点です。なっておりますけれども、どういう観点でどのような環境調査をされるのかという点です。

これが奈良公園基本戦略に基づく事業についての質問です。これが奈良公園基本戦略に基づく事業についての質問です。これが奈良公園基本戦略に基づく事業についての質問です。これが奈良公園基本戦略に基づく事業についての質問です。

それから、これもかかわりますれけれど、実は昨年の夏にも、奈良公園の国立博物館周それから、これもかかわりますれけれど、実は昨年の夏にも、奈良公園の国立博物館周それから、これもかかわりますれけれど、実は昨年の夏にも、奈良公園の国立博物館周それから、これもかかわりますれけれど、実は昨年の夏にも、奈良公園の国立博物館周

辺の松が松くい虫で大変なことになっている、早く手だてをしないとという声が直辺の松が松くい虫で大変なことになっている、早く手だてをしないとという声が直辺の松が松くい虫で大変なことになっている、早く手だてをしないとという声が直辺の松が松くい虫で大変なことになっている、早く手だてをしないとという声が直接寄接寄接寄接寄せせせせ

られておりましたが、ことしになりまして新聞でまたそのようなられておりましたが、ことしになりまして新聞でまたそのようなられておりましたが、ことしになりまして新聞でまたそのようなられておりましたが、ことしになりまして新聞でまたそのような趣旨趣旨趣旨趣旨のののの記記記記事を事を事を事を見見見見かけましかけましかけましかけまし

た。早く手当てをしないと周辺のた。早く手当てをしないと周辺のた。早く手当てをしないと周辺のた。早く手当てをしないと周辺の木木木木がががが全部全部全部全部やられてしまうのではないか、ほかのとこやられてしまうのではないか、ほかのとこやられてしまうのではないか、ほかのとこやられてしまうのではないか、ほかのところろろろにににに

もももも累累累累がががが及及及及ばないうちにばないうちにばないうちにばないうちに処処処処置する必要があるという置する必要があるという置する必要があるという置する必要があるという記記記記事でした。もち事でした。もち事でした。もち事でした。もちろろろろん奈良公園の自ん奈良公園の自ん奈良公園の自ん奈良公園の自然資然資然資然資

源源源源ということで、松とかということで、松とかということで、松とかということで、松とか桜桜桜桜といったといったといったといった樹木樹木樹木樹木の問の問の問の問題題題題についてはいについてはいについてはいについてはいろろろろいいいいろろろろなななな取取取取りりりり組み組み組み組みをされてきをされてきをされてきをされてき

ていると思います。それで特に、この奈良公園基本戦略の事業の中では、ていると思います。それで特に、この奈良公園基本戦略の事業の中では、ていると思います。それで特に、この奈良公園基本戦略の事業の中では、ていると思います。それで特に、この奈良公園基本戦略の事業の中では、植栽計画植栽計画植栽計画植栽計画のののの策策策策定定定定

も進めておられると思うので、このも進めておられると思うので、このも進めておられると思うので、このも進めておられると思うので、この状態状態状態状態はもちはもちはもちはもちろろろろんんんん把握把握把握把握されていると思いますが、これまされていると思いますが、これまされていると思いますが、これまされていると思いますが、これま

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か早い手だてがとか早い手だてがとか早い手だてがとか早い手だてが求求求求められると思うのですけれども、この辺についてお尋ねめられると思うのですけれども、この辺についてお尋ねめられると思うのですけれども、この辺についてお尋ねめられると思うのですけれども、この辺についてお尋ね

をします。をします。をします。をします。以上以上以上以上です。です。です。です。

○堀内道路・交通環境課長○堀内道路・交通環境課長○堀内道路・交通環境課長○堀内道路・交通環境課長 奈良公園奈良公園奈良公園奈良公園交交交交通通通通対策対策対策対策事業の中のターミナルの事業ということで事業の中のターミナルの事業ということで事業の中のターミナルの事業ということで事業の中のターミナルの事業ということで

予算規模、それと面積や容積の規模の予算規模、それと面積や容積の規模の予算規模、それと面積や容積の規模の予算規模、それと面積や容積の規模の状況状況状況状況はどうかというご質問でございました。はどうかというご質問でございました。はどうかというご質問でございました。はどうかというご質問でございました。

ターミナル化の事業の予算規模でございますが、ターミナル化の事業の予算規模でございますが、ターミナル化の事業の予算規模でございますが、ターミナル化の事業の予算規模でございますが、資料資料資料資料にもありますようににもありますようににもありますようににもありますように全体全体全体全体で４で４で４で４億億億億５５５５，，，，

３００３００３００３００万円万円万円万円ということでございます。実ということでございます。実ということでございます。実ということでございます。実際際際際、そのターミナルの設、そのターミナルの設、そのターミナルの設、そのターミナルの設計計計計、、、、文文文文化化化化財財財財調査、それか調査、それか調査、それか調査、それか

ら一ら一ら一ら一部造部造部造部造成にも成にも成にも成にも着着着着手しますので、その手しますので、その手しますので、その手しますので、その工工工工事費、そういったものを含めまして事費、そういったものを含めまして事費、そういったものを含めまして事費、そういったものを含めまして約約約約４４４４億億億億５５５５，，，，３３３３

００００００００万円万円万円万円をををを計上計上計上計上しております。しております。しております。しております。

それと、このターミナルの面積や容積などの規模をそれと、このターミナルの面積や容積などの規模をそれと、このターミナルの面積や容積などの規模をそれと、このターミナルの面積や容積などの規模を具体的具体的具体的具体的にというおにというおにというおにというお話話話話でございますが、でございますが、でございますが、でございますが、

そういうとこそういうとこそういうとこそういうところろろろにつきましてにつきましてにつきましてにつきまして現在現在現在現在、、、、文文文文化化化化財財財財調査をしまして、調査をしまして、調査をしまして、調査をしまして、最終的最終的最終的最終的にはそれを含めてにはそれを含めてにはそれを含めてにはそれを含めて検討検討検討検討

してまいりますので、してまいりますので、してまいりますので、してまいりますので、現段階現段階現段階現段階ではまだではまだではまだではまだ検討検討検討検討中ということでございます。中ということでございます。中ということでございます。中ということでございます。以上以上以上以上でございます。でございます。でございます。でございます。

○中西奈良公園室長○中西奈良公園室長○中西奈良公園室長○中西奈良公園室長 今、小林委員から３点質問いただきました。今、小林委員から３点質問いただきました。今、小林委員から３点質問いただきました。今、小林委員から３点質問いただきました。

まず１点目は、新公会堂についてのコンベンション機能の強化ということでライトアッまず１点目は、新公会堂についてのコンベンション機能の強化ということでライトアッまず１点目は、新公会堂についてのコンベンション機能の強化ということでライトアッまず１点目は、新公会堂についてのコンベンション機能の強化ということでライトアッ
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プをするということだが、それはどの範囲、どの程度、そしてコンベンションとどういうプをするということだが、それはどの範囲、どの程度、そしてコンベンションとどういうプをするということだが、それはどの範囲、どの程度、そしてコンベンションとどういうプをするということだが、それはどの範囲、どの程度、そしてコンベンションとどういう

関係にあるのかということでありました。まず関係にあるのかということでありました。まず関係にあるのかということでありました。まず関係にあるのかということでありました。まず現在現在現在現在、新公会堂の庭でございますけれども、、新公会堂の庭でございますけれども、、新公会堂の庭でございますけれども、、新公会堂の庭でございますけれども、

シシシシカカカカがががが入入入入らない奈良公園ではらない奈良公園ではらない奈良公園ではらない奈良公園では非常非常非常非常にににに珍珍珍珍しい庭でございまして、観光しい庭でございまして、観光しい庭でございまして、観光しい庭でございまして、観光客客客客ののののみみみみならず県ならず県ならず県ならず県民民民民の方の方の方の方

もももも結構見結構見結構見結構見にににに来来来来ていただいているとこていただいているとこていただいているとこていただいているところろろろでございます。ただ、でございます。ただ、でございます。ただ、でございます。ただ、夜間夜間夜間夜間のライトアップ施設、照のライトアップ施設、照のライトアップ施設、照のライトアップ施設、照

明施設明施設明施設明施設等等等等がございませんので、がございませんので、がございませんので、がございませんので、夜夜夜夜になりますとなかなかになりますとなかなかになりますとなかなかになりますとなかなか入入入入っていただいてもっていただいてもっていただいてもっていただいても見見見見ていただくていただくていただくていただく

ことができないのが今の実ことができないのが今の実ことができないのが今の実ことができないのが今の実情情情情でございます。これにでございます。これにでございます。これにでございます。これに対対対対して新公会堂のコンベンションは、して新公会堂のコンベンションは、して新公会堂のコンベンションは、して新公会堂のコンベンションは、

国国国国際際際際会議でありますとか、県会議でありますとか、県会議でありますとか、県会議でありますとか、県内内内内のいのいのいのいろろろろいいいいろろろろなななな学術学術学術学術会議会議会議会議等等等等に今どんどんに今どんどんに今どんどんに今どんどん右肩上右肩上右肩上右肩上がりでがりでがりでがりで使使使使用し用し用し用し

ていただいているわけでございますが、ていただいているわけでございますが、ていただいているわけでございますが、ていただいているわけでございますが、夜夜夜夜、庭で、庭で、庭で、庭でパパパパーーーーティティティティーをされたり、それから２ーをされたり、それから２ーをされたり、それから２ーをされたり、それから２階階階階でででで

レセレセレセレセプションをされて庭をプションをされて庭をプションをされて庭をプションをされて庭を見見見見るということもるということもるということもるということも結構多結構多結構多結構多くございます。その中で、できればくございます。その中で、できればくございます。その中で、できればくございます。その中で、できれば夜夜夜夜、、、、

春春春春ならならならなら桜桜桜桜、、、、秋秋秋秋ならもならもならもならもみじみじみじみじがががが見見見見れたらいいなと、れたらいいなと、れたらいいなと、れたらいいなと、夜夜夜夜のライトアップはできないかということのライトアップはできないかということのライトアップはできないかということのライトアップはできないかということ

もももも踏踏踏踏まえて、まえて、まえて、まえて、春春春春、夏、、夏、、夏、、夏、秋秋秋秋、、、、冬冬冬冬、、、、四季四季四季四季にににに応じ応じ応じ応じたライトアップをさせていただこうというものたライトアップをさせていただこうというものたライトアップをさせていただこうというものたライトアップをさせていただこうというもの

でございます。でございます。でございます。でございます。

それから２点目、若草山の移動支援についての環境調査はどのようなことをするのかとそれから２点目、若草山の移動支援についての環境調査はどのようなことをするのかとそれから２点目、若草山の移動支援についての環境調査はどのようなことをするのかとそれから２点目、若草山の移動支援についての環境調査はどのようなことをするのかと

いうことでございますが、これはまだいうことでございますが、これはまだいうことでございますが、これはまだいうことでございますが、これはまだ前々前々前々前々からいからいからいからいろろろろいいいいろろろろ議議議議論論論論させていただいていますようさせていただいていますようさせていただいていますようさせていただいていますよう

にににに導入導入導入導入についてについてについてについて検討検討検討検討しているわけでございます。しているわけでございます。しているわけでございます。しているわけでございます。具体的具体的具体的具体的なななな内内内内容としましては容としましては容としましては容としましては工工工工事中にどう事中にどう事中にどう事中にどう

いういういういう影響影響影響影響が出るのか、例えばが出るのか、例えばが出るのか、例えばが出るのか、例えば騒音騒音騒音騒音、、、、振振振振動、そして当動、そして当動、そして当動、そして当然然然然、若草山ですからシ、若草山ですからシ、若草山ですからシ、若草山ですからシカカカカがたくさんおがたくさんおがたくさんおがたくさんお

ります。それからすります。それからすります。それからすります。それからすぐぐぐぐそばにありますそばにありますそばにありますそばにあります春春春春日山日山日山日山原始原始原始原始林、これに林、これに林、これに林、これに対対対対してのしてのしてのしての工工工工事中の事中の事中の事中の影響影響影響影響でござでござでござでござ

いましたり、実いましたり、実いましたり、実いましたり、実際際際際、、、、運行運行運行運行するとなったときにはするとなったときにはするとなったときにはするとなったときには近隣近隣近隣近隣の方にどのようなの方にどのようなの方にどのようなの方にどのような騒音騒音騒音騒音、、、、振振振振動が動が動が動が伝伝伝伝わるわるわるわる

のか、それはのか、それはのか、それはのか、それは非常非常非常非常にごにごにごにご迷惑迷惑迷惑迷惑をかける範囲にならないのかどうかということを環境という一をかける範囲にならないのかどうかということを環境という一をかける範囲にならないのかどうかということを環境という一をかける範囲にならないのかどうかということを環境という一

くくりで調査をさせていただこうというものでございます。この調査くくりで調査をさせていただこうというものでございます。この調査くくりで調査をさせていただこうというものでございます。この調査くくりで調査をさせていただこうというものでございます。この調査結果結果結果結果についてはまたについてはまたについてはまたについてはまた

ご報告をさせていただくことになると思います。ご報告をさせていただくことになると思います。ご報告をさせていただくことになると思います。ご報告をさせていただくことになると思います。

それから３点目でございます。奈良国立博物館の松でございますが、小林委員ごそれから３点目でございます。奈良国立博物館の松でございますが、小林委員ごそれから３点目でございます。奈良国立博物館の松でございますが、小林委員ごそれから３点目でございます。奈良国立博物館の松でございますが、小林委員ご指摘指摘指摘指摘のののの

ようにあそこの松はどんどん松ようにあそこの松はどんどん松ようにあそこの松はどんどん松ようにあそこの松はどんどん松枯枯枯枯れにやられまして、本数がれにやられまして、本数がれにやられまして、本数がれにやられまして、本数が減減減減ってきているってきているってきているってきている状況状況状況状況でございでございでございでござい

ます。私どもも広います。私どもも広います。私どもも広います。私どもも広い意味意味意味意味の奈良公園ということで国立博物館をとらえておりまして、いの奈良公園ということで国立博物館をとらえておりまして、いの奈良公園ということで国立博物館をとらえておりまして、いの奈良公園ということで国立博物館をとらえておりまして、いろろろろ

いいいいろ連携ろ連携ろ連携ろ連携をしてきている中で平成２３年度から松くい虫のをしてきている中で平成２３年度から松くい虫のをしてきている中で平成２３年度から松くい虫のをしてきている中で平成２３年度から松くい虫の対策対策対策対策としてとしてとしてとして樹幹注入樹幹注入樹幹注入樹幹注入というというというという薬薬薬薬をををを

注入注入注入注入することをすることをすることをすることを始始始始められました。平成２４年度もめられました。平成２４年度もめられました。平成２４年度もめられました。平成２４年度も間間間間もなくもなくもなくもなく注入注入注入注入され、そして平成２５年３され、そして平成２５年３され、そして平成２５年３され、そして平成２５年３

月月月月末末末末には、今には、今には、今には、今枯枯枯枯れているれているれているれている木木木木を１０本ほど切るとおっしを１０本ほど切るとおっしを１０本ほど切るとおっしを１０本ほど切るとおっしゃゃゃゃっております。ただ、奈良公園っております。ただ、奈良公園っております。ただ、奈良公園っております。ただ、奈良公園管管管管

理理理理事事事事務所務所務所務所の中にはの中にはの中にはの中には現現現現業の職員がおりますので、もしお手業の職員がおりますので、もしお手業の職員がおりますので、もしお手業の職員がおりますので、もしお手伝伝伝伝いすることがあるならば本数いすることがあるならば本数いすることがあるならば本数いすることがあるならば本数的的的的

ににににカバカバカバカバーできないーできないーできないーできない部分部分部分部分については、平成２４年度については、平成２４年度については、平成２４年度については、平成２４年度内内内内に私どももに私どももに私どももに私どもも連携連携連携連携してしてしてして処理処理処理処理をしていきたをしていきたをしていきたをしていきた

いと考えております。いと考えております。いと考えております。いと考えております。以上以上以上以上でございます。でございます。でございます。でございます。



---- 4444 ----

○小林委員○小林委員○小林委員○小林委員 ターミナル化でのターミナル化でのターミナル化でのターミナル化での具体的具体的具体的具体的な建物といいますか、高さや面積だとか、どういうな建物といいますか、高さや面積だとか、どういうな建物といいますか、高さや面積だとか、どういうな建物といいますか、高さや面積だとか、どういう

機能になるかということを、これから機能になるかということを、これから機能になるかということを、これから機能になるかということを、これから検討検討検討検討をされるということですが、をされるということですが、をされるということですが、をされるということですが、前前前前回、回、回、回、指摘指摘指摘指摘をさせをさせをさせをさせ

ていただきましたけれども、本会議ていただきましたけれども、本会議ていただきましたけれども、本会議ていただきましたけれども、本会議等等等等のののの答弁答弁答弁答弁の中での中での中での中で眺望眺望眺望眺望のよいのよいのよいのよい待待待待合室をつくるというよう合室をつくるというよう合室をつくるというよう合室をつくるというよう

なななな文文文文言があり、ここにつきまして、やはり言があり、ここにつきまして、やはり言があり、ここにつきまして、やはり言があり、ここにつきまして、やはり具体具体具体具体化していくときに奈良公園の一化していくときに奈良公園の一化していくときに奈良公園の一化していくときに奈良公園の一角角角角ですので、ですので、ですので、ですので、

景景景景観には観には観には観には十分配慮十分配慮十分配慮十分配慮しなければならないと思っております。まだこれからしなければならないと思っております。まだこれからしなければならないと思っております。まだこれからしなければならないと思っております。まだこれから検討検討検討検討されるというされるというされるというされるという

ことですので、その点はことですので、その点はことですので、その点はことですので、その点は改改改改めてめてめてめて指摘指摘指摘指摘をしておきたいと思います。をしておきたいと思います。をしておきたいと思います。をしておきたいと思います。

それから、新公会堂のコンベンション機能ということでおそれから、新公会堂のコンベンション機能ということでおそれから、新公会堂のコンベンション機能ということでおそれから、新公会堂のコンベンション機能ということでお答答答答えをいただいたのですけれえをいただいたのですけれえをいただいたのですけれえをいただいたのですけれ

ども、ども、ども、ども、確確確確かにかにかにかに夜間夜間夜間夜間のライトアップが、たくさんの方にのライトアップが、たくさんの方にのライトアップが、たくさんの方にのライトアップが、たくさんの方に利利利利用していただくために必要だとい用していただくために必要だとい用していただくために必要だとい用していただくために必要だとい

う、そのう、そのう、そのう、その部分部分部分部分はははは理解理解理解理解をするわけですが、例えばこの辺のライトアップの範囲がかなりあるをするわけですが、例えばこの辺のライトアップの範囲がかなりあるをするわけですが、例えばこの辺のライトアップの範囲がかなりあるをするわけですが、例えばこの辺のライトアップの範囲がかなりある

と思うのですけれども、そういうことを考えますと、ライトアップのと思うのですけれども、そういうことを考えますと、ライトアップのと思うのですけれども、そういうことを考えますと、ライトアップのと思うのですけれども、そういうことを考えますと、ライトアップの箇所箇所箇所箇所、あるいは規模、、あるいは規模、、あるいは規模、、あるいは規模、

それからそれからそれからそれから効果的効果的効果的効果的にしようと思いますとかなり、にしようと思いますとかなり、にしようと思いますとかなり、にしようと思いますとかなり、角角角角度の問度の問度の問度の問題題題題とか、そういうことも考えなけとか、そういうことも考えなけとか、そういうことも考えなけとか、そういうことも考えなけ

ればならないと思いますが、かなりればならないと思いますが、かなりればならないと思いますが、かなりればならないと思いますが、かなり太太太太いいいい配線配線配線配線とか、そういうものも必要になってくるのでとか、そういうものも必要になってくるのでとか、そういうものも必要になってくるのでとか、そういうものも必要になってくるので

はないか。そうするとはないか。そうするとはないか。そうするとはないか。そうすると地上地上地上地上にはわすだけではなくにはわすだけではなくにはわすだけではなくにはわすだけではなく地下地下地下地下のののの配線配線配線配線とかも必要なってくるのではとかも必要なってくるのではとかも必要なってくるのではとかも必要なってくるのでは

ないか、これは私のないか、これは私のないか、これは私のないか、これは私の想像想像想像想像だけなのですが。コンベンション機能をだけなのですが。コンベンション機能をだけなのですが。コンベンション機能をだけなのですが。コンベンション機能を充充充充実させるということと実させるということと実させるということと実させるということと

同時同時同時同時に、こういうことになりますとその周辺の環境とかにもに、こういうことになりますとその周辺の環境とかにもに、こういうことになりますとその周辺の環境とかにもに、こういうことになりますとその周辺の環境とかにも影響影響影響影響が出てくるのではないかが出てくるのではないかが出てくるのではないかが出てくるのではないか

と思うのですけれども、そういう関係というのはどうお考えになっているのか、もう一度と思うのですけれども、そういう関係というのはどうお考えになっているのか、もう一度と思うのですけれども、そういう関係というのはどうお考えになっているのか、もう一度と思うのですけれども、そういう関係というのはどうお考えになっているのか、もう一度

お尋ねしたいと思います。お尋ねしたいと思います。お尋ねしたいと思います。お尋ねしたいと思います。

それから、若草山の移動支援の問それから、若草山の移動支援の問それから、若草山の移動支援の問それから、若草山の移動支援の問題題題題ですけれど、ですけれど、ですけれど、ですけれど、導入導入導入導入するというか、つくることがするというか、つくることがするというか、つくることがするというか、つくることが前前前前提提提提

で環境調査を進められるというおで環境調査を進められるというおで環境調査を進められるというおで環境調査を進められるというお答答答答えでした。これまで、ここにはふさわしくないというえでした。これまで、ここにはふさわしくないというえでした。これまで、ここにはふさわしくないというえでした。これまで、ここにはふさわしくないという

ことを言ってきたのですが、ことを言ってきたのですが、ことを言ってきたのですが、ことを言ってきたのですが、最近最近最近最近、若草山の山、若草山の山、若草山の山、若草山の山焼焼焼焼きのきのきのきの後後後後、山が、山が、山が、山が黒黒黒黒くなるのですけれども、くなるのですけれども、くなるのですけれども、くなるのですけれども、

雪雪雪雪がががが降降降降るともちるともちるともちるともちろろろろん若草山はん若草山はん若草山はん若草山は白白白白くなります。山くなります。山くなります。山くなります。山焼焼焼焼きはきはきはきは燃燃燃燃やすとこやすとこやすとこやすところろろろとととと燃燃燃燃やさないとこやさないとこやさないとこやさないところろろろがががが

あって、あって、あって、あって、人人人人が通るが通るが通るが通る道道道道はははは火火火火をつけないということですのでをつけないということですのでをつけないということですのでをつけないということですので遊歩道遊歩道遊歩道遊歩道ができております。一ができております。一ができております。一ができております。一層層層層目目目目

はははは燃燃燃燃やさないので、あと一定のやさないので、あと一定のやさないので、あと一定のやさないので、あと一定の時期時期時期時期かもしれませんがかもしれませんがかもしれませんがかもしれませんが茶色茶色茶色茶色いいいい線線線線としてとしてとしてとして残残残残ります。ります。ります。ります。焼焼焼焼けたとけたとけたとけたと

こここころろろろはもちはもちはもちはもちろろろろんんんん黒黒黒黒くなっていますし、くなっていますし、くなっていますし、くなっていますし、焼焼焼焼けないとこけないとこけないとこけないところろろろはははは茶色茶色茶色茶色にににに残残残残るということで、るということで、るということで、るということで、少少少少しししし比比比比

