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

＜地域振興部、観光局、水道局＞＜地域振興部、観光局、水道局＞＜地域振興部、観光局、水道局＞＜地域振興部、観光局、水道局＞

開催日時開催日時開催日時開催日時 平成２５年３月１８日（月） １０：０３～１４：４０平成２５年３月１８日（月） １０：０３～１４：４０平成２５年３月１８日（月） １０：０３～１４：４０平成２５年３月１８日（月） １０：０３～１４：４０

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 １２名１２名１２名１２名

田中 惟允 委員長田中 惟允 委員長田中 惟允 委員長田中 惟允 委員長

森川 喜之 副委員長森川 喜之 副委員長森川 喜之 副委員長森川 喜之 副委員長

畭 真夕美 委員畭 真夕美 委員畭 真夕美 委員畭 真夕美 委員

浅川 清仁 委員浅川 清仁 委員浅川 清仁 委員浅川 清仁 委員

山村 幸穂 委員山村 幸穂 委員山村 幸穂 委員山村 幸穂 委員

中野 雅史 委員中野 雅史 委員中野 雅史 委員中野 雅史 委員

神田加津代 委員神田加津代 委員神田加津代 委員神田加津代 委員

奥田 博康 委員奥田 博康 委員奥田 博康 委員奥田 博康 委員

和田 恵治 委員和田 恵治 委員和田 恵治 委員和田 恵治 委員

山本 進章 委員山本 進章 委員山本 進章 委員山本 進章 委員

小泉 米造 委員小泉 米造 委員小泉 米造 委員小泉 米造 委員

藤本 昭広 委員藤本 昭広 委員藤本 昭広 委員藤本 昭広 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 杉田 副知事杉田 副知事杉田 副知事杉田 副知事

前田 総務部長前田 総務部長前田 総務部長前田 総務部長

中山 地域振興部長中山 地域振興部長中山 地域振興部長中山 地域振興部長

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

辻本 水道局長兼地域振興部次長辻本 水道局長兼地域振興部次長辻本 水道局長兼地域振興部次長辻本 水道局長兼地域振興部次長

ほか、関係職員ほか、関係職員ほか、関係職員ほか、関係職員

傍 聴 者 なし傍 聴 者 なし傍 聴 者 なし傍 聴 者 なし

議 事議 事議 事議 事 ２月定例県議会提出議案について２月定例県議会提出議案について２月定例県議会提出議案について２月定例県議会提出議案について

＜会議の経過＞＜会議の経過＞＜会議の経過＞＜会議の経過＞

○田中委員長○田中委員長○田中委員長○田中委員長 それでは、ただいまより本日の会議を開きます。本日、山本委員が少しおそれでは、ただいまより本日の会議を開きます。本日、山本委員が少しおそれでは、ただいまより本日の会議を開きます。本日、山本委員が少しおそれでは、ただいまより本日の会議を開きます。本日、山本委員が少しお

くれるとの連絡を受けています。くれるとの連絡を受けています。くれるとの連絡を受けています。くれるとの連絡を受けています。

日程に従い、地域振興部、観光局、水道局の審査を行います。日程に従い、地域振興部、観光局、水道局の審査を行います。日程に従い、地域振興部、観光局、水道局の審査を行います。日程に従い、地域振興部、観光局、水道局の審査を行います。
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では、議案について、地域振興部長、観光局長、水道局長の順に説明願います。では、議案について、地域振興部長、観光局長、水道局長の順に説明願います。では、議案について、地域振興部長、観光局長、水道局長の順に説明願います。では、議案について、地域振興部長、観光局長、水道局長の順に説明願います。

○中山地域振興部長○中山地域振興部長○中山地域振興部長○中山地域振興部長 それでは、地域振興部所管の事業についてご説明します。それでは、地域振興部所管の事業についてご説明します。それでは、地域振興部所管の事業についてご説明します。それでは、地域振興部所管の事業についてご説明します。

資料「平成２５年度一般会計、特別会計予算案の概要、平成２４年度一般会計、特別会資料「平成２５年度一般会計、特別会計予算案の概要、平成２４年度一般会計、特別会資料「平成２５年度一般会計、特別会計予算案の概要、平成２４年度一般会計、特別会資料「平成２５年度一般会計、特別会計予算案の概要、平成２４年度一般会計、特別会

計２月補正予算案の概要」をごらんください。新規事業を中心に主な事業をご説明します。計２月補正予算案の概要」をごらんください。新規事業を中心に主な事業をご説明します。計２月補正予算案の概要」をごらんください。新規事業を中心に主な事業をご説明します。計２月補正予算案の概要」をごらんください。新規事業を中心に主な事業をご説明します。

政策課題、経済活性化についての２４ページ、地域総合整備対策事業ですが、これは、政策課題、経済活性化についての２４ページ、地域総合整備対策事業ですが、これは、政策課題、経済活性化についての２４ページ、地域総合整備対策事業ですが、これは、政策課題、経済活性化についての２４ページ、地域総合整備対策事業ですが、これは、

地域振興、活性化につながる事業を行う民間事業者に対して、県とふるさと財団が連携し地域振興、活性化につながる事業を行う民間事業者に対して、県とふるさと財団が連携し地域振興、活性化につながる事業を行う民間事業者に対して、県とふるさと財団が連携し地域振興、活性化につながる事業を行う民間事業者に対して、県とふるさと財団が連携し

て資金の貸し付けを行うものであります。て資金の貸し付けを行うものであります。て資金の貸し付けを行うものであります。て資金の貸し付けを行うものであります。

次に２５ページ、新年度から地域振興部にエネルギー政策課を設置しまして、エネルギ次に２５ページ、新年度から地域振興部にエネルギー政策課を設置しまして、エネルギ次に２５ページ、新年度から地域振興部にエネルギー政策課を設置しまして、エネルギ次に２５ページ、新年度から地域振興部にエネルギー政策課を設置しまして、エネルギ

ーに係る取り組みを総括することにしました。エネルギービジョンの関連２事業についてーに係る取り組みを総括することにしました。エネルギービジョンの関連２事業についてーに係る取り組みを総括することにしました。エネルギービジョンの関連２事業についてーに係る取り組みを総括することにしました。エネルギービジョンの関連２事業について

は、３月１５日の予算審査特別委員会で説明があったとおりでございます。ご承知おきくは、３月１５日の予算審査特別委員会で説明があったとおりでございます。ご承知おきくは、３月１５日の予算審査特別委員会で説明があったとおりでございます。ご承知おきくは、３月１５日の予算審査特別委員会で説明があったとおりでございます。ご承知おきく

ださい。ださい。ださい。ださい。

次に、３３ページ次に、３３ページ次に、３３ページ次に、３３ページ、、、、（４）東アジアとの連携推進の最下段ですが、東アジアの未来を担（４）東アジアとの連携推進の最下段ですが、東アジアの未来を担（４）東アジアとの連携推進の最下段ですが、東アジアの未来を担（４）東アジアとの連携推進の最下段ですが、東アジアの未来を担

う人材育成を目的としまして、東アジア・サマースクールを引き続き開催します。う人材育成を目的としまして、東アジア・サマースクールを引き続き開催します。う人材育成を目的としまして、東アジア・サマースクールを引き続き開催します。う人材育成を目的としまして、東アジア・サマースクールを引き続き開催します。

次に、９５ページ、くらしの向上、学びの支援の（９）私学の振興をごらんください。次に、９５ページ、くらしの向上、学びの支援の（９）私学の振興をごらんください。次に、９５ページ、くらしの向上、学びの支援の（９）私学の振興をごらんください。次に、９５ページ、くらしの向上、学びの支援の（９）私学の振興をごらんください。

私学の振興を図るため私立学校及び私立幼私学の振興を図るため私立学校及び私立幼私学の振興を図るため私立学校及び私立幼私学の振興を図るため私立学校及び私立幼稚園稚園稚園稚園のののの教教教教育経育経育経育経常費常費常費常費補補補補助助助助をををを充実充実充実充実ささささせせせせるとともに、るとともに、るとともに、るとともに、

県県県県内内内内私立私立私立私立高等高等高等高等学校学校学校学校等等等等にににに在籍在籍在籍在籍しますしますしますします生徒生徒生徒生徒のののの家庭家庭家庭家庭のののの負負負負担を担を担を担を軽減軽減軽減軽減する私立する私立する私立する私立高等高等高等高等学校学校学校学校等就等就等就等就学支援金学支援金学支援金学支援金

の支の支の支の支給給給給ななななどどどど、、、、記載記載記載記載の１０事業をの１０事業をの１０事業をの１０事業を実施実施実施実施します。次にします。次にします。次にします。次に、、、、（1（1（1（10000）県立）県立）県立）県立大大大大学の学の学の学の充実充実充実充実です。県立です。県立です。県立です。県立大大大大学学学学

改革改革改革改革推進事業として、地域に推進事業として、地域に推進事業として、地域に推進事業として、地域に根差根差根差根差したしたしたした視点視点視点視点をををを持持持持つ人材をつ人材をつ人材をつ人材を養養養養成するために対成するために対成するために対成するために対話型話型話型話型少人少人少人少人数教数教数教数教育育育育

制制制制度の度の度の度の導入導入導入導入に向けたに向けたに向けたに向けた諸準諸準諸準諸準備を行います。備を行います。備を行います。備を行います。

９９９９６６６６ページの新規事業、県立ページの新規事業、県立ページの新規事業、県立ページの新規事業、県立大大大大学学学学法法法法人化人化人化人化準準準準備事業では、備事業では、備事業では、備事業では、機動機動機動機動的かつ的かつ的かつ的かつ効率効率効率効率的な経的な経的な経的な経営体制営体制営体制営体制をををを

確確確確立するため、立するため、立するため、立するため、公公公公立立立立大大大大学学学学法法法法人化に向けた人化に向けた人化に向けた人化に向けた準準準準備な備な備な備などどどど、県立、県立、県立、県立大大大大学学学学改革構想改革構想改革構想改革構想のののの実現実現実現実現に向けたに向けたに向けたに向けた諸諸諸諸事事事事

業を業を業を業を実施実施実施実施します。２、します。２、します。２、します。２、ライフライフライフライフスススステテテテージにージにージにージに応じ応じ応じ応じた学びの支援ですが、県立た学びの支援ですが、県立た学びの支援ですが、県立た学びの支援ですが、県立大大大大学との連携によ学との連携によ学との連携によ学との連携によ

る特別る特別る特別る特別講座講座講座講座の開催については、日本と東アジアの未来をの開催については、日本と東アジアの未来をの開催については、日本と東アジアの未来をの開催については、日本と東アジアの未来を考え考え考え考える委員会の委員をる委員会の委員をる委員会の委員をる委員会の委員を招聘招聘招聘招聘しまししまししまししまし

て県て県て県て県内各大内各大内各大内各大学において特別学において特別学において特別学において特別講座講座講座講座を引き続きを引き続きを引き続きを引き続き実施実施実施実施します。します。します。します。

続きまして、９続きまして、９続きまして、９続きまして、９７７７７ページ、くらしの向上、ページ、くらしの向上、ページ、くらしの向上、ページ、くらしの向上、文文文文化の振興です。１、化の振興です。１、化の振興です。１、化の振興です。１、質質質質のののの高高高高いいいい文文文文化化化化芸術芸術芸術芸術のののの実実実実

施施施施及び及び及び及び参参参参加・加・加・加・鑑賞鑑賞鑑賞鑑賞のののの機機機機会会会会拡大拡大拡大拡大では、までは、までは、までは、まずずずず最最最最初初初初に、に、に、に、ムムムムジークジークジークジークフェフェフェフェスススストトトトなら２０１３開催事業なら２０１３開催事業なら２０１３開催事業なら２０１３開催事業

です。です。です。です。好評好評好評好評でありましてでありましてでありましてでありまして奈良奈良奈良奈良らしい取り組みですので、平成２５年度はらしい取り組みですので、平成２５年度はらしい取り組みですので、平成２５年度はらしい取り組みですので、平成２５年度は期期期期間と会間と会間と会間と会場場場場をををを拡大拡大拡大拡大

することといたしました。することといたしました。することといたしました。することといたしました。６６６６月に１月に１月に１月に１７７７７日間連続で開催しまして、日間連続で開催しまして、日間連続で開催しまして、日間連続で開催しまして、世界遺産世界遺産世界遺産世界遺産のののの社寺社寺社寺社寺ななななど奈良ど奈良ど奈良ど奈良

らしい会らしい会らしい会らしい会場や場や場や場や県県県県営プ営プ営プ営プールールールール跡跡跡跡地でも地でも地でも地でも仕掛仕掛仕掛仕掛けるといいますか、けるといいますか、けるといいますか、けるといいますか、ココココンサーンサーンサーンサートトトトを開催します。これを開催します。これを開催します。これを開催します。これ

は観光は観光は観光は観光オフシオフシオフシオフシーーーーズズズズンンンン期期期期の対策としてもの対策としてもの対策としてもの対策としても実施実施実施実施します。します。します。します。
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次に、９次に、９次に、９次に、９７７７７ページ、県立美ページ、県立美ページ、県立美ページ、県立美術館術館術館術館では開では開では開では開館館館館４０４０４０４０周周周周年を年を年を年を記念記念記念記念し、正し、正し、正し、正倉院宝物倉院宝物倉院宝物倉院宝物のののの復元品展や復元品展や復元品展や復元品展や、、、、

籔内佐斗司展籔内佐斗司展籔内佐斗司展籔内佐斗司展を開催します。また、新規事業、を開催します。また、新規事業、を開催します。また、新規事業、を開催します。また、新規事業、籔内佐斗司籔内佐斗司籔内佐斗司籔内佐斗司特別特別特別特別展展展展を活を活を活を活用用用用した「した「した「した「ややややまとまとまとまとぢぢぢぢかかかか

ら」ら」ら」ら」発信発信発信発信事業を事業を事業を事業を実施実施実施実施します。これはします。これはします。これはします。これは奈良奈良奈良奈良のののの伝統文伝統文伝統文伝統文化を化を化を化を培培培培ってきたってきたってきたってきた英英英英知と活知と活知と活知と活力力力力である「である「である「である「ややややまままま

ととととぢぢぢぢから」が県から」が県から」が県から」が県勢発展勢発展勢発展勢発展のののの原動力原動力原動力原動力となるということで、となるということで、となるということで、となるということで、フォフォフォフォーーーーラムラムラムラムの開催、平成の開催、平成の開催、平成の開催、平成伎楽伎楽伎楽伎楽団の団の団の団の公公公公

演演演演ななななどどどどを活を活を活を活用用用用しまして県しまして県しまして県しまして県内外内外内外内外にににに発信発信発信発信してまいります。また、県立ジしてまいります。また、県立ジしてまいります。また、県立ジしてまいります。また、県立ジュニュニュニュニアアアアオオオオーーーーケケケケスススストラトラトラトラ活活活活

動動動動事業、未来の事業、未来の事業、未来の事業、未来のトップトップトップトップアーアーアーアーティティティティスススストトトト育成支援事業育成支援事業育成支援事業育成支援事業等等等等、、、、文文文文化化化化芸術芸術芸術芸術活活活活動動動動の支援・育成をの支援・育成をの支援・育成をの支援・育成を充実充実充実充実しししし

てまいります。てまいります。てまいります。てまいります。

９８ページ、２、９８ページ、２、９８ページ、２、９８ページ、２、文文文文化を化を化を化を核核核核にしたまにしたまにしたまにしたまちづちづちづちづくりをごらんください。これにつきましては、くりをごらんください。これにつきましては、くりをごらんください。これにつきましては、くりをごらんください。これにつきましては、

新規事業で、地域新規事業で、地域新規事業で、地域新規事業で、地域文文文文化化化化力力力力向上事業、向上事業、向上事業、向上事業、奈良奈良奈良奈良らしい美らしい美らしい美らしい美術館術館術館術館・博・博・博・博物館物館物館物館活活活活動動動動のありのありのありのあり方検討方検討方検討方検討事業、そ事業、そ事業、そ事業、そ

のほかのほかのほかのほか記載記載記載記載の事業をの事業をの事業をの事業を実施実施実施実施します。します。します。します。

９９ページ９９ページ９９ページ９９ページ、、、、（２）（２）（２）（２）文文文文化化化化遺産遺産遺産遺産の保の保の保の保存存存存と活と活と活と活用用用用をごらんください。新規事業、をごらんください。新規事業、をごらんください。新規事業、をごらんください。新規事業、奈良奈良奈良奈良史料史料史料史料編纂編纂編纂編纂

事業では、県事業では、県事業では、県事業では、県内内内内のののの社寺社寺社寺社寺ななななどどどどに保管されているに保管されているに保管されているに保管されている貴重貴重貴重貴重な資料のな資料のな資料のな資料の調調調調査を開査を開査を開査を開始始始始します。史します。史します。史します。史跡等跡等跡等跡等整備整備整備整備

活活活活用用用用補補補補助助助助金は、金は、金は、金は、市町市町市町市町村の村の村の村の文文文文化観光化観光化観光化観光戦略等戦略等戦略等戦略等を支援するため、史を支援するため、史を支援するため、史を支援するため、史跡等跡等跡等跡等のののの積極積極積極積極的な整備、活的な整備、活的な整備、活的な整備、活用用用用をををを

進める進める進める進める市町市町市町市町村に対する補村に対する補村に対する補村に対する補助助助助を行うものです。を行うものです。を行うものです。を行うものです。世界遺産登録世界遺産登録世界遺産登録世界遺産登録推進事業では、推進事業では、推進事業では、推進事業では、飛鳥飛鳥飛鳥飛鳥・藤・藤・藤・藤原原原原のののの宮宮宮宮

都都都都とその関連資とその関連資とその関連資とその関連資産群産群産群産群のののの世界遺産登録世界遺産登録世界遺産登録世界遺産登録に向けた取り組みを推進します。に向けた取り組みを推進します。に向けた取り組みを推進します。に向けた取り組みを推進します。

次に、１１３ページ、くらしの向上、次に、１１３ページ、くらしの向上、次に、１１３ページ、くらしの向上、次に、１１３ページ、くらしの向上、景景景景観・観・観・観・環境環境環境環境の保の保の保の保全全全全です。新規事業、水資です。新規事業、水資です。新規事業、水資です。新規事業、水資源実態調源実態調源実態調源実態調

査事業は、地下水を査事業は、地下水を査事業は、地下水を査事業は、地下水を含含含含めた県めた県めた県めた県内内内内の水資の水資の水資の水資源源源源のののの実態実態実態実態をををを把握把握把握把握しまして、しまして、しまして、しまして、施施施施策の策の策の策の効果効果効果効果をををを検証検証検証検証するとするとするとすると

ともに、ともに、ともに、ともに、今後今後今後今後の水の水の水の水循環循環循環循環マネジマネジマネジマネジメメメメンンンントトトトに活に活に活に活用用用用するものであります。するものであります。するものであります。するものであります。健全健全健全健全な水な水な水な水循環循環循環循環ビジョンのビジョンのビジョンのビジョンの

ためにためにためにために実施実施実施実施するものです。するものです。するものです。するものです。

次に、１２２ページ、次に、１２２ページ、次に、１２２ページ、次に、１２２ページ、紀伊半島大紀伊半島大紀伊半島大紀伊半島大水水水水害害害害からのからのからのからの復旧復旧復旧復旧・・・・復復復復興です。興です。興です。興です。簡易簡易簡易簡易水道水道水道水道等等等等整備推進事業整備推進事業整備推進事業整備推進事業

です。これはです。これはです。これはです。これは市町市町市町市町村による村による村による村による簡易簡易簡易簡易水道水道水道水道等等等等の整備にの整備にの整備にの整備に助助助助成するものでありまして、特に成するものでありまして、特に成するものでありまして、特に成するものでありまして、特に紀伊半島紀伊半島紀伊半島紀伊半島

大大大大水水水水害害害害に係るに係るに係るに係る災害復旧災害復旧災害復旧災害復旧事業については、事業については、事業については、事業については、市町市町市町市町村の村の村の村の実質負実質負実質負実質負担を担を担を担をゼロゼロゼロゼロにするものであります。にするものであります。にするものであります。にするものであります。

次に、１５５ページ、次に、１５５ページ、次に、１５５ページ、次に、１５５ページ、市町市町市町市町村の支援です。１、村の支援です。１、村の支援です。１、村の支援です。１、市町市町市町市町村との村との村との村との役割分役割分役割分役割分担を担を担を担を踏踏踏踏ままままええええた連携（た連携（た連携（た連携（奈奈奈奈

良モデ良モデ良モデ良モデル）の推進です。このル）の推進です。このル）の推進です。このル）の推進です。この奈良モデ奈良モデ奈良モデ奈良モデルの推進と、そのルの推進と、そのルの推進と、そのルの推進と、その実現実現実現実現に向けましてに向けましてに向けましてに向けまして奈良奈良奈良奈良県県県県版役割分版役割分版役割分版役割分

担担担担実現実現実現実現事業により、引き続き事業により、引き続き事業により、引き続き事業により、引き続き具体具体具体具体的な的な的な的な検討検討検討検討をををを市町市町市町市町村とともに行います。次に、村とともに行います。次に、村とともに行います。次に、村とともに行います。次に、市町市町市町市町村村村村税税税税税税税税

収強収強収強収強化事業ですが、これについては、化事業ですが、これについては、化事業ですが、これについては、化事業ですが、これについては、共同徴収共同徴収共同徴収共同徴収に向けた取り組みを行うなに向けた取り組みを行うなに向けた取り組みを行うなに向けた取り組みを行うなどどどど、県と、県と、県と、県と市町市町市町市町村村村村

がががが協働協働協働協働・連携してまいります。また、地・連携してまいります。また、地・連携してまいります。また、地・連携してまいります。また、地方分権改革方分権改革方分権改革方分権改革推進事業は、推進事業は、推進事業は、推進事業は、市町市町市町市町村村村村へへへへのののの権限移譲権限移譲権限移譲権限移譲ななななどどどど、、、、

各市町各市町各市町各市町村が村が村が村が円滑円滑円滑円滑に対に対に対に対応応応応できるようできるようできるようできるよう情報情報情報情報提提提提供供供供、、、、意見交換意見交換意見交換意見交換をををを実施実施実施実施します。します。します。します。

１５１５１５１５６６６６ページ、２、ページ、２、ページ、２、ページ、２、市町市町市町市町村の行政経村の行政経村の行政経村の行政経営営営営向上向上向上向上へへへへの取組支援です。これは、活の取組支援です。これは、活の取組支援です。これは、活の取組支援です。これは、活力力力力あふれるあふれるあふれるあふれる市市市市

町町町町村村村村応応応応援補援補援補援補助助助助金、金、金、金、市町市町市町市町村振興資金貸付事業村振興資金貸付事業村振興資金貸付事業村振興資金貸付事業等等等等により引き続き支援します。３、により引き続き支援します。３、により引き続き支援します。３、により引き続き支援します。３、市町市町市町市町村の村の村の村の現現現現
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状分析や情報状分析や情報状分析や情報状分析や情報提提提提供供供供をををを通じ通じ通じ通じた支援については、県、た支援については、県、た支援については、県、た支援については、県、市町市町市町市町村長サ村長サ村長サ村長サミットミットミットミットを開催しましてを開催しましてを開催しましてを開催しまして情報共情報共情報共情報共

有有有有を図るなを図るなを図るなを図るなどどどどの支援、の支援、の支援、の支援、市町市町市町市町村の人材村の人材村の人材村の人材力力力力の向上なの向上なの向上なの向上などどどど、さまざまな支援をこの会議で、さまざまな支援をこの会議で、さまざまな支援をこの会議で、さまざまな支援をこの会議で情報情報情報情報提提提提供供供供

しながら図っていきたいとしながら図っていきたいとしながら図っていきたいとしながら図っていきたいと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。

以以以以上が平成２５年度地域振興部の主な事業です。上が平成２５年度地域振興部の主な事業です。上が平成２５年度地域振興部の主な事業です。上が平成２５年度地域振興部の主な事業です。

続きまして続きまして続きまして続きまして、、、、「平成２４年度２月補正予算案（「平成２４年度２月補正予算案（「平成２４年度２月補正予算案（「平成２４年度２月補正予算案（追追追追加提出加提出加提出加提出分分分分）の概要」について説明しま）の概要」について説明しま）の概要」について説明しま）の概要」について説明しま

す。す。す。す。

２ページ、事業概要、２ページ、事業概要、２ページ、事業概要、２ページ、事業概要、増額増額増額増額補正をごらんください。補正をごらんください。補正をごらんください。補正をごらんください。市町市町市町市町村振興村振興村振興村振興宝宝宝宝くくくくじ収益じ収益じ収益じ収益金金金金交交交交付金です。付金です。付金です。付金です。

これは、これは、これは、これは、市町市町市町市町村振興村振興村振興村振興宝宝宝宝くくくくじじじじのののの売売売売り上り上り上り上げ増げ増げ増げ増にににに伴伴伴伴いましていましていましていまして、、、、（財）（財）（財）（財）奈良奈良奈良奈良県県県県市町市町市町市町村振興村振興村振興村振興協協協協会会会会へへへへのののの

交交交交付金を付金を付金を付金を増額増額増額増額するものです。するものです。するものです。するものです。

以以以以上で地域振興部の説明を上で地域振興部の説明を上で地域振興部の説明を上で地域振興部の説明を終わ終わ終わ終わります。審議のほります。審議のほります。審議のほります。審議のほどどどど、よ、よ、よ、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。

○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 続きまして、観光局所管続きまして、観光局所管続きまして、観光局所管続きまして、観光局所管分分分分の平成２５年度予算案の概要につきましての平成２５年度予算案の概要につきましての平成２５年度予算案の概要につきましての平成２５年度予算案の概要につきまして

説明さ説明さ説明さ説明させせせせていただきます。ていただきます。ていただきます。ていただきます。

「平成２５年度一般会計、特別会計予算案の概要、平成２４年度一般会計、特別会計２「平成２５年度一般会計、特別会計予算案の概要、平成２４年度一般会計、特別会計２「平成２５年度一般会計、特別会計予算案の概要、平成２４年度一般会計、特別会計２「平成２５年度一般会計、特別会計予算案の概要、平成２４年度一般会計、特別会計２

月補正予算案の概要」をごらんいただけますでし月補正予算案の概要」をごらんいただけますでし月補正予算案の概要」をごらんいただけますでし月補正予算案の概要」をごらんいただけますでしょょょょうか。２うか。２うか。２うか。２７７７７ページ、経済活性化、観光ページ、経済活性化、観光ページ、経済活性化、観光ページ、経済活性化、観光

の振興についてでございますの振興についてでございますの振興についてでございますの振興についてでございます。。。。”巡”巡”巡”巡るるるる奈良”奈良”奈良”奈良”ををををテテテテーマとしましたーマとしましたーマとしましたーマとしました周遊型周遊型周遊型周遊型観光地としての観光地としての観光地としての観光地としての魅魅魅魅

力力力力の向上のうの向上のうの向上のうの向上のうちちちち、ア、ア、ア、ア魅力魅力魅力魅力のののの創創創創出・出・出・出・発掘発掘発掘発掘としまして、としまして、としまして、としまして、巡巡巡巡るるるる奈良奈良奈良奈良推進事業は推進事業は推進事業は推進事業は、、、、「「「「巡巡巡巡るるるる奈良奈良奈良奈良」を」を」を」を

キキキキーーーーワワワワーーーードドドドに、に、に、に、社寺社寺社寺社寺のののの秘宝秘宝秘宝秘宝・・・・秘秘秘秘仏仏仏仏特別開特別開特別開特別開帳帳帳帳ななななどどどどののののテテテテーマ性のある事業をーマ性のある事業をーマ性のある事業をーマ性のある事業を展展展展開し、開し、開し、開し、滞滞滞滞在型周在型周在型周在型周

遊遊遊遊観光を推進するものでございます。観光を推進するものでございます。観光を推進するものでございます。観光を推進するものでございます。持持持持続的観光続的観光続的観光続的観光力力力力パパパパワワワワーアーアーアーアップップップップ補補補補助助助助金は、金は、金は、金は、滞滞滞滞在型周遊在型周遊在型周遊在型周遊観観観観

光の推進に向けまして光の推進に向けまして光の推進に向けまして光の推進に向けまして市町市町市町市町村な村な村な村などどどどが行います事業を支援するものでございます。が行います事業を支援するものでございます。が行います事業を支援するものでございます。が行います事業を支援するものでございます。

イイイイ、、、、記紀記紀記紀記紀・・・・万葉万葉万葉万葉プロプロプロプロジジジジェェェェククククトトトトの推進でございます。平成２５年度もいの推進でございます。平成２５年度もいの推進でございます。平成２５年度もいの推進でございます。平成２５年度もいろろろろいいいいろろろろな新規事業な新規事業な新規事業な新規事業

を予定してございますを予定してございますを予定してございますを予定してございます。。。。「「「「古古古古事事事事記記記記かるた」かるた」かるた」かるた」制制制制作作作作事業は、小学事業は、小学事業は、小学事業は、小学生生生生を対を対を対を対象象象象としましたとしましたとしましたとしました古古古古事事事事記記記記かかかか

るたのるたのるたのるたの制制制制作作作作を行うなを行うなを行うなを行うなどどどど、、、、古古古古事事事事記記記記にににに親親親親しんでいただくための取り組みを推進いたします。しんでいただくための取り組みを推進いたします。しんでいただくための取り組みを推進いたします。しんでいただくための取り組みを推進いたします。

２８ページ２８ページ２８ページ２８ページ、、、、「なら「なら「なら「なら記紀記紀記紀記紀・・・・万葉万葉万葉万葉」」」」シシシシンンンンボボボボルルルルイイイイベベベベンンンントトトト開催事業は、開催事業は、開催事業は、開催事業は、古古古古事事事事記記記記朗唱朗唱朗唱朗唱大大大大会の開催会の開催会の開催会の開催

ななななどどどどによりによりによりにより機機機機運運運運のののの盛盛盛盛り上がりを図るものでございます。さらに、り上がりを図るものでございます。さらに、り上がりを図るものでございます。さらに、り上がりを図るものでございます。さらに、古古古古事事事事記記記記出出出出版大賞版大賞版大賞版大賞のののの表彰表彰表彰表彰

式式式式・・・・シシシシンンンンポポポポジジジジウウウウムやムやムやムや、、、、ゆゆゆゆかりの地との連携かりの地との連携かりの地との連携かりの地との連携シシシシンンンンポポポポジジジジウウウウムムムムななななどどどどをををを首首首首都都都都圏圏圏圏で開催することによで開催することによで開催することによで開催することによ

り、り、り、り、記紀記紀記紀記紀・・・・万葉万葉万葉万葉のののの魅力魅力魅力魅力をををを全全全全国国国国に向けてに向けてに向けてに向けて発信発信発信発信してまいります。してまいります。してまいります。してまいります。

３１ページ、３１ページ、３１ページ、３１ページ、通通通通年年年年型型型型観光地に向けた観光観光地に向けた観光観光地に向けた観光観光地に向けた観光オフシオフシオフシオフシーーーーズズズズンの対策の推進としましてンの対策の推進としましてンの対策の推進としましてンの対策の推進としまして、、、、（財）（財）（財）（財）

奈良奈良奈良奈良県ビジ県ビジ県ビジ県ビジタタタターーーーズズズズビビビビュュュューーーーロロロローが行います観光ーが行います観光ーが行います観光ーが行います観光客誘致客誘致客誘致客誘致活活活活動動動動・・・・プロモプロモプロモプロモーーーーシシシション活ョン活ョン活ョン活動動動動に対する補に対する補に対する補に対する補

助助助助でございます。でございます。でございます。でございます。オフシオフシオフシオフシーーーーズズズズンのンのンのンの誘客誘客誘客誘客及び及び及び及び修修修修学学学学旅旅旅旅行の行の行の行の誘致誘致誘致誘致をををを促促促促進するための進するための進するための進するためのキキキキャャャャンペーンンペーンンペーンンペーン

に対する支援でございます。に対する支援でございます。に対する支援でございます。に対する支援でございます。旅旅旅旅行行行行商商商商品品品品造成事業では、造成事業では、造成事業では、造成事業では、旅旅旅旅行会行会行会行会社や社や社や社や鉄鉄鉄鉄道会道会道会道会社社社社と連携し、と連携し、と連携し、と連携し、首首首首都都都都
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圏圏圏圏を対を対を対を対象象象象に、中和地域に、中和地域に、中和地域に、中和地域へへへへのののの誘客誘客誘客誘客を図るために、中和地域のを図るために、中和地域のを図るために、中和地域のを図るために、中和地域の魅力魅力魅力魅力的な観光的な観光的な観光的な観光素素素素材をア材をア材をア材をアピピピピールすールすールすールす

る観光る観光る観光る観光キキキキャャャャンペーンをンペーンをンペーンをンペーンを実施実施実施実施いたします。いたします。いたします。いたします。

３、３、３、３、奈良奈良奈良奈良のののの魅力魅力魅力魅力をををを効果効果効果効果的に的に的に的に発信発信発信発信としましてとしましてとしましてとしまして、、、、（１）（１）（１）（１）誘客誘客誘客誘客情報情報情報情報のののの発信発信発信発信でございます。でございます。でございます。でございます。耳耳耳耳成成成成

観光案観光案観光案観光案内内内内所所所所運運運運営営営営事業は、事業は、事業は、事業は、橿橿橿橿原市原市原市原市の中和の中和の中和の中和幹線沿幹線沿幹線沿幹線沿いに４月にいに４月にいに４月にいに４月にオオオオーーーーププププンいたしますンいたしますンいたしますンいたしますＪＡＪＡＪＡＪＡならけんならけんならけんならけん

まほまほまほまほろろろろばばばばキッキッキッキッチチチチンンンン内内内内の観光案の観光案の観光案の観光案内内内内所におきまして、中所におきまして、中所におきまして、中所におきまして、中南南南南和地域の和地域の和地域の和地域のリリリリアルアルアルアルタタタタイムイムイムイムの観光の観光の観光の観光情報情報情報情報をををを

観光観光観光観光ココココンンンンシェシェシェシェルジルジルジルジュュュュによりによりによりにより発信発信発信発信してまいります。また、してまいります。また、してまいります。また、してまいります。また、若若若若者者者者誘客促誘客促誘客促誘客促進事業は、県進事業は、県進事業は、県進事業は、県内大内大内大内大学学学学生生生生

から政策提案されました中からから政策提案されました中からから政策提案されました中からから政策提案されました中から優秀優秀優秀優秀な提案を県のな提案を県のな提案を県のな提案を県の施施施施策として策として策として策として具体具体具体具体化する事業でございます化する事業でございます化する事業でございます化する事業でございます

が、が、が、が、今今今今般、般、般、般、帝塚帝塚帝塚帝塚山山山山大大大大学の学学の学学の学学の学生生生生と連携しまして、携と連携しまして、携と連携しまして、携と連携しまして、携帯電帯電帯電帯電話話話話のアのアのアのアププププリリリリケケケケーーーーシシシションを活ョンを活ョンを活ョンを活用用用用した取した取した取した取

り組みにより県り組みにより県り組みにより県り組みにより県内へ内へ内へ内へのののの若若若若者者者者誘客誘客誘客誘客をををを促促促促進しようとするものでございます。進しようとするものでございます。進しようとするものでございます。進しようとするものでございます。

３２ページ３２ページ３２ページ３２ページ、、、、（（（（仮称仮称仮称仮称））））奈良奈良奈良奈良のののの歴歴歴歴史と地域振興史と地域振興史と地域振興史と地域振興首首首首都都都都圏圏圏圏フォフォフォフォーーーーラムラムラムラム開催事業では、本県の開催事業では、本県の開催事業では、本県の開催事業では、本県の豊豊豊豊

かなかなかなかな歴歴歴歴史資史資史資史資源源源源を地域振興に活を地域振興に活を地域振興に活を地域振興に活用用用用することを目的としたすることを目的としたすることを目的としたすることを目的としたフォフォフォフォーーーーラムラムラムラムをををを首首首首都都都都圏圏圏圏で開催し、そので開催し、そので開催し、そので開催し、その

内内内内容容容容を広くを広くを広くを広く発信発信発信発信してまいります。その下、してまいります。その下、してまいります。その下、してまいります。その下、修修修修学学学学旅旅旅旅行行行行誘致促誘致促誘致促誘致促進事業では、名進事業では、名進事業では、名進事業では、名古屋古屋古屋古屋市方市方市方市方面面面面の小の小の小の小

学校の学校の学校の学校の先先先先生方生方生方生方を対を対を対を対象象象象ににににモニモニモニモニタタタターーーーツツツツアーをアーをアーをアーを実施実施実施実施しまして、しまして、しまして、しまして、南南南南部地域をは部地域をは部地域をは部地域をはじじじじめ、め、め、め、奈良奈良奈良奈良県県県県へへへへのののの修修修修

学学学学旅旅旅旅行の行の行の行の誘致誘致誘致誘致をををを促促促促進してまいります進してまいります進してまいります進してまいります。。。。「「「「奈良奈良奈良奈良Ｂ＆ＢＢ＆ＢＢ＆ＢＢ＆Ｂ」」」」宿泊促宿泊促宿泊促宿泊促進事業では、進事業では、進事業では、進事業では、個個個個人人人人旅旅旅旅行者の行者の行者の行者の宿宿宿宿

泊泊泊泊ニニニニーーーーズズズズのののの多様多様多様多様化に対化に対化に対化に対応応応応しまして、しまして、しまして、しまして、ゲゲゲゲスススストトトトハウハウハウハウスなスなスなスなどどどどの小規の小規の小規の小規模宿泊模宿泊模宿泊模宿泊施施施施設設設設へへへへのののの宿泊宿泊宿泊宿泊のののの促促促促進に進に進に進に

向けた取り組みを行ってまいります。向けた取り組みを行ってまいります。向けた取り組みを行ってまいります。向けた取り組みを行ってまいります。

次に次に次に次に、、、、（２）（２）（２）（２）国際国際国際国際交交交交流流流流の推進でございます。中の推進でございます。中の推進でございます。中の推進でございます。中国陝西省国陝西省国陝西省国陝西省・・・・韓国忠韓国忠韓国忠韓国忠清清清清南南南南道との道との道との道との友友友友好交好交好交好交流流流流事事事事

業は、業は、業は、業は、友友友友好交好交好交好交流流流流を担う次を担う次を担う次を担う次世世世世代を代を代を代を養養養養成するという観成するという観成するという観成するという観点点点点から、から、から、から、国際国際国際国際交交交交流流流流に関心のあるに関心のあるに関心のあるに関心のある青青青青年を年を年を年を両両両両

省省省省道に道に道に道に派遣派遣派遣派遣しますほか、県しますほか、県しますほか、県しますほか、県内内内内の中学校、の中学校、の中学校、の中学校、高高高高校における校における校における校における友友友友好交好交好交好交流流流流、、、、文文文文化化化化体体体体験験験験講座講座講座講座のののの実施や実施や実施や実施や、、、、

観光観光観光観光文文文文化化化化ややややススススポポポポーーーーツツツツを中心としたを中心としたを中心としたを中心とした交交交交流流流流ななななどどどどを進めてまいります。新規事業でを進めてまいります。新規事業でを進めてまいります。新規事業でを進めてまいります。新規事業で外外外外国国国国人人人人留留留留学学学学生生生生

支援事業でございます。新たに設置いたします支援事業でございます。新たに設置いたします支援事業でございます。新たに設置いたします支援事業でございます。新たに設置いたします外外外外国国国国人支援人支援人支援人支援セセセセンンンンタタタター及びー及びー及びー及び世界世界世界世界観光観光観光観光機機機機関（関（関（関（ＵＵＵＵ

ＮＷＴＯＮＷＴＯＮＷＴＯＮＷＴＯ）アジア）アジア）アジア）アジア太太太太平平平平洋セ洋セ洋セ洋センンンンタタタター事務所ー事務所ー事務所ー事務所内内内内のののの国際国際国際国際交交交交流流流流ササササロロロロンにおきまして、県ンにおきまして、県ンにおきまして、県ンにおきまして、県内外内外内外内外国国国国人人人人留留留留

学学学学生生生生ななななどどどどのネのネのネのネットワットワットワットワークークークークづづづづくりくりくりくりやややや相談相談相談相談支援な支援な支援な支援などどどどを行います。を行います。を行います。を行います。

（３）（３）（３）（３）外外外外国国国国人観光人観光人観光人観光客客客客のののの誘客誘客誘客誘客でございます。でございます。でございます。でございます。外外外外国国国国人観光人観光人観光人観光客誘致客誘致客誘致客誘致戦略戦略戦略戦略ビジビジビジビジットットットットならならならならキキキキャャャャンペンペンペンペ

ーンでは、ーンでは、ーンでは、ーンでは、近隣府近隣府近隣府近隣府県県県県やややや民間団民間団民間団民間団体体体体ななななどどどどと連携しまして、東アジア、と連携しまして、東アジア、と連携しまして、東アジア、と連携しまして、東アジア、欧欧欧欧米を対米を対米を対米を対象象象象にににに国国国国のビジのビジのビジのビジッッッッ

トトトト・ジ・ジ・ジ・ジャパャパャパャパン地ン地ン地ン地方方方方連携事業を活連携事業を活連携事業を活連携事業を活用用用用した観光した観光した観光した観光客誘致客誘致客誘致客誘致をををを展展展展開いたします。平成２５年度は、新開いたします。平成２５年度は、新開いたします。平成２５年度は、新開いたします。平成２５年度は、新

たにたにたにたにシシシシンンンンガポガポガポガポールールールールややややママママレレレレーーーーシシシシアに対しましても、政アに対しましても、政アに対しましても、政アに対しましても、政府府府府活活活活動動動動、、、、国際旅国際旅国際旅国際旅行博行博行博行博へへへへの出の出の出の出展展展展、、、、商談商談商談商談会会会会

ななななどどどどののののプロモプロモプロモプロモーーーーシシシション活ョン活ョン活ョン活動動動動をををを実施実施実施実施してまいります。してまいります。してまいります。してまいります。世界世界世界世界観光観光観光観光機機機機関（関（関（関（ＵＮＷＴＯＵＮＷＴＯＵＮＷＴＯＵＮＷＴＯ）アジア）アジア）アジア）アジア太太太太

平平平平洋セ洋セ洋セ洋センンンンタタタター支援事業は、平成２４年１２月、ー支援事業は、平成２４年１２月、ー支援事業は、平成２４年１２月、ー支援事業は、平成２４年１２月、奈良奈良奈良奈良にににに誘致誘致誘致誘致しましたしましたしましたしました国国国国連連連連世界世界世界世界観光観光観光観光機機機機関（関（関（関（ＵＵＵＵ

ＮＷＴＯＮＷＴＯＮＷＴＯＮＷＴＯ）アジア）アジア）アジア）アジア太太太太平平平平洋セ洋セ洋セ洋センンンンタタタターのーのーのーの運運運運営営営営経経経経費費費費の一部を支援するものでございます。の一部を支援するものでございます。の一部を支援するものでございます。の一部を支援するものでございます。ＵＮＷＵＮＷＵＮＷＵＮＷ
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ＴＯＴＯＴＯＴＯアジアアジアアジアアジア太太太太平平平平洋洋洋洋地域委員会地域委員会地域委員会地域委員会等等等等誘致誘致誘致誘致事業は、事業は、事業は、事業は、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地域委員会な地域委員会な地域委員会な地域委員会などどどどのののの国国国国

際際際際会議を会議を会議を会議を奈良奈良奈良奈良県に県に県に県に誘致誘致誘致誘致するための活するための活するための活するための活動動動動を行うものでございます。を行うものでございます。を行うものでございます。を行うものでございます。

ならならならならＷｉ－ＦｉＷｉ－ＦｉＷｉ－ＦｉＷｉ－Ｆｉススススポポポポットットットット設置設置設置設置促促促促進進進進プロプロプロプロジジジジェェェェククククトトトト推進事業は、推進事業は、推進事業は、推進事業は、外外外外国国国国人観光人観光人観光人観光客客客客がががが快適快適快適快適に県に県に県に県内内内内

でででで周遊周遊周遊周遊、、、、滞滞滞滞在在在在できるよう、できるよう、できるよう、できるよう、急速急速急速急速にににに普普普普及しておりますスマー及しておりますスマー及しておりますスマー及しておりますスマートフォトフォトフォトフォンンンンややややタブレタブレタブレタブレットットットット端末端末端末端末ななななどどどど

をををを自由自由自由自由にににに使使使使うためのうためのうためのうためのＷｉ－ＦｉＷｉ－ＦｉＷｉ－ＦｉＷｉ－Ｆｉススススポポポポットットットットの設置をの設置をの設置をの設置を促促促促進します。観光事業者に進します。観光事業者に進します。観光事業者に進します。観光事業者に基基基基準準準準をををを満満満満たすたすたすたす

Ｗｉ－ＦｉＷｉ－ＦｉＷｉ－ＦｉＷｉ－Ｆｉ機機機機器器器器の設置をの設置をの設置をの設置を呼呼呼呼びかけたり、さらには、設置済みびかけたり、さらには、設置済みびかけたり、さらには、設置済みびかけたり、さらには、設置済み箇箇箇箇所の広所の広所の広所の広報報報報ななななどどどどを予定しておを予定しておを予定しておを予定してお

ります。ります。ります。ります。

３３ページ、３３ページ、３３ページ、３３ページ、外外外外国国国国人人人人留留留留学学学学生生生生なら観光サなら観光サなら観光サなら観光サポポポポーーーータタタター支援事業は、県ー支援事業は、県ー支援事業は、県ー支援事業は、県内在内在内在内在学の学の学の学の留留留留学学学学生生生生に県に県に県に県内内内内のののの

観光資観光資観光資観光資源源源源のののの魅力魅力魅力魅力にににに触触触触れていただくれていただくれていただくれていただく機機機機会を設けまして、なら観光サ会を設けまして、なら観光サ会を設けまして、なら観光サ会を設けまして、なら観光サポポポポーーーータタタターとしてーとしてーとしてーとして自国自国自国自国に合に合に合に合

った観光った観光った観光った観光素素素素材を材を材を材を発掘発掘発掘発掘していただき、していただき、していただき、していただき、自国自国自国自国にににに発信発信発信発信してもらおうとするものでございます。してもらおうとするものでございます。してもらおうとするものでございます。してもらおうとするものでございます。

続きまして、続きまして、続きまして、続きまして、紀伊半島大紀伊半島大紀伊半島大紀伊半島大水水水水害害害害からのからのからのからの復旧復旧復旧復旧・・・・復復復復興のう興のう興のう興のうちちちち、、、、被被被被災災災災地域の地域の地域の地域の迅速迅速迅速迅速な立な立な立な立ちちちち直直直直り・り・り・り・回回回回

復復復復につきましてご説明さにつきましてご説明さにつきましてご説明さにつきましてご説明させせせせていただきます。ていただきます。ていただきます。ていただきます。

１２３ページ、１２３ページ、１２３ページ、１２３ページ、生生生生業・業・業・業・産産産産業支援のう業支援のう業支援のう業支援のうちちちち、、、、（２）観光業（２）観光業（２）観光業（２）観光業へへへへのののの緊急緊急緊急緊急支援をごらんください。支援をごらんください。支援をごらんください。支援をごらんください。

南南南南部地域会議部地域会議部地域会議部地域会議等等等等開催支援事業は、開催支援事業は、開催支援事業は、開催支援事業は、南南南南部地域部地域部地域部地域へへへへのののの各各各各種種種種会議会議会議会議等等等等のののの誘致誘致誘致誘致をををを促促促促進し、進し、進し、進し、実実実実際際際際にににに足足足足をををを運運運運

んでいただくんでいただくんでいただくんでいただく機機機機会を会を会を会を創創創創出いたします。出いたします。出いたします。出いたします。

次に、地域の次に、地域の次に、地域の次に、地域の再再再再生生生生・・・・再再再再興をご説明いたします。１３０ページ興をご説明いたします。１３０ページ興をご説明いたします。１３０ページ興をご説明いたします。１３０ページ、、、、（３）観光振興、（３）観光振興、（３）観光振興、（３）観光振興、世界遺世界遺世界遺世界遺

産等産等産等産等の活の活の活の活用用用用でございます。でございます。でございます。でございます。南南南南部部部部宿泊宿泊宿泊宿泊観光観光観光観光ＰＲＰＲＰＲＰＲ事業は、事業は、事業は、事業は、６市町６市町６市町６市町村が村が村が村が発発発発行いたします行いたします行いたします行いたしますププププレレレレミミミミアアアア

ムムムム宿泊旅宿泊旅宿泊旅宿泊旅行行行行券券券券のののの販販販販売売売売促促促促進を中心に、進を中心に、進を中心に、進を中心に、南南南南部地域の観光部地域の観光部地域の観光部地域の観光客誘客客誘客客誘客客誘客のためののためののためののためのプロモプロモプロモプロモーーーーシシシションをョンをョンをョンを阪阪阪阪神神神神

圏圏圏圏やややや中中中中京圏京圏京圏京圏でででで実施実施実施実施いたします。なお、いたします。なお、いたします。なお、いたします。なお、市町市町市町市町村が村が村が村が発発発発行する行する行する行するププププレレレレミミミミアアアアムムムム宿泊旅宿泊旅宿泊旅宿泊旅行行行行券券券券につきましにつきましにつきましにつきまし

ては、ては、ては、ては、市町市町市町市町村が村が村が村が過疎債過疎債過疎債過疎債を活を活を活を活用用用用することといたしまして、そのすることといたしまして、そのすることといたしまして、そのすることといたしまして、その償還償還償還償還額額額額につきまして平成２につきまして平成２につきまして平成２につきまして平成２６６６６

年度に県が補年度に県が補年度に県が補年度に県が補助助助助する予定でございます。する予定でございます。する予定でございます。する予定でございます。

以以以以上で観光局の説明を上で観光局の説明を上で観光局の説明を上で観光局の説明を終わ終わ終わ終わります。ご審議のほります。ご審議のほります。ご審議のほります。ご審議のほどどどどよよよよろろろろしくお願いしくお願いしくお願いしくお願い申申申申し上し上し上し上げげげげます。ます。ます。ます。

○辻本水道局長兼地域振興部次長○辻本水道局長兼地域振興部次長○辻本水道局長兼地域振興部次長○辻本水道局長兼地域振興部次長 それでは、水道局所管の予算案の概要を説明さそれでは、水道局所管の予算案の概要を説明さそれでは、水道局所管の予算案の概要を説明さそれでは、水道局所管の予算案の概要を説明させせせせていていていてい

ただきます。ただきます。ただきます。ただきます。

「平成２５年度一般会計、特別会計予算案の概要、平成２４年度一般会計、特別会計２「平成２５年度一般会計、特別会計予算案の概要、平成２４年度一般会計、特別会計２「平成２５年度一般会計、特別会計予算案の概要、平成２４年度一般会計、特別会計２「平成２５年度一般会計、特別会計予算案の概要、平成２４年度一般会計、特別会計２

月補正予算案の概要」の１２０ページをお願いいたします。くらし月補正予算案の概要」の１２０ページをお願いいたします。くらし月補正予算案の概要」の１２０ページをお願いいたします。くらし月補正予算案の概要」の１２０ページをお願いいたします。くらしややややすいますいますいますいまちづちづちづちづくりの３くりの３くりの３くりの３

番番番番、県、県、県、県営営営営水道水道水道水道施施施施設の整備推進と設の整備推進と設の整備推進と設の整備推進と安安安安定定定定給給給給水についてでございます。こ水についてでございます。こ水についてでございます。こ水についてでございます。こちちちちらのらのらのらの方方方方でででで奈良奈良奈良奈良県水道県水道県水道県水道

用用用用水水水水供給供給供給供給事業事業事業事業費費費費特別会計の特別会計の特別会計の特別会計の全体全体全体全体を説明さを説明さを説明さを説明させせせせていただきましたていただきましたていただきましたていただきました後後後後、関連の事業につきまして、関連の事業につきまして、関連の事業につきまして、関連の事業につきまして

説明さ説明さ説明さ説明させせせせていただきます。ていただきます。ていただきます。ていただきます。

ままままずずずず、、、、（１）（１）（１）（１）給給給給水事業です。平成２５年度につきましては、従来水事業です。平成２５年度につきましては、従来水事業です。平成２５年度につきましては、従来水事業です。平成２５年度につきましては、従来どどどどおり１１おり１１おり１１おり１１市市市市１２１２１２１２町町町町１１１１
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村の村の村の村の給給給給水団水団水団水団体体体体に対しまして、平成２４年度から１００に対しまして、平成２４年度から１００に対しまして、平成２４年度から１００に対しまして、平成２４年度から１００万万万万立立立立方メ方メ方メ方メーーーートトトトルルルル減減減減のののの７７７７，，，，６６６６００００００００万万万万立立立立

方メ方メ方メ方メーーーートトトトルのルのルのルの給給給給水を予定しております。料金につきましては、平成２４年１２月議会で議水を予定しております。料金につきましては、平成２４年１２月議会で議水を予定しております。料金につきましては、平成２４年１２月議会で議水を予定しております。料金につきましては、平成２４年１２月議会で議

決決決決をいただきましたとおり、をいただきましたとおり、をいただきましたとおり、をいただきましたとおり、現現現現行の１４０行の１４０行の１４０行の１４０円円円円から１立から１立から１立から１立方メ方メ方メ方メーーーートトトトルルルル当当当当たり１３０たり１３０たり１３０たり１３０円円円円、１０、１０、１０、１０円円円円

引き下引き下引き下引き下げげげげ、また、、また、、また、、また、市町市町市町市町村ごとに定める水村ごとに定める水村ごとに定める水村ごとに定める水量量量量をををを超超超超ええええた水た水た水た水量量量量分分分分につきましては、１立につきましては、１立につきましては、１立につきましては、１立方メ方メ方メ方メーーーートトトト

ルルルル当当当当たり９０たり９０たり９０たり９０円円円円ということでということでということでということで給給給給水をさ水をさ水をさ水をさせせせせていただくことにしております。そのていただくことにしております。そのていただくことにしております。そのていただくことにしております。その結結結結果果果果、、、、収益収益収益収益

としましては、としましては、としましては、としましては、配配配配水水水水収益収益収益収益及びその及びその及びその及びその他他他他を合を合を合を合わせわせわせわせまして１００まして１００まして１００まして１００億億億億５５５５，，，，００００００００００００万万万万円円円円余余余余、、、、費用費用費用費用につにつにつにつ

きましては、合計９きましては、合計９きましては、合計９きましては、合計９７７７７億億億億５５５５，，，，８００８００８００８００万万万万円円円円余余余余を計上しております。を計上しております。を計上しております。を計上しております。収収収収支支支支差額差額差額差額は２は２は２は２億億億億３３３３，，，，２０２０２０２０

００００万万万万円円円円余余余余のののの黒字黒字黒字黒字をををを見見見見込込込込んでおります。んでおります。んでおります。んでおります。

次に次に次に次に、、、、（２）県（２）県（２）県（２）県営営営営水道水道水道水道施施施施設の設の設の設の拡拡拡拡張張張張、、、、更更更更新新新新改良等改良等改良等改良等でございます。でございます。でございます。でございます。拡拡拡拡張張張張事業及び事業及び事業及び事業及び既既既既存施存施存施存施設設設設更更更更

新新新新改良改良改良改良事業につきましては、それ事業につきましては、それ事業につきましては、それ事業につきましては、それぞぞぞぞれ３れ３れ３れ３億億億億６６６６，，，，８００８００８００８００万万万万円円円円余余余余、８、８、８、８億億億億６６６６，，，，４００４００４００４００万万万万円円円円を計上を計上を計上を計上

しており、それしており、それしており、それしており、それぞぞぞぞれれれれ記載記載記載記載の事業を予定しております。の事業を予定しております。の事業を予定しております。の事業を予定しております。

新規事業、県新規事業、県新規事業、県新規事業、県営営営営水道水道水道水道利利利利用用用用促促促促進事業でございますけれ進事業でございますけれ進事業でございますけれ進事業でございますけれどどどども、県も、県も、県も、県営営営営水道出前水道出前水道出前水道出前ブブブブースと県ースと県ースと県ースと県営営営営水水水水