喩喩喩喩がががが悪悪悪悪いかもしれませんが、ちいかもしれませんが、ちいかもしれませんが、ちいかもしれませんが、ちょょょょうど手うど手うど手うど手術術術術をしたをしたをしたをした後後後後にににに体体体体にににに傷傷傷傷がががが残残残残るというるというるというるという状態状態状態状態がががが見見見見られまられまられまられま

す。若草山にはこのようなす。若草山にはこのようなす。若草山にはこのようなす。若草山にはこのような状態状態状態状態はふさわしくないと思うのです。ですから、日はふさわしくないと思うのです。ですから、日はふさわしくないと思うのです。ですから、日はふさわしくないと思うのです。ですから、日常的常的常的常的にににに見見見見ええええ

ないというのでないというのでないというのでないというので景景景景観には観には観には観には何何何何のののの影響影響影響影響もないということにはならないと思っているのです。こもないということにはならないと思っているのです。こもないということにはならないと思っているのです。こもないということにはならないと思っているのです。こ

れは要れは要れは要れは要望望望望にとめておきますけれども、環境調査とか、それから移動支援施設設置ありきと、にとめておきますけれども、環境調査とか、それから移動支援施設設置ありきと、にとめておきますけれども、環境調査とか、それから移動支援施設設置ありきと、にとめておきますけれども、環境調査とか、それから移動支援施設設置ありきと、

環境調査もそういうことではなくて、この環境調査もそういうことではなくて、この環境調査もそういうことではなくて、この環境調査もそういうことではなくて、この計画計画計画計画のののの全過全過全過全過程をもう一度きちんと程をもう一度きちんと程をもう一度きちんと程をもう一度きちんと全全全全面面面面的的的的にわたにわたにわたにわた

って本当に必要なのか、って本当に必要なのか、って本当に必要なのか、って本当に必要なのか、住民住民住民住民がががが歓迎歓迎歓迎歓迎するものかどうかということをするものかどうかということをするものかどうかということをするものかどうかということを見見見見きわめていただきたきわめていただきたきわめていただきたきわめていただきた
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いということを強くいということを強くいということを強くいということを強く求求求求めておきたいと思います。めておきたいと思います。めておきたいと思います。めておきたいと思います。

それから、この松くい虫の問それから、この松くい虫の問それから、この松くい虫の問それから、この松くい虫の問題題題題ではではではでは多分多分多分多分関係関係関係関係者者者者で、これまでもいで、これまでもいで、これまでもいで、これまでもいろろろろいいいいろろろろとととと対策対策対策対策をされてをされてをされてをされて

きたのだと思うのですけれども、これをきちんと、きたのだと思うのですけれども、これをきちんと、きたのだと思うのですけれども、これをきちんと、きたのだと思うのですけれども、これをきちんと、防防防防いでいくということは今やっていらいでいくということは今やっていらいでいくということは今やっていらいでいくということは今やっていら

ししししゃゃゃゃるわけですが、なかなか大変かと思いますけれども、るわけですが、なかなか大変かと思いますけれども、るわけですが、なかなか大変かと思いますけれども、るわけですが、なかなか大変かと思いますけれども、先先先先ほどもありましたように、平ほどもありましたように、平ほどもありましたように、平ほどもありましたように、平

成２５年３月成２５年３月成２５年３月成２５年３月末末末末には１０本ほど切られるということです。には１０本ほど切られるということです。には１０本ほど切られるということです。には１０本ほど切られるということです。先先先先日、日、日、日、別別別別のののの話話話話になりますけれどになりますけれどになりますけれどになりますけれど

も、新聞のも、新聞のも、新聞のも、新聞の記記記記事で事で事で事で見見見見たのですが、たのですが、たのですが、たのですが、古古古古くからこの奈良公園の一くからこの奈良公園の一くからこの奈良公園の一くからこの奈良公園の一角角角角にありました、にありました、にありました、にありました、ムムムムクロジのクロジのクロジのクロジの

木木木木というのはこれがシというのはこれがシというのはこれがシというのはこれがシカカカカをををを見守見守見守見守ってきたのですけれども、こういうってきたのですけれども、こういうってきたのですけれども、こういうってきたのですけれども、こういう巨木巨木巨木巨木を切らなければなを切らなければなを切らなければなを切らなければな

らないというらないというらないというらないという状態状態状態状態になった。切らなければになった。切らなければになった。切らなければになった。切らなければ倒倒倒倒れて大変なことになるのではないかというこれて大変なことになるのではないかというこれて大変なことになるのではないかというこれて大変なことになるのではないかというこ

とであって、やはり長くそこでとであって、やはり長くそこでとであって、やはり長くそこでとであって、やはり長くそこで生活生活生活生活されているその周辺の方たちにとりましては、本当にされているその周辺の方たちにとりましては、本当にされているその周辺の方たちにとりましては、本当にされているその周辺の方たちにとりましては、本当に

何何何何とか切らないでとか切らないでとか切らないでとか切らないで済む済む済む済む方方方方法法法法はないだはないだはないだはないだろろろろうかとうかとうかとうかと感想感想感想感想でででで述べ述べ述べ述べておられるので、そういうことでておられるので、そういうことでておられるので、そういうことでておられるので、そういうことで

対策対策対策対策は進められていくわけですけれども、それでも切らなければならないというは進められていくわけですけれども、それでも切らなければならないというは進められていくわけですけれども、それでも切らなければならないというは進められていくわけですけれども、それでも切らなければならないという状況状況状況状況になになになにな

っていっているということで、もうっていっているということで、もうっていっているということで、もうっていっているということで、もう少少少少し奈良公園の自し奈良公園の自し奈良公園の自し奈良公園の自然然然然環境環境環境環境全体全体全体全体をををを守守守守るというか、こういるというか、こういるというか、こういるというか、こうい

うううう樹木樹木樹木樹木も含めて、奈良公園基本戦略の事業を進めていくときに、そちらをも含めて、奈良公園基本戦略の事業を進めていくときに、そちらをも含めて、奈良公園基本戦略の事業を進めていくときに、そちらをも含めて、奈良公園基本戦略の事業を進めていくときに、そちらを優先優先優先優先してほしいしてほしいしてほしいしてほしい

と思います。と思います。と思います。と思います。最近最近最近最近のののの流流流流れをれをれをれを見見見見ていますと、もちていますと、もちていますと、もちていますと、もちろろろろんんんん朽朽朽朽ちてちてちてちて古古古古い建物についてい建物についてい建物についてい建物について改造改造改造改造したり、したり、したり、したり、

ちちちちゃゃゃゃんとしなければならないということもあるのですが、そちらがんとしなければならないということもあるのですが、そちらがんとしなければならないということもあるのですが、そちらがんとしなければならないということもあるのですが、そちらが何何何何かかかか先先先先に進められていに進められていに進められていに進められてい

くというくというくというくという感じ感じ感じ感じがしまして、本当にがしまして、本当にがしまして、本当にがしまして、本当に貴重貴重貴重貴重なこの奈良公園の動なこの奈良公園の動なこの奈良公園の動なこの奈良公園の動植植植植物とか、そういう自物とか、そういう自物とか、そういう自物とか、そういう自然然然然環境と環境と環境と環境と

か、か、か、か、景景景景観というものが奈良公園を観というものが奈良公園を観というものが奈良公園を観というものが奈良公園を守守守守るのに一るのに一るのに一るのに一番番番番基本になるとこ基本になるとこ基本になるとこ基本になるところろろろだと思いますので、そのだと思いますので、そのだと思いますので、そのだと思いますので、その

辺をもっと辺をもっと辺をもっと辺をもっと力力力力をををを入入入入れていただきたいと思います。そのことについてれていただきたいと思います。そのことについてれていただきたいと思います。そのことについてれていただきたいと思います。そのことについて何何何何かかかか見解見解見解見解がありましたがありましたがありましたがありました

らお聞きしたいと思います。らお聞きしたいと思います。らお聞きしたいと思います。らお聞きしたいと思います。

○中西奈良公園室長○中西奈良公園室長○中西奈良公園室長○中西奈良公園室長 まずまずまずまず最初最初最初最初に、新公会堂のライトアップの範囲ということですけれど、に、新公会堂のライトアップの範囲ということですけれど、に、新公会堂のライトアップの範囲ということですけれど、に、新公会堂のライトアップの範囲ということですけれど、

庭をライトアップさせていただくわけでございまして、特に新公会堂本館の方から庭をライトアップさせていただくわけでございまして、特に新公会堂本館の方から庭をライトアップさせていただくわけでございまして、特に新公会堂本館の方から庭をライトアップさせていただくわけでございまして、特に新公会堂本館の方から見見見見えるえるえるえる

範囲のふだん範囲のふだん範囲のふだん範囲のふだん歩歩歩歩いていただくとこいていただくとこいていただくとこいていただくところろろろが中が中が中が中心心心心になります。になります。になります。になります。デザデザデザデザインインインイン等等等等についてはもちについてはもちについてはもちについてはもちろろろろんんんん専専専専

門家門家門家門家のののの意見意見意見意見も聞きながらやるわけですが、ごも聞きながらやるわけですが、ごも聞きながらやるわけですが、ごも聞きながらやるわけですが、ご心配心配心配心配のののの太太太太いいいい電線電線電線電線をををを地下地下地下地下にににに潜潜潜潜らせる、らせる、らせる、らせる、地地地地中化を中化を中化を中化を

する必要があるのかどうかというする必要があるのかどうかというする必要があるのかどうかというする必要があるのかどうかという部分部分部分部分については、今ほとんどについては、今ほとんどについては、今ほとんどについては、今ほとんどＬＥＤＬＥＤＬＥＤＬＥＤ化になってきており化になってきており化になってきており化になってきており

ますので、そんなにますので、そんなにますので、そんなにますので、そんなに太太太太いいいい電線電線電線電線が必要ないとが必要ないとが必要ないとが必要ないと我々我々我々我々もももも見見見見ていまして、ていまして、ていまして、ていまして、来来来来られた方のられた方のられた方のられた方の安全上安全上安全上安全上問問問問題題題題

のあるとこのあるとこのあるとこのあるところろろろはははは少少少少ししししカバカバカバカバーをしたりするようなことにはなるかと思いますが、おおーをしたりするようなことにはなるかと思いますが、おおーをしたりするようなことにはなるかと思いますが、おおーをしたりするようなことにはなるかと思いますが、おおむむむむねねねね地地地地

中化を中化を中化を中化を無理無理無理無理にするということはないということだけにするということはないということだけにするということはないということだけにするということはないということだけ申申申申しししし添添添添えたいと思います。えたいと思います。えたいと思います。えたいと思います。

それから、奈良公園のそれから、奈良公園のそれから、奈良公園のそれから、奈良公園の維持管理維持管理維持管理維持管理についてのについてのについてのについての部分部分部分部分でいいますと、奈良公園基本戦略はでいいますと、奈良公園基本戦略はでいいますと、奈良公園基本戦略はでいいますと、奈良公園基本戦略は維持維持維持維持

管理管理管理管理というのを一つのというのを一つのというのを一つのというのを一つの柱柱柱柱にしておりまして、にしておりまして、にしておりまして、にしておりまして、決決決決してしてしてして何何何何かをつくるために松を切っていったかをつくるために松を切っていったかをつくるために松を切っていったかをつくるために松を切っていった

りりりり巨木巨木巨木巨木を切るということはまずないというのがを切るということはまずないというのがを切るということはまずないというのがを切るということはまずないというのが我々我々我々我々のののの信念信念信念信念でございます。松くい虫にやらでございます。松くい虫にやらでございます。松くい虫にやらでございます。松くい虫にやら
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れているれているれているれている分分分分、ナラ、ナラ、ナラ、ナラ枯枯枯枯れするれするれするれする分分分分については、おっしについては、おっしについては、おっしについては、おっしゃゃゃゃるようにこれまで奈良公園るようにこれまで奈良公園るようにこれまで奈良公園るようにこれまで奈良公園全体全体全体全体にににに対対対対しししし

て予算の問て予算の問て予算の問て予算の問題題題題もありまして、もありまして、もありまして、もありまして、維持管理維持管理維持管理維持管理がなかなかできていなかったがなかなかできていなかったがなかなかできていなかったがなかなかできていなかった部分部分部分部分もあり松くい虫にもあり松くい虫にもあり松くい虫にもあり松くい虫に

やられて切らざるをやられて切らざるをやられて切らざるをやられて切らざるを得得得得ないないないない部分部分部分部分は出ていたかと思いますけれども、今は出ていたかと思いますけれども、今は出ていたかと思いますけれども、今は出ていたかと思いますけれども、今後後後後はははは多多多多くの予算をいくの予算をいくの予算をいくの予算をい

ただいてることもただいてることもただいてることもただいてることも踏踏踏踏まえてもっと高度なまえてもっと高度なまえてもっと高度なまえてもっと高度な維持管理維持管理維持管理維持管理をしていきたいと考えております。をしていきたいと考えております。をしていきたいと考えております。をしていきたいと考えております。

それから、あとそれから、あとそれから、あとそれから、あとムムムムクロジのクロジのクロジのクロジの件件件件についても、これはについても、これはについても、これはについても、これは既既既既にににに巨木巨木巨木巨木としては３としては３としては３としては３分分分分の１程度の大きの１程度の大きの１程度の大きの１程度の大き

さになっておりまして、さになっておりまして、さになっておりまして、さになっておりまして、既既既既にににに何何何何回か回か回か回か火災火災火災火災にもにもにもにも遭遭遭遭っているっているっているっている木木木木でございます。周辺の方でございます。周辺の方でございます。周辺の方でございます。周辺の方 々々々々のののの意意意意

見見見見も聞いたも聞いたも聞いたも聞いた上上上上で、例えばで、例えばで、例えばで、例えば原生原生原生原生林の方に林の方に林の方に林の方にワワワワイイイイヤヤヤヤーをかけてこのーをかけてこのーをかけてこのーをかけてこの木木木木をををを守守守守る必要があるかどうかる必要があるかどうかる必要があるかどうかる必要があるかどうか

というというというという部分部分部分部分もももも検討検討検討検討したしたしたした上上上上での今回のでの今回のでの今回のでの今回の伐採伐採伐採伐採だということもごだということもごだということもごだということもご認識認識認識認識願いたいと思います。小林願いたいと思います。小林願いたいと思います。小林願いたいと思います。小林

委員ご委員ご委員ご委員ご指摘指摘指摘指摘のどんどん自のどんどん自のどんどん自のどんどん自然然然然をををを破壊破壊破壊破壊しているのではないかということについては、そうではしているのではないかということについては、そうではしているのではないかということについては、そうではしているのではないかということについては、そうでは

なくて、今いなくて、今いなくて、今いなくて、今いろろろろいいいいろろろろな委員会を立ちな委員会を立ちな委員会を立ちな委員会を立ち上げ上げ上げ上げて自て自て自て自然資源然資源然資源然資源をしっかりをしっかりをしっかりをしっかり守守守守っていこうというのがっていこうというのがっていこうというのがっていこうというのが我我我我

我我我我のののの信念信念信念信念であるということだけ、であるということだけ、であるということだけ、であるということだけ、申申申申しししし添添添添えたいと思います。えたいと思います。えたいと思います。えたいと思います。以上以上以上以上でございます。でございます。でございます。でございます。

○小林委員○小林委員○小林委員○小林委員 今もお今もお今もお今もお答答答答えいただきましたが、自えいただきましたが、自えいただきましたが、自えいただきましたが、自然資源然資源然資源然資源、、、、景景景景観も含めてですけれども、それ観も含めてですけれども、それ観も含めてですけれども、それ観も含めてですけれども、それ

が奈良公園のが奈良公園のが奈良公園のが奈良公園の命命命命だと思っております。だと思っております。だと思っております。だと思っております。確確確確かにそういうかにそういうかにそういうかにそういう意味意味意味意味で、で、で、で、同時同時同時同時に観光に観光に観光に観光客客客客の方にたくさの方にたくさの方にたくさの方にたくさ

んんんん来来来来ていただいてていただいてていただいてていただいて見見見見ていただくということはもちていただくということはもちていただくということはもちていただくということはもちろろろろん必要ですけれども、いん必要ですけれども、いん必要ですけれども、いん必要ですけれども、いろろろろいいいいろ資源ろ資源ろ資源ろ資源がががが

あり、いあり、いあり、いあり、いろろろろいいいいろ挙げろ挙げろ挙げろ挙げていただいていますけれど、どれをていただいていますけれど、どれをていただいていますけれど、どれをていただいていますけれど、どれを見見見見てもそうだと。松くい虫でやらてもそうだと。松くい虫でやらてもそうだと。松くい虫でやらてもそうだと。松くい虫でやら

れた松がそういう大変なれた松がそういう大変なれた松がそういう大変なれた松がそういう大変な状況状況状況状況になっているというになっているというになっているというになっているという現現現現象象象象というのは、というのは、というのは、というのは、非常非常非常非常にににに多多多多くの方がくの方がくの方がくの方が心配心配心配心配

されてされてされてされて何何何何とかしてほしいという声がかなり出てくるわけですので、今ごとかしてほしいという声がかなり出てくるわけですので、今ごとかしてほしいという声がかなり出てくるわけですので、今ごとかしてほしいという声がかなり出てくるわけですので、今ご答弁答弁答弁答弁いただきましいただきましいただきましいただきまし

たが、このたが、このたが、このたが、この維持管理維持管理維持管理維持管理のののの部分部分部分部分でそういうでそういうでそういうでそういう資源資源資源資源の大切さということをの大切さということをの大切さということをの大切さということを改改改改めてめてめてめて認識認識認識認識をををを深深深深くしていくしていくしていくしてい

ただいて、ただいて、ただいて、ただいて、ぜひぜひぜひぜひ強めていただきますようにお願いをしておきます。強めていただきますようにお願いをしておきます。強めていただきますようにお願いをしておきます。強めていただきますようにお願いをしておきます。以上以上以上以上です。です。です。です。

○大坪委員○大坪委員○大坪委員○大坪委員 それでは、奈良公園基本戦略についておそれでは、奈良公園基本戦略についておそれでは、奈良公園基本戦略についておそれでは、奈良公園基本戦略についてお伺伺伺伺いをしたいと思います。いをしたいと思います。いをしたいと思います。いをしたいと思います。

先先先先ほど小林委員からもご質問がありました、今のこの奈良公園基本戦略のほど小林委員からもご質問がありました、今のこの奈良公園基本戦略のほど小林委員からもご質問がありました、今のこの奈良公園基本戦略のほど小林委員からもご質問がありました、今のこの奈良公園基本戦略の取取取取りりりり組み組み組み組みのののの現現現現

状状状状についておについておについておについてお伺伺伺伺いしたいのですが、今、いしたいのですが、今、いしたいのですが、今、いしたいのですが、今、答弁答弁答弁答弁で新公会堂でありますとか若草山の移動支援で新公会堂でありますとか若草山の移動支援で新公会堂でありますとか若草山の移動支援で新公会堂でありますとか若草山の移動支援

の施設、こういったこともありましたが、その他、の施設、こういったこともありましたが、その他、の施設、こういったこともありましたが、その他、の施設、こういったこともありましたが、その他、現状現状現状現状としてどういうことにとしてどういうことにとしてどういうことにとしてどういうことに取取取取りりりり組組組組まれまれまれまれ

ているのか、おているのか、おているのか、おているのか、お答答答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。

○中西奈良公園室長○中西奈良公園室長○中西奈良公園室長○中西奈良公園室長 ただいまのご質問のただいまのご質問のただいまのご質問のただいまのご質問の件件件件でございますが、奈良公園基本戦略は平成２でございますが、奈良公園基本戦略は平成２でございますが、奈良公園基本戦略は平成２でございますが、奈良公園基本戦略は平成２

４年２月につくらせていただいたわけでございますが、それより４年２月につくらせていただいたわけでございますが、それより４年２月につくらせていただいたわけでございますが、それより４年２月につくらせていただいたわけでございますが、それより以前以前以前以前から奈良公園の整備から奈良公園の整備から奈良公園の整備から奈良公園の整備

という進んでいるという進んでいるという進んでいるという進んでいる分分分分と合わせまして、この奈良公園基本戦略のと合わせまして、この奈良公園基本戦略のと合わせまして、この奈良公園基本戦略のと合わせまして、この奈良公園基本戦略の柱柱柱柱でございます自でございます自でございます自でございます自然然然然、、、、歴史歴史歴史歴史

資源資源資源資源をしっかりとをしっかりとをしっかりとをしっかりと守守守守っていくというっていくというっていくというっていくという部分部分部分部分と、と、と、と、維持維持維持維持にあわせてにあわせてにあわせてにあわせて利活利活利活利活用していくという２本の用していくという２本の用していくという２本の用していくという２本の

柱柱柱柱をををを持持持持っております。っております。っております。っております。

まずまずまずまず守守守守っていくっていくっていくっていく部分部分部分部分につきましては、平成２４年のにつきましては、平成２４年のにつきましては、平成２４年のにつきましては、平成２４年の秋秋秋秋、、、、植栽計画植栽計画植栽計画植栽計画委員会が立ち委員会が立ち委員会が立ち委員会が立ち上上上上がりまがりまがりまがりま
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した。これは５０年した。これは５０年した。これは５０年した。これは５０年後後後後、１００年、１００年、１００年、１００年後後後後、奈良公園の、奈良公園の、奈良公園の、奈良公園の木々木々木々木々をどうをどうをどうをどう残残残残すすすすべべべべきか、どうあるきか、どうあるきか、どうあるきか、どうあるべべべべきかきかきかきか

ということを議ということを議ということを議ということを議論論論論してしてしてして計画計画計画計画を立てようというものでございます。そして平成２５年にを立てようというものでございます。そして平成２５年にを立てようというものでございます。そして平成２５年にを立てようというものでございます。そして平成２５年に入入入入りりりり

ますと、ますと、ますと、ますと、春春春春日山日山日山日山原始原始原始原始林林林林再再再再生生生生保保保保全計画検討全計画検討全計画検討全計画検討委員会というのが立ち委員会というのが立ち委員会というのが立ち委員会というのが立ち上上上上がっております。これは、がっております。これは、がっております。これは、がっております。これは、

昨今ナラ昨今ナラ昨今ナラ昨今ナラ枯枯枯枯れやれやれやれや酸性雨酸性雨酸性雨酸性雨でございましたり、それから松くい虫もありますし、シでございましたり、それから松くい虫もありますし、シでございましたり、それから松くい虫もありますし、シでございましたり、それから松くい虫もありますし、シカカカカの問の問の問の問題題題題もももも

あると思います。こういうあると思います。こういうあると思います。こういうあると思います。こういう部分部分部分部分を含めてを含めてを含めてを含めて非常非常非常非常にににに荒廃荒廃荒廃荒廃しているしているしているしている春春春春日山日山日山日山原始原始原始原始林をどのように林をどのように林をどのように林をどのように守守守守

っていくのか、っていくのか、っていくのか、っていくのか、再再再再生生生生していくのかという委員会でございます。それから、３つ目のシしていくのかという委員会でございます。それから、３つ目のシしていくのかという委員会でございます。それから、３つ目のシしていくのかという委員会でございます。それから、３つ目のシカカカカのののの

保保保保護護護護管理管理管理管理委員会というのは、委員会というのは、委員会というのは、委員会というのは、何何何何とか平成２５年中には立ちとか平成２５年中には立ちとか平成２５年中には立ちとか平成２５年中には立ち上げ上げ上げ上げていただきたいと考えていていただきたいと考えていていただきたいと考えていていただきたいと考えてい