道の道の道の道の利利利利用用用用促促促促進に向けた進に向けた進に向けた進に向けた基礎基礎基礎基礎調調調調査を予定しております。査を予定しております。査を予定しております。査を予定しております。基礎基礎基礎基礎調調調調査につきましては、県査につきましては、県査につきましては、県査につきましては、県営営営営水道水道水道水道

へへへへのののの転転転転換換換換をををを検討検討検討検討しておられる受水しておられる受水しておられる受水しておられる受水市町市町市町市町村につきまして、村につきまして、村につきまして、村につきまして、送送送送水水水水方法方法方法方法、、、、送送送送水ルー水ルー水ルー水ルートトトト、受水地、受水地、受水地、受水地点点点点

等等等等をををを調調調調査査査査検討検討検討検討するもので、平成２５年度につきましては、するもので、平成２５年度につきましては、するもので、平成２５年度につきましては、するもので、平成２５年度につきましては、桜井桜井桜井桜井市市市市についてのについてのについてのについての調調調調査査査査検討検討検討検討を行を行を行を行

う予定でございます。う予定でございます。う予定でございます。う予定でございます。

県県県県営営営営水道水水道水水道水水道水源環境調源環境調源環境調源環境調査事業でございますけれ査事業でございますけれ査事業でございますけれ査事業でございますけれどどどども、水も、水も、水も、水源源源源であるであるであるである吉吉吉吉野川の野川の野川の野川のカカカカビビビビ臭臭臭臭発生状発生状発生状発生状況況況況

ののののデデデデーーーータタタタ収収収収集集集集のための水のための水のための水のための水質調質調質調質調査査査査等等等等を引き続きを引き続きを引き続きを引き続き実施実施実施実施してまいります。してまいります。してまいります。してまいります。

続きまして、２続きまして、２続きまして、２続きまして、２６６６６ページ、ページ、ページ、ページ、多様多様多様多様なエネルギーのなエネルギーのなエネルギーのなエネルギーの利利利利活活活活用用用用推進の一つでございますけれ推進の一つでございますけれ推進の一つでございますけれ推進の一つでございますけれどどどども、も、も、も、

新規事業、小水新規事業、小水新規事業、小水新規事業、小水力発力発力発力発電電電電導入導入導入導入事業でございます。水道管事業でございます。水道管事業でございます。水道管事業でございます。水道管路路路路の水の水の水の水圧圧圧圧をををを利利利利用用用用した小水した小水した小水した小水力発力発力発力発電電電電施施施施設設設設

をををを御御御御所所所所浄浄浄浄水水水水場場場場で整備するものでございまして、平成２５年度はで整備するものでございまして、平成２５年度はで整備するものでございまして、平成２５年度はで整備するものでございまして、平成２５年度は実施実施実施実施設計を予定しておりま設計を予定しておりま設計を予定しておりま設計を予定しておりま

す。す。す。す。

続きまして、１０５ページ、続きまして、１０５ページ、続きまして、１０５ページ、続きまして、１０５ページ、安安安安全全全全・・・・安安安安心の心の心の心の確確確確保の中の保の中の保の中の保の中の災害災害災害災害にににに強強強強い地域い地域い地域い地域づづづづくりの推進の地くりの推進の地くりの推進の地くりの推進の地

震震震震の関係で、県の関係で、県の関係で、県の関係で、県営営営営水道水道水道水道施施施施設設設設耐震耐震耐震耐震化事業と化事業と化事業と化事業と老朽老朽老朽老朽水道管水道管水道管水道管耐震耐震耐震耐震化事業の２つを予定しております。化事業の２つを予定しております。化事業の２つを予定しております。化事業の２つを予定しております。

県県県県営営営営水道水道水道水道施施施施設設設設耐震耐震耐震耐震化事業の化事業の化事業の化事業の方方方方でございますけれでございますけれでございますけれでございますけれどどどども、も、も、も、御御御御所所所所浄浄浄浄水水水水場場場場のののの低区浄低区浄低区浄低区浄水水水水池池池池、、、、低低低低いいいい方方方方のののの

浄浄浄浄水水水水池池池池のののの耐震耐震耐震耐震改改改改修修修修を引き続いて行います。これが平成２５年度にを引き続いて行います。これが平成２５年度にを引き続いて行います。これが平成２５年度にを引き続いて行います。これが平成２５年度に完完完完成しますけれ成しますけれ成しますけれ成しますけれどどどども、こも、こも、こも、こ

れをもれをもれをもれをもちちちちましてましてましてまして浄浄浄浄水水水水場場場場におけるにおけるにおけるにおける耐震耐震耐震耐震化はす化はす化はす化はすべべべべてててて完了完了完了完了します。管します。管します。管します。管渠渠渠渠のののの方方方方でございますけれでございますけれでございますけれでございますけれどどどど

も、地も、地も、地も、地震震震震によるによるによるによる被被被被害害害害を受けを受けを受けを受けややややすい小すい小すい小すい小口径口径口径口径、、、、大体大体大体大体４５０４５０４５０４５０ミミミミリリリリメメメメーーーートトトトルルルル以以以以下の下の下の下の非耐震非耐震非耐震非耐震管を管を管を管を耐震耐震耐震耐震

管に管に管に管に更更更更新するものでございます。平成２５年度は、広新するものでございます。平成２５年度は、広新するものでございます。平成２５年度は、広新するものでございます。平成２５年度は、広陵陵陵陵第１第１第１第１ブブブブラララランンンンチチチチのののの実施実施実施実施設計を行いま設計を行いま設計を行いま設計を行いま

す。これです。これです。これです。これで送送送送水管の水管の水管の水管の耐震耐震耐震耐震化化化化率率率率はははは大体７大体７大体７大体７４４４４％％％％になる予定でございます。になる予定でございます。になる予定でございます。になる予定でございます。
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以以以以上で水道局所管の上で水道局所管の上で水道局所管の上で水道局所管の当当当当初初初初予算の説明を予算の説明を予算の説明を予算の説明を終終終終了了了了します。ご審議のほします。ご審議のほします。ご審議のほします。ご審議のほどどどど、よ、よ、よ、よろろろろしくお願いいたしくお願いいたしくお願いいたしくお願いいた

します。します。します。します。

○田中委員長○田中委員長○田中委員長○田中委員長 ただいまの説明またはそのただいまの説明またはそのただいまの説明またはそのただいまの説明またはその他他他他の事の事の事の事項項項項もももも含含含含めて、めて、めて、めて、質質質質疑疑疑疑等等等等があれがあれがあれがあればばばばごごごご発発発発言言言言願い願い願い願い

ます。ます。ます。ます。

なお、なお、なお、なお、理理理理事者の事者の事者の事者の皆皆皆皆さんには、委員のさんには、委員のさんには、委員のさんには、委員の質質質質疑疑疑疑に対して明に対して明に対して明に対して明確確確確かつかつかつかつ簡簡簡簡潔潔潔潔にごにごにごにご答弁答弁答弁答弁をお願いします。をお願いします。をお願いします。をお願いします。

それでは、それでは、それでは、それでは、質質質質問問問問のののの方方方方、、、、発発発発言言言言をお願いいたします。をお願いいたします。をお願いいたします。をお願いいたします。

○藤本委員○藤本委員○藤本委員○藤本委員 説明を説明を説明を説明を聞聞聞聞いた中で、中山地域振興部長、１１３ページのいた中で、中山地域振興部長、１１３ページのいた中で、中山地域振興部長、１１３ページのいた中で、中山地域振興部長、１１３ページの家庭用家庭用家庭用家庭用太陽太陽太陽太陽光光光光発発発発電電電電設設設設

備設置事業ですけれ備設置事業ですけれ備設置事業ですけれ備設置事業ですけれどどどども、も、も、も、今今今今までは補までは補までは補までは補助助助助金が１０金が１０金が１０金が１０万万万万円円円円だったのが、８だったのが、８だったのが、８だったのが、８万万万万円円円円にににに減減減減らしているらしているらしているらしている

のです。私がのです。私がのです。私がのです。私が言言言言いたいのは、いたいのは、いたいのは、いたいのは、奈良奈良奈良奈良県の県の県の県の世世世世帯帯帯帯数数数数がががが大体大体大体大体５０５０５０５０万万万万世世世世帯帯帯帯で、で、で、で、太陽太陽太陽太陽光光光光発発発発電電電電をををを家家家家ででででややややっっっっ

ている人は５ている人は５ている人は５ている人は５，，，，００００００００００００軒ぐ軒ぐ軒ぐ軒ぐらいとらいとらいとらいと聞聞聞聞いているのですけれいているのですけれいているのですけれいているのですけれどどどど、、、、わずわずわずわずか１か１か１か１％％％％です。もっとです。もっとです。もっとです。もっと促促促促進進進進

しないといけないでししないといけないでししないといけないでししないといけないでしょょょょう。それで、私のう。それで、私のう。それで、私のう。それで、私の友達友達友達友達がががが申申申申しししし込込込込みをしたら、もう４月、５月、みをしたら、もう４月、５月、みをしたら、もう４月、５月、みをしたら、もう４月、５月、６６６６

月で月で月で月で全全全全部部部部終わ終わ終わ終わりとりとりとりと聞聞聞聞きました。そのくらい人きました。そのくらい人きました。そのくらい人きました。そのくらい人気気気気があるがあるがあるがあるわわわわけですから、ふけですから、ふけですから、ふけですから、ふええええてきたら補正予てきたら補正予てきたら補正予てきたら補正予

算を組んで、算を組んで、算を組んで、算を組んで、考え考え考え考えてあてあてあてあげげげげてほしいとてほしいとてほしいとてほしいと思思思思うのです。それで、うのです。それで、うのです。それで、うのです。それで、わずわずわずわずか２か２か２か２万万万万円円円円ぐぐぐぐらいらいらいらい減減減減らしてもらしてもらしてもらしても

影響影響影響影響ないというのではなくて、ないというのではなくて、ないというのではなくて、ないというのではなくて、確確確確かにかにかにかに件件件件数数数数は１は１は１は１，，，，５００５００５００５００件件件件にふにふにふにふややややしたのですけれしたのですけれしたのですけれしたのですけれどどどど、、、、何何何何かかかか

減減減減らすがらすがらすがらすが理由理由理由理由あったのかということと、もしだめだったら補正予算を組んでお願いできなあったのかということと、もしだめだったら補正予算を組んでお願いできなあったのかということと、もしだめだったら補正予算を組んでお願いできなあったのかということと、もしだめだったら補正予算を組んでお願いできな

いかというのが１つ。いかというのが１つ。いかというのが１つ。いかというのが１つ。

もう１もう１もう１もう１点点点点は、中山地域振興部長もは、中山地域振興部長もは、中山地域振興部長もは、中山地域振興部長も天理天理天理天理市市市市柳柳柳柳本本本本町町町町で、私もで、私もで、私もで、私も同じ同じ同じ同じ天理天理天理天理市市市市だから心だから心だから心だから心安安安安いのですいのですいのですいのです

けれけれけれけれどどどど、、、、以以以以前、私は、前、私は、前、私は、前、私は、柳柳柳柳本本本本町町町町で道ので道ので道ので道の駅駅駅駅をつくるのはをつくるのはをつくるのはをつくるのはどどどどうかとうかとうかとうかと言言言言っていたことがあったのでっていたことがあったのでっていたことがあったのでっていたことがあったので

す。す。す。す。天理天理天理天理市市市市のののの国国国国道１道１道１道１６６６６９９９９号沿号沿号沿号沿いに、あるいはいに、あるいはいに、あるいはいに、あるいは檪檪檪檪本本本本町町町町とかに１とかに１とかに１とかに１カカカカ所か２所か２所か２所か２カカカカ所道の所道の所道の所道の駅駅駅駅をををを何何何何とかとかとかとか

つくれないかというつくれないかというつくれないかというつくれないかという話話話話をしていて、その中でをしていて、その中でをしていて、その中でをしていて、その中でどどどどういうういうういうういう話話話話が出てきたかといが出てきたかといが出てきたかといが出てきたかといええええばばばば、、、、先先先先生生生生、そ、そ、そ、そ

れは、間れは、間れは、間れは、間違違違違っていますよと。道のっていますよと。道のっていますよと。道のっていますよと。道の駅駅駅駅というのは、というのは、というのは、というのは、土土土土地の地の地の地の買買買買収収収収もあるから、もあるから、もあるから、もあるから、市町市町市町市町村が村が村が村が手手手手をををを挙挙挙挙

げげげげててててややややりますりますりますりますわわわわということでということでということでということで頑張頑張頑張頑張ってくれてこそ、県が補ってくれてこそ、県が補ってくれてこそ、県が補ってくれてこそ、県が補助助助助金を出したり、金を出したり、金を出したり、金を出したり、国国国国と連携してと連携してと連携してと連携して

ややややるのだというるのだというるのだというるのだという話話話話があるのですけれがあるのですけれがあるのですけれがあるのですけれどどどど、、、、今後今後今後今後もももも天理天理天理天理市市市市からからからから手手手手をををを挙挙挙挙げげげげてきたらてきたらてきたらてきたら力力力力になってくになってくになってくになってく

れるかなというようなことです。この２れるかなというようなことです。この２れるかなというようなことです。この２れるかなというようなことです。この２件件件件。。。。

○中山地域振興部長○中山地域振興部長○中山地域振興部長○中山地域振興部長 藤本委員のご藤本委員のご藤本委員のご藤本委員のご質質質質問問問問ですが、まですが、まですが、まですが、まずずずず、エネルギー関係です。これは、エネルギー関係です。これは、エネルギー関係です。これは、エネルギー関係です。これは先先先先ほほほほ

どどどどもご説明さもご説明さもご説明さもご説明させせせせていただきましたとおり、エネルギー政策課を地域振興部に新設しますが、ていただきましたとおり、エネルギー政策課を地域振興部に新設しますが、ていただきましたとおり、エネルギー政策課を地域振興部に新設しますが、ていただきましたとおり、エネルギー政策課を地域振興部に新設しますが、

平成２４年度は地域振興部で平成２４年度は地域振興部で平成２４年度は地域振興部で平成２４年度は地域振興部で直接直接直接直接所管していないものですので、所管していないものですので、所管していないものですので、所管していないものですので、今今今今のおのおのおのお話話話話をきをきをきをきょょょょうの予算うの予算うの予算うの予算

審査特別委員会でもあったということで、新しい課の審査特別委員会でもあったということで、新しい課の審査特別委員会でもあったということで、新しい課の審査特別委員会でもあったということで、新しい課の方へ方へ方へ方へ引き引き引き引き継ぎ継ぎ継ぎ継ぎ、補正予算も、補正予算も、補正予算も、補正予算も必必必必要だと要だと要だと要だと

いうことでしたら、そのいうことでしたら、そのいうことでしたら、そのいうことでしたら、その実態実態実態実態もよくおもよくおもよくおもよくお聞聞聞聞きしましてきしましてきしましてきしまして適切適切適切適切な対な対な対な対応応応応をしたいとをしたいとをしたいとをしたいと思思思思います。います。います。います。

それと、道のそれと、道のそれと、道のそれと、道の駅駅駅駅のののの話話話話ですが、私は、ですが、私は、ですが、私は、ですが、私は、今今今今、、、、柳柳柳柳本本本本町町町町にににに住住住住んでいますが、地域振興部長というんでいますが、地域振興部長というんでいますが、地域振興部長というんでいますが、地域振興部長という
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ことでおことでおことでおことでお話話話話ししますと、ししますと、ししますと、ししますと、ややややはりその地域の経済はりその地域の経済はりその地域の経済はりその地域の経済力力力力といいますか、道のといいますか、道のといいますか、道のといいますか、道の駅駅駅駅というのはというのはというのはというのは基基基基本的本的本的本的

にはにはにはには休憩休憩休憩休憩所があって、所があって、所があって、所があって、物産物産物産物産もももも売売売売っていて、そこから観光案っていて、そこから観光案っていて、そこから観光案っていて、そこから観光案内内内内するという、そういうようなするという、そういうようなするという、そういうようなするという、そういうような

ことで地域の活性化にはことで地域の活性化にはことで地域の活性化にはことで地域の活性化には大大大大きなきなきなきな効果効果効果効果があるとがあるとがあるとがあると思思思思います。ただ、います。ただ、います。ただ、います。ただ、先先先先ほほほほどどどど藤本委員もおっし藤本委員もおっし藤本委員もおっし藤本委員もおっしゃゃゃゃ

っていましたように、地域のっていましたように、地域のっていましたように、地域のっていましたように、地域の方方方方からそういうからそういうからそういうからそういう話話話話がという、まさにそういうことです。道のがという、まさにそういうことです。道のがという、まさにそういうことです。道のがという、まさにそういうことです。道の

駅駅駅駅の所管はの所管はの所管はの所管は土木土木土木土木部でしておりまして、道の部でしておりまして、道の部でしておりまして、道の部でしておりまして、道の駅駅駅駅のののの指指指指定というのもあるようで、そういうよう定というのもあるようで、そういうよう定というのもあるようで、そういうよう定というのもあるようで、そういうよう

なことも総合的に、なことも総合的に、なことも総合的に、なことも総合的に、今今今今のののの話話話話をおをおをおをお聞聞聞聞きしまして、関係部局に地域活性化のためにきしまして、関係部局に地域活性化のためにきしまして、関係部局に地域活性化のためにきしまして、関係部局に地域活性化のために可能可能可能可能性を性を性を性を探探探探

ってみたいとってみたいとってみたいとってみたいと思思思思います。います。います。います。

今今今今、藤本委員がおっし、藤本委員がおっし、藤本委員がおっし、藤本委員がおっしゃゃゃゃっていただきました私の地っていただきました私の地っていただきました私の地っていただきました私の地元元元元のののの柳柳柳柳本本本本町町町町は、は、は、は、ちょちょちょちょううううどどどど長長長長岳岳岳岳寺寺寺寺のののの横横横横

ににににトトトトレレレレイイイイルルルルセセセセンンンンタタタターということで、道のーということで、道のーということで、道のーということで、道の駅駅駅駅ではないのですけれではないのですけれではないのですけれではないのですけれどどどども、観光案も、観光案も、観光案も、観光案内内内内といいますといいますといいますといいます

か、人がか、人がか、人がか、人が詰詰詰詰められていまして、そういう観められていまして、そういう観められていまして、そういう観められていまして、そういう観点点点点ではされています。ではされています。ではされています。ではされています。国国国国道から少し道から少し道から少し道から少し離離離離れていまれていまれていまれていま

すので、すので、すので、すので、自自自自動動動動車車車車のののの方方方方にとっては少しにとっては少しにとっては少しにとっては少し不便不便不便不便かなとかなとかなとかなと思思思思いますが、ただ、そういうものがあるといますが、ただ、そういうものがあるといますが、ただ、そういうものがあるといますが、ただ、そういうものがあると

いう案いう案いう案いう案内内内内が県としてが県としてが県としてが県として不足不足不足不足していますので、それはしていますので、それはしていますので、それはしていますので、それは体体体体系系系系的に県的に県的に県的に県全体全体全体全体でででで考え考え考え考えていかなけれていかなけれていかなけれていかなければばばばなななな

らないらないらないらない問問問問題だと題だと題だと題だと思思思思います。そういうことも、私、あともう少しですが、います。そういうことも、私、あともう少しですが、います。そういうことも、私、あともう少しですが、います。そういうことも、私、あともう少しですが、今今今今のののの話話話話を、を、を、を、十十十十分分分分認認認認

識識識識しまして関係部局のしまして関係部局のしまして関係部局のしまして関係部局の方へ伝え方へ伝え方へ伝え方へ伝えて、て、て、て、実現実現実現実現といいますか、いいといいますか、いいといいますか、いいといいますか、いい方方方方向に向くようにして、また、向に向くようにして、また、向に向くようにして、また、向に向くようにして、また、

住住住住民としてでもい民としてでもい民としてでもい民としてでもいろろろろいいいいろろろろなことにかかなことにかかなことにかかなことにかかわわわわっていきたいとっていきたいとっていきたいとっていきたいと思思思思います。います。います。います。以以以以上です。ありがとう上です。ありがとう上です。ありがとう上です。ありがとう

ございました。ございました。ございました。ございました。

○藤本委員○藤本委員○藤本委員○藤本委員 よよよ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。以以以以上です。上です。上です。上です。

○奥山委員○奥山委員○奥山委員○奥山委員 基基基基本的には２つの本的には２つの本的には２つの本的には２つの将将将将来的なことの来的なことの来的なことの来的なことの質質質質問問問問と、説明はと、説明はと、説明はと、説明は余余余余りりりり聞聞聞聞いてはいけないのでいてはいけないのでいてはいけないのでいてはいけないので

すけれすけれすけれすけれどどどど、少し、少し、少し、少し教え教え教え教えていただきたい。ていただきたい。ていただきたい。ていただきたい。

ままままず初ず初ず初ず初めに、めに、めに、めに、疑問疑問疑問疑問ですが、観光局にですが、観光局にですが、観光局にですが、観光局に聞聞聞聞きたいのです。きたいのです。きたいのです。きたいのです。今今今今回回回回、、、、修修修修学学学学旅旅旅旅行の関係で名行の関係で名行の関係で名行の関係で名古屋古屋古屋古屋市市市市

中心に中心に中心に中心に力力力力をををを入入入入れるということで、これは平成２５年度の順れるということで、これは平成２５年度の順れるということで、これは平成２５年度の順れるということで、これは平成２５年度の順番番番番が名が名が名が名古屋古屋古屋古屋市市市市になっているのか、になっているのか、になっているのか、になっているのか、

修修修修学学学学旅旅旅旅行行行行生生生生をををを迎迎迎迎え入え入え入え入れるのに名れるのに名れるのに名れるのに名古屋古屋古屋古屋市市市市をををを重点重点重点重点的に的に的に的に力力力力をををを入入入入れるれるれるれる何何何何かかかか理由理由理由理由があるのか、それががあるのか、それががあるのか、それががあるのか、それが

わわわわかれかれかれかれば言ば言ば言ば言ってください。それから、ってください。それから、ってください。それから、ってください。それから、Ｂ＆ＢＢ＆ＢＢ＆ＢＢ＆Ｂというものにかなりというものにかなりというものにかなりというものにかなり力力力力をををを入入入入れているようにれているようにれているようにれているように思思思思

うのです。予算としてはそんなにないのですけれうのです。予算としてはそんなにないのですけれうのです。予算としてはそんなにないのですけれうのです。予算としてはそんなにないのですけれどどどども、私のも、私のも、私のも、私の認認認認識識識識が間が間が間が間違違違違っていなけれっていなけれっていなけれっていなければばばば、、、、

ＢＢＢＢは「は「は「は「ベベベベッドッドッドッド」と「」と「」と「」と「ブレブレブレブレッッッッククククフフフファァァァスススストトトト」で」で」で」で、、、、「「「「ベベベベッドッドッドッド・アン・アン・アン・アンドドドド・・・・ブレブレブレブレッッッッククククフフフファァァァスススストトトト」だと」だと」だと」だと

思思思思うのですが、私がうのですが、私がうのですが、私がうのですが、私がイイイイギギギギリリリリススススへへへへ行ったら行ったら行ったら行ったらＢ＆ＢＢ＆ＢＢ＆ＢＢ＆Ｂでででで泊泊泊泊まることがまることがまることがまることが多多多多いのです。いのです。いのです。いのです。Ｂ＆ＢＢ＆ＢＢ＆ＢＢ＆Ｂをををを奈良奈良奈良奈良

県県県県内内内内でということは、でということは、でということは、でということは、基基基基本的には和本的には和本的には和本的には和式式式式ではなく、ではなく、ではなく、ではなく、奈良奈良奈良奈良県県県県内内内内でででで果果果果たしてそれが合うたしてそれが合うたしてそれが合うたしてそれが合う施施施施設が設が設が設がどどどど

れだけあるのかれだけあるのかれだけあるのかれだけあるのかぴぴぴぴんとこないので、んとこないので、んとこないので、んとこないので、どどどどういうとこういうとこういうとこういうところろろろををををタタタターーーーゲゲゲゲットットットットに予算として上に予算として上に予算として上に予算として上げげげげているているているている

のかをのかをのかをのかを聞聞聞聞きたいです。きたいです。きたいです。きたいです。

もう一つは、これは観光局と地域振興部と２つにもう一つは、これは観光局と地域振興部と２つにもう一つは、これは観光局と地域振興部と２つにもう一つは、これは観光局と地域振興部と２つに分分分分かれるのかなとかれるのかなとかれるのかなとかれるのかなと思思思思ってのってのってのっての質質質質問問問問ですけですけですけですけ
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れれれれどどどども、これはも、これはも、これはも、これは判断判断判断判断してください。この予算審査特別委員会で神田委員と山本委員がおらしてください。この予算審査特別委員会で神田委員と山本委員がおらしてください。この予算審査特別委員会で神田委員と山本委員がおらしてください。この予算審査特別委員会で神田委員と山本委員がおら

れるのですけれれるのですけれれるのですけれれるのですけれどどどど、私も従来から、私も従来から、私も従来から、私も従来から橿橿橿橿原市原市原市原市の藤の藤の藤の藤原原原原京京京京を中心としてを中心としてを中心としてを中心として早早早早くくくく世界遺産世界遺産世界遺産世界遺産のののの登録登録登録登録をををを実実実実はははは

もう本もう本もう本もう本当当当当にににに待待待待ちちちち望望望望んでいるものでございまして、それは一般んでいるものでございまして、それは一般んでいるものでございまして、それは一般んでいるものでございまして、それは一般質質質質問問問問でもしたことがあるのででもしたことがあるのででもしたことがあるのででもしたことがあるので

すけれすけれすけれすけれどどどども、も、も、も、吉吉吉吉野にあり、野にあり、野にあり、野にあり、奈良奈良奈良奈良にあり、にあり、にあり、にあり、橿橿橿橿原原原原にありということでにありということでにありということでにありということで南南南南北北北北のののの世界遺産世界遺産世界遺産世界遺産のののの筋筋筋筋ががががぱぱぱぱ

っとっとっとっと通通通通ることによって、これからることによって、これからることによって、これからることによって、これから京京京京奈奈奈奈和和和和自自自自動動動動車車車車道も道も道も道もどどどどんんんんどどどどん推進することによって、ん推進することによって、ん推進することによって、ん推進することによって、奈良奈良奈良奈良

県は県は県は県は企企企企業立地も業立地も業立地も業立地も力力力力をををを入入入入れてもらっていますけれれてもらっていますけれれてもらっていますけれれてもらっていますけれどどどども、も、も、も、ややややはりはりはりはり大大大大きな観光資きな観光資きな観光資きな観光資源源源源を中心としたを中心としたを中心としたを中心とした

しっかりとした活性化というのを私もしっかりとした活性化というのを私もしっかりとした活性化というのを私もしっかりとした活性化というのを私も望望望望んでおります。また、んでおります。また、んでおります。また、んでおります。また、橿橿橿橿原市原市原市原市のののの隣隣隣隣のののの桜井桜井桜井桜井市市市市もももも非非非非常常常常

にににに今今今今、観光で、観光で、観光で、観光で脚脚脚脚光を光を光を光を浴浴浴浴びているということで、びているということで、びているということで、びているということで、橿橿橿橿原市原市原市原市の藤の藤の藤の藤原原原原京京京京を中心としたを中心としたを中心としたを中心とした世界遺産登録世界遺産登録世界遺産登録世界遺産登録

がががが具体具体具体具体的に的に的に的に今ど今ど今ど今どのののの辺辺辺辺までいっていて、までいっていて、までいっていて、までいっていて、どどどどういうとこういうとこういうとこういうところろろろで、予で、予で、予で、予想想想想としたらこれとしたらこれとしたらこれとしたらこれぐぐぐぐらいにはならいにはならいにはならいにはな

るだるだるだるだろろろろうということも、うということも、うということも、うということも、問問問問題題題題点点点点もももも含含含含めてめてめてめて教え教え教え教えていただけたらとていただけたらとていただけたらとていただけたらと思思思思います。これについては、います。これについては、います。これについては、います。これについては、

ちょちょちょちょっと説明みたいなっと説明みたいなっと説明みたいなっと説明みたいな答弁答弁答弁答弁になるとになるとになるとになると思思思思いますけれいますけれいますけれいますけれどどどど、済みま、済みま、済みま、済みませせせせん、ん、ん、ん、申申申申ししししわわわわけないです。けないです。けないです。けないです。

次に、次に、次に、次に、実実実実は県は県は県は県内内内内のののの高高高高校校校校生生生生のおのおのおのお子子子子さんをおさんをおさんをおさんをお持ち持ち持ち持ちでででで大大大大阪府阪府阪府阪府の私立の私立の私立の私立高高高高校に校に校に校に通通通通学さ学さ学さ学させせせせているごているごているごているご家家家家

庭庭庭庭から、から、から、から、聞聞聞聞かれたことです。ごかれたことです。ごかれたことです。ごかれたことです。ご存じ存じ存じ存じのように、のように、のように、のように、大大大大阪阪阪阪市市市市、少し前は、少し前は、少し前は、少し前は大大大大阪府阪府阪府阪府ががががややややることはることはることはることは非非非非常常常常

にマスにマスにマスにマスコミコミコミコミも取り上も取り上も取り上も取り上げげげげまして、まして、まして、まして、橋橋橋橋下さんが下さんが下さんが下さんが言言言言ったら取り上ったら取り上ったら取り上ったら取り上げげげげるというようなことになってるというようなことになってるというようなことになってるというようなことになって

いて、私立いて、私立いて、私立いて、私立高高高高校の校の校の校の授授授授業料の業料の業料の業料の無無無無償償償償化です。これは化です。これは化です。これは化です。これは大大大大阪府阪府阪府阪府内内内内でででで住住住住んでいる人がんでいる人がんでいる人がんでいる人が大大大大阪府阪府阪府阪府の私立の私立の私立の私立高高高高

校校校校へへへへ行った行った行った行った場場場場合は合は合は合は無無無無料だけれ料だけれ料だけれ料だけれどどどども、も、も、も、奈良奈良奈良奈良県からたまたま県からたまたま県からたまたま県からたまたま縁縁縁縁あってあってあってあって大大大大阪府阪府阪府阪府の私立の私立の私立の私立高高高高校校校校へへへへ行っ行っ行っ行っ

ておられるというておられるというておられるというておられるという方方方方は、うは、うは、うは、うちちちちもももも無無無無料にしてほしいというような料にしてほしいというような料にしてほしいというような料にしてほしいというような意意意意識識識識でででで聞聞聞聞かれているのだとかれているのだとかれているのだとかれているのだと

思思思思います。少しは私もいます。少しは私もいます。少しは私もいます。少しは私も自自自自分分分分でででで調調調調べべべべたり、説明をたり、説明をたり、説明をたり、説明を聞聞聞聞いたりしていたりしていたりしていたりしてわわわわかるのですけれかるのですけれかるのですけれかるのですけれどどどども、も、も、も、奈良奈良奈良奈良

県の私立学校の県の私立学校の県の私立学校の県の私立学校の状態状態状態状態はははは今ど今ど今ど今どのようになっているのか。のようになっているのか。のようになっているのか。のようになっているのか。

聞聞聞聞くとこくとこくとこくところろろろによると、によると、によると、によると、大大大大阪府阪府阪府阪府のののの場場場場合、合、合、合、授授授授業料業料業料業料無無無無償償償償ということで、学校ということで、学校ということで、学校ということで、学校法法法法人に人に人に人に非非非非常常常常にににに無無無無理理理理

が出ているということは私もが出ているということは私もが出ているということは私もが出ているということは私も察察察察しています。そのしています。そのしています。そのしています。その分分分分は、私立学校に対する私学は、私立学校に対する私学は、私立学校に対する私学は、私立学校に対する私学助助助助成という成という成という成という

のは少なくなっている。なのは少なくなっている。なのは少なくなっている。なのは少なくなっている。なぜぜぜぜならならならならばばばば、、、、大大大大阪府阪府阪府阪府が私立が私立が私立が私立高高高高校の校の校の校の授授授授業料業料業料業料免除免除免除免除で出しているのだかで出しているのだかで出しているのだかで出しているのだか

ら、そのら、そのら、そのら、その分分分分はははは法法法法人が人が人が人が見見見見なさいということになっているので、いなさいということになっているので、いなさいということになっているので、いなさいということになっているので、いろろろろいいいいろろろろ近近近近畿畿畿畿は一つとは一つとは一つとは一つと言言言言いないないないな

がらも、がらも、がらも、がらも、ちょちょちょちょっとうまくいっていない。ただ、っとうまくいっていない。ただ、っとうまくいっていない。ただ、っとうまくいっていない。ただ、奈良奈良奈良奈良県の私立学校が県の私立学校が県の私立学校が県の私立学校が生徒数生徒数生徒数生徒数もももも含含含含めてめてめてめてどどどどのよのよのよのよ

うなうなうなうな影響影響影響影響があるのかということが、もしがあるのかということが、もしがあるのかということが、もしがあるのかということが、もしわわわわかれかれかれかればばばばおおおお尋ね尋ね尋ね尋ねしたいとしたいとしたいとしたいと思思思思います。います。います。います。

もう一つは、もう一つは、もう一つは、もう一つは、各各各各種種種種学校が学校が学校が学校が約約約約１５１５１５１５法法法法人あり、年間人あり、年間人あり、年間人あり、年間約約約約７７７７，，，，００００００００００００万万万万円円円円を補を補を補を補助助助助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

のが予算に出ておりました。いのが予算に出ておりました。いのが予算に出ておりました。いのが予算に出ておりました。いろろろろいいいいろろろろなななな各各各各種種種種法法法法人があると人があると人があると人があると思思思思います。このいます。このいます。このいます。この時時時時期期期期ですから経ですから経ですから経ですから経

営営営営もももも非非非非常常常常にににに厳厳厳厳しいとこしいとこしいとこしいところろろろもあるともあるともあるともあると思思思思いますけれいますけれいますけれいますけれどどどども、県としては、年間も、県としては、年間も、県としては、年間も、県としては、年間７７７７，，，，００００００００００００万万万万円円円円のののの

補補補補助助助助を出しておられるけれを出しておられるけれを出しておられるけれを出しておられるけれどどどども、このも、このも、このも、この法法法法人に対して人に対して人に対して人に対してどどどどのようなのようなのようなのような指指指指導導導導及び管及び管及び管及び管理理理理、、、、監督監督監督監督をされをされをされをされ

ているのか。ているのか。ているのか。ているのか。具体具体具体具体的に、１年に的に、１年に的に、１年に的に、１年に何回何回何回何回はこうしていますというようなことがあれはこうしていますというようなことがあれはこうしていますというようなことがあれはこうしていますというようなことがあればばばばおおおお尋ね尋ね尋ね尋ねしししし
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たいです。たいです。たいです。たいです。

最最最最後後後後になりますけれになりますけれになりますけれになりますけれどどどども、県も、県も、県も、県営営営営水道についてお水道についてお水道についてお水道についてお尋ね尋ね尋ね尋ねしたいとしたいとしたいとしたいと思思思思います。います。います。います。

これも部これも部これも部これも部署署署署がまたがったら、それはがまたがったら、それはがまたがったら、それはがまたがったら、それは各各各各担担担担当当当当のののの範囲範囲範囲範囲でででで答答答答ええええていただいたらていただいたらていただいたらていただいたら結結結結構構構構ですけれですけれですけれですけれどどどど

も、２年前ですか、県域水道ビジョンがでました。私も少し目をも、２年前ですか、県域水道ビジョンがでました。私も少し目をも、２年前ですか、県域水道ビジョンがでました。私も少し目をも、２年前ですか、県域水道ビジョンがでました。私も少し目を通通通通しただけでしただけでしただけでしただけで全全全全部は目を部は目を部は目を部は目を

通せ通せ通せ通せていないのですけれていないのですけれていないのですけれていないのですけれどどどども、も、も、も、実実実実は県は県は県は県営営営営水道、水道、水道、水道、大大大大滝ダ滝ダ滝ダ滝ダムムムムももももオオオオーーーーケケケケーになりましたので、こーになりましたので、こーになりましたので、こーになりましたので、こ

れかられかられかられから夏夏夏夏のののの時時時時期等期等期等期等 々々々々については心については心については心については心配配配配が要らないということは県民もが要らないということは県民もが要らないということは県民もが要らないということは県民もわわわわかっているようです。かっているようです。かっているようです。かっているようです。

私がき私がき私がき私がきょょょょうううう聞聞聞聞きたいのは、広域きたいのは、広域きたいのは、広域きたいのは、広域消防消防消防消防ではこれからまだではこれからまだではこれからまだではこれからまだ具体具体具体具体的に的に的に的に詰詰詰詰めていくのですが、広めていくのですが、広めていくのですが、広めていくのですが、広

域域域域消防消防消防消防ということでもうということでもうということでもうということでもう見え見え見え見えていますから、県民にていますから、県民にていますから、県民にていますから、県民に安安安安心と心と心と心と安安安安全全全全、、、、効率効率効率効率性も性も性も性も含含含含めて進めてもめて進めてもめて進めてもめて進めても

らったある程度の成らったある程度の成らったある程度の成らったある程度の成果果果果は出ておりますけれは出ておりますけれは出ておりますけれは出ておりますけれどどどども、水道についても、水道についても、水道についても、水道について聞聞聞聞くのは、くのは、くのは、くのは、将将将将来的に県来的に県来的に県来的に県営営営営水水水水

道の広域化について道の広域化について道の広域化について道の広域化についてどどどどのようなのようなのようなのような検討検討検討検討をされているのか。をされているのか。をされているのか。をされているのか。今今今今の県の県の県の県営営営営水道の水道の水道の水道の状態状態状態状態及び及び及び及び将将将将来的に、来的に、来的に、来的に、

広域化といっても来年、広域化といっても来年、広域化といっても来年、広域化といっても来年、再再再再来年でできる来年でできる来年でできる来年でできるわわわわけがないというのは私もけがないというのは私もけがないというのは私もけがないというのは私もわわわわかっております。たかっております。たかっております。たかっております。た

またま広域またま広域またま広域またま広域消防消防消防消防のののの場場場場合は合は合は合はデデデデジジジジタタタタル化という年月がル化という年月がル化という年月がル化という年月が区切区切区切区切られたので、られたので、られたので、られたので、結結結結構構構構タタタタイムテイムテイムテイムテーーーーブブブブルはルはルはルは

とりとりとりとりややややすかったのですけれすかったのですけれすかったのですけれすかったのですけれどどどども、県も、県も、県も、県営営営営水道はそういう水道はそういう水道はそういう水道はそういうわわわわけにいかないとけにいかないとけにいかないとけにいかないと思思思思います。私は、います。私は、います。私は、います。私は、

将将将将来来来来見見見見ていくのに、ていくのに、ていくのに、ていくのに、ややややはり県はり県はり県はり県営営営営水道、水道、水道、水道、各市町各市町各市町各市町村村村村布布布布設な設な設な設などどどど、い、い、い、いろろろろいいいいろろろろ悩悩悩悩みのみのみのみの声声声声もももも聞聞聞聞きます。きます。きます。きます。

というのは、それはというのは、それはというのは、それはというのは、それは大大大大きなお金が要ると。それを広域でということのきなお金が要ると。それを広域でということのきなお金が要ると。それを広域でということのきなお金が要ると。それを広域でということの検討検討検討検討の中で、こういの中で、こういの中で、こういの中で、こうい

うふうにすれうふうにすれうふうにすれうふうにすればばばば効率効率効率効率がいいし、こういうことになれがいいし、こういうことになれがいいし、こういうことになれがいいし、こういうことになれば非ば非ば非ば非常常常常にににに各市町各市町各市町各市町村も村も村も村も含含含含めて県民のめて県民のめて県民のめて県民の福祉福祉福祉福祉

にににに寄与寄与寄与寄与するとするとするとすると思思思思っております。そのっております。そのっております。そのっております。その辺辺辺辺のののの将将将将来的な来的な来的な来的な考え考え考え考えについても、もしについても、もしについても、もしについても、もしわわわわかれかれかれかればばばばおおおお尋ね尋ね尋ね尋ねしししし

たいとたいとたいとたいと思思思思います。います。います。います。以以以以上でございます。本上でございます。本上でございます。本上でございます。本当当当当は県立は県立は県立は県立大大大大学について学について学について学について聞聞聞聞きたかったのですけれきたかったのですけれきたかったのですけれきたかったのですけれどどどど、、、、

ききききょょょょうはうはうはうはややややめておきます。めておきます。めておきます。めておきます。以以以以上です。上です。上です。上です。

○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 修修修修学学学学旅旅旅旅行と行と行と行とＢ＆ＢＢ＆ＢＢ＆ＢＢ＆Ｂのことについて。奥山委員もよくごのことについて。奥山委員もよくごのことについて。奥山委員もよくごのことについて。奥山委員もよくご存じ存じ存じ存じだとだとだとだと思思思思いまいまいまいま

すが、すが、すが、すが、修修修修学学学学旅旅旅旅行というのは行というのは行というのは行というのは公公公公立学校でいいますと、立学校でいいますと、立学校でいいますと、立学校でいいますと、大体大体大体大体値値値値段の設定というのがありますの段の設定というのがありますの段の設定というのがありますの段の設定というのがありますの

で、小学校、中学校、で、小学校、中学校、で、小学校、中学校、で、小学校、中学校、高高高高校それ校それ校それ校それぞぞぞぞれ、れ、れ、れ、大大大大ざっざっざっざっぱぱぱぱなななな言言言言いいいい方方方方をしますと、小学をしますと、小学をしますと、小学をしますと、小学生生生生は１は１は１は１泊泊泊泊２日で２日で２日で２日で

中学中学中学中学生生生生が２が２が２が２泊泊泊泊３日、３日、３日、３日、高高高高校校校校生生生生が３が３が３が３泊泊泊泊４日と、それ４日と、それ４日と、それ４日と、それぞぞぞぞれれれれ決決決決められた金められた金められた金められた金額額額額のののの範囲範囲範囲範囲内内内内で来られます。で来られます。で来られます。で来られます。

今今今今、名、名、名、名古屋古屋古屋古屋市市市市に目をつけておりますのは、小学に目をつけておりますのは、小学に目をつけておりますのは、小学に目をつけておりますのは、小学生生生生でございます。でございます。でございます。でございます。昨昨昨昨年年年年夏夏夏夏に名に名に名に名古屋古屋古屋古屋市市市市のののの旅旅旅旅行行行行

社社社社回回回回りをしておりましたら、名りをしておりましたら、名りをしておりましたら、名りをしておりましたら、名古屋古屋古屋古屋市内市内市内市内の小学校のほの小学校のほの小学校のほの小学校のほぼぼぼぼ９９９９９９９９％％％％がががが京京京京都都都都府府府府、、、、奈良奈良奈良奈良県県県県へへへへ来てい来てい来てい来てい

るというるというるというるという実態実態実態実態ががががわわわわかりました。では、かりました。では、かりました。では、かりました。では、どどどどここここへへへへ宿泊宿泊宿泊宿泊しているかということまでしているかということまでしているかということまでしているかということまで調調調調べべべべますと、ますと、ますと、ますと、

９９９９９９９９％％％％のうのうのうのうちちちちの９８の９８の９８の９８％％％％までがまでがまでがまでが京京京京都都都都府府府府にににに泊泊泊泊まっているというまっているというまっているというまっているという実態実態実態実態ががががわわわわかりまして、これはかりまして、これはかりまして、これはかりまして、これはやややや

はりはりはりはり奈良奈良奈良奈良県としては県としては県としては県としては何何何何とかしないといけないと、こういうとかしないといけないと、こういうとかしないといけないと、こういうとかしないといけないと、こういう思思思思いで定いで定いで定いで定点点点点をををを決決決決めて取り組もうめて取り組もうめて取り組もうめて取り組もう

ということでございました。ということでございました。ということでございました。ということでございました。

小学小学小学小学６６６６年年年年生生生生のののの修修修修学学学学旅旅旅旅行といいますと、行といいますと、行といいますと、行といいますと、通常通常通常通常秋秋秋秋にににに参参参参りますので、りますので、りますので、りますので、奈良奈良奈良奈良のののの秋秋秋秋のののの宿泊宿泊宿泊宿泊施施施施設、設、設、設、京京京京
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都都都都、、、、奈良奈良奈良奈良といったといったといったといった場場場場合の合の合の合の奈良市内奈良市内奈良市内奈良市内のののの修修修修学学学学旅旅旅旅行の行の行の行の宿泊宿泊宿泊宿泊状状状状況況況況をををを見見見見ますと、ますと、ますと、ますと、ププププレレレレミミミミアアアアムムムムがつくほがつくほがつくほがつくほ

どどどどなかなかとれにくいというようななかなかとれにくいというようななかなかとれにくいというようななかなかとれにくいというような状状状状況況況況があります。これは中部からがあります。これは中部からがあります。これは中部からがあります。これは中部から南南南南部部部部へへへへ宿泊宿泊宿泊宿泊をををを持持持持ってってってって

いくようないくようないくようないくようなココココースをこースをこースをこースをこちちちちらで設定して、よりらで設定して、よりらで設定して、よりらで設定して、より南南南南へ持へ持へ持へ持っていくというような取り組みをあっていくというような取り組みをあっていくというような取り組みをあっていくというような取り組みをあわわわわ

せせせせてすることによって中てすることによって中てすることによって中てすることによって中南南南南和地域を和地域を和地域を和地域を売売売売りりりり込込込込んでいくという取り組みをしてまいります。んでいくという取り組みをしてまいります。んでいくという取り組みをしてまいります。んでいくという取り組みをしてまいります。効効効効

果果果果が出るのは、が出るのは、が出るのは、が出るのは、当当当当然然然然修修修修学学学学旅旅旅旅行のことですので、２年行のことですので、２年行のことですので、２年行のことですので、２年先先先先、３年、３年、３年、３年先先先先になりますけれになりますけれになりますけれになりますけれどどどど、このよ、このよ、このよ、このよ

うなうなうなうな実態実態実態実態をををを何何何何とかとかとかとか解解解解決決決決していくために、取り組もうということでございます。していくために、取り組もうということでございます。していくために、取り組もうということでございます。していくために、取り組もうということでございます。

２２２２点点点点目の目の目の目のＢ＆ＢＢ＆ＢＢ＆ＢＢ＆Ｂ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、近近近近年、年、年、年、宿泊宿泊宿泊宿泊のののの仕方仕方仕方仕方が、いが、いが、いが、いろろろろいいいいろろろろなななな泊泊泊泊まりまりまりまり方方方方をされるよをされるよをされるよをされるよ

うになった。うになった。うになった。うになった。個個個個人人人人旅旅旅旅行がふ行がふ行がふ行がふええええてまいりますと、特にてまいりますと、特にてまいりますと、特にてまいりますと、特に欧欧欧欧米から来られる米から来られる米から来られる米から来られる方方方方ななななどどどどは、は、は、は、Ｂ＆ＢＢ＆ＢＢ＆ＢＢ＆Ｂとととと

いいますか、本いいますか、本いいますか、本いいますか、本当当当当にににに朝食朝食朝食朝食ととととベベベベッドッドッドッドささささええええあれあれあれあればばばばいいといいといいといいと聞聞聞聞きます。１きます。１きます。１きます。１泊泊泊泊２２２２，，，，５００５００５００５００円円円円とか３とか３とか３とか３，，，，

００００００００００００円円円円とか、それとか、それとか、それとか、それぐぐぐぐらいの金らいの金らいの金らいの金額額額額です。この３年間です。この３年間です。この３年間です。この３年間ぐぐぐぐらいの間にらいの間にらいの間にらいの間に奈良市内奈良市内奈良市内奈良市内だけでも１０だけでも１０だけでも１０だけでも１０軒軒軒軒

以以以以上のとこ上のとこ上のとこ上のところろろろが新規にが新規にが新規にが新規にオオオオーーーーププププンされているというようなンされているというようなンされているというようなンされているというような実情実情実情実情がございまして、まだがございまして、まだがございまして、まだがございまして、まだ我々我々我々我々のののの

方方方方としてもとしてもとしてもとしても十十十十分分分分掌掌掌掌握握握握していないし、それらにしていないし、それらにしていないし、それらにしていないし、それらに何何何何がががが欠欠欠欠けているのか、けているのか、けているのか、けているのか、何何何何がががが魅力魅力魅力魅力なのかというなのかというなのかというなのかという

ようなようなようなような分析分析分析分析もももも含含含含めまして、一めまして、一めまして、一めまして、一緒緒緒緒にににに勉勉勉勉強強強強会をしていきたい。その中で、会をしていきたい。その中で、会をしていきたい。その中で、会をしていきたい。その中で、我々我々我々我々がががが発信発信発信発信できるもできるもできるもできるも

のはのはのはのは発信発信発信発信していくことによってしていくことによってしていくことによってしていくことによって宿泊宿泊宿泊宿泊をふをふをふをふややややしていきたいというしていきたいというしていきたいというしていきたいという思思思思いで取り組んでまいりまいで取り組んでまいりまいで取り組んでまいりまいで取り組んでまいりま

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

○福井文化・教育課長○福井文化・教育課長○福井文化・教育課長○福井文化・教育課長 世界遺産世界遺産世界遺産世界遺産のののの登録登録登録登録の関係、の関係、の関係、の関係、奈良奈良奈良奈良県私立学校の県私立学校の県私立学校の県私立学校の現状現状現状現状、そしてもう一つ、、そしてもう一つ、、そしてもう一つ、、そしてもう一つ、

専専専専修修修修学校の学校の学校の学校の状状状状況況況況、この３、この３、この３、この３点点点点につきましてご説明をにつきましてご説明をにつきましてご説明をにつきましてご説明を申申申申し上し上し上し上げげげげます。ます。ます。ます。

ままままずずずず、、、、世界遺産世界遺産世界遺産世界遺産のののの登録登録登録登録推進でございますけれ推進でございますけれ推進でございますけれ推進でございますけれどどどども、これは平成１９年に、明日も、これは平成１９年に、明日も、これは平成１９年に、明日も、これは平成１９年に、明日香香香香村、村、村、村、橿橿橿橿

原市原市原市原市、、、、桜井桜井桜井桜井市市市市、そして、そして、そして、そして奈良奈良奈良奈良県、この４つの県、この４つの県、この４つの県、この４つの自自自自治治治治体体体体によりますによりますによりますによります世界遺産世界遺産世界遺産世界遺産「「「「飛鳥飛鳥飛鳥飛鳥・藤・藤・藤・藤原原原原」」」」登録登録登録登録

推進推進推進推進協協協協議会を、議会を、議会を、議会を、暫暫暫暫定定定定登録登録登録登録になったになったになったになった後後後後、立、立、立、立ちちちち上上上上げげげげたのですけれたのですけれたのですけれたのですけれどどどども、本も、本も、本も、本登録登録登録登録に向けてに向けてに向けてに向けて現在現在現在現在進進進進

めているとこめているとこめているとこめ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。大大大大きく観きく観きく観きく観点点点点的には３つございまして、ま的には３つございまして、ま的には３つございまして、ま的には３つございまして、まずずずず、、、、飛鳥飛鳥飛鳥飛鳥・藤・藤・藤・藤原原原原のののの

学学学学術術術術的な的な的な的な検証検証検証検証、、、、世界世界世界世界にここしかないというにここしかないというにここしかないというにここしかないというオオオオンンンンリリリリーーーーワワワワンのンのンのンの証証証証明です。そして、これは明です。そして、これは明です。そして、これは明です。そして、これはユユユユネネネネ

ススススコ世界遺産コ世界遺産コ世界遺産コ世界遺産委員会なり、それに付委員会なり、それに付委員会なり、それに付委員会なり、それに付託託託託を受けたを受けたを受けたを受けたＩＣＩＣＩＣＩＣＯＯＯＯＭＭＭＭＯＯＯＯＳＳＳＳがががが調調調調査を行いますので、査を行いますので、査を行いますので、査を行いますので、国際国際国際国際

的な的な的な的な理理理理解解解解とととと評評評評価価価価をいかにをいかにをいかにをいかに得得得得るか。それと、るか。それと、るか。それと、るか。それと、先先先先ほほほほどどどど奥山委員がお奥山委員がお奥山委員がお奥山委員がお述述述述べべべべのように、観光資のように、観光資のように、観光資のように、観光資源源源源とととと

しては、しては、しては、しては、ややややはりはりはりはり世界遺産世界遺産世界遺産世界遺産というのは最というのは最というのは最というのは最大大大大のものでございます。そういうのものでございます。そういうのものでございます。そういうのものでございます。そういう面面面面で、地で、地で、地で、地元元元元がいかがいかがいかがいか

にそのにそのにそのにその機機機機運運運運をををを盛盛盛盛り上り上り上り上げげげげていくか、この３ていくか、この３ていくか、この３ていくか、この３点点点点であるということで、その３つのであるということで、その３つのであるということで、その３つのであるということで、その３つの柱柱柱柱で取り組んで取り組んで取り組んで取り組ん

でいるとこでいるとこでいるとこで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。

ままままずずずず、学、学、学、学術術術術的な的な的な的な証証証証明につきましては、従来２８の明につきましては、従来２８の明につきましては、従来２８の明につきましては、従来２８の構構構構成資成資成資成資産産産産があったがあったがあったがあったわわわわけですけれけですけれけですけれけですけれどどどども、も、も、も、

昨昨昨昨年それを２０に年それを２０に年それを２０に年それを２０に絞絞絞絞りりりり込込込込みました。そのことによって、よりみました。そのことによって、よりみました。そのことによって、よりみました。そのことによって、より飛鳥飛鳥飛鳥飛鳥・藤・藤・藤・藤原原原原のののの価値価値価値価値というのをというのをというのをというのを

際際際際立た立た立た立たせせせせるというるというるというるという作作作作業を業を業を業を現在現在現在現在行っております。この学行っております。この学行っております。この学行っております。この学術術術術的な的な的な的な検証検証検証検証、、、、証証証証明につきましては、明につきましては、明につきましては、明につきましては、
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専門専門専門専門家家家家によるによるによるによる専門専門専門専門委員会をか委員会をか委員会をか委員会をかねねねねてから設置しておりますけれてから設置しておりますけれてから設置しておりますけれてから設置しておりますけれどどどども、このも、このも、このも、この専門専門専門専門委員会を中心委員会を中心委員会を中心委員会を中心

にににに文文文文化化化化庁庁庁庁をををを招聘招聘招聘招聘してしてしてして昨昨昨昨年から年から年から年から今今今今年にかけて連続開催をしておりまして、それでより年にかけて連続開催をしておりまして、それでより年にかけて連続開催をしておりまして、それでより年にかけて連続開催をしておりまして、それでより際際際際立っ立っ立っ立っ

た学た学た学た学術証術証術証術証明を行いたいと明を行いたいと明を行いたいと明を行いたいと思思思思います。います。います。います。

さらに、さらに、さらに、さらに、国際国際国際国際的な的な的な的な理理理理解解解解というというというという点点点点では、１月では、１月では、１月では、１月末末末末ににににＩＣＩＣＩＣＩＣＯＯＯＯＭＭＭＭＯＯＯＯＳＳＳＳのののの専門専門専門専門委員を３名お委員を３名お委員を３名お委員を３名お招招招招きしきしきしきし

まして、まして、まして、まして、現現現現地を地を地を地を視視視視察察察察いただき、そのいただき、そのいただき、そのいただき、その後後後後、、、、現現現現地地地地視視視視察察察察をををを踏踏踏踏ままままええええたいたいたいたいわわわわゆゆゆゆるるるるググググロロロローーーーババババルスルスルスルスタタタタンンンンダダダダ

ーーーードドドドからからからから見見見見たたたた価値価値価値価値というのを議というのを議というのを議というのを議論論論論ささささせせせせていただきました。ていただきました。ていただきました。ていただきました。今後今後今後今後も、よりも、よりも、よりも、より国際国際国際国際的な関心を的な関心を的な関心を的な関心を高高高高