るわけですが、これでまずるわけですが、これでまずるわけですが、これでまずるわけですが、これでまず守守守守るるるるべべべべき３つのき３つのき３つのき３つの柱柱柱柱が動き出します。が動き出します。が動き出します。が動き出します。

そして実そして実そして実そして実際際際際目に目に目に目に見見見見えるものとしましては、今、新奈良公園えるものとしましては、今、新奈良公園えるものとしましては、今、新奈良公園えるものとしましては、今、新奈良公園管理管理管理管理事事事事務所務所務所務所を新たに設置をしを新たに設置をしを新たに設置をしを新たに設置をし

ようということでようということでようということでようということで工工工工事事事事着着着着手をしておりまして、手をしておりまして、手をしておりまして、手をしておりまして、現在現在現在現在の事の事の事の事務所務所務所務所にはにはにはには先先先先ほど出ていました新公ほど出ていました新公ほど出ていました新公ほど出ていました新公

会堂のコンベンション機能を会堂のコンベンション機能を会堂のコンベンション機能を会堂のコンベンション機能を充充充充実させるように実させるように実させるように実させるように使使使使っていくというっていくというっていくというっていくという部分部分部分部分。それから県。それから県。それから県。それから県庁東庁東庁東庁東交交交交

差差差差点から大点から大点から大点から大仏殿仏殿仏殿仏殿交交交交差差差差点まで、一度一方通点まで、一度一方通点まで、一度一方通点まで、一度一方通行行行行についていについていについていについていろろろろいいいいろ地ろ地ろ地ろ地元元元元の方との方との方との方とディディディディススススカカカカッションッションッションッション

をして、一方通をして、一方通をして、一方通をして、一方通行行行行はちはちはちはちょょょょっとっとっとっと待待待待てというてというてというてという部分部分部分部分でとまっていたのですが、やはりでとまっていたのですが、やはりでとまっていたのですが、やはりでとまっていたのですが、やはり北側北側北側北側のののの歩道歩道歩道歩道

はははは非常非常非常非常にお年にお年にお年にお年寄寄寄寄りの方を含めてりの方を含めてりの方を含めてりの方を含めて歩歩歩歩きにくいというごきにくいというごきにくいというごきにくいというご意見意見意見意見もももも踏踏踏踏まえて、平成２４年１２月かまえて、平成２４年１２月かまえて、平成２４年１２月かまえて、平成２４年１２月か

らららら工工工工事事事事着着着着手をさせていただきました。そして手をさせていただきました。そして手をさせていただきました。そして手をさせていただきました。そして近々近々近々近々ではではではでは鹿苑鹿苑鹿苑鹿苑が、が、が、が、非常非常非常非常にににに劣劣劣劣悪悪悪悪なななな状況状況状況状況にあるとにあるとにあるとにあると

いうごいうごいうごいうご指摘指摘指摘指摘もももも受受受受けて、けて、けて、けて、何何何何とかできるとことかできるとことかできるとことかできるところろろろからからからから着着着着手をさせていただくということで、奈良手をさせていただくということで、奈良手をさせていただくということで、奈良手をさせていただくということで、奈良

公園基本戦略の中公園基本戦略の中公園基本戦略の中公園基本戦略の中身身身身についてはについてはについてはについては少少少少しずつではありますが進しずつではありますが進しずつではありますが進しずつではありますが進行行行行しているというしているというしているというしているという状況状況状況状況でございでございでございでござい

ます。ます。ます。ます。

○大坪委員○大坪委員○大坪委員○大坪委員 ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。取取取取りりりり組み組み組み組みのののの現状現状現状現状ということでしたが、ということでしたが、ということでしたが、ということでしたが、次次次次の平成２５の平成２５の平成２５の平成２５

年度の予定についてもお年度の予定についてもお年度の予定についてもお年度の予定についてもお答答答答えをいただいて、これをえをいただいて、これをえをいただいて、これをえをいただいて、これを見見見見させていただきますと１させていただきますと１させていただきますと１させていただきますと１６６６６億億億億７７７７，，，，５５５５

３３３３８８８８万万万万３３３３，，，，００００００００００００円円円円という予算になっております。という予算になっております。という予算になっております。という予算になっております。ぜひぜひぜひぜひとも、しっかりととも、しっかりととも、しっかりととも、しっかりと取取取取りりりり組組組組んでいたんでいたんでいたんでいた

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

それで、この奈良公園基本戦略をそれで、この奈良公園基本戦略をそれで、この奈良公園基本戦略をそれで、この奈良公園基本戦略を見見見見せていただいておりますと、せていただいておりますと、せていただいておりますと、せていただいておりますと、取取取取りりりり組み体組み体組み体組み体制制制制というとというとというとというと

こここころろろろで関係で関係で関係で関係者者者者のののの総総総総力力力力のののの結結結結集集集集として、ここでとして、ここでとして、ここでとして、ここで社寺社寺社寺社寺、、、、民間民間民間民間、、、、ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ、そして関係、そして関係、そして関係、そして関係行行行行政政政政機関機関機関機関等連等連等連等連

携携携携となっておりますが、このとなっておりますが、このとなっておりますが、このとなっておりますが、このメメメメンンンンババババーーーー構構構構成はどのようになっておりますでし成はどのようになっておりますでし成はどのようになっておりますでし成はどのようになっておりますでしょょょょうか。うか。うか。うか。

○中西奈良公園室長○中西奈良公園室長○中西奈良公園室長○中西奈良公園室長 社寺社寺社寺社寺はははは東東東東大大大大寺寺寺寺、、、、興福寺興福寺興福寺興福寺、、、、春春春春日大日大日大日大社社社社、、、、ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ等等等等につきましてはならにつきましてはならにつきましてはならにつきましてはなら燈燈燈燈

花花花花会の会、そしてなら会の会、そしてなら会の会、そしてなら会の会、そしてなら瑠璃絵瑠璃絵瑠璃絵瑠璃絵実実実実行行行行委員会、委員会、委員会、委員会、民間民間民間民間は奈良は奈良は奈良は奈良商商商商工工工工会議会議会議会議所所所所、そして、そして、そして、そして旅旅旅旅館館館館組組組組合、関係合、関係合、関係合、関係

行行行行政政政政機関としては奈良機関としては奈良機関としては奈良機関としては奈良市市市市にににに入入入入っていただいております。っていただいております。っていただいております。っていただいております。以上以上以上以上です。です。です。です。

○大坪委員○大坪委員○大坪委員○大坪委員 それではこの施それではこの施それではこの施それではこの施策策策策の推進というとこの推進というとこの推進というとこの推進というところろろろで、県で、県で、県で、県民民民民やややや来来来来訪訪訪訪者等者等者等者等へへへへのののの意見意見意見意見聴聴聴聴取取取取といといといとい

うことがありますが、この中のうことがありますが、この中のうことがありますが、この中のうことがありますが、この中の地地地地元元元元説明会について今までどのように説明会について今までどのように説明会について今までどのように説明会について今までどのように取取取取りりりり組組組組んでこられたんでこられたんでこられたんでこられた
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のか、また今のか、また今のか、また今のか、また今後後後後どのようにしていかれるのか、おどのようにしていかれるのか、おどのようにしていかれるのか、おどのようにしていかれるのか、お伺伺伺伺いいたします。いいたします。いいたします。いいたします。

○中西奈良公園室長○中西奈良公園室長○中西奈良公園室長○中西奈良公園室長 地地地地元元元元説明会につきましては説明会につきましては説明会につきましては説明会につきましては先先先先ほどほどほどほど少少少少しししし触触触触れましたが、れましたが、れましたが、れましたが、過過過過去去去去におきまにおきまにおきまにおきま

しては県しては県しては県しては県庁東庁東庁東庁東交交交交差差差差点から高点から高点から高点から高畑畑畑畑までの一方通までの一方通までの一方通までの一方通行行行行についていについていについていについていろろろろいいいいろろろろなごなごなごなご意見意見意見意見があるということがあるということがあるということがあるということ

でででで各エリ各エリ各エリ各エリアごとにアごとにアごとにアごとに地地地地元元元元説明会をした説明会をした説明会をした説明会をした経緯経緯経緯経緯がございますが、今がございますが、今がございますが、今がございますが、今現在現在現在現在は奈良公園は奈良公園は奈良公園は奈良公園地地地地区区区区整備整備整備整備検討検討検討検討

委員会の中でい委員会の中でい委員会の中でい委員会の中でいろろろろいいいいろろろろ協協協協議をしておりまして、またそういう必要が出た議をしておりまして、またそういう必要が出た議をしておりまして、またそういう必要が出た議をしておりまして、またそういう必要が出た段階段階段階段階でででで地地地地元元元元説明会、説明会、説明会、説明会、

もしくはもしくはもしくはもしくはパパパパブリブリブリブリックコックコックコックコメメメメントを実施したいと考えております。ントを実施したいと考えております。ントを実施したいと考えております。ントを実施したいと考えております。以上以上以上以上でございます。でございます。でございます。でございます。

○大坪委員○大坪委員○大坪委員○大坪委員 それとそれとそれとそれと先先先先日の報日の報日の報日の報道道道道ですけれども、奈良公園観光ですけれども、奈良公園観光ですけれども、奈良公園観光ですけれども、奈良公園観光地地地地域域域域活活活活性性性性化特化特化特化特区区区区、この、この、この、この指指指指定が定が定が定が

外外外外れたというれたというれたというれたという記記記記事が出ておりました。この中で事が出ておりました。この中で事が出ておりました。この中で事が出ておりました。この中で行行行行政政政政とととと民間民間民間民間団団団団体体体体のののの役割役割役割役割分分分分担担担担がががが見見見見えがたいとえがたいとえがたいとえがたいと

いういういういう指摘指摘指摘指摘があったということですが、これはがあったということですが、これはがあったということですが、これはがあったということですが、これは具体的具体的具体的具体的にどのようなことであったのか、ご説にどのようなことであったのか、ご説にどのようなことであったのか、ご説にどのようなことであったのか、ご説

明いただけますでし明いただけますでし明いただけますでし明いただけますでしょょょょうか。うか。うか。うか。

○中西奈良公園室長○中西奈良公園室長○中西奈良公園室長○中西奈良公園室長 当当当当初初初初から奈良公園基本戦略は奈良県がから奈良公園基本戦略は奈良県がから奈良公園基本戦略は奈良県がから奈良公園基本戦略は奈良県が主主主主体体体体となってと言っておりまとなってと言っておりまとなってと言っておりまとなってと言っておりま

す。これはす。これはす。これはす。これは何何何何かといいますと、費用かといいますと、費用かといいますと、費用かといいますと、費用負担負担負担負担等等等等について、なかなかについて、なかなかについて、なかなかについて、なかなか民間民間民間民間にににに負担負担負担負担をををを求求求求めるのはめるのはめるのはめるのは難難難難

しいということで、県が費用しいということで、県が費用しいということで、県が費用しいということで、県が費用負担負担負担負担を含めてを含めてを含めてを含めて主主主主体的体的体的体的ということになっているのですが、どうということになっているのですが、どうということになっているのですが、どうということになっているのですが、どう

もももも内内内内閣府閣府閣府閣府でつくられた委員会の方でつくられた委員会の方でつくられた委員会の方でつくられた委員会の方 々々々々にはこのにはこのにはこのにはこの部分部分部分部分が、県がが、県がが、県がが、県が先先先先にににに走走走走ってってってって民間民間民間民間がついてきていがついてきていがついてきていがついてきてい

ないととらえられたようでございまして、私どもからもないととらえられたようでございまして、私どもからもないととらえられたようでございまして、私どもからもないととらえられたようでございまして、私どもからも何何何何度も説明をさせていただいたの度も説明をさせていただいたの度も説明をさせていただいたの度も説明をさせていただいたの

ですが、そのようにですが、そのようにですが、そのようにですが、そのように誤誤誤誤解解解解をされたとをされたとをされたとをされたと認識認識認識認識しております。しております。しております。しております。以上以上以上以上でございます。でございます。でございます。でございます。

○大坪委員○大坪委員○大坪委員○大坪委員 見解見解見解見解のののの相違相違相違相違というというというという感じ感じ感じ感じかと思うのですけれども、それではこの奈良公園基本かと思うのですけれども、それではこの奈良公園基本かと思うのですけれども、それではこの奈良公園基本かと思うのですけれども、それではこの奈良公園基本

戦略と奈良公園観光戦略と奈良公園観光戦略と奈良公園観光戦略と奈良公園観光地地地地域域域域活活活活性性性性化特化特化特化特区区区区のののの具体的具体的具体的具体的な関係というか、どの辺がこっちの特な関係というか、どの辺がこっちの特な関係というか、どの辺がこっちの特な関係というか、どの辺がこっちの特区区区区のはのはのはのは

こうであるとか、戦略はこうだというこうであるとか、戦略はこうだというこうであるとか、戦略はこうだというこうであるとか、戦略はこうだという位位位位置づけ置づけ置づけ置づけ的的的的なものをなものをなものをなものを教教教教えていただけたらありがたいえていただけたらありがたいえていただけたらありがたいえていただけたらありがたい

です。です。です。です。

○中西奈良公園室長○中西奈良公園室長○中西奈良公園室長○中西奈良公園室長 特特特特区区区区の中でいいますと規の中でいいますと規の中でいいますと規の中でいいますと規制緩和制緩和制緩和制緩和がそもそもの目がそもそもの目がそもそもの目がそもそもの目玉玉玉玉でございまして、でございまして、でございまして、でございまして、

私どもがこの特私どもがこの特私どもがこの特私どもがこの特区区区区の中でお願いしておりましたのは、の中でお願いしておりましたのは、の中でお願いしておりましたのは、の中でお願いしておりましたのは、前前前前から言っておりますから言っておりますから言っておりますから言っております植栽植栽植栽植栽などをすなどをすなどをすなどをす

るときにるときにるときにるときに現状現状現状現状変変変変更許可更許可更許可更許可が要るわけでございますが、この３が要るわけでございますが、この３が要るわけでございますが、この３が要るわけでございますが、この３カカカカ月ほどかかる月ほどかかる月ほどかかる月ほどかかる部分部分部分部分を奈良県にを奈良県にを奈良県にを奈良県に

権限権限権限権限移移移移譲譲譲譲していただくことによって１していただくことによって１していただくことによって１していただくことによって１カカカカ月月月月以内以内以内以内でででで済む済む済む済むというようなことができないのか。というようなことができないのか。というようなことができないのか。というようなことができないのか。

それから奈良公園にそれから奈良公園にそれから奈良公園にそれから奈良公園に外外外外国の方がたくさん国の方がたくさん国の方がたくさん国の方がたくさん来来来来られるのですが、通られるのですが、通られるのですが、通られるのですが、通訳訳訳訳の数がの数がの数がの数が絶絶絶絶対的対的対的対的にににに少少少少ない。ない。ない。ない。

通通通通訳訳訳訳案案案案内内内内士士士士というのはというのはというのはというのは非常非常非常非常にににに難難難難しいしいしいしい試験試験試験試験でございまして、でございまして、でございまして、でございまして、全全全全国国国国的的的的なななな知知知知識識識識をををを持持持持っていないとっていないとっていないとっていないと

なかなかそのなかなかそのなかなかそのなかなかその試験試験試験試験に通らない。奈良で通に通らない。奈良で通に通らない。奈良で通に通らない。奈良で通訳訳訳訳していただくしていただくしていただくしていただく人人人人は、は、は、は、極端極端極端極端に言うと奈良のことをに言うと奈良のことをに言うと奈良のことをに言うと奈良のことを

詳詳詳詳しくごしくごしくごしくご存存存存じじじじであれば、であれば、であれば、であれば、失礼失礼失礼失礼な言い方ですけれどほかのことはな言い方ですけれどほかのことはな言い方ですけれどほかのことはな言い方ですけれどほかのことは常識常識常識常識程度でも、いいのでは程度でも、いいのでは程度でも、いいのでは程度でも、いいのでは

ないか。通ないか。通ないか。通ないか。通訳訳訳訳案案案案内内内内士士士士のこの辺ののこの辺ののこの辺ののこの辺のハハハハーーーードドドドルをルをルをルを少少少少し奈良公園観光し奈良公園観光し奈良公園観光し奈良公園観光地地地地域域域域活活活活性性性性化特化特化特化特区区区区でででで下げ下げ下げ下げていたていたていたていた

だけないか。それからあとだけないか。それからあとだけないか。それからあとだけないか。それからあとホホホホテテテテル、ル、ル、ル、旅旅旅旅館が今、自館が今、自館が今、自館が今、自分分分分とことことこところろろろのののの旅旅旅旅館館館館へ泊へ泊へ泊へ泊まるとこういうまるとこういうまるとこういうまるとこういう旅旅旅旅行行行行
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商品商品商品商品がありますよというがありますよというがありますよというがありますよという部分部分部分部分を出しておられるのですが、その中に今のを出しておられるのですが、その中に今のを出しておられるのですが、その中に今のを出しておられるのですが、その中に今の旅旅旅旅行行行行業業業業法法法法でいいまでいいまでいいまでいいま

すと、うちすと、うちすと、うちすと、うちへ泊へ泊へ泊へ泊まってまってまってまってババババススススでででで法法法法隆寺へ隆寺へ隆寺へ隆寺へというというというというババババススススをををを旅旅旅旅館では出せないのです。それを例え館では出せないのです。それを例え館では出せないのです。それを例え館では出せないのです。それを例え

ば、広いば、広いば、広いば、広い解解解解釈釈釈釈でででで旅旅旅旅行行行行会会会会社社社社とタイアップすることで、それをとタイアップすることで、それをとタイアップすることで、それをとタイアップすることで、それを商品商品商品商品としてとしてとしてとして売売売売れるようなれるようなれるようなれるような緩和緩和緩和緩和がががが

できませんかというできませんかというできませんかというできませんかという部分部分部分部分を観光のを観光のを観光のを観光の地地地地域域域域活活活活性性性性化のために出していたわけでございます。です化のために出していたわけでございます。です化のために出していたわけでございます。です化のために出していたわけでございます。です

ので、奈良公園基本戦略の中でいうとこので、奈良公園基本戦略の中でいうとこので、奈良公園基本戦略の中でいうとこので、奈良公園基本戦略の中でいうところろろろの大きなの大きなの大きなの大きな柱柱柱柱ではないというとではないというとではないというとではないというと語弊語弊語弊語弊がありますけがありますけがありますけがありますけ

れども、奈良公園基本戦略の観光れども、奈良公園基本戦略の観光れども、奈良公園基本戦略の観光れども、奈良公園基本戦略の観光振振振振興興興興なりなりなりなり地地地地域域域域活活活活性性性性を進めるを進めるを進めるを進める意味意味意味意味で特で特で特で特区区区区申申申申請請請請をしていたとをしていたとをしていたとをしていたと

いうことでございます。いうことでございます。いうことでございます。いうことでございます。

○大坪委員○大坪委員○大坪委員○大坪委員 それでは、この奈良公園基本戦略について、今回の特それでは、この奈良公園基本戦略について、今回の特それでは、この奈良公園基本戦略について、今回の特それでは、この奈良公園基本戦略について、今回の特区区区区のののの指指指指定を定を定を定を逃逃逃逃したといしたといしたといしたとい

うことのうことのうことのうことの影響影響影響影響というのは特にというのは特にというのは特にというのは特に何何何何かあるのでしかあるのでしかあるのでしかあるのでしょょょょうか。うか。うか。うか。

○中西奈良公園室長○中西奈良公園室長○中西奈良公園室長○中西奈良公園室長 このことによって奈良公園基本戦略の施このことによって奈良公園基本戦略の施このことによって奈良公園基本戦略の施このことによって奈良公園基本戦略の施策策策策推進がとまるということ推進がとまるということ推進がとまるということ推進がとまるということ

はははは全然全然全然全然ないと思います。ただ、ないと思います。ただ、ないと思います。ただ、ないと思います。ただ、何何何何度も言いますように度も言いますように度も言いますように度も言いますようにスピスピスピスピーーーードドドド化を化を化を化を図図図図ってやっていたってやっていたってやっていたってやっていた部分部分部分部分

がありますので、私どもとしてはがありますので、私どもとしてはがありますので、私どもとしてはがありますので、私どもとしては再再再再申申申申請請請請するかどうか、またするかどうか、またするかどうか、またするかどうか、また違違違違うやり方があるのかどうかうやり方があるのかどうかうやり方があるのかどうかうやり方があるのかどうか

もももも視野視野視野視野にににに入入入入れてれてれてれて検討検討検討検討していきたいと思っております。していきたいと思っております。していきたいと思っております。していきたいと思っております。

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

最後最後最後最後に要に要に要に要望望望望ですが、ですが、ですが、ですが、先先先先ほどのほどのほどのほどの連携連携連携連携とととと総総総総力力力力のののの結結結結集集集集というこのというこのというこのというこのメメメメンンンンババババーーーー構構構構成、そしてまた成、そしてまた成、そしてまた成、そしてまた地地地地

元元元元説明会というとこ説明会というとこ説明会というとこ説明会というところろろろですが、やはり奈良公園のですが、やはり奈良公園のですが、やはり奈良公園のですが、やはり奈良公園の地地地地域域域域というのはそこでというのはそこでというのはそこでというのはそこで生活生活生活生活されておられされておられされておられされておられ

る方もたくさんおられますし、またごる方もたくさんおられますし、またごる方もたくさんおられますし、またごる方もたくさんおられますし、またご商売商売商売商売をされている方もおられます。そういった方をされている方もおられます。そういった方をされている方もおられます。そういった方をされている方もおられます。そういった方 々々々々

のしっかりとした声を聞いていただきたいということと、のしっかりとした声を聞いていただきたいということと、のしっかりとした声を聞いていただきたいということと、のしっかりとした声を聞いていただきたいということと、何何何何もそれは要もそれは要もそれは要もそれは要望望望望とかだけでなく、とかだけでなく、とかだけでなく、とかだけでなく、

やはりそこにおられる方というのはいやはりそこにおられる方というのはいやはりそこにおられる方というのはいやはりそこにおられる方というのはいろろろろいいいいろろろろなことを、公園のなことを、公園のなことを、公園のなことを、公園の見見見見方というのが、また方というのが、また方というのが、また方というのが、また行行行行政政政政

とととと違違違違うううう見見見見方をしておられると思いますので、すばらしいアイ方をしておられると思いますので、すばらしいアイ方をしておられると思いますので、すばらしいアイ方をしておられると思いますので、すばらしいアイデデデデアなどもアなどもアなどもアなども持持持持っておられるのっておられるのっておられるのっておられるの

ではとではとではとではと感じ感じ感じ感じております。ております。ております。ております。民間民間民間民間という中にという中にという中にという中に地地地地元元元元の方ということもしっかりと考えていただいの方ということもしっかりと考えていただいの方ということもしっかりと考えていただいの方ということもしっかりと考えていただい

て、今て、今て、今て、今後後後後この戦略をよりすばらしいものにしていただくことを要この戦略をよりすばらしいものにしていただくことを要この戦略をよりすばらしいものにしていただくことを要この戦略をよりすばらしいものにしていただくことを要望望望望いたしまして、私の質いたしまして、私の質いたしまして、私の質いたしまして、私の質

問を問を問を問を終終終終わらせていただきます。ありがとうございました。わらせていただきます。ありがとうございました。わらせていただきます。ありがとうございました。わらせていただきます。ありがとうございました。