めるためのめるためのめるためのめるためのシシシシンンンンポポポポジジジジウウウウム等ム等ム等ム等も進めていきたいとも進めていきたいとも進めていきたいとも進めていきたいと思思思思っております。っております。っております。っております。

それと、地それと、地それと、地それと、地元元元元のののの機機機機運運運運醸醸醸醸成でございます。これは、ま成でございます。これは、ま成でございます。これは、ま成でございます。これは、まず飛鳥ず飛鳥ず飛鳥ず飛鳥・藤・藤・藤・藤原原原原地域の地域の地域の地域の醸醸醸醸成、これはか成、これはか成、これはか成、これはか

ねねねねてからてからてからてからフォフォフォフォーーーーラムやラムやラムやラムやセセセセミミミミナナナナーを行って進めておるーを行って進めておるーを行って進めておるーを行って進めておるわわわわけですけれけですけれけですけれけですけれどどどども、さらにも、さらにも、さらにも、さらに国国国国内内内内の関心の関心の関心の関心

をいただこうと、３月２０日に東をいただこうと、３月２０日に東をいただこうと、３月２０日に東をいただこうと、３月２０日に東京京京京においてにおいてにおいてにおいてシシシシンンンンポポポポジジジジウウウウムムムムを開催して、を開催して、を開催して、を開催して、国国国国内全内全内全内全般の関心般の関心般の関心般の関心喚喚喚喚

起起起起をををを高高高高めていきたいとめていきたいとめていきたいとめていきたいと思思思思っております。っております。っております。っております。ライライライライババババルはたくさんありますけれルはたくさんありますけれルはたくさんありますけれルはたくさんありますけれどどどども、も、も、も、今後今後今後今後そのそのそのその

３本の３本の３本の３本の柱柱柱柱でできるだけ、でできるだけ、でできるだけ、でできるだけ、早早早早期期期期のののの登録登録登録登録に向けて進めていきたいとに向けて進めていきたいとに向けて進めていきたいとに向けて進めていきたいと思思思思っております。っております。っております。っております。

次、２次、２次、２次、２点点点点目でございますが、私学目でございますが、私学目でございますが、私学目でございますが、私学助助助助成につきまして成につきまして成につきまして成につきまして奈良奈良奈良奈良県の県の県の県の現状現状現状現状ははははどどどどうなっているのかうなっているのかうなっているのかうなっているのか

ということでございます。これは、ということでございます。これは、ということでございます。これは、ということでございます。これは、全全全全国国国国的に的に的に的に同じ同じ同じ同じでございますけれでございますけれでございますけれでございますけれどどどども、従来からも、従来からも、従来からも、従来から奈良奈良奈良奈良県県県県

では、では、では、では、基基基基本としまして、学校本としまして、学校本としまして、学校本としまして、学校法法法法人に人に人に人に直接直接直接直接補補補補助助助助しますしますしますします運運運運営費営費営費営費補補補補助助助助金、そして金、そして金、そして金、そして生徒生徒生徒生徒及び保及び保及び保及び保護護護護者者者者

に対して、平成２２年度からに対して、平成２２年度からに対して、平成２２年度からに対して、平成２２年度から実施実施実施実施されておりますされておりますされておりますされております就就就就学支援金、そして学支援金、そして学支援金、そして学支援金、そして家庭家庭家庭家庭的に的に的に的に収入収入収入収入の少なの少なの少なの少な

いおういおういおういおうちちちちにはにはにはには軽減軽減軽減軽減補補補補助助助助金ということで行っております。この中で、奥山委員が金ということで行っております。この中で、奥山委員が金ということで行っております。この中で、奥山委員が金ということで行っております。この中で、奥山委員が先先先先ほほほほどどどどおおおお述述述述

べべべべのののの授授授授業料業料業料業料軽減軽減軽減軽減補補補補助助助助金を金を金を金を大大大大阪府阪府阪府阪府、、、、京京京京都都都都府府府府がががが相相相相次いで引き上次いで引き上次いで引き上次いで引き上げげげげました。そのことによってました。そのことによってました。そのことによってました。そのことによって奈奈奈奈

良良良良県の私立学校に県の私立学校に県の私立学校に県の私立学校に大大大大きくきくきくきく影響影響影響影響しているのではないかというおしているのではないかというおしているのではないかというおしているのではないかというお尋ね尋ね尋ね尋ねでございますが、でございますが、でございますが、でございますが、両府両府両府両府のののの

措措措措置に置に置に置に伴伴伴伴います本県の私立学校います本県の私立学校います本県の私立学校います本県の私立学校へへへへのののの大大大大阪府阪府阪府阪府とかとかとかとか京京京京都都都都府府府府からのからのからのからの入入入入学者の学者の学者の学者の状状状状況況況況につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、

若若若若干干干干のののの増減増減増減増減があるものの、ほとんがあるものの、ほとんがあるものの、ほとんがあるものの、ほとんどどどど影響影響影響影響はないはないはないはない状状状状況況況況でございます。でございます。でございます。でございます。

例例例例ええええばばばば大大大大阪府阪府阪府阪府からの本県からの本県からの本県からの本県へへへへのののの通通通通学学学学生生生生をををを見見見見てみますと、平成２１年度は２てみますと、平成２１年度は２てみますと、平成２１年度は２てみますと、平成２１年度は２，，，，０１８人、平０１８人、平０１８人、平０１８人、平

成２２年度、２成２２年度、２成２２年度、２成２２年度、２，，，，０２０人、この平成２２年度というのは０２０人、この平成２２年度というのは０２０人、この平成２２年度というのは０２０人、この平成２２年度というのは大大大大阪府阪府阪府阪府が引き上が引き上が引き上が引き上げげげげるときですけるときですけるときですけるときですけ

れれれれどどどども、平成２３年度が２も、平成２３年度が２も、平成２３年度が２も、平成２３年度が２，，，，０３４人、平成２４年度が２０３４人、平成２４年度が２０３４人、平成２４年度が２０３４人、平成２４年度が２，，，，０５５人ということで、０５５人ということで、０５５人ということで、０５５人ということで、微微微微増増増増

のののの状状状状況況況況にあります。にあります。にあります。にあります。京京京京都都都都府府府府からのからのからのからの通通通通学者も学者も学者も学者も見見見見ますと、平成２２年度がますと、平成２２年度がますと、平成２２年度がますと、平成２２年度が７７７７１８人で、１８人で、１８人で、１８人で、京京京京都都都都府府府府

は、平成２３年度に補は、平成２３年度に補は、平成２３年度に補は、平成２３年度に補助助助助金を引き上金を引き上金を引き上金を引き上げげげげましたが、それでもましたが、それでもましたが、それでもましたが、それでも７７７７１３人、そして平成２４年度１３人、そして平成２４年度１３人、そして平成２４年度１３人、そして平成２４年度

もももも７７７７１９人ということで、特に１９人ということで、特に１９人ということで、特に１９人ということで、特に両府両府両府両府から本県の私立学校に進学するから本県の私立学校に進学するから本県の私立学校に進学するから本県の私立学校に進学する生徒生徒生徒生徒がががが減減減減少したという、少したという、少したという、少したという、

そういうそういうそういうそういう影響影響影響影響は出ていないは出ていないは出ていないは出ていない状状状状況況況況でございます。でございます。でございます。でございます。

それと、もう１それと、もう１それと、もう１それと、もう１点点点点、、、、専専専専修修修修学校の学校の学校の学校の助助助助成及び成及び成及び成及び指指指指導導導導監督監督監督監督のおのおのおのお話話話話でございます。ごでございます。ごでございます。ごでございます。ご存じ存じ存じ存じのように、のように、のように、のように、

特に特に特に特に就就就就学、学、学、学、就就就就業が業が業が業が叫叫叫叫ばばばばれるれるれるれる今今今今日でございますが、日でございますが、日でございますが、日でございますが、専専専専修修修修学校は学校は学校は学校は公教公教公教公教育の一育の一育の一育の一翼翼翼翼を担っていただを担っていただを担っていただを担っていただ
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いておりまして、本県の学校いておりまして、本県の学校いておりまして、本県の学校いておりまして、本県の学校教教教教育において育において育において育において大大大大きなきなきなきな役割役割役割役割をををを果果果果たしていただいています。そうたしていただいています。そうたしていただいています。そうたしていただいています。そう

いうこともいうこともいうこともいうことも踏踏踏踏ままままええええまして、まして、まして、まして、先先先先ほほほほどどどど奥山委員がお奥山委員がお奥山委員がお奥山委員がお述述述述べべべべのように、私立のように、私立のように、私立のように、私立専専専専修修修修学校の振興を図る学校の振興を図る学校の振興を図る学校の振興を図る

べべべべく本県もく本県もく本県もく本県も各各各各専専専専修修修修学校学校学校学校等等等等に補に補に補に補助助助助金を支金を支金を支金を支給給給給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。でございます。でございます。でございます。

今今今今、この補、この補、この補、この補助助助助金は、私立学校振興金は、私立学校振興金は、私立学校振興金は、私立学校振興助助助助成成成成法法法法というというというという法法法法律律律律にににに基基基基づづづづき行っておりまして、き行っておりまして、き行っておりまして、き行っておりまして、専専専専修修修修学学学学

校の校の校の校の教教教教育育育育条条条条件件件件のののの維維維維持持持持向上、経向上、経向上、経向上、経営営営営のののの健全健全健全健全化化化化等等等等をををを念念念念頭頭頭頭に推進しているものでございます。補に推進しているものでございます。補に推進しているものでございます。補に推進しているものでございます。補助助助助

の対の対の対の対象象象象となるとなるとなるとなる専専専専修修修修学校を経学校を経学校を経学校を経営営営営する学校する学校する学校する学校法法法法人に対しましては、人に対しましては、人に対しましては、人に対しましては、厳厳厳厳しい財政しい財政しい財政しい財政状状状状況況況況のもとでのもとでのもとでのもとで助助助助成成成成

ささささせせせせていただいているということをごていただいているということをごていただいているということをごていただいているということをご理理理理解解解解いただき、そのこともいただき、そのこともいただき、そのこともいただき、そのことも踏踏踏踏ままままええええ、それ、それ、それ、それぞぞぞぞれ学校がれ学校がれ学校がれ学校が

教教教教育水育水育水育水準準準準の向上との向上との向上との向上と適切適切適切適切なななな運運運運営営営営を進めるようにを進めるようにを進めるようにを進めるように指指指指導導導導監督監督監督監督を行っております。特にを行っております。特にを行っております。特にを行っております。特に毎毎毎毎年、経年、経年、経年、経営営営営

状状状状況況況況のののの報報報報告告告告をいただいておりますが、その中でをいただいておりますが、その中でをいただいておりますが、その中でをいただいておりますが、その中で不十不十不十不十分分分分なななな点点点点がございましたら、県から学校がございましたら、県から学校がございましたら、県から学校がございましたら、県から学校

にににに赴赴赴赴いて、いいて、いいて、いいて、いわわわわゆゆゆゆるるるる監監監監査といいますか、補査といいますか、補査といいますか、補査といいますか、補助助助助金が金が金が金が適切適切適切適切にににに執執執執行されているか行されているか行されているか行されているかどどどどうかうかうかうか現現現現地地地地調調調調査査査査

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状状状況況況況でございます。でございます。でございます。でございます。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○清水地域政策課長○清水地域政策課長○清水地域政策課長○清水地域政策課長 水道事業の広域化につきましては、県と水道事業の広域化につきましては、県と水道事業の広域化につきましては、県と水道事業の広域化につきましては、県と市町市町市町市町村の人的資村の人的資村の人的資村の人的資源源源源あるいはあるいはあるいはあるいは

財財財財源源源源、、、、施施施施設設設設等等等等、県、県、県、県全体全体全体全体でででで有効有効有効有効活活活活用用用用するという観するという観するという観するという観点点点点をををを持持持持って推進をしているとこって推進をしているとこって推進をしているとこって推進をしているところろろろでございでございでございでござい

ます。県ます。県ます。県ます。県営営営営水道と水道と水道と水道と市町市町市町市町村水道をあ村水道をあ村水道をあ村水道をあわせわせわせわせまして県域水道という名前でまして県域水道という名前でまして県域水道という名前でまして県域水道という名前で呼ば呼ば呼ば呼ばせせせせていただいておていただいておていただいておていただいてお

りますけれりますけれりますけれりますけれどどどども、も、も、も、今後今後今後今後、水、水、水、水需需需需要が要が要が要が減減減減少します、あるいは少します、あるいは少します、あるいは少します、あるいは施施施施設の設の設の設の老朽老朽老朽老朽化化化化やややや耐震耐震耐震耐震化を化を化を化を踏踏踏踏ままままええええ、、、、

その対その対その対その対応応応応ななななどどどどのためにのためにのためにのために施施施施設設設設更更更更新をしていかなけれ新をしていかなけれ新をしていかなけれ新をしていかなければばばばならないということで、平成２３年１ならないということで、平成２３年１ならないということで、平成２３年１ならないということで、平成２３年１

２月に県域水道ビジョンを策定し、取り組ま２月に県域水道ビジョンを策定し、取り組ま２月に県域水道ビジョンを策定し、取り組ま２月に県域水道ビジョンを策定し、取り組ませせせせていただいております。ていただいております。ていただいております。ていただいております。

県県県県営営営営水道のエ水道のエ水道のエ水道のエリリリリアにつきましては、アにつきましては、アにつきましては、アにつきましては、今後今後今後今後、、、、多多多多くの県水の受水くの県水の受水くの県水の受水くの県水の受水市町市町市町市町村の村の村の村の浄浄浄浄水水水水場場場場がががが更更更更新の新の新の新の時時時時

期期期期をををを迎迎迎迎ええええるということでございますが、このるということでございますが、このるということでございますが、このるということでございますが、この古古古古いいいい施施施施設を設を設を設を更更更更新をするか、あるいは県新をするか、あるいは県新をするか、あるいは県新をするか、あるいは県営営営営水道水道水道水道

をををを接接接接続して続して続して続して古古古古いいいい施施施施設は設は設は設は廃止廃止廃止廃止をするかということについて、をするかということについて、をするかということについて、をするかということについて、市町市町市町市町村と村と村と村と施施施施設の最設の最設の最設の最適適適適化のために化のために化のために化のために

協協協協議をさ議をさ議をさ議をさせせせせ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。また、このでございます。また、このでございます。また、このでございます。また、この協協協協議とあ議とあ議とあ議とあわせわせわせわせまして、業務まして、業務まして、業務まして、業務

のののの共同共同共同共同化についても化についても化についても化についても市町市町市町市町村と村と村と村と検討協検討協検討協検討協議を進めているとこ議を進めているとこ議を進めているとこ議を進めているところろろろでございまして、料金でございまして、料金でございまして、料金でございまして、料金や検や検や検や検針針針針なななな

どどどどのののの営営営営業業務とか、あるいは業業務とか、あるいは業業務とか、あるいは業業務とか、あるいは施施施施設の管設の管設の管設の管理理理理・・・・運転運転運転運転等等等等の業務なの業務なの業務なの業務などどどどをををを共同共同共同共同で行うことによってで行うことによってで行うことによってで行うことによって効効効効

率率率率的に的に的に的に実施実施実施実施するということについてするということについてするということについてするということについて市町市町市町市町村の業務の村の業務の村の業務の村の業務の実態実態実態実態をををを調調調調査し、査し、査し、査し、共同共同共同共同化の化の化の化の方方方方策策策策等等等等についについについについ

てててて協協協協議さ議さ議さ議させせせせ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。こうしたでございます。こうしたでございます。こうしたでございます。こうした比較比較比較比較的取り組み的取り組み的取り組み的取り組みややややすい管すい管すい管すい管理理理理部部部部

門門門門のののの共同共同共同共同化化化化等等等等のとこのとこのとこのところろろろからからからから始始始始めまして、水道事業めまして、水道事業めまして、水道事業めまして、水道事業全体全体全体全体のののの意意意意識識識識をををを醸醸醸醸成して成して成して成して今後今後今後今後の広域化に向の広域化に向の広域化に向の広域化に向

けてさらに取り組んでまいりたいとけてさらに取り組んでまいりたいとけてさらに取り組んでまいりたいとけてさらに取り組んでまいりたいと思思思思っております。っております。っております。っております。

○的場水道局業務課長○的場水道局業務課長○的場水道局業務課長○的場水道局業務課長 水道事業の広域化に向けての水道局としての取り組みでございま水道事業の広域化に向けての水道局としての取り組みでございま水道事業の広域化に向けての水道局としての取り組みでございま水道事業の広域化に向けての水道局としての取り組みでございま

すけれすけれすけれすけれどどどども、１つは、県域水道ビジョンのも、１つは、県域水道ビジョンのも、１つは、県域水道ビジョンのも、１つは、県域水道ビジョンの実現実現実現実現のために水のために水のために水のために水源源源源のののの適適適適正正正正利利利利用用用用ということで、ということで、ということで、ということで、先先先先

ほほほほどどどど水道局長から説明いたしました県水道局長から説明いたしました県水道局長から説明いたしました県水道局長から説明いたしました県営営営営水道を水道を水道を水道を市町市町市町市町村水村水村水村水源源源源としてよりとしてよりとしてよりとしてより多多多多くくくく利利利利用用用用していただしていただしていただしていただ
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くために、平成２５年度より料金を一くために、平成２５年度より料金を一くために、平成２５年度より料金を一くために、平成２５年度より料金を一律律律律下下下下げげげげているとともに、ているとともに、ているとともに、ているとともに、需需需需要要要要促促促促進進進進型型型型ということで、ということで、ということで、ということで、

多多多多くくくく利利利利用用用用していただきますと、さらに料金が下がるというような料金していただきますと、さらに料金が下がるというような料金していただきますと、さらに料金が下がるというような料金していただきますと、さらに料金が下がるというような料金体体体体系系系系をとる予定でごをとる予定でごをとる予定でごをとる予定でご

ざいます。ざいます。ざいます。ざいます。

また、県域また、県域また、県域また、県域全体全体全体全体でででで市町市町市町市町村水道を村水道を村水道を村水道を含含含含めてめてめてめてトトトトーーーータタタタル的にル的にル的にル的にココココスススストトトトがががが安安安安くなるというのがくなるというのがくなるというのがくなるというのが理理理理想想想想でででで

ございますので、ございますので、ございますので、ございますので、市町市町市町市町村水道が村水道が村水道が村水道が自自自自分分分分のののの浄浄浄浄水水水水場場場場のののの更更更更新を行う新を行う新を行う新を行う場場場場合と、県合と、県合と、県合と、県営営営営水道を水道を水道を水道を利利利利用用用用するするするする場場場場

合について合について合について合について検討検討検討検討を行いまして、そのを行いまして、そのを行いまして、そのを行いまして、その結結結結果果果果、県、県、県、県営営営営水道水道水道水道へへへへのののの転転転転換換換換がががが有有有有利利利利となるとなるとなるとなる可能可能可能可能性がある性がある性がある性がある場場場場

合は県合は県合は県合は県営営営営水道を水道を水道を水道を利利利利用用用用していただけるようなしていただけるようなしていただけるようなしていただけるような方方方方策を、策を、策を、策を、市町市町市町市町村水道事業者と一村水道事業者と一村水道事業者と一村水道事業者と一緒緒緒緒になりながらになりながらになりながらになりながら

進めてまいりたいと進めてまいりたいと進めてまいりたいと進めてまいりたいと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。

具体具体具体具体的には、平成２５年度予算の中的には、平成２５年度予算の中的には、平成２５年度予算の中的には、平成２５年度予算の中身身身身でございますが、県でございますが、県でございますが、県でございますが、県営営営営水道料金の引き下水道料金の引き下水道料金の引き下水道料金の引き下げげげげをををを契契契契機機機機

に、に、に、に、桜井桜井桜井桜井市市市市でございますけれでございますけれでございますけれでございますけれどどどども、も、も、も、初初初初瀬瀬瀬瀬浄浄浄浄水水水水場場場場がががが老朽老朽老朽老朽化しており、それを化しており、それを化しており、それを化しており、それを更更更更新しないで県新しないで県新しないで県新しないで県

営営営営水道水道水道水道へへへへ転転転転換換換換するという要するという要するという要するという要望望望望がなされております。それを受け、県水道局といたしましてがなされております。それを受け、県水道局といたしましてがなされております。それを受け、県水道局といたしましてがなされております。それを受け、県水道局といたしまして

も、平成２５年度にも、平成２５年度にも、平成２５年度にも、平成２５年度に検討検討検討検討を行ってまいりたいとを行ってまいりたいとを行ってまいりたいとを行ってまいりたいと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。今後今後今後今後も、も、も、も、先先先先ほほほほどどどど答弁答弁答弁答弁のあのあのあのあ

りました地域振興部と連携いたしまして、広域的な観りました地域振興部と連携いたしまして、広域的な観りました地域振興部と連携いたしまして、広域的な観りました地域振興部と連携いたしまして、広域的な観点点点点に立って県域水道ビジョンのに立って県域水道ビジョンのに立って県域水道ビジョンのに立って県域水道ビジョンの実現実現実現実現

を進めてまいりたいとを進めてまいりたいとを進めてまいりたいとを進めてまいりたいと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○奥山委員○奥山委員○奥山委員○奥山委員 名名名名古屋古屋古屋古屋市市市市からのからのからのからの修修修修学学学学旅旅旅旅行行行行誘致誘致誘致誘致、、、、Ｂ＆ＢＢ＆ＢＢ＆ＢＢ＆Ｂななななどどどど説明を説明を説明を説明を聞聞聞聞かかかかせせせせてもらいました。小てもらいました。小てもらいました。小てもらいました。小

さなことだけれさなことだけれさなことだけれさなことだけれどどどど、これからこれで、これからこれで、これからこれで、これからこれで頑張頑張頑張頑張ってもらいたいとってもらいたいとってもらいたいとってもらいたいと思思思思います。います。います。います。修修修修学学学学旅旅旅旅行で興行で興行で興行で興味味味味あるあるあるある

のは、月のは、月のは、月のは、月刊刊刊刊「「「「修修修修学学学学旅旅旅旅行」がまだあるのか知らないけれ行」がまだあるのか知らないけれ行」がまだあるのか知らないけれ行」がまだあるのか知らないけれどどどど、１３～１４年前に２ページに、１３～１４年前に２ページに、１３～１４年前に２ページに、１３～１４年前に２ページにわわわわ

たって私、たって私、たって私、たって私、掲掲掲掲載載載載してもらったことがあったのです。そのときに私がしてもらったことがあったのです。そのときに私がしてもらったことがあったのです。そのときに私がしてもらったことがあったのです。そのときに私が書書書書いたのは、いたのは、いたのは、いたのは、奈良奈良奈良奈良のよのよのよのよ

さはもさはもさはもさはもちろちろちろちろん説明したのだけれん説明したのだけれん説明したのだけれん説明したのだけれどどどど、マ、マ、マ、マニニニニアの人は正アの人は正アの人は正アの人は正倉院展倉院展倉院展倉院展がいいといったらがいいといったらがいいといったらがいいといったら毎毎毎毎年来られま年来られま年来られま年来られま

すけれすけれすけれすけれどどどど、、、、京京京京都都都都とととと比比比比べべべべると、マると、マると、マると、マニニニニアアアアッッッックな、クな、クな、クな、ちょちょちょちょっと造っと造っと造っと造詣詣詣詣のある、のある、のある、のある、深深深深くくくく歴歴歴歴史を知りたい人史を知りたい人史を知りたい人史を知りたい人

がががが結結結結構構構構来られて、なかなか来られて、なかなか来られて、なかなか来られて、なかなか若若若若い人は来にくいと。い人は来にくいと。い人は来にくいと。い人は来にくいと。今今今今聞聞聞聞くと、くと、くと、くと、宿泊宿泊宿泊宿泊施施施施設の設の設の設の件件件件も、９９も、９９も、９９も、９９％％％％のうのうのうのう

ちちちち、９８、９８、９８、９８％％％％がががが京京京京都都都都府府府府にににに宿泊宿泊宿泊宿泊だから、もうまいったとだから、もうまいったとだから、もうまいったとだから、もうまいったと言言言言わわわわなけれなけれなけれなければばばば仕方仕方仕方仕方ないです。でも、こないです。でも、こないです。でも、こないです。でも、こ

れはこれでれはこれでれはこれでれはこれで努努努努力力力力してもらしてもらしてもらしてもらわわわわないといけないけれないといけないけれないといけないけれないといけないけれどどどど、月、月、月、月刊刊刊刊「「「「修修修修学学学学旅旅旅旅行」のときも、行」のときも、行」のときも、行」のときも、自自自自分分分分の一の一の一の一

生生生生で最で最で最で最低低低低２２２２回回回回はははは奈良奈良奈良奈良をををを訪訪訪訪れましれましれましれましょょょょうと、うと、うと、うと、ぜひぜひぜひぜひ奈良奈良奈良奈良をををを訪訪訪訪れてくださいということをれてくださいということをれてくださいということをれてくださいということを書書書書いたのいたのいたのいたの

です。それはなです。それはなです。それはなです。それはなぜぜぜぜかというと、かというと、かというと、かというと、修修修修学学学学旅旅旅旅行でもし行でもし行でもし行でもし奈良奈良奈良奈良でででで泊泊泊泊まれなくても、まれなくても、まれなくても、まれなくても、奈良へ奈良へ奈良へ奈良へ来られて、来られて、来られて、来られて、

そして成人したり、そこそこの年そして成人したり、そこそこの年そして成人したり、そこそこの年そして成人したり、そこそこの年齢齢齢齢になったときに、もう一になったときに、もう一になったときに、もう一になったときに、もう一回回回回奈良へ奈良へ奈良へ奈良へ行ってみようではな行ってみようではな行ってみようではな行ってみようではな

いかということでお願いしたいとまだいかということでお願いしたいとまだいかということでお願いしたいとまだいかということでお願いしたいとまだ思思思思っています。これが、っています。これが、っています。これが、っています。これが、毎毎毎毎年１年１年１年１億億億億３３３３，，，，００００００００００００万万万万人が人が人が人が

回転回転回転回転していったら、していったら、していったら、していったら、結結結結構数構数構数構数字字字字は出るなとは出るなとは出るなとは出るなと思思思思っていたのですけれっていたのですけれっていたのですけれっていたのですけれどどどども、小学も、小学も、小学も、小学生生生生は１は１は１は１泊泊泊泊２日で２日で２日で２日で

あれあれあれあればばばばということで、ということで、ということで、ということで、ぜひぜひぜひぜひとも一とも一とも一とも一生生生生懸命努懸命努懸命努懸命努力力力力してもらいたい。してもらいたい。してもらいたい。してもらいたい。

中学中学中学中学生生生生、、、、高高高高校校校校生生生生については、については、については、については、ユユユユニニニニババババーサルスーサルスーサルスーサルスタタタタジジジジオオオオジジジジャパャパャパャパンとの提携というか、ンとの提携というか、ンとの提携というか、ンとの提携というか、修修修修学学学学旅旅旅旅
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行の経行の経行の経行の経路路路路でででで何何何何かかかか話話話話ができないかということをができないかということをができないかということをができないかということを質質質質問問問問したことが３～４年前にもあるのです。したことが３～４年前にもあるのです。したことが３～４年前にもあるのです。したことが３～４年前にもあるのです。

それはなそれはなそれはなそれはなぜぜぜぜかというと、かというと、かというと、かというと、ややややはりはりはりはり今今今今のののの子子子子供供供供たたたたちちちちは、は、は、は、ディズニディズニディズニディズニーーーーラララランンンンドドドドととととユユユユニニニニババババーサルスーサルスーサルスーサルスタタタタジジジジ

オオオオジジジジャパャパャパャパンというのはンというのはンというのはンというのは非非非非常常常常に興に興に興に興味味味味があって、このがあって、このがあって、このがあって、この非非非非常常常常にににに楽楽楽楽しいとこしいとこしいとこしいところへろへろへろへ行ってもらうのも行ってもらうのも行ってもらうのも行ってもらうのも

いいけれいいけれいいけれいいけれどどどども、も、も、も、タタタタイムイムイムイムママママシシシシーンにーンにーンにーンに乗乗乗乗ったというのではないけれったというのではないけれったというのではないけれったというのではないけれどどどども、それがも、それがも、それがも、それが終わ終わ終わ終わって、って、って、って、後後後後、、、、

奈良へ奈良へ奈良へ奈良へというように、というように、というように、というように、今今今今とととと昔昔昔昔のよさというのものよさというのものよさというのものよさというのも教教教教育の一育の一育の一育の一環環環環に取りに取りに取りに取り入入入入れられたらとれられたらとれられたらとれられたらと思思思思ってってってって質質質質

問問問問したことがありました。たまたまそのときは、したことがありました。たまたまそのときは、したことがありました。たまたまそのときは、したことがありました。たまたまそのときは、ユユユユニニニニババババーサルスーサルスーサルスーサルスタタタタジジジジオオオオジジジジャパャパャパャパンのンのンのンの役役役役員さ員さ員さ員さ

んとんとんとんと話話話話しをするしをするしをするしをする機機機機会があったときに、それなら一会があったときに、それなら一会があったときに、それなら一会があったときに、それなら一遍遍遍遍考え考え考え考えてくださいよと、私たてくださいよと、私たてくださいよと、私たてくださいよと、私たちちちちもももも乗乗乗乗れるれるれるれる

話話話話はははは乗乗乗乗りますとおっしりますとおっしりますとおっしりますとおっしゃゃゃゃいました。だから、もいました。だから、もいました。だから、もいました。だから、もちろちろちろちろんんんん旅旅旅旅行行行行社社社社がががが入入入入るのでしるのでしるのでしるのでしょょょょうけれうけれうけれうけれどどどども、も、も、も、

ルールールールートトトト的に未来と的に未来と的に未来と的に未来と過過過過去去去去のののの修修修修学学学学旅旅旅旅行というようなことも、行というようなことも、行というようなことも、行というようなことも、質質質質問問問問でもでもでもでも言言言言ったことがありますけったことがありますけったことがありますけったことがありますけ

れれれれどどどども、も、も、も、ぜひぜひぜひぜひともともともとも死ぬ死ぬ死ぬ死ぬまでに２までに２までに２までに２回回回回奈良へ奈良へ奈良へ奈良へ訪訪訪訪れていただくということ、それが、れていただくということ、それが、れていただくということ、それが、れていただくということ、それが、先先先先ほほほほどどどどからからからから

のののの飛鳥飛鳥飛鳥飛鳥・藤・藤・藤・藤原原原原のののの世界遺産世界遺産世界遺産世界遺産もももも含含含含めてめてめてめてややややっていただくということも、これからもっとっていただくということも、これからもっとっていただくということも、これからもっとっていただくということも、これからもっと努努努努力力力力してしてしてして

いただかないといけないといただかないといけないといただかないといけないといただかないといけないと思思思思います。います。います。います。

特に、特に、特に、特に、橿橿橿橿原市原市原市原市、、、、高市高市高市高市郡選郡選郡選郡選出の県議会議員からも、出の県議会議員からも、出の県議会議員からも、出の県議会議員からも、橿橿橿橿原市原市原市原市ははははどどどどうするのかと、うするのかと、うするのかと、うするのかと、駅駅駅駅ははははどどどどうなうなうなうな

っているのかというようなこともよくっているのかというようなこともよくっているのかというようなこともよくっているのかというようなこともよく質質質質問問問問されるけれされるけれされるけれされるけれどどどど、議員た、議員た、議員た、議員たちちちちからからからから話話話話をををを聞聞聞聞くと、地くと、地くと、地くと、地元元元元

はははは世界遺産世界遺産世界遺産世界遺産でもでもでもでも非非非非常常常常にににに盛盛盛盛り上がっているようにり上がっているようにり上がっているようにり上がっているように思思思思うのです。東うのです。東うのです。東うのです。東京京京京オオオオリリリリンンンンピピピピッッッックのクのクのクの招招招招致致致致もももも６６６６

００００％％％％か５０か５０か５０か５０何％何％何％何％のののの賛賛賛賛成だったのが成だったのが成だったのが成だったのが急急急急にもうにもうにもうにもう７７７７００００％超％超％超％超ええええたといって、この地たといって、この地たといって、この地たといって、この地元元元元のののの盛盛盛盛り上がりり上がりり上がりり上がり

って一って一って一って一体体体体何何何何をというふうになったら、こんなアンをというふうになったら、こんなアンをというふうになったら、こんなアンをというふうになったら、こんなアンケケケケーーーートトトトをとったことはあるのかなとをとったことはあるのかなとをとったことはあるのかなとをとったことはあるのかなと思思思思っっっっ

たのです。たのです。たのです。たのです。橿橿橿橿原市原市原市原市のののの方方方方 々々々々に、もに、もに、もに、もちろちろちろちろん明日ん明日ん明日ん明日香香香香村の人も村の人も村の人も村の人も含含含含めて、めて、めて、めて、世界遺産世界遺産世界遺産世界遺産のののの登録登録登録登録にににに皆皆皆皆さん、さん、さん、さん、

賛賛賛賛成ですかと。成ですかと。成ですかと。成ですかと。ひひひひょょょょっとしてそれが９０っとしてそれが９０っとしてそれが９０っとしてそれが９０％％％％ならならならならばばばば、すごい地、すごい地、すごい地、すごい地元元元元のののの盛盛盛盛り上がりになるのではり上がりになるのではり上がりになるのではり上がりになるのでは

ないか。私はアンないか。私はアンないか。私はアンないか。私はアンケケケケーーーートトトトをとったかをとったかをとったかをとったかどどどどうかということも知らないです。うかということも知らないです。うかということも知らないです。うかということも知らないです。結結結結果果果果的には地的には地的には地的には地元元元元のののの

盛盛盛盛り上がりです。り上がりです。り上がりです。り上がりです。イイイインンンンタタタターーーーナナナナシシシショョョョナナナナルな関係があり、ルな関係があり、ルな関係があり、ルな関係があり、オオオオンンンンリリリリーーーーワワワワンが関係ある中で、地ンが関係ある中で、地ンが関係ある中で、地ンが関係ある中で、地元元元元

といといといといええええばばばば、地、地、地、地元元元元のののの件件件件だったら、それだったら、それだったら、それだったら、それぐぐぐぐらいはいくらでもできるとらいはいくらでもできるとらいはいくらでもできるとらいはいくらでもできると思思思思います。また、地います。また、地います。また、地います。また、地元元元元でででで

選選選選出の議員もおられますから、出の議員もおられますから、出の議員もおられますから、出の議員もおられますから、どどどどんんんんどどどどんんんん質質質質問問問問していただいて、していただいて、していただいて、していただいて、我々我々我々我々ははははババババッッッックアクアクアクアップップップップする。する。する。する。

それがそれがそれがそれが南南南南北北北北の観光のの観光のの観光のの観光の拠拠拠拠点点点点というか、ルーというか、ルーというか、ルーというか、ルートトトトになってくる。そうなれになってくる。そうなれになってくる。そうなれになってくる。そうなればばばば、また、また、また、またホホホホテテテテル業ル業ル業ル業界界界界もももも

動動動動き出したりということを私はき出したりということを私はき出したりということを私はき出したりということを私は勝勝勝勝手手手手によいによいによいによい方方方方にににに考え考え考え考えておりますので、もうこれはておりますので、もうこれはておりますので、もうこれはておりますので、もうこれは答弁答弁答弁答弁はははは結結結結

構構構構です。アンです。アンです。アンです。アンケケケケーーーートトトトとっていますというとっていますというとっていますというとっていますという答弁答弁答弁答弁があれがあれがあれがあれば結ば結ば結ば結構構構構ですけれですけれですけれですけれどどどども、私のも、私のも、私のも、私の思思思思いといたいといたいといたいといた

します。します。します。します。

私立私立私立私立高高高高校については、それで校については、それで校については、それで校については、それで結結結結構構構構です。です。です。です。基基基基本的には、本的には、本的には、本的には、ややややはりはりはりはり教教教教育の育の育の育の奈良奈良奈良奈良県と県と県と県と言言言言わわわわれるだれるだれるだれるだ

けはあると私はけはあると私はけはあると私はけはあると私は自自自自負負負負しております。しっかりとしております。しっかりとしております。しっかりとしております。しっかりと建建建建学の学の学の学の精精精精神を神を神を神を持持持持ってってってってややややってもらっているこってもらっているこってもらっているこってもらっているこ

ともともともともわわわわかっていますので、よかっていますので、よかっていますので、よかっていますので、よろろろろしくお願いしたい。しくお願いしたい。しくお願いしたい。しくお願いしたい。
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各各各各種種種種学校というか、学校というか、学校というか、学校というか、専専専専修修修修学校の関係ですけれ学校の関係ですけれ学校の関係ですけれ学校の関係ですけれどどどども、これは少しも、これは少しも、これは少しも、これは少し質質質質問問問問ささささせせせせていただきます。ていただきます。ていただきます。ていただきます。

１５１５１５１５法法法法人で人で人で人で７７７７，，，，００００００００００００万万万万円円円円といといといといええええばばばば、平、平、平、平均均均均したら５００したら５００したら５００したら５００万万万万円円円円ぐぐぐぐらいの補らいの補らいの補らいの補助助助助金だから、金だから、金だから、金だから、どどどどここここ

までのまでのまでのまでの指指指指導導導導監督監督監督監督ができるのかとができるのかとができるのかとができるのかと思思思思うけれうけれうけれうけれどどどども、例も、例も、例も、例ええええばばばば専専専専修修修修学校が金貸しな学校が金貸しな学校が金貸しな学校が金貸しなどどどどをしていたらをしていたらをしていたらをしていたら

どどどどうなるのかというようなうなるのかというようなうなるのかというようなうなるのかというような見方見方見方見方は、県としては管は、県としては管は、県としては管は、県としては管理理理理監督監督監督監督、、、、監監監監査で査で査で査で見見見見られるのかられるのかられるのかられるのかどどどどうかだけうかだけうかだけうかだけ

聞聞聞聞かかかかせせせせていただいたら、それでていただいたら、それでていただいたら、それでていただいたら、それで終わ終わ終わ終わっておきますので、よっておきますので、よっておきますので、よっておきますので、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。

水道の関係は、的水道の関係は、的水道の関係は、的水道の関係は、的場場場場業務課長、よく業務課長、よく業務課長、よく業務課長、よくわわわわかりました。水道は、かりました。水道は、かりました。水道は、かりました。水道は、将将将将来的には来的には来的には来的にはややややはりはりはりはり基基基基本的に本的に本的に本的に

広域にす広域にす広域にす広域にすべべべべきだときだときだときだと思思思思います。できるかできないかは別、長います。できるかできないかは別、長います。できるかできないかは別、長います。できるかできないかは別、長期期期期間になると間になると間になると間になると思思思思いますけれいますけれいますけれいますけれどどどども、も、も、も、

しっかりと対しっかりと対しっかりと対しっかりと対応応応応も対策もも対策もも対策もも対策も練練練練るようなるようなるようなるような検討検討検討検討もしていただくことは、県民にとって、料金がもしていただくことは、県民にとって、料金がもしていただくことは、県民にとって、料金がもしていただくことは、県民にとって、料金が安安安安

く、く、く、く、効率効率効率効率がよくなる。がよくなる。がよくなる。がよくなる。今今今今までまでまでまで市市市市と県と、と県と、と県と、と県と、二二二二重重重重行政とは行政とは行政とは行政とは言言言言いまいまいまいませせせせんが、これからは財んが、これからは財んが、これからは財んが、これからは財源源源源的に的に的に的に

もももも含含含含めてめてめてめて市町市町市町市町村も村も村も村も大大大大変困変困変困変困るとるとるとると思思思思います。だからそのいます。だからそのいます。だからそのいます。だからその辺辺辺辺は県が広域化をしっかりは県が広域化をしっかりは県が広域化をしっかりは県が広域化をしっかり将将将将来的に来的に来的に来的に見見見見

てててて頑張頑張頑張頑張っていただくということを、これはっていただくということを、これはっていただくということを、これはっていただくということを、これは指指指指名してはいけないけれ名してはいけないけれ名してはいけないけれ名してはいけないけれどどどど、辻本水道局長、も、辻本水道局長、も、辻本水道局長、も、辻本水道局長、も

うううう今や今や今や今やっていただいていることはっていただいていることはっていただいていることはっていただいていることはわわわわかりますが、かりますが、かりますが、かりますが、様様様様子子子子をををを見見見見ながらではなく、そういうながらではなく、そういうながらではなく、そういうながらではなく、そういう検討検討検討検討

に来年からでもに来年からでもに来年からでもに来年からでも入入入入ってもらうようなってもらうようなってもらうようなってもらうような意意意意気込気込気込気込みを、あれみを、あれみを、あれみを、あれば聞ば聞ば聞ば聞かかかかせせせせていただきたいとていただきたいとていただきたいとていただきたいと思思思思います。います。います。います。

以以以以上です。上です。上です。上です。

○福井文化・教育課長○福井文化・教育課長○福井文化・教育課長○福井文化・教育課長 １１１１点点点点目のアン目のアン目のアン目のアンケケケケーーーートトトトをとっているかをとっているかをとっているかをとっているかどどどどうかのごうかのごうかのごうかのご質質質質問問問問ですけれですけれですけれですけれどどどども、も、も、も、

世界遺産世界遺産世界遺産世界遺産「「「「飛鳥飛鳥飛鳥飛鳥・藤・藤・藤・藤原原原原」」」」登録登録登録登録推進推進推進推進協協協協議会の議会の議会の議会の方方方方では、まだアンでは、まだアンでは、まだアンでは、まだアンケケケケーーーートトトトをとってはいないのでをとってはいないのでをとってはいないのでをとってはいないので

すが、すが、すが、すが、橿橿橿橿原市原市原市原市がかなり最がかなり最がかなり最がかなり最近近近近積極積極積極積極的に取り組んでおりますので、そういう取り組みをしてい的に取り組んでおりますので、そういう取り組みをしてい的に取り組んでおりますので、そういう取り組みをしてい的に取り組んでおりますので、そういう取り組みをしてい

るかるかるかるかどどどどうかは一度うかは一度うかは一度うかは一度橿橿橿橿原市原市原市原市のののの方方方方にににに確確確確認認認認して、ごして、ごして、ごして、ご報報報報告告告告申申申申し上し上し上し上げげげげます。ます。ます。ます。

それと、それと、それと、それと、近鉄近鉄近鉄近鉄八八八八木駅木駅木駅木駅前も東前も東前も東前も東京京京京オオオオリリリリンンンンピピピピッッッックとクとクとクと同じ同じ同じ同じように、ように、ように、ように、飛鳥飛鳥飛鳥飛鳥・藤・藤・藤・藤原原原原のののの世界遺産登録へ世界遺産登録へ世界遺産登録へ世界遺産登録へ

というというというというバナバナバナバナーをーをーをーをずずずずらっとらっとらっとらっと並並並並べべべべていまして、ていまして、ていまして、ていまして、非非非非常常常常にににに橿橿橿橿原市原市原市原市もいもいもいもいろろろろいいいいろろろろな、特にな、特にな、特にな、特に商商商商工工工工関係団関係団関係団関係団体体体体

ややややユユユユネスネスネスネスココココ団団団団体体体体ななななどどどどがががが非非非非常常常常にににに積極積極積極積極的に取り組んでいただいておりますので、的に取り組んでいただいておりますので、的に取り組んでいただいておりますので、的に取り組んでいただいておりますので、機機機機運運運運がががが大分大分大分大分上上上上

がってきたというふうに私もがってきたというふうに私もがってきたというふうに私もがってきたというふうに私も認認認認識識識識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。でございます。でございます。でございます。

それと、もう１それと、もう１それと、もう１それと、もう１点点点点のののの専専専専修修修修学校学校学校学校へへへへのののの指指指指導導導導監督監督監督監督というので、というので、というので、というので、具体具体具体具体的に金的に金的に金的に金融融融融関係の業の関係の業の関係の業の関係の業の話話話話がごがごがごがご

ざいました。まざいました。まざいました。まざいました。まずずずず私立学校は私立学校は私立学校は私立学校は収益収益収益収益を目的とする事業を行うを目的とする事業を行うを目的とする事業を行うを目的とする事業を行う場場場場合には、その事業の合には、その事業の合には、その事業の合には、その事業の種種種種類類類類、そ、そ、そ、そ

のののの他他他他事業に関する規定を事業に関する規定を事業に関する規定を事業に関する規定をどどどどのようにのようにのようにのように決決決決めているかということを所めているかということを所めているかということを所めているかということを所轄官庁轄官庁轄官庁轄官庁である、県にである、県にである、県にである、県に報報報報告告告告

申申申申請請請請いただいて、そして県で、いただいて、そして県で、いただいて、そして県で、いただいて、そして県で、認可認可認可認可するというするというするというするという手手手手続を行います。したがって、続を行います。したがって、続を行います。したがって、続を行います。したがって、文文文文部部部部科科科科学学学学省省省省

のののの告示告示告示告示にもありますけれにもありますけれにもありますけれにもありますけれどどどども、金も、金も、金も、金融融融融業というのは私立学校が行うことのできる業というのは私立学校が行うことのできる業というのは私立学校が行うことのできる業というのは私立学校が行うことのできる収益収益収益収益事業に事業に事業に事業に

はははは含含含含まれてはおりままれてはおりままれてはおりままれてはおりませせせせん。したがいまして、県ではそういう観ん。したがいまして、県ではそういう観ん。したがいまして、県ではそういう観ん。したがいまして、県ではそういう観点点点点でもでもでもでも見見見見ておりまして、ておりまして、ておりまして、ておりまして、今今今今、、、、

県県県県内内内内のののの専専専専修修修修学校の予算学校の予算学校の予算学校の予算書書書書とかとかとかとか決決決決算算算算書書書書とかもとかもとかもとかも毎毎毎毎回回回回精精精精査しておりますけれ査しておりますけれ査しておりますけれ査しておりますけれどどどども、いも、いも、いも、いわわわわゆゆゆゆる貸金る貸金る貸金る貸金

業、金業、金業、金業、金融融融融業を行っている業を行っている業を行っている業を行っている等等等等のののの疑疑疑疑いのある学校はないといのある学校はないといのある学校はないといのある学校はないと認認認認識識識識しております。しております。しております。しております。以以以以上でございま上でございま上でございま上でございま
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す。す。す。す。

○辻本水道局長兼地域振興部次長○辻本水道局長兼地域振興部次長○辻本水道局長兼地域振興部次長○辻本水道局長兼地域振興部次長 水道の広域化に向けての水道の広域化に向けての水道の広域化に向けての水道の広域化に向けての意意意意気込気込気込気込みということでございみということでございみということでございみということでござい

ます。まます。まます。まます。まずずずず、水道業務の、水道業務の、水道業務の、水道業務の大大大大きな目的は県きな目的は県きな目的は県きな目的は県営営営営水道にとっても水道にとっても水道にとっても水道にとっても市町市町市町市町村水道にとっても一村水道にとっても一村水道にとっても一村水道にとっても一緒緒緒緒ですですですです

けれけれけれけれどどどども、も、も、も、安安安安全全全全でおいしい水を少しでもでおいしい水を少しでもでおいしい水を少しでもでおいしい水を少しでも安安安安くくくく安安安安定してお定してお定してお定してお届届届届けするということで、目的はけするということで、目的はけするということで、目的はけするということで、目的は共共共共

通通通通化しております。化しております。化しております。化しております。

今今今今、県、県、県、県営営営営水道は水道は水道は水道は用用用用水水水水供給供給供給供給事業、事業、事業、事業、末端末端末端末端給給給給水が水が水が水が市町市町市町市町村ということになっていますけれ村ということになっていますけれ村ということになっていますけれ村ということになっていますけれどどどども、も、も、も、

ままままずずずず、、、、市町市町市町市町村が村が村が村が大大大大きくなれるようにということで、きくなれるようにということで、きくなれるようにということで、きくなれるようにということで、先先先先ほほほほどどどど地域政策課長が地域政策課長が地域政策課長が地域政策課長が申申申申しましたようしましたようしましたようしましたよう

に、に、に、に、ややややりりりりややややすいとこすいとこすいとこすいところろろろからからからから共同共同共同共同化し、少し化し、少し化し、少し化し、少しずずずずつつつつ大大大大きくしていく。それから県きくしていく。それから県きくしていく。それから県きくしていく。それから県営営営営水道の水道の水道の水道の方方方方はははは

料金を少しでも下料金を少しでも下料金を少しでも下料金を少しでも下げげげげて、それをて、それをて、それをて、それを安安安安くできたら県くできたら県くできたら県くできたら県営営営営水道に水道に水道に水道に転転転転換換換換してもらしてもらしてもらしてもらええええるだるだるだるだろろろろうと。うと。うと。うと。ハハハハーーーー

ドドドド的なものとして、的なものとして、的なものとして、的なものとして、更更更更新するよりは県新するよりは県新するよりは県新するよりは県営営営営水道に水道に水道に水道に変変変変ええええてもらったてもらったてもらったてもらった方方方方がいいのではないですかがいいのではないですかがいいのではないですかがいいのではないですか

とか、そういうとか、そういうとか、そういうとか、そういう側側側側面面面面というか、支援できることを少しでもというか、支援できることを少しでもというか、支援できることを少しでもというか、支援できることを少しでもややややっていくということで、っていくということで、っていくということで、っていくということで、今今今今のののの

とことことこところろろろまだ、奥山委員がおっしまだ、奥山委員がおっしまだ、奥山委員がおっしまだ、奥山委員がおっしゃゃゃゃられるように県られるように県られるように県られるように県全体全体全体全体をというとこをというとこをというとこをというところろろろまではいっていままではいっていままではいっていままではいっていませせせせ

んけれんけれんけれんけれどどどども、県域水道ビジョンではそういうことを目も、県域水道ビジョンではそういうことを目も、県域水道ビジョンではそういうことを目も、県域水道ビジョンではそういうことを目指指指指していますので、それを進められしていますので、それを進められしていますので、それを進められしていますので、それを進められ

るように、平成２５年度からというよりは、ことしからもうるように、平成２５年度からというよりは、ことしからもうるように、平成２５年度からというよりは、ことしからもうるように、平成２５年度からというよりは、ことしからもう既既既既にににに始始始始めていますので、さらめていますので、さらめていますので、さらめていますので、さら

に進められるようにに進められるようにに進められるようにに進められるようにややややっていきたいとっていきたいとっていきたいとっていきたいと思思思思っています。っています。っています。っています。以以以以上です。上です。上です。上です。

○奥山委員○奥山委員○奥山委員○奥山委員 最最最最後後後後にします。にします。にします。にします。実実実実は、私は、は、私は、は、私は、は、私は、世界遺産登録世界遺産登録世界遺産登録世界遺産登録のアンのアンのアンのアンケケケケーーーートトトトはできているとはできているとはできているとはできていると思思思思っっっっ

ていた。マスていた。マスていた。マスていた。マスコミコミコミコミというのはというのはというのはというのは不思不思不思不思議なもので、議なもので、議なもので、議なもので、数数数数字字字字ををををぽぽぽぽんと出したら、んと出したら、んと出したら、んと出したら、扱扱扱扱いいいい方方方方がこがこがこがころろろろっとっとっとっと

変変変変わわわわってくるのです。いってくるのです。いってくるのです。いってくるのです。いやややや、、、、オオオオリリリリンンンンピピピピッッッックでもそうです。あのままでクでもそうです。あのままでクでもそうです。あのままでクでもそうです。あのままで何何何何も本も本も本も本当当当当になくて、になくて、になくて、になくて、

いいいいろろろろいいいいろろろろなななな醸醸醸醸成がなくて、あれ成がなくて、あれ成がなくて、あれ成がなくて、あれ数数数数字字字字ががががぽぽぽぽんんんんぽぽぽぽんと上がったら、もう一んと上がったら、もう一んと上がったら、もう一んと上がったら、もう一気気気気に、このに、このに、このに、この土土土土曜曜曜曜日、日、日、日、

東東東東京京京京へへへへ行ったら、東行ったら、東行ったら、東行ったら、東京京京京都都都都の関係者というのですか、東の関係者というのですか、東の関係者というのですか、東の関係者というのですか、東京京京京オオオオリリリリンンンンピピピピッッッックククク誘致誘致誘致誘致ののののババババッッッッジを、もジを、もジを、もジを、も

うほとんうほとんうほとんうほとんどどどどのののの皆皆皆皆さんがつけておられたのです。少し前まではさんがつけておられたのです。少し前まではさんがつけておられたのです。少し前まではさんがつけておられたのです。少し前までは全全全全然然然然つけておられなかったけつけておられなかったけつけておられなかったけつけておられなかったけ

れれれれどどどど、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり変変変変わわわわってきたなとってきたなとってきたなとってきたなと思思思思いました。地いました。地いました。地いました。地元元元元では、では、では、では、商商商商工工工工会な会な会な会などどどどがいがいがいがいろろろろいいいいろろろろなことをなことをなことをなことを

しています。これもしています。これもしています。これもしています。これも大大大大事です。それは東事です。それは東事です。それは東事です。それは東京京京京都都都都もももも今今今今までしていました。でも、そうではなく、までしていました。でも、そうではなく、までしていました。でも、そうではなく、までしていました。でも、そうではなく、

ややややはりはりはりはり数数数数字字字字ががががどどどどこまで上がるかで、こまで上がるかで、こまで上がるかで、こまで上がるかで、飛鳥飛鳥飛鳥飛鳥・藤・藤・藤・藤原原原原のののの世界遺産世界遺産世界遺産世界遺産のののの醸醸醸醸成が、ほかの私た成が、ほかの私た成が、ほかの私た成が、ほかの私たちちちち、、、、香芝香芝香芝香芝

市市市市の者にとっても、ああ、そうだなというふうに興の者にとっても、ああ、そうだなというふうに興の者にとっても、ああ、そうだなというふうに興の者にとっても、ああ、そうだなというふうに興味味味味をををを持持持持つようになってくるとつようになってくるとつようになってくるとつようになってくると思思思思いますいますいますいます

ので、これはので、これはので、これはので、これは答弁答弁答弁答弁は要りまは要りまは要りまは要りませせせせん。ん。ん。ん。橿橿橿橿原市原市原市原市はしっかりしないといけまはしっかりしないといけまはしっかりしないといけまはしっかりしないといけませせせせんよ。んよ。んよ。んよ。ぜひぜひぜひぜひともよともよともよともよろろろろ

しく、そんなしく、そんなしく、そんなしく、そんな意見意見意見意見もあったということをまたもあったということをまたもあったということをまたもあったということをまた言言言言っておいてください。っておいてください。っておいてください。っておいてください。

それに、久保田観光局長それに、久保田観光局長それに、久保田観光局長それに、久保田観光局長へへへへは、もういいです。は、もういいです。は、もういいです。は、もういいです。頑張頑張頑張頑張ってください。ってください。ってください。ってください。

水道。水道。水道。水道。損得損得損得損得がががが必必必必ず市町ず市町ず市町ず市町村で出てくる村で出てくる村で出てくる村で出てくるわわわわけです。これをしたら、うけです。これをしたら、うけです。これをしたら、うけです。これをしたら、うちちちちはははは今今今今までこれだけしまでこれだけしまでこれだけしまでこれだけし

ているのにているのにているのにているのに損損損損だと。だと。だと。だと。消防消防消防消防の広域化もの広域化もの広域化もの広域化も損得損得損得損得でででで結結結結構構構構がたがたしたというのは私も知っています。がたがたしたというのは私も知っています。がたがたしたというのは私も知っています。がたがたしたというのは私も知っています。
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でも、ほとんでも、ほとんでも、ほとんでも、ほとんどどどどの９０の９０の９０の９０万万万万世世世世帯帯帯帯をををを見見見見る広域る広域る広域る広域消防消防消防消防というのは、いというのは、いというのは、いというのは、いろろろろいいいいろろろろなことでなことでなことでなことで皆皆皆皆さんがさんがさんがさんが納得納得納得納得