○阪口委員○阪口委員○阪口委員○阪口委員 質問は質問は質問は質問は「「「「平成２５年度一平成２５年度一平成２５年度一平成２５年度一般般般般会会会会計計計計特特特特別別別別会会会会計計計計予算案の予算案の予算案の予算案の概概概概要要要要」」」」の３２の３２の３２の３２ペペペページ、国ージ、国ージ、国ージ、国際際際際

交流交流交流交流の推進というとこの推進というとこの推進というとこの推進というところろろろの中国の中国の中国の中国陜西省陜西省陜西省陜西省との友との友との友との友好好好好交流交流交流交流の推進です。事業の推進です。事業の推進です。事業の推進です。事業内内内内容につきましては、容につきましては、容につきましては、容につきましては、

賛賛賛賛成であります。ただし、中国とは成であります。ただし、中国とは成であります。ただし、中国とは成であります。ただし、中国とは現在現在現在現在ちちちちょょょょっとっとっとっと緊張緊張緊張緊張状態状態状態状態がががが続続続続いていますので、実いていますので、実いていますので、実いていますので、実際際際際新規新規新規新規

事業として、事業として、事業として、事業として、陜西省陜西省陜西省陜西省との友との友との友との友好好好好交流交流交流交流が実が実が実が実現現現現できるのかできるのかできるのかできるのか危惧危惧危惧危惧するとこするとこするとこするところろろろであります。あと、であります。あと、であります。あと、であります。あと、陜陜陜陜

西省西省西省西省とのとのとのとのスポスポスポスポーーーーツツツツ交流交流交流交流の実施の実施の実施の実施等等等等とありますけれども、とありますけれども、とありますけれども、とありますけれども、具体的具体的具体的具体的にはどのようなにはどのようなにはどのようなにはどのようなスポスポスポスポーーーーツツツツを考を考を考を考

えておられるのか、お聞きをしたい。えておられるのか、お聞きをしたい。えておられるのか、お聞きをしたい。えておられるのか、お聞きをしたい。

２点目は、２点目は、２点目は、２点目は、外外外外国国国国人人人人留留留留学生学生学生学生支援のアジア支援のアジア支援のアジア支援のアジア太太太太平平平平洋洋洋洋セセセセンター関ンター関ンター関ンター関連連連連の質問です。アジアの質問です。アジアの質問です。アジアの質問です。アジア太太太太平平平平洋洋洋洋セセセセ
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ンターは、シルンターは、シルンターは、シルンターは、シルキキキキア奈良の２ア奈良の２ア奈良の２ア奈良の２階階階階に設置されたと思うのですが、奈良県が県に設置されたと思うのですが、奈良県が県に設置されたと思うのですが、奈良県が県に設置されたと思うのですが、奈良県が県庁庁庁庁でやらなくて、でやらなくて、でやらなくて、でやらなくて、

このアジアこのアジアこのアジアこのアジア太太太太平平平平洋洋洋洋セセセセンター事ンター事ンター事ンター事務所内務所内務所内務所内の国の国の国の国際交流際交流際交流際交流ササササロンにおいてロンにおいてロンにおいてロンにおいてネネネネットットットットワワワワークづくりのークづくりのークづくりのークづくりの相談相談相談相談

をされると。このあたりのイをされると。このあたりのイをされると。このあたりのイをされると。このあたりのイメメメメージがちージがちージがちージがちょょょょっとわからないので、国っとわからないので、国っとわからないので、国っとわからないので、国際交流際交流際交流際交流ササササロンというのロンというのロンというのロンというの

はどんなものかということをお聞きをしたい。はどんなものかということをお聞きをしたい。はどんなものかということをお聞きをしたい。はどんなものかということをお聞きをしたい。

続続続続きましてアジアきましてアジアきましてアジアきましてアジア太太太太平平平平洋洋洋洋地地地地域域域域委員会委員会委員会委員会等等等等誘致誘致誘致誘致事業のことです。ここには３１０事業のことです。ここには３１０事業のことです。ここには３１０事業のことです。ここには３１０万円万円万円万円予算予算予算予算計計計計

上上上上されています。これは奈良県がされています。これは奈良県がされています。これは奈良県がされています。これは奈良県が誘致誘致誘致誘致活活活活動をするために動をするために動をするために動をするために計上計上計上計上されていると思うのですが、されていると思うのですが、されていると思うのですが、されていると思うのですが、

そもそもアジアそもそもアジアそもそもアジアそもそもアジア太太太太平平平平洋洋洋洋セセセセンターの事業ンターの事業ンターの事業ンターの事業内内内内容に、国容に、国容に、国容に、国際際際際観光を観光を観光を観光を盛盛盛盛んにするために国んにするために国んにするために国んにするために国際際際際会議会議会議会議等等等等をををを

開催開催開催開催するという事業するという事業するという事業するという事業内内内内容があるわけです。このあたりの関容があるわけです。このあたりの関容があるわけです。このあたりの関容があるわけです。このあたりの関連連連連性性性性ですがアジアですがアジアですがアジアですがアジア太太太太平平平平洋洋洋洋セセセセンタンタンタンタ

ーもーもーもーも誘致誘致誘致誘致活活活活動をし、奈良県もするのか、２本立てでやっていくのか、そのあたりの関動をし、奈良県もするのか、２本立てでやっていくのか、そのあたりの関動をし、奈良県もするのか、２本立てでやっていくのか、そのあたりの関動をし、奈良県もするのか、２本立てでやっていくのか、そのあたりの関連連連連性性性性

をお聞きしたいと思います。をお聞きしたいと思います。をお聞きしたいと思います。をお聞きしたいと思います。

３点目には小林委員も質問されましたが、若草山３点目には小林委員も質問されましたが、若草山３点目には小林委員も質問されましたが、若草山３点目には小林委員も質問されましたが、若草山へへへへの移動支援整備のための環境調査での移動支援整備のための環境調査での移動支援整備のための環境調査での移動支援整備のための環境調査で

すが、この移動支援のすが、この移動支援のすが、この移動支援のすが、この移動支援の導入導入導入導入に関しましては私も一に関しましては私も一に関しましては私も一に関しましては私も一般般般般質問で質問で質問で質問で反反反反対対対対をいたしております。もうをいたしております。もうをいたしております。もうをいたしております。もう

答答答答えもありましたのでえもありましたのでえもありましたのでえもありましたので少少少少しししし確認確認確認確認をしたいのですが、調査をしたいのですが、調査をしたいのですが、調査をしたいのですが、調査結果結果結果結果が出たらそれをが出たらそれをが出たらそれをが出たらそれを市市市市民民民民に公に公に公に公表表表表ささささ

れると思うのですが、調査れると思うのですが、調査れると思うのですが、調査れると思うのですが、調査結果結果結果結果によってはやめることもによってはやめることもによってはやめることもによってはやめることも選択肢選択肢選択肢選択肢の一つとしてあるのか、なの一つとしてあるのか、なの一つとしてあるのか、なの一つとしてあるのか、な

いのか、そのあたりをお聞きしたい。いのか、そのあたりをお聞きしたい。いのか、そのあたりをお聞きしたい。いのか、そのあたりをお聞きしたい。以上以上以上以上３点であります。３点であります。３点であります。３点であります。

○中村国際観光課長○中村国際観光課長○中村国際観光課長○中村国際観光課長 今、大きく今、大きく今、大きく今、大きく分分分分けて３点、阪口委員からご質問が出ました。けて３点、阪口委員からご質問が出ました。けて３点、阪口委員からご質問が出ました。けて３点、阪口委員からご質問が出ました。

まず、まず、まず、まず、スポスポスポスポーーーーツツツツ交流交流交流交流事業についてでございます。中国との事業についてでございます。中国との事業についてでございます。中国との事業についてでございます。中国との緊張緊張緊張緊張がががが続続続続く中で、く中で、く中で、く中で、スポスポスポスポーーーーツツツツ交交交交

流流流流事業について事業について事業について事業について具体的具体的具体的具体的ななななスポスポスポスポーーーーツツツツはははは何何何何かというご質問でございました。本県と平成２３年、かというご質問でございました。本県と平成２３年、かというご質問でございました。本県と平成２３年、かというご質問でございました。本県と平成２３年、

友友友友好好好好提提提提携携携携をををを結結結結びびびびました中国ました中国ました中国ました中国陜西省陜西省陜西省陜西省と、と、と、と、分分分分野野野野別別別別にいにいにいにいろろろろいいいいろろろろな友な友な友な友好好好好交流交流交流交流事業を進めるために事業を進めるために事業を進めるために事業を進めるために各各各各

関係機関、関係関係機関、関係関係機関、関係関係機関、関係課課課課を含めましてを含めましてを含めましてを含めまして協協協協議を実施したとこ議を実施したとこ議を実施したとこ議を実施したところろろろでございますが、そのでございますが、そのでございますが、そのでございますが、その結果結果結果結果、平成２、平成２、平成２、平成２

５年度５年度５年度５年度陜西省陜西省陜西省陜西省ととととババババスケスケスケスケットットットットボボボボールを通ールを通ールを通ールを通じじじじたたたたスポスポスポスポーーーーツツツツ交流交流交流交流事業を事業を事業を事業を行行行行うこととしております。うこととしております。うこととしております。うこととしております。

当事業では平成２５年の夏ご当事業では平成２５年の夏ご当事業では平成２５年の夏ご当事業では平成２５年の夏ごろろろろに、に、に、に、陜西省陜西省陜西省陜西省から中から中から中から中学生学生学生学生ののののババババスケスケスケスケットットットットボボボボールールールール選選選選手をお手をお手をお手をお迎迎迎迎えしえしえしえし

まして、県まして、県まして、県まして、県内内内内の中の中の中の中学生学生学生学生とととと親善試親善試親善試親善試合などを通合などを通合などを通合などを通じ交流じ交流じ交流じ交流することとしております。当事業の実施することとしております。当事業の実施することとしております。当事業の実施することとしております。当事業の実施

によりまして、によりまして、によりまして、によりまして、青青青青少少少少年に国年に国年に国年に国際交流際交流際交流際交流の機会を提の機会を提の機会を提の機会を提供供供供いたしまして国いたしまして国いたしまして国いたしまして国際際際際性豊性豊性豊性豊かなかなかなかな青青青青少少少少年の年の年の年の人人人人材育材育材育材育

成を成を成を成を図図図図ることと、またることと、またることと、またることと、またババババスケスケスケスケットットットットボボボボールの強ールの強ールの強ールの強豪豪豪豪国であります中国との国であります中国との国であります中国との国であります中国との交流交流交流交流をををを図図図図ることによることによることによることによ

りまして、本県のりまして、本県のりまして、本県のりまして、本県のババババスケスケスケスケットットットットボボボボールールールール界界界界のののの活活活活性性性性化にもつながると考えております。化にもつながると考えております。化にもつながると考えております。化にもつながると考えております。

２点目の２点目の２点目の２点目の外外外外国国国国人人人人留留留留学生学生学生学生支援事業の中で国支援事業の中で国支援事業の中で国支援事業の中で国際交流際交流際交流際交流ササササロンとはというご質問でございます。ロンとはというご質問でございます。ロンとはというご質問でございます。ロンとはというご質問でございます。

外外外外国国国国人人人人留留留留学生学生学生学生につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、現在現在現在現在奈良県奈良県奈良県奈良県内内内内にににに留留留留学生学生学生学生がががが約約約約１１１１，，，，４００４００４００４００人人人人ほどおられます。ほどおられます。ほどおられます。ほどおられます。

それで、それで、それで、それで、先先先先ほどほどほどほどＵＮＷＴＯＵＮＷＴＯＵＮＷＴＯＵＮＷＴＯのアジアのアジアのアジアのアジア太太太太平平平平洋洋洋洋セセセセンターとの関ンターとの関ンターとの関ンターとの関連連連連性性性性についても言についても言についても言についても言及及及及されたと思されたと思されたと思されたと思

いますが、奈良県では平成２４年１２月に国いますが、奈良県では平成２４年１２月に国いますが、奈良県では平成２４年１２月に国いますが、奈良県では平成２４年１２月に国際際際際機関の国機関の国機関の国機関の国連専門連専門連専門連専門機関であります機関であります機関であります機関であります世界世界世界世界観光機観光機観光機観光機
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関関関関ＵＮＷＴＯＵＮＷＴＯＵＮＷＴＯＵＮＷＴＯのアジアのアジアのアジアのアジア太太太太平平平平洋洋洋洋セセセセンターをンターをンターをンターを誘致誘致誘致誘致いたしました。当いたしました。当いたしました。当いたしました。当該該該該セセセセンターをンターをンターをンターを管理管理管理管理しますしますしますします財財財財

団団団団法人法人法人法人アジアアジアアジアアジア太太太太平平平平洋洋洋洋観光観光観光観光交流セ交流セ交流セ交流センター、略してンター、略してンター、略してンター、略してＡＰＴＡＰＴＡＰＴＡＰＴＥＥＥＥＣＣＣＣといいますが、といいますが、といいますが、といいますが、地地地地域域域域の国の国の国の国際交流際交流際交流際交流

や観光や観光や観光や観光振振振振興興興興をををを資資資資することを目することを目することを目することを目的的的的といたしまして、事といたしまして、事といたしまして、事といたしまして、事務所内務所内務所内務所内に国に国に国に国際交流際交流際交流際交流ササササロンというのを設ロンというのを設ロンというのを設ロンというのを設

置されておられます。国置されておられます。国置されておられます。国置されておられます。国際交流際交流際交流際交流ササササロンは奈良県ではなくてロンは奈良県ではなくてロンは奈良県ではなくてロンは奈良県ではなくてＡＰＴＡＰＴＡＰＴＡＰＴＥＥＥＥＣＣＣＣというというというという財財財財団団団団法人法人法人法人が設が設が設が設

置されておられます。それで、県は置されておられます。それで、県は置されておられます。それで、県は置されておられます。それで、県はＡＰＴＡＰＴＡＰＴＡＰＴＥＥＥＥＣＣＣＣとととと覚書覚書覚書覚書をををを交交交交わしまして、この国わしまして、この国わしまして、この国わしまして、この国際交流際交流際交流際交流ササササロロロロ

ンンンン内内内内に奈良県に奈良県に奈良県に奈良県留留留留学生交流学生交流学生交流学生交流コーナーをコーナーをコーナーをコーナーを開開開開設し、設し、設し、設し、ササササロンロンロンロン全体全体全体全体をををを運運運運営営営営管理管理管理管理することといたしておすることといたしておすることといたしておすることといたしてお

ります。奈良県はります。奈良県はります。奈良県はります。奈良県は在住在住在住在住外外外外国国国国人人人人の支援、あるいはまたの支援、あるいはまたの支援、あるいはまたの支援、あるいはまた多文多文多文多文化化化化共共共共生生生生を推進するを推進するを推進するを推進する従従従従来組来組来組来組織織織織をををを活活活活用用用用

いたしまして、またこのいたしまして、またこのいたしまして、またこのいたしまして、またこのＡＰＴＡＰＴＡＰＴＡＰＴＥＥＥＥＣＣＣＣとも一とも一とも一とも一体的体的体的体的にににに地地地地域域域域の国の国の国の国際際際際化を化を化を化を図図図図るためにるためにるためにるためにＡＰＴＡＰＴＡＰＴＡＰＴＥＥＥＥＣＣＣＣのののの

近隣近隣近隣近隣に新たにに新たにに新たにに新たに外外外外国国国国人人人人支援支援支援支援セセセセンターをンターをンターをンターを開開開開設し、設し、設し、設し、留留留留学生学生学生学生のののの交流交流交流交流室を設け室を設け室を設け室を設け留留留留学生交流学生交流学生交流学生交流コーナーをコーナーをコーナーをコーナーを

管理運管理運管理運管理運営営営営したいと考えております。ちなしたいと考えております。ちなしたいと考えております。ちなしたいと考えております。ちなみみみみにににに留留留留学生交流学生交流学生交流学生交流コーナーにつきましては、コーナーにつきましては、コーナーにつきましては、コーナーにつきましては、留留留留学先学先学先学先

として奈良をとして奈良をとして奈良をとして奈良を選び選び選び選び、また奈良で、また奈良で、また奈良で、また奈良で学学学学びびびび、この、この、この、この地地地地にやってきたにやってきたにやってきたにやってきた留留留留学生学生学生学生がががが快快快快適、適、適、適、便便便便利利利利にににに学生生活学生生活学生生活学生生活

をををを送送送送っていただくことができますようにっていただくことができますようにっていただくことができますようにっていただくことができますように留留留留学生同学生同学生同学生同士士士士のののの交流交流交流交流、また奈良の、また奈良の、また奈良の、また奈良の風土風土風土風土やややや文文文文化に化に化に化に親親親親しししし

んでいただいて、んでいただいて、んでいただいて、んでいただいて、勉勉勉勉学以学以学以学以外外外外にもにもにもにも多多多多くのくのくのくの知知知知識識識識やややや経験経験経験経験をををを身身身身につけていただいて、につけていただいて、につけていただいて、につけていただいて、ネネネネットットットットワワワワークークークーク

や思い出をつくる拠点となるようにや思い出をつくる拠点となるようにや思い出をつくる拠点となるようにや思い出をつくる拠点となるように所所所所要の予算を要の予算を要の予算を要の予算を組組組組ませていただいております。ませていただいております。ませていただいております。ませていただいております。

それからそれからそれからそれから最後最後最後最後でございますけども、でございますけども、でございますけども、でございますけども、ＵＮＷＴＯＵＮＷＴＯＵＮＷＴＯＵＮＷＴＯ地地地地域域域域委員会の委員会の委員会の委員会の概概概概要についてはどうかとい要についてはどうかとい要についてはどうかとい要についてはどうかとい

うことでございまして、もともと国うことでございまして、もともと国うことでございまして、もともと国うことでございまして、もともと国際際際際会議の会議の会議の会議の誘致誘致誘致誘致を目を目を目を目的的的的といたします、今回、９月にごといたします、今回、９月にごといたします、今回、９月にごといたします、今回、９月にご承承承承

認認認認いただきましたいただきましたいただきましたいただきましたＵＮＷＴＯＵＮＷＴＯＵＮＷＴＯＵＮＷＴＯのアジアのアジアのアジアのアジア太太太太平平平平洋洋洋洋セセセセンターのンターのンターのンターの誘致誘致誘致誘致と関と関と関と関連連連連いたしますその国いたしますその国いたしますその国いたしますその国際際際際会会会会

議の議の議の議の誘致誘致誘致誘致との関との関との関との関連連連連性性性性もお聞きいただきました。これも３２もお聞きいただきました。これも３２もお聞きいただきました。これも３２もお聞きいただきました。これも３２ペペペページ、ージ、ージ、ージ、ＵＮＷＴＯＵＮＷＴＯＵＮＷＴＯＵＮＷＴＯのアジアのアジアのアジアのアジア太太太太

平平平平洋洋洋洋地地地地域域域域委員会委員会委員会委員会等等等等のののの誘致誘致誘致誘致事業というとこ事業というとこ事業というとこ事業というところろろろでございますが、国でございますが、国でございますが、国でございますが、国連専門連専門連専門連専門機関、機関、機関、機関、先先先先ほど言いまほど言いまほど言いまほど言いま

すようにすようにすようにすようにＵＮＷＴＯＵＮＷＴＯＵＮＷＴＯＵＮＷＴＯでございますが、アでございますが、アでございますが、アでございますが、アフリフリフリフリカカカカ、ア、ア、ア、アメリメリメリメリカカカカ、、、、東東東東アジア、アジア、アジア、アジア、ヨヨヨヨーロッーロッーロッーロッパパパパ、中、中、中、中東東東東、、、、

南南南南アジア、このアジア、このアジア、このアジア、この６６６６つのつのつのつの地地地地域域域域に委員会が置かれておりまして、このうちに委員会が置かれておりまして、このうちに委員会が置かれておりまして、このうちに委員会が置かれておりまして、このうちＵＮＷＴＯＵＮＷＴＯＵＮＷＴＯＵＮＷＴＯアジアアジアアジアアジア太太太太

平平平平洋洋洋洋セセセセンターのンターのンターのンターの管管管管轄区域轄区域轄区域轄区域でありますでありますでありますであります東東東東アジアアジアアジアアジア地地地地域域域域委員会と委員会と委員会と委員会と南南南南アジアアジアアジアアジア地地地地域域域域委員会では委員会では委員会では委員会では毎毎毎毎年年年年地地地地

域域域域委員会が委員会が委員会が委員会が開催開催開催開催されておりまして、されておりまして、されておりまして、されておりまして、最近最近最近最近ではアジアではアジアではアジアではアジア太太太太平平平平洋洋洋洋地地地地域域域域委員会といたしまして合委員会といたしまして合委員会といたしまして合委員会といたしまして合同同同同

のののの地地地地域域域域委員会を委員会を委員会を委員会を開催開催開催開催されているとこされているとこされているとこされているところろろろでございます。このでございます。このでございます。このでございます。この地地地地域域域域委員会には国委員会には国委員会には国委員会には国際際際際会議が会議が会議が会議が併催併催併催併催

されることもされることもされることもされることも多多多多くありまして、２くありまして、２くありまして、２くありまして、２８８８８カカカカ国２国２国２国２地地地地域域域域から１００から１００から１００から１００人人人人程度の程度の程度の程度の外外外外国国国国人人人人、また、また、また、また全体全体全体全体でででで６６６６

００００００００人人人人規模の国規模の国規模の国規模の国際際際際会議が会議が会議が会議が開催開催開催開催されるとされるとされるとされると伺伺伺伺っております。本県ではこのっております。本県ではこのっております。本県ではこのっております。本県ではこの太太太太平平平平洋洋洋洋地地地地域域域域委員会の委員会の委員会の委員会の

開催開催開催開催ををををＵＮＷＴＯＵＮＷＴＯＵＮＷＴＯＵＮＷＴＯのアジアのアジアのアジアのアジア太太太太平平平平洋洋洋洋セセセセンターンターンターンター誘致誘致誘致誘致後後後後の大きな目の大きな目の大きな目の大きな目標標標標の一つといたしておりましの一つといたしておりましの一つといたしておりましの一つといたしておりまし

て、平成２４年９月の代て、平成２４年９月の代て、平成２４年９月の代て、平成２４年９月の代表表表表質問におきましても質問におきましても質問におきましても質問におきましても知知知知事から、この事から、この事から、この事から、この太太太太平平平平洋洋洋洋地地地地域域域域委員会の委員会の委員会の委員会の誘致誘致誘致誘致にににに

関しまして奈良県での早関しまして奈良県での早関しまして奈良県での早関しまして奈良県での早期期期期のののの開催開催開催開催実実実実現現現現を目を目を目を目指指指指したいと考えているともおしたいと考えているともおしたいと考えているともおしたいと考えているともお答答答答えさせていただえさせていただえさせていただえさせていただ

いておりますが、今いておりますが、今いておりますが、今いておりますが、今後同セ後同セ後同セ後同センター、あるいはンター、あるいはンター、あるいはンター、あるいは官官官官公公公公庁庁庁庁等等等等とととと十分十分十分十分なななな協協協協議や、議や、議や、議や、情情情情報報報報交交交交換換換換をををを行行行行いないないないな
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がらできるがらできるがらできるがらできる限限限限り早いり早いり早いり早い時期時期時期時期に本県でのに本県でのに本県でのに本県での開催開催開催開催にににに向向向向けてけてけてけて誘致誘致誘致誘致していくしていくしていくしていく所所所所存存存存でございまして、そのでございまして、そのでございまして、そのでございまして、その

ための予算ための予算ための予算ための予算額額額額をををを計上計上計上計上いたしているとこいたしているとこいたしているとこいたしているところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。以上以上以上以上でございます。でございます。でございます。でございます。

○中西奈良公園室長○中西奈良公園室長○中西奈良公園室長○中西奈良公園室長 若草山の移動支援施設の環境調査のご質問でございましたが、まず若草山の移動支援施設の環境調査のご質問でございましたが、まず若草山の移動支援施設の環境調査のご質問でございましたが、まず若草山の移動支援施設の環境調査のご質問でございましたが、まず

大宮通りプロジェクトの大宮通りプロジェクトの大宮通りプロジェクトの大宮通りプロジェクトの資料資料資料資料にもにもにもにも書書書書いていますように、今若草山の移動支援施設についていていますように、今若草山の移動支援施設についていていますように、今若草山の移動支援施設についていていますように、今若草山の移動支援施設について

導入導入導入導入をををを検討検討検討検討しているとこしているとこしているとこしているところろろろでございますので、そのためのでございますので、そのためのでございますので、そのためのでございますので、そのための過過過過程としての環境調査というこ程としての環境調査というこ程としての環境調査というこ程としての環境調査というこ

とです。私どもの説明ではよく言いますように奈良県としてはやりたいという思いはとです。私どもの説明ではよく言いますように奈良県としてはやりたいという思いはとです。私どもの説明ではよく言いますように奈良県としてはやりたいという思いはとです。私どもの説明ではよく言いますように奈良県としてはやりたいという思いは持持持持ちちちち

ながらのながらのながらのながらの検討検討検討検討ではございますけども、これからではございますけども、これからではございますけども、これからではございますけども、これから先先先先いいいいろろろろいいいいろろろろな整備な整備な整備な整備検討検討検討検討委員会委員会委員会委員会等等等等の議の議の議の議論論論論もももも踏踏踏踏

まえながら考えていくということでございますので、阪口委員がおっしまえながら考えていくということでございますので、阪口委員がおっしまえながら考えていくということでございますので、阪口委員がおっしまえながら考えていくということでございますので、阪口委員がおっしゃゃゃゃっていました環っていました環っていました環っていました環

境調査の境調査の境調査の境調査の結果結果結果結果によってはやめるかどうかというによってはやめるかどうかというによってはやめるかどうかというによってはやめるかどうかという話話話話を今ここで私としてはなかなかおを今ここで私としてはなかなかおを今ここで私としてはなかなかおを今ここで私としてはなかなかお答答答答えしえしえしえし

にくいのです。ただ、にくいのです。ただ、にくいのです。ただ、にくいのです。ただ、導入導入導入導入のののの可可可可能能能能性性性性を今を今を今を今検討検討検討検討しているとこしているとこしているとこしているところろろろということでごということでごということでごということでご理解理解理解理解を願いたを願いたを願いたを願いた

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

○阪口委員○阪口委員○阪口委員○阪口委員 アジアアジアアジアアジア太太太太平平平平洋洋洋洋セセセセンターのことですけれども、ンターのことですけれども、ンターのことですけれども、ンターのことですけれども、運運運運営経営経営経営経費の一費の一費の一費の一部部部部支援ということ支援ということ支援ということ支援ということ

でででで毎毎毎毎年１年１年１年１，，，，００００００００００００万円万円万円万円を支援していくのかと思うわけです。ことしはさらにを支援していくのかと思うわけです。ことしはさらにを支援していくのかと思うわけです。ことしはさらにを支援していくのかと思うわけです。ことしはさらに誘致誘致誘致誘致活活活活動に３動に３動に３動に３

１０１０１０１０万円万円万円万円、それから、それから、それから、それから外外外外国国国国人人人人留留留留学生学生学生学生支援に４０５支援に４０５支援に４０５支援に４０５万円計上万円計上万円計上万円計上されています。されています。されています。されています。話話話話を聞いていてちを聞いていてちを聞いていてちを聞いていてち

ょょょょっとイっとイっとイっとイメメメメージとしてわかりにくいとこージとしてわかりにくいとこージとしてわかりにくいとこージとしてわかりにくいところろろろもあるので、またもあるので、またもあるので、またもあるので、また後後後後でお聞きをしたいと思いまでお聞きをしたいと思いまでお聞きをしたいと思いまでお聞きをしたいと思いま

す。予算がどんどんす。予算がどんどんす。予算がどんどんす。予算がどんどん膨膨膨膨れれれれ上上上上がっていくことにちがっていくことにちがっていくことにちがっていくことにちょょょょっとっとっとっと心配心配心配心配をしていまして、をしていまして、をしていまして、をしていまして、具体的具体的具体的具体的ににににネネネネッッッッ

トトトトワワワワークづくり、国ークづくり、国ークづくり、国ークづくり、国際交流際交流際交流際交流ササササロンロンロンロン等等等等でどういうでどういうでどういうでどういう活活活活動をされていくのか、動をされていくのか、動をされていくのか、動をされていくのか、視察視察視察視察等等等等をする機会をする機会をする機会をする機会

があれば私もがあれば私もがあれば私もがあれば私も行行行行きたいと思いますので、そういう機会も設けていただきたいと思います。きたいと思いますので、そういう機会も設けていただきたいと思います。きたいと思いますので、そういう機会も設けていただきたいと思います。きたいと思いますので、そういう機会も設けていただきたいと思います。

また、そのまた、そのまた、そのまた、その時時時時点でこの点でこの点でこの点でこの話話話話はしたいと思います。はしたいと思います。はしたいと思います。はしたいと思います。

若草山の移動支援の機能のことにつきましては、調査若草山の移動支援の機能のことにつきましては、調査若草山の移動支援の機能のことにつきましては、調査若草山の移動支援の機能のことにつきましては、調査結果結果結果結果が出たが出たが出たが出た時時時時点で点で点で点で十分十分十分十分議議議議論論論論していしていしていしてい

ただく機会をつくっていただきたいということが要ただく機会をつくっていただきたいということが要ただく機会をつくっていただきたいということが要ただく機会をつくっていただきたいということが要望望望望でございます。でございます。でございます。でございます。以上以上以上以上であります。であります。であります。であります。

○猪奥委員○猪奥委員○猪奥委員○猪奥委員 それでは、それでは、それでは、それでは、何何何何点かお願いいたします。点かお願いいたします。点かお願いいたします。点かお願いいたします。

まず１点目、まず１点目、まず１点目、まず１点目、先先先先ほどから出ています駐車場のことについておほどから出ています駐車場のことについておほどから出ています駐車場のことについておほどから出ています駐車場のことについてお伺伺伺伺いいたします。新公会堂いいたします。新公会堂いいたします。新公会堂いいたします。新公会堂

を、もっとたくさんを、もっとたくさんを、もっとたくさんを、もっとたくさん使使使使っていただくようにということであったり、新しく奈良登大路自動っていただくようにということであったり、新しく奈良登大路自動っていただくようにということであったり、新しく奈良登大路自動っていただくようにということであったり、新しく奈良登大路自動

車駐車場をターミナル化するいうこともありますが、奈良大車駐車場をターミナル化するいうこともありますが、奈良大車駐車場をターミナル化するいうこともありますが、奈良大車駐車場をターミナル化するいうこともありますが、奈良大仏仏仏仏前前前前自動車駐車場は今、自動車駐車場は今、自動車駐車場は今、自動車駐車場は今、外外外外部部部部

委委委委託託託託でででで運運運運営営営営をされており、委をされており、委をされており、委をされており、委託託託託費の中に費の中に費の中に費の中にオペオペオペオペレレレレーションシーションシーションシーションシスススステムテムテムテムのののの構構構構築築築築ということがあっということがあっということがあっということがあっ

たと思います。奈良にたと思います。奈良にたと思います。奈良にたと思います。奈良に来来来来ていただいた方の車のさばきをどうするかというていただいた方の車のさばきをどうするかというていただいた方の車のさばきをどうするかというていただいた方の車のさばきをどうするかという全体的全体的全体的全体的なシなシなシなシスススステテテテ

ムムムムのののの構構構構築築築築をするとをするとをするとをすると以前以前以前以前ご説明いただいたかと思いますが、そのことと奈良登大路自動車駐ご説明いただいたかと思いますが、そのことと奈良登大路自動車駐ご説明いただいたかと思いますが、そのことと奈良登大路自動車駐ご説明いただいたかと思いますが、そのことと奈良登大路自動車駐

車場のターミナル化における、その関係車場のターミナル化における、その関係車場のターミナル化における、その関係車場のターミナル化における、その関係性性性性について１点おについて１点おについて１点おについて１点お伺伺伺伺いしたいと思います。いしたいと思います。いしたいと思います。いしたいと思います。

もう一つはもう一つはもう一つはもう一つはスポスポスポスポーーーーツツツツ振振振振興興興興についておについておについておについてお伺伺伺伺いしたいのですけれども、平成２４年の奈良いしたいのですけれども、平成２４年の奈良いしたいのですけれども、平成２４年の奈良いしたいのですけれども、平成２４年の奈良ママママララララ
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ソソソソンには、たくさんの方がごンには、たくさんの方がごンには、たくさんの方がごンには、たくさんの方がご参加参加参加参加いただきまして、またいただきまして、またいただきまして、またいただきまして、また非常非常非常非常にたくさんのにたくさんのにたくさんのにたくさんのボボボボランランランランティティティティアのアのアのアの

方もご方もご方もご方もご参加参加参加参加いただいて、いただいて、いただいて、いただいて、参加参加参加参加された方からはされた方からはされた方からはされた方からは非常非常非常非常にいい大会だったという声をたくさんにいい大会だったという声をたくさんにいい大会だったという声をたくさんにいい大会だったという声をたくさん耳耳耳耳

にします。にします。にします。にします。スポスポスポスポーーーーツツツツの大会というのは、これほどまでにの大会というのは、これほどまでにの大会というのは、これほどまでにの大会というのは、これほどまでに見見見見ている方をもている方をもている方をもている方をも元気元気元気元気にし、奈良のにし、奈良のにし、奈良のにし、奈良の

価値価値価値価値をををを上げ上げ上げ上げるものだということにるものだということにるものだということにるものだということに驚驚驚驚きますし、これからもきますし、これからもきますし、これからもきますし、これからも頑張頑張頑張頑張っていただきたいなと思いっていただきたいなと思いっていただきたいなと思いっていただきたいなと思い

ます。そこでます。そこでます。そこでます。そこで前前前前回も質問させていただいたのですけれども、例えばこれまで奈良県で回も質問させていただいたのですけれども、例えばこれまで奈良県で回も質問させていただいたのですけれども、例えばこれまで奈良県で回も質問させていただいたのですけれども、例えばこれまで奈良県で開催開催開催開催

されていたされていたされていたされていたツツツツアーアーアーアー・オブ・・オブ・・オブ・・オブ・ジジジジャャャャパパパパン、自ン、自ン、自ン、自転転転転車の大会ですが、平成２５年度も奈良県での車の大会ですが、平成２５年度も奈良県での車の大会ですが、平成２５年度も奈良県での車の大会ですが、平成２５年度も奈良県での開開開開

催催催催はないと聞いています。はないと聞いています。はないと聞いています。はないと聞いています。全全全全国国国国６６６６カ所カ所カ所カ所でででで開催開催開催開催をされて、それをされて、それをされて、それをされて、それぞぞぞぞれのれのれのれの開催開催開催開催場場場場所所所所としてはとしてはとしてはとしては非常非常非常非常

にそのにそのにそのにその土土土土地地地地のののの価値価値価値価値をををを上げ上げ上げ上げる大会であるとも考えています。そういった大会をる大会であるとも考えています。そういった大会をる大会であるとも考えています。そういった大会をる大会であるとも考えています。そういった大会を誘致誘致誘致誘致すること、すること、すること、すること、

第４回から１４回まではずっと奈良県でも奈良第４回から１４回まではずっと奈良県でも奈良第４回から１４回まではずっと奈良県でも奈良第４回から１４回まではずっと奈良県でも奈良スススステテテテージとして設けていただいていたと聞ージとして設けていただいていたと聞ージとして設けていただいていたと聞ージとして設けていただいていたと聞

いておりますので、大会をもう一回奈良県でというのも業いておりますので、大会をもう一回奈良県でというのも業いておりますので、大会をもう一回奈良県でというのも業いておりますので、大会をもう一回奈良県でというのも業界団界団界団界団体体体体ですとか、ですとか、ですとか、ですとか、振振振振興興興興しておらしておらしておらしておら

れるれるれるれる団団団団体体体体だけではなくて、奈良県としてもだけではなくて、奈良県としてもだけではなくて、奈良県としてもだけではなくて、奈良県としても協協協協力力力力していかれたらいいのではないかと考えましていかれたらいいのではないかと考えましていかれたらいいのではないかと考えましていかれたらいいのではないかと考えま

すが、すが、すが、すが、スポスポスポスポーーーーツツツツ振振振振興課興課興課興課長のお考えをお聞かせください。長のお考えをお聞かせください。長のお考えをお聞かせください。長のお考えをお聞かせください。

もう一つは、今もう一つは、今もう一つは、今もう一つは、今恐恐恐恐らく奈良の観光で一らく奈良の観光で一らく奈良の観光で一らく奈良の観光で一番力番力番力番力をををを入入入入れておられるのはれておられるのはれておられるのはれておられるのは記記記記紀・紀・紀・紀・万万万万葉葉葉葉プロジェクプロジェクプロジェクプロジェク

トであると考えておりますし、そうだトであると考えておりますし、そうだトであると考えておりますし、そうだトであると考えておりますし、そうだろろろろうなと思っているのですけれども、うなと思っているのですけれども、うなと思っているのですけれども、うなと思っているのですけれども、以前以前以前以前ホホホホーーーームムムムペペペペ

ージをージをージをージを見見見見せていただいたら、せていただいたら、せていただいたら、せていただいたら、記記記記紀・紀・紀・紀・万万万万葉葉葉葉プロジェクトのプロジェクトのプロジェクトのプロジェクトのリリリリンクがンクがンクがンクが張張張張られていなかったのか、られていなかったのか、られていなかったのか、られていなかったのか、

ククククリリリリックしてもックしてもックしてもックしても見見見見られないというられないというられないというられないという状態状態状態状態でして、ちでして、ちでして、ちでして、ちょょょょっとそれはどうかとおっとそれはどうかとおっとそれはどうかとおっとそれはどうかとお伝伝伝伝えしたのですえしたのですえしたのですえしたのです

けれども、きのうけれども、きのうけれども、きのうけれども、きのうホホホホーーーームムムムペペペページをージをージをージを見見見見たら、たら、たら、たら、パパパパソソソソコンではコンではコンではコンでは普普普普通に通に通に通に見見見見られるのです。けれどもられるのです。けれどもられるのです。けれどもられるのです。けれども

記記記記紀・紀・紀・紀・万万万万葉葉葉葉プロジェクトのプロジェクトのプロジェクトのプロジェクトのホホホホーーーームムムムペペペページを、ージを、ージを、ージを、スマスマスマスマートートートートフォフォフォフォンやタンやタンやタンやタブブブブレレレレットでットでットでットで見見見見たら、ずれたら、ずれたら、ずれたら、ずれ

ているのです。ているのです。ているのです。ているのです。記記記記事の事の事の事の上上上上にににに記記記記事が事が事が事が重重重重なっていて、適切になっていて、適切になっていて、適切になっていて、適切に見見見見られないのです。られないのです。られないのです。られないのです。先先先先ほどのご説ほどのご説ほどのご説ほどのご説

明で、例えば明で、例えば明で、例えば明で、例えばＷｉ－ＦｉＷｉ－ＦｉＷｉ－ＦｉＷｉ－Ｆｉを設置するのはを設置するのはを設置するのはを設置するのはスマスマスマスマートートートートフォフォフォフォン、タン、タン、タン、タブブブブレレレレットが早ットが早ットが早ットが早急急急急にににに普普普普及及及及していしていしていしてい

るからだとご説明をいただきました。私のるからだとご説明をいただきました。私のるからだとご説明をいただきました。私のるからだとご説明をいただきました。私の持持持持っていますっていますっていますっていますホホホホーーーームムムムペペペページもアクージもアクージもアクージもアクセセセセスススス回数から回数から回数から回数から

すると、すると、すると、すると、パパパパソソソソコンからコンからコンからコンから見見見見ていただいているのは３ていただいているのは３ていただいているのは３ていただいているのは３割割割割しかないのです。あとのしかないのです。あとのしかないのです。あとのしかないのです。あとの６割６割６割６割はタはタはタはタブブブブレレレレ

ットやットやットやットやスマスマスマスマートートートートフォフォフォフォンなどでンなどでンなどでンなどで見見見見ていただいていることがていただいていることがていただいていることがていただいていることが多多多多いのです。大変いのです。大変いのです。大変いのです。大変意地悪意地悪意地悪意地悪な質問でな質問でな質問でな質問で

すけれども、奈良県のすけれども、奈良県のすけれども、奈良県のすけれども、奈良県のホホホホーーーームムムムペペペページは奈良県ージは奈良県ージは奈良県ージは奈良県庁庁庁庁のののの人人人人が奈良県のが奈良県のが奈良県のが奈良県のパパパパソソソソコンからしかコンからしかコンからしかコンからしか見見見見ていなていなていなていな

いことがいことがいことがいことが原原原原因因因因なのか、それともなのか、それともなのか、それともなのか、それとも６６６６，，，，００００００００００００人人人人いらっしいらっしいらっしいらっしゃゃゃゃる県る県る県る県庁庁庁庁職員が職員が職員が職員が記記記記紀・紀・紀・紀・万万万万葉葉葉葉プロジェプロジェプロジェプロジェ

クトのクトのクトのクトのホホホホーーーームムムムペペペページをージをージをージを外外外外部部部部ののののスマスマスマスマートートートートフォフォフォフォンやタンやタンやタンやタブブブブレレレレットからはットからはットからはットからは見見見見ていないのか、それとていないのか、それとていないのか、それとていないのか、それと

もももも見見見見たことをたことをたことをたことを伝伝伝伝えるような、そんなえるような、そんなえるような、そんなえるような、そんな風風風風通しのいい通しのいい通しのいい通しのいい雰雰雰雰囲囲囲囲気気気気が奈良県が奈良県が奈良県が奈良県庁庁庁庁内内内内にないのか、一にないのか、一にないのか、一にないのか、一体何体何体何体何

がががが原原原原因因因因なのだなのだなのだなのだろろろろうなと思うのです。うなと思うのです。うなと思うのです。うなと思うのです。担担担担当当当当課課課課が一が一が一が一生生生生懸懸懸懸命命命命つくっていただいたつくっていただいたつくっていただいたつくっていただいたホホホホーーーームムムムペペペページを、ージを、ージを、ージを、

それはもうおそれはもうおそれはもうおそれはもうお仕仕仕仕事ではそのお事ではそのお事ではそのお事ではそのお席席席席からからからから見見見見られるのでしられるのでしられるのでしられ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、何何何何だかだかだかだか残念残念残念残念だなと思いだなと思いだなと思いだなと思い

ます。ちます。ちます。ちます。ちょょょょっとお考えを聞かせてください。っとお考えを聞かせてください。っとお考えを聞かせてください。っとお考えを聞かせてください。以上以上以上以上です。です。です。です。
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○中西奈良公園室長○中西奈良公園室長○中西奈良公園室長○中西奈良公園室長 奈良大奈良大奈良大奈良大仏仏仏仏前前前前自動車駐車場の自動車駐車場の自動車駐車場の自動車駐車場の外外外外部部部部委委委委託託託託をしておりますをしておりますをしておりますをしておりますオペオペオペオペレレレレーションーションーションーション

シシシシスススステム構テム構テム構テム構築築築築等等等等にににに伴伴伴伴う質問であります。まず、奈良公園がう質問であります。まず、奈良公園がう質問であります。まず、奈良公園がう質問であります。まず、奈良公園が管理管理管理管理しておりますのは奈良大しておりますのは奈良大しておりますのは奈良大しておりますのは奈良大仏仏仏仏

前前前前自動車駐車場と奈良高自動車駐車場と奈良高自動車駐車場と奈良高自動車駐車場と奈良高畑畑畑畑自動車駐車場と、自動車駐車場と、自動車駐車場と、自動車駐車場と、先先先先ほどターミナル化になりますというほどターミナル化になりますというほどターミナル化になりますというほどターミナル化になりますという話話話話があがあがあがあ

りました奈良登大路自動車駐車場、この３つでございます。この３つのりました奈良登大路自動車駐車場、この３つでございます。この３つのりました奈良登大路自動車駐車場、この３つでございます。この３つのりました奈良登大路自動車駐車場、この３つでございます。この３つの連携連携連携連携というのは今というのは今というのは今というのは今

まで職員でやってきたわけでございますが、昨今まで職員でやってきたわけでございますが、昨今まで職員でやってきたわけでございますが、昨今まで職員でやってきたわけでございますが、昨今非常非常非常非常にににに渋滞渋滞渋滞渋滞も進んできている中で、今回も進んできている中で、今回も進んできている中で、今回も進んできている中で、今回

奈良大奈良大奈良大奈良大仏仏仏仏前前前前自動車駐車場に予自動車駐車場に予自動車駐車場に予自動車駐車場に予約約約約シシシシスススステムテムテムテムをををを入入入入れることによって、れることによって、れることによって、れることによって、ババババススススのののの渋滞渋滞渋滞渋滞をををを何何何何とかとかとかとか緩和緩和緩和緩和

しようということでやらせていただいたわけでございます。しようということでやらせていただいたわけでございます。しようということでやらせていただいたわけでございます。しようということでやらせていただいたわけでございます。

また登大路ターミナルはまた登大路ターミナルはまた登大路ターミナルはまた登大路ターミナルは土土土土木部木部木部木部のののの道道道道路路路路・・・・交交交交通環境通環境通環境通環境課課課課が奈良が奈良が奈良が奈良市市市市内内内内のののの渋滞渋滞渋滞渋滞対策対策対策対策を中を中を中を中心心心心としてとしてとしてとして

パパパパークークークーク・・・・アンアンアンアンド・ド・ド・ド・ババババススススライライライライドドドドも含めても含めても含めても含めて計画計画計画計画をををを持持持持ってやっていただいている。ってやっていただいている。ってやっていただいている。ってやっていただいている。決決決決してしてしてして縦割縦割縦割縦割りりりり

ではなく、ではなく、ではなく、ではなく、情情情情報報報報交交交交換換換換及及及及びびびび連携連携連携連携をしながら今進めておりまして、ターミナルができるときにをしながら今進めておりまして、ターミナルができるときにをしながら今進めておりまして、ターミナルができるときにをしながら今進めておりまして、ターミナルができるときに

は、それにあわせて奈良大は、それにあわせて奈良大は、それにあわせて奈良大は、それにあわせて奈良大仏仏仏仏前前前前自動車駐車場も奈良高自動車駐車場も奈良高自動車駐車場も奈良高自動車駐車場も奈良高畑畑畑畑自動車駐車場も自動車駐車場も自動車駐車場も自動車駐車場も同じ同じ同じ同じようにコントようにコントようにコントようにコント

ロールできるというロールできるというロールできるというロールできるという形形形形でやっていくということで考えております。でやっていくということで考えております。でやっていくということで考えております。でやっていくということで考えております。以上以上以上以上でございます。でございます。でございます。でございます。