もももも妥妥妥妥協協協協もしながらしてくださったというのは、ある程度もしながらしてくださったというのは、ある程度もしながらしてくださったというのは、ある程度もしながらしてくださったというのは、ある程度ぽぽぽぽんんんんぽぽぽぽんと県がんと県がんと県がんと県が投投投投げげげげかけてかけてかけてかけてややややったったったった

からです。だから、できるとこからです。だから、できるとこからです。だから、できるとこからです。だから、できるところろろろだけだけだけだけちょちょちょちょここここちょちょちょちょここここややややっていくというようなっていくというようなっていくというようなっていくというようなややややりりりり方方方方をしたをしたをしたをした

ら、いつまでたってもできないというのが私のら、いつまでたってもできないというのが私のら、いつまでたってもできないというのが私のら、いつまでたってもできないというのが私の持持持持論論論論でございまして、でございまして、でございまして、でございまして、仲仲仲仲よしだけで、財政よしだけで、財政よしだけで、財政よしだけで、財政

のののの厳厳厳厳しいとこしいとこしいとこしいところろろろでででで手手手手を組を組を組を組むむむむというのは、広域化というものについてはふさというのは、広域化というものについてはふさというのは、広域化というものについてはふさというのは、広域化というものについてはふさわわわわしくない。しくない。しくない。しくない。奈奈奈奈

良良良良県県県県全体全体全体全体でのでのでのでの将将将将来を来を来を来を考え考え考え考える上で、る上で、る上で、る上で、今今今今、おたくのとこ、おたくのとこ、おたくのとこ、おたくのところろろろのののの市市市市は、しんは、しんは、しんは、しんどどどどくなるだくなるだくなるだくなるだろろろろう、もっう、もっう、もっう、もっ

たいないとかたいないとかたいないとかたいないとか市市市市民に民に民に民に怒怒怒怒られますよとかられますよとかられますよとかられますよとか言言言言わわわわれるとこれるとこれるとこれるところろろろも出るでしも出るでしも出るでしも出るでしょょょょうと。でも、それはいうと。でも、それはいうと。でも、それはいうと。でも、それはい

ろろろろいいいいろろろろなことでなことでなことでなことで検討検討検討検討してしてしてしてややややってもらうというのが、県のってもらうというのが、県のってもらうというのが、県のってもらうというのが、県の仕仕仕仕事だと事だと事だと事だと思思思思っていますので、しっっていますので、しっっていますので、しっっていますので、しっ

かりとかりとかりとかりと検討検討検討検討していただくことをお願いいたします。していただくことをお願いいたします。していただくことをお願いいたします。していただくことをお願いいたします。

最最最最後後後後に、に、に、に、専専専専修修修修学校の学校の学校の学校の件件件件です。です。です。です。専専専専修修修修学校は貸金業はしてはいけないのです学校は貸金業はしてはいけないのです学校は貸金業はしてはいけないのです学校は貸金業はしてはいけないのですねねねね。。。。結結結結構構構構です。です。です。です。

終わ終わ終わ終わっておきます。っておきます。っておきます。っておきます。

○和田委員○和田委員○和田委員○和田委員 各各各各部にまたがって部にまたがって部にまたがって部にまたがって数点数点数点数点のののの質質質質問問問問をさをさをさをさせせせせていただきます。ていただきます。ていただきます。ていただきます。

ままままずずずず、地域振興部の、地域振興部の、地域振興部の、地域振興部の市町市町市町市町村振興課の業務にかか村振興課の業務にかか村振興課の業務にかか村振興課の業務にかかわわわわってのってのってのっての質質質質問問問問が２つあります。県が２つあります。県が２つあります。県が２つあります。県内内内内のののの市市市市

町町町町村の村の村の村の収収収収支支支支状状状状況況況況が、が、が、が、昨昨昨昨年の年の年の年の秋秋秋秋と１月３０日でしたか、２度にと１月３０日でしたか、２度にと１月３０日でしたか、２度にと１月３０日でしたか、２度にわわわわたってたってたってたって報報報報道資料という道資料という道資料という道資料という形形形形をををを

通じ通じ通じ通じてのてのてのての発発発発表表表表をされました。ここで私たをされました。ここで私たをされました。ここで私たをされました。ここで私たちちちちが知るが知るが知るが知る限限限限りでは、県りでは、県りでは、県りでは、県内内内内のののの市町市町市町市町村、村、村、村、全全全全国国国国ではではではではワワワワーーーー

スススストトトト５５５５位位位位というというというという状状状状況況況況です。３～４年ほです。３～４年ほです。３～４年ほです。３～４年ほどどどど前は、前は、前は、前は、全全全全国国国国ではこのではこのではこのではこの収収収収支支支支状状状状況況況況ががががワワワワースースースーストトトト１１１１位位位位を２を２を２を２

度、度、度、度、状状状状況況況況のののの悪悪悪悪さが出ておりました。さが出ておりました。さが出ておりました。さが出ておりました。非非非非常常常常にににに汚汚汚汚名です。しかし、そこから名です。しかし、そこから名です。しかし、そこから名です。しかし、そこから返返返返上して上して上して上して今今今今ようようようようやややや

く５く５く５く５位位位位まで下がってきたまで下がってきたまで下がってきたまで下がってきたわわわわけですが、それにしても５けですが、それにしても５けですが、それにしても５けですが、それにしても５位位位位だといってだといってだといってだといって大大大大きなきなきなきな顔顔顔顔をできるほをできるほをできるほをできるほどどどど

のののの改改改改善善善善ではない。ではない。ではない。ではない。ちょちょちょちょっと間っと間っと間っと間違違違違ええええばばばば、す、す、す、すぐぐぐぐににににワワワワースースースーストトトト１１１１位位位位ぐぐぐぐらいにまたらいにまたらいにまたらいにまた返返返返りりりり咲咲咲咲くという、くという、くという、くという、

危危危危ういういういうい状状状状況況況況だとだとだとだと思思思思います。います。います。います。

そこで、５そこで、５そこで、５そこで、５位位位位になったらなったらで、これはになったらなったらで、これはになったらなったらで、これはになったらなったらで、これは大大大大変変変変ありがたいこと、ありがたいこと、ありがたいこと、ありがたいこと、市町市町市町市町村振興課もそれ村振興課もそれ村振興課もそれ村振興課もそれ

なりになりになりになりに努努努努力力力力されたされたされたされた結結結結果果果果かなとかなとかなとかなと思思思思いたいのですが、このようにいたいのですが、このようにいたいのですが、このようにいたいのですが、このように改改改改善善善善してきたしてきたしてきたしてきた状状状状況況況況というものというものというものというもの

はははは何何何何であったのか。また、であったのか。また、であったのか。また、であったのか。また、依然依然依然依然としてとしてとしてとしてワワワワースースースーストトトト５５５５位位位位というというというという悪悪悪悪いいいい状状状状況況況況が続いているというのが続いているというのが続いているというのが続いているというの

も、これまたなも、これまたなも、これまたなも、これまたなぜぜぜぜなのか、なのか、なのか、なのか、劇劇劇劇的な的な的な的な変変変変化、化、化、化、改改改改善善善善がががが見見見見たいものだとたいものだとたいものだとたいものだと思思思思ううううわわわわけです。そのけです。そのけです。そのけです。その点点点点のののの原原原原

因因因因というものをおというものをおというものをおというものをお示示示示しいただき、なおかつしいただき、なおかつしいただき、なおかつしいただき、なおかつ今後ど今後ど今後ど今後どのようにのようにのようにのように奈良モデ奈良モデ奈良モデ奈良モデルとして対策をルとして対策をルとして対策をルとして対策を考え考え考え考えてててて

いらっしいらっしいらっしいらっしゃゃゃゃるのか、そのるのか、そのるのか、そのるのか、その辺辺辺辺のとこのとこのとこのところろろろをおをおをおをお聞聞聞聞かかかかせせせせいただきたいといただきたいといただきたいといただきたいと思思思思います。います。います。います。

次に、２次に、２次に、２次に、２点点点点目目目目、、、、「平成２５年度一般会計特別会計予算案の概要、平成２４年度一般会計「平成２５年度一般会計特別会計予算案の概要、平成２４年度一般会計「平成２５年度一般会計特別会計予算案の概要、平成２４年度一般会計「平成２５年度一般会計特別会計予算案の概要、平成２４年度一般会計

特別会計２月補正予算案の概要」の１５特別会計２月補正予算案の概要」の１５特別会計２月補正予算案の概要」の１５特別会計２月補正予算案の概要」の１５６６６６ページの関係でございますが、このページの関係でございますが、このページの関係でございますが、このページの関係でございますが、このワワワワースースースーストトトト１１１１

位位位位やややや５５５５位位位位というのが、来年、というのが、来年、というのが、来年、というのが、来年、再再再再来年、５年来年、５年来年、５年来年、５年後後後後はうはうはうはうちちちちの財政はこうなっているというようなの財政はこうなっているというようなの財政はこうなっているというようなの財政はこうなっているというような

見通見通見通見通しをしをしをしを持持持持たれての行政計たれての行政計たれての行政計たれての行政計画画画画、あるいは行政経、あるいは行政経、あるいは行政経、あるいは行政経営営営営計計計計画画画画というものをというものをというものをというものを市町市町市町市町村がしっかり村がしっかり村がしっかり村がしっかり持持持持つつつつ
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必必必必要があるのではないか。そうしてなおかつ、要があるのではないか。そうしてなおかつ、要があるのではないか。そうしてなおかつ、要があるのではないか。そうしてなおかつ、市町市町市町市町村の村の村の村の税収税収税収税収がががが潤潤潤潤うような、そういううような、そういううような、そういううような、そういう施施施施策策策策

というものをというものをというものをというものを講じ講じ講じ講じていくていくていくていく必必必必要があるのではないか。そうするなら要があるのではないか。そうするなら要があるのではないか。そうするなら要があるのではないか。そうするならばばばば、ま、ま、ま、まずずずずはははは首首首首長が長が長が長が先先先先頭頭頭頭にににに

走走走走りながら、行政の経りながら、行政の経りながら、行政の経りながら、行政の経営営営営というというというという発想発想発想発想は、は、は、は、公共公共公共公共団団団団体体体体ですからですからですからですから公共公共公共公共性というものを性というものを性というものを性というものを大大大大切切切切にしなにしなにしなにしな

けれけれけれければばばばいけないけれいけないけれいけないけれいけないけれどどどども、あも、あも、あも、あわせわせわせわせて経て経て経て経営効率営効率営効率営効率、、、、奈良奈良奈良奈良県のように県のように県のように県のように選択選択選択選択とととと集集集集中とか中とか中とか中とか効率効率効率効率というというというという

ようなようなようなような考え方考え方考え方考え方をしっかりとをしっかりとをしっかりとをしっかりと理理理理事者は事者は事者は事者は持持持持たなけれたなけれたなけれたなければばばばいけないし、そしてまた、それをいけないし、そしてまた、それをいけないし、そしてまた、それをいけないし、そしてまた、それを具体具体具体具体的的的的

にににに実施実施実施実施していくしていくしていくしていく市町市町市町市町村職員も村職員も村職員も村職員も施施施施策を進めていく策を進めていく策を進めていく策を進めていくわわわわけですから、資けですから、資けですから、資けですから、資質質質質の向上をしっかりと図の向上をしっかりと図の向上をしっかりと図の向上をしっかりと図

らなけれらなけれらなけれらなければばばばならないだならないだならないだならないだろろろろうとうとうとうと思思思思うのです。そういううのです。そういううのです。そういううのです。そういう意意意意味味味味で、で、で、で、市町市町市町市町村行政職員に対して村行政職員に対して村行政職員に対して村行政職員に対してどどどどのののの

ようなようなようなような内内内内容容容容のののの研研研研修修修修なりなりなりなり指指指指導導導導、あるいはア、あるいはア、あるいはア、あるいはアドドドドババババイイイイスを行っていくのか、このことについてスを行っていくのか、このことについてスを行っていくのか、このことについてスを行っていくのか、このことについて考考考考

ええええがあれがあれがあれがあればばばばおおおお示示示示しいただきたいとしいただきたいとしいただきたいとしいただきたいと思思思思います。います。います。います。

次に、観光局です。観光局については、おおよそ５次に、観光局です。観光局については、おおよそ５次に、観光局です。観光局については、おおよそ５次に、観光局です。観光局については、おおよそ５点点点点ございます。ございます。ございます。ございます。

１つ目は、２８ページ、なら１つ目は、２８ページ、なら１つ目は、２８ページ、なら１つ目は、２８ページ、なら記紀記紀記紀記紀・・・・万葉万葉万葉万葉名所図会というのがございますが、これは名所図会というのがございますが、これは名所図会というのがございますが、これは名所図会というのがございますが、これは昨昨昨昨年、年、年、年、

名所図会が名所図会が名所図会が名所図会が発発発発行され、平成２５年度にはまたつくられるということだけれ行され、平成２５年度にはまたつくられるということだけれ行され、平成２５年度にはまたつくられるということだけれ行され、平成２５年度にはまたつくられるということだけれどどどども、も、も、も、同じ内同じ内同じ内同じ内容容容容

なのか、続なのか、続なのか、続なのか、続編編編編なのか、なのか、なのか、なのか、簡簡簡簡単単単単にににに教え教え教え教えていただきたい。ていただきたい。ていただきたい。ていただきたい。

第２第２第２第２点点点点目は、３１ページの目は、３１ページの目は、３１ページの目は、３１ページの耳耳耳耳成観光案成観光案成観光案成観光案内内内内所のことです。所のことです。所のことです。所のことです。耳耳耳耳成観光案成観光案成観光案成観光案内内内内所については、所については、所については、所については、橿橿橿橿

原市原市原市原市選選選選出の県議会議員の出の県議会議員の出の県議会議員の出の県議会議員の方方方方も私もたびたびも私もたびたびも私もたびたびも私もたびたび指指指指摘摘摘摘をさをさをさをさせせせせていただいております。それほていただいております。それほていただいております。それほていただいております。それほどどどどにににに

耳耳耳耳成観光案成観光案成観光案成観光案内内内内所に所に所に所に寄寄寄寄せせせせるるるる期期期期待待待待はははは高高高高いということを、まいということを、まいということを、まいということを、まずずずずはごはごはごはご認認認認識識識識いただきたいといただきたいといただきたいといただきたいと思思思思います。います。います。います。

何何何何といっても中といっても中といっても中といっても中南南南南和・東和地域の観光振興は、この和・東和地域の観光振興は、この和・東和地域の観光振興は、この和・東和地域の観光振興は、この耳耳耳耳成観光案成観光案成観光案成観光案内内内内所が所が所が所が大司大司大司大司令塔令塔令塔令塔となって観となって観となって観となって観

光案光案光案光案内内内内を推進するを推進するを推進するを推進する拠拠拠拠点点点点というように私はというように私はというように私はというように私は期期期期待待待待をををを寄寄寄寄せせせせ、、、、イメイメイメイメージをしております。そこで、ージをしております。そこで、ージをしております。そこで、ージをしております。そこで、

耳耳耳耳成観光案成観光案成観光案成観光案内内内内所を所を所を所を充実充実充実充実ささささせせせせるために一つアるために一つアるために一つアるために一つアイデイデイデイデアを出したいとアを出したいとアを出したいとアを出したいと思思思思うのですが、いかがお受うのですが、いかがお受うのですが、いかがお受うのですが、いかがお受

けとめいただけるでしけとめいただけるでしけとめいただけるでしけとめいただけるでしょょょょうか。うか。うか。うか。

それは、それは、それは、それは、耳耳耳耳成観光案成観光案成観光案成観光案内内内内所は県の所は県の所は県の所は県の運運運運営営営営だけれだけれだけれだけれどどどども、も、も、も、市町市町市町市町村から観光案村から観光案村から観光案村から観光案内内内内のことでのことでのことでのことで参参参参加、ご加、ご加、ご加、ご

協力協力協力協力をしていただく、をしていただく、をしていただく、をしていただく、自自自自分分分分のののの市町市町市町市町村のことをもっと村のことをもっと村のことをもっと村のことをもっとＰＲＰＲＰＲＰＲしてくださいというようなしてくださいというようなしてくださいというようなしてくださいというような誘誘誘誘いいいい方方方方

はできないだはできないだはできないだはできないだろろろろうかとか、うかとか、うかとか、うかとか、わずわずわずわずか３人か３人か３人か３人ぐぐぐぐらいで対らいで対らいで対らいで対応応応応し、し、し、し、土土土土曜曜曜曜日、日日、日日、日日、日曜曜曜曜日になったらもう一日になったらもう一日になったらもう一日になったらもう一

人人人人ぐぐぐぐらいふらいふらいふらいふややややしますではしますではしますではしますでは寂寂寂寂しいとしいとしいとしいと思思思思うのです。うのです。うのです。うのです。市町市町市町市町村のことを一村のことを一村のことを一村のことを一番番番番知っているのは知っているのは知っているのは知っているのは市町市町市町市町村村村村

のののの方方方方 々々々々です。です。です。です。市町市町市町市町村といっても、観光村といっても、観光村といっても、観光村といっても、観光ボボボボラララランンンンティティティティアという組アという組アという組アという組織織織織、民間団、民間団、民間団、民間団体体体体をををを持持持持っているっているっているっている市市市市

町町町町村もある村もある村もある村もあるわわわわけです。そうしたら、観光案けです。そうしたら、観光案けです。そうしたら、観光案けです。そうしたら、観光案内内内内にそういうにそういうにそういうにそういう力力力力を活を活を活を活用用用用するということも一つのするということも一つのするということも一つのするということも一つの

大大大大切切切切なななな方法方法方法方法ではないかとではないかとではないかとではないかと思思思思うので、おうので、おうので、おうので、お聞聞聞聞かかかかせせせせをいただきたい。をいただきたい。をいただきたい。をいただきたい。

次、２次、２次、２次、２点点点点目。目。目。目。先先先先般、般、般、般、土木土木土木土木部に部に部に部に質質質質問問問問をしたをしたをしたをしたわわわわけですが、このときに、けですが、このときに、けですが、このときに、けですが、このときに、耳耳耳耳成観光案成観光案成観光案成観光案内内内内所には所には所には所には

来ていただくのだけれ来ていただくのだけれ来ていただくのだけれ来ていただくのだけれどどどども、も、も、も、自自自自動動動動車車車車でででで運転運転運転運転されて来る人しかされて来る人しかされて来る人しかされて来る人しかイメイメイメイメージできない。ただ、ージできない。ただ、ージできない。ただ、ージできない。ただ、耳耳耳耳

成観光案成観光案成観光案成観光案内内内内所、つまりまほ所、つまりまほ所、つまりまほ所、つまりまほろろろろばばばばキッキッキッキッチチチチンのとこンのとこンのとこンのところへろへろへろへ来る来る来る来るババババスがある。これがスがある。これがスがある。これがスがある。これが橿橿橿橿原市原市原市原市からからからからココココ
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ミュニティミュニティミュニティミュニティーーーーババババスとしてスとしてスとしてスとして回回回回ってくるということで、私はたまたま知っているけれってくるということで、私はたまたま知っているけれってくるということで、私はたまたま知っているけれってくるということで、私はたまたま知っているけれどどどども、も、も、も、橿橿橿橿

原市以外原市以外原市以外原市以外の県の県の県の県内内内内の人はほとんの人はほとんの人はほとんの人はほとんどどどど知らないと知らないと知らないと知らないと思思思思う。そうすれう。そうすれう。そうすれう。そうすればばばば、、、、耳耳耳耳成観光案成観光案成観光案成観光案内内内内所を活所を活所を活所を活用用用用しよしよしよしよ

うとすれうとすれうとすれうとすればばばば、、、、車車車車で来られないで来られないで来られないで来られない遠遠遠遠方方方方の関東のの関東のの関東のの関東の方方方方だとか、だとか、だとか、だとか、遠遠遠遠いとこいとこいとこいところろろろのののの方方方方ははははどどどどのようにしてのようにしてのようにしてのようにして耳耳耳耳

成観光案成観光案成観光案成観光案内内内内所所所所へへへへ行くのか。観光行くのか。観光行くのか。観光行くのか。観光ババババスで来る人はスで来る人はスで来る人はスで来る人は除除除除きます。きます。きます。きます。ぶぶぶぶらっと小らっと小らっと小らっと小ググググルールールーループプププでででで遊遊遊遊びに来びに来びに来びに来

たという人なたという人なたという人なたという人などどどどをををを耳耳耳耳成観光案成観光案成観光案成観光案内内内内所所所所へ持へ持へ持へ持っていくのには、っていくのには、っていくのには、っていくのには、どどどどのようにしたらいいのか。のようにしたらいいのか。のようにしたらいいのか。のようにしたらいいのか。

また、また、また、また、耳耳耳耳成観光案成観光案成観光案成観光案内内内内所所所所へへへへ来ていただいたら、そこから中来ていただいたら、そこから中来ていただいたら、そこから中来ていただいたら、そこから中南南南南和、和、和、和、魅力魅力魅力魅力あるとこあるとこあるとこあるところへろへろへろへ行って行って行って行って

もらうというときにもらうというときにもらうというときにもらうというときに魅力づ魅力づ魅力づ魅力づくりをするのには、くりをするのには、くりをするのには、くりをするのには、今今今今、、、、記紀記紀記紀記紀・・・・万葉万葉万葉万葉ののののゆゆゆゆかりの地をかりの地をかりの地をかりの地をどどどどんんんんどどどどんんんん情情情情

報発信報発信報発信報発信をし、そこを観光の資をし、そこを観光の資をし、そこを観光の資をし、そこを観光の資源源源源として最として最として最として最大限大限大限大限活活活活用用用用していこうというしていこうというしていこうというしていこうというわわわわけだから、そういうけだから、そういうけだから、そういうけだから、そういう

とことことこところへろへろへろへ誘誘誘誘導導導導していかなけれしていかなけれしていかなけれしていかなければばばばならないならないならないならないわわわわけです。けです。けです。けです。誘誘誘誘導導導導するならするならするならするならばばばば、、、、先先先先般も私は代般も私は代般も私は代般も私は代表表表表質質質質問問問問

でもでもでもでも言言言言ったし、ったし、ったし、ったし、土木土木土木土木部にも部にも部にも部にも申申申申し上し上し上し上げげげげましたけれましたけれましたけれましたけれどどどども、も、も、も、万葉万葉万葉万葉環状環状環状環状道道道道路路路路というというというというわわわわかりかりかりかりややややすいもすいもすいもすいも

のをつくったらのをつくったらのをつくったらのをつくったらどどどどうか、知事にもうか、知事にもうか、知事にもうか、知事にもどどどどうですか、とうですか、とうですか、とうですか、と言言言言いました。これをいました。これをいました。これをいました。これをややややるためには、るためには、るためには、るためには、記記記記

紀紀紀紀・・・・万葉万葉万葉万葉プロプロプロプロジジジジェェェェククククトトトトとして立として立として立として立ちちちち上上上上げげげげてててて今今今今までまでまでまで積積積積み上み上み上み上げげげげてきた成てきた成てきた成てきた成果果果果を本を本を本を本当当当当に観光に観光に観光に観光客客客客をおもをおもをおもをおも

てなし、喜てなし、喜てなし、喜てなし、喜ばばばばれるような観光ルーれるような観光ルーれるような観光ルーれるような観光ルートトトトとして開として開として開として開発発発発していくならしていくならしていくならしていくならばばばば、、、、記紀記紀記紀記紀・・・・万葉万葉万葉万葉プロプロプロプロジジジジェェェェククククトトトト、、、、

来年度は観光振興課もできるようですけれ来年度は観光振興課もできるようですけれ来年度は観光振興課もできるようですけれ来年度は観光振興課もできるようですけれどどどども、も、も、も、ややややはりそういうとこはりそういうとこはりそういうとこはりそういうところへろへろへろへおおおお客客客客さんをさんをさんをさんを運運運運んんんん

でいかないといけないのではないか。そういうことをおでいかないといけないのではないか。そういうことをおでいかないといけないのではないか。そういうことをおでいかないといけないのではないか。そういうことをお考え考え考え考えになっているのか、そのになっているのか、そのになっているのか、そのになっているのか、その点点点点をををを

おおおお聞聞聞聞きしたいときしたいときしたいときしたいと思思思思います。います。います。います。

次に、３次に、３次に、３次に、３点点点点目ですが、目ですが、目ですが、目ですが、先先先先ほほほほどどどど３２ページの関係で奥山委員から出ました３２ページの関係で奥山委員から出ました３２ページの関係で奥山委員から出ました３２ページの関係で奥山委員から出ました宿泊宿泊宿泊宿泊施施施施設の、設の、設の、設の、ＢＢＢＢ

＆Ｂ＆Ｂ＆Ｂ＆Ｂです。です。です。です。ブレブレブレブレッッッッククククフフフファァァァスススストトトトのののの朝食朝食朝食朝食ととととベベベベッドッドッドッド、、、、寝寝寝寝て、て、て、て、朝食朝食朝食朝食と、このと、このと、このと、このシシシシスススステムテムテムテムです。です。です。です。皆皆皆皆、、、、集集集集

まってもらってまってもらってまってもらってまってもらって勉勉勉勉強強強強会を会を会を会を持持持持つというのは、とてもよいことだとつというのは、とてもよいことだとつというのは、とてもよいことだとつというのは、とてもよいことだと思思思思う。う。う。う。奈良奈良奈良奈良県は民県は民県は民県は民宿宿宿宿がががが大大大大変変変変

少ない。つまり、少ない。つまり、少ない。つまり、少ない。つまり、宿泊客宿泊客宿泊客宿泊客をふをふをふをふややややしたいのだというけれしたいのだというけれしたいのだというけれしたいのだというけれどどどども、も、も、も、大型大型大型大型の、あるいはそこそこのの、あるいはそこそこのの、あるいはそこそこのの、あるいはそこそこの

旅旅旅旅館館館館とかとかとかとかホホホホテテテテルとか、ルとか、ルとか、ルとか、今今今今、なかなか、なかなか、なかなか、なかなか建建建建ちちちちにくいならにくいならにくいならにくいならばばばば、民、民、民、民宿宿宿宿があれがあれがあれがあればばばばよし、民よし、民よし、民よし、民宿宿宿宿がなくてがなくてがなくてがなくて

も、こういうも、こういうも、こういうも、こういう手手手手軽軽軽軽な、資本が小さくて、すな、資本が小さくて、すな、資本が小さくて、すな、資本が小さくて、すぐぐぐぐにでも経にでも経にでも経にでも経営営営営がががが可能可能可能可能とととと思思思思わわわわれるものをれるものをれるものをれるものをどどどどんんんんどどどどんんんん

ふふふふややややしていくことがしていくことがしていくことがしていくことが大大大大変変変変効果効果効果効果的ではないかと的ではないかと的ではないかと的ではないかと思思思思うのです。うのです。うのです。うのです。

「「「「奈良奈良奈良奈良Ｂ＆ＢＢ＆ＢＢ＆ＢＢ＆Ｂ」」」」宿泊促宿泊促宿泊促宿泊促進事業は、進事業は、進事業は、進事業は、単単単単にそのにそのにそのにそのレベレベレベレベルアルアルアルアップップップップをををを応応応応援するというだけではなく援するというだけではなく援するというだけではなく援するというだけではなく

て、もっとて、もっとて、もっとて、もっと積極積極積極積極的に的に的に的に宿泊宿泊宿泊宿泊施施施施設を開設を開設を開設を開拓拓拓拓していくというしていくというしていくというしていくという努努努努力力力力をするをするをするをする必必必必要があると要があると要があると要があると思思思思うのだけれうのだけれうのだけれうのだけれ

どどどども、も、も、も、どどどどう受けとめていただけるでしう受けとめていただけるでしう受けとめていただけるでしう受けとめていただけるでしょょょょうか、おうか、おうか、おうか、お答答答答ええええをいただきたい。をいただきたい。をいただきたい。をいただきたい。

それから次に、観光振興課の関係です。平成２５年度、観光振興課がつくられますが、それから次に、観光振興課の関係です。平成２５年度、観光振興課がつくられますが、それから次に、観光振興課の関係です。平成２５年度、観光振興課がつくられますが、それから次に、観光振興課の関係です。平成２５年度、観光振興課がつくられますが、

観光観光観光観光統統統統計というもので、特に計というもので、特に計というもので、特に計というもので、特に奈良へ奈良へ奈良へ奈良へ何何何何人お人お人お人お客客客客さんが来たと、さんが来たと、さんが来たと、さんが来たと、何何何何人という人という人という人という統統統統計の出し計の出し計の出し計の出し方方方方がががが全全全全

くくくくわわわわからない。からない。からない。からない。奈良市奈良市奈良市奈良市にもかつてにもかつてにもかつてにもかつて聞聞聞聞いたことがある。いいたことがある。いいたことがある。いいたことがある。いやややや、、、、実実実実はもう本はもう本はもう本はもう本当当当当にににに雑駁雑駁雑駁雑駁なのですなのですなのですなのです

と、そんなと、そんなと、そんなと、そんな客客客客観的な観的な観的な観的な数数数数字字字字ではないのですと、おっしではないのですと、おっしではないのですと、おっしではないのですと、おっしゃゃゃゃるるるるわわわわけです。けです。けです。けです。奈良市奈良市奈良市奈良市もももも大大大大変難儀変難儀変難儀変難儀してしてしてして
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おられます。おられます。おられます。おられます。何何何何とか、ある程度とか、ある程度とか、ある程度とか、ある程度現実現実現実現実にににに近近近近い観光い観光い観光い観光客客客客数数数数というものをつかみたいとというものをつかみたいとというものをつかみたいとというものをつかみたいと努努努努力力力力されてされてされてされて

おります。もおります。もおります。もおります。もちろちろちろちろん私の地ん私の地ん私の地ん私の地元元元元のののの桜井桜井桜井桜井市市市市でもそうなのです。年間でもそうなのです。年間でもそうなのです。年間でもそうなのです。年間７７７７００００００００何十万何十万何十万何十万人という人が人という人が人という人が人という人が

来ているらしい。しかし、それなら来ているらしい。しかし、それなら来ているらしい。しかし、それなら来ているらしい。しかし、それならばばばば、、、、桜井駅桜井駅桜井駅桜井駅前はもっとに前はもっとに前はもっとに前はもっとにぎぎぎぎややややかであるはかであるはかであるはかであるはずずずずなのに、なのに、なのに、なのに、殺殺殺殺

風風風風景景景景です。一です。一です。一です。一体体体体これはこれはこれはこれはどどどどういうことになっているのかとういうことになっているのかとういうことになっているのかとういうことになっているのかと思思思思うのです。うのです。うのです。うのです。

だから観光だから観光だから観光だから観光客客客客数数数数のののの把握把握把握把握は本は本は本は本当当当当によりによりによりにより客客客客観的な観的な観的な観的な数数数数字字字字となってあらとなってあらとなってあらとなってあらわわわわれるように、そしてまれるように、そしてまれるように、そしてまれるように、そしてま

た、た、た、た、市町市町市町市町村にもそういう村にもそういう村にもそういう村にもそういう統統統統計のとり計のとり計のとり計のとり方方方方をををを示示示示していかなけれしていかなけれしていかなけれしていかなければばばばならない。こういうことにつならない。こういうことにつならない。こういうことにつならない。こういうことにつ

いて、いて、いて、いて、今今今今いいいいろろろろいいいいろろろろとととと示示示示していただいておる観光していただいておる観光していただいておる観光していただいておる観光客客客客、、、、奈良奈良奈良奈良県県県県へへへへの来の来の来の来客客客客者者者者数数数数が本が本が本が本当当当当にににに客客客客観的な観的な観的な観的な

数数数数字字字字にににに近近近近いものなのかいものなのかいものなのかいものなのかどどどどうか、また、観光うか、また、観光うか、また、観光うか、また、観光客客客客のののの把握把握把握把握ははははどどどどういうふうにされているのか、おういうふうにされているのか、おういうふうにされているのか、おういうふうにされているのか、お

尋ね尋ね尋ね尋ねをしたいとをしたいとをしたいとをしたいと思思思思います。います。います。います。

それからもう一つ、それからもう一つ、それからもう一つ、それからもう一つ、今今今今、、、、奈良奈良奈良奈良県県県県内内内内で、観光振興にかかで、観光振興にかかで、観光振興にかかで、観光振興にかかわわわわってのいってのいってのいってのいろろろろいいいいろろろろな取り組みが出な取り組みが出な取り組みが出な取り組みが出

てきております。そしててきております。そしててきております。そしててきております。そして市町市町市町市町村振興課においても、村振興課においても、村振興課においても、村振興課においても、市町市町市町市町村サ村サ村サ村サポポポポーーーートトトト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いろろろろいいいいろろろろ

ななななユユユユニニニニークなークなークなークな内内内内容容容容ををををどどどどんんんんどどどどん提ん提ん提ん提供供供供し、そしてし、そしてし、そしてし、そして各各各各部で行部で行部で行部で行わわわわれるものを取りまとめたりしながれるものを取りまとめたりしながれるものを取りまとめたりしながれるものを取りまとめたりしなが

らららら結結結結構構構構整整整整理理理理はされておるとはされておるとはされておるとはされておると思思思思うのですが、特に観光振興にかかうのですが、特に観光振興にかかうのですが、特に観光振興にかかうのですが、特に観光振興にかかわわわわってはってはってはってはイイイイベベベベンンンントトトトななななどどどどがいがいがいがい

っっっっぱぱぱぱいいいい市町市町市町市町村で行村で行村で行村で行わわわわれるれるれるれるわわわわけで、けで、けで、けで、桜井桜井桜井桜井市や市や市や市や明日明日明日明日香香香香村、村、村、村、橿橿橿橿原市原市原市原市で取り組まれるものをで取り組まれるものをで取り組まれるものをで取り組まれるものを奈良奈良奈良奈良のののの

いいいいろろろろいいいいろろろろなななな情報情報情報情報として提として提として提として提供供供供されているのかなとされているのかなとされているのかなとされているのかなと思思思思ってってってって見見見見ると、ると、ると、ると、ややややはりはりはりはり欠落欠落欠落欠落している部している部している部している部分分分分がががが

ある。そうなれある。そうなれある。そうなれある。そうなればばばば、これはもったいないことなので、その、これはもったいないことなので、その、これはもったいないことなので、その、これはもったいないことなので、その辺辺辺辺のとこのとこのとこのところろろろをををを市町市町市町市町村と村と村と村と今後今後今後今後連携連携連携連携

するするするする必必必必要があるのではないか。要があるのではないか。要があるのではないか。要があるのではないか。

そして、そして、そして、そして、各市町各市町各市町各市町村でも年間、定村でも年間、定村でも年間、定村でも年間、定着着着着して取り組んでいるいして取り組んでいるいして取り組んでいるいして取り組んでいるいろろろろいいいいろろろろな事業、な事業、な事業、な事業、イイイイベベベベンンンントトトトがあるがあるがあるがある

ははははずずずずです。です。です。です。市町市町市町市町村サ村サ村サ村サポポポポーーーートトトトななななどどどどで出てくるで出てくるで出てくるで出てくる文文文文化活化活化活化活動動動動とか、そういうものをふんだんにとか、そういうものをふんだんにとか、そういうものをふんだんにとか、そういうものをふんだんに盛盛盛盛りりりり

込込込込んで、一つの観光んで、一つの観光んで、一つの観光んで、一つの観光情報情報情報情報の中にの中にの中にの中に歳時歳時歳時歳時記記記記としてまとめてとしてまとめてとしてまとめてとしてまとめて入入入入れていくというのもれていくというのもれていくというのもれていくというのも大大大大切切切切ではないではないではないではない

か。そういう観光か。そういう観光か。そういう観光か。そういう観光情報情報情報情報の提の提の提の提供供供供のののの仕方仕方仕方仕方について、について、について、について、どどどどのようなのようなのようなのような作作作作業をなさっているのか、業をなさっているのか、業をなさっているのか、業をなさっているのか、市町市町市町市町

村との連携は村との連携は村との連携は村との連携はどどどどうなのか、そういううなのか、そういううなのか、そういううなのか、そういう作作作作業の業の業の業の現状や現状や現状や現状や、あるいは課題をお、あるいは課題をお、あるいは課題をお、あるいは課題をお聞聞聞聞かかかかせせせせいただけれいただけれいただけれいただければばばば

ありがたいとありがたいとありがたいとありがたいと思思思思います。います。います。います。

最最最最後後後後に、水道局。小水に、水道局。小水に、水道局。小水に、水道局。小水力発力発力発力発電電電電のののの導入導入導入導入をををを御御御御所所所所浄浄浄浄水水水水場場場場で行いますということでした。で行いますということでした。で行いますということでした。で行いますということでした。御御御御所所所所浄浄浄浄

水水水水場場場場での小水での小水での小水での小水力発力発力発力発電電電電導入導入導入導入ははははどどどどのようなのようなのようなのような形形形形になるのか、なになるのか、なになるのか、なになるのか、なぜぜぜぜ可能可能可能可能なのか、なのか、なのか、なのか、イメイメイメイメージをージをージをージを与与与与ええええてててて

いただきたい、おいただきたい、おいただきたい、おいただきたい、お教え教え教え教えいただきたいといただきたいといただきたいといただきたいと思思思思います。います。います。います。

そして、例そして、例そして、例そして、例ええええば桜井ば桜井ば桜井ば桜井市市市市のののの初初初初瀬瀬瀬瀬浄浄浄浄水水水水場場場場がががが老朽老朽老朽老朽化して、もう化して、もう化して、もう化して、もうややややめようというのであれめようというのであれめようというのであれめようというのであればばばば、こ、こ、こ、こ

こに対して、まこに対して、まこに対して、まこに対して、まずずずず、、、、太陽太陽太陽太陽光光光光発発発発電電電電でででで有効有効有効有効活活活活用用用用を、とを、とを、とを、と言言言言おうとしたのだけれおうとしたのだけれおうとしたのだけれおうとしたのだけれどどどど、それは水道局、それは水道局、それは水道局、それは水道局

の関係ということで連携もされているでしの関係ということで連携もされているでしの関係ということで連携もされているでしの関係ということで連携もされているでしょょょょうから、うから、うから、うから、ややややめたらそのめたらそのめたらそのめたらその後後後後のののの施施施施設を設を設を設をどどどどうするのうするのうするのうするの

か、か、か、か、運運運運用用用用次第によってはそういうものもあるのかなと次第によってはそういうものもあるのかなと次第によってはそういうものもあるのかなと次第によってはそういうものもあるのかなと思思思思いまして、下いまして、下いまして、下いまして、下手手手手にアにアにアにアドドドドババババイイイイスもでスもでスもでスもで
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きないのでしきないのでしきないのでしきないのでしょょょょうけれうけれうけれうけれどどどども、そういうも、そういうも、そういうも、そういう利利利利活活活活用用用用についてエネルギーとの関係でについてエネルギーとの関係でについてエネルギーとの関係でについてエネルギーとの関係で尋ね尋ね尋ね尋ねていただていただていただていただ

くとくとくとくと大大大大変変変変ありがたいとありがたいとありがたいとありがたいと思思思思います。これは要います。これは要います。これは要います。これは要望望望望ということにしておきます。ということにしておきます。ということにしておきます。ということにしておきます。以以以以上でございま上でございま上でございま上でございま

す。す。す。す。

○高野市町村振興課長○高野市町村振興課長○高野市町村振興課長○高野市町村振興課長 初初初初めに、めに、めに、めに、市町市町市町市町村の財政村の財政村の財政村の財政状状状状況況況況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質質質質問問問問をいただきました。をいただきました。をいただきました。をいただきました。

これは、和田委員がおっしこれは、和田委員がおっしこれは、和田委員がおっしこれは、和田委員がおっしゃゃゃゃるように、平成２３年度るように、平成２３年度るように、平成２３年度るように、平成２３年度決決決決算におきまして、算におきまして、算におきまして、算におきまして、市町市町市町市町村の平村の平村の平村の平均均均均で、で、で、で、

経経経経常収常収常収常収支支支支比比比比率率率率で９４で９４で９４で９４．．．．１１１１％％％％ということでございました。これがということでございました。これがということでございました。これがということでございました。これが全全全全国国国国で加で加で加で加重重重重平平平平均均均均したもののしたもののしたもののしたものの

順順順順位位位位ががががワワワワースースースーストトトト５５５５位位位位ということで、ということで、ということで、ということで、確確確確かにかにかにかに数数数数年前は年前は年前は年前はワワワワースースースーストトトト１１１１位位位位だっただっただっただった時時時時期期期期が続いたことが続いたことが続いたことが続いたこと

にににに比比比比べべべべるとよくなってきておりまして、それはるとよくなってきておりまして、それはるとよくなってきておりまして、それはるとよくなってきておりまして、それは市町市町市町市町村の村の村の村の方方方方におかれまして、人におかれまして、人におかれまして、人におかれまして、人件件件件費費費費カカカカットットットット

ななななどどどどかなりかなりかなりかなり苦労苦労苦労苦労されてきたというされてきたというされてきたというされてきたという結結結結果果果果がががが徐々徐々徐々徐々にあらにあらにあらにあらわわわわれてきているのかなとれてきているのかなとれてきているのかなとれてきているのかなと思思思思っておりまっておりまっておりまっておりま

す。とはいす。とはいす。とはいす。とはいええええ、まだ、まだ、まだ、まだワワワワースースースーストトトト５５５５位位位位でででで非非非非常常常常にににに悪悪悪悪いといういといういといういという状状状状況況況況はははは変変変変わわわわっていないということでっていないということでっていないということでっていないということで

ありまして、要ありまして、要ありまして、要ありまして、要因因因因としましては、としましては、としましては、としましては、他他他他県と県と県と県と比比比比べべべべるとるとるとると税源税源税源税源がががが乏乏乏乏しいことしいことしいことしいことやややや、、、、公公公公債債債債費費費費比比比比率率率率がががが高高高高いいいい

ということがということがということがということが影響影響影響影響しているのかなとしているのかなとしているのかなとしているのかなと思思思思っておりますが、そういったとこっておりますが、そういったとこっておりますが、そういったとこっておりますが、そういったところろろろでででで今後今後今後今後もももも努努努努力力力力がががが

必必必必要になってくると要になってくると要になってくると要になってくると思思思思っています。っています。っています。っています。

そこにつきまして、県としてはそこにつきまして、県としてはそこにつきまして、県としてはそこにつきまして、県としてはどどどどうしていくのかということですけれうしていくのかということですけれうしていくのかということですけれうしていくのかということですけれどどどども、こういったも、こういったも、こういったも、こういった

非非非非常常常常にににに厳厳厳厳しいしいしいしい市町市町市町市町村の財政村の財政村の財政村の財政状状状状況況況況の中で、県としましては、主に３つのの中で、県としましては、主に３つのの中で、県としましては、主に３つのの中で、県としましては、主に３つの柱柱柱柱で支援を行ってきで支援を行ってきで支援を行ってきで支援を行ってき

ております。１つ目が、ごております。１つ目が、ごております。１つ目が、ごております。１つ目が、ご質質質質問問問問の中でも出ましたの中でも出ましたの中でも出ましたの中でも出ました奈良モデ奈良モデ奈良モデ奈良モデルでございまして、これは県とルでございまして、これは県とルでございまして、これは県とルでございまして、これは県と

市町市町市町市町村の人的資村の人的資村の人的資村の人的資源源源源、それから財、それから財、それから財、それから財源源源源、さまざまな、さまざまな、さまざまな、さまざまな公共施公共施公共施公共施設設設設等等等等という、人、という、人、という、人、という、人、物物物物、金を県、金を県、金を県、金を県全体全体全体全体でででで

有効有効有効有効活活活活用用用用するというするというするというするという発想発想発想発想にににに基基基基づづづづき、き、き、き、効率効率効率効率的な行政的な行政的な行政的な行政運運運運営営営営をををを実現実現実現実現するための取り組みというこするための取り組みというこするための取り組みというこするための取り組みというこ

とで、とで、とで、とで、市町市町市町市町村との連携を推進してきているということであります。村との連携を推進してきているということであります。村との連携を推進してきているということであります。村との連携を推進してきているということであります。

２つ目は、財政的には２つ目は、財政的には２つ目は、財政的には２つ目は、財政的には市町市町市町市町村の村の村の村の独独独独自自自自のののの創意創意創意創意工夫工夫工夫工夫のある取り組みを支援する活のある取り組みを支援する活のある取り組みを支援する活のある取り組みを支援する活力力力力あふれるあふれるあふれるあふれる

市町市町市町市町村村村村応応応応援補援補援補援補助助助助金金金金等等等等を設けたりしておるとこを設けたりしておるとこを設けたりしておるとこを設けたりしておるところろろろであります。それからもう一つは、であります。それからもう一つは、であります。それからもう一つは、であります。それからもう一つは、情報共情報共情報共情報共

有有有有ということでということでということでということで非非非非常常常常にににに大大大大事だと事だと事だと事だと思思思思っておりまして、県とっておりまして、県とっておりまして、県とっておりまして、県と市町市町市町市町村で村で村で村で情報や情報や情報や情報や課題を課題を課題を課題を共有共有共有共有してしてしてして意意意意

見交換見交換見交換見交換するために、するために、するために、するために、市町市町市町市町村長サ村長サ村長サ村長サミット等ミット等ミット等ミット等を開催してきているとともに、地域支援員というを開催してきているとともに、地域支援員というを開催してきているとともに、地域支援員というを開催してきているとともに、地域支援員という

のを設けておりまして、のを設けておりまして、のを設けておりまして、のを設けておりまして、直接直接直接直接市町市町市町市町村に村に村に村に足足足足をををを運運運運んでんでんでんで密密密密接接接接な連絡な連絡な連絡な連絡調調調調整を行っていると。こうい整を行っていると。こうい整を行っていると。こうい整を行っていると。こうい

ったことをさったことをさったことをさったことをさせせせせていただいておりまして、ていただいておりまして、ていただいておりまして、ていただいておりまして、今後今後今後今後も続けていきたいとも続けていきたいとも続けていきたいとも続けていきたいと思思思思っております。っております。っております。っております。

それからもう一つ、行政経それからもう一つ、行政経それからもう一つ、行政経それからもう一つ、行政経営営営営という観という観という観という観点点点点でででで市町市町市町市町村もしっかり村もしっかり村もしっかり村もしっかり考え考え考え考えていかなけれていかなけれていかなけれていかなければばばばならなならなならなならな

い。それに対して県としてはい。それに対して県としてはい。それに対して県としてはい。それに対して県としてはどどどどういうういうういうういう研研研研修修修修を行っているのかというと、行政経を行っているのかというと、行政経を行っているのかというと、行政経を行っているのかというと、行政経営営営営というというというという視視視視

点点点点は、は、は、は、非非非非常常常常にににに大大大大事だと事だと事だと事だと思思思思うのですけれうのですけれうのですけれうのですけれどどどども、まも、まも、まも、まずずずずは、は、は、は、市町市町市町市町村長さんが村長さんが村長さんが村長さんが意意意意識識識識をををを非非非非常常常常にににに高高高高くくくく持持持持

っていただいているとこっていただいているとこっていただいているとこっていただいているところろろろはよくなるということがありますので、それがはよくなるということがありますので、それがはよくなるということがありますので、それがはよくなるということがありますので、それが大大大大事かと事かと事かと事かと思思思思いまいまいまいま

して、して、して、して、先先先先ほほほほどどどどもももも申申申申し上し上し上し上げげげげましたましたましたました市町市町市町市町村長サ村長サ村長サ村長サミット等ミット等ミット等ミット等も引き続き開催してきて、課題のも引き続き開催してきて、課題のも引き続き開催してきて、課題のも引き続き開催してきて、課題の共有共有共有共有
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等等等等を行っているということであります。こういったとこを行っているということであります。こういったとこを行っているということであります。こういったとこを行っているということであります。こういったところろろろで地で地で地で地方分権等方分権等方分権等方分権等に関するに関するに関するに関する根根根根本的な本的な本的な本的な

考え方等考え方等考え方等考え方等のののの講演講演講演講演会な会な会な会などどどども開いてきています。も開いてきています。も開いてきています。も開いてきています。

それからあそれからあそれからあそれからあわせわせわせわせまして、職員のまして、職員のまして、職員のまして、職員の方方方方ははははどどどどうなんだということでございます。うなんだということでございます。うなんだということでございます。うなんだということでございます。先先先先ほほほほどどどど出まし出まし出まし出まし

た長た長た長た長期期期期的な財政ビジョンは、ふだんから的な財政ビジョンは、ふだんから的な財政ビジョンは、ふだんから的な財政ビジョンは、ふだんから市町市町市町市町村振興課で村振興課で村振興課で村振興課で市町市町市町市町村から村から村から村からヒヒヒヒアアアアリリリリンンンンググググをさをさをさをさせせせせていていていてい

ただいて、アただいて、アただいて、アただいて、アドドドドババババイイイイスススス等等等等をさをさをさをさせせせせていただいていますが、それとは別にていただいていますが、それとは別にていただいていますが、それとは別にていただいていますが、それとは別に研研研研修修修修会会会会等等等等も開催さも開催さも開催さも開催させせせせ

ていただいておりまして、例ていただいておりまして、例ていただいておりまして、例ていただいておりまして、例ええええばばばば最最最最近近近近であれであれであれであればばばば監監監監査の査の査の査の考え方考え方考え方考え方とか、とか、とか、とか、実実実実務的な務的な務的な務的な研研研研修修修修会も開催会も開催会も開催会も開催

ささささせせせせていただいておるとこていただいておるとこていただいておるとこていただいてお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。

それから、最それから、最それから、最それから、最後後後後のののの方方方方で出てきましたで出てきましたで出てきましたで出てきました市町市町市町市町村サ村サ村サ村サポポポポーーーートトトトのののの件件件件ですけれですけれですけれですけれどどどども、も、も、も、歳時歳時歳時歳時記記記記的な的な的な的なイイイイベベベベ

ンンンントトトトというというというという話話話話は、は、は、は、後後後後でででで答弁答弁答弁答弁があるとがあるとがあるとがあると思思思思うのですけれうのですけれうのですけれうのですけれどどどども、も、も、も、市町市町市町市町村振興課では、村振興課では、村振興課では、村振興課では、市町市町市町市町村サ村サ村サ村サポポポポ

ーーーートトトト一一一一覧覧覧覧ということで、県からということで、県からということで、県からということで、県からどどどどういったサういったサういったサういったサポポポポーーーートトトトをしているのかという一をしているのかという一をしているのかという一をしているのかという一覧覧覧覧をつくってをつくってをつくってをつくって

おるとこおるとこおるとこおるところろろろでありまして、そのでありまして、そのでありまして、そのでありまして、その辺辺辺辺をうまくをうまくをうまくをうまく歳時歳時歳時歳時記記記記的な的な的な的なイイイイベベベベンンンントトトトのののの状状状状況況況況とあとあとあとあわせわせわせわせて、こういて、こういて、こういて、こうい

ったものがあるんだよという提ったものがあるんだよという提ったものがあるんだよという提ったものがあるんだよという提示示示示をしていけるような活をしていけるような活をしていけるような活をしていけるような活動動動動ができたらいいのかなとができたらいいのかなとができたらいいのかなとができたらいいのかなと思思思思いまいまいまいま

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

○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 ならならならなら記紀記紀記紀記紀・・・・万葉万葉万葉万葉名所図会の名所図会の名所図会の名所図会の件件件件、、、、耳耳耳耳成観光案成観光案成観光案成観光案内内内内所の所の所の所の件件件件、そして、そして、そして、そして

観光観光観光観光統統統統計の計の計の計の件件件件、この３、この３、この３、この３件件件件についてご説明をさについてご説明をさについてご説明をさについてご説明をさせせせせていただきます。ていただきます。ていただきます。ていただきます。

ままままずずずず、なら、なら、なら、なら記紀記紀記紀記紀・・・・万葉万葉万葉万葉名所図会についてでございますけれ名所図会についてでございますけれ名所図会についてでございますけれ名所図会についてでございますけれどどどども、和田委員おも、和田委員おも、和田委員おも、和田委員お述述述述べべべべのとおのとおのとおのとお

り、平成２３年度に第１り、平成２３年度に第１り、平成２３年度に第１り、平成２３年度に第１巻巻巻巻目を目を目を目を発発発発行しました。これは、なら行しました。これは、なら行しました。これは、なら行しました。これは、なら記紀記紀記紀記紀・・・・万葉万葉万葉万葉名所図会・名所図会・名所図会・名所図会・古古古古事事事事記記記記

編編編編ということで、ということで、ということで、ということで、奈良奈良奈良奈良県の県の県の県の古古古古事事事事記記記記のののの物物物物語語語語に関心をに関心をに関心をに関心を持持持持っていただくためのっていただくためのっていただくためのっていただくためのツツツツールとしてールとしてールとしてールとして作作作作成成成成

をいたしました。そして、ことし１月にをいたしました。そして、ことし１月にをいたしました。そして、ことし１月にをいたしました。そして、ことし１月に発発発発行しましたものは、行しましたものは、行しましたものは、行しましたものは、同記紀同記紀同記紀同記紀・・・・万葉万葉万葉万葉名所図会・名所図会・名所図会・名所図会・古古古古

事事事事記記記記旅旅旅旅編編編編といたしまして、１といたしまして、１といたしまして、１といたしまして、１番番番番目につくりました目につくりました目につくりました目につくりました古古古古事事事事記編記編記編記編を県を県を県を県内内内内でそれをでそれをでそれをでそれを持持持持ってってってって歩歩歩歩いていていていて楽楽楽楽

しんでいただくような地図しんでいただくような地図しんでいただくような地図しんでいただくような地図帳帳帳帳的なものを的なものを的なものを的なものを作作作作成しております。平成２５年度につきましては、成しております。平成２５年度につきましては、成しております。平成２５年度につきましては、成しております。平成２５年度につきましては、

次に人次に人次に人次に人物物物物にににに焦焦焦焦点点点点をををを当当当当てることによってよりてることによってよりてることによってよりてることによってより多多多多くのくのくのくの方方方方にににに古古古古事事事事記へ記へ記へ記への関心をの関心をの関心をの関心を持持持持っていただこうっていただこうっていただこうっていただこう

と、と、と、と、今今今今のとこのとこのとこのところろろろ古古古古事事事事記記記記人人人人編編編編（（（（仮称仮称仮称仮称）ということで）ということで）ということで）ということで編編編編集作集作集作集作業を進めていきたいと業を進めていきたいと業を進めていきたいと業を進めていきたいと考え考え考え考えておりておりておりており

ます。ます。ます。ます。

それから、２それから、２それから、２それから、２点点点点目の目の目の目の耳耳耳耳成観光案成観光案成観光案成観光案内内内内所における所における所における所における市町市町市町市町村村村村ややややボボボボラララランンンンティティティティアアアアガガガガイド等イド等イド等イド等との連携のとの連携のとの連携のとの連携の

おおおお話話話話とととと周遊周遊周遊周遊観光の推進のことについてですけれ観光の推進のことについてですけれ観光の推進のことについてですけれ観光の推進のことについてですけれどどどども、中も、中も、中も、中南南南南和地域和地域和地域和地域へへへへのののの周遊周遊周遊周遊観光を観光を観光を観光を促促促促進する進する進する進する

ため、ため、ため、ため、記紀記紀記紀記紀・・・・万葉万葉万葉万葉ををををテテテテーマにめーマにめーマにめーマにめぐぐぐぐる「る「る「る「記紀記紀記紀記紀・・・・万葉万葉万葉万葉でたでたでたでたどどどどるるるる奈良奈良奈良奈良」という」という」という」という周遊周遊周遊周遊ママママップップップップをををを全全全全１１１１

７７７７ルールールールートトトト既既既既にににに作作作作成しておりまして、そういう成しておりまして、そういう成しておりまして、そういう成しておりまして、そういう既既既既存存存存のののの情報情報情報情報をををを使使使使うことに加うことに加うことに加うことに加ええええ、、、、市町市町市町市町村と村と村と村と協力協力協力協力

してしてしてして耳耳耳耳成観光案成観光案成観光案成観光案内内内内所を所を所を所を起起起起点点点点としたとしたとしたとした周遊周遊周遊周遊ルールールールートトトトを設定し、開設を設定し、開設を設定し、開設を設定し、開設以以以以降降降降、、、、情報情報情報情報提提提提供供供供していく予定していく予定していく予定していく予定

をいたしております。をいたしております。をいたしております。をいたしております。
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また、また、また、また、同同同同案案案案内内内内所では、これらのルー所では、これらのルー所では、これらのルー所では、これらのルートトトト上の上の上の上の魅力魅力魅力魅力をををを伝え伝え伝え伝えるため、観光るため、観光るため、観光るため、観光ココココンンンンシェシェシェシェルジルジルジルジュュュュがががが電電電電

子子子子黒黒黒黒板板板板等等等等によりまして、によりまして、によりまして、によりまして、当当当当観光案観光案観光案観光案内内内内所からのアク所からのアク所からのアク所からのアクセセセセスマスマスマスマップップップップを提を提を提を提供供供供していくこととしておしていくこととしておしていくこととしておしていくこととしてお

ります。このります。このります。このります。この情報情報情報情報提提提提供供供供につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、現現現現地からの地からの地からの地からの詳詳詳詳しいしいしいしいリリリリアルアルアルアルタタタタイムイムイムイムのののの情報情報情報情報がそのがそのがそのがその場場場場でででで

直接直接直接直接入入入入手手手手できるよう、県できるよう、県できるよう、県できるよう、県内各内各内各内各地の観光案地の観光案地の観光案地の観光案内内内内所とのネ所とのネ所とのネ所とのネットワットワットワットワークークークークづづづづくりを進めておりまして、くりを進めておりまして、くりを進めておりまして、くりを進めておりまして、

先先先先月、関係者４０名が月、関係者４０名が月、関係者４０名が月、関係者４０名が参参参参加して加して加して加して研研研研修修修修会を開催いたしました。これの中には、会を開催いたしました。これの中には、会を開催いたしました。これの中には、会を開催いたしました。これの中には、市町市町市町市町村の職員村の職員村の職員村の職員

と、観光案と、観光案と、観光案と、観光案内内内内所で案所で案所で案所で案内内内内をされているをされているをされているをされているボボボボラララランンンンティティティティアアアアガガガガイド等イド等イド等イド等もももも参参参参加されていまして、そうい加されていまして、そうい加されていまして、そうい加されていまして、そうい

うううう方方方方 々々々々とネとネとネとネットワットワットワットワークをつくることにより、観光のおークをつくることにより、観光のおークをつくることにより、観光のおークをつくることにより、観光のお客様客様客様客様に、よりに、よりに、よりに、より役役役役立つ立つ立つ立つ情報情報情報情報ををををリリリリアルアルアルアルタタタタ

イムイムイムイムで提で提で提で提供供供供するというするというするというするという準準準準備を進めているとこ備を進めているとこ備を進めているとこ備を進め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。

また、また、また、また、耳耳耳耳成観光案成観光案成観光案成観光案内内内内所所所所周周周周辺辺辺辺では、では、では、では、各市町各市町各市町各市町村による地域の村による地域の村による地域の村による地域の魅力魅力魅力魅力ののののＰＲＰＲＰＲＰＲのののの場場場場として、地域のとして、地域のとして、地域のとして、地域の

マスマスマスマスコットキコットキコットキコットキャャャャララララククククタタタターなーなーなーなどどどどを活を活を活を活用用用用したしたしたしたイイイイベベベベンンンントトトトというのもというのもというのもというのも検討検討検討検討していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと思思思思っておっておっておってお

ります。このように、ります。このように、ります。このように、ります。このように、耳耳耳耳成観光案成観光案成観光案成観光案内内内内所では、中所では、中所では、中所では、中南南南南和地域の和地域の和地域の和地域の魅力魅力魅力魅力あるあるあるある歴歴歴歴史資史資史資史資源源源源を観光を観光を観光を観光ココココンンンンシシシシ

ェェェェルジルジルジルジュや市町ュや市町ュや市町ュや市町村村村村等等等等、地域の人、地域の人、地域の人、地域の人 々々々々がががが丁寧丁寧丁寧丁寧ににににわわわわかりかりかりかりややややすくすくすくすく情報情報情報情報提提提提供供供供することで、することで、することで、することで、話話話話題性のあ題性のあ題性のあ題性のあ

る観光案る観光案る観光案る観光案内内内内所というのを目所というのを目所というのを目所というのを目指指指指していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。

次に、観光次に、観光次に、観光次に、観光統統統統計についてのご計についてのご計についてのご計についてのご質質質質問問問問でございました。観光でございました。観光でございました。観光でございました。観光統統統統計につきましては、計につきましては、計につきましては、計につきましては、国国国国がががが実施実施実施実施

している観光している観光している観光している観光統統統統計の中に２計の中に２計の中に２計の中に２種種種種類類類類、これは観光、これは観光、これは観光、これは観光入入入入込客込客込客込客数調数調数調数調査というのと、査というのと、査というのと、査というのと、宿泊客宿泊客宿泊客宿泊客数調数調数調数調査とい査とい査とい査とい

うのがございます。これのうのがございます。これのうのがございます。これのうのがございます。これの調調調調査査査査方法方法方法方法のののの詳詳詳詳しい説明は、ごくしい説明は、ごくしい説明は、ごくしい説明は、ごく簡簡簡簡単単単単に説明をさに説明をさに説明をさに説明をさせせせせていただくのていただくのていただくのていただくの

ですけれですけれですけれですけれどどどども、まも、まも、まも、まずずずず、観光、観光、観光、観光入入入入込客込客込客込客数数数数につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、パパパパラメラメラメラメーーーータタタターーーー調調調調査と査と査と査と申申申申しまして、しまして、しまして、しまして、四四四四

半期半期半期半期ごとに１０地ごとに１０地ごとに１０地ごとに１０地点点点点において４において４において４において４，，，，０００サン０００サン０００サン０００サンププププルをルをルをルを収収収収集集集集するするするする調調調調査というのを行います。そ査というのを行います。そ査というのを行います。そ査というのを行います。そ

れとれとれとれと入入入入込客込客込客込客数調数調数調数調査ということで、査ということで、査ということで、査ということで、市町市町市町市町村村村村へへへへのののの四四四四半期半期半期半期ごとのごとのごとのごとの報報報報告告告告というのをしていただきまというのをしていただきまというのをしていただきまというのをしていただきま

して、それをして、それをして、それをして、それを集集集集計したもので推計計したもので推計計したもので推計計したもので推計数数数数値値値値というのを出していくというというのを出していくというというのを出していくというというのを出していくという形形形形で、観光で、観光で、観光で、観光入入入入込客込客込客込客数調数調数調数調

査の査の査の査の方方方方については行っております。については行っております。については行っております。については行っております。

次に、観光次に、観光次に、観光次に、観光庁庁庁庁実施実施実施実施のののの宿泊宿泊宿泊宿泊統統統統計計計計調調調調査につきましては、これは従業員１０人査につきましては、これは従業員１０人査につきましては、これは従業員１０人査につきましては、これは従業員１０人以以以以上の上の上の上の宿泊宿泊宿泊宿泊施施施施設設設設

についてはについてはについてはについては全施全施全施全施設、５人設、５人設、５人設、５人以以以以上１０人未上１０人未上１０人未上１０人未満満満満のののの宿泊宿泊宿泊宿泊施施施施設については３設については３設については３設については３分分分分の１、５人未の１、５人未の１、５人未の１、５人未満満満満のののの宿泊宿泊宿泊宿泊

施施施施設については９設については９設については９設については９分分分分の１のの１のの１のの１の抽抽抽抽出サン出サン出サン出サンププププルによりルによりルによりルにより報報報報告告告告をしていただいて、県ごとのをしていただいて、県ごとのをしていただいて、県ごとのをしていただいて、県ごとの宿泊宿泊宿泊宿泊統統統統計計計計

数数数数というのを出してもらっているということになっております。ただ、和田委員がごというのを出してもらっているということになっております。ただ、和田委員がごというのを出してもらっているということになっております。ただ、和田委員がごというのを出してもらっているということになっております。ただ、和田委員がご指指指指摘摘摘摘

のとおり、これが、のとおり、これが、のとおり、これが、のとおり、これが、国国国国が行っているが行っているが行っているが行っている方方方方のののの統統統統計の目的というものが県計の目的というものが県計の目的というものが県計の目的というものが県同同同同士士士士のののの情報情報情報情報のののの比較比較比較比較といといといとい

うことで、うことで、うことで、うことで、共通共通共通共通のののの基基基基準準準準でででで奈良奈良奈良奈良県と県と県と県と他府他府他府他府県を県を県を県を比比比比べべべべててててどどどどうかというとりうかというとりうかというとりうかというとり方方方方になっておりますのになっておりますのになっておりますのになっておりますの

で、県で、県で、県で、県内内内内のののの実態実態実態実態をををを把握把握把握把握するのにはするのにはするのにはするのには不足不足不足不足すると私すると私すると私すると私どどどどもももももももも考え考え考え考えております。そこで、ております。そこで、ております。そこで、ております。そこで、奈良奈良奈良奈良県で県で県で県で

は、平成２１年からは、平成２１年からは、平成２１年からは、平成２１年から奈良奈良奈良奈良県県県県独独独独自自自自でででで奈良奈良奈良奈良県県県県宿泊宿泊宿泊宿泊統統統統計計計計調調調調査というのを査というのを査というのを査というのを実施実施実施実施いたしております。いたしております。いたしております。いたしております。

これは、これは、これは、これは、調調調調査対査対査対査対象象象象がががが実態調実態調実態調実態調査に査に査に査に基基基基づづづづく県く県く県く県内全施内全施内全施内全施設５４４設５４４設５４４設５４４施施施施設を対設を対設を対設を対象象象象としまして、県としまして、県としまして、県としまして、県内内内内のののの施施施施
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設を設を設を設を６６６６エエエエリリリリアにアにアにアに区区区区分分分分、さらに、さらに、さらに、さらに営営営営業業業業形形形形態態態態、、、、ホホホホテテテテル、ル、ル、ル、旅旅旅旅館館館館、民、民、民、民宿宿宿宿、、、、キキキキャャャャンンンンププププ、エ、エ、エ、エリリリリア別に定員ア別に定員ア別に定員ア別に定員

稼稼稼稼働率や働率や働率や働率や宿泊宿泊宿泊宿泊者者者者数数数数を出すというを出すというを出すというを出すという形形形形ででででデデデデーーーータタタタをとっているとこをとっているとこをとっているとこをとっているところろろろでございます。これは開でございます。これは開でございます。これは開でございます。これは開始始始始

から４年たっておりますので、かなりから４年たっておりますので、かなりから４年たっておりますので、かなりから４年たっておりますので、かなりデデデデーーーータタタタとしてとしてとしてとして使使使使ええええるものになってきたとこるものになってきたとこるものになってきたとこるものになってきたところろろろでござでござでござでござ

います。います。います。います。

今後今後今後今後も、この県でも、この県でも、この県でも、この県で実施実施実施実施したしたしたした宿泊宿泊宿泊宿泊統統統統計計計計調調調調査というのを中心にしまして、エ査というのを中心にしまして、エ査というのを中心にしまして、エ査というのを中心にしまして、エリリリリアごとアごとアごとアごとやややや業業業業態態態態

ごとにごとにごとにごとにどどどどのような課題というのがあるかということをしっかりのような課題というのがあるかということをしっかりのような課題というのがあるかということをしっかりのような課題というのがあるかということをしっかり分析分析分析分析しながらしながらしながらしながら宿泊宿泊宿泊宿泊振興に向振興に向振興に向振興に向

けて取り組みをしていきたいとけて取り組みをしていきたいとけて取り組みをしていきたいとけて取り組みをしていきたいと思思思思います。います。います。います。以以以以上です。上です。上です。上です。

○山下ならのにぎわいづくり課長○山下ならのにぎわいづくり課長○山下ならのにぎわいづくり課長○山下ならのにぎわいづくり課長 奈良奈良奈良奈良Ｂ＆Ｂ宿泊促Ｂ＆Ｂ宿泊促Ｂ＆Ｂ宿泊促Ｂ＆Ｂ宿泊促進事業とそれから進事業とそれから進事業とそれから進事業とそれから市町市町市町市町村村村村イイイイベベベベンンンントトトトのののの

情報発信方法情報発信方法情報発信方法情報発信方法という２という２という２という２点点点点についておについておについておについてお答答答答ええええしたいとしたいとしたいとしたいと思思思思います。います。います。います。

ままままずずずず、、、、奈良奈良奈良奈良Ｂ＆Ｂ宿泊促Ｂ＆Ｂ宿泊促Ｂ＆Ｂ宿泊促Ｂ＆Ｂ宿泊促進事業でございますが、この進事業でございますが、この進事業でございますが、この進事業でございますが、このＢ＆ＢＢ＆ＢＢ＆ＢＢ＆Ｂというのは、和田委員がおというのは、和田委員がおというのは、和田委員がおというのは、和田委員がお

述述述述べべべべのように、のように、のように、のように、ベベベベッドッドッドッド・アン・アン・アン・アンドドドド・・・・ブレブレブレブレッッッッククククフフフファァァァスススストトトトということで、ということで、ということで、ということで、宿泊宿泊宿泊宿泊してしてしてして朝食朝食朝食朝食を出すよを出すよを出すよを出すよ

うなうなうなうな施施施施設、設、設、設、イイイイギギギギリリリリスでスでスでスでトトトトレレレレンンンンドドドドになっておるとこになっておるとこになっておるとこになっておるところろろろなのですけれなのですけれなのですけれなのですけれどどどども、も、も、も、実実実実は、こういう名は、こういう名は、こういう名は、こういう名

称称称称をつけさをつけさをつけさをつけさせせせせていただいておりますが、平成２５年度に進めていきたいのは、このていただいておりますが、平成２５年度に進めていきたいのは、このていただいておりますが、平成２５年度に進めていきたいのは、このていただいておりますが、平成２５年度に進めていきたいのは、このＢ＆ＢＢ＆ＢＢ＆ＢＢ＆Ｂ

に代に代に代に代表表表表される小規される小規される小規される小規模宿泊模宿泊模宿泊模宿泊施施施施設、い設、い設、い設、いわわわわゆゆゆゆるるるるゲゲゲゲスススストトトトハウハウハウハウスであるとか、民スであるとか、民スであるとか、民スであるとか、民宿宿宿宿ももももどどどどういうふうなういうふうなういうふうなういうふうな

形形形形で取りで取りで取りで取り込込込込んでいくかというのをんでいくかというのをんでいくかというのをんでいくかというのを検討検討検討検討したいとはしたいとはしたいとはしたいとは思思思思っているのですけれっているのですけれっているのですけれっているのですけれどどどども、そういったも、そういったも、そういったも、そういった

とことことこところろろろの、まの、まの、まの、まずずずずは経は経は経は経営営営営者の者の者の者の方方方方 々々々々におにおにおにお声声声声がけをして、その経がけをして、その経がけをして、その経がけをして、その経営営営営者の人的なネ者の人的なネ者の人的なネ者の人的なネットワットワットワットワークをつークをつークをつークをつ

くっていきながらくっていきながらくっていきながらくっていきながら勉勉勉勉強強強強会をして、会をして、会をして、会をして、実実実実際際際際におにおにおにお困困困困りのこと、それからもっとアりのこと、それからもっとアりのこと、それからもっとアりのこと、それからもっとアピピピピールしたいこールしたいこールしたいこールしたいこ

と、そういったようなことをと、そういったようなことをと、そういったようなことをと、そういったようなことを把握把握把握把握した上で、一した上で、一した上で、一した上で、一体体体体的に的に的に的にどどどどういうふうにういうふうにういうふうにういうふうに情報発信情報発信情報発信情報発信していけるしていけるしていけるしていける

かということを経かということを経かということを経かということを経営営営営者の者の者の者の方方方方と一と一と一と一緒緒緒緒にににに勉勉勉勉強強強強をしながら進めていきたいとをしながら進めていきたいとをしながら進めていきたいとをしながら進めていきたいと思思思思っています。っています。っています。っています。

この夕この夕この夕この夕食食食食を出さないを出さないを出さないを出さない宿泊宿泊宿泊宿泊施施施施設のもう一つの設のもう一つの設のもう一つの設のもう一つの利利利利点点点点としては、地域としては、地域としては、地域としては、地域づづづづくりといいますか、地くりといいますか、地くりといいますか、地くりといいますか、地

域と域と域と域と密着密着密着密着してしてしてして発展発展発展発展していくといいますか、していくといいますか、していくといいますか、していくといいますか、実実実実は、は、は、は、ホホホホテテテテルとかルとかルとかルとか旅旅旅旅館館館館で夕で夕で夕で夕食食食食までまでまでまで食食食食べべべべてしまってしまってしまってしまっ

てててて完結完結完結完結するのではなく、小規するのではなく、小規するのではなく、小規するのではなく、小規模宿泊模宿泊模宿泊模宿泊施施施施設があるとこ設があるとこ設があるとこ設があるところろろろはははは夜夜夜夜は出さないけれは出さないけれは出さないけれは出さないけれどどどども、も、も、も、近近近近くのエくのエくのエくのエ

リリリリアアアア内内内内のののの飲食店飲食店飲食店飲食店と連携をとりながら、そこで夕と連携をとりながら、そこで夕と連携をとりながら、そこで夕と連携をとりながら、そこで夕食食食食をとっていただくというようなものもをとっていただくというようなものもをとっていただくというようなものもをとっていただくというようなものもやややや

っていけるので、地域の一っていけるので、地域の一っていけるので、地域の一っていけるので、地域の一体体体体感感感感のののの醸醸醸醸成ということもあります。も成ということもあります。も成ということもあります。も成ということもあります。もちろちろちろちろんんんんホホホホテテテテル、ル、ル、ル、旅旅旅旅館館館館といといといとい

うとこうとこうとこうところろろろからもっとからもっとからもっとからもっと宿泊宿泊宿泊宿泊ののののキキキキャパャパャパャパシティシティシティシティーを広ーを広ーを広ーを広げげげげるためにすそ野を広るためにすそ野を広るためにすそ野を広るためにすそ野を広げげげげたいというたいというたいというたいという思思思思いはいはいはいは

ありますが、ありますが、ありますが、ありますが、基基基基本的には、そういった本的には、そういった本的には、そういった本的には、そういった両面両面両面両面的な的な的な的な思思思思いの中でこの取り組みを平成２５年度はいの中でこの取り組みを平成２５年度はいの中でこの取り組みを平成２５年度はいの中でこの取り組みを平成２５年度は

進めていきたいと進めていきたいと進めていきたいと進めていきたいと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。

それから、それから、それから、それから、市町市町市町市町村村村村イイイイベベベベンンンントトトトのののの情報発信情報発信情報発信情報発信の関係ですが、和田委員がおっしの関係ですが、和田委員がおっしの関係ですが、和田委員がおっしの関係ですが、和田委員がおっしゃゃゃゃるとおり、るとおり、るとおり、るとおり、イイイイ

ベベベベンンンントトトトはまさしくはまさしくはまさしくはまさしくイイイイベベベベンンンントトトトをすることにをすることにをすることにをすることに意意意意味味味味があるのではなく、があるのではなく、があるのではなく、があるのではなく、イイイイベベベベンンンントトトトをして人に来てをして人に来てをして人に来てをして人に来て

いただくことがいただくことがいただくことがいただくことが大大大大きな目的になりますので、そのきな目的になりますので、そのきな目的になりますので、そのきな目的になりますので、その情報発信情報発信情報発信情報発信ということはということはということはということは極極極極めてめてめてめて重重重重要な要要な要要な要要な要素素素素
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であるというとこであるというとこであるというとこであるというところろろろの中、の中、の中、の中、今今今今、県が、県が、県が、県が市町市町市町市町村と連携して出している村と連携して出している村と連携して出している村と連携して出している情報発信情報発信情報発信情報発信のののの方方方方途途途途としては、としては、としては、としては、

（財）（財）（財）（財）奈良奈良奈良奈良県ビジ県ビジ県ビジ県ビジタタタターーーーズズズズビビビビュュュューーーーロロロローというとこーというとこーというとこーというところろろろ、これは県、これは県、これは県、これは県内全内全内全内全域の観光振興を担うとこ域の観光振興を担うとこ域の観光振興を担うとこ域の観光振興を担うとこ

ろろろろで、県とで、県とで、県とで、県と役割分役割分役割分役割分担しながら進めておりますが、そこに管担しながら進めておりますが、そこに管担しながら進めておりますが、そこに管担しながら進めておりますが、そこに管理理理理をさをさをさをさせせせせているているているているイイイインンンンタタタターネーネーネーネットットットット

ベベベベースのースのースのースのホホホホーーーームムムムページで、ページで、ページで、ページで、大大大大和和和和路路路路アーアーアーアーカカカカイイイイブブブブというというというという情報発信情報発信情報発信情報発信ツツツツールがあります。ここには、ールがあります。ここには、ールがあります。ここには、ールがあります。ここには、

市町市町市町市町村の村の村の村の方方方方がががが自自自自分分分分たたたたちちちちののののイイイイベベベベンンンントトトトであるとか、一般に知らしめたいであるとか、一般に知らしめたいであるとか、一般に知らしめたいであるとか、一般に知らしめたい情報情報情報情報とかをとかをとかをとかを市町市町市町市町村の村の村の村のパパパパ

ススススワワワワーーーードドドドはありますけれはありますけれはありますけれはありますけれどどどども、も、も、も、自由自由自由自由にににに書書書書きききき込込込込めるといいますか、めるといいますか、めるといいますか、めるといいますか、情報発信情報発信情報発信情報発信できるできるできるできる仕掛仕掛仕掛仕掛けとけとけとけと

いうものがあります。いいうものがあります。いいうものがあります。いいうものがあります。いわわわわゆゆゆゆるるるるイイイインンンンタタタターネーネーネーネットットットットツツツツールをールをールをールを用用用用いたいたいたいた情報発信情報発信情報発信情報発信というのは、そうというのは、そうというのは、そうというのは、そう

いういういういう形形形形できっできっできっできっちちちちり連携をとらり連携をとらり連携をとらり連携をとらせせせせていただいていますし、ていただいていますし、ていただいていますし、ていただいていますし、同じ同じ同じ同じくその（財）くその（財）くその（財）くその（財）奈良奈良奈良奈良県ビジ県ビジ県ビジ県ビジタタタターーーー

ズズズズビビビビュュュューーーーロロロローがーがーがーがややややっている中でっている中でっている中でっている中で、、、、「知れ「知れ「知れ「知ればばばば知るほ知るほ知るほ知るほど奈良ど奈良ど奈良ど奈良はおもしはおもしはおもしはおもしろろろろい」という、年４い」という、年４い」という、年４い」という、年４回回回回出出出出

している観光している観光している観光している観光情報情報情報情報誌誌誌誌がありまして、その中でも、３がありまして、その中でも、３がありまして、その中でも、３がありまして、その中でも、３カカカカ月月月月単位単位単位単位ではありますけれではありますけれではありますけれではありますけれどどどども、も、も、も、市町市町市町市町

村の村の村の村のイイイイベベベベンンンントトトトななななどどどどを、これはこを、これはこを、これはこを、これはこちちちちらのらのらのらの方方方方からからからから市町市町市町市町村にこの村にこの村にこの村にこの期期期期間に間に間に間に情報発信情報発信情報発信情報発信できるできるできるできるイイイイベベベベンンンントトトト

はないだはないだはないだはないだろろろろうかといううかといううかといううかという問問問問いかけをしながら、いかけをしながら、いかけをしながら、いかけをしながら、冊子冊子冊子冊子構構構構成の中で成の中で成の中で成の中で埋埋埋埋めていっているというようめていっているというようめていっているというようめていっているというよう

なななな形形形形であります。であります。であります。であります。

それから一それから一それから一それから一方方方方では、では、では、では、巡巡巡巡るるるる奈良実奈良実奈良実奈良実行委員会というとこ行委員会というとこ行委員会というとこ行委員会というところろろろがございまして、これは年１がございまして、これは年１がございまして、これは年１がございまして、これは年１回回回回のののの

委員会を委員会を委員会を委員会を全体全体全体全体総会として総会として総会として総会としてややややるるるる以外以外以外以外に、に、に、に、構構構構成部会では、担成部会では、担成部会では、担成部会では、担当ベ当ベ当ベ当ベースで、ースで、ースで、ースで、メメメメーーーーリリリリンンンンググググリリリリスススストトトトのののの

ようなようなようなような形形形形でででで情報共有情報共有情報共有情報共有もきっもきっもきっもきっちちちちりさりさりさりさせせせせていただいていて、ていただいていて、ていただいていて、ていただいていて、巡巡巡巡るるるる奈良実奈良実奈良実奈良実行委員会の所行委員会の所行委員会の所行委員会の所属属属属の部会の部会の部会の部会

がががが自自自自分分分分のとこのとこのとこのところろろろのものだけではなく、いのものだけではなく、いのものだけではなく、いのものだけではなく、いろろろろいいいいろろろろなななな他他他他の主の主の主の主体体体体ののののイイイイベベベベンンンントトトトもももも情報発信情報発信情報発信情報発信していけしていけしていけしていけ

るようなるようなるようなるような仕掛仕掛仕掛仕掛けを進めさけを進めさけを進めさけを進めさせせせせていただいているということでございます。ていただいているということでございます。ていただいているということでございます。ていただいているということでございます。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○的場水道局業務課長○的場水道局業務課長○的場水道局業務課長○的場水道局業務課長 御御御御所所所所浄浄浄浄水水水水場場場場関係の関係の関係の関係の再再再再生生生生可能可能可能可能エネルギーのごエネルギーのごエネルギーのごエネルギーのご質質質質問問問問をいただきました。をいただきました。をいただきました。をいただきました。

県水道局では、県水道局では、県水道局では、県水道局では、再再再再生生生生可能可能可能可能エネルギー対策といたしまして、平成１エネルギー対策といたしまして、平成１エネルギー対策といたしまして、平成１エネルギー対策といたしまして、平成１７７７７年度に年度に年度に年度に御御御御所所所所浄浄浄浄水水水水場場場場にににに

太陽太陽太陽太陽光光光光発発発発電電電電を、平成１９年度に水道管を、平成１９年度に水道管を、平成１９年度に水道管を、平成１９年度に水道管理セ理セ理セ理センンンンタタタターに、平成２２年度にーに、平成２２年度にーに、平成２２年度にーに、平成２２年度に桜井浄桜井浄桜井浄桜井浄水水水水場場場場に小水に小水に小水に小水力力力力

発発発発電電電電をををを導入導入導入導入いたしました。いたしました。いたしました。いたしました。

ごごごご質質質質問問問問のののの御御御御所所所所浄浄浄浄水水水水場場場場についてでありますけれについてでありますけれについてでありますけれについてでありますけれどどどども、も、も、も、先先先先ほほほほどどどど申申申申しましたように、しましたように、しましたように、しましたように、太陽太陽太陽太陽光光光光発発発発

電電電電がががが現在現在現在現在稼稼稼稼働働働働しておりまして、しておりまして、しておりまして、しておりまして、今後今後今後今後、、、、御御御御所所所所浄浄浄浄水水水水場へ場へ場へ場へのののの導導導導水をしている水の水をしている水の水をしている水の水をしている水の圧圧圧圧力力力力をををを利利利利用用用用して、して、して、して、

さらに小水さらに小水さらに小水さらに小水力発力発力発力発電電電電をををを導入導入導入導入したいとしたいとしたいとしたいと考え考え考え考えております。これは、ております。これは、ております。これは、ております。これは、今今今今まで水道局では、まで水道局では、まで水道局では、まで水道局では、基基基基本的に本的に本的に本的に

はははは再再再再生生生生可能可能可能可能エネルギーでエネルギーでエネルギーでエネルギーで発発発発電電電電いたしましたいたしましたいたしましたいたしました電電電電力力力力はははは場内場内場内場内ですですですですべべべべてててて消消消消費費費費しております。しております。しております。しております。今後今後今後今後、、、、

検討検討検討検討しておりますしておりますしておりますしております御御御御所所所所浄浄浄浄水水水水場場場場の小水の小水の小水の小水力発力発力発力発電電電電につきましても、につきましても、につきましても、につきましても、災害災害災害災害のときののときののときののときの非非非非常用常用常用常用電電電電力力力力としとしとしとし

てててて使使使使ええええるようにるようにるようにるように検討検討検討検討を進めていきたいということで、平成２５年度には小水を進めていきたいということで、平成２５年度には小水を進めていきたいということで、平成２５年度には小水を進めていきたいということで、平成２５年度には小水力発力発力発力発電電電電のののの実施実施実施実施

設計を予定しております。設計を予定しております。設計を予定しております。設計を予定しております。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○和田委員○和田委員○和田委員○和田委員 今今今今、順、順、順、順番番番番にににに答弁答弁答弁答弁をいただきました。をいただきました。をいただきました。をいただきました。
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地域振興部、地域振興部、地域振興部、地域振興部、市町市町市町市町村行政職員の村行政職員の村行政職員の村行政職員の研研研研修修修修のことも特にのことも特にのことも特にのことも特に触触触触れてれてれてれて申申申申し上し上し上し上げげげげておいたのですが、こておいたのですが、こておいたのですが、こておいたのですが、こ

のたび、のたび、のたび、のたび、国国国国は２月には２月には２月には２月に公共公共公共公共事業を中心として１０事業を中心として１０事業を中心として１０事業を中心として１０兆兆兆兆円以円以円以円以上のかなり上のかなり上のかなり上のかなり大型大型大型大型の補正予算を組みまの補正予算を組みまの補正予算を組みまの補正予算を組みま

した。そのような補正予算を組んだときに、した。そのような補正予算を組んだときに、した。そのような補正予算を組んだときに、した。そのような補正予算を組んだときに、市町市町市町市町村はそのような村はそのような村はそのような村はそのような急急急急激激激激な２な２な２な２カカカカ月、３月、３月、３月、３カカカカ月の月の月の月の

情勢情勢情勢情勢をををを読読読読み取って対み取って対み取って対み取って対応応応応できたのか。経できたのか。経できたのか。経できたのか。経常収常収常収常収支の支の支の支の悪悪悪悪さが、この間さが、この間さが、この間さが、この間ずずずずっと続いてきたから、っと続いてきたから、っと続いてきたから、っと続いてきたから、結結結結

構構構構守守守守りの立りの立りの立りの立場場場場で、要で、要で、要で、要望望望望がががが市市市市民の間から上がってきても、もう民の間から上がってきても、もう民の間から上がってきても、もう民の間から上がってきても、もう何何何何もできまもできまもできまもできませせせせんといってんといってんといってんといって防防防防御御御御

にににに入入入入っていたとっていたとっていたとっていたと思思思思うのです。だから、それでうのです。だから、それでうのです。だから、それでうのです。だから、それで断断断断るけれるけれるけれるけれどどどども、例も、例も、例も、例ええええばばばば、このたびの補正予算、このたびの補正予算、このたびの補正予算、このたびの補正予算

ははははイイイインンンンフラフラフラフラ中心だから、中心だから、中心だから、中心だから、自自自自分分分分の地の地の地の地元元元元のののの市市市市のののの町町町町の村のの村のの村のの村のイイイインンンンフラフラフラフラの課題はこういうの課題はこういうの課題はこういうの課題はこういう形形形形であるのであるのであるのであるの

だというものをだというものをだというものをだというものを持持持持っていたのかっていたのかっていたのかっていたのかどどどどうかということがうかということがうかということがうかということが問問問問題だと題だと題だと題だと思思思思うのです。もしうのです。もしうのです。もしうのです。もし持持持持っていたっていたっていたっていた

とするならとするならとするならとするならばばばば、この、この、この、この機機機機会にということでそこ会にということでそこ会にということでそこ会にということでそこへへへへのるはのるはのるはのるはずずずずなのです。とこなのです。とこなのです。とこなのです。ところろろろが、が、が、が、土木土木土木土木部から部から部から部から

伝え伝え伝え伝えられてくるとこられてくるとこられてくるとこられてくるところろろろによると、によると、によると、によると、市町市町市町市町村によって村によって村によって村によってばばばばらつきがらつきがらつきがらつきが非非非非常常常常にににに大大大大きくあったと。特にきくあったと。特にきくあったと。特にきくあったと。特に

市市市市の中でもです。それをこのの中でもです。それをこのの中でもです。それをこのの中でもです。それをこの機機機機会にと会にと会にと会にと言言言言って、こういう事業にって、こういう事業にって、こういう事業にって、こういう事業にぜひぜひぜひぜひともお金を取れないだともお金を取れないだともお金を取れないだともお金を取れないだ

ろろろろうかとかということで要うかとかということで要うかとかということで要うかとかということで要望望望望が出てくることが少ないとこが出てくることが少ないとこが出てくることが少ないとこが出てくることが少ないところろろろがあったということもがあったということもがあったということもがあったということも聞聞聞聞いていていていて

います。だから、本来からすれいます。だから、本来からすれいます。だから、本来からすれいます。だから、本来からすればばばば、その心、その心、その心、その心構え構え構え構えです。お金はないけれです。お金はないけれです。お金はないけれです。お金はないけれどどどども、しかし、も、しかし、も、しかし、も、しかし、将将将将来来来来

こうしてよくなってきたらこういう課題にこうしてよくなってきたらこういう課題にこうしてよくなってきたらこういう課題にこうしてよくなってきたらこういう課題にどどどどんんんんどどどどん取り組んでいくのだ、こういう事業をん取り組んでいくのだ、こういう事業をん取り組んでいくのだ、こういう事業をん取り組んでいくのだ、こういう事業を

推進するのだというようなことで、い推進するのだというようなことで、い推進するのだというようなことで、い推進するのだというようなことで、いわわわわばばばば絶絶絶絶えずえずえずえず心心心心構え構え構え構えをしておくということはをしておくということはをしておくということはをしておくということは重重重重要なこ要なこ要なこ要なこ

とだとはとだとはとだとはとだとは思思思思うのです。そしてさらに行政計うのです。そしてさらに行政計うのです。そしてさらに行政計うのです。そしてさらに行政計画画画画、あるいは行財政の、あるいは行財政の、あるいは行財政の、あるいは行財政の改革改革改革改革ののののプロプロプロプロググググラムラムラムラムななななどどどどをををを

つくっているけれつくっているけれつくっているけれつくっているけれどどどども、も、も、も、大大大大いに前向いて、いに前向いて、いに前向いて、いに前向いて、絶絶絶絶えず改革えず改革えず改革えず改革し、そして事業をし、そして事業をし、そして事業をし、そして事業をどどどどのように進めるのように進めるのように進めるのように進める

か、というようなことを前向きにか、というようなことを前向きにか、というようなことを前向きにか、というようなことを前向きにややややっておかないといけない。だから、っておかないといけない。だから、っておかないといけない。だから、っておかないといけない。だから、首首首首長もそうだけれ長もそうだけれ長もそうだけれ長もそうだけれ

どどどども、も、も、も、市町市町市町市町村行政職員も村行政職員も村行政職員も村行政職員もワワワワースースースーストトトト５５５５位位位位、３、３、３、３位位位位、１、１、１、１位位位位というような経というような経というような経というような経常収常収常収常収支支支支比比比比率率率率のののの悪悪悪悪い中でい中でい中でい中で

あっても、いざというときにこのあっても、いざというときにこのあっても、いざというときにこのあっても、いざというときにこの窓窓窓窓口口口口が受けが受けが受けが受け皿皿皿皿となってとなってとなってとなって頑張頑張頑張頑張りますよというそういう受けりますよというそういう受けりますよというそういう受けりますよというそういう受け

皿皿皿皿的な的な的な的な状状状状況況況況をつくっておけというをつくっておけというをつくっておけというをつくっておけというぐぐぐぐらいにらいにらいにらいに強強強強いいいい指指指指導導導導ををををややややっておくっておくっておくっておく必必必必要があるのではないか要があるのではないか要があるのではないか要があるのではないか

とととと思思思思うのです。そういうことで、一つこれはうのです。そういうことで、一つこれはうのです。そういうことで、一つこれはうのです。そういうことで、一つこれは注注注注文文文文をつけておきます。をつけておきます。をつけておきます。をつけておきます。

次に、観光局の関係です。次に、観光局の関係です。次に、観光局の関係です。次に、観光局の関係です。Ｂ＆ＢＢ＆ＢＢ＆ＢＢ＆Ｂのののの宿泊宿泊宿泊宿泊型施型施型施型施設は、地域設は、地域設は、地域設は、地域密着密着密着密着型型型型でもあるので、でもあるので、でもあるので、でもあるので、非非非非常常常常ににににねねねね

らいはいいとらいはいいとらいはいいとらいはいいと思思思思います。います。います。います。ぜひぜひぜひぜひともこれはともこれはともこれはともこれは頑張頑張頑張頑張っていきたいということなので、それはっていきたいということなので、それはっていきたいということなので、それはっていきたいということなので、それは意意意意気気気気

込込込込についてはよくについてはよくについてはよくについてはよくわわわわかりました。だけかりました。だけかりました。だけかりました。だけどどどども、本も、本も、本も、本当当当当にににに宿泊宿泊宿泊宿泊型型型型、、、、滞滞滞滞在型在型在型在型の観光をこれから目の観光をこれから目の観光をこれから目の観光をこれから目指指指指

していくためには、それをしていくためには、それをしていくためには、それをしていくためには、それをどどどどんんんんどどどどん進めていく。そして、それだけではなく、ん進めていく。そして、それだけではなく、ん進めていく。そして、それだけではなく、ん進めていく。そして、それだけではなく、投投投投資できる資できる資できる資できる

ようなようなようなような環境環境環境環境をつくっていかないといけないのだから、こういうものは少しのをつくっていかないといけないのだから、こういうものは少しのをつくっていかないといけないのだから、こういうものは少しのをつくっていかないといけないのだから、こういうものは少しの融融融融資とかでい資とかでい資とかでい資とかでい

ろろろろいいいいろろろろとできるとできるとできるとできるわわわわけです。けです。けです。けです。産産産産業業業業雇雇雇雇用用用用振興部に対して、こんないい振興部に対して、こんないい振興部に対して、こんないい振興部に対して、こんないい話話話話、こういう事業を進め、こういう事業を進め、こういう事業を進め、こういう事業を進め

ていきたいので、そていきたいので、そていきたいので、そていきたいので、そちちちちらでらでらでらで考え考え考え考えられないかとか、いられないかとか、いられないかとか、いられないかとか、いろろろろんなんなんなんな手手手手だてがあるだだてがあるだだてがあるだだてがあるだろろろろうとうとうとうと思思思思う。そう。そう。そう。そ

ういうことで、ういうことで、ういうことで、ういうことで、横横横横との連携をしっかりとの連携をしっかりとの連携をしっかりとの連携をしっかりややややってください。これもってください。これもってください。これもってください。これも注注注注文文文文をあをあをあをあええええてつけておきまてつけておきまてつけておきまてつけておきま
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す。す。す。す。

観光観光観光観光統統統統計につきましては、本計につきましては、本計につきましては、本計につきましては、本当当当当にににに市町市町市町市町村も村も村も村も苦労苦労苦労苦労しており、しており、しており、しており、多多多多分分分分勉勉勉勉強強強強しているとはしているとはしているとはしているとは思思思思うけうけうけうけ

れれれれどどどども、も、も、も、ええええええええっとっとっとっと思思思思うようなうようなうようなうような数数数数字字字字が出てくるものだから、県はこのように観光が出てくるものだから、県はこのように観光が出てくるものだから、県はこのように観光が出てくるものだから、県はこのように観光客客客客数数数数をををを把握把握把握把握

しているのだというしているのだというしているのだというしているのだという把握把握把握把握のののの仕方仕方仕方仕方について、について、について、について、統統統統計を平計を平計を平計を平準準準準化できるように、化できるように、化できるように、化できるように、標標標標準準準準というものをというものをというものをというものを

各市町各市町各市町各市町村にも村にも村にも村にも持持持持たたたたせせせせててててややややってください。ってください。ってください。ってください。

歳時歳時歳時歳時記記記記のことはのことはのことはのことは申申申申しましましましませせせせん。ん。ん。ん。頑張頑張頑張頑張ってください。ってください。ってください。ってください。

先先先先ほほほほどどどどのののの耳耳耳耳成観光案成観光案成観光案成観光案内内内内所の所の所の所の件件件件です。です。です。です。耳耳耳耳成観光案成観光案成観光案成観光案内内内内所については、まだしっくりいきま所については、まだしっくりいきま所については、まだしっくりいきま所については、まだしっくりいきませせせせ

ん。観光ん。観光ん。観光ん。観光客客客客がががが訪訪訪訪れて、れて、れて、れて、耳耳耳耳成観光案成観光案成観光案成観光案内内内内所所所所へへへへたまたま来た。そこからたまたま来た。そこからたまたま来た。そこからたまたま来た。そこからどどどどのようにしておのようにしておのようにしておのようにしてお客客客客さんさんさんさん

をその行きたいとこをその行きたいとこをその行きたいとこをその行きたいところへろへろへろへ運運運運ぶぶぶぶのか。そこから、例のか。そこから、例のか。そこから、例のか。そこから、例ええええばばばば、、、、桜井桜井桜井桜井市市市市のののの多多多多武峰武峰武峰武峰神神神神社へ社へ社へ社へ行きたい、行きたい、行きたい、行きたい、

大大大大三輪三輪三輪三輪神神神神社へ社へ社へ社へ行きたいってなったら、行きたいってなったら、行きたいってなったら、行きたいってなったら、ババババスはないスはないスはないスはないわわわわけです。そんなことでは、けです。そんなことでは、けです。そんなことでは、けです。そんなことでは、周遊周遊周遊周遊観光な観光な観光な観光な

んてできるはんてできるはんてできるはんてできるはずずずずがない。これははっきりしているでしがない。これははっきりしているでしがない。これははっきりしているでしがない。これははっきりしているでしょょょょう。そうすれう。そうすれう。そうすれう。そうすればばばば、、、、継ぎ継ぎ継ぎ継ぎ目のない目のない目のない目のない交交交交

通環境通環境通環境通環境、、、、継ぎ継ぎ継ぎ継ぎ目のない目のない目のない目のない路線路線路線路線ババババスだとか、スだとか、スだとか、スだとか、ババババスのスのスのスの確確確確保ということが保ということが保ということが保ということが大大大大変変変変重重重重要になる要になる要になる要になるわわわわけです。けです。けです。けです。

さらにさらにさらにさらに言言言言ええええばばばば、その、その、その、その先先先先 々々々々ででででババババスをおりるとこスをおりるとこスをおりるとこスをおりるところろろろでまたでまたでまたでまたレレレレンンンンタタタタササササイイイイクルがあれクルがあれクルがあれクルがあればばばば、またいい、またいい、またいい、またいい

ことです。しかし、よりことです。しかし、よりことです。しかし、よりことです。しかし、より突突突突っっっっ込込込込んだらんだらんだらんだら土木土木土木土木部の部の部の部の話話話話ですので、それはしまですので、それはしまですので、それはしまですので、それはしませせせせんが、いんが、いんが、いんが、いずずずずれにれにれにれに

いたしましても、いたしましても、いたしましても、いたしましても、交通環境交通環境交通環境交通環境、観光案、観光案、観光案、観光案内内内内所を所を所を所をフフフフルに活ルに活ルに活ルに活用用用用しようとすれしようとすれしようとすれしようとすればばばば、そういう、そういう、そういう、そういう大大大大きな課きな課きな課きな課

題があるということも知っておいていただきたいと題があるということも知っておいていただきたいと題があるということも知っておいていただきたいと題があるということも知っておいていただきたいと思思思思うし、このことについては、うし、このことについては、うし、このことについては、うし、このことについては、再再再再度知度知度知度知

事に総括のときに事に総括のときに事に総括のときに事に総括のときに申申申申し上し上し上し上げげげげたいとたいとたいとたいと思思思思います。います。います。います。

あと、水道局のあと、水道局のあと、水道局のあと、水道局の方方方方は、は、は、は、各各各各浄浄浄浄水水水水場場場場のことだとか、そういうことでのことだとか、そういうことでのことだとか、そういうことでのことだとか、そういうことで市町市町市町市町村を村を村を村を有効有効有効有効活活活活用用用用できるできるできるできる

ようなことをいようなことをいようなことをいようなことをいろろろろいいいいろろろろと知恵を貸していただきたい。これは特に、エネルギー、と知恵を貸していただきたい。これは特に、エネルギー、と知恵を貸していただきたい。これは特に、エネルギー、と知恵を貸していただきたい。これは特に、エネルギー、脱脱脱脱原発原発原発原発、、、、

そんなことをいそんなことをいそんなことをいそんなことをいろろろろいいいいろ考えろ考えろ考えろ考えながらながらながらながら申申申申し上し上し上し上げげげげておることですが、しかし、ておることですが、しかし、ておることですが、しかし、ておることですが、しかし、具体具体具体具体的に的に的に的に施施施施設を活設を活設を活設を活

用用用用しなけれしなけれしなけれしなければばばばもったいないからです。そんなことで、これはほかの部にまたがってももったいないからです。そんなことで、これはほかの部にまたがってももったいないからです。そんなことで、これはほかの部にまたがってももったいないからです。そんなことで、これはほかの部にまたがっても皆皆皆皆共共共共

通通通通する課題としてする課題としてする課題としてする課題として考え考え考え考えてもらいたいとてもらいたいとてもらいたいとてもらいたいと思思思思います。います。います。います。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○田中委員長○田中委員長○田中委員長○田中委員長 答弁答弁答弁答弁は要りまは要りまは要りまは要りませせせせんんんんねねねね。。。。

○和田委員○和田委員○和田委員○和田委員 要りま要りま要りま要りませせせせん。ん。ん。ん。

○田中委員長○田中委員長○田中委員長○田中委員長 審査の審査の審査の審査の途途途途中ではありますが、これで中ではありますが、これで中ではありますが、これで中ではありますが、これで午午午午前中の審査を前中の審査を前中の審査を前中の審査を終わ終わ終わ終わります。ります。ります。ります。午午午午後後後後１１１１時時時時

からからからから再再再再開したいと開したいと開したいと開したいと思思思思いますので、よいますので、よいますので、よいますので、よろろろろしくお願いします。ししくお願いします。ししくお願いします。ししくお願いします。しばばばばらくらくらくらく休憩休憩休憩休憩します。します。します。します。

１２：００１２：００１２：００１２：００分分分分 休憩休憩休憩休憩

１３：０３１３：０３１３：０３１３：０３分分分分 再再再再開開開開

○田中委員長○田中委員長○田中委員長○田中委員長 休憩休憩休憩休憩前に引き続き会議を開きます。前に引き続き会議を開きます。前に引き続き会議を開きます。前に引き続き会議を開きます。

それでは、ごそれでは、ごそれでは、ごそれでは、ご発発発発言言言言願います。願います。願います。願います。
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○浅川委員○浅川委員○浅川委員○浅川委員 それでは、１それでは、１それでは、１それでは、１点質点質点質点質問問問問いたします。いたします。いたします。いたします。

私、一般私、一般私、一般私、一般質質質質問問問問でもでもでもでも奈良モデ奈良モデ奈良モデ奈良モデルについてさルについてさルについてさルについてさせせせせていただきました。県とそしてていただきました。県とそしてていただきました。県とそしてていただきました。県とそして市町市町市町市町村の関係村の関係村の関係村の関係

についてについてについてについて質質質質問問問問したいとしたいとしたいとしたいと思思思思います。います。います。います。

新年度予算においても、新年度予算においても、新年度予算においても、新年度予算においても、奈良奈良奈良奈良県県県県版役割分版役割分版役割分版役割分担担担担実現実現実現実現事業というような事業というような事業というような事業というような項項項項目もございます。特目もございます。特目もございます。特目もございます。特

に私はに私はに私はに私は奈良市奈良市奈良市奈良市選選選選出でありますので、出でありますので、出でありますので、出でありますので、奈良市奈良市奈良市奈良市は中は中は中は中核市核市核市核市であり、その中であり、その中であり、その中であり、その中核市核市核市核市とその県との関係とその県との関係とその県との関係とその県との関係

です。このです。このです。このです。この点点点点がががが非非非非常常常常にににに気気気気にかかっておりまして、にかかっておりまして、にかかっておりまして、にかかっておりまして、実実実実際際際際この予算審査特別委員会をこの予算審査特別委員会をこの予算審査特別委員会をこの予算審査特別委員会を今今今今まで進まで進まで進まで進

めてきた中で、めてきた中で、めてきた中で、めてきた中で、実実実実はさまざまなはさまざまなはさまざまなはさまざまな奈良市奈良市奈良市奈良市にまつにまつにまつにまつわわわわる課題を審査してきたとる課題を審査してきたとる課題を審査してきたとる課題を審査してきたと思思思思っております。っております。っております。っております。

例例例例ええええばばばば、、、、具体具体具体具体的には県道的には県道的には県道的には県道西西西西九条九条九条九条佐佐佐佐保保保保線線線線のこととか、あるいは新県立のこととか、あるいは新県立のこととか、あるいは新県立のこととか、あるいは新県立奈良奈良奈良奈良病病病病院院院院にまつにまつにまつにまつわわわわる道る道る道る道

路路路路整備です。これはもともと整備です。これはもともと整備です。これはもともと整備です。これはもともと役割分役割分役割分役割分担から担から担から担から言言言言うと、うと、うと、うと、市市市市の管の管の管の管轄轄轄轄になるとになるとになるとになると思思思思いますが、県のいますが、県のいますが、県のいますが、県の方方方方

ででででややややっていただくということでありますし、県が進めているっていただくということでありますし、県が進めているっていただくということでありますし、県が進めているっていただくということでありますし、県が進めている大宮大宮大宮大宮道道道道路路路路、平、平、平、平松松松松地地地地区区区区のまのまのまのまちづちづちづちづ

くり、あるいはくり、あるいはくり、あるいはくり、あるいは奈良公園奈良公園奈良公園奈良公園、こういったものも、こういったものも、こういったものも、こういったものも奈良市奈良市奈良市奈良市とととと非非非非常常常常にかかにかかにかかにかかわわわわりのりのりのりの深深深深い事業でありまい事業でありまい事業でありまい事業でありま

して、それして、それして、それして、それ以外以外以外以外にもいにもいにもいにもいろろろろいいいいろろろろあるのです。あるのです。あるのです。あるのです。ややややはりこの県はりこの県はりこの県はりこの県全体全体全体全体としての活性化とかとしての活性化とかとしての活性化とかとしての活性化とか産産産産業振興業振興業振興業振興

ということをということをということをということを考え考え考え考えてててて奈良奈良奈良奈良県は県は県は県は相当相当相当相当いいいいろろろろいいいいろろろろな事業をお進めいただいているとな事業をお進めいただいているとな事業をお進めいただいているとな事業をお進めいただいていると思思思思うのですが、うのですが、うのですが、うのですが、

実実実実際際際際そのそのそのその奈良市奈良市奈良市奈良市との関係においてはとの関係においてはとの関係においてはとの関係においてはどどどどういうふうになっているのか。ここのとこういうふうになっているのか。ここのとこういうふうになっているのか。ここのとこういうふうになっているのか。ここのところろろろをおをおをおをお答答答答

ええええいただきたいといただきたいといただきたいといただきたいと思思思思います。います。います。います。

○高野市町村振興課長○高野市町村振興課長○高野市町村振興課長○高野市町村振興課長 奈良市奈良市奈良市奈良市と県の関係ということでございます。県と県の関係ということでございます。県と県の関係ということでございます。県と県の関係ということでございます。県内内内内３９３９３９３９市町市町市町市町村あり村あり村あり村あり

まして、まして、まして、まして、奈良市奈良市奈良市奈良市がががが唯唯唯唯一中一中一中一中核市核市核市核市というというというという位位位位置置置置づづづづけになっておりますけれけになっておりますけれけになっておりますけれけになっておりますけれどどどども、地も、地も、地も、地方方方方自自自自治治治治法法法法上は上は上は上は

当当当当然然然然県と県と県と県と市町市町市町市町村というのは対村というのは対村というのは対村というのは対等等等等な立な立な立な立場場場場にあるということでありまして、地にあるということでありまして、地にあるということでありまして、地にあるということでありまして、地方分権方分権方分権方分権というこというこというこというこ

とで進められてきております。その中でも、とで進められてきております。その中でも、とで進められてきております。その中でも、とで進められてきております。その中でも、奈良市奈良市奈良市奈良市は中は中は中は中核市核市核市核市であるがであるがであるがであるがゆゆゆゆええええに、ほかのに、ほかのに、ほかのに、ほかの市町市町市町市町

村に村に村に村に比比比比べべべべると、例ると、例ると、例ると、例ええええばばばば保保保保健健健健所の設置とか、所の設置とか、所の設置とか、所の設置とか、法法法法的に付的に付的に付的に付与与与与されている、しなけれされている、しなけれされている、しなけれされている、しなければばばばいけないといけないといけないといけないと

いういういういう仕仕仕仕事が事が事が事が若若若若干干干干多多多多い部い部い部い部分分分分はあるとははあるとははあるとははあるとは考え考え考え考えておりますけれておりますけれておりますけれておりますけれどどどども、も、も、も、基基基基本的には本的には本的には本的には奈良市奈良市奈良市奈良市にににに限限限限ららららずずずず、、、、

県、県、県、県、市町市町市町市町村、お村、お村、お村、お互互互互いに連携いに連携いに連携いに連携体制体制体制体制をををを非非非非常常常常にににに深深深深めてそれめてそれめてそれめてそれぞぞぞぞれのれのれのれの役割分役割分役割分役割分担はあると担はあると担はあると担はあると思思思思いますけれいますけれいますけれいますけれ

どどどども、それもも、それもも、それもも、それも含含含含めて県とめて県とめて県とめて県と市町市町市町市町村が一村が一村が一村が一緒緒緒緒になって、になって、になって、になって、限限限限りある資りある資りある資りある資源源源源を活を活を活を活用用用用しながらしながらしながらしながら効率効率効率効率的に行的に行的に行的に行

政政政政運運運運営営営営を行っていくというを行っていくというを行っていくというを行っていくという方方方方向を目向を目向を目向を目指指指指すことがすことがすことがすことが重重重重要と要と要と要と考え考え考え考えております。そのために県としております。そのために県としております。そのために県としております。そのために県とし

ましては、ましては、ましては、ましては、市町市町市町市町村長サ村長サ村長サ村長サミット等ミット等ミット等ミット等を開いて、知事とを開いて、知事とを開いて、知事とを開いて、知事と市町市町市町市町村長で村長で村長で村長で情報や情報や情報や情報や課題を課題を課題を課題を共有共有共有共有して議して議して議して議論論論論しししし

ていくといったことをていくといったことをていくといったことをていくといったことを始始始始めておりますし、それから、めておりますし、それから、めておりますし、それから、めておりますし、それから、先先先先ほほほほどどどどもももも答弁答弁答弁答弁ささささせせせせていただきましたていただきましたていただきましたていただきました

けれけれけれけれどどどども、県とも、県とも、県とも、県と市町市町市町市町村の人的資村の人的資村の人的資村の人的資源源源源、財、財、財、財源源源源、さまざまな、さまざまな、さまざまな、さまざまな公共施公共施公共施公共施設を、県設を、県設を、県設を、県全体全体全体全体でででで有効有効有効有効活活活活用用用用するするするする

というというというという発想発想発想発想から、から、から、から、奈良モデ奈良モデ奈良モデ奈良モデルを推進しておりまして、さきの本会議でも浅川委員からごルを推進しておりまして、さきの本会議でも浅川委員からごルを推進しておりまして、さきの本会議でも浅川委員からごルを推進しておりまして、さきの本会議でも浅川委員からご質質質質

問問問問いただき、それに対して知事がいただき、それに対して知事がいただき、それに対して知事がいただき、それに対して知事が答弁答弁答弁答弁したように、したように、したように、したように、個個個個別業務について県が別業務について県が別業務について県が別業務について県が市町市町市町市町村とともに村とともに村とともに村とともに