○吉田スポーツ振興課長○吉田スポーツ振興課長○吉田スポーツ振興課長○吉田スポーツ振興課長 ツツツツアーアーアーアー・オブ・・オブ・・オブ・・オブ・ジジジジャャャャパパパパン奈良ン奈良ン奈良ン奈良スススステテテテージに関してのご質問でござージに関してのご質問でござージに関してのご質問でござージに関してのご質問でござ

います。これまではいます。これまではいます。これまではいます。これまではツツツツアーアーアーアー・オブ・・オブ・・オブ・・オブ・ジジジジャャャャパパパパン奈良ン奈良ン奈良ン奈良スススステテテテージにつきましては、ージにつきましては、ージにつきましては、ージにつきましては、民間民間民間民間がががが主主主主体体体体とととと

なって実なって実なって実なって実行行行行委員会委員会委員会委員会形式形式形式形式で実施していただいておりました。この事業は国で実施していただいておりました。この事業は国で実施していただいておりました。この事業は国で実施していただいておりました。この事業は国際レ際レ際レ際レーーーーススススでもござでもござでもござでもござ

いまして、猪奥委員おいまして、猪奥委員おいまして、猪奥委員おいまして、猪奥委員お述べ述べ述べ述べのとおり奈良ののとおり奈良ののとおり奈良ののとおり奈良の魅魅魅魅力力力力ををををＰＲＰＲＰＲＰＲするにはするにはするにはするには非常非常非常非常によい機会だと考えてによい機会だと考えてによい機会だと考えてによい機会だと考えて

おりますが、平成２４年度にはおりますが、平成２４年度にはおりますが、平成２４年度にはおりますが、平成２４年度には開催開催開催開催中中中中止止止止となりました。平成２５年度も実施されなかったとなりました。平成２５年度も実施されなかったとなりました。平成２５年度も実施されなかったとなりました。平成２５年度も実施されなかった

ことは、大変ことは、大変ことは、大変ことは、大変残念残念残念残念に思っております。に思っております。に思っております。に思っております。

ツツツツアーアーアーアー・オブ・・オブ・・オブ・・オブ・ジジジジャャャャパパパパンは、国ンは、国ンは、国ンは、国際際際際自自自自転転転転車車車車競技競技競技競技連連連連合、合、合、合、ＵＣＩＵＣＩＵＣＩＵＣＩのののの競技競技競技競技規規規規則則則則にのっとる国にのっとる国にのっとる国にのっとる国際レ際レ際レ際レ

ーーーーススススでございまして、今回の奈良でございまして、今回の奈良でございまして、今回の奈良でございまして、今回の奈良スススステテテテージの関係につきましてはージの関係につきましてはージの関係につきましてはージの関係につきましては競技競技競技競技規規規規則則則則上上上上、、、、認認認認められなめられなめられなめられな

いということで、いということで、いということで、いということで、開催開催開催開催ができないと聞いております。ができないと聞いております。ができないと聞いております。ができないと聞いております。

奈良県といたしましては奈良県といたしましては奈良県といたしましては奈良県といたしましては開催開催開催開催にににに向向向向けた環境が整えば、これまでけた環境が整えば、これまでけた環境が整えば、これまでけた環境が整えば、これまで同同同同様に様に様に様に協協協協力力力力支援を支援を支援を支援を検討検討検討検討しししし

たいとは考えているとこたいとは考えているとこたいとは考えているとこたいとは考えているところろろろですけれども、今回につきましては規ですけれども、今回につきましては規ですけれども、今回につきましては規ですけれども、今回につきましては規則則則則上上上上、、、、開催開催開催開催できないといできないといできないといできないとい

うふうに聞いているとこうふうに聞いているとこうふうに聞いているとこうふうに聞いているところろろろでございます。でございます。でございます。でございます。以上以上以上以上でございます。でございます。でございます。でございます。

○谷垣ならの魅力創造課長○谷垣ならの魅力創造課長○谷垣ならの魅力創造課長○谷垣ならの魅力創造課長 情情情情報発報発報発報発信信信信ののののソフソフソフソフトトトトメメメメディディディディアのことについておアのことについておアのことについておアのことについてお答答答答えをさせていえをさせていえをさせていえをさせてい

ただきます。ただきます。ただきます。ただきます。

まず、まず、まず、まず、初初初初めにごめにごめにごめにご指摘指摘指摘指摘のありましたのありましたのありましたのありましたホホホホーーーームムムムペペペページのージのージのージのリリリリンク切れのおンク切れのおンク切れのおンク切れのお話話話話につきましては、ごにつきましては、ごにつきましては、ごにつきましては、ご

指摘指摘指摘指摘をををを前々前々前々前々回の委員会のときにいただきましてありがとうございました。そちらの方は回の委員会のときにいただきましてありがとうございました。そちらの方は回の委員会のときにいただきましてありがとうございました。そちらの方は回の委員会のときにいただきましてありがとうございました。そちらの方は対対対対

応応応応させていただいているとこさせていただいているとこさせていただいているとこさせていただいているところろろろですけれども、ですけれども、ですけれども、ですけれども、先先先先ほどごほどごほどごほどご指摘指摘指摘指摘のとおりのとおりのとおりのとおり記記記記紀・紀・紀・紀・万万万万葉葉葉葉プロジェプロジェプロジェプロジェ

クトのクトのクトのクトのホホホホーーーームムムムペペペページージージージ「「「「ならならならなら記記記記紀・紀・紀・紀・万万万万葉」葉」葉」葉」につきましては、まだにつきましては、まだにつきましては、まだにつきましては、まだスマスマスマスマートートートートフォフォフォフォンンンン対応対応対応対応の設定の設定の設定の設定
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をしておりません。をしておりません。をしておりません。をしておりません。スマスマスマスマートートートートフォフォフォフォンンンン対応対応対応対応のものにすることにつきましては、のものにすることにつきましては、のものにすることにつきましては、のものにすることにつきましては、パパパパソソソソコンのコンのコンのコンのデデデデ

ススススクトップでクトップでクトップでクトップで閲覧閲覧閲覧閲覧するのとはするのとはするのとはするのとは別別別別にににに制作制作制作制作のののの作作作作業が要りますのでそれをつくっていかないとい業が要りますのでそれをつくっていかないとい業が要りますのでそれをつくっていかないとい業が要りますのでそれをつくっていかないとい

けないというとこけないというとこけないというとこけないというところろろろですけれども、実はこのですけれども、実はこのですけれども、実はこのですけれども、実はこのスマスマスマスマートートートートフォフォフォフォンのンのンのンの普普普普及及及及というのは本当にここというのは本当にここというのは本当にここというのは本当にここ

１～２年で１～２年で１～２年で１～２年で急激急激急激急激にににに普普普普及及及及をしてきたとこをしてきたとこをしてきたとこをしてきたところろろろでございまして、そのでございまして、そのでございまして、そのでございまして、その前前前前から事業から事業から事業から事業計画計画計画計画をしていまをしていまをしていまをしていま

したしたしたしたホホホホーーーームムムムペペペページについては、そのージについては、そのージについては、そのージについては、その対応対応対応対応がおくれているがおくれているがおくれているがおくれている部分部分部分部分があるというとこがあるというとこがあるというとこがあるというところろろろはごはごはごはご指摘指摘指摘指摘

のとおりでございます。ただ、のとおりでございます。ただ、のとおりでございます。ただ、のとおりでございます。ただ、ホホホホーーーームムムムペペペページージージージ全体全体全体全体というというというという形形形形ではございませんが、例えば平ではございませんが、例えば平ではございませんが、例えば平ではございませんが、例えば平

成２４年度事業でいいますと、成２４年度事業でいいますと、成２４年度事業でいいますと、成２４年度事業でいいますと、飛鳥エリ飛鳥エリ飛鳥エリ飛鳥エリアや平アや平アや平アや平城城城城宮宮宮宮跡跡跡跡エリエリエリエリアをアをアをアをスマスマスマスマートートートートフォフォフォフォンでンでンでンで現現現現場に立場に立場に立場に立

って、そのって、そのって、そのって、その現地現地現地現地でででで昔昔昔昔の平の平の平の平城城城城宮宮宮宮跡跡跡跡であるとどういうふうにであるとどういうふうにであるとどういうふうにであるとどういうふうに見見見見えるかといったようなえるかといったようなえるかといったようなえるかといったような情情情情報と一報と一報と一報と一

緒緒緒緒に、に、に、に、現現現現場でこそ場でこそ場でこそ場でこそ価値価値価値価値のあるようなのあるようなのあるようなのあるような情情情情報の発報の発報の発報の発信信信信というようなというようなというようなというようなソフソフソフソフトのトのトのトの開開開開発も発も発も発も個個個個別別別別にににに行行行行ってってってって

いるとこいるとこいるとこいるところろろろでございます。ですので、でございます。ですので、でございます。ですので、でございます。ですので、ホホホホーーーームムムムペペペページージージージ全体全体全体全体ををををスマスマスマスマートートートートフォフォフォフォンンンン対応対応対応対応にするかどにするかどにするかどにするかど

うかというおうかというおうかというおうかというお話話話話と、新たにそのように、特にと、新たにそのように、特にと、新たにそのように、特にと、新たにそのように、特に現現現現場で場で場で場で楽楽楽楽ししししむむむむようなタようなタようなタようなタブブブブレレレレットットットット型型型型のののの端端端端末末末末の機の機の機の機

動動動動性性性性をををを生生生生かしたようなかしたようなかしたようなかしたような情情情情報発報発報発報発信信信信というとこというとこというとこというところろろろと、どういうふうにすと、どういうふうにすと、どういうふうにすと、どういうふうにすみ分み分み分み分けたりけたりけたりけたり連携連携連携連携していしていしていしてい

くと一くと一くと一くと一番番番番わかりやすいわかりやすいわかりやすいわかりやすい情情情情報発報発報発報発信信信信になるのかというとこになるのかというとこになるのかというとこになるのかというところろろろは、観光局が中は、観光局が中は、観光局が中は、観光局が中心心心心となりましてとなりましてとなりましてとなりまして検検検検

討討討討していきたいと思います。していきたいと思います。していきたいと思います。していきたいと思います。以上以上以上以上です。です。です。です。

○猪奥委員○猪奥委員○猪奥委員○猪奥委員 ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。

先先先先にににに記記記記紀・紀・紀・紀・万万万万葉葉葉葉ののののホホホホーーーームムムムペペペページのおージのおージのおージのお話話話話から、から、から、から、再再再再度ご質問させていただきたいのですけれ度ご質問させていただきたいのですけれ度ご質問させていただきたいのですけれ度ご質問させていただきたいのですけれ

ども、委員の皆さんにもイども、委員の皆さんにもイども、委員の皆さんにもイども、委員の皆さんにもイメメメメージしていただきたいのですが、県ージしていただきたいのですが、県ージしていただきたいのですが、県ージしていただきたいのですが、県庁庁庁庁ののののホホホホーーーームムムムペペペページをまずージをまずージをまずージをまず

開開開開きます。一きます。一きます。一きます。一番番番番左左左左端端端端のののの上上上上の方にの方にの方にの方に記記記記紀・紀・紀・紀・万万万万葉葉葉葉の特の特の特の特別別別別ののののリリリリンクンクンクンク先先先先がががが張張張張られてます。それをクられてます。それをクられてます。それをクられてます。それをクリリリリ

ックすると、ックすると、ックすると、ックすると、残念残念残念残念ながらきれいにながらきれいにながらきれいにながらきれいに見見見見えないえないえないえない画画画画面になって、面になって、面になって、面になって、次次次次のののの階層階層階層階層にいくと、それにいくと、それにいくと、それにいくと、それぞぞぞぞれのれのれのれの

プロジェクトのプロジェクトのプロジェクトのプロジェクトの細細細細かい説明などはきれいにはかい説明などはきれいにはかい説明などはきれいにはかい説明などはきれいには見見見見えるのです。えるのです。えるのです。えるのです。

再再再再度質問をしたいのですが、予算をつけたときに度質問をしたいのですが、予算をつけたときに度質問をしたいのですが、予算をつけたときに度質問をしたいのですが、予算をつけたときにスマスマスマスマートートートートフォフォフォフォンンンン対応対応対応対応になっていなかっになっていなかっになっていなかっになっていなかっ

たということなのですけれども、それはこれからも予算がついていないからできないといたということなのですけれども、それはこれからも予算がついていないからできないといたということなのですけれども、それはこれからも予算がついていないからできないといたということなのですけれども、それはこれからも予算がついていないからできないとい

うことでしうことでしうことでしうことでしょょょょうか。それともわざわざうか。それともわざわざうか。それともわざわざうか。それともわざわざスマスマスマスマートートートートフォフォフォフォンンンン対応対応対応対応ののののペペペページをつくらなかったとしージをつくらなかったとしージをつくらなかったとしージをつくらなかったとし

ても、ても、ても、ても、パパパパソソソソコンだけできれいにコンだけできれいにコンだけできれいにコンだけできれいに見見見見られるようなられるようなられるようなられるような構構構構築築築築にしなければ、ということだと思うのにしなければ、ということだと思うのにしなければ、ということだと思うのにしなければ、ということだと思うの

ですが、それは業ですが、それは業ですが、それは業ですが、それは業者者者者とのおとのおとのおとのお話話話話のときにはそれができなかったからなのでしのときにはそれができなかったからなのでしのときにはそれができなかったからなのでしのときにはそれができなかったからなのでしょょょょうか。うか。うか。うか。ホホホホーーーームムムム

ペペペページというのはージというのはージというのはージというのは印刷印刷印刷印刷物と物と物と物と違違違違って設って設って設って設計計計計がががが非常非常非常非常にににに柔軟柔軟柔軟柔軟にできるということ、あとにできるということ、あとにできるということ、あとにできるということ、あと低低低低予算でで予算でで予算でで予算でで

きるということが大きなきるということが大きなきるということが大きなきるということが大きな利利利利点の一つであるかと思うのですけれども、一たん予算づけのと点の一つであるかと思うのですけれども、一たん予算づけのと点の一つであるかと思うのですけれども、一たん予算づけのと点の一つであるかと思うのですけれども、一たん予算づけのと

きにそうだったからできませんでしたというのはなかなかきにそうだったからできませんでしたというのはなかなかきにそうだったからできませんでしたというのはなかなかきにそうだったからできませんでしたというのはなかなか理理理理由由由由になりづらい。というのはになりづらい。というのはになりづらい。というのはになりづらい。というのは

早早早早急急急急にごにごにごにご対応対応対応対応いただきたいのに、予算がついてないからできないのですといういただきたいのに、予算がついてないからできないのですといういただきたいのに、予算がついてないからできないのですといういただきたいのに、予算がついてないからできないのですという答弁答弁答弁答弁のままのままのままのまま

ですとちですとちですとちですとちょょょょっとどうかなと思います。っとどうかなと思います。っとどうかなと思います。っとどうかなと思います。
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もう一つが自もう一つが自もう一つが自もう一つが自転転転転車のこと、車のこと、車のこと、車のこと、ツツツツアーアーアーアー・オブ・・オブ・・オブ・・オブ・ジジジジャャャャパパパパンについておンについておンについておンについてお伺伺伺伺いしてごいしてごいしてごいしてご答弁答弁答弁答弁いただきいただきいただきいただき

ました。すました。すました。すました。すぐぐぐぐおおおお返返返返事いただけたということは、奈良県としても事いただけたということは、奈良県としても事いただけたということは、奈良県としても事いただけたということは、奈良県としても注注注注目して目して目して目して見見見見ていただいていていただいていていただいていていただいてい

ることなのかと思いますが、１点質問は、国ることなのかと思いますが、１点質問は、国ることなのかと思いますが、１点質問は、国ることなのかと思いますが、１点質問は、国際際際際自自自自転転転転車車車車競技競技競技競技連連連連合の環境整備というか、ルー合の環境整備というか、ルー合の環境整備というか、ルー合の環境整備というか、ルー

ルが変わって奈良のルが変わって奈良のルが変わって奈良のルが変わって奈良の仕仕仕仕様では合様では合様では合様では合致致致致しなくなったということですか。そうだとするならば、しなくなったということですか。そうだとするならば、しなくなったということですか。そうだとするならば、しなくなったということですか。そうだとするならば、

奈良県として積奈良県として積奈良県として積奈良県として積極極極極的的的的にルールに合にルールに合にルールに合にルールに合致致致致するようにするのはなかなかするようにするのはなかなかするようにするのはなかなかするようにするのはなかなか難難難難しいのでししいのでししいのでししいのでしょょょょうか。例うか。例うか。例うか。例

えばえばえばえば道道道道路を路を路を路を拡幅拡幅拡幅拡幅しないといけないとか、そういったことをしないといけないとか、そういったことをしないといけないとか、そういったことをしないといけないとか、そういったことを伴伴伴伴うことでしうことでしうことでしうことでしょょょょうか。それともうか。それともうか。それともうか。それとも

簡単簡単簡単簡単ななななソフソフソフソフト面でのト面でのト面でのト面での対応対応対応対応のことだったら、奈良県としてのことだったら、奈良県としてのことだったら、奈良県としてのことだったら、奈良県として対応対応対応対応できたら積できたら積できたら積できたら積極極極極的的的的にしたいといにしたいといにしたいといにしたいとい

うだけではなくて、積うだけではなくて、積うだけではなくて、積うだけではなくて、積極極極極的的的的にににに対応対応対応対応できるようにしていただきたいと思っているのですが、できるようにしていただきたいと思っているのですが、できるようにしていただきたいと思っているのですが、できるようにしていただきたいと思っているのですが、

教教教教えてください。えてください。えてください。えてください。

あと駐車場のことですけれども、奈良大あと駐車場のことですけれども、奈良大あと駐車場のことですけれども、奈良大あと駐車場のことですけれども、奈良大仏仏仏仏前前前前自動車駐車場と奈良高自動車駐車場と奈良高自動車駐車場と奈良高自動車駐車場と奈良高畑畑畑畑自動車駐車場と、自動車駐車場と、自動車駐車場と、自動車駐車場と、

あとそれと今度できるターミナルということですが、それあとそれと今度できるターミナルということですが、それあとそれと今度できるターミナルということですが、それあとそれと今度できるターミナルということですが、それ以以以以外外外外のののの民間民間民間民間の方がやっておられの方がやっておられの方がやっておられの方がやっておられ

る駐車場とのる駐車場とのる駐車場とのる駐車場との連携連携連携連携というのは奈良県としてというのは奈良県としてというのは奈良県としてというのは奈良県として検討検討検討検討はされているのでしはされているのでしはされているのでしはされているのでしょょょょうか。このうか。このうか。このうか。この間間間間、新公、新公、新公、新公

会堂の駐車場にとめようとしたら、会堂の駐車場にとめようとしたら、会堂の駐車場にとめようとしたら、会堂の駐車場にとめようとしたら、非常非常非常非常ににににむげむげむげむげにににに足足足足げげげげにされて、だめと言われただけで、にされて、だめと言われただけで、にされて、だめと言われただけで、にされて、だめと言われただけで、

これは奈良高これは奈良高これは奈良高これは奈良高畑畑畑畑自動車駐車場についてもそうなのです。自動車駐車場についてもそうなのです。自動車駐車場についてもそうなのです。自動車駐車場についてもそうなのです。入入入入れませんと言われるだけで、せれませんと言われるだけで、せれませんと言われるだけで、せれませんと言われるだけで、せ

っかくっかくっかくっかく来来来来ていただいた方にていただいた方にていただいた方にていただいた方に別別別別のとこのとこのとこのところろろろにににに誘誘誘誘導導導導しようとか、県しようとか、県しようとか、県しようとか、県庁庁庁庁の１本、２本の１本、２本の１本、２本の１本、２本筋筋筋筋北側北側北側北側にににに民間民間民間民間

の駐車場がいっの駐車場がいっの駐車場がいっの駐車場がいっぱぱぱぱいありますけれども、駐車場がどこかわからなくていありますけれども、駐車場がどこかわからなくていありますけれども、駐車場がどこかわからなくていありますけれども、駐車場がどこかわからなくてぐぐぐぐるるるるぐぐぐぐる回っておらる回っておらる回っておらる回っておら

れる観光れる観光れる観光れる観光客客客客の方が本当にたくさんおられると思うのです。そういった方を奈良県としてどの方が本当にたくさんおられると思うのです。そういった方を奈良県としてどの方が本当にたくさんおられると思うのです。そういった方を奈良県としてどの方が本当にたくさんおられると思うのです。そういった方を奈良県としてど

のようにのようにのようにのように誘誘誘誘導導導導しようと思われてるのか、しようと思われてるのか、しようと思われてるのか、しようと思われてるのか、教教教教えてください。えてください。えてください。えてください。

○谷垣ならの魅力創造課長○谷垣ならの魅力創造課長○谷垣ならの魅力創造課長○谷垣ならの魅力創造課長 ちちちちょょょょっと私が質問をっと私が質問をっと私が質問をっと私が質問を取取取取りりりり違違違違えて、言えて、言えて、言えて、言葉葉葉葉足足足足らずな説明でらずな説明でらずな説明でらずな説明で済み済み済み済みまままま

せんでした。せんでした。せんでした。せんでした。先先先先ほどおっしほどおっしほどおっしほどおっしゃゃゃゃったトップったトップったトップったトップペペペページのージのージのージのボボボボタンからタンからタンからタンから飛飛飛飛んだんだんだんだ初初初初めのめのめのめのペペペページに不ージに不ージに不ージに不具具具具合合合合

があるということですね、今のがあるということですね、今のがあるということですね、今のがあるということですね、今の話話話話は。は。は。は。普普普普通、通、通、通、別別別別ににににスマスマスマスマートートートートフォフォフォフォンンンン対応対応対応対応でなくても、でなくても、でなくても、でなくても、ホホホホーーーームムムム

ペペペページというのはージというのはージというのはージというのはスマスマスマスマートートートートフォフォフォフォンでンでンでンで開開開開いていていていて拡拡拡拡大したり大したり大したり大したり縮縮縮縮小したりして小したりして小したりして小したりして読読読読んだりできますのんだりできますのんだりできますのんだりできますの

で、それは機で、それは機で、それは機で、それは機械械械械的的的的な不な不な不な不具具具具合についての合についての合についての合についての話話話話だと思いますので、だと思いますので、だと思いますので、だと思いますので、現状現状現状現状をををを確認確認確認確認しまして、それにしまして、それにしまして、それにしまして、それに

ついては直ちについては直ちについては直ちについては直ちに対応対応対応対応させていただきます。させていただきます。させていただきます。させていただきます。以上以上以上以上です。です。です。です。

○吉田スポーツ振興課長○吉田スポーツ振興課長○吉田スポーツ振興課長○吉田スポーツ振興課長 引引引引きききき続続続続いてのいてのいてのいてのツツツツアーアーアーアー・オブ・・オブ・・オブ・・オブ・ジジジジャャャャパパパパンに関してのご質問でござンに関してのご質問でござンに関してのご質問でござンに関してのご質問でござ

います。います。います。います。ツツツツアーアーアーアー・オブ・・オブ・・オブ・・オブ・ジジジジャャャャパパパパンはやはりンはやはりンはやはりンはやはり競技性競技性競技性競技性のあるのあるのあるのある競技団競技団競技団競技団体体体体が実施する事業でございが実施する事業でございが実施する事業でございが実施する事業でござい

ます。今回ます。今回ます。今回ます。今回開催許可開催許可開催許可開催許可がががが認認認認められないというのは、もともと奈良められないというのは、もともと奈良められないというのは、もともと奈良められないというのは、もともと奈良スススステテテテージにつきましてはージにつきましてはージにつきましてはージにつきましては東東東東