具体具体具体具体的的的的検討検討検討検討を行っていく。を行っていく。を行っていく。を行っていく。具体具体具体具体的な的な的な的な検討検討検討検討を行っていくという中で、を行っていくという中で、を行っていくという中で、を行っていくという中で、役割分役割分役割分役割分担ということも担ということも担ということも担ということも
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見え見え見え見えてくるのかなとてくるのかなとてくるのかなとてくるのかなと思思思思っております。っております。っております。っております。

奈良市奈良市奈良市奈良市と県との関係ということになりますと、と県との関係ということになりますと、と県との関係ということになりますと、と県との関係ということになりますと、個個個個別に別に別に別にどどどどうこうというよりは、こういっうこうというよりは、こういっうこうというよりは、こういっうこうというよりは、こういっ

た取り組みを進める中で県とた取り組みを進める中で県とた取り組みを進める中で県とた取り組みを進める中で県と市町市町市町市町村がうまく連携して村がうまく連携して村がうまく連携して村がうまく連携してやややや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方法方法方法方法をををを探探探探っていかっていかっていかっていか

なけれなけれなけれなければばばばならないとならないとならないとならないと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。

○浅川委員○浅川委員○浅川委員○浅川委員 一般一般一般一般質質質質問問問問のときにものときにものときにものときにも申申申申しししし述述述述べべべべましたけれましたけれましたけれましたけれどどどど、この、この、この、この奈良モデ奈良モデ奈良モデ奈良モデルというのは、ルというのは、ルというのは、ルというのは、非非非非

常常常常にすにすにすにすばばばばらしいとらしいとらしいとらしいと考え考え考え考えているのです。そもそも広域行政をているのです。そもそも広域行政をているのです。そもそも広域行政をているのです。そもそも広域行政を考え考え考え考えたときには、たときには、たときには、たときには、町町町町村だけ、村だけ、村だけ、村だけ、基基基基

礎自礎自礎自礎自治治治治体体体体だけでは、もうだけでは、もうだけでは、もうだけでは、もう今や今や今や今や立立立立ちちちち行かなくなっているということがたくさんあって、も行かなくなっているということがたくさんあって、も行かなくなっているということがたくさんあって、も行かなくなっているということがたくさんあって、もちちちち

ろろろろんその連携とか、あるいは連合んその連携とか、あるいは連合んその連携とか、あるいは連合んその連携とか、あるいは連合体体体体を組を組を組を組むむむむとか、一部事務組合とか、さまざまなとか、一部事務組合とか、さまざまなとか、一部事務組合とか、さまざまなとか、一部事務組合とか、さまざまな形形形形があるがあるがあるがある

とととと思思思思いますが、いますが、いますが、いますが、今今今今までもまでもまでもまでも随随随随分分分分そういうような取り組みはされてきたそういうような取り組みはされてきたそういうような取り組みはされてきたそういうような取り組みはされてきた割割割割には、それが一向にには、それが一向にには、それが一向にには、それが一向に

進まなかった。とこ進まなかった。とこ進まなかった。とこ進まなかった。ところろろろが、そこに県がが、そこに県がが、そこに県がが、そこに県が入入入入ることによってることによってることによってることによって相当相当相当相当進進進進むむむむことも出てきたのです。ことも出てきたのです。ことも出てきたのです。ことも出てきたのです。

例例例例ええええばばばば、、、、南南南南和地域の和地域の和地域の和地域の公公公公立立立立病病病病院院院院においてもそうだとにおいてもそうだとにおいてもそうだとにおいてもそうだと思思思思いますし。いますし。いますし。いますし。ややややはり県が主はり県が主はり県が主はり県が主導導導導的立的立的立的立場場場場になになになにな

って、って、って、って、基礎自基礎自基礎自基礎自治治治治体体体体といといといといろろろろいいいいろろろろなななな意意意意味味味味で連携する。あるいは一部事務組合をつくれるなら、で連携する。あるいは一部事務組合をつくれるなら、で連携する。あるいは一部事務組合をつくれるなら、で連携する。あるいは一部事務組合をつくれるなら、

それはつくったそれはつくったそれはつくったそれはつくった方方方方がいいとがいいとがいいとがいいと思思思思うし、県主うし、県主うし、県主うし、県主導導導導でもっと活性化する連合でもっと活性化する連合でもっと活性化する連合でもっと活性化する連合体体体体がつくれるのであれがつくれるのであれがつくれるのであれがつくれるのであれ

ばばばば、、、、大大大大いに進めてほしいなといに進めてほしいなといに進めてほしいなといに進めてほしいなと思思思思っていて、っていて、っていて、っていて、何何何何度も度も度も度も申申申申ししししげげげげますけれますけれますけれますけれどどどど、、、、奈良モデ奈良モデ奈良モデ奈良モデルというのルというのルというのルというの

はははは大大大大変変変変評評評評価価価価しております。しております。しております。しております。

そこで、そこで、そこで、そこで、実実実実際際際際おおおお答答答答ええええにくいかもにくいかもにくいかもにくいかもわわわわかりまかりまかりまかりませせせせんけれんけれんけれんけれどどどど、、、、結結結結局、局、局、局、奈良奈良奈良奈良県と県と県と県と奈良市奈良市奈良市奈良市、特に、特に、特に、特に奈良奈良奈良奈良

市市市市は県は県は県は県都都都都であって、中であって、中であって、中であって、中核市核市核市核市であります。一であります。一であります。一であります。一応応応応地地地地方方方方自自自自治治治治法法法法上は上は上は上は役割分役割分役割分役割分担がい担がい担がい担がいろろろろいいいいろろろろあるとはあるとはあるとはあるとは

言言言言いながら、いながら、いながら、いながら、同同同同格格格格だというふうにもだというふうにもだというふうにもだというふうにも言言言言わわわわれております。しかし、県とれております。しかし、県とれております。しかし、県とれております。しかし、県と市市市市のののの協協協協議のないとこ議のないとこ議のないとこ議のないとこ

ろろろろでそれでそれでそれでそれぞぞぞぞれの事業がそれれの事業がそれれの事業がそれれの事業がそれぞぞぞぞれのれのれのれの思思思思いで進んでしまうということに対して、これはいかがいで進んでしまうということに対して、これはいかがいで進んでしまうということに対して、これはいかがいで進んでしまうということに対して、これはいかが

なものかというとこなものかというとこなものかというとこなものかというところろろろがががが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気気気気がするのです。がするのです。がするのです。がするのです。非非非非常常常常にににに感感感感覚覚覚覚的な的な的な的な話話話話でででで大大大大変変変変申申申申ししししわわわわ

けないのですけれけないのですけれけないのですけれけないのですけれどどどども、も、も、も、どどどどうもそこのとこうもそこのとこうもそこのとこうもそこのところろろろがががが果果果果たしてうまくいっているのかたしてうまくいっているのかたしてうまくいっているのかたしてうまくいっているのかどどどどうか。いうか。いうか。いうか。い

ずずずずれにしても、れにしても、れにしても、れにしても、奈良奈良奈良奈良の県の県の県の県益益益益をををを考え考え考え考えてのことだということでありますから、そこのとこてのことだということでありますから、そこのとこてのことだということでありますから、そこのとこてのことだということでありますから、そこのところろろろをををを

もっとうまくもっとうまくもっとうまくもっとうまくややややっていただきたいなとっていただきたいなとっていただきたいなとっていただきたいなと思思思思うのです。そんなことで、また知事にもおうのです。そんなことで、また知事にもおうのです。そんなことで、また知事にもおうのです。そんなことで、また知事にもお聞聞聞聞きしきしきしきし

たいとたいとたいとたいと思思思思っていますけれっていますけれっていますけれっていますけれどどどども、別にそのも、別にそのも、別にそのも、別にその結結結結論論論論ががががどどどどうのこうのということではなくて、そのうのこうのということではなくて、そのうのこうのということではなくて、そのうのこうのということではなくて、その

辺辺辺辺しっかりとしっかりとしっかりとしっかりと協協協協議しながら議しながら議しながら議しながらややややっていただきたい。っていただきたい。っていただきたい。っていただきたい。市町市町市町市町村サ村サ村サ村サミットミットミットミットというようなというようなというようなというような場場場場もおつくもおつくもおつくもおつく

りいただいたようでありますし、これができるだけ活性化してもらうと、りいただいたようでありますし、これができるだけ活性化してもらうと、りいただいたようでありますし、これができるだけ活性化してもらうと、りいただいたようでありますし、これができるだけ活性化してもらうと、ややややはりそこでそはりそこでそはりそこでそはりそこでそ

れれれれぞぞぞぞれのれのれのれの首首首首長が長が長が長が常常常常に出に出に出に出席席席席してもらしてもらしてもらしてもらわわわわないといけないというようなこともあるのだないといけないというようなこともあるのだないといけないというようなこともあるのだないといけないというようなこともあるのだろろろろうなとうなとうなとうなと

思思思思っておりますけれっておりますけれっておりますけれっておりますけれどどどど、そんなことで一、そんなことで一、そんなことで一、そんなことで一応応応応要要要要望望望望ということにしておきます。ということにしておきます。ということにしておきます。ということにしておきます。以以以以上です。上です。上です。上です。

○田中委員長○田中委員長○田中委員長○田中委員長 質質質質疑疑疑疑、、、、どどどどなたか、ありますか。なたか、ありますか。なたか、ありますか。なたか、ありますか。

○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 ２つだけ２つだけ２つだけ２つだけ質質質質問問問問ですので、ですので、ですので、ですので、簡簡簡簡単単単単にににに終わ終わ終わ終わります。ります。ります。ります。
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最最最最初初初初に、に、に、に、投投投投票票票票所のことについて所のことについて所のことについて所のことについて伺伺伺伺いたいといたいといたいといたいと思思思思います。この前の総います。この前の総います。この前の総います。この前の総選選選選挙挙挙挙がががが終わ終わ終わ終わりまして、りまして、りまして、りまして、

地域の地域の地域の地域の方方方方からいからいからいからいろろろろいいいいろろろろおおおお伺伺伺伺いしたのですけれいしたのですけれいしたのですけれいしたのですけれどどどども、も、も、も、高高高高齢齢齢齢のののの方方方方、それが、それが、それが、それが結結結結構構構構何何何何人もの人もの人もの人もの方方方方からからからから

伺伺伺伺ったのですけれったのですけれったのですけれったのですけれどどどども、も、も、も、以以以以前なら前なら前なら前なら歩歩歩歩いて行けたいて行けたいて行けたいて行けた投投投投票票票票所にもう行けなくなったとおっし所にもう行けなくなったとおっし所にもう行けなくなったとおっし所にもう行けなくなったとおっしゃゃゃゃるるるる

のです。のです。のです。のです。自自自自分分分分のののの足足足足で行けるとで行けるとで行けるとで行けると思思思思っていたのだけれっていたのだけれっていたのだけれっていたのだけれどどどど、、、、遠遠遠遠くなってもう出かけられなくなっくなってもう出かけられなくなっくなってもう出かけられなくなっくなってもう出かけられなくなっ

たということで、たということで、たということで、たということで、ひひひひとりとりとりとり暮暮暮暮らしのらしのらしのらしの方方方方で、それが事前にで、それが事前にで、それが事前にで、それが事前にわわわわかっていたらお連れしてあかっていたらお連れしてあかっていたらお連れしてあかっていたらお連れしてあげげげげるこるこるこるこ

ともできるのですけれともできるのですけれともできるのですけれともできるのですけれどどどども、も、も、も、終わ終わ終わ終わってからってからってからってから聞聞聞聞かされると、かされると、かされると、かされると、ややややはりはりはりはり投投投投票票票票のののの機機機機会を会を会を会を失失失失ってしまってしまってしまってしま

ったということでったということでったということでったということで非非非非常常常常にににに残残残残念念念念なことだとなことだとなことだとなことだと思思思思いますし、そういうことがあってはならないといますし、そういうことがあってはならないといますし、そういうことがあってはならないといますし、そういうことがあってはならないと

思思思思います。います。います。います。今今今今、、、、市町市町市町市町村で村で村で村で投投投投票票票票の管の管の管の管理理理理というか、というか、というか、というか、投投投投票票票票所管所管所管所管理理理理ななななどどどどもされているともされているともされているともされていると思思思思うのですうのですうのですうのです

けれけれけれけれどどどども、県としては、県下のも、県としては、県下のも、県としては、県下のも、県としては、県下の状状状状況況況況ははははどどどどういうふうになっているのかういうふうになっているのかういうふうになっているのかういうふうになっているのか把握把握把握把握をなさっているをなさっているをなさっているをなさっている

のか、また、のか、また、のか、また、のか、また、改改改改善善善善していただけるのか、そのしていただけるのか、そのしていただけるのか、そのしていただけるのか、その点点点点についておについておについておについてお聞聞聞聞きしたいときしたいときしたいときしたいと思思思思います。います。います。います。

また、また、また、また、以以以以前から前から前から前から投投投投票票票票所の所の所の所のババババリリリリアアアアフフフフリリリリーということも進めてほしいというーということも進めてほしいというーということも進めてほしいというーということも進めてほしいという話話話話はあったのではあったのではあったのではあったので

すけれすけれすけれすけれどどどども、そのも、そのも、そのも、その点点点点はははは改改改改善善善善が進んでいるかとはが進んでいるかとはが進んでいるかとはが進んでいるかとは思思思思うのですけれうのですけれうのですけれうのですけれどどどども、も、も、も、どどどどういうういうういうういう状状状状況況況況かおかおかおかお伺伺伺伺

いしておきたいといしておきたいといしておきたいといしておきたいと思思思思います。います。います。います。

それから、２つ目ですけれそれから、２つ目ですけれそれから、２つ目ですけれそれから、２つ目ですけれどどどども、も、も、も、全全全全国国国国的にも的にも的にも的にも問問問問題になりました、題になりました、題になりました、題になりました、高高高高い金い金い金い金利利利利の一の一の一の一方方方方でそれでそれでそれでそれ

にににに伴伴伴伴うううう不不不不確実確実確実確実さもさもさもさも指指指指摘摘摘摘されているされているされているされている仕仕仕仕組み組み組み組み債債債債とととと言言言言わわわわれるものとか、れるものとか、れるものとか、れるものとか、仕仕仕仕組み組み組み組み預預預預金というもので、金というもので、金というもので、金というもので、

資金資金資金資金運運運運用用用用をされている地をされている地をされている地をされている地方公共方公共方公共方公共団団団団体体体体、あるいは県出、あるいは県出、あるいは県出、あるいは県出先先先先のののの外外外外郭郭郭郭団団団団体体体体ななななどどどどがあったとがあったとがあったとがあったと聞聞聞聞いておいておいておいてお

ります。ります。ります。ります。公公公公的資金の的資金の的資金の的資金の運運運運用用用用でこういうでこういうでこういうでこういう不不不不確実確実確実確実なとこなとこなとこなところろろろにににに利利利利用用用用されるということは、地されるということは、地されるということは、地されるということは、地方方方方自自自自治治治治

法法法法にににに抵抵抵抵触触触触するというのか、するというのか、するというのか、するというのか、反反反反するものではないかとするものではないかとするものではないかとするものではないかと思思思思うのですけれうのですけれうのですけれうのですけれどどどども、このも、このも、このも、この点点点点について、について、について、について、

県としては県としては県としては県としてはどどどどのようにおのようにおのようにおのようにお考え考え考え考えになっていらっしになっていらっしになっていらっしになっていらっしゃゃゃゃるのか、また、るのか、また、るのか、また、るのか、また、奈良奈良奈良奈良県での県での県での県での実情実情実情実情ははははどどどどうなうなうなうな

のかということについておのかということについておのかということについておのかということについてお伺伺伺伺いしたいといしたいといしたいといしたいと思思思思います。います。います。います。

○高野市町村振興課長○高野市町村振興課長○高野市町村振興課長○高野市町村振興課長 １１１１点点点点目の目の目の目の投投投投票票票票所につきましては、山村委員もご所につきましては、山村委員もご所につきましては、山村委員もご所につきましては、山村委員もご指指指指摘摘摘摘のとおり、のとおり、のとおり、のとおり、投投投投

票票票票所の設置は、所の設置は、所の設置は、所の設置は、市町市町市町市町村村村村選選選選挙挙挙挙管管管管理理理理委員会の委員会の委員会の委員会の権限権限権限権限において行において行において行において行わわわわれておりまして、県れておりまして、県れておりまして、県れておりまして、県選選選選挙挙挙挙管管管管理理理理委委委委

員会に対する員会に対する員会に対する員会に対する義義義義務務務務づづづづけられたけられたけられたけられた報報報報告告告告等等等等のののの手手手手続というものはないことから、続というものはないことから、続というものはないことから、続というものはないことから、市町市町市町市町村における村における村における村における全全全全

投投投投票票票票所の所の所の所の詳詳詳詳細細細細なななな状状状状況況況況は、は、は、は、把握把握把握把握できていないできていないできていないできていない状状状状況況況況でございます。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、高高高高齢齢齢齢化が進んで化が進んで化が進んで化が進んで投投投投票票票票

所が所が所が所が遠遠遠遠くなるということになってきますと、その設置をくなるということになってきますと、その設置をくなるということになってきますと、その設置をくなるということになってきますと、その設置を見見見見直直直直すことになってくるのかもしすことになってくるのかもしすことになってくるのかもしすことになってくるのかもし

れまれまれまれませせせせんけれんけれんけれんけれどどどども、そういったも、そういったも、そういったも、そういった投投投投票票票票所の設置、所の設置、所の設置、所の設置、統統統統合ということにつきましては、合ということにつきましては、合ということにつきましては、合ということにつきましては、選選選選挙挙挙挙人の人の人の人の

投投投投票票票票環境環境環境環境にににに与与与与ええええるるるる影響影響影響影響がががが非非非非常常常常にににに大大大大きいことから、県きいことから、県きいことから、県きいことから、県選選選選挙挙挙挙管管管管理理理理委員会といたしましても、委員会といたしましても、委員会といたしましても、委員会といたしましても、市市市市

町町町町村村村村選選選選挙挙挙挙管管管管理理理理委員会から事前に委員会から事前に委員会から事前に委員会から事前に相談相談相談相談があれがあれがあれがあればばばば、地、地、地、地元元元元のののの意見意見意見意見をををを十十十十分分分分にににに踏踏踏踏ままままええええ、、、、選選選選挙挙挙挙人の人の人の人の便便便便宜宜宜宜

をををを考考考考慮慮慮慮した上でした上でした上でした上で判断判断判断判断されるようにというされるようにというされるようにというされるようにという助助助助言言言言を行っているとこを行っているとこを行っているとこを行っ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。

それからもう１それからもう１それからもう１それからもう１点点点点、、、、投投投投票票票票所の所の所の所のババババリリリリアアアアフフフフリリリリーに関しましては、ーに関しましては、ーに関しましては、ーに関しましては、昨昨昨昨年１２月の年１２月の年１２月の年１２月の衆衆衆衆議議議議院院院院議員総議員総議員総議員総
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選選選選挙挙挙挙のときにのときにのときにのときに調調調調査を行っておりまして、県査を行っておりまして、県査を行っておりまして、県査を行っておりまして、県内７７内７７内７７内７７３３３３カカカカ所所所所投投投投票票票票所がございますけれ所がございますけれ所がございますけれ所がございますけれどどどども、そも、そも、そも、そ

のうのうのうのうちちちち、、、、約約約約４０４０４０４０％％％％の３２３の３２３の３２３の３２３カカカカ所において、段所において、段所において、段所において、段差等差等差等差等がががが存在存在存在存在しているしているしているしている状態状態状態状態であるということでであるということでであるということでであるということで

あり、スあり、スあり、スあり、スロロロローーーーププププを設置するとか、を設置するとか、を設置するとか、を設置するとか、投投投投票票票票に来られたときにおに来られたときにおに来られたときにおに来られたときにお手手手手伝伝伝伝いする人を置くというよういする人を置くというよういする人を置くというよういする人を置くというよう

な人的な人的な人的な人的介介介介助助助助のののの体制体制体制体制をとるなをとるなをとるなをとるなどどどどして、その３２３して、その３２３して、その３２３して、その３２３カカカカ所す所す所す所すべべべべてにおいててにおいててにおいててにおいてババババリリリリアアアアフフフフリリリリーーーーへへへへの対の対の対の対応応応応

はなされているということになってございます。はなされているということになってございます。はなされているということになってございます。はなされているということになってございます。

それから２それから２それから２それから２点点点点目、資金目、資金目、資金目、資金運運運運用用用用につきまして、につきまして、につきまして、につきまして、仕仕仕仕組み組み組み組み債債債債を活を活を活を活用用用用することによって２０することによって２０することによって２０することによって２０億億億億円円円円程程程程

度の度の度の度の損損損損が出ているというが出ているというが出ているというが出ているという話話話話が出ましたけれが出ましたけれが出ましたけれが出ましたけれどどどども、そのも、そのも、そのも、その件件件件につきまして、につきまして、につきまして、につきまして、奈良奈良奈良奈良県県県県市町市町市町市町村総合村総合村総合村総合

事務組合の事務組合の事務組合の事務組合の件件件件が新が新が新が新聞聞聞聞等等等等でででで報報報報道されているかと道されているかと道されているかと道されているかと思思思思います。この組合につきましては、います。この組合につきましては、います。この組合につきましては、います。この組合につきましては、退退退退職職職職手手手手

当基当基当基当基金の一部をその金の一部をその金の一部をその金の一部をその仕仕仕仕組み組み組み組み債債債債ということでということでということでということで運運運運用用用用をされておりましたけれをされておりましたけれをされておりましたけれをされておりましたけれどどどども、も、も、も、退退退退職職職職手当手当手当手当支支支支

払払払払い資金のい資金のい資金のい資金の確確確確保のために、平成２２年度、２３年度に保のために、平成２２年度、２３年度に保のために、平成２２年度、２３年度に保のために、平成２２年度、２３年度に売売売売却却却却をしてをしてをしてをして約約約約２０２０２０２０億億億億円円円円程度の程度の程度の程度の含含含含みみみみ損損損損

が出たということをおが出たということをおが出たということをおが出たということをお聞聞聞聞きしております。きしております。きしております。きしております。昨昨昨昨年１２月１８日に年１２月１８日に年１２月１８日に年１２月１８日に住住住住民民民民監監監監査査査査請請請請求求求求がががが棄却棄却棄却棄却されたされたされたされた

ということもありまして、そこでは、ということもありまして、そこでは、ということもありまして、そこでは、ということもありまして、そこでは、６７６７６７６７億億億億円強円強円強円強のこれまでののこれまでののこれまでののこれまでの運運運運用益用益用益用益が出ており、それにが出ており、それにが出ており、それにが出ており、それに

対して、対して、対して、対して、今今今今回回回回売売売売却却却却でででで損損損損が出たのは２０が出たのは２０が出たのは２０が出たのは２０億億億億円円円円ということですので、ということですので、ということですので、ということですので、全体全体全体全体でででで見見見見れれれれば運ば運ば運ば運用益用益用益用益は出は出は出は出

ているということでているということでているということでているということで棄却棄却棄却棄却されたとされたとされたとされたと聞聞聞聞いております。こういった資金のいております。こういった資金のいております。こういった資金のいております。こういった資金の運運運運用用用用につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、

山村委員がお山村委員がお山村委員がお山村委員がお述述述述べべべべのとおり、地のとおり、地のとおり、地のとおり、地方方方方自自自自治治治治法等法等法等法等によりによりによりにより確実確実確実確実かつかつかつかつ効率効率効率効率的な的な的な的な方法方法方法方法でででで運運運運用用用用すすすすべべべべきものきものきものきもの

であるとされておりまして、こういったであるとされておりまして、こういったであるとされておりまして、こういったであるとされておりまして、こういった基基基基本的な本的な本的な本的な考え方考え方考え方考え方にににに基基基基づづづづき、き、き、き、各各各各団団団団体体体体のののの判断判断判断判断でででで運運運運用方用方用方用方

法法法法をををを決決決決定して、きっ定して、きっ定して、きっ定して、きっちちちちり説明り説明り説明り説明責任責任責任責任をををを果果果果たしていくのがたしていくのがたしていくのがたしていくのが大大大大事なのかなと事なのかなと事なのかなと事なのかなと考え考え考え考えております。県ております。県ております。県ております。県

としましては、この組合は、一部事務組合ですので、資金としましては、この組合は、一部事務組合ですので、資金としましては、この組合は、一部事務組合ですので、資金としましては、この組合は、一部事務組合ですので、資金運運運運用用用用のののの方法方法方法方法について、について、について、について、直接直接直接直接的に的に的に的に

指指指指導導導導監督監督監督監督するというするというするというするという権限権限権限権限はございまはございまはございまはございませせせせんけれんけれんけれんけれどどどども、も、も、も、必必必必要に要に要に要に応じ応じ応じ応じてててて助助助助言言言言、、、、相談相談相談相談等等等等、対、対、対、対応応応応をしをしをしをし

てまいりたいとてまいりたいとてまいりたいとてまいりたいと思思思思っております。っております。っております。っております。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 最最最最初初初初のののの投投投投票票票票所に所に所に所に件件件件につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、市町市町市町市町村でなさることではありますけれ村でなさることではありますけれ村でなさることではありますけれ村でなさることではありますけれどどどど

も、県としても関心をも、県としても関心をも、県としても関心をも、県としても関心を持持持持って、って、って、って、ババババリリリリアアアアフフフフリリリリーのようにすーのようにすーのようにすーのようにすべべべべてのとこてのとこてのとこてのところろろろでででで投投投投票票票票のののの権権権権利利利利がががが奪奪奪奪わわわわ

れることがないようにれることがないようにれることがないようにれることがないように適切適切適切適切に取り計らっていただきたいとに取り計らっていただきたいとに取り計らっていただきたいとに取り計らっていただきたいと思思思思っております。っております。っております。っております。

それから、それから、それから、それから、仕仕仕仕組み組み組み組み債債債債のののの件件件件につきましては、その団につきましては、その団につきましては、その団につきましては、その団体体体体につきましては、一定のにつきましては、一定のにつきましては、一定のにつきましては、一定の改改改改善善善善も図らも図らも図らも図ら

れたということもれたということもれたということもれたということも聞聞聞聞いておりますけれいておりますけれいておりますけれいておりますけれどどどども、県下も、県下も、県下も、県下全体全体全体全体、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは奈良奈良奈良奈良県の団県の団県の団県の団体体体体ということということということということ

もももも含含含含めてめてめてめて見見見見ましたら、ましたら、ましたら、ましたら、損損損損失失失失が出ているということは別にして、長が出ているということは別にして、長が出ているということは別にして、長が出ているということは別にして、長期期期期間保間保間保間保有有有有しなけれしなけれしなけれしなければばばば最最最最後後後後

まできっまできっまできっまできっちちちちりとしたりとしたりとしたりとした利利利利益益益益が出るかということがが出るかということがが出るかということがが出るかということがわわわわからないというからないというからないというからないという状状状状況況況況になるということもになるということもになるということもになるということも

ありますし、ありますし、ありますし、ありますし、実実実実際際際際上は１～２年は金上は１～２年は金上は１～２年は金上は１～２年は金利利利利がががが高高高高くても、くても、くても、くても、後後後後はほとんはほとんはほとんはほとんどどどど何何何何のののの利利利利益益益益もないというもないというもないというもないという状状状状

態態態態が続きますので、が続きますので、が続きますので、が続きますので、優優優優良良良良なななな低利低利低利低利でででで運運運運用用用用されているされているされているされている場場場場合に合に合に合に比比比比べべべべたらたらたらたら損損損損失失失失もあるということももあるということももあるということももあるということも

あるあるあるあるわわわわけで、けで、けで、けで、ややややはり、はり、はり、はり、公公公公金を金を金を金を扱扱扱扱うううう以以以以上は上は上は上は問問問問題になるものだと題になるものだと題になるものだと題になるものだと思思思思います。います。います。います。
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私がな私がな私がな私がなぜぜぜぜこのようなことをこのようなことをこのようなことをこのようなことを申申申申し上し上し上し上げげげげているのかといいますと、特別地ているのかといいますと、特別地ているのかといいますと、特別地ているのかといいますと、特別地方公共方公共方公共方公共団団団団体体体体だけでだけでだけでだけで

はなく、地はなく、地はなく、地はなく、地方方方方自自自自治治治治体体体体でもそういうことをでもそういうことをでもそういうことをでもそういうことをややややっておられるとこっておられるとこっておられるとこっておられるところろろろがあるということですので、があるということですので、があるということですので、があるということですので、

今今今今回回回回のこうしたのこうしたのこうしたのこうした問問問問題を題を題を題を教教教教訓訓訓訓にしてにしてにしてにして再再再再びそういうことがびそういうことがびそういうことがびそういうことが起起起起こらないようにしていくことが、こらないようにしていくことが、こらないようにしていくことが、こらないようにしていくことが、

県県県県全体全体全体全体としてとしてとしてとして大大大大切切切切ではないかとではないかとではないかとではないかと思思思思うのです。ですので、うのです。ですので、うのです。ですので、うのです。ですので、先先先先ほほほほどどどどおおおお述述述述べべべべになりましたになりましたになりましたになりました住住住住民が民が民が民が

情報公情報公情報公情報公開によってき開によってき開によってき開によってきちちちちんとんとんとんとチチチチェッェッェッェックができるクができるクができるクができる仕仕仕仕組みがあるかとか、あるいはそれ組みがあるかとか、あるいはそれ組みがあるかとか、あるいはそれ組みがあるかとか、あるいはそれぞぞぞぞれの議れの議れの議れの議

会な会な会な会などどどどででででチチチチェッェッェッェックがきクがきクがきクがきちちちちんとできるようになっているのかということがんとできるようになっているのかということがんとできるようになっているのかということがんとできるようになっているのかということが必必必必要だと要だと要だと要だと思思思思うのでうのでうのでうので

す。そして、す。そして、す。そして、す。そして、どどどどういうういうういうういう点点点点にににに問問問問題があって題があって題があって題があってどどどどのようにのようにのようにのように解解解解決決決決がされたのか、がされたのか、がされたのか、がされたのか、教教教教訓訓訓訓とするとするとするとするべべべべきをきをきをきを

酌酌酌酌み取ってそのことを県が関係しておりますすみ取ってそのことを県が関係しておりますすみ取ってそのことを県が関係しておりますすみ取ってそのことを県が関係しておりますすべべべべてのとこてのとこてのとこてのところろろろにお知らにお知らにお知らにお知らせせせせをするとか、そうをするとか、そうをするとか、そうをするとか、そう

いういういういう形形形形での援での援での援での援助助助助、ご、ご、ご、ご指指指指導導導導をされるということがをされるということがをされるということがをされるということが必必必必要だと要だと要だと要だと思思思思うのですけれうのですけれうのですけれうのですけれどどどども、そのも、そのも、そのも、その点点点点ははははどどどど

うかうかうかうか伺伺伺伺っておきたいとっておきたいとっておきたいとっておきたいと思思思思います。います。います。います。

○高野市町村振興課長○高野市町村振興課長○高野市町村振興課長○高野市町村振興課長 先先先先ほほほほどどどどもももも申申申申し上し上し上し上げげげげましたように、一部事務組合のましたように、一部事務組合のましたように、一部事務組合のましたように、一部事務組合の場場場場合は、合は、合は、合は、直接直接直接直接的的的的

にににに指指指指導導導導監督監督監督監督権限権限権限権限はありまはありまはありまはありませせせせんけれんけれんけれんけれどどどども、も、も、も、ややややはりはりはりはり公公公公金の取り金の取り金の取り金の取り扱扱扱扱いということで、いということで、いということで、いということで、原原原原則則則則確実確実確実確実かかかか

つつつつ効率効率効率効率的に的に的に的に運運運運用用用用されるというされるというされるというされるという考え方考え方考え方考え方にににに基基基基づづづづいてきいてきいてきいてきちちちちんと対んと対んと対んと対応応応応されるように、されるように、されるように、されるように、我々我々我々我々もももも助助助助言言言言、、、、

相談相談相談相談等等等等対対対対応応応応をしてまいりたいとをしてまいりたいとをしてまいりたいとをしてまいりたいと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。

○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 わわわわかりました。かりました。かりました。かりました。

今今今今、、、、問問問問題になっているのは、一部事務組合ということで題になっているのは、一部事務組合ということで題になっているのは、一部事務組合ということで題になっているのは、一部事務組合ということで言言言言わわわわれていますけれれていますけれれていますけれれていますけれどどどども、も、も、も、

（財）（財）（財）（財）市町市町市町市町村振興村振興村振興村振興協協協協会でありますとか、県の会でありますとか、県の会でありますとか、県の会でありますとか、県の外外外外郭郭郭郭団団団団体体体体にも一部あるということがにも一部あるということがにも一部あるということがにも一部あるということが言言言言わわわわれてれてれてれて

おりますので、そのおりますので、そのおりますので、そのおりますので、その点点点点につきましても、きにつきましても、きにつきましても、きにつきましても、きちちちちんとした対んとした対んとした対んとした対応応応応が要るのではないかということが要るのではないかということが要るのではないかということが要るのではないかということ

でででで申申申申し上し上し上し上げげげげましたのでお願いをしたいとましたのでお願いをしたいとましたのでお願いをしたいとましたのでお願いをしたいと思思思思います。います。います。います。

それで、それで、それで、それで、質質質質問問問問はははは以以以以上ですが、最上ですが、最上ですが、最上ですが、最後後後後に１に１に１に１点点点点、、、、意見意見意見意見だけをだけをだけをだけを述述述述べべべべたいとたいとたいとたいと思思思思います。といいますいます。といいますいます。といいますいます。といいます

のは、新年度からこの地域振興部に、のは、新年度からこの地域振興部に、のは、新年度からこの地域振興部に、のは、新年度からこの地域振興部に、再再再再生生生生可能可能可能可能エネルギーの推進の部エネルギーの推進の部エネルギーの推進の部エネルギーの推進の部署署署署ができるというこができるというこができるというこができるというこ

とになりました。そこで、とになりました。そこで、とになりました。そこで、とになりました。そこで、再再再再生生生生可能可能可能可能エネルギーをエネルギーをエネルギーをエネルギーをどどどどういうふうに進めていくのかというこういうふうに進めていくのかというこういうふうに進めていくのかというこういうふうに進めていくのかというこ

とにつきまして、１とにつきまして、１とにつきまして、１とにつきまして、１点点点点だけだけだけだけ申申申申し上し上し上し上げげげげたいとたいとたいとたいと思思思思います。います。います。います。

今今今今、、、、欧欧欧欧州州州州では、エネルギーでは、エネルギーでは、エネルギーでは、エネルギー自自自自立地域という立地域という立地域という立地域という考え方考え方考え方考え方で地域で地域で地域で地域づづづづくりをされているとくりをされているとくりをされているとくりをされていると伺伺伺伺っておっておっておってお

ります。それは１年間にその地域の中でります。それは１年間にその地域の中でります。それは１年間にその地域の中でります。それは１年間にその地域の中で消消消消費費費費をするエネルギーと、地域をするエネルギーと、地域をするエネルギーと、地域をするエネルギーと、地域内内内内でででで生産生産生産生産をするをするをするをする再再再再

生生生生可能可能可能可能エネルギーがエネルギーがエネルギーがエネルギーが同じ同じ同じ同じとなるという地域を目となるという地域を目となるという地域を目となるという地域を目指指指指すということで、すということで、すということで、すということで、実実実実際際際際に、例に、例に、例に、例ええええば省ば省ば省ば省エネエネエネエネ

ルギーということでルギーということでルギーということでルギーということで二二二二重重重重窓窓窓窓やややや三三三三重重重重窓窓窓窓をつけたり、あるいはをつけたり、あるいはをつけたり、あるいはをつけたり、あるいは断断断断熱熱熱熱材を材を材を材を高高高高性性性性能能能能のものをつくっのものをつくっのものをつくっのものをつくっ

ててててリリリリフォフォフォフォーーーームムムムをされるというようなをされるというようなをされるというようなをされるというような形形形形でででで省省省省エネルギーを図るということとあエネルギーを図るということとあエネルギーを図るということとあエネルギーを図るということとあわせわせわせわせて、新たて、新たて、新たて、新た

なエネルギー開なエネルギー開なエネルギー開なエネルギー開発発発発で地で地で地で地元元元元のののの雇雇雇雇用用用用をふをふをふをふややややし、し、し、し、若若若若い人たい人たい人たい人たちちちちも定も定も定も定住住住住できるようなできるようなできるようなできるような町町町町をつくっていをつくっていをつくっていをつくってい

くというくというくというくという形形形形で、で、で、で、全体全体全体全体としてその村がとしてその村がとしてその村がとしてその村が発展発展発展発展をしていくというをしていくというをしていくというをしていくという方方方方向の地域向の地域向の地域向の地域づづづづくりということでくりということでくりということでくりということで
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す。日本ではす。日本ではす。日本ではす。日本では鳥鳥鳥鳥取県の取県の取県の取県の環境環境環境環境基基基基本計本計本計本計画画画画で、１０年で、１０年で、１０年で、１０年後後後後にににに再再再再生生生生可能可能可能可能エネルギーでエネルギーでエネルギーでエネルギーで家庭家庭家庭家庭消消消消費費費費電電電電力力力力をををを

１００１００１００１００％自％自％自％自給給給給を目を目を目を目指指指指す、そういう地域す、そういう地域す、そういう地域す、そういう地域づづづづくりをくりをくりをくりを始始始始める計める計める計める計画画画画を進めているということでありを進めているということでありを進めているということでありを進めているということであり

ました。ました。ました。ました。今今今今、、、、奈良奈良奈良奈良県でも新たに地域振興部というとこ県でも新たに地域振興部というとこ県でも新たに地域振興部というとこ県でも新たに地域振興部というところろろろでこれに取り組まれるということでこれに取り組まれるということでこれに取り組まれるということでこれに取り組まれるということ

ですので、地域ですので、地域ですので、地域ですので、地域づづづづくりとあくりとあくりとあくりとあわせわせわせわせて地域の活性化、あるいはて地域の活性化、あるいはて地域の活性化、あるいはて地域の活性化、あるいは自自自自立した地域立した地域立した地域立した地域づづづづくりということくりということくりということくりということ

の中でエネルギー開の中でエネルギー開の中でエネルギー開の中でエネルギー開発発発発を進めていただく、そういう取り組みをを進めていただく、そういう取り組みをを進めていただく、そういう取り組みをを進めていただく、そういう取り組みをモデモデモデモデル的にでもル的にでもル的にでもル的にでも始始始始められるめられるめられるめられる

ということで、ということで、ということで、ということで、ぜひぜひぜひぜひ先先先先進例をつくっていっていただきたいと進例をつくっていっていただきたいと進例をつくっていっていただきたいと進例をつくっていっていただきたいと思思思思っていますので、そのっていますので、そのっていますので、そのっていますので、その点点点点、、、、

これはこれはこれはこれは意見意見意見意見ですがですがですがですが申申申申し上し上し上し上げげげげておきたいとておきたいとておきたいとておきたいと思思思思います。います。います。います。以以以以上です。上です。上です。上です。

○田中委員長○田中委員長○田中委員長○田中委員長 以以以以上で上で上で上で終わ終わ終わ終わりですりですりですりですねねねね。。。。

○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 はい。はい。はい。はい。

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

○畭委員○畭委員○畭委員○畭委員 それではそれではそれではそれでは数点質数点質数点質数点質問問問問ささささせせせせていただきます。ていただきます。ていただきます。ていただきます。

ままままずずずず１１１１点点点点目ですが、地域振興、観光ということで、目ですが、地域振興、観光ということで、目ですが、地域振興、観光ということで、目ですが、地域振興、観光ということで、個個個個人的にも人的にも人的にも人的にも大大大大変変変変関心あります。関心あります。関心あります。関心あります。奈良奈良奈良奈良

のののの持持持持つつつつ魅力魅力魅力魅力というのはたくさんあるとというのはたくさんあるとというのはたくさんあるとというのはたくさんあると思思思思います。います。います。います。掘掘掘掘りりりり起起起起こしてこしてこしてこして磨磨磨磨けけけけばばばば、す、す、す、すべべべべて観光資て観光資て観光資て観光資源源源源とととと

思思思思うのですが、そういったことをうのですが、そういったことをうのですが、そういったことをうのですが、そういったことをややややりながら、観光りながら、観光りながら、観光りながら、観光客客客客にににに奈良へ奈良へ奈良へ奈良へ来ていただいて、来ていただいて、来ていただいて、来ていただいて、泊泊泊泊まってまってまってまって

いただいていいただいていいただいていいただいていろろろろいいいいろ見ろ見ろ見ろ見ていただいて、おいしいものをていただいて、おいしいものをていただいて、おいしいものをていただいて、おいしいものを食食食食べべべべていただいてということで観光ていただいてということで観光ていただいてということで観光ていただいてということで観光

振興していこうということなのです。日振興していこうということなのです。日振興していこうということなのです。日振興していこうということなのです。日帰帰帰帰りとりとりとりと宿泊宿泊宿泊宿泊はお金のはお金のはお金のはお金の落落落落ち方ち方ち方ち方がががが６６６６倍倍倍倍から１０から１０から１０から１０倍倍倍倍ぐぐぐぐらららら

いいいい違違違違ううううわわわわけでございます。そういった中で、けでございます。そういった中で、けでございます。そういった中で、けでございます。そういった中で、ホホホホテテテテル、ル、ル、ル、旅旅旅旅館館館館のののの数数数数、、、、客客客客室室室室数数数数が、が、が、が、全全全全国国国国最下最下最下最下位位位位、、、、

これはこれはこれはこれは変変変変わわわわらないのですが、その一らないのですが、その一らないのですが、その一らないのですが、その一方方方方でででで世界遺産世界遺産世界遺産世界遺産のののの周周周周りにあるりにあるりにあるりにある旅旅旅旅館館館館ななななどどどどが次が次が次が次 々々々々とつとつとつとつぶぶぶぶれてれてれてれて

おりますけれおりますけれおりますけれおりますけれどどどども、も、も、も、残残残残念念念念だなとだなとだなとだなと思思思思ううううわわわわけです。こういったことを、けです。こういったことを、けです。こういったことを、けです。こういったことを、奈良奈良奈良奈良県として県として県として県としてどどどどんなふんなふんなふんなふ

うにうにうにうに考え考え考え考えておられて、それは一ておられて、それは一ておられて、それは一ておられて、それは一個個個個人の人の人の人の旅旅旅旅館館館館・・・・ホホホホテテテテルだからルだからルだからルだからどどどどうしようもないということなうしようもないということなうしようもないということなうしようもないということな

のか。のか。のか。のか。景景景景観を観を観を観を守守守守るるるる意意意意味味味味でも、また観光でも、また観光でも、また観光でも、また観光客客客客に来ていただいてに来ていただいてに来ていただいてに来ていただいて宿泊宿泊宿泊宿泊ホホホホテテテテルをふルをふルをふルをふややややそうとそうとそうとそうと言言言言ってってってって

いる中でいる中でいる中でいる中でどどどどのようにおのようにおのようにおのようにお考え考え考え考えになっているのかおになっているのかおになっているのかおになっているのかお伺伺伺伺いしたいといしたいといしたいといしたいと思思思思います。います。います。います。

２２２２点点点点目には、県立目には、県立目には、県立目には、県立大大大大学の学の学の学の公公公公立学校立学校立学校立学校法法法法人化ということで人化ということで人化ということで人化ということで準準準準備を進めておられまして、県立備を進めておられまして、県立備を進めておられまして、県立備を進めておられまして、県立

大大大大学を学を学を学を魅力魅力魅力魅力あるあるあるある大大大大学、少人学、少人学、少人学、少人数数数数でということで進められていくのですけれでということで進められていくのですけれでということで進められていくのですけれでということで進められていくのですけれどどどども。あるとき学も。あるとき学も。あるとき学も。あるとき学

長とお長とお長とお長とお話話話話しするしするしするしする機機機機会がありまして、ここで整備を進めていかれるのですかと会がありまして、ここで整備を進めていかれるのですかと会がありまして、ここで整備を進めていかれるのですかと会がありまして、ここで整備を進めていかれるのですかと聞聞聞聞きましたら、きましたら、きましたら、きましたら、

ここで整備を進めていきますと。ここは、本ここで整備を進めていきますと。ここは、本ここで整備を進めていきますと。ここは、本ここで整備を進めていきますと。ここは、本当当当当はスペース的にはスペース的にはスペース的にはスペース的に狭狭狭狭くないですかとくないですかとくないですかとくないですかと聞聞聞聞きましきましきましきまし

たら、地域がたら、地域がたら、地域がたら、地域がキキキキャャャャンンンンパパパパスというスというスというスという考え方考え方考え方考え方で進めていくので、で進めていくので、で進めていくので、で進めていくので、今今今今のとこのとこのとこのところろろろで整備をしながらで整備をしながらで整備をしながらで整備をしながらやややや

るのだとおっしるのだとおっしるのだとおっしるのだとおっしゃゃゃゃっていました。私もあのっていました。私もあのっていました。私もあのっていました。私もあの辺辺辺辺ででででずずずずっと小さいときからっと小さいときからっと小さいときからっと小さいときから過過過過ごしてまいりましごしてまいりましごしてまいりましごしてまいりまし

たので、たので、たので、たので、結結結結構高構高構高構高いとこいとこいとこいところろろろに行きますとに行きますとに行きますとに行きますと景景景景色色色色もいいのですが、もいいのですが、もいいのですが、もいいのですが、全体全体全体全体のののの面面面面積積積積としては、としては、としては、としては、大大大大学と学と学と学と

してはしてはしてはしては狭狭狭狭いかなともいかなともいかなともいかなとも思思思思ったりしますし、ったりしますし、ったりしますし、ったりしますし、今後今後今後今後、、、、ググググロロロローーーーババババルかつ地域にルかつ地域にルかつ地域にルかつ地域に根差根差根差根差したしたしたした視点視点視点視点をををを持持持持っっっっ
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た人材を育成する、そういったた人材を育成する、そういったた人材を育成する、そういったた人材を育成する、そういった大大大大学として学として学として学として生生生生まれまれまれまれ変変変変わろわろわろわろうとされている中で、うとされている中で、うとされている中で、うとされている中で、ややややはりはりはりはりググググロロロロ

ーーーーババババルということになると、ルということになると、ルということになると、ルということになると、ソソソソフトフトフトフトはいはいはいはいろろろろいいいいろ考えろ考えろ考えろ考えられていくのだとられていくのだとられていくのだとられていくのだと思思思思うのですけれうのですけれうのですけれうのですけれどどどど、、、、

ハハハハーーーードドドドのののの面面面面でもっとでもっとでもっとでもっと変変変変わわわわらないのかなというらないのかなというらないのかなというらないのかなという希希希希望望望望をををを持持持持っているっているっているっているわわわわけです。そういったけです。そういったけです。そういったけです。そういった点点点点にににに

ついておついておついておついてお伺伺伺伺いをしたいといをしたいといをしたいといをしたいと思思思思います。います。います。います。

最最最最後後後後に、に、に、に、奈良奈良奈良奈良のののの魅力魅力魅力魅力ということで、それはいっということで、それはいっということで、それはいっということで、それはいっぱぱぱぱいあるといあるといあるといあると思思思思うのですが、杉田副知事、うのですが、杉田副知事、うのですが、杉田副知事、うのですが、杉田副知事、

５年間ですか、５年間ですか、５年間ですか、５年間ですか、６６６６年間ですか、年間ですか、年間ですか、年間ですか、奈良奈良奈良奈良にいらしていただいて、いにいらしていただいて、いにいらしていただいて、いにいらしていただいて、いろろろろいいいいろろろろ取り組みをしていた取り組みをしていた取り組みをしていた取り組みをしていた

だきました。特に東だきました。特に東だきました。特に東だきました。特に東京京京京からいらして、最からいらして、最からいらして、最からいらして、最初初初初にににに奈良奈良奈良奈良ををををどどどどんなふうにんなふうにんなふうにんなふうに感感感感じじじじられたのか、そしてられたのか、そしてられたのか、そしてられたのか、そして

５年、５年、５年、５年、６６６６年おられて年おられて年おられて年おられてどどどどんなふうにんなふうにんなふうにんなふうに奈良奈良奈良奈良のののの魅力魅力魅力魅力をををを感感感感じじじじられてきたのか。られてきたのか。られてきたのか。られてきたのか。奈良奈良奈良奈良はははは今後ど今後ど今後ど今後どんなふんなふんなふんなふ

うにしていったらいいのかということを、東うにしていったらいいのかということを、東うにしていったらいいのかということを、東うにしていったらいいのかということを、東京京京京のののの方方方方からの目をからの目をからの目をからの目を通通通通して少しして少しして少しして少し感感感感想想想想をををを含含含含めておめておめておめてお

伺伺伺伺いをしたいといをしたいといをしたいといをしたいと思思思思います。います。います。います。

○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 いつもいつもいつもいつも奈良奈良奈良奈良のののの宿泊宿泊宿泊宿泊施施施施設が少ないという設が少ないという設が少ないという設が少ないという析析析析をしながら、一をしながら、一をしながら、一をしながら、一方方方方でででで残残残残念念念念ながながながなが

らそのらそのらそのらその宿泊宿泊宿泊宿泊施施施施設がお設がお設がお設がおややややめになるというようなめになるというようなめになるというようなめになるというような現状現状現状現状をををを我々我々我々我々としてもとしてもとしてもとしても非非非非常常常常にににに厳厳厳厳粛粛粛粛にににに悲悲悲悲しく受けしく受けしく受けしく受け

とめております。とめております。とめております。とめております。

奈良奈良奈良奈良のののの宿泊宿泊宿泊宿泊施施施施設の特設の特設の特設の特徴徴徴徴をををを改改改改めてめてめてめて申申申申しますと、一つはしますと、一つはしますと、一つはしますと、一つはややややはりはりはりはり施施施施設設設設数数数数が少ないということがが少ないということがが少ないということがが少ないということが

言言言言ええええるとるとるとると思思思思うのです。もう一つは、観光のうのです。もう一つは、観光のうのです。もう一つは、観光のうのです。もう一つは、観光のシシシシーーーーズズズズンのンのンのンのオオオオンとンとンとンとオフオフオフオフがはっきりしている。がはっきりしている。がはっきりしている。がはっきりしている。オオオオ

ンには本ンには本ンには本ンには本当当当当にににに入入入入りきれないほりきれないほりきれないほりきれないほどどどど来るけれ来るけれ来るけれ来るけれどどどど、、、、オフオフオフオフには来ないというには来ないというには来ないというには来ないという現状現状現状現状がありまして、そがありまして、そがありまして、そがありまして、そ

れをれをれをれを旅旅旅旅行者なり観光行者なり観光行者なり観光行者なり観光客客客客の立の立の立の立場場場場でででで見見見見ますと、ますと、ますと、ますと、奈良奈良奈良奈良は観光の対は観光の対は観光の対は観光の対象象象象にはなっておりますけれにはなっておりますけれにはなっておりますけれにはなっておりますけれどどどど、、、、

奈良奈良奈良奈良に行ってもに行ってもに行ってもに行っても泊泊泊泊まるという観まるという観まるという観まるという観点点点点でででで奈良奈良奈良奈良の観光をの観光をの観光をの観光を見見見見ていただいていないということが一つていただいていないということが一つていただいていないということが一つていただいていないということが一つ

大大大大きなきなきなきな原原原原因因因因としてあるかなととしてあるかなととしてあるかなととしてあるかなと思思思思っております。畭委員にもっております。畭委員にもっております。畭委員にもっております。畭委員にも冒冒冒冒頭頭頭頭でおでおでおでお話話話話いただきましたよういただきましたよういただきましたよういただきましたよう

に、に、に、に、奈良奈良奈良奈良の観光資の観光資の観光資の観光資源源源源はははは磨磨磨磨くと本くと本くと本くと本当当当当にすにすにすにすべべべべてが観光てが観光てが観光てが観光素素素素材になるようない材になるようない材になるようない材になるようないろろろろいいいいろろろろなななな楽楽楽楽しみしみしみしみ方方方方がががが

ある。ある。ある。ある。今後今後今後今後こういうものをさらにこういうものをさらにこういうものをさらにこういうものをさらに奈良奈良奈良奈良の観光資の観光資の観光資の観光資源源源源としてとしてとしてとしてブブブブラッシュラッシュラッシュラッシュアアアアップップップップしてまいりますしてまいりますしてまいりますしてまいります

とともに、特にとともに、特にとともに、特にとともに、特に奈良奈良奈良奈良の観光資の観光資の観光資の観光資源源源源というものをというものをというものをというものを突突突突きききき詰詰詰詰めていきますと、特にめていきますと、特にめていきますと、特にめていきますと、特に季節季節季節季節感感感感がなくてがなくてがなくてがなくて

も、もっとも、もっとも、もっとも、もっと言言言言いますと、いますと、いますと、いますと、シシシシーーーーズズズズンンンンオフオフオフオフとととと言言言言わわわわれるれるれるれる冬冬冬冬にもにもにもにも十十十十分分分分に観光にたに観光にたに観光にたに観光にたええええられる。こういられる。こういられる。こういられる。こうい

うものをさらにうものをさらにうものをさらにうものをさらにブブブブラッシュラッシュラッシュラッシュアアアアップップップップすることによって観光につなすることによって観光につなすることによって観光につなすることによって観光につなげげげげていきたい。ていきたい。ていきたい。ていきたい。奈良奈良奈良奈良にもにもにもにも泊泊泊泊

まって観光できるということをしっかりとまって観光できるということをしっかりとまって観光できるということをしっかりとまって観光できるということをしっかりとＰＲＰＲＰＲＰＲしていきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと思思思思っております。っております。っております。っております。以以以以上でご上でご上でご上でご

ざいます。ざいます。ざいます。ざいます。

○福井文化・教育課長○福井文化・教育課長○福井文化・教育課長○福井文化・教育課長 県立県立県立県立大大大大学の学の学の学の見見見見直直直直しにしにしにしに当当当当たりまして、たりまして、たりまして、たりまして、国際国際国際国際交交交交流流流流、、、、ググググロロロローーーーババババルなルなルなルな視点視点視点視点、、、、

また地域をまた地域をまた地域をまた地域をフィフィフィフィールールールールドドドドにににに見見見見立てるような取り組みをしてはいかがかというお立てるような取り組みをしてはいかがかというお立てるような取り組みをしてはいかがかというお立てるような取り組みをしてはいかがかというお尋ね尋ね尋ね尋ねだったとだったとだったとだったと

思思思思います。います。います。います。

特に、特に、特に、特に、奈良奈良奈良奈良はははは７７７７１０年に１０年に１０年に１０年に大宝大宝大宝大宝律令律令律令律令でででで大大大大学学学学寮寮寮寮を置くということがを置くということがを置くということがを置くということが法法法法令令令令化された最化された最化された最化された最初初初初のまのまのまのまちちちち
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でございますし、学びのでございますし、学びのでございますし、学びのでございますし、学びの精精精精神が神が神が神が奈良奈良奈良奈良には連には連には連には連綿綿綿綿と引きと引きと引きと引き継継継継がれているとがれているとがれているとがれていると思思思思います。そういういます。そういういます。そういういます。そういう意意意意

味味味味で、で、で、で、ちょちょちょちょううううどどどど１３００年前に１３００年前に１３００年前に１３００年前に我我我我がががが国国国国のののの国際国際国際国際的な的な的な的な都市都市都市都市としてとしてとしてとして発展発展発展発展したしたしたした奈良奈良奈良奈良のののの思思思思想想想想というのというのというのというの

は、は、は、は、今後今後今後今後の県立の県立の県立の県立大大大大学の学の学の学の改革改革改革改革においても特においても特においても特においても特色色色色としてとしてとしてとして生生生生かしていくかしていくかしていくかしていく必必必必要があるのではないかと要があるのではないかと要があるのではないかと要があるのではないかと

考え考え考え考えております。ております。ております。ております。

ごごごご存じ存じ存じ存じのように、のように、のように、のように、先先先先般、知事を本部長とする県立般、知事を本部長とする県立般、知事を本部長とする県立般、知事を本部長とする県立大大大大学学学学改革改革改革改革推進本部を設置して４つの推進本部を設置して４つの推進本部を設置して４つの推進本部を設置して４つの大大大大

きな観きな観きな観きな観点点点点でででで見見見見直直直直しを行っていくことにしております。その中には、しを行っていくことにしております。その中には、しを行っていくことにしております。その中には、しを行っていくことにしております。その中には、ググググロロロローーーーババババル人材の育成ル人材の育成ル人材の育成ル人材の育成

ということで、ということで、ということで、ということで、国際国際国際国際交交交交流流流流をををを基基基基軸軸軸軸に置いた新しいに置いた新しいに置いた新しいに置いた新しい留留留留学学学学制制制制度といったものも度といったものも度といったものも度といったものも考え考え考え考えておりますし、ておりますし、ておりますし、ておりますし、

また、県立また、県立また、県立また、県立大大大大学を学を学を学を通じ通じ通じ通じてててて海海海海外外外外の学の学の学の学生生生生がががが我我我我がががが国国国国におにおにおにお越越越越しになって、そして、しになって、そして、しになって、そして、しになって、そして、奈良市奈良市奈良市奈良市のののの奈良町奈良町奈良町奈良町

とか、さまざまな地域でとか、さまざまな地域でとか、さまざまな地域でとか、さまざまな地域で交交交交流流流流することにより、することにより、することにより、することにより、今後今後今後今後のののの国際国際国際国際化を化を化を化を軸軸軸軸に置いた県立に置いた県立に置いた県立に置いた県立大大大大学の学の学の学の将将将将来来来来

があるのかなともがあるのかなともがあるのかなともがあるのかなとも思思思思っております。っております。っております。っております。

また、また、また、また、キキキキャャャャンンンンパパパパスのスのスのスの話話話話をいただきましたけれをいただきましたけれをいただきましたけれをいただきましたけれどどどども、も、も、も、今今今今の推進本部の取り組みの中では、の推進本部の取り組みの中では、の推進本部の取り組みの中では、の推進本部の取り組みの中では、

基基基基本的には、本的には、本的には、本的には、現在現在現在現在のののの場場場場所で整備所で整備所で整備所で整備構想構想構想構想を図っていくということにしております。平成２５年を図っていくということにしております。平成２５年を図っていくということにしております。平成２５年を図っていくということにしております。平成２５年

度１年かけて度１年かけて度１年かけて度１年かけてどどどどういうういうういうういう施施施施設があれ設があれ設があれ設があればばばばいいか、あるいは、いいか、あるいは、いいか、あるいは、いいか、あるいは、現在現在現在現在のののの施施施施設を設を設を設をどどどどのようにのようにのようにのように再配再配再配再配置な置な置な置な

り、り、り、り、改改改改修修修修していけしていけしていけしていけばばばばいいか。あるいは例いいか。あるいは例いいか。あるいは例いいか。あるいは例ええええばばばば魅力魅力魅力魅力の付加というの付加というの付加というの付加という意意意意味味味味で、で、で、で、景景景景色色色色がいいというがいいというがいいというがいいという

ことをことをことをことを言言言言っていただいておりますが、っていただいておりますが、っていただいておりますが、っていただいておりますが、景景景景観のいい、学観のいい、学観のいい、学観のいい、学生生生生がががが集集集集うようなうようなうようなうような食食食食堂堂堂堂とかも学とかも学とかも学とかも学生生生生に向に向に向に向

けた新しいけた新しいけた新しいけた新しい魅力魅力魅力魅力のののの売売売売りとしてりとしてりとしてりとして検討検討検討検討していけるのではないかともしていけるのではないかともしていけるのではないかともしていけるのではないかとも考え考え考え考えております。ております。ております。ております。

いいいいずずずずれにしましても、れにしましても、れにしましても、れにしましても、今後今後今後今後、県立、県立、県立、県立大大大大学学学学改革改革改革改革推進本部の中で推進本部の中で推進本部の中で推進本部の中で幅幅幅幅広く議広く議広く議広く議論論論論をしていきたいとをしていきたいとをしていきたいとをしていきたいと

考え考え考え考えているとこているとこているとこ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。

○杉田副知事○杉田副知事○杉田副知事○杉田副知事 奈良奈良奈良奈良のののの魅力魅力魅力魅力のごのごのごのご質質質質問問問問をいただきまして、私もをいただきまして、私もをいただきまして、私もをいただきまして、私もちょちょちょちょううううど６ど６ど６ど６年いましてい年いましてい年いましてい年いましていろろろろいいいい

ろろろろ感感感感じじじじるのですけれるのですけれるのですけれるのですけれどどどども、一つ、も、一つ、も、一つ、も、一つ、奈良奈良奈良奈良のののの魅力魅力魅力魅力というのは、というのは、というのは、というのは、物物物物でもなくでもなくでもなくでもなく場場場場所でもなく、所でもなく、所でもなく、所でもなく、時時時時でででで

はないかと。はないかと。はないかと。はないかと。時時時時ですですですですねねねね。その一。その一。その一。その一瞬瞬瞬瞬一一一一瞬瞬瞬瞬がすがすがすがすばばばばらしいと。それはらしいと。それはらしいと。それはらしいと。それは各社寺各社寺各社寺各社寺でもでもでもでも現実現実現実現実にににに宗宗宗宗教教教教行事行事行事行事

が行が行が行が行わわわわれてれてれてれて現実現実現実現実に支に支に支に支ええええている人がいて、お水取りでも、おんている人がいて、お水取りでも、おんている人がいて、お水取りでも、おんている人がいて、お水取りでも、おん祭祭祭祭でも、でも、でも、でも、當麻當麻當麻當麻寺寺寺寺のおのおのおのお練練練練供養供養供養供養でででで

も、あらも、あらも、あらも、あらゆゆゆゆるとこるとこるとこるところろろろ、そういう、そういう、そういう、そういう瞬瞬瞬瞬間間間間瞬瞬瞬瞬間がす間がす間がす間がすばばばばらしいということです。らしいということです。らしいということです。らしいということです。

あとは、あとは、あとは、あとは、歴歴歴歴史史史史ドラドラドラドラマということなのですが、きマということなのですが、きマということなのですが、きマということなのですが、きょょょょうもうもうもうも朝朝朝朝たまたま、たまたま、たまたま、たまたま、庁庁庁庁議で議で議で議で荒荒荒荒井井井井知事から知事から知事から知事から

小小小小堀堀堀堀遠遠遠遠州州州州のののの話話話話がありまして、がありまして、がありまして、がありまして、茶茶茶茶道一つとっても、もともと一道一つとっても、もともと一道一つとっても、もともと一道一つとっても、もともと一番番番番取っかかりは村田取っかかりは村田取っかかりは村田取っかかりは村田珠珠珠珠光、も光、も光、も光、も

っとその前にっとその前にっとその前にっとその前に空海空海空海空海、、、、栄栄栄栄西西西西がおがおがおがお茶茶茶茶をををを持持持持ってってってって帰帰帰帰って、そこからって、そこからって、そこからって、そこから宗宗宗宗教文教文教文教文化から化から化から化から茶茶茶茶道が道が道が道が発発発発祥祥祥祥して、して、して、して、

そのそのそのその後後後後に小に小に小に小堀堀堀堀遠遠遠遠州州州州もいましたし、もいましたし、もいましたし、もいましたし、吉吉吉吉野の野の野の野の花花花花見見見見もありましたし、あとは、もありましたし、あとは、もありましたし、あとは、もありましたし、あとは、片桐石州片桐石州片桐石州片桐石州公公公公もいまもいまもいまもいま

すし、そのこすし、そのこすし、そのこすし、そのころろろろ恐恐恐恐らくらくらくらく茶茶茶茶人はここを人はここを人はここを人はここを当当当当然然然然濶濶濶濶歩歩歩歩してたしてたしてたしてたわわわわけです。けです。けです。けです。有有有有名名名名茶茶茶茶人、人、人、人、千千千千利休利休利休利休も来ていも来ていも来ていも来てい

たはたはたはたはずずずずです。そういうです。そういうです。そういうです。そういう歴歴歴歴史史史史ドラドラドラドラマがすごくありマがすごくありマがすごくありマがすごくあり過ぎ過ぎ過ぎ過ぎてなかなかてなかなかてなかなかてなかなか伝え伝え伝え伝えきれないときれないときれないときれないと思思思思います。います。います。います。

私もい私もい私もい私もいろろろろいいいいろ話ろ話ろ話ろ話を出したらを出したらを出したらを出したら尽尽尽尽きないので、ここにいるきないので、ここにいるきないので、ここにいるきないので、ここにいる何何何何人かは私の人かは私の人かは私の人かは私の毒毒毒毒気気気気にあてられてにあてられてにあてられてにあてられて辟辟辟辟



---- 33338888 ----

易易易易しているとしているとしているとしていると思思思思いますので、きいますので、きいますので、きいますので、きょょょょうはうはうはうは大大大大概に概に概に概にややややめておきます。めておきます。めておきます。めておきます。

私はルー私はルー私はルー私はルーツツツツとして日本人であり、として日本人であり、として日本人であり、として日本人であり、役役役役人ということで、人ということで、人ということで、人ということで、奈良奈良奈良奈良に来てすごくよかったなとに来てすごくよかったなとに来てすごくよかったなとに来てすごくよかったなと思思思思

います。一つは、います。一つは、います。一つは、います。一つは、歴歴歴歴史のルー史のルー史のルー史のルーツツツツというというというという意意意意味味味味ではではではでは古古古古事事事事記記記記。あとは。あとは。あとは。あとは文文文文書書書書、、、、言葉言葉言葉言葉のルーのルーのルーのルーツツツツとしてとしてとしてとして

はははは万葉集万葉集万葉集万葉集、、、、精精精精神性のルー神性のルー神性のルー神性のルーツツツツとしてはとしてはとしてはとしては唯識唯識唯識唯識ですとかですとかですとかですとか華華華華厳厳厳厳経ですとか、あとは神道です。そう経ですとか、あとは神道です。そう経ですとか、あとは神道です。そう経ですとか、あとは神道です。そう

いったものがあって、いったものがあって、いったものがあって、いったものがあって、自自自自分分分分のののの根根根根っこがよくっこがよくっこがよくっこがよくわわわわかったというかったというかったというかったという感感感感じじじじがします。もう一つのルーがします。もう一つのルーがします。もう一つのルーがします。もう一つのルー

ツツツツはははは役役役役人ですけれ人ですけれ人ですけれ人ですけれどどどども、も、も、も、ややややはり藤はり藤はり藤はり藤原原原原不不不不比比比比等等等等です。その前だとです。その前だとです。その前だとです。その前だと聖徳聖徳聖徳聖徳太太太太子子子子、この、この、この、この国国国国家家家家ををををどどどどううううやややや

ってつくっていこうかというってつくっていこうかというってつくっていこうかというってつくっていこうかという気気気気宇壮宇壮宇壮宇壮大大大大な取り組みをな取り組みをな取り組みをな取り組みを見見見見ると、私も小ると、私も小ると、私も小ると、私も小ぢぢぢぢんまりしていてはだんまりしていてはだんまりしていてはだんまりしていてはだ

めだなとめだなとめだなとめだなと決決決決意意意意を新たにします。を新たにします。を新たにします。を新たにします。

あと、平あと、平あと、平あと、平城遷城遷城遷城遷都都都都１２５０年のときにある学者が、１２５０年のときにある学者が、１２５０年のときにある学者が、１２５０年のときにある学者が、奈良奈良奈良奈良はははは幾幾幾幾つかのつかのつかのつかの時時時時代があるのですが、代があるのですが、代があるのですが、代があるのですが、

その中で一つその中で一つその中で一つその中で一つ言言言言わわわわれていたのがれていたのがれていたのがれていたのが女女女女性の性の性の性の時時時時代だと。もう代だと。もう代だと。もう代だと。もう女女女女性が性が性が性が生生生生きききき生生生生き活き活き活き活躍躍躍躍されていて、政されていて、政されていて、政されていて、政

治治治治面面面面でもでもでもでも宗宗宗宗教教教教面面面面でもでもでもでも文文文文化化化化面面面面でもでもでもでも非非非非常常常常にご活にご活にご活にご活躍躍躍躍されていたということでございます。されていたということでございます。されていたということでございます。されていたということでございます。

話話話話がががが尽尽尽尽きなくて、私は、きなくて、私は、きなくて、私は、きなくて、私は、６６６６年間ほとん年間ほとん年間ほとん年間ほとんどどどど観光という観光という観光という観光という意意意意味味味味ではではではでは奈良奈良奈良奈良から出ていないのです。から出ていないのです。から出ていないのです。から出ていないのです。

よっよっよっよっぽぽぽぽどどどどのののの用用用用事があるときは事があるときは事があるときは事があるときは家家家家族族族族で出る、あとほとんで出る、あとほとんで出る、あとほとんで出る、あとほとんど奈良ど奈良ど奈良ど奈良でででで過過過過ごして、それほごして、それほごして、それほごして、それほど６ど６ど６ど６年た年た年た年た

っても別にっても別にっても別にっても別に京京京京都都都都にも行きたくもなし、にも行きたくもなし、にも行きたくもなし、にも行きたくもなし、大大大大阪阪阪阪に行きたいでもなしで、に行きたいでもなしで、に行きたいでもなしで、に行きたいでもなしで、奈良奈良奈良奈良でまだまだ行ってでまだまだ行ってでまだまだ行ってでまだまだ行って

いないとこいないとこいないとこいないところろろろがあったのが心があったのが心があったのが心があったのが心残残残残りです。りです。りです。りです。

最最最最後後後後、、、、今今今今、久保田観光局長に一つ、久保田観光局長に一つ、久保田観光局長に一つ、久保田観光局長に一つ強強強強いいいい指指指指示示示示をしていまして、をしていまして、をしていまして、をしていまして、魅力魅力魅力魅力というというというという点点点点では、では、では、では、夜夜夜夜のののの魅魅魅魅

力創力創力創力創造造造造隊隊隊隊をををを結結結結成し成し成し成しろろろろとととと言言言言っています。っています。っています。っています。奈良奈良奈良奈良のののの夜夜夜夜のののの魅力創魅力創魅力創魅力創造造造造隊隊隊隊ををををボボボボラララランンンンティティティティアでアでアでアで結結結結成してし成してし成してし成してし

っかり開っかり開っかり開っかり開発発発発してくれということをしてくれということをしてくれということをしてくれということを指指指指示示示示しております。しております。しております。しております。以以以以上です。上です。上です。上です。

○畭委員○畭委員○畭委員○畭委員 余余余余りにりにりにりに聞聞聞聞きほれてしまいました。きほれてしまいました。きほれてしまいました。きほれてしまいました。再再再再質質質質問問問問ですが、ですが、ですが、ですが、へへへへこんでいるのがこんでいるのがこんでいるのがこんでいるのがオフシオフシオフシオフシーーーーズズズズ

ンのンのンのンの冬冬冬冬ですが、ですが、ですが、ですが、どちどちどちどちらかというとらかというとらかというとらかというと冬冬冬冬とかとかとかとか６６６６月に月に月に月にムムムムジークジークジークジークフェフェフェフェスススストトトトをををを持持持持ってきたり、ってきたり、ってきたり、ってきたり、奈良奈良奈良奈良ママママ

ララララソソソソンをンをンをンを持持持持ってきたり、それから光のページってきたり、それから光のページってきたり、それから光のページってきたり、それから光のページェェェェンンンントトトトですか、ですか、ですか、ですか、冬冬冬冬のののの燈花燈花燈花燈花会を会を会を会を持持持持ってこられたってこられたってこられたってこられた

りしているのですが、まだまだ事業としてはもっとりしているのですが、まだまだ事業としてはもっとりしているのですが、まだまだ事業としてはもっとりしているのですが、まだまだ事業としてはもっと稼稼稼稼がさがさがさがさせせせせないとだめなのですか。まだないとだめなのですか。まだないとだめなのですか。まだないとだめなのですか。まだ

まだあれまだあれまだあれまだあれぐぐぐぐらいではだめで、らいではだめで、らいではだめで、らいではだめで、奈良へ奈良へ奈良へ奈良へのののの誘客誘客誘客誘客数数数数も、も、も、も、何十万何十万何十万何十万人ではないですけれ人ではないですけれ人ではないですけれ人ではないですけれどどどども、もっとも、もっとも、もっとも、もっと

事業を事業を事業を事業を打打打打っていかなけれっていかなけれっていかなけれっていかなければばばばいけないと、県としてはそうおいけないと、県としてはそうおいけないと、県としてはそうおいけないと、県としてはそうお考え考え考え考えなのですか。だから、事業なのですか。だから、事業なのですか。だから、事業なのですか。だから、事業

があれがあれがあれがあれば泊ば泊ば泊ば泊まりまりまりまり客客客客もふもふもふもふええええるということですか。そのるということですか。そのるということですか。そのるということですか。その辺辺辺辺をおをおをおをお聞聞聞聞きしたいときしたいときしたいときしたいと思思思思います。います。います。います。

それと、県立それと、県立それと、県立それと、県立大大大大学については学については学については学についてはググググロロロローーーーババババルということで、ルということで、ルということで、ルということで、交交交交流セ流セ流セ流センンンンタタタターというのも（ーというのも（ーというのも（ーというのも（仮仮仮仮

称称称称）で）で）で）で書書書書いておりますが、いておりますが、いておりますが、いておりますが、世界世界世界世界から東アジアから来る学から東アジアから来る学から東アジアから来る学から東アジアから来る学生生生生たたたたちちちちのののの拠拠拠拠点点点点にふさにふさにふさにふさわわわわしい整備をしい整備をしい整備をしい整備を

していただくようにということでお願いをしておきます。していただくようにということでお願いをしておきます。していただくようにということでお願いをしておきます。していただくようにということでお願いをしておきます。

杉田副知事、杉田副知事、杉田副知事、杉田副知事、今今今今、い、い、い、いろろろろいいいいろろろろおっしおっしおっしおっしゃゃゃゃっていただきましたが、人によってっていただきましたが、人によってっていただきましたが、人によってっていただきましたが、人によって感感感感じ方じ方じ方じ方がががが違違違違うのうのうのうの

で、で、で、で、高高高高尚尚尚尚なななな感感感感想想想想だなとだなとだなとだなと思思思思いました。ルーいました。ルーいました。ルーいました。ルーツツツツとか、とか、とか、とか、壮壮壮壮大大大大だとか、それからだとか、それからだとか、それからだとか、それから外へ外へ外へ外へ行きたくない行きたくない行きたくない行きたくない
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ぐぐぐぐらい県らい県らい県らい県内内内内にいっにいっにいっにいっぱぱぱぱいいいい魅力魅力魅力魅力あるとか、特にあるとか、特にあるとか、特にあるとか、特に奈良奈良奈良奈良時時時時代、代、代、代、女女女女性が性が性が性が生生生生きききき生生生生きと活きと活きと活きと活躍躍躍躍したしたしたした奈良奈良奈良奈良であであであであ

るという、いるという、いるという、いるという、いろろろろいいいいろろろろなななな感感感感想想想想からからからから奈良奈良奈良奈良の目の目の目の目指指指指すすすすべべべべきものが、きものが、きものが、きものが、何何何何か少し私か少し私か少し私か少し私自自自自身身身身としてもいとしてもいとしてもいとしてもいろろろろいいいい

ろ教えろ教えろ教えろ教えていただいたようなていただいたようなていただいたようなていただいたような気気気気がいたします。ありがとうございました。がいたします。ありがとうございました。がいたします。ありがとうございました。がいたします。ありがとうございました。

○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 イイイイベベベベンンンントトトトをををを仕掛仕掛仕掛仕掛ける立ける立ける立ける立場場場場の者は県であり、の者は県であり、の者は県であり、の者は県であり、市市市市であり、あるいはまであり、あるいはまであり、あるいはまであり、あるいはまちづちづちづちづ

くりの団くりの団くりの団くりの団体体体体であったりいであったりいであったりいであったりいろろろろいいいいろろろろな団な団な団な団体体体体がございまして、がございまして、がございまして、がございまして、オフシオフシオフシオフシーーーーズズズズンの対策としていンの対策としていンの対策としていンの対策としていろろろろいいいい

ろろろろな取り組みをしております。そのな取り組みをしております。そのな取り組みをしております。そのな取り組みをしております。そのオフシオフシオフシオフシーーーーズズズズンの取り組みをしているのとンの取り組みをしているのとンの取り組みをしているのとンの取り組みをしているのと並並並並行して、そ行して、そ行して、そ行して、そ

れをさらにれをさらにれをさらにれをさらにブブブブラッシュラッシュラッシュラッシュアアアアップップップップして、県下でして、県下でして、県下でして、県下でイイイイベベベベンンンントトトトをしたときに、県下ををしたときに、県下ををしたときに、県下ををしたときに、県下を回回回回っていただくっていただくっていただくっていただく

という、こういうという、こういうという、こういうという、こういう仕仕仕仕組みを組みを組みを組みを完完完完成さ成さ成さ成させせせせていただかないといけないとていただかないといけないとていただかないといけないとていただかないといけないと思思思思っております。っております。っております。っております。午午午午前中前中前中前中

の和田委員のからのの和田委員のからのの和田委員のからのの和田委員のからの質質質質問問問問にもありましたが、こうして観光にもありましたが、こうして観光にもありましたが、こうして観光にもありましたが、こうして観光誘客誘客誘客誘客を図りますときに、を図りますときに、を図りますときに、を図りますときに、我々我々我々我々がががが

基礎基礎基礎基礎的な的な的な的な作作作作業としてしますのは、業としてしますのは、業としてしますのは、業としてしますのは、歳時歳時歳時歳時記記記記、年間の、年間の、年間の、年間のカレカレカレカレンンンンダダダダーをつくってーをつくってーをつくってーをつくって埋埋埋埋まっているかまっているかまっているかまっているかどどどど

うかというのをうかというのをうかというのをうかというのを確確確確認認認認するするするするわわわわけですけれけですけれけですけれけですけれどどどど、それは、、それは、、それは、、それは、奈良奈良奈良奈良県県県県全体全体全体全体もありますが、もありますが、もありますが、もありますが、各各各各地域でそ地域でそ地域でそ地域でそ

ののののカレカレカレカレンンンンダダダダーがーがーがーが埋埋埋埋まっているかということがまっているかということがまっているかということがまっているかということが非非非非常常常常にににに重重重重要になってまいります。まだまだす要になってまいります。まだまだす要になってまいります。まだまだす要になってまいります。まだまだす

きききき枠枠枠枠がいっがいっがいっがいっぱぱぱぱいありますので、特にいありますので、特にいありますので、特にいありますので、特にオフシオフシオフシオフシーーーーズズズズン、ン、ン、ン、冬冬冬冬であったり、ごであったり、ごであったり、ごであったり、ご指指指指摘摘摘摘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

６６６６月でありましたり、この月でありましたり、この月でありましたり、この月でありましたり、このカレカレカレカレンンンンダダダダーをしっかりーをしっかりーをしっかりーをしっかり埋埋埋埋めるということと、それから、めるということと、それから、めるということと、それから、めるということと、それから、埋埋埋埋めためためためた

カレカレカレカレンンンンダダダダー、ー、ー、ー、イイイイベベベベンンンントトトトななななどどどどをいかに県下をいかに県下をいかに県下をいかに県下全全全全域に域に域に域に効果効果効果効果ががががわわわわたるように、そういうたるように、そういうたるように、そういうたるように、そういう仕掛仕掛仕掛仕掛けけけけづづづづくくくく

りもありもありもありもあわせわせわせわせてててて必必必必要になるのかなと、まだまだですのでしっかりと要になるのかなと、まだまだですのでしっかりと要になるのかなと、まだまだですのでしっかりと要になるのかなと、まだまだですのでしっかりと頑張頑張頑張頑張っていきたいとっていきたいとっていきたいとっていきたいと思思思思いいいい

ます。ます。ます。ます。

○畭委員○畭委員○畭委員○畭委員 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。

市町市町市町市町村と連携することが村と連携することが村と連携することが村と連携することが大大大大事ということです事ということです事ということです事ということですねねねね、一つ、一つ、一つ、一つねねねね。ふるさと知事ネ。ふるさと知事ネ。ふるさと知事ネ。ふるさと知事ネットワットワットワットワークでークでークでークで

もいもいもいもいろろろろいいいいろろろろ美美美美術館術館術館術館のののの交交交交流流流流をされたりしていますし、そういうことををされたりしていますし、そういうことををされたりしていますし、そういうことををされたりしていますし、そういうことを考え考え考え考えると、もっとると、もっとると、もっとると、もっと皆皆皆皆ささささ

んからいんからいんからいんからいろろろろいいいいろろろろなアなアなアなアイデイデイデイデアをいただけるかとアをいただけるかとアをいただけるかとアをいただけるかと思思思思うのです。うのです。うのです。うのです。

私も、一つ私も、一つ私も、一つ私も、一つ今今今今ひひひひょょょょっとっとっとっと思思思思ったのは、地域でいったのは、地域でいったのは、地域でいったのは、地域でいろろろろいいいいろろろろなななな秋秋秋秋祭祭祭祭りをりをりをりをややややっています。それは地っています。それは地っています。それは地っています。それは地

域で域で域で域でややややるからいいのですが、そういうものを一るからいいのですが、そういうものを一るからいいのですが、そういうものを一るからいいのですが、そういうものを一堂堂堂堂にににに集集集集めて、たとめて、たとめて、たとめて、たとええええばばばば、、、、岸岸岸岸和田はだん和田はだん和田はだん和田はだんじじじじりりりり

ですけれですけれですけれですけれどどどども、も、も、も、岸岸岸岸和田和田和田和田市市市市で次で次で次で次 々々々々と山と山と山と山車車車車がががが大大大大字字字字から出るから出るから出るから出るわわわわけですが、それをけですが、それをけですが、それをけですが、それを集集集集めるともう少めるともう少めるともう少めるともう少

しにしにしにしにぎぎぎぎややややかになるのかなともかになるのかなともかになるのかなともかになるのかなとも思思思思ったりします。おんったりします。おんったりします。おんったりします。おん祭祭祭祭ももももずずずずっと長年地っと長年地っと長年地っと長年地元元元元であるのですが、であるのですが、であるのですが、であるのですが、

小学校のときは学校を小学校のときは学校を小学校のときは学校を小学校のときは学校を半半半半日で日で日で日で終わ終わ終わ終わってってってって見見見見に行くようにということで、一に行くようにということで、一に行くようにということで、一に行くようにということで、一緒緒緒緒にににに子子子子どどどどもと行っもと行っもと行っもと行っ

たたたた覚覚覚覚ええええはあるのですけれはあるのですけれはあるのですけれはあるのですけれどどどど、、、、今じ今じ今じ今じっとっとっとっと見見見見るほるほるほるほどどどど、、、、大大大大人にしたらあまり人にしたらあまり人にしたらあまり人にしたらあまり魅力魅力魅力魅力がないのです。がないのです。がないのです。がないのです。

私の私の私の私の父父父父もももも奈良市奈良市奈良市奈良市の職員でしたし、の職員でしたし、の職員でしたし、の職員でしたし、参参参参加したことはあるのですけれ加したことはあるのですけれ加したことはあるのですけれ加したことはあるのですけれどどどど、、、、失礼失礼失礼失礼ですが、ただ行ですが、ただ行ですが、ただ行ですが、ただ行

列列列列でででで歩歩歩歩いているというだけで、そこに立いているというだけで、そこに立いているというだけで、そこに立いているというだけで、そこに立ちどちどちどちどまってまってまってまって演演演演技技技技をしたりとか、もう少しをしたりとか、もう少しをしたりとか、もう少しをしたりとか、もう少し魅力魅力魅力魅力をつをつをつをつ

けれけれけれければばばば、おん、おん、おん、おん祭祭祭祭ももう少しももう少しももう少しももう少し見方見方見方見方がががが変変変変わわわわってくるのではないかなともってくるのではないかなともってくるのではないかなともってくるのではないかなとも思思思思ったりしています。ったりしています。ったりしています。ったりしています。
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それはそれはそれはそれは春春春春日日日日大社大社大社大社のおのおのおのお祭祭祭祭りだとりだとりだとりだと言言言言ってしまってしまってしまってしまええええばばばばそうかもしれまそうかもしれまそうかもしれまそうかもしれませせせせんが、本んが、本んが、本んが、本当当当当にににに寒寒寒寒い１２月の、い１２月の、い１２月の、い１２月の、

雪雪雪雪がががが降降降降るときもあるのですが、るときもあるのですが、るときもあるのですが、るときもあるのですが、見物見物見物見物人がたくさんいる人がたくさんいる人がたくさんいる人がたくさんいるわわわわけですから、けですから、けですから、けですから、せせせせっかくのっかくのっかくのっかくの恒恒恒恒例のお例のお例のお例のお

祭祭祭祭りのりのりのりの魅力魅力魅力魅力アアアアップップップップをいをいをいをいろろろろいいいいろ考えろ考えろ考えろ考えるともっとおんるともっとおんるともっとおんるともっとおん祭祭祭祭もももも生生生生まれまれまれまれ変変変変わわわわるのではないか。それはるのではないか。それはるのではないか。それはるのではないか。それは

そもそものおそもそものおそもそものおそもそものお祭祭祭祭りですからりですからりですからりですから生生生生まれまれまれまれ変変変変わわわわることはないのですが、ることはないのですが、ることはないのですが、ることはないのですが、見見見見るるるる側側側側からして、もう少しからして、もう少しからして、もう少しからして、もう少し

魅力魅力魅力魅力がアがアがアがアップップップップすれすれすれすればばばばいいかなといいかなといいかなといいかなと思思思思ったり、ったり、ったり、ったり、思思思思いつくままのいつくままのいつくままのいつくままの今今今今のののの話話話話でございます。そんなこでございます。そんなこでございます。そんなこでございます。そんなこ

とでとでとでとで何何何何か引きつけられるというか、か引きつけられるというか、か引きつけられるというか、か引きつけられるというか、吸吸吸吸いいいい寄寄寄寄せせせせられるような、そういうもののられるような、そういうもののられるような、そういうもののられるような、そういうものの魅力魅力魅力魅力アアアアップップップップをををを

考え考え考え考えていただけれていただけれていただけれていただければばばばありがたいとありがたいとありがたいとありがたいと思思思思っております。っております。っております。っております。先先先先ほほほほどどどどのののの市町市町市町市町村との連携とか、村との連携とか、村との連携とか、村との連携とか、カレカレカレカレンンンン

ダダダダーをーをーをーを埋埋埋埋めるというおめるというおめるというおめるというお話話話話をもう少しをもう少しをもう少しをもう少し教え教え教え教えてください。てください。てください。てください。

○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 観光観光観光観光面面面面でいいますと、例でいいますと、例でいいますと、例でいいますと、例ええええばばばば、県でしたら、県とそれから県も関係し、県でしたら、県とそれから県も関係し、県でしたら、県とそれから県も関係し、県でしたら、県とそれから県も関係し

ております（財）ております（財）ております（財）ております（財）奈良奈良奈良奈良県ビジ県ビジ県ビジ県ビジタタタターーーーズズズズビビビビュュュューーーーロロロローと連ーと連ーと連ーと連動動動動しながら、観光しながら、観光しながら、観光しながら、観光集客集客集客集客ややややＰＲＰＲＰＲＰＲ等等等等ををををややややっっっっ

ておりますけれておりますけれておりますけれておりますけれどどどど、この業、この業、この業、この業界界界界は、少なくともは、少なくともは、少なくともは、少なくとも半半半半年前には、例年前には、例年前には、例年前には、例ええええばばばば東東東東京京京京であったら東であったら東であったら東であったら東京京京京へへへへ向向向向

かって、かって、かって、かって、半半半半年年年年後後後後ににににどどどどういうういうういうういうイイイイベベベベンンンントトトトがあるかということをがあるかということをがあるかということをがあるかということをＰＲＰＲＰＲＰＲしていくことになるしていくことになるしていくことになるしていくことになるわわわわけでけでけでけで

す。そのす。そのす。そのす。その半半半半年年年年後後後後にこんなことをにこんなことをにこんなことをにこんなことをややややりますよということをりますよということをりますよということをりますよということを周周周周知知知知せせせせしめるときに、しめるときに、しめるときに、しめるときに、奈良奈良奈良奈良ははははずずずずっっっっ

と１月から１２月までと１月から１２月までと１月から１２月までと１月から１２月までカレカレカレカレンンンンダダダダーがーがーがーが埋埋埋埋めめめめ尽尽尽尽くされるほくされるほくされるほくされるほどどどどのいのいのいのいろろろろんな催事がありますよと。んな催事がありますよと。んな催事がありますよと。んな催事がありますよと。

それを催事で来られたら、ついでにこういうとこそれを催事で来られたら、ついでにこういうとこそれを催事で来られたら、ついでにこういうとこそれを催事で来られたら、ついでにこういうところろろろもももも回回回回れますよというようなれますよというようなれますよというようなれますよというようなカレカレカレカレンンンンダダダダーーーー

をををを作作作作成する。それを成する。それを成する。それを成する。それを見見見見るとるとるとると旅旅旅旅行関係者の行関係者の行関係者の行関係者の方方方方 々々々々は、これはは、これはは、これはは、これは奈良奈良奈良奈良はいつでもはいつでもはいつでもはいつでも誘客誘客誘客誘客できる、できる、できる、できる、安安安安心心心心

してしてしてして旅旅旅旅行行行行商商商商品品品品をつくれるなと。そういうをつくれるなと。そういうをつくれるなと。そういうをつくれるなと。そういう旅旅旅旅行をつくっていただくための行をつくっていただくための行をつくっていただくための行をつくっていただくための作作作作業をしていると業をしていると業をしていると業をしていると

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。

それから、おんそれから、おんそれから、おんそれから、おん祭祭祭祭やややや薪薪薪薪能能能能の例をの例をの例をの例を挙挙挙挙げげげげていただきました。ていただきました。ていただきました。ていただきました。伝統伝統伝統伝統行事に行事に行事に行事にどどどどううううややややってってってって我々我々我々我々からからからから

アアアアプロプロプロプローーーーチチチチしていくかというのも、していくかというのも、していくかというのも、していくかというのも、非非非非常常常常に課題でありまして、一般的なに課題でありまして、一般的なに課題でありまして、一般的なに課題でありまして、一般的な方方方方からからからから見見見見ますと、ますと、ますと、ますと、

例例例例ええええばばばば、おん、おん、おん、おん祭祭祭祭という行事がという行事がという行事がという行事がずずずずっと長いっと長いっと長いっと長い時時時時間間間間ややややる、あるいはる、あるいはる、あるいはる、あるいは薪薪薪薪能能能能にしましても、一日かかにしましても、一日かかにしましても、一日かかにしましても、一日かか

ってってってってややややるというようなものは、るというようなものは、るというようなものは、るというようなものは、今今今今、、、、生生生生きている人からきている人からきている人からきている人から見見見見ますと、少し長いのではないか、ますと、少し長いのではないか、ますと、少し長いのではないか、ますと、少し長いのではないか、

昔昔昔昔ならいざ知らならいざ知らならいざ知らならいざ知らずずずず、、、、今今今今のののの時時時時間間間間帯帯帯帯に合うのかという、そういうごに合うのかという、そういうごに合うのかという、そういうごに合うのかという、そういうご意見意見意見意見をををを聞聞聞聞いたりすることもいたりすることもいたりすることもいたりすることも

あるあるあるあるわわわわけですけれけですけれけですけれけですけれどどどど、一、一、一、一方方方方で、で、で、で、北北北北陸陸陸陸のののの方へ方へ方へ方へ行きましたら、例行きましたら、例行きましたら、例行きましたら、例ええええばばばばおおおおわわわわらららら風風風風のののの盆盆盆盆とかがありとかがありとかがありとかがあり

まして、まして、まして、まして、何何何何昼昼昼昼夜夜夜夜もももも踊踊踊踊り明かすようなり明かすようなり明かすようなり明かすような祭祭祭祭りがまたりがまたりがまたりがまた再再再再評評評評価価価価されている。このされている。このされている。このされている。この分分分分野はなかなか野はなかなか野はなかなか野はなかなか時時時時

間の観間の観間の観間の観念念念念だけでだけでだけでだけで評評評評価価価価がしがしがしがしづづづづらいとこらいとこらいとこらいところろろろもございますので、もございますので、もございますので、もございますので、同じ同じ同じ同じようなようなようなような評評評評価価価価をををを再再再再びびびび得得得得る、そる、そる、そる、そ

れれれれ以以以以上のものかも上のものかも上のものかも上のものかもわわわわかりまかりまかりまかりませせせせんけれんけれんけれんけれどどどど、い、い、い、いろろろろいいいいろろろろなななな工夫工夫工夫工夫をしていけるようにをしていけるようにをしていけるようにをしていけるように頑張頑張頑張頑張りたいとりたいとりたいとりたいと

思思思思います。います。います。います。

○畭委員○畭委員○畭委員○畭委員 このこのこのこの話話話話はははは尽尽尽尽きないときないときないときないと思思思思うのですけれうのですけれうのですけれうのですけれどどどど、、、、今今今今、、、、夜夜夜夜のののの奈良奈良奈良奈良というのもというのもというのもというのも今後考え今後考え今後考え今後考えていていていてい

かなけれかなけれかなけれかなければばばばいけないし、とにかくいけないし、とにかくいけないし、とにかくいけないし、とにかく商商商商店店店店街街街街がががが午午午午後後後後８８８８時時時時にににに灯灯灯灯がががが消消消消ええええるという、るという、るという、るという、閉閉閉閉まるという、まるという、まるという、まるという、
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これもこれもこれもこれも払拭払拭払拭払拭していかないと。いつまでもしていかないと。いつまでもしていかないと。いつまでもしていかないと。いつまでもダダダダウウウウンしたンしたンしたンした奈良奈良奈良奈良のののの夜夜夜夜ののののイメイメイメイメージしかージしかージしかージしか浮浮浮浮かび上がっかび上がっかび上がっかび上がっ

てこない。それと、久保田観光局長、前にてこない。それと、久保田観光局長、前にてこない。それと、久保田観光局長、前にてこない。それと、久保田観光局長、前に朝朝朝朝の観光をおっしの観光をおっしの観光をおっしの観光をおっしゃゃゃゃっていましたけれっていましたけれっていましたけれっていましたけれどどどど、あれ、あれ、あれ、あれ

ははははどどどどうなりましたか。うなりましたか。うなりましたか。うなりましたか。朝朝朝朝のののの奈良公園奈良公園奈良公園奈良公園、、、、朝朝朝朝のののの奈良奈良奈良奈良をををを楽楽楽楽しんでもらうためにはしんでもらうためにはしんでもらうためにはしんでもらうためには泊泊泊泊まってもらまってもらまってもらまってもらわわわわ

なけれなけれなけれなければばばばいけないということだったといけないということだったといけないということだったといけないということだったと思思思思うのですけれうのですけれうのですけれうのですけれどどどど、、、、朝朝朝朝の観光はの観光はの観光はの観光はどどどどうなりましたか。うなりましたか。うなりましたか。うなりましたか。

期期期期待待待待しているのですけれしているのですけれしているのですけれしているのですけれどどどど。。。。

○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 奈良公園奈良公園奈良公園奈良公園にににに限限限限定して定して定して定して申申申申しますと、しますと、しますと、しますと、何何何何年か前に、年か前に、年か前に、年か前に、奈良公園奈良公園奈良公園奈良公園をををを朝朝朝朝散散散散策して策して策して策して

いただくというようなマいただくというようなマいただくというようなマいただくというようなマップップップップをつくったりして、そのをつくったりして、そのをつくったりして、そのをつくったりして、その後後後後、平、平、平、平城遷城遷城遷城遷都都都都１３００年１３００年１３００年１３００年記念記念記念記念事業も事業も事業も事業も

あり、あり、あり、あり、十十十十分分分分かといいますと、いかといいますと、いかといいますと、いかといいますと、いろろろろいいいいろろろろと取り組んでいかなけれと取り組んでいかなけれと取り組んでいかなけれと取り組んでいかなければばばばならないのですけれならないのですけれならないのですけれならないのですけれどどどど、、、、

その中で、例その中で、例その中で、例その中で、例ええええばばばば奈良町奈良町奈良町奈良町の中で観光の中で観光の中で観光の中で観光客客客客におにおにおにお寺寺寺寺を開を開を開を開放放放放して一して一して一して一緒緒緒緒におにおにおにお参参参参りしましりしましりしましりしましょょょょう、う、う、う、毎毎毎毎日日日日やややや

りましりましりましりましょょょょうという取り組みも出てきておりますし、これはうという取り組みも出てきておりますし、これはうという取り組みも出てきておりますし、これはうという取り組みも出てきておりますし、これは冬冬冬冬場場場場にににに限限限限定したものでございま定したものでございま定したものでございま定したものでございま

すけれすけれすけれすけれどどどど、例、例、例、例ええええばばばば鹿鹿鹿鹿寄寄寄寄せせせせをしまして、そのをしまして、そのをしまして、そのをしまして、その後後後後、、、、奈良市内奈良市内奈良市内奈良市内ののののホホホホテテテテルルルル協協協協議会な議会な議会な議会などどどどが連携しましが連携しましが連携しましが連携しまし

て、て、て、て、朝朝朝朝ががががゆゆゆゆをををを食食食食していただこうというような取り組みも一していただこうというような取り組みも一していただこうというような取り組みも一していただこうというような取り組みも一番番番番ののののシシシシーーーーズズズズンンンンオフオフオフオフにはさにはさにはさにはさせせせせていていていてい

ただいています。こういうことをあるただいています。こういうことをあるただいています。こういうことをあるただいています。こういうことをある意意意意味味味味で目立つように、あるいは少しでも長くできるで目立つように、あるいは少しでも長くできるで目立つように、あるいは少しでも長くできるで目立つように、あるいは少しでも長くできる

ような取り組みもような取り組みもような取り組みもような取り組みも継継継継続して続して続して続してややややっていきたいとっていきたいとっていきたいとっていきたいと思思思思っております。っております。っております。っております。以以以以上です。上です。上です。上です。

○畭委員○畭委員○畭委員○畭委員 そういうそういうそういうそういう茶茶茶茶ががががゆゆゆゆをををを朝朝朝朝ははははどどどどこでもこでもこでもこでも食食食食べべべべられるように、観光られるように、観光られるように、観光られるように、観光客客客客だけではなく、私ただけではなく、私ただけではなく、私ただけではなく、私た

ちちちちももももちょちょちょちょっとっとっとっと入入入入ったらったらったらったら食食食食べべべべられるような、そういうられるような、そういうられるような、そういうられるような、そういう朝朝朝朝のののの奈良奈良奈良奈良をつくってもらいたいとをつくってもらいたいとをつくってもらいたいとをつくってもらいたいと思思思思っっっっ

ております。ております。ております。ております。朝朝朝朝市市市市とかを、とかを、とかを、とかを、奈良公園奈良公園奈良公園奈良公園でもいいですし、でもいいですし、でもいいですし、でもいいですし、ＪＲＪＲＪＲＪＲの広の広の広の広場場場場も広いですけれも広いですけれも広いですけれも広いですけれどどどど、だれ、だれ、だれ、だれ

もももも通通通通っているだけでっているだけでっているだけでっているだけで余余余余り活り活り活り活用用用用されていないのですが、されていないのですが、されていないのですが、されていないのですが、朝朝朝朝に新に新に新に新鮮鮮鮮鮮なお野なお野なお野なお野菜菜菜菜、、、、果物果物果物果物をををを買買買買うとか、うとか、うとか、うとか、

そういうことが広そういうことが広そういうことが広そういうことが広場場場場で行で行で行で行わわわわれたらもっと活れたらもっと活れたらもっと活れたらもっと活気気気気づづづづくのではないかともくのではないかともくのではないかともくのではないかとも思思思思ったりしいてるのでったりしいてるのでったりしいてるのでったりしいてるので

す。す。す。す。夜夜夜夜については、については、については、については、どどどどううううぞぞぞぞおおおお得得得得意意意意のののの分分分分野だと野だと野だと野だと思思思思いますので、いますので、いますので、いますので、ゆゆゆゆっくりっくりっくりっくり考え考え考え考えていただいてよていただいてよていただいてよていただいてよ

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。以以以以上です。上です。上です。上です。

○神田委員○神田委員○神田委員○神田委員 では、では、では、では、何何何何点点点点かお願いいたします。かお願いいたします。かお願いいたします。かお願いいたします。

私は私は私は私は、、、、「平成２５年度一般会計特別会計予算案の概要、平成２４年度一般会計特別会計「平成２５年度一般会計特別会計予算案の概要、平成２４年度一般会計特別会計「平成２５年度一般会計特別会計予算案の概要、平成２４年度一般会計特別会計「平成２５年度一般会計特別会計予算案の概要、平成２４年度一般会計特別会計

２月補正予算案の概要」の特に９２月補正予算案の概要」の特に９２月補正予算案の概要」の特に９２月補正予算案の概要」の特に９７７７７ページのページのページのページの質質質質のののの高高高高いいいい文文文文化化化化芸術芸術芸術芸術のののの実施実施実施実施及び及び及び及び参参参参加というとこ加というとこ加というとこ加というとこ

ろろろろでででで質質質質問問問問をさをさをさをさせせせせていただきたいとていただきたいとていただきたいとていただきたいと思思思思います。います。います。います。

ままままずムずムずムずムジークジークジークジークフェフェフェフェスススストトトトならの開催ですが、ならの開催ですが、ならの開催ですが、ならの開催ですが、大大大大変変変変評評評評判判判判がよかったということでございますがよかったということでございますがよかったということでございますがよかったということでございます

が、平成２４年度の開催地とが、平成２４年度の開催地とが、平成２４年度の開催地とが、平成２４年度の開催地と回回回回数数数数ははははどどどどのようなものだったのかということ。のようなものだったのかということ。のようなものだったのかということ。のようなものだったのかということ。参参参参加人加人加人加人数数数数ががががわわわわ

かれかれかれかればばばば教え教え教え教えてほしいです。そして、平成２５年度もてほしいです。そして、平成２５年度もてほしいです。そして、平成２５年度もてほしいです。そして、平成２５年度も再再再再び開催ということで、開催び開催ということで、開催び開催ということで、開催び開催ということで、開催期期期期間はこ間はこ間はこ間はこ

こにこにこにこに書書書書いていただいていますのでいていただいていますのでいていただいていますのでいていただいていますのでわわわわかります。かります。かります。かります。何回ぐ何回ぐ何回ぐ何回ぐらい、らい、らい、らい、どどどどこまで開催地をこまで開催地をこまで開催地をこまで開催地を拡大拡大拡大拡大されるされるされるされる

のか、そののか、そののか、そののか、その辺辺辺辺をををを聞聞聞聞かかかかせせせせていただきたいとていただきたいとていただきたいとていただきたいと思思思思います。います。います。います。
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そして、次に、そして、次に、そして、次に、そして、次に、橿橿橿橿原文原文原文原文化会化会化会化会館公館公館公館公開開開開放放放放送番送番送番送番組組組組誘致誘致誘致誘致事業というのがありますが、平成２４年事業というのがありますが、平成２４年事業というのがありますが、平成２４年事業というのがありますが、平成２４年

度、度、度、度、橿橿橿橿原原原原とととと奈良奈良奈良奈良のののの文文文文化会化会化会化会館館館館でででで世界世界世界世界的に的に的に的に有有有有名なというか、そういう名なというか、そういう名なというか、そういう名なというか、そういう公演公演公演公演をされたでしをされたでしをされたでしをされたでしょょょょうか。うか。うか。うか。

おおおお芝芝芝芝居居居居とか、あるいはとか、あるいはとか、あるいはとか、あるいは音音音音楽楽楽楽、または、または、または、またはミュミュミュミュージージージージカカカカル、そういうものがあったかル、そういうものがあったかル、そういうものがあったかル、そういうものがあったか教え教え教え教えてほしいてほしいてほしいてほしい

です。私もです。私もです。私もです。私も見見見見るのをうっかりしておりました。それをるのをうっかりしておりました。それをるのをうっかりしておりました。それをるのをうっかりしておりました。それを聞聞聞聞いてから、そのことに関連して次いてから、そのことに関連して次いてから、そのことに関連して次いてから、そのことに関連して次

質質質質問問問問いたしますので、とりあいたしますので、とりあいたしますので、とりあいたしますので、とりあえずえずえずえずそれをそれをそれをそれを教え教え教え教えてください。てください。てください。てください。

それから、それから、それから、それから、先先先先ほほほほどどどど奥山委員から出ました奥山委員から出ました奥山委員から出ました奥山委員から出ました世界遺産世界遺産世界遺産世界遺産のののの件件件件で、地で、地で、地で、地元元元元のののの橿橿橿橿原市原市原市原市、明日、明日、明日、明日香香香香村もし村もし村もし村もし

っかりしっかりしっかりしっかりしろろろろとととと言言言言っていただきました。私はっていただきました。私はっていただきました。私はっていただきました。私は頑張頑張頑張頑張っております。だからこうしてっております。だからこうしてっております。だからこうしてっております。だからこうして今今今今回回回回もももも質質質質問問問問

をさをさをさをさせせせせてもらったのですけれてもらったのですけれてもらったのですけれてもらったのですけれどどどども、いも、いも、いも、いろろろろいいいいろろろろ地地地地元元元元のののの方方方方でもでもでもでもややややっていただいておりますが、っていただいておりますが、っていただいておりますが、っていただいておりますが、

橿橿橿橿原市原市原市原市長も、最長も、最長も、最長も、最近近近近いいいいろろろろいいいいろろろろな会合でな会合でな会合でな会合で世界遺産登録世界遺産登録世界遺産登録世界遺産登録についてについてについてについて発発発発言言言言をしていただいていますのをしていただいていますのをしていただいていますのをしていただいていますの

で、そので、そので、そので、その気気気気になってきてくれたのかなというになってきてくれたのかなというになってきてくれたのかなというになってきてくれたのかなという思思思思いはいたします。ただ、いはいたします。ただ、いはいたします。ただ、いはいたします。ただ、香香香香久山の久山の久山の久山の方方方方で、で、で、で、世世世世

界遺産界遺産界遺産界遺産の中にの中にの中にの中に入入入入るとこるとこるとこるところろろろにににに焼却炉焼却炉焼却炉焼却炉をつくってしまったというをつくってしまったというをつくってしまったというをつくってしまったという話話話話もあって、それはとてももあって、それはとてももあって、それはとてももあって、それはとてもじじじじ

ゃゃゃゃないけれないけれないけれないけれどどどど受け受け受け受け入入入入れられないということで、れられないということで、れられないということで、れられないということで、橿橿橿橿原市原市原市原市がががが買買買買い上い上い上い上げげげげてというような、そんなてというような、そんなてというような、そんなてというような、そんな

協力協力協力協力というかというかというかというか準準準準備もしながら、備もしながら、備もしながら、備もしながら、世界遺産登録世界遺産登録世界遺産登録世界遺産登録に向けてはに向けてはに向けてはに向けては頑張頑張頑張頑張っているとこっているとこっているとこっているところろろろですが、ですが、ですが、ですが、ややややはははは

り地り地り地り地元元元元のののの盛盛盛盛り上がりというのはり上がりというのはり上がりというのはり上がりというのは非非非非常常常常にににに大大大大事だと事だと事だと事だと思思思思いますので、これからまた私たいますので、これからまた私たいますので、これからまた私たいますので、これからまた私たちちちち地地地地元元元元のののの

議員もい議員もい議員もい議員もいろろろろいいいいろろろろなとこなとこなとこなところろろろでそのことをでそのことをでそのことをでそのことを発発発発していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと思思思思います。います。います。います。

ただ、一般ただ、一般ただ、一般ただ、一般質質質質問問問問の中では、の中では、の中では、の中では、具体具体具体具体的に的に的に的に何何何何がががが今今今今課題で、その課題を課題で、その課題を課題で、その課題を課題で、その課題をどどどどうクうクうクうクリリリリアしていくのでアしていくのでアしていくのでアしていくので

すかというすかというすかというすかという質質質質問問問問をしておりましたが、そのときもをしておりましたが、そのときもをしておりましたが、そのときもをしておりましたが、そのときも聞聞聞聞ききききづづづづらい部らい部らい部らい部分分分分もあったのですが、もあったのですが、もあったのですが、もあったのですが、先先先先ほほほほ

どどどどのののの答弁答弁答弁答弁ででででわわわわかりました。地かりました。地かりました。地かりました。地元元元元のののの盛盛盛盛り上がり、あるいは学り上がり、あるいは学り上がり、あるいは学り上がり、あるいは学術術術術的な的な的な的な価値価値価値価値のののの証証証証明な明な明な明などどどど、そうい、そうい、そうい、そうい

うのはきうのはきうのはきうのはきちちちちっとクっとクっとクっとクリリリリアしていけますアしていけますアしていけますアしていけますねねねね。というとこ。というとこ。というとこ。というところろろろで、これはもうお願いしておきます。で、これはもうお願いしておきます。で、これはもうお願いしておきます。で、これはもうお願いしておきます。

しっかりと取り組んでいただいて、しっかりと取り組んでいただいて、しっかりと取り組んでいただいて、しっかりと取り組んでいただいて、橿橿橿橿原市原市原市原市、明日、明日、明日、明日香香香香村、村、村、村、桜井桜井桜井桜井市市市市が本が本が本が本当当当当にににに力力力力を合を合を合を合わせわせわせわせて、て、て、て、奈奈奈奈

良良良良県に４つも県に４つも県に４つも県に４つも世界遺産世界遺産世界遺産世界遺産なくてもいいだなくてもいいだなくてもいいだなくてもいいだろろろろうとか、そういうことがうとか、そういうことがうとか、そういうことがうとか、そういうことが言言言言わわわわれるとれるとれるとれると大大大大変変変変だとだとだとだと思思思思いいいい

ますので、学ますので、学ますので、学ますので、学術術術術的な的な的な的な証証証証明というのは明というのは明というのは明というのは非非非非常常常常にににに大大大大事だと事だと事だと事だと思思思思いますし、そのことはもう要いますし、そのことはもう要いますし、そのことはもう要いますし、そのことはもう要望望望望してしてしてして

おきたいとおきたいとおきたいとおきたいと思思思思います。います。います。います。

それから、９８ページのそれから、９８ページのそれから、９８ページのそれから、９８ページの文文文文化を化を化を化を核核核核にしたまにしたまにしたまにしたまちづちづちづちづくりの中で、くりの中で、くりの中で、くりの中で、奈良奈良奈良奈良らしい美らしい美らしい美らしい美術館術館術館術館・博・博・博・博物館物館物館物館

活活活活動動動動のありのありのありのあり方検討方検討方検討方検討事業という中で、美事業という中で、美事業という中で、美事業という中で、美術館術館術館術館・博・博・博・博物館物館物館物館のののの運運運運営営営営、、、、収収収収集集集集、、、、展展展展示示示示のののの奈良奈良奈良奈良らしいらしいらしいらしい展展展展示示示示

のののの仕方仕方仕方仕方とは、とは、とは、とは、どどどどういうことをういうことをういうことをういうことを構想構想構想構想にされているのか。にされているのか。にされているのか。にされているのか。展展展展示示示示のののの仕方仕方仕方仕方というのもというのもというのもというのも非非非非常常常常にににに難難難難しいしいしいしい

ということもありますので、少しということもありますので、少しということもありますので、少しということもありますので、少し外外外外れるかもれるかもれるかもれるかもわわわわからないけれからないけれからないけれからないけれどどどど、、、、高高高高松松松松塚塚塚塚のあののあののあののあの壁壁壁壁画画画画もももも今今今今はははは

がしてがしてがしてがして復元復元復元復元というかというかというかというか修理修理修理修理をしてもらっていますけれをしてもらっていますけれをしてもらっていますけれをしてもらっていますけれどどどど、それを、それを、それを、それをどどどどういうようにまたういうようにまたういうようにまたういうようにまた戻戻戻戻すとすとすとすと