大大大大寺寺寺寺ををををススススタートいたしまして、タートいたしまして、タートいたしまして、タートいたしまして、パレパレパレパレーーーード走ド走ド走ド走行行行行がありましてがありましてがありましてがありまして布布布布目目目目ダダダダムムムムまで移動します。まで移動します。まで移動します。まで移動します。布布布布目目目目

ダダダダムムムムで周回コーで周回コーで周回コーで周回コーススススででででレレレレーーーーススススをするというものでございまして、そのをするというものでございまして、そのをするというものでございまして、そのをするというものでございまして、その東東東東大大大大寺寺寺寺からからからから布布布布目目目目ダダダダムムムムまままま

でのでのでのでの距離距離距離距離のののの安全対策上安全対策上安全対策上安全対策上の問の問の問の問題題題題でありますとか、でありますとか、でありますとか、でありますとか、交交交交通規通規通規通規制制制制上上上上の問の問の問の問題題題題でででで開催許可開催許可開催許可開催許可がががが得得得得られないられないられないられない
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ということでございますので、これまでからその辺につきましては国ということでございますので、これまでからその辺につきましては国ということでございますので、これまでからその辺につきましては国ということでございますので、これまでからその辺につきましては国際際際際自自自自転転転転車車車車競技競技競技競技連連連連合の合の合の合の

方からも方からも方からも方からも指摘指摘指摘指摘があったと聞いております。があったと聞いております。があったと聞いております。があったと聞いております。以上以上以上以上でございます。でございます。でございます。でございます。

○中西奈良公園室長○中西奈良公園室長○中西奈良公園室長○中西奈良公園室長 駐車場の駐車場の駐車場の駐車場の利利利利用について、用について、用について、用について、民間民間民間民間の駐車場の駐車場の駐車場の駐車場へへへへのののの誘誘誘誘導導導導をどのようにしていをどのようにしていをどのようにしていをどのようにしてい

るかということだと思いますが、ちるかということだと思いますが、ちるかということだと思いますが、ちるかということだと思いますが、ちょょょょっと言っと言っと言っと言葉葉葉葉足足足足らずでらずでらずでらずで申申申申しししし訳訳訳訳なかったですけれど、なかったですけれど、なかったですけれど、なかったですけれど、先先先先ほほほほ

どの説明で本どの説明で本どの説明で本どの説明で本来来来来、奈良大、奈良大、奈良大、奈良大仏仏仏仏前前前前自動車駐車場のシ自動車駐車場のシ自動車駐車場のシ自動車駐車場のシスススステム構テム構テム構テム構築築築築には、には、には、には、将将将将来的来的来的来的には数には数には数には数多多多多くできてくできてくできてくできて

おります奈良公園周辺のおります奈良公園周辺のおります奈良公園周辺のおります奈良公園周辺の民間民間民間民間駐車場駐車場駐車場駐車場へへへへのののの誘誘誘誘導導導導もできるように考えていこうということはももできるように考えていこうということはももできるように考えていこうということはももできるように考えていこうということはも

ともとありまして、今その中でできることとして平成２４年のともとありまして、今その中でできることとして平成２４年のともとありまして、今その中でできることとして平成２４年のともとありまして、今その中でできることとして平成２４年の秋秋秋秋から県から県から県から県営営営営駐車場に駐車場に駐車場に駐車場に来来来来られられられられ

たおたおたおたお客客客客様に様に様に様に対対対対しては、しては、しては、しては、渋滞渋滞渋滞渋滞しているとき、しているとき、しているとき、しているとき、満満満満車のときには車のときには車のときには車のときには民間民間民間民間の駐車場をの駐車場をの駐車場をの駐車場を載載載載せたせたせたせたママママップをップをップをップを

おおおお配配配配りさせていただいてます。要するに、ここからもう数りさせていただいてます。要するに、ここからもう数りさせていただいてます。要するに、ここからもう数りさせていただいてます。要するに、ここからもう数分分分分でいい駐車場がありますよとでいい駐車場がありますよとでいい駐車場がありますよとでいい駐車場がありますよと

いうというというというと語弊語弊語弊語弊があるかわかりませんけども、要はここでがあるかわかりませんけども、要はここでがあるかわかりませんけども、要はここでがあるかわかりませんけども、要はここで待待待待っていただいても、なかなか奈良っていただいても、なかなか奈良っていただいても、なかなか奈良っていただいても、なかなか奈良

公園の駐車場は回公園の駐車場は回公園の駐車場は回公園の駐車場は回転転転転しづらいとこしづらいとこしづらいとこしづらいところろろろでございますので、もしよければここから５でございますので、もしよければここから５でございますので、もしよければここから５でございますので、もしよければここから５分分分分、１０、１０、１０、１０

分分分分のとこのとこのとこのところろろろでででで料料料料金金金金が例えば１日１回１が例えば１日１回１が例えば１日１回１が例えば１日１回１，，，，００００００００００００円円円円、中には１日１回５００、中には１日１回５００、中には１日１回５００、中には１日１回５００円円円円というのもというのもというのもというのも最最最最

近近近近できておりまして、そういうとこできておりまして、そういうとこできておりまして、そういうとこできておりまして、そういうところろろろのののの誘誘誘誘導導導導もももも始始始始めております。できればこれを奈良県とめております。できればこれを奈良県とめております。できればこれを奈良県とめております。できればこれを奈良県と

してシしてシしてシしてシスススステムテムテムテム化して、化して、化して、化して、将将将将来来来来、車に、車に、車に、車に乗乗乗乗っておられても車の中でそういうっておられても車の中でそういうっておられても車の中でそういうっておられても車の中でそういうデデデデータがータがータがータが確認確認確認確認できるできるできるできる

ようなことになればと考えております。ようなことになればと考えております。ようなことになればと考えております。ようなことになればと考えております。以上以上以上以上でございます。でございます。でございます。でございます。

○猪奥委員○猪奥委員○猪奥委員○猪奥委員 ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。

自自自自転転転転車に関しては車に関しては車に関しては車に関しては安全対策安全対策安全対策安全対策ということだったら、ということだったら、ということだったら、ということだったら、人人人人員員員員配配配配置だとか置だとか置だとか置だとかソフソフソフソフト面のト面のト面のト面の拡拡拡拡充充充充で、もで、もで、もで、も

しかしたらしかしたらしかしたらしかしたら何何何何とかなるかもしれないなというとかなるかもしれないなというとかなるかもしれないなというとかなるかもしれないなという希希希希望望望望をををを持持持持っています。っています。っています。っています。ツツツツアーアーアーアー・オブ・・オブ・・オブ・・オブ・ジジジジャャャャパパパパ

ンはとってもおいしい大会だと思ってますので、ンはとってもおいしい大会だと思ってますので、ンはとってもおいしい大会だと思ってますので、ンはとってもおいしい大会だと思ってますので、ぜひぜひぜひぜひまた今度奈良県でまた今度奈良県でまた今度奈良県でまた今度奈良県で開催開催開催開催できればいいできればいいできればいいできればいい

と思っております。と思っております。と思っております。と思っております。

駐車場に関してですけれども、駐車場に関してですけれども、駐車場に関してですけれども、駐車場に関してですけれども、結構結構結構結構いいいいろろろろいいいいろろろろな観光な観光な観光な観光地地地地にににに行行行行きますと、きますと、きますと、きますと、誘誘誘誘導導導導の方が駐車場の方が駐車場の方が駐車場の方が駐車場

待待待待ちをしているであちをしているであちをしているであちをしているであろろろろうという方に積うという方に積うという方に積うという方に積極極極極的的的的に声をかけて、こんな駐車場ありますよというに声をかけて、こんな駐車場ありますよというに声をかけて、こんな駐車場ありますよというに声をかけて、こんな駐車場ありますよという

ことをやっておられるとこことをやっておられるとこことをやっておられるとこことをやっておられるところろろろもたくさんあるかと思います。駐車場の方のもたくさんあるかと思います。駐車場の方のもたくさんあるかと思います。駐車場の方のもたくさんあるかと思います。駐車場の方の対応対応対応対応というのは、というのは、というのは、というのは、

その観光その観光その観光その観光地地地地にににに来来来来て一て一て一て一番最初番最初番最初番最初にににに接接接接するするするする人人人人ですので、できるだけですので、できるだけですので、できるだけですので、できるだけフフフフレレレレンンンンドリドリドリドリーにというか、もーにというか、もーにというか、もーにというか、も

ううちはううちはううちはううちは入入入入れませんよというのではなくて、シれませんよというのではなくて、シれませんよというのではなくて、シれませんよというのではなくて、シスススステムテムテムテムもそうなんですけれども、もそうなんですけれども、もそうなんですけれども、もそうなんですけれども、対応対応対応対応のあのあのあのあ

り方を含めておもてなしのり方を含めておもてなしのり方を含めておもてなしのり方を含めておもてなしの心心心心をををを持持持持った奈良県であっていただきたいと思います。った奈良県であっていただきたいと思います。った奈良県であっていただきたいと思います。った奈良県であっていただきたいと思います。

谷谷谷谷垣垣垣垣ならのならのならのならの魅魅魅魅力力力力創創創創造造造造課課課課長、私も質問の長、私も質問の長、私も質問の長、私も質問の仕仕仕仕方が方が方が方が悪悪悪悪くてすくてすくてすくてすみみみみません。私が聞きたかったのは、ません。私が聞きたかったのは、ません。私が聞きたかったのは、ません。私が聞きたかったのは、

ホホホホーーーームムムムペペペページがージがージがージがスマスマスマスマートートートートフォフォフォフォンやタンやタンやタンやタブブブブレレレレットでットでットでットで見見見見たら、たら、たら、たら、見見見見られないようになってますけれられないようになってますけれられないようになってますけれられないようになってますけれ

ども、そういうことを皆さんからお声がなかなかども、そういうことを皆さんからお声がなかなかども、そういうことを皆さんからお声がなかなかども、そういうことを皆さんからお声がなかなか上上上上がってこないのか、皆さんからのがってこないのか、皆さんからのがってこないのか、皆さんからのがってこないのか、皆さんからの意見意見意見意見

がががが上上上上がらないような、そんなふうになっていたらがらないような、そんなふうになっていたらがらないような、そんなふうになっていたらがらないような、そんなふうになっていたら悲悲悲悲しいなという、ちしいなという、ちしいなという、ちしいなという、ちょょょょっとしたっとしたっとしたっとした嫌嫌嫌嫌みみみみでごでごでごでご
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ざいました。ざいました。ざいました。ざいました。情情情情報発報発報発報発信信信信は、観光にとって一は、観光にとって一は、観光にとって一は、観光にとって一番番番番大事だと思っています。どんないいものをつ大事だと思っています。どんないいものをつ大事だと思っています。どんないいものをつ大事だと思っています。どんないいものをつ

くっていただいても、くっていただいても、くっていただいても、くっていただいても、見見見見ていただかないていただかないていただかないていただかない限限限限りわかりませんし、りわかりませんし、りわかりませんし、りわかりませんし、知知知知っていただかないっていただかないっていただかないっていただかない限限限限りそりそりそりそ

こにすてきなこにすてきなこにすてきなこにすてきな古古古古寺寺寺寺があるのだってわからないのですから、いがあるのだってわからないのですから、いがあるのだってわからないのですから、いがあるのだってわからないのですから、いろろろろいいいいろろろろなななな人人人人のお声がのお声がのお声がのお声が届届届届くようくようくようくよう

な、そんなあり方であってほしいと思います。な、そんなあり方であってほしいと思います。な、そんなあり方であってほしいと思います。な、そんなあり方であってほしいと思います。以上以上以上以上です。です。です。です。

○岩田委員○岩田委員○岩田委員○岩田委員 少少少少し要し要し要し要望望望望も含めてお尋ねします。も含めてお尋ねします。も含めてお尋ねします。も含めてお尋ねします。

「「「「平成２５年度一平成２５年度一平成２５年度一平成２５年度一般般般般会会会会計計計計特特特特別別別別会会会会計計計計予算案の予算案の予算案の予算案の概概概概要要要要」」」」の３２の３２の３２の３２ペペペページのージのージのージの首都圏首都圏首都圏首都圏での奈良観光での奈良観光での奈良観光での奈良観光情情情情

報発報発報発報発信信信信事業。これは事業。これは事業。これは事業。これは補正補正補正補正予算のことですけれど、ここに予算のことですけれど、ここに予算のことですけれど、ここに予算のことですけれど、ここに主主主主要要要要駅駅駅駅・主・主・主・主要路要路要路要路線線線線とととと書書書書いていますいていますいていますいています

けれど、けれど、けれど、けれど、首都圏首都圏首都圏首都圏のののの主主主主要要要要駅駅駅駅・主・主・主・主要路要路要路要路線線線線だけでやられるのかということをまず聞きたい。だけでやられるのかということをまず聞きたい。だけでやられるのかということをまず聞きたい。だけでやられるのかということをまず聞きたい。

そしてそしてそしてそして次次次次は、奈良は、奈良は、奈良は、奈良ママママララララソソソソンのことですけれども、奈良ンのことですけれども、奈良ンのことですけれども、奈良ンのことですけれども、奈良ママママララララソソソソンを３回やっていただいて、ンを３回やっていただいて、ンを３回やっていただいて、ンを３回やっていただいて、

奈良奈良奈良奈良市側市側市側市側はははは知知知知りませんけど、りませんけど、りませんけど、りませんけど、天天天天理理理理市市市市の方はお手の方はお手の方はお手の方はお手伝伝伝伝いのいのいのいのボボボボランランランランティティティティアの方も本当にたくさんアの方も本当にたくさんアの方も本当にたくさんアの方も本当にたくさん

参加参加参加参加してもらえるようになってしてもらえるようになってしてもらえるようになってしてもらえるようになって充充充充実してきたように思います。これは実してきたように思います。これは実してきたように思います。これは実してきたように思います。これは別別別別府府府府大大大大分分分分毎毎毎毎日日日日ママママララララソソソソ

ンやンやンやンやびびびびわわわわ湖湖湖湖毎毎毎毎日日日日ママママララララソソソソンとンとンとンと違違違違って本当にって本当にって本当にって本当に市市市市民民民民ママママララララソソソソンですので、ンですので、ンですので、ンですので、テレテレテレテレビ放映ビ放映ビ放映ビ放映の方もそういの方もそういの方もそういの方もそうい

ったお手ったお手ったお手ったお手伝伝伝伝いをしている方などを大いにいをしている方などを大いにいをしている方などを大いにいをしている方などを大いに映映映映してあしてあしてあしてあげげげげていただきたいということもていただきたいということもていただきたいということもていただきたいということも前前前前にも言にも言にも言にも言

いましたが、そんな中で奈良いましたが、そんな中で奈良いましたが、そんな中で奈良いましたが、そんな中で奈良ママママララララソソソソンをこういうンをこういうンをこういうンをこういうぐぐぐぐあいにやるというあいにやるというあいにやるというあいにやるというパパパパンンンンフフフフレレレレットをットをットをットを吉吉吉吉田田田田

スポスポスポスポーーーーツツツツ振振振振興課興課興課興課長にもらいました。長にもらいました。長にもらいました。長にもらいました。パパパパンンンンフフフフレレレレットはここットはここットはここットはここへへへへいくらいくらいくらいくら渡渡渡渡した、どこした、どこした、どこした、どこへへへへいくらいくらいくらいくら渡渡渡渡

したというしたというしたというしたという資料資料資料資料も、もらったのですけれど、とこも、もらったのですけれど、とこも、もらったのですけれど、とこも、もらったのですけれど、ところろろろがががが天天天天理理理理市市市市の方では、の方では、の方では、の方では、市市市市議会議員の１議会議員の１議会議員の１議会議員の１８８８８

人人人人すらもらっていないというようなすらもらっていないというようなすらもらっていないというようなすらもらっていないというような形形形形、その辺をもう、その辺をもう、その辺をもう、その辺をもう少少少少しししし徹底徹底徹底徹底していただくのと、それとしていただくのと、それとしていただくのと、それとしていただくのと、それと

奈良奈良奈良奈良ママママララララソソソソンのコーンのコーンのコーンのコーススススをををを少少少少しでも整備しないといけないということで、しでも整備しないといけないということで、しでも整備しないといけないということで、しでも整備しないといけないということで、道道道道路建設路建設路建設路建設課課課課になるになるになるになる

のか、県のか、県のか、県のか、県道道道道高高高高畑畑畑畑山山山山線線線線は私どもが県は私どもが県は私どもが県は私どもが県庁へ庁へ庁へ庁へ来来来来るたるたるたるたびびびびに通っていますけれども、今奈良に通っていますけれども、今奈良に通っていますけれども、今奈良に通っていますけれども、今奈良教育教育教育教育大大大大学学学学

の方から高の方から高の方から高の方から高円円円円へへへへ上上上上がるがるがるがる地地地地点はもうあと点はもうあと点はもうあと点はもうあと少少少少しでしでしでしで拡幅拡幅拡幅拡幅できるように思いますけれど、もう１できるように思いますけれど、もう１できるように思いますけれど、もう１できるように思いますけれど、もう１カカカカ

所所所所、大、大、大、大分分分分できたのですけれどできたのですけれどできたのですけれどできたのですけれど東市東市東市東市小小小小学学学学校校校校のののの前後前後前後前後はずっとそのままというのははずっとそのままというのははずっとそのままというのははずっとそのままというのは何何何何か、私からか、私からか、私からか、私から

見見見見ると奈良からると奈良からると奈良からると奈良から行行行行きますときますときますときますと右右右右側側側側のののの竹竹竹竹ややややぶぶぶぶの方の方の方の方へへへへ拡幅拡幅拡幅拡幅できるのではないかと思うのですけど、できるのではないかと思うのですけど、できるのではないかと思うのですけど、できるのではないかと思うのですけど、

あそこが一あそこが一あそこが一あそこが一番番番番狭狭狭狭いので、できれば平成２５年１２月までにもう整備をしていただきたいのいので、できれば平成２５年１２月までにもう整備をしていただきたいのいので、できれば平成２５年１２月までにもう整備をしていただきたいのいので、できれば平成２５年１２月までにもう整備をしていただきたいの

で、その辺ので、その辺ので、その辺ので、その辺の計画計画計画計画が今どうなっているのかということもお尋ねします。が今どうなっているのかということもお尋ねします。が今どうなっているのかということもお尋ねします。が今どうなっているのかということもお尋ねします。

それと、３４それと、３４それと、３４それと、３４ペペペページの若草山の山ージの若草山の山ージの若草山の山ージの若草山の山焼焼焼焼きは、きは、きは、きは、昔昔昔昔は成は成は成は成人人人人式式式式の日というのは、１月１５日との日というのは、１月１５日との日というのは、１月１５日との日というのは、１月１５日と決決決決

まっていたから、県まっていたから、県まっていたから、県まっていたから、県民民民民の方も皆そのの方も皆そのの方も皆そのの方も皆その認識認識認識認識はあるわけです。今、はあるわけです。今、はあるわけです。今、はあるわけです。今、毎毎毎毎年日が変わるわけですか年日が変わるわけですか年日が変わるわけですか年日が変わるわけですか

ら、その辺のことをどこまで県ら、その辺のことをどこまで県ら、その辺のことをどこまで県ら、その辺のことをどこまで県民民民民にににに知知知知らせるような方らせるような方らせるような方らせるような方法法法法をとっておられるのか。私をとっておられるのか。私をとっておられるのか。私をとっておられるのか。私達達達達も聞も聞も聞も聞

かれるけれど、かれるけれど、かれるけれど、かれるけれど、少少少少なくともなくともなくともなくとも市市市市町村町村町村町村へへへへはははは徹底徹底徹底徹底した周した周した周した周知知知知が必要ではないか。この辺を、が必要ではないか。この辺を、が必要ではないか。この辺を、が必要ではないか。この辺を、集集集集約約約約しししし

て言いますと、て言いますと、て言いますと、て言いますと、先先先先ほどからの委員のほどからの委員のほどからの委員のほどからの委員の話話話話も、やるのはいいけれども、やるのはいいけれども、やるのはいいけれども、やるのはいいけれどＰＲＰＲＰＲＰＲとかがとかがとかがとかが少少少少ないというのないというのないというのないというの

と一と一と一と一緒緒緒緒なので、その辺のこともどこまでやっているのかということをお聞きします。なので、その辺のこともどこまでやっているのかということをお聞きします。なので、その辺のこともどこまでやっているのかということをお聞きします。なので、その辺のこともどこまでやっているのかということをお聞きします。
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それともう１点、奈良公園室長それともう１点、奈良公園室長それともう１点、奈良公園室長それともう１点、奈良公園室長へへへへ最後最後最後最後は要は要は要は要望望望望ですけれど、一ですけれど、一ですけれど、一ですけれど、一番初番初番初番初めの小林委員の質問にめの小林委員の質問にめの小林委員の質問にめの小林委員の質問に

もあった松くい虫。私はもあった松くい虫。私はもあった松くい虫。私はもあった松くい虫。私は６６６６～～～～７７７７年年年年前前前前に自に自に自に自分分分分が奈良公園をうが奈良公園をうが奈良公園をうが奈良公園をうろろろろううううろろろろしていてしていてしていてしていて気気気気づいたことにづいたことにづいたことにづいたことに

ついて質問しますと、ついて質問しますと、ついて質問しますと、ついて質問しますと、東東東東大大大大寺寺寺寺のののの敷敷敷敷地地地地、そして、そして、そして、そして興福寺興福寺興福寺興福寺のののの敷敷敷敷地地地地、、、、春春春春日大日大日大日大社社社社のののの敷敷敷敷地地地地だというそんだというそんだというそんだというそん

なななな返返返返答答答答をををを返返返返されたとき、ちされたとき、ちされたとき、ちされたとき、ちょょょょっとっとっとっと憤慨憤慨憤慨憤慨して言いました。松くい虫というのはほおっておいして言いました。松くい虫というのはほおっておいして言いました。松くい虫というのはほおっておいして言いました。松くい虫というのはほおっておい

たらたらたらたら次次次次からからからから次次次次にうつるわけだから、はっきり言っていにうつるわけだから、はっきり言っていにうつるわけだから、はっきり言っていにうつるわけだから、はっきり言っていろろろろいいいいろろろろなななな木木木木はあるけれども、奈良公はあるけれども、奈良公はあるけれども、奈良公はあるけれども、奈良公

園にこの松がなかったら園にこの松がなかったら園にこの松がなかったら園にこの松がなかったらぞぞぞぞっとします。だからっとします。だからっとします。だからっとします。だから先先先先ほどのほどのほどのほどの春春春春日山日山日山日山原始原始原始原始林保林保林保林保全計画検討全計画検討全計画検討全計画検討委員会委員会委員会委員会

に、に、に、に、興福寺興福寺興福寺興福寺、それから、それから、それから、それから東東東東大大大大寺寺寺寺、、、、春春春春日大日大日大日大社社社社のののの人人人人もももも入入入入っているということですけども、松くいっているということですけども、松くいっているということですけども、松くいっているということですけども、松くい

虫だけは本当に虫だけは本当に虫だけは本当に虫だけは本当に別別別別にににに全体全体全体全体のものではなしに、のものではなしに、のものではなしに、のものではなしに、ひひひひとつそういうとつそういうとつそういうとつそういう組組組組織織織織をつくっていただいて、をつくっていただいて、をつくっていただいて、をつくっていただいて、

費用は今は奈良県が立てかえるけれどこうだとかいう方費用は今は奈良県が立てかえるけれどこうだとかいう方費用は今は奈良県が立てかえるけれどこうだとかいう方費用は今は奈良県が立てかえるけれどこうだとかいう方法法法法をををを前前前前も言いましたけど、それもも言いましたけど、それもも言いましたけど、それもも言いましたけど、それも

徹底徹底徹底徹底してやっていただいているのかどうかもうしてやっていただいているのかどうかもうしてやっていただいているのかどうかもうしてやっていただいているのかどうかもう先先先先ほどから質問が出ましたので、松くい虫ほどから質問が出ましたので、松くい虫ほどから質問が出ましたので、松くい虫ほどから質問が出ましたので、松くい虫

にににに対対対対してはしてはしてはしては十分十分十分十分気気気気をつけるよう私からも要をつけるよう私からも要をつけるよう私からも要をつけるよう私からも要望望望望しておきます。しておきます。しておきます。しておきます。

あとの、あとの、あとの、あとの、先先先先ほどからの３点だけほどからの３点だけほどからの３点だけほどからの３点だけ答答答答えてもらえますか。えてもらえますか。えてもらえますか。えてもらえますか。

○中西奈良公園室長○中西奈良公園室長○中西奈良公園室長○中西奈良公園室長 ２点いただいてましたので、２点いただいてましたので、２点いただいてましたので、２点いただいてましたので、続続続続けて、けて、けて、けて、順順順順番番番番が変わりますけどおが変わりますけどおが変わりますけどおが変わりますけどお答答答答ええええ

させていただきます。させていただきます。させていただきます。させていただきます。

１点目の観光１点目の観光１点目の観光１点目の観光情情情情報の発報の発報の発報の発信信信信のののの首都圏首都圏首都圏首都圏でのでのでのでの主主主主要要要要駅駅駅駅・主・主・主・主要路要路要路要路線線線線というというというという部分部分部分部分につきましては、奈につきましては、奈につきましては、奈につきましては、奈

良観光としていますように、私ども奈良公園室ではございますが、奈良県良観光としていますように、私ども奈良公園室ではございますが、奈良県良観光としていますように、私ども奈良公園室ではございますが、奈良県良観光としていますように、私ども奈良公園室ではございますが、奈良県全体全体全体全体の観光の観光の観光の観光情情情情報報報報

を発を発を発を発信信信信していこうというものでございまして、していこうというものでございまして、していこうというものでございまして、していこうというものでございまして、主主主主としてとしてとしてとして首都圏首都圏首都圏首都圏という言い方で考えておりという言い方で考えておりという言い方で考えておりという言い方で考えており

まして、まして、まして、まして、既既既既に観光局の方では例えばに観光局の方では例えばに観光局の方では例えばに観光局の方では例えば三三三三宮宮宮宮駅駅駅駅でありましたり、でありましたり、でありましたり、でありましたり、ＪＪＪＪＲＲＲＲ名名名名古古古古屋駅屋駅屋駅屋駅の方でもの方でもの方でもの方でも情情情情報発報発報発報発

信信信信をしていただいていますので、観光局とうまくをしていただいていますので、観光局とうまくをしていただいていますので、観光局とうまくをしていただいていますので、観光局とうまく連携連携連携連携しながら、できればしながら、できればしながら、できればしながら、できれば九州九州九州九州もももも視野視野視野視野にににに入入入入

れて考えていきたいと思っております。れて考えていきたいと思っております。れて考えていきたいと思っております。れて考えていきたいと思っております。以上以上以上以上でございます。でございます。でございます。でございます。

それから若草山の山それから若草山の山それから若草山の山それから若草山の山焼焼焼焼きでございますが、岩田委員ごきでございますが、岩田委員ごきでございますが、岩田委員ごきでございますが、岩田委員ご指摘指摘指摘指摘のように、奈良県職員でもこのように、奈良県職員でもこのように、奈良県職員でもこのように、奈良県職員でもこ

としの山としの山としの山としの山焼焼焼焼きはいつだったかというのを、私はよくきはいつだったかというのを、私はよくきはいつだったかというのを、私はよくきはいつだったかというのを、私はよく喫煙喫煙喫煙喫煙所所所所のとこのとこのとこのところろろろで聞いてちで聞いてちで聞いてちで聞いてちょょょょっとっとっとっと涙涙涙涙ぐぐぐぐ

んだりするのですけれど、んだりするのですけれど、んだりするのですけれど、んだりするのですけれど、毎毎毎毎年変わっているとはいえ、１月の第年変わっているとはいえ、１月の第年変わっているとはいえ、１月の第年変わっているとはいえ、１月の第四四四四土土土土曜曜曜曜日でもうここ３年日でもうここ３年日でもうここ３年日でもうここ３年

経経経経過過過過してきております。県してきております。県してきております。県してきております。県民民民民だよりでございましたり、それからいだよりでございましたり、それからいだよりでございましたり、それからいだよりでございましたり、それからいろろろろいいいいろろろろママママップ、ップ、ップ、ップ、ガガガガイイイイドドドド

をつくってをつくってをつくってをつくって配配配配らせてはもらっているのですが、らせてはもらっているのですが、らせてはもらっているのですが、らせてはもらっているのですが、市市市市町村町村町村町村の方にもうまくの方にもうまくの方にもうまくの方にもうまく伝伝伝伝わってないというわってないというわってないというわってないという

ことについてはことについてはことについてはことについては非常非常非常非常にににに申申申申しわけなく思っております。もっと奈良しわけなく思っております。もっと奈良しわけなく思っております。もっと奈良しわけなく思っております。もっと奈良テレテレテレテレビビビビ等等等等を通を通を通を通じじじじて、て、て、て、毎毎毎毎年年年年

若草山の山若草山の山若草山の山若草山の山焼焼焼焼きは１月の第きは１月の第きは１月の第きは１月の第四四四四土土土土曜曜曜曜日ですというような日ですというような日ですというような日ですというような形形形形でまた広報していただけるようにでまた広報していただけるようにでまた広報していただけるようにでまた広報していただけるように

考えていきたいと思いますので、よ考えていきたいと思いますので、よ考えていきたいと思いますので、よ考えていきたいと思いますので、よろろろろしくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。以上以上以上以上でございます。でございます。でございます。でございます。

○吉田スポーツ振興課長○吉田スポーツ振興課長○吉田スポーツ振興課長○吉田スポーツ振興課長 奈良奈良奈良奈良ママママララララソソソソンの、ンの、ンの、ンの、テレテレテレテレビビビビのののの放放放放送送送送の関係でございます。私どものの関係でございます。私どものの関係でございます。私どものの関係でございます。私どもの

方で事方で事方で事方で事前前前前に用に用に用に用意意意意していたしていたしていたしていた以以以以外外外外に、実は今回に、実は今回に、実は今回に、実は今回テレテレテレテレビ放ビ放ビ放ビ放送送送送していただいたのがありました。していただいたのがありました。していただいたのがありました。していただいたのがありました。全全全全
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国国国国ネネネネットのットのットのットのＮＮＮＮＨＫＨＫＨＫＨＫののののＢＳＢＳＢＳＢＳで平成２５年１月ので平成２５年１月ので平成２５年１月ので平成２５年１月の末末末末に２に２に２に２週週週週連連連連続続続続で奈良で奈良で奈良で奈良ママママララララソソソソンのンのンのンの放映放映放映放映をしていをしていをしていをしてい

ただきました。特にただきました。特にただきました。特にただきました。特に沿沿沿沿道道道道のいのいのいのいろろろろいいいいろろろろなななな催催催催し物をし物をし物をし物をテレテレテレテレビ放ビ放ビ放ビ放送送送送していただいたのは、本当にあしていただいたのは、本当にあしていただいたのは、本当にあしていただいたのは、本当にあ

りがたいと思っております。４回目にりがたいと思っております。４回目にりがたいと思っております。４回目にりがたいと思っております。４回目に向向向向かっても、そういういかっても、そういういかっても、そういういかっても、そういういろろろろいいいいろろろろなななな形形形形ででででテレテレテレテレビ放ビ放ビ放ビ放送送送送をををを

していただいておりますので、関係機関にはしっかりしていただいておりますので、関係機関にはしっかりしていただいておりますので、関係機関にはしっかりしていただいておりますので、関係機関にはしっかり働働働働きかけていきたいと考えておりまきかけていきたいと考えておりまきかけていきたいと考えておりまきかけていきたいと考えておりま

す。す。す。す。

それから、奈良それから、奈良それから、奈良それから、奈良ママママララララソソソソンのコーンのコーンのコーンのコーススススガガガガイイイイドブドブドブドブックでございます。ごックでございます。ごックでございます。ごックでございます。ご指摘指摘指摘指摘のとおりまだまだのとおりまだまだのとおりまだまだのとおりまだまだ

うまくうまくうまくうまくＰＲＰＲＰＲＰＲなり、なり、なり、なり、行行行行きききき渡渡渡渡ってないとこってないとこってないとこってないところろろろがあがあがあがあろろろろうかと思いますので、うかと思いますので、うかと思いますので、うかと思いますので、次次次次回はそのようなこ回はそのようなこ回はそのようなこ回はそのようなこ

とがないよう、とがないよう、とがないよう、とがないよう、多多多多くの方にごくの方にごくの方にごくの方にご協協協協力力力力していただけるように事していただけるように事していただけるように事していただけるように事前前前前にいにいにいにいろろろろいいいいろろろろなななな形形形形でででで働働働働きかけてきかけてきかけてきかけて

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

それから、コーそれから、コーそれから、コーそれから、コーススススの整備でございます。これは奈良の整備でございます。これは奈良の整備でございます。これは奈良の整備でございます。これは奈良市市市市及及及及びびびび天天天天理理理理市市市市、それから県、それから県、それから県、それから県土土土土木部木部木部木部にににに

も大変おも大変おも大変おも大変お世世世世話話話話になっておりまして、いになっておりまして、いになっておりまして、いになっておりまして、いろろろろいいいいろろろろな方たちにな方たちにな方たちにな方たちに協協協協力力力力していただいております。していただいております。していただいております。していただいております。具具具具

体的体的体的体的なななな内内内内容についてはまだそこまでは容についてはまだそこまでは容についてはまだそこまでは容についてはまだそこまでは承知承知承知承知はしておりませんけれども、これも４回目にはしておりませんけれども、これも４回目にはしておりませんけれども、これも４回目にはしておりませんけれども、これも４回目に向向向向

けて、ランナーの方がけて、ランナーの方がけて、ランナーの方がけて、ランナーの方が気気気気持持持持ちよくランちよくランちよくランちよくランニニニニンンンンググググができるように、ができるように、ができるように、ができるように、レレレレーーーーススススができるように、関ができるように、関ができるように、関ができるように、関

係機関にしっかり係機関にしっかり係機関にしっかり係機関にしっかり働働働働きかけていきたいと思っております。きかけていきたいと思っております。きかけていきたいと思っております。きかけていきたいと思っております。以上以上以上以上です。です。です。です。

○岩田委員○岩田委員○岩田委員○岩田委員 首都圏首都圏首都圏首都圏のというのでのというのでのというのでのというので駅駅駅駅とか路とか路とか路とか路線線線線ということではない。ということではない。ということではない。ということではない。九州九州九州九州とかそういうのでとかそういうのでとかそういうのでとかそういうので

はなしに、平はなしに、平はなしに、平はなしに、平城城城城遷都遷都遷都遷都１３００年１３００年１３００年１３００年祭祭祭祭のときにのときにのときにのときに天天天天理理理理市市市市にもにもにもにも社寺社寺社寺社寺、、、、仏閣仏閣仏閣仏閣がいがいがいがいろろろろいいいいろろろろあるわけですあるわけですあるわけですあるわけです

が、あのときに私もが、あのときに私もが、あのときに私もが、あのときに私もぶぶぶぶららららぶぶぶぶらららら行行行行きますと、きますと、きますと、きますと、首都圏首都圏首都圏首都圏の大の大の大の大学学学学でもでもでもでも女女女女学生学生学生学生がががが卒卒卒卒業業業業旅旅旅旅行行行行ではないけではないけではないけではないけ

れど、れど、れど、れど、相相相相当そういう当そういう当そういう当そういう人人人人にににに来来来来ていただいたようです。ていただいたようです。ていただいたようです。ていただいたようです。天天天天理理理理市市市市には長には長には長には長岳岳岳岳寺寺寺寺というおというおというおというお寺寺寺寺があるのがあるのがあるのがあるの

ですけれど、長ですけれど、長ですけれど、長ですけれど、長岳岳岳岳寺寺寺寺のののの北北北北川川川川住住住住職の職の職の職の話話話話を聞いても、を聞いても、を聞いても、を聞いても、女女女女性性性性ののののググググループがループがループがループが多多多多いといういといういといういという話話話話も聞きまも聞きまも聞きまも聞きま

す。発す。発す。発す。発信信信信をできれば、をできれば、をできれば、をできれば、首都圏首都圏首都圏首都圏の大の大の大の大学学学学にもにもにもにもＰＲＰＲＰＲＰＲをする方をする方をする方をする方向向向向で進めていただきたいと言おうとで進めていただきたいと言おうとで進めていただきたいと言おうとで進めていただきたいと言おうと

思っていたので、思っていたので、思っていたので、思っていたので、九州九州九州九州の方とかいうの方とかいうの方とかいうの方とかいう話話話話ではないので。それもではないので。それもではないので。それもではないので。それも念念念念頭頭頭頭に置いてお願いしておきに置いてお願いしておきに置いてお願いしておきに置いてお願いしておき

ます。ます。ます。ます。

吉吉吉吉田田田田スポスポスポスポーーーーツツツツ振振振振興課興課興課興課長は長は長は長は答答答答えられないというのは当えられないというのは当えられないというのは当えられないというのは当然然然然だと思いますけれど、中だと思いますけれど、中だと思いますけれど、中だと思いますけれど、中芝芝芝芝土土土土木部木部木部木部

次次次次長、ご長、ご長、ご長、ご存存存存じじじじのように県のように県のように県のように県道道道道高高高高畑畑畑畑山山山山線線線線はははは先先先先ほど言ったように、高ほど言ったように、高ほど言ったように、高ほど言ったように、高円円円円へへへへ上上上上がるとこがるとこがるとこがるところろろろのののの角角角角はもはもはもはも

うあとうあとうあとうあと少少少少しでできると思います。ずっとしでできると思います。ずっとしでできると思います。ずっとしでできると思います。ずっと行行行行きますときますときますときますと真真真真ん中あたりに、コンん中あたりに、コンん中あたりに、コンん中あたりに、コンビニビニビニビニがある。あがある。あがある。あがある。あ

の辺からの辺からの辺からの辺から東市東市東市東市小小小小学学学学校校校校にかけて、あそこだけが今、にかけて、あそこだけが今、にかけて、あそこだけが今、にかけて、あそこだけが今、拡幅拡幅拡幅拡幅がががが残残残残っているのではないかと思うのっているのではないかと思うのっているのではないかと思うのっているのではないかと思うの

で、平成２５年度予算ですけれど奈良で、平成２５年度予算ですけれど奈良で、平成２５年度予算ですけれど奈良で、平成２５年度予算ですけれど奈良ママママララララソソソソンが１２月の第１ンが１２月の第１ンが１２月の第１ンが１２月の第１週週週週のののの土土土土曜曜曜曜日になるのか日日になるのか日日になるのか日日になるのか日曜曜曜曜

日になるのかわかりませんけど、それまでにできれば整備する方日になるのかわかりませんけど、それまでにできれば整備する方日になるのかわかりませんけど、それまでにできれば整備する方日になるのかわかりませんけど、それまでにできれば整備する方向向向向でででで努努努努力力力力をしていただきをしていただきをしていただきをしていただき

たいということを要たいということを要たいということを要たいということを要望望望望しておきます。しておきます。しておきます。しておきます。

吉吉吉吉田田田田スポスポスポスポーーーーツツツツ振振振振興課興課興課興課長、そういうことで長、そういうことで長、そういうことで長、そういうことで先先先先ほども言いましたようにやはりほども言いましたようにやはりほども言いましたようにやはりほども言いましたようにやはりボボボボランランランランティティティティアアアア
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のののの人人人人のののの放映放映放映放映をまたことしもよをまたことしもよをまたことしもよをまたことしもよろろろろしくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。

若草山の山若草山の山若草山の山若草山の山焼焼焼焼きのきのきのきの話話話話は、第４は、第４は、第４は、第４週週週週のののの土土土土曜曜曜曜日ですね。わたしはいつも日ですね。わたしはいつも日ですね。わたしはいつも日ですね。わたしはいつも昼食昼食昼食昼食を県を県を県を県庁庁庁庁のののの食食食食堂で堂で堂で堂で食食食食

べべべべるので、るので、るので、るので、エエエエレレレレベーターにベーターにベーターにベーターに乗乗乗乗ったらったらったらったらポスポスポスポスターがいつもターがいつもターがいつもターがいつも張張張張ってあるので、わかるのですが、ってあるので、わかるのですが、ってあるので、わかるのですが、ってあるので、わかるのですが、

とことことこところろろろがががが全体的全体的全体的全体的にいうとやはりにいうとやはりにいうとやはりにいうとやはり認認認認知知知知されていないという声がされていないという声がされていないという声がされていないという声が多多多多いと思う。そういうことでいと思う。そういうことでいと思う。そういうことでいと思う。そういうことで

質問を質問を質問を質問を終終終終わります。わります。わります。わります。

○藤本委員長○藤本委員長○藤本委員長○藤本委員長 ほかの委員、よほかの委員、よほかの委員、よほかの委員、よろろろろしいですか。しいですか。しいですか。しいですか。

ほかになければこれをもちまして質疑をほかになければこれをもちまして質疑をほかになければこれをもちまして質疑をほかになければこれをもちまして質疑を終終終終わります。わります。わります。わります。

なお、当委員会なお、当委員会なお、当委員会なお、当委員会所管所管所管所管事項に係る議案が事項に係る議案が事項に係る議案が事項に係る議案が追追追追加加加加、提出される場合には、当委員会を定例会中、提出される場合には、当委員会を定例会中、提出される場合には、当委員会を定例会中、提出される場合には、当委員会を定例会中

の３月の３月の３月の３月６６６６日日日日水曜水曜水曜水曜日の日の日の日の午午午午前前前前１０１０１０１０時時時時３０３０３０３０分分分分にににに再再再再度度度度開催開催開催開催させていただくことになりますので、あさせていただくことになりますので、あさせていただくことになりますので、あさせていただくことになりますので、あ

らからからからかじじじじめ委員の皆様もめ委員の皆様もめ委員の皆様もめ委員の皆様も理理理理事事事事者者者者の皆様もごの皆様もごの皆様もごの皆様もご了了了了解解解解願います。願います。願います。願います。

それでは、それでは、それでは、それでは、理理理理事事事事者者者者の方はごの方はごの方はごの方はご退退退退席席席席願います。ご願います。ご願います。ご願います。ご苦労苦労苦労苦労さまでございました。さまでございました。さまでございました。さまでございました。

委員の方は委員の方は委員の方は委員の方は残残残残ってください。ってください。ってください。ってください。

（（（（理理理理事事事事者者者者退退退退席席席席））））

ただいまから委員ただいまから委員ただいまから委員ただいまから委員間討間討間討間討議を議を議を議を行行行行いたいと思います。いたいと思います。いたいと思います。いたいと思います。

まず、平成２５年まず、平成２５年まず、平成２５年まず、平成２５年６６６６月定例会において調査を月定例会において調査を月定例会において調査を月定例会において調査を終終終終了了了了し、その成し、その成し、その成し、その成果果果果を報告をするわけですが、を報告をするわけですが、を報告をするわけですが、を報告をするわけですが、

お手お手お手お手元元元元に調査報告に調査報告に調査報告に調査報告書書書書のののの素素素素案を案を案を案を配配配配付付付付しておりますので、しておりますので、しておりますので、しておりますので、後後後後刻刻刻刻お目通しをいただきまして、３お目通しをいただきまして、３お目通しをいただきまして、３お目通しをいただきまして、３

月月月月６６６６日の委員会でご日の委員会でご日の委員会でご日の委員会でご意見等意見等意見等意見等をいただきたいと思いますのでよをいただきたいと思いますのでよをいただきたいと思いますのでよをいただきたいと思いますのでよろろろろしくお願いいたします。なしくお願いいたします。なしくお願いいたします。なしくお願いいたします。な

お、この報告お、この報告お、この報告お、この報告書書書書のののの素素素素案の案の案の案の構構構構成、または成成、または成成、または成成、または成果果果果のののの取取取取りまとめとなる提言についてのごりまとめとなる提言についてのごりまとめとなる提言についてのごりまとめとなる提言についてのご意見意見意見意見をあをあをあをあ

わせてわせてわせてわせて各各各各委員の皆様におかれましては、観光委員の皆様におかれましては、観光委員の皆様におかれましては、観光委員の皆様におかれましては、観光振振振振興興興興にににに対対対対するお考えがありましたら、この機するお考えがありましたら、この機するお考えがありましたら、この機するお考えがありましたら、この機

会にご発言をお願いいたします。いかがでし会にご発言をお願いいたします。いかがでし会にご発言をお願いいたします。いかがでし会にご発言をお願いいたします。いかがでしょょょょうか。うか。うか。うか。

よよよよろろろろしいですか。しいですか。しいですか。しいですか。

（（（（「「「「もう一回あるのですかもう一回あるのですかもう一回あるのですかもう一回あるのですか」」」」とととと呼ぶ呼ぶ呼ぶ呼ぶ者者者者ありありありあり。。。。））））

○藤本委員長○藤本委員長○藤本委員長○藤本委員長 先先先先ほど言いましたように３月ほど言いましたように３月ほど言いましたように３月ほど言いましたように３月６６６６日に委員会がありますので、そのときまで日に委員会がありますので、そのときまで日に委員会がありますので、そのときまで日に委員会がありますので、そのときまで

にここを、にここを、にここを、にここを、内内内内容をこうしてほしい、ああしてほしいという容をこうしてほしい、ああしてほしいという容をこうしてほしい、ああしてほしいという容をこうしてほしい、ああしてほしいという意見意見意見意見を事を事を事を事務務務務局局局局へへへへ言ってください。言ってください。言ってください。言ってください。

それをまたそれをまたそれをまたそれをまた血血血血とととと肉肉肉肉として、報告として、報告として、報告として、報告書書書書の案の中にの案の中にの案の中にの案の中に取取取取りまとめを委員長、副委員長でさせていたりまとめを委員長、副委員長でさせていたりまとめを委員長、副委員長でさせていたりまとめを委員長、副委員長でさせていた

だくことでよだくことでよだくことでよだくことでよろろろろしいでししいでししいでししいでしょょょょうか。うか。うか。うか。

（（（（「「「「はいはいはいはい」」」」とととと呼ぶ呼ぶ呼ぶ呼ぶ者者者者あり）あり）あり）あり）

○藤本委員長○藤本委員長○藤本委員長○藤本委員長 それでは、くれそれでは、くれそれでは、くれそれでは、くれぐぐぐぐれも３月れも３月れも３月れも３月６６６６日にはご日にはご日にはご日にはご意見意見意見意見をいただきますようによをいただきますようによをいただきますようによをいただきますようによろろろろしくしくしくしく

お願いいたします。お願いいたします。お願いいたします。お願いいたします。

○藤本委員長○藤本委員長○藤本委員長○藤本委員長 それでは本日の委員会をそれでは本日の委員会をそれでは本日の委員会をそれでは本日の委員会を終終終終わります。わります。わります。わります。