か、か、か、か、高高高高松松松松塚塚塚塚の中の中の中の中へへへへというというというという話話話話もありますし、もありますし、もありますし、もありますし、どどどどんなふうにされるのかんなふうにされるのかんなふうにされるのかんなふうにされるのか気気気気になっておりますが、になっておりますが、になっておりますが、になっておりますが、

とりあとりあとりあとりあえず今えず今えず今えず今は、このは、このは、このは、この奈良奈良奈良奈良らしいというのはらしいというのはらしいというのはらしいというのはどどどどういうことをういうことをういうことをういうことを構想構想構想構想にしておられるのかおにしておられるのかおにしておられるのかおにしておられるのかお聞聞聞聞
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きしたいときしたいときしたいときしたいと思思思思います。います。います。います。

それから、一般それから、一般それから、一般それから、一般質質質質問問問問でもいたしました。でもいたしました。でもいたしました。でもいたしました。谷垣谷垣谷垣谷垣ならのならのならのならの魅力創魅力創魅力創魅力創造課長が造課長が造課長が造課長が大大大大変変変変一一一一生生生生懸命懸命懸命懸命取り組取り組取り組取り組

んで、説明してもらっていても、そのんで、説明してもらっていても、そのんで、説明してもらっていても、そのんで、説明してもらっていても、その意意意意気込気込気込気込みがすごくみがすごくみがすごくみがすごく伝わ伝わ伝わ伝わってまいりました。私たってまいりました。私たってまいりました。私たってまいりました。私たちちちちがががが

できるできるできるできる協力協力協力協力はしっかりしないといけないなというはしっかりしないといけないなというはしっかりしないといけないなというはしっかりしないといけないなという思思思思いにいにいにいに至至至至っております。もうっております。もうっております。もうっております。もうどどどどんんんんどどどどん予ん予ん予ん予

約約約約はあるのかとか、それこそはあるのかとか、それこそはあるのかとか、それこそはあるのかとか、それこそ拠拠拠拠点点点点地としての観光ルー地としての観光ルー地としての観光ルー地としての観光ルートトトト、、、、穴穴穴穴場場場場のような特のような特のような特のような特色色色色あるルーあるルーあるルーあるルートトトトもももも

つくっておられるのかというのをつくっておられるのかというのをつくっておられるのかというのをつくっておられるのかというのを聞聞聞聞きたいときたいときたいときたいと思思思思います。和田委員からは、たくさんいいます。和田委員からは、たくさんいいます。和田委員からは、たくさんいいます。和田委員からは、たくさんいろろろろいいいい

ろろろろなななな懸懸懸懸念念念念するようなことも出ておりました。するようなことも出ておりました。するようなことも出ておりました。するようなことも出ておりました。期期期期待待待待がががが大大大大きいだけに、そういう心きいだけに、そういう心きいだけに、そういう心きいだけに、そういう心配配配配事もある事もある事もある事もある

とととと思思思思うので、そのうので、そのうので、そのうので、その辺辺辺辺よよよよろろろろしくお願いいたします。しくお願いいたします。しくお願いいたします。しくお願いいたします。

それと、きのうもそれと、きのうもそれと、きのうもそれと、きのうも質質質質問問問問しておりましたが、しておりましたが、しておりましたが、しておりましたが、奈良奈良奈良奈良県県県県旅旅旅旅館館館館組合の下部組組合の下部組組合の下部組組合の下部組織織織織のののの女女女女将将将将の会というの会というの会というの会という

のを観光のを観光のを観光のを観光面面面面からその人たからその人たからその人たからその人たちちちちの取り組みをの取り組みをの取り組みをの取り組みを教え教え教え教えていただきたいとていただきたいとていただきたいとていただきたいと思思思思います。それだけです。います。それだけです。います。それだけです。います。それだけです。

○福井文化・教育課長○福井文化・教育課長○福井文化・教育課長○福井文化・教育課長 数点数点数点数点ごごごご質質質質問問問問をいただきました。をいただきました。をいただきました。をいただきました。

ままままずずずず、、、、ムムムムジークジークジークジークフェフェフェフェスススストトトトならの取り組みにかかならの取り組みにかかならの取り組みにかかならの取り組みにかかわわわわってでございます。ってでございます。ってでございます。ってでございます。

昨昨昨昨年は、年は、年は、年は、ムムムムジークジークジークジークフェフェフェフェスススストトトトなら２０１２となら２０１２となら２０１２となら２０１２と銘打銘打銘打銘打って、って、って、って、奈良奈良奈良奈良県で県で県で県で初初初初めて本めて本めて本めて本格格格格的な的な的な的な音音音音楽楽楽楽祭祭祭祭とととと

いういういういう形形形形で開催をしました。で開催をしました。で開催をしました。で開催をしました。６６６６月１４日から２４日までの１１日間で、月１４日から２４日までの１１日間で、月１４日から２４日までの１１日間で、月１４日から２４日までの１１日間で、奈良市内奈良市内奈良市内奈良市内の４０会の４０会の４０会の４０会場場場場

をををを舞台舞台舞台舞台に１０２のに１０２のに１０２のに１０２のココココンサーンサーンサーンサートトトトをををを実施実施実施実施したものでございます。来したものでございます。来したものでございます。来したものでございます。来場場場場者者者者数数数数はははは当当当当初初初初２２２２万万万万人の予定人の予定人の予定人の予定

をしておりましたけれをしておりましたけれをしておりましたけれをしておりましたけれどどどども、それをも、それをも、それをも、それを大大大大きく上きく上きく上きく上回回回回る３る３る３る３万万万万８８８８，，，，０００人の０００人の０００人の０００人の方方方方がご来がご来がご来がご来訪訪訪訪いただいいただいいただいいただい

ております。平成２５年度はております。平成２５年度はております。平成２５年度はております。平成２５年度はムムムムジークジークジークジークフェフェフェフェスススストトトトなら２０１３となら２０１３となら２０１３となら２０１３と銘打銘打銘打銘打って、って、って、って、６６６６月１４日から月１４日から月１４日から月１４日から

３０日までの１３０日までの１３０日までの１３０日までの１７７７７日間で、日間で、日間で、日間で、奈良奈良奈良奈良県県県県内内内内のののの文文文文化化化化施施施施設、設、設、設、社寺社寺社寺社寺、あるいはま、あるいはま、あるいはま、あるいはまちちちちなかのなかのなかのなかのホホホホールールールール等等等等で、で、で、で、

現在現在現在現在８５会８５会８５会８５会場場場場程度での開催を予定しております。程度での開催を予定しております。程度での開催を予定しております。程度での開催を予定しております。ココココンサーンサーンサーンサート数ト数ト数ト数はははは恐恐恐恐らく２００をらく２００をらく２００をらく２００を超超超超ええええるのるのるのるの

ではないかとではないかとではないかとではないかと考え考え考え考えております。目ております。目ております。目ております。目標標標標来来来来場場場場者者者者数数数数はははは約約約約６６６６万万万万人を予定しているとこ人を予定しているとこ人を予定しているとこ人を予定しているところろろろでございまでございまでございまでございま

す。す。す。す。昨昨昨昨年もかなり年もかなり年もかなり年もかなり盛況盛況盛況盛況でスでスでスでスタタタターーーートトトトしたしたしたしたわわわわけですけれけですけれけですけれけですけれどどどども、いも、いも、いも、いろろろろいいいいろろろろなななな反反反反省省省省点点点点をををを踏踏踏踏ままままええええて、て、て、て、

今今今今回回回回ムムムムジークジークジークジークフェフェフェフェスススストトトトなら２０１３になら２０１３になら２０１３になら２０１３に臨臨臨臨んでおりまして、その中で、最もんでおりまして、その中で、最もんでおりまして、その中で、最もんでおりまして、その中で、最も大大大大きなものが、きなものが、きなものが、きなものが、

先先先先ほほほほどどどど神田委員にお神田委員にお神田委員にお神田委員にお述述述述べべべべいただきました県いただきました県いただきました県いただきました県内へ内へ内へ内への広がりということでございます。平成２の広がりということでございます。平成２の広がりということでございます。平成２の広がりということでございます。平成２

５年度は５年度は５年度は５年度は橿橿橿橿原文原文原文原文化会化会化会化会館館館館、、、、万葉万葉万葉万葉文文文文化化化化館館館館、、、、談談談談山神山神山神山神社社社社、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは飛鳥寺飛鳥寺飛鳥寺飛鳥寺といったとこといったとこといったとこといったところろろろの地域での地域での地域での地域で

もももも実施実施実施実施を予定しておりますし、例を予定しておりますし、例を予定しておりますし、例を予定しておりますし、例ええええばばばば、、、、西西西西はははは宝宝宝宝山山山山寺寺寺寺とか、とか、とか、とか、朝護朝護朝護朝護孫孫孫孫子子子子寺寺寺寺とか、そういったとか、そういったとか、そういったとか、そういった場場場場

所でも開催を予定しております。所でも開催を予定しております。所でも開催を予定しております。所でも開催を予定しております。ややややはり県はり県はり県はり県内内内内でででで盛盛盛盛り上がっていくというのがり上がっていくというのがり上がっていくというのがり上がっていくというのが今後今後今後今後の新たなの新たなの新たなの新たな

基基基基軸軸軸軸になってくるとになってくるとになってくるとになってくると思思思思いますので、いますので、いますので、いますので、今後今後今後今後も広がりも広がりも広がりも広がり等等等等をををを念念念念頭頭頭頭に置きながら、開催に向けてに置きながら、開催に向けてに置きながら、開催に向けてに置きながら、開催に向けて準準準準

備を備を備を備を着々着々着々着々と進めていきたいとと進めていきたいとと進めていきたいとと進めていきたいと思思思思っております。っております。っております。っております。

２２２２点点点点目ですけれ目ですけれ目ですけれ目ですけれどどどども、も、も、も、橿橿橿橿原文原文原文原文化会化会化会化会館館館館とととと奈良文奈良文奈良文奈良文化会化会化会化会館館館館で平成２５年度ので平成２５年度ので平成２５年度ので平成２５年度の国際国際国際国際的な取り組み的な取り組み的な取り組み的な取り組み

ということでおということでおということでおということでお尋ね尋ね尋ね尋ねでございますが、でございますが、でございますが、でございますが、現在現在現在現在、、、、十十十十分把握分把握分把握分把握しておりましておりましておりましておりませせせせんので、この部んので、この部んので、この部んので、この部分分分分につにつにつにつ
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きましては、きましては、きましては、きましては、改改改改めてごめてごめてごめてご報報報報告告告告をさをさをさをさせせせせていただきたいとていただきたいとていただきたいとていただきたいと思思思思っております。っております。っております。っております。

それと、美それと、美それと、美それと、美術館術館術館術館、博、博、博、博物館等物館等物館等物館等、、、、奈良奈良奈良奈良らしいらしいらしいらしい文文文文化化化化施施施施設のあり設のあり設のあり設のあり方検討方検討方検討方検討について、おについて、おについて、おについて、お尋ね尋ね尋ね尋ねでござでござでござでござ

います。います。います。います。現在現在現在現在、、、、奈良奈良奈良奈良県にも県立美県にも県立美県にも県立美県にも県立美術館術館術館術館、、、、万葉万葉万葉万葉文文文文化化化化館館館館、民、民、民、民俗俗俗俗博博博博物館物館物館物館、あるいは、、あるいは、、あるいは、、あるいは、考考考考古古古古学学学学系系系系でででで

は、は、は、は、橿橿橿橿原考原考原考原考古古古古学学学学研研研研究究究究所所所所附附附附属属属属博博博博物館物館物館物館といった県立のといった県立のといった県立のといった県立の施施施施設に加設に加設に加設に加ええええまして、まして、まして、まして、国国国国立博立博立博立博物館物館物館物館とかとかとかとか市町市町市町市町

村が県村が県村が県村が県内内内内に設置しております資料に設置しております資料に設置しております資料に設置しております資料館等館等館等館等もたくさんございます。もたくさんございます。もたくさんございます。もたくさんございます。今今今今、、、、改改改改めて県めて県めて県めて県内全体内全体内全体内全体をををを見見見見渡渡渡渡

して、県としてして、県としてして、県としてして、県としてどどどどういうういうういうういう展展展展示示示示方方方方針針針針をををを持持持持った、あるいはった、あるいはった、あるいはった、あるいはどどどどういうういうういうういう場場場場所で所で所で所でどどどどういうういうういうういう機機機機能能能能をををを持持持持っっっっ

た美た美た美た美術館術館術館術館、博、博、博、博物館物館物館物館、あるいは、特に、あるいは、特に、あるいは、特に、あるいは、特に奈良奈良奈良奈良が１３００年のが１３００年のが１３００年のが１３００年の歴歴歴歴史史史史文文文文化の化の化の化の集集集集積積積積の地でもございまの地でもございまの地でもございまの地でもございま

すので、そういった連すので、そういった連すので、そういった連すので、そういった連綿綿綿綿とととと残残残残されたさまざまなされたさまざまなされたさまざまなされたさまざまな奈良奈良奈良奈良のののの歴歴歴歴史的資史的資史的資史的資産産産産、こういったものも、こういったものも、こういったものも、こういったものもどどどどのののの

ようにようにようにように展展展展示示示示していくのがいいのか、こういったこともしていくのがいいのか、こういったこともしていくのがいいのか、こういったこともしていくのがいいのか、こういったことも含含含含めて広く議めて広く議めて広く議めて広く議論論論論をしていきたいとをしていきたいとをしていきたいとをしていきたいと考考考考

ええええております。もております。もております。もております。もちろちろちろちろん私ん私ん私ん私どどどどもももも素素素素人では、とても進められま人では、とても進められま人では、とても進められま人では、とても進められませせせせんので、いんので、いんので、いんので、いろろろろいいいいろろろろなななな分分分分野の野の野の野の

有有有有識識識識者の者の者の者の方方方方におにおにおにお集集集集まりいただきまして、まりいただきまして、まりいただきまして、まりいただきまして、奈良奈良奈良奈良らしいとはらしいとはらしいとはらしいとは何何何何なのかという部なのかという部なのかという部なのかという部分分分分の資の資の資の資産産産産もももも含含含含めめめめ

てててて検討検討検討検討会を会を会を会を持持持持って進めていきたいとって進めていきたいとって進めていきたいとって進めていきたいと思思思思っているとこっているとこっているとこっ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。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○谷垣ならの魅力創造課長○谷垣ならの魅力創造課長○谷垣ならの魅力創造課長○谷垣ならの魅力創造課長 ＪＡＪＡＪＡＪＡならけんまほならけんまほならけんまほならけんまほろろろろばばばばキッキッキッキッチチチチンンンン内内内内にできます観光案にできます観光案にできます観光案にできます観光案内内内内所の所の所の所の件件件件

とととと女女女女将将将将の会についておの会についておの会についておの会についてお答答答答ええええをさをさをさをさせせせせていただきます。ていただきます。ていただきます。ていただきます。

ままままずずずずＪＡＪＡＪＡＪＡならけんまほならけんまほならけんまほならけんまほろろろろばばばばキッキッキッキッチチチチンンンン内内内内の観光案の観光案の観光案の観光案内内内内所についてですけれ所についてですけれ所についてですけれ所についてですけれどどどども、も、も、も、先先先先日、ご日、ご日、ご日、ご質質質質

問問問問いただいたいただいたいただいたいただいた以以以以降降降降に、３月１４日に県政に、３月１４日に県政に、３月１４日に県政に、３月１４日に県政記記記記者ク者ク者ク者クララララブブブブにおきまして、まほにおきまして、まほにおきまして、まほにおきまして、まほろろろろばばばばキッキッキッキッチチチチン及びン及びン及びン及び

同内同内同内同内観光案観光案観光案観光案内内内内所の所の所の所の施施施施設設設設内内内内容容容容につきまして、につきまして、につきまして、につきまして、ＪＡＪＡＪＡＪＡならけんならけんならけんならけん様様様様と私と私と私と私どどどどもとでもとでもとでもとで共同記共同記共同記共同記者会者会者会者会見見見見をををを実実実実

施施施施いたしました。これでいたしました。これでいたしました。これでいたしました。これで公公公公式式式式に本に本に本に本格格格格的な的な的な的なＰＲＰＲＰＲＰＲ活活活活動動動動というのにというのにというのにというのに着着着着手手手手いたしましたとこいたしましたとこいたしましたとこいたしましたところろろろでごでごでごでご

ざいます。ざいます。ざいます。ざいます。既既既既に新に新に新に新聞聞聞聞各社各社各社各社にもお取り上にもお取り上にもお取り上にもお取り上げげげげをいただいております。をいただいております。をいただいております。をいただいております。

それにそれにそれにそれに先先先先立立立立ちちちちまして、まして、まして、まして、先先先先月、月、月、月、首首首首都都都都圏圏圏圏ののののメディメディメディメディア関係者のア関係者のア関係者のア関係者の方方方方をおをおをおをお呼呼呼呼びしてびしてびしてびして実施実施実施実施しました、しました、しました、しました、

奈良奈良奈良奈良県観光県観光県観光県観光見見見見本本本本市市市市におきましては、地におきましては、地におきましては、地におきましては、地元市町元市町元市町元市町村村村村ややややＪＡＪＡＪＡＪＡならけんのならけんのならけんのならけんの方方方方とととと協力協力協力協力しまして、このしまして、このしまして、このしまして、この

ＪＡＪＡＪＡＪＡならけんまほならけんまほならけんまほならけんまほろろろろばばばばキッキッキッキッチチチチンを団ンを団ンを団ンを団体体体体のおのおのおのお客様客様客様客様やややや個個個個人のお人のお人のお人のお客様客様客様客様の立の立の立の立ちちちち寄寄寄寄り所として活り所として活り所として活り所として活用用用用しししし

ていただけるように、ていただけるように、ていただけるように、ていただけるように、周周周周辺辺辺辺のののの市町市町市町市町村の観光ス村の観光ス村の観光ス村の観光スポポポポットットットットとこのまほとこのまほとこのまほとこのまほろろろろばばばばキッキッキッキッチチチチンを組み合ンを組み合ンを組み合ンを組み合わせわせわせわせ

まして観光ルーまして観光ルーまして観光ルーまして観光ルートトトトにしていくようなご提案というのをさにしていくようなご提案というのをさにしていくようなご提案というのをさにしていくようなご提案というのをさせせせせていただいてるとこていただいてるとこていただいてるとこていただいてるところろろろでございでございでございでござい

ます。ます。ます。ます。

また、３月２また、３月２また、３月２また、３月２７７７７日に、このまほ日に、このまほ日に、このまほ日に、このまほろろろろばばばばキッキッキッキッチチチチンのンのンのンの竣竣竣竣工工工工式式式式がございますけれがございますけれがございますけれがございますけれどどどども、そのときも、そのときも、そのときも、そのとき

にまほにまほにまほにまほろろろろばばばばキッキッキッキッチチチチンのンのンのンの竣竣竣竣工工工工式式式式の案の案の案の案内内内内にあにあにあにあわせわせわせわせて、観光案て、観光案て、観光案て、観光案内内内内所におきましても、所におきましても、所におきましても、所におきましても、電電電電子子子子機機機機器器器器をををを

活活活活用用用用したおもてなし案したおもてなし案したおもてなし案したおもてなし案内やオ内やオ内やオ内やオリリリリジジジジナナナナル地図の提ル地図の提ル地図の提ル地図の提供供供供ののののデモデモデモデモンスンスンスンストトトトレレレレーーーーシシシションをョンをョンをョンを実施実施実施実施していくしていくしていくしていく

予定でございます。このような取り組みを予定でございます。このような取り組みを予定でございます。このような取り組みを予定でございます。このような取り組みを通じ通じ通じ通じまして、まして、まして、まして、ＪＡＪＡＪＡＪＡならけんまほならけんまほならけんまほならけんまほろろろろばばばばキッキッキッキッチチチチン及ン及ン及ン及

びびびび施施施施設設設設内内内内の観光案の観光案の観光案の観光案内内内内所が中所が中所が中所が中南南南南和地域活性化の和地域活性化の和地域活性化の和地域活性化の拠拠拠拠点施点施点施点施設となるよう、県としても設となるよう、県としても設となるよう、県としても設となるよう、県としても全力全力全力全力で取りで取りで取りで取り
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組んでまいりたいと組んでまいりたいと組んでまいりたいと組んでまいりたいと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。

次に、次に、次に、次に、女女女女将将将将の会の会の会の会へへへへの支援についての説明でございます。の支援についての説明でございます。の支援についての説明でございます。の支援についての説明でございます。

このこのこのこの奈良奈良奈良奈良県県県県旅旅旅旅館館館館組合の組合の組合の組合の女女女女将将将将の会は、平成の会は、平成の会は、平成の会は、平成７７７７年９月に年９月に年９月に年９月に奈良奈良奈良奈良県県県県旅旅旅旅館館館館・・・・ホホホホテテテテルルルル生生生生活活活活衛衛衛衛生同生同生同生同業組業組業組業組

合に加合に加合に加合に加盟盟盟盟するおかみさんたするおかみさんたするおかみさんたするおかみさんたちちちちで設立されました。会員で設立されました。会員で設立されました。会員で設立されました。会員数数数数はははは約約約約６６６６０名で、０名で、０名で、０名で、研研研研修修修修会の会の会の会の実施や実施や実施や実施や女女女女

性ならではの性ならではの性ならではの性ならではの視点視点視点視点でのでのでのでの奈良奈良奈良奈良のののの魅力魅力魅力魅力のののの発信発信発信発信ななななどどどどを行うを行うを行うを行う企画企画企画企画ななななどどどどを行っておられます。を行っておられます。を行っておられます。を行っておられます。

この会と県とのかかこの会と県とのかかこの会と県とのかかこの会と県とのかかわわわわりについてのご説明なのですが、りについてのご説明なのですが、りについてのご説明なのですが、りについてのご説明なのですが、昨昨昨昨年、年、年、年、同同同同会で「会で「会で「会で「奈良奈良奈良奈良のののの女女女女将将将将のおのおのおのお

勧勧勧勧めめめめ『『『『美美美美仏仏仏仏に出に出に出に出逢逢逢逢うううう旅旅旅旅』』』』」という観光」という観光」という観光」という観光パパパパンンンンフフフフレレレレットットットットをををを作作作作成されました。その成されました。その成されました。その成されました。その完完完完成成成成後後後後は、県は、県は、県は、県

が行っておりますが行っておりますが行っておりますが行っておりますメディメディメディメディア向けのア向けのア向けのア向けの首首首首都都都都圏セ圏セ圏セ圏セールスのールスのールスのールスの際際際際に、私に、私に、私に、私どどどどもがそれをもがそれをもがそれをもがそれを持参持参持参持参しまして、しまして、しまして、しまして、

旅旅旅旅行会行会行会行会社社社社向けに向けに向けに向けに積極積極積極積極的な的な的な的なＰＲＰＲＰＲＰＲを行ってまいりました。そのを行ってまいりました。そのを行ってまいりました。そのを行ってまいりました。その結結結結果果果果、、、、複複複複数数数数のののの旅旅旅旅行行行行社社社社において、において、において、において、

このこのこのこの素素素素材を活材を活材を活材を活用用用用したしたしたした商商商商品品品品造成がなされるな造成がなされるな造成がなされるな造成がなされるなどどどどの成の成の成の成果果果果が上がってございます。また、ことしが上がってございます。また、ことしが上がってございます。また、ことしが上がってございます。また、ことし

の１月１の１月１の１月１の１月１６６６６日、私と久保田観光局長の２名が、この日、私と久保田観光局長の２名が、この日、私と久保田観光局長の２名が、この日、私と久保田観光局長の２名が、この女女女女将将将将の会のの会のの会のの会の勉勉勉勉強強強強会に会に会に会に参参参参加さ加さ加さ加させせせせていただていただていただていただ

きました。そのきました。そのきました。そのきました。その場場場場におきまして、におきまして、におきまして、におきまして、効果効果効果効果的な的な的な的なＰＲＰＲＰＲＰＲやややや県と県と県と県と同同同同会との連携した取り組みの進め会との連携した取り組みの進め会との連携した取り組みの進め会との連携した取り組みの進め方方方方

について活について活について活について活発発発発なななな意見交換意見交換意見交換意見交換をさをさをさをさせせせせていただいております。加ていただいております。加ていただいております。加ていただいております。加ええええて、本年２月５日に県主催でて、本年２月５日に県主催でて、本年２月５日に県主催でて、本年２月５日に県主催で

開催しました開催しました開催しました開催しました奈良奈良奈良奈良県観光県観光県観光県観光見見見見本本本本市市市市におきましては、におきましては、におきましては、におきましては、奈良奈良奈良奈良をををを愛愛愛愛するおかみたするおかみたするおかみたするおかみたちちちちををををテテテテーマに、ーマに、ーマに、ーマに、旅旅旅旅

行会行会行会行会社社社社、出、出、出、出版社版社版社版社の担の担の担の担当当当当者者者者約約約約５０名に向けて、１１名のおかみさんた５０名に向けて、１１名のおかみさんた５０名に向けて、１１名のおかみさんた５０名に向けて、１１名のおかみさんたちちちちが和が和が和が和服服服服やややや古古古古代代代代衣装姿衣装姿衣装姿衣装姿

でおもてなしの心あふれるでおもてなしの心あふれるでおもてなしの心あふれるでおもてなしの心あふれるＰＲＰＲＰＲＰＲをしてくださいました。これがをしてくださいました。これがをしてくださいました。これがをしてくださいました。これが大大大大変変変変好評好評好評好評でして、でして、でして、でして、雑誌掲雑誌掲雑誌掲雑誌掲載載載載

やややや旅旅旅旅行行行行商商商商品品品品化に向けての化に向けての化に向けての化に向けての問問問問い合い合い合い合わせわせわせわせがががが入入入入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状状状況況況況でございます。でございます。でございます。でございます。

以以以以上のように上のように上のように上のように具体具体具体具体的な成的な成的な成的な成果果果果も上がっておりますので、も上がっておりますので、も上がっておりますので、も上がっておりますので、今後今後今後今後もこのような連携を進めてまもこのような連携を進めてまもこのような連携を進めてまもこのような連携を進めてま

いりたいといりたいといりたいといりたいと思思思思っております。っております。っております。っております。以以以以上です。上です。上です。上です。

○神田委員○神田委員○神田委員○神田委員 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。

ムムムムジークジークジークジークフェフェフェフェスススストトトトならは、そのとおりならは、そのとおりならは、そのとおりならは、そのとおり頑張頑張頑張頑張ってください。ってください。ってください。ってください。橿橿橿橿原市原市原市原市はははは入入入入っているのかっているのかっているのかっているのかどどどどうううう

かとかとかとかと思思思思っていたのですけれっていたのですけれっていたのですけれっていたのですけれどどどど、中和地域にたくさん、中和地域にたくさん、中和地域にたくさん、中和地域にたくさん入入入入れていただいているので、またれていただいているので、またれていただいているので、またれていただいているので、また宣宣宣宣伝伝伝伝

もしておきたいともしておきたいともしておきたいともしておきたいと思思思思いますので、よいますので、よいますので、よいますので、よろろろろしくお願いいたします。しくお願いいたします。しくお願いいたします。しくお願いいたします。

それから、それから、それから、それから、文文文文化会化会化会化会館館館館でのでのでのでの大大大大きなきなきなきな公演公演公演公演ということで、私は、平成２４年とということで、私は、平成２４年とということで、私は、平成２４年とということで、私は、平成２４年と聞聞聞聞いたのですけいたのですけいたのですけいたのですけ

れれれれどどどど。平成２４年でありましたか。。平成２４年でありましたか。。平成２４年でありましたか。。平成２４年でありましたか。

○福井文化・教育課長○福井文化・教育課長○福井文化・教育課長○福井文化・教育課長 平成２４年は平成２４年は平成２４年は平成２４年はムムムムジークジークジークジークフェフェフェフェスススストトトトならの中で、ならの中で、ならの中で、ならの中で、ロシロシロシロシア・ア・ア・ア・ナナナナシシシショョョョナナナナルルルル

管管管管弦弦弦弦楽楽楽楽団と団と団と団と樫樫樫樫本本本本大大大大進が進が進が進が共演共演共演共演したしたしたした公演公演公演公演がががが国際国際国際国際的な的な的な的な公演公演公演公演でございましたが、県のでございましたが、県のでございましたが、県のでございましたが、県の自自自自主事業とし主事業とし主事業とし主事業とし

てててて実施実施実施実施されたものは特にはございまされたものは特にはございまされたものは特にはございまされたものは特にはございませせせせんでした。あと民間が主催したものについては、んでした。あと民間が主催したものについては、んでした。あと民間が主催したものについては、んでした。あと民間が主催したものについては、調調調調

べべべべてございまてございまてございまてございませせせせんので、またんので、またんので、またんので、また調調調調べべべべておきます。済みまておきます。済みまておきます。済みまておきます。済みませせせせん。ん。ん。ん。

○神田委員○神田委員○神田委員○神田委員 何何何何でといいましたら、でといいましたら、でといいましたら、でといいましたら、ややややはりはりはりはり文文文文化会化会化会化会館館館館は、立は、立は、立は、立派派派派なななな施施施施設ですし、ここで、設ですし、ここで、設ですし、ここで、設ですし、ここで、世界世界世界世界
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的に的に的に的に有有有有名な人が名な人が名な人が名な人が集集集集まれるようなまれるようなまれるようなまれるような公演公演公演公演をををを打打打打っていくことがっていくことがっていくことがっていくことが大大大大事だと事だと事だと事だと思思思思うのです。特にこの２うのです。特にこの２うのです。特にこの２うのです。特にこの２

～３年、～３年、～３年、～３年、大大大大阪阪阪阪ではそういうではそういうではそういうではそういう大大大大きな会きな会きな会きな会館館館館がなくなったり、あるいはまた、がなくなったり、あるいはまた、がなくなったり、あるいはまた、がなくなったり、あるいはまた、フェフェフェフェススススティティティティババババルルルルホホホホ

ールもールもールもールもリリリリニュニュニュニューアルにーアルにーアルにーアルに入入入入って、もうって、もうって、もうって、もうオオオオーーーーププププンするのかンするのかンするのかンするのかどどどどうかというとこうかというとこうかというとこうかというところろろろです。そんな中です。そんな中です。そんな中です。そんな中

で、で、で、で、大大大大阪阪阪阪で予定されていた、例で予定されていた、例で予定されていた、例で予定されていた、例ええええばばばばミュミュミュミュージージージージカカカカルルルルややややババババレレレレエといったエといったエといったエといった公演公演公演公演がががが皆皆皆皆、、、、京京京京都都都都とか、とか、とか、とか、

大大大大津津津津市市市市のびのびのびのびわわわわ湖湖湖湖ホホホホールとか、またールとか、またールとか、またールとか、また佐佐佐佐渡裕渡裕渡裕渡裕さんのいらっしさんのいらっしさんのいらっしさんのいらっしゃゃゃゃるるるる兵庫兵庫兵庫兵庫県立県立県立県立芸術文芸術文芸術文芸術文化化化化セセセセンンンンタタタターでーでーでーで

開催というようなことになって、そういう中で、開催というようなことになって、そういう中で、開催というようなことになって、そういう中で、開催というようなことになって、そういう中で、ややややはりいはりいはりいはりいろろろろいいいいろろろろなアンなアンなアンなアンテテテテナナナナをしっかりをしっかりをしっかりをしっかり張張張張

っておいて、っておいて、っておいて、っておいて、奈良奈良奈良奈良県に引っ県に引っ県に引っ県に引っ張張張張ってくるとか、ってくるとか、ってくるとか、ってくるとか、距距距距離離離離的にはそんなに的にはそんなに的にはそんなに的にはそんなに遠遠遠遠くもないし、くもないし、くもないし、くもないし、電車電車電車電車でもでもでもでも

車車車車でもでもでもでも遠遠遠遠くない中で、そういうくない中で、そういうくない中で、そういうくない中で、そういう公演公演公演公演をすれをすれをすれをすればばばば、、、、フフフファァァァンがいっンがいっンがいっンがいっぱぱぱぱいいますので、いいますので、いいますので、いいますので、他府他府他府他府県から県から県から県から

もももも集集集集まってくるとまってくるとまってくるとまってくると思思思思うのです。うのです。うのです。うのです。ムムムムジークジークジークジークフェフェフェフェスススストトトトならにすごい予算をつけておられるので、ならにすごい予算をつけておられるので、ならにすごい予算をつけておられるので、ならにすごい予算をつけておられるので、

これでもうこれでもうこれでもうこれでもう文文文文化会化会化会化会館館館館ではできないのかなとではできないのかなとではできないのかなとではできないのかなと思思思思いますけれいますけれいますけれいますけれどどどども、これはこれで、またも、これはこれで、またも、これはこれで、またも、これはこれで、また文文文文化会化会化会化会

館館館館をしっかり活をしっかり活をしっかり活をしっかり活用用用用して、みんながクして、みんながクして、みんながクして、みんながクラシッラシッラシッラシックとかクとかクとかクとか芸術芸術芸術芸術にににに親親親親しめるようなしめるようなしめるようなしめるような機機機機会を会を会を会を多多多多くくくく持持持持つこつこつこつこ

とがとがとがとが大大大大事なのではないかと事なのではないかと事なのではないかと事なのではないかと思思思思うんです。うんです。うんです。うんです。

去去去去年だったかことしだったか、年だったかことしだったか、年だったかことしだったか、年だったかことしだったか、万葉万葉万葉万葉文文文文化化化化館館館館で、中山地域振興部長のご案で、中山地域振興部長のご案で、中山地域振興部長のご案で、中山地域振興部長のご案内内内内でででで宮宮宮宮本本本本亜亜亜亜門門門門ささささ

んにお会いいたしました。だから、んにお会いいたしました。だから、んにお会いいたしました。だから、んにお会いいたしました。だから、宮宮宮宮本本本本亜亜亜亜門門門門さんもいさんもいさんもいさんもいろろろろいいいいろろろろなななな舞台舞台舞台舞台監督監督監督監督をしておられるのをしておられるのをしておられるのをしておられるの

で、そういうで、そういうで、そういうで、そういう方方方方がががが監督監督監督監督あるいは主催者になってあるいは主催者になってあるいは主催者になってあるいは主催者になって芸術芸術芸術芸術をををを繰繰繰繰り広り広り広り広げげげげていくことを一ていくことを一ていくことを一ていくことを一遍遍遍遍ややややってほってほってほってほ

しいとしいとしいとしいと思思思思うのです。東うのです。東うのです。東うのです。東京京京京へへへへ帰帰帰帰る杉田副知事に、東る杉田副知事に、東る杉田副知事に、東る杉田副知事に、東京京京京はははは芸術文芸術文芸術文芸術文化が化が化が化が何何何何でもでもでもでも集集集集中しております中しております中しております中しております

し、そういうとこし、そういうとこし、そういうとこし、そういうところろろろからからからから芸術文芸術文芸術文芸術文化を化を化を化を送送送送ってもらってもらってもらってもらええええるようなるようなるようなるようなパパパパイプ役イプ役イプ役イプ役にもなってほしいし、にもなってほしいし、にもなってほしいし、にもなってほしいし、

次は、前田総務部長ですが、まだ次は、前田総務部長ですが、まだ次は、前田総務部長ですが、まだ次は、前田総務部長ですが、まだ奈良奈良奈良奈良県に県に県に県に残残残残ってくださるのだから、そのってくださるのだから、そのってくださるのだから、そのってくださるのだから、その辺辺辺辺のののの芸術芸術芸術芸術的な活的な活的な活的な活

動動動動にも取り組んでほしい。にも取り組んでほしい。にも取り組んでほしい。にも取り組んでほしい。奈良奈良奈良奈良県には県には県には県には伝統文伝統文伝統文伝統文化がいっ化がいっ化がいっ化がいっぱぱぱぱいあります。お水取りもあるし、いあります。お水取りもあるし、いあります。お水取りもあるし、いあります。お水取りもあるし、

正正正正倉院展倉院展倉院展倉院展もあります。これらはもうもあります。これらはもうもあります。これらはもうもあります。これらはもうリピリピリピリピーーーータタタターも本ーも本ーも本ーも本当当当当にににに多多多多いし、すいし、すいし、すいし、すばばばばらしいらしいらしいらしい伝統伝統伝統伝統行事だと行事だと行事だと行事だと

思思思思いますけれいますけれいますけれいますけれどどどども、も、も、も、ややややはりそれに加はりそれに加はりそれに加はりそれに加ええええて、て、て、て、世界世界世界世界にににに通用通用通用通用するするするする方方方方に来てもらって、に来てもらって、に来てもらって、に来てもらって、奈良奈良奈良奈良県の県の県の県の若若若若

い人たい人たい人たい人たちちちちもももも親親親親しめるしめるしめるしめる芸術芸術芸術芸術というものに取り組んでいってほしいとというものに取り組んでいってほしいとというものに取り組んでいってほしいとというものに取り組んでいってほしいと思思思思うのですけれうのですけれうのですけれうのですけれどどどども、杉も、杉も、杉も、杉

田副知事、いかがですか。田副知事、いかがですか。田副知事、いかがですか。田副知事、いかがですか。古古古古いこともよくごいこともよくごいこともよくごいこともよくご存じ存じ存じ存じだけれだけれだけれだけれどどどど、そういう新しい、そういう新しい、そういう新しい、そういう新しい芸術芸術芸術芸術というこというこというこというこ

ともこのともこのともこのともこの奈良奈良奈良奈良県で広めていただいて、そのきっかけとなるのがこの県で広めていただいて、そのきっかけとなるのがこの県で広めていただいて、そのきっかけとなるのがこの県で広めていただいて、そのきっかけとなるのがこのムムムムジークジークジークジークフェフェフェフェスススストトトトならならならなら

だとだとだとだと思思思思うので、これにお金をかけていただいているのは私もうので、これにお金をかけていただいているのは私もうので、これにお金をかけていただいているのは私もうので、これにお金をかけていただいているのは私も賛賛賛賛同同同同しておりますけれしておりますけれしておりますけれしておりますけれどどどど、、、、今今今今

度はまたそういう度はまたそういう度はまたそういう度はまたそういう文文文文化会化会化会化会館館館館を活を活を活を活用用用用したしたしたした芸術芸術芸術芸術というものにも取り組んでほしいとというものにも取り組んでほしいとというものにも取り組んでほしいとというものにも取り組んでほしいと思思思思うのですうのですうのですうのです

が、ご所が、ご所が、ご所が、ご所見見見見をををを伺伺伺伺っておきたいとっておきたいとっておきたいとっておきたいと思思思思います。います。います。います。

それから、それから、それから、それから、ＪＡＪＡＪＡＪＡならけんまほならけんまほならけんまほならけんまほろろろろばばばばキッキッキッキッチチチチン、いよいよン、いよいよン、いよいよン、いよいよオオオオーーーーププププンですので、ンですので、ンですので、ンですので、オオオオーーーーププププンをすンをすンをすンをす

れれれればばばば、、、、考え考え考え考えていたこととていたこととていたこととていたことと違違違違うなということはうなということはうなということはうなということは必必必必ずずずず起起起起こるとこるとこるとこると思思思思います。います。います。います。起起起起こりますけこりますけこりますけこりますけどどどど、そ、そ、そ、そ

れはれはれはれはややややはりはりはりはり今今今今までまでまでまで準準準準備段備段備段備段階階階階でででで培培培培っていただいたものがあるので、うまく対っていただいたものがあるので、うまく対っていただいたものがあるので、うまく対っていただいたものがあるので、うまく対応応応応していってもしていってもしていってもしていっても
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ららららええええるとるとるとると思思思思いますし、いますし、いますし、いますし、オオオオーーーーププププンをンをンをンを楽楽楽楽しみにしておきたいとしみにしておきたいとしみにしておきたいとしみにしておきたいと思思思思います。はい、います。はい、います。はい、います。はい、頑張頑張頑張頑張ってくだってくだってくだってくだ

さい。それからさい。それからさい。それからさい。それから女女女女将将将将の会は、私がの会は、私がの会は、私がの会は、私が聞聞聞聞いたときは少し心いたときは少し心いたときは少し心いたときは少し心配配配配なななな状状状状況況況況だったもので、県との関だったもので、県との関だったもので、県との関だったもので、県との関わわわわ

りはりはりはりはどどどどうかなとうかなとうかなとうかなと思思思思っていたのですけれっていたのですけれっていたのですけれっていたのですけれどどどども、いいも、いいも、いいも、いい雰雰雰雰囲囲囲囲気気気気でででで両両両両方方方方頑張頑張頑張頑張っていただいていますっていただいていますっていただいていますっていただいています

ので、きのうもので、きのうもので、きのうもので、きのうも言言言言いましたが、いましたが、いましたが、いましたが、６６６６０人の中では、特に０人の中では、特に０人の中では、特に０人の中では、特に吉吉吉吉野の野の野の野の方方方方の人がの人がの人がの人が多多多多いのでしいのでしいのでしいのでしょょょょうか。うか。うか。うか。

これからまたこれからまたこれからまたこれからまた桜桜桜桜のののの季節季節季節季節になりますし、このになりますし、このになりますし、このになりますし、この吉吉吉吉野こそ野こそ野こそ野こそリピリピリピリピーーーータタタターのーのーのーの方方方方にふにふにふにふええええてほしいとてほしいとてほしいとてほしいと思思思思いいいい

ます。おかみさんのおもてなしというのはます。おかみさんのおもてなしというのはます。おかみさんのおもてなしというのはます。おかみさんのおもてなしというのは何何何何よりもですので、加よりもですので、加よりもですので、加よりもですので、加賀温賀温賀温賀温泉の泉の泉の泉の方方方方では、では、では、では、レレレレディディディディ

ー・ー・ー・ー・ガガガガガガガガににににちちちちなんで、なんで、なんで、なんで、レレレレディディディディー・ー・ー・ー・カガカガカガカガとかいって、おかみさんたとかいって、おかみさんたとかいって、おかみさんたとかいって、おかみさんたちちちちがそういうがそういうがそういうがそういうググググルールールーループプププ名名名名

をつけてをつけてをつけてをつけて頑張頑張頑張頑張っておられるというのもっておられるというのもっておられるというのもっておられるというのも聞聞聞聞きましたので、そうきましたので、そうきましたので、そうきましたので、そう女女女女将将将将の会におの会におの会におの会にお伝え伝え伝え伝えください。ください。ください。ください。

では、杉田副知事のご所では、杉田副知事のご所では、杉田副知事のご所では、杉田副知事のご所見見見見だけお願いします。だけお願いします。だけお願いします。だけお願いします。

○杉田副知事○杉田副知事○杉田副知事○杉田副知事 先先先先ほほほほどどどど畭委員のお畭委員のお畭委員のお畭委員のお話話話話で、で、で、で、奈良奈良奈良奈良のよいとこのよいとこのよいとこのよいところろろろをををを歴歴歴歴史中心に史中心に史中心に史中心に述述述述べべべべたのですが、たのですが、たのですが、たのですが、

現在現在現在現在をををを見見見見ますと、ますと、ますと、ますと、現在現在現在現在のののの奈良奈良奈良奈良県の県民の県の県民の県の県民の県の県民の文文文文化化化化創創創創造活造活造活造活動動動動はおはおはおはお世世世世辞辞辞辞にもにもにもにも高高高高いいいい状態状態状態状態にはにはにはには言言言言ええええないないないない

とととと思思思思います。例います。例います。例います。例ええええばばばば、、、、万葉集万葉集万葉集万葉集あるいは東あるいは東あるいは東あるいは東大寺大寺大寺大寺にににに残残残残っていますっていますっていますっています伎楽伎楽伎楽伎楽面面面面ですとか、ですとか、ですとか、ですとか、運運運運慶慶慶慶、、、、快快快快慶慶慶慶

がががが残残残残したものをしたものをしたものをしたものを見見見見ると、まだると、まだると、まだると、まだ顔顔顔顔向けができる向けができる向けができる向けができるレベレベレベレベルではないのではないかとルではないのではないかとルではないのではないかとルではないのではないかと思思思思います。そいます。そいます。そいます。そ

ういうとこういうとこういうとこういうところろろろで、で、で、で、今今今今、知事が、知事が、知事が、知事が力力力力をををを入入入入れていることだとれていることだとれていることだとれていることだと思思思思います。います。います。います。ややややはりはりはりはり文文文文化活化活化活化活動動動動というのというのというのというの

は、さまざまなは、さまざまなは、さまざまなは、さまざまな波波波波及及及及効果効果効果効果がありますのでおがありますのでおがありますのでおがありますのでおろろろろそかにしてはいけないのだそかにしてはいけないのだそかにしてはいけないのだそかにしてはいけないのだろろろろうとうとうとうと思思思思います。います。います。います。

よそからよそからよそからよそから見見見見ていてていてていてていて気気気気づづづづくこととして、くこととして、くこととして、くこととして、橿橿橿橿原文原文原文原文化会化会化会化会館館館館のののの稼稼稼稼働率働率働率働率がががが非非非非常常常常にににに低低低低いのです。いっいのです。いっいのです。いっいのです。いっ

そそそそ筋筋筋筋のいいものはもうのいいものはもうのいいものはもうのいいものはもう値値値値段を下段を下段を下段を下げげげげててててややややってもらったってもらったってもらったってもらった方方方方がまだいいのではないかとがまだいいのではないかとがまだいいのではないかとがまだいいのではないかと思思思思ううううぐぐぐぐらららら

いいいい何何何何もしていないのです。私、もしていないのです。私、もしていないのです。私、もしていないのです。私、唯唯唯唯一例一例一例一例外外外外で県で県で県で県外外外外に出るのがに出るのがに出るのがに出るのが兵庫兵庫兵庫兵庫県立県立県立県立芸術文芸術文芸術文芸術文化化化化セセセセンンンンタタタターなのーなのーなのーなの

です。です。です。です。阪阪阪阪神・神・神・神・淡淡淡淡路路路路大大大大震震震震災後災後災後災後にににに復復復復興のために興のために興のために興のために文文文文化で化で化で化で兵庫兵庫兵庫兵庫県民に県民に県民に県民に希希希希望望望望をををを与与与与ええええるというるというるというるという理理理理想想想想のものものものも

とにできたものです。とにできたものです。とにできたものです。とにできたものです。安安安安藤藤藤藤忠忠忠忠雄雄雄雄さんのさんのさんのさんの建建建建築築築築ですですですですばばばばらしいとこらしいとこらしいとこらしいところろろろです。です。です。です。ややややっているっているっているっている演演演演目もす目もす目もす目もす

ばばばばらしいもので、らしいもので、らしいもので、らしいもので、先先先先ほほほほどどどどのののの佐佐佐佐渡裕渡裕渡裕渡裕さんがさんがさんがさんが芸術芸術芸術芸術監督監督監督監督をされまして、一をされまして、一をされまして、一をされまして、一流流流流のものがあります。のものがあります。のものがあります。のものがあります。

私もそこで、私もそこで、私もそこで、私もそこで、娘娘娘娘ががががババババレレレレエをエをエをエをややややっていますので、っていますので、っていますので、っていますので、ロシロシロシロシアの一アの一アの一アの一流流流流どどどどこここころろろろののののババババレレレレエが１０エが１０エが１０エが１０メメメメーーーートトトト

ルのルのルのルの距距距距離離離離でででで見見見見られるられるられるられるわわわわけです。けです。けです。けです。劇劇劇劇場場場場を出たときにを出たときにを出たときにを出たときにババババレリレリレリレリーーーーナナナナの人に会ったり、の人に会ったり、の人に会ったり、の人に会ったり、握握握握手手手手してもしてもしてもしても

らったりして、らったりして、らったりして、らったりして、娘娘娘娘にとって一にとって一にとって一にとって一生生生生もののもののもののものの感感感感動動動動なのですが、なのですが、なのですが、なのですが、唯唯唯唯一一一一奈良奈良奈良奈良で経で経で経で経験験験験できないのがそうできないのがそうできないのがそうできないのがそう

いうとこいうとこいうとこいうところろろろです。です。です。です。

私も私も私も私もどどどどこがこがこがこが負負負負けているのかなとけているのかなとけているのかなとけているのかなと思思思思い、このい、このい、このい、この兵庫兵庫兵庫兵庫県立県立県立県立芸術文芸術文芸術文芸術文化化化化セセセセンンンンタタタターの成ーの成ーの成ーの成功功功功のかのかのかのかぎぎぎぎをををを書書書書

いた本をいた本をいた本をいた本を読読読読みました。いみました。いみました。いみました。いろろろろいいいいろろろろあるのですが、その前段に、あるのですが、その前段に、あるのですが、その前段に、あるのですが、その前段に、実実実実ははははピピピピッコロッコロッコロッコロ劇劇劇劇団というのが団というのが団というのが団というのが

兵庫兵庫兵庫兵庫県にありまして、すそ野があった。それができる前、県にありまして、すそ野があった。それができる前、県にありまして、すそ野があった。それができる前、県にありまして、すそ野があった。それができる前、震震震震災災災災前にジ前にジ前にジ前にジュニュニュニュニアアアアオオオオーーーーケケケケスススストラトラトラトラ

という、まさしくという、まさしくという、まさしくという、まさしく今奈良今奈良今奈良今奈良県が県が県が県がややややっているようなことをっているようなことをっているようなことをっているようなことを既既既既ににににややややっていた。それで、すそ野がっていた。それで、すそ野がっていた。それで、すそ野がっていた。それで、すそ野が

広がってきて、そして広がってきて、そして広がってきて、そして広がってきて、そして復復復復興で興で興で興で何何何何かつくかつくかつくかつくろろろろうといって、うといって、うといって、うといって、当当当当初初初初は４００は４００は４００は４００億億億億円円円円ぐぐぐぐらいかけたかっらいかけたかっらいかけたかっらいかけたかっ
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たのですけれたのですけれたのですけれたのですけれどどどど、お金もないしということで２００、お金もないしということで２００、お金もないしということで２００、お金もないしということで２００億億億億円円円円にににに絞絞絞絞って特化してつくって、あそって特化してつくって、あそって特化してつくって、あそって特化してつくって、あそ

こはこはこはこはホホホホール名にはすール名にはすール名にはすール名にはすべべべべてててて企企企企業の業の業の業の協協協協賛賛賛賛がががが入入入入っていまして、民間もっていまして、民間もっていまして、民間もっていまして、民間も協力協力協力協力してしてしてしてややややっている。っている。っている。っている。

奈良奈良奈良奈良県も県も県も県も今今今今そういうそういうそういうそういう意意意意味味味味では、では、では、では、ハハハハーーーードドドドができる前、ができる前、ができる前、ができる前、ムムムムジークジークジークジークフェフェフェフェスススストトトトならですそ野を広ならですそ野を広ならですそ野を広ならですそ野を広

げげげげ、ジ、ジ、ジ、ジュニュニュニュニアアアアオオオオーーーーケケケケスススストラトラトラトラで新しいそれを育てる、こういうで新しいそれを育てる、こういうで新しいそれを育てる、こういうで新しいそれを育てる、こういう種種種種まきをまきをまきをまきをややややっております。私っております。私っております。私っております。私

はすごくはすごくはすごくはすごく期期期期待待待待をしています。すごくをしています。すごくをしています。すごくをしています。すごく奈良奈良奈良奈良はアーはアーはアーはアーチチチチスススストトトトにとってすにとってすにとってすにとってすばばばばらしいらしいらしいらしい土土土土地だと地だと地だと地だと思思思思いまいまいまいま

すので。すので。すので。すので。

もう一つは、もう一つは、もう一つは、もう一つは、古古古古いということでは、いということでは、いということでは、いということでは、能能能能のののの発発発発祥祥祥祥の地、の地、の地、の地、先先先先ほほほほどどどどのののの茶茶茶茶道も道も道も道もゆゆゆゆかりがあるのですかりがあるのですかりがあるのですかりがあるのです

が、そういうとこが、そういうとこが、そういうとこが、そういうところろろろがががが何何何何にもつながってないと、これが少しにもつながってないと、これが少しにもつながってないと、これが少しにもつながってないと、これが少し残残残残念念念念だなとだなとだなとだなと思思思思いまして、これいまして、これいまして、これいまして、これ

は私のは私のは私のは私の個個個個人的な人的な人的な人的な縁縁縁縁で、ことしの９月、で、ことしの９月、で、ことしの９月、で、ことしの９月、大大大大淀淀淀淀町町町町で、で、で、で、梅梅梅梅原原原原猛猛猛猛さんがつくったスーさんがつくったスーさんがつくったスーさんがつくったスーパパパパーーーー能能能能というというというという

のをのをのをのを演じ演じ演じ演じてもらうことになっています。かなり一てもらうことになっています。かなり一てもらうことになっています。かなり一てもらうことになっています。かなり一流流流流どどどどこここころろろろが来ます。が来ます。が来ます。が来ます。能能能能楽楽楽楽堂堂堂堂もももも全全全全然然然然使使使使わわわわれれれれ

ていまていまていまていませせせせん。もったいないなとん。もったいないなとん。もったいないなとん。もったいないなと思思思思います。県民います。県民います。県民います。県民自自自自身身身身もももも能能能能についてしっかりについてしっかりについてしっかりについてしっかり素素素素養養養養をををを高高高高めて、めて、めて、めて、

奈良奈良奈良奈良県の県の県の県の子子子子供供供供だったらだったらだったらだったら能能能能、、、、狂狂狂狂言言言言についてについてについてについて結結結結構構構構知っているなと、そういう知っているなと、そういう知っているなと、そういう知っているなと、そういう子子子子供供供供たたたたちちちちが育てが育てが育てが育てばばばば

自自自自然然然然とととと盛盛盛盛り上がってくるのかなとり上がってくるのかなとり上がってくるのかなとり上がってくるのかなと思思思思います。います。います。います。

もう一つは、もう一つは、もう一つは、もう一つは、古古古古いだけでは私はだめだといだけでは私はだめだといだけでは私はだめだといだけでは私はだめだと思思思思うので、うので、うので、うので、今今今今こそこそこそこそ運運運運慶慶慶慶、、、、快快快快慶慶慶慶がつくったように、がつくったように、がつくったように、がつくったように、

新しい新しい新しい新しい芸術芸術芸術芸術ははははどどどどんんんんどどどどん取りん取りん取りん取り入入入入れたれたれたれた方方方方がいいとがいいとがいいとがいいと思思思思います。その一つのいます。その一つのいます。その一つのいます。その一つの芽芽芽芽は、は、は、は、町町町町屋屋屋屋をををを使使使使ったったったった現現現現

代アー代アー代アー代アートトトトののののＨＨＨＨＡＮＡＲＡＲＴＡＮＡＲＡＲＴＡＮＡＲＡＲＴＡＮＡＲＡＲＴ、そして、、そして、、そして、、そして、今今今今、明日、明日、明日、明日香香香香村でありますアー村でありますアー村でありますアー村でありますアーティティティティスススストトトト・・・・イイイイン・ン・ン・ン・レレレレ

ジジジジデデデデンスのように、ンスのように、ンスのように、ンスのように、今生今生今生今生きているきているきているきている若若若若いいいい芸術家芸術家芸術家芸術家ををををどどどどんんんんどどどどん取りん取りん取りん取り込込込込むむむむ。ほかにも、。ほかにも、。ほかにも、。ほかにも、今今今今、、、、五條五條五條五條新新新新

町町町町に東に東に東に東京京京京芸術大芸術大芸術大芸術大学の杉本学の杉本学の杉本学の杉本先先先先生生生生、、、、猿沢猿沢猿沢猿沢池池池池のアのアのアのアトトトトリリリリエでは、エでは、エでは、エでは、絹谷絹谷絹谷絹谷幸幸幸幸二二二二先先先先生生生生が活が活が活が活動動動動されていますされていますされていますされています

ので、ので、ので、ので、今今今今のののの芸術芸術芸術芸術も取りも取りも取りも取り込込込込むむむむということです。ということです。ということです。ということです。

私も新私も新私も新私も新潟潟潟潟県にいたときに、県にいたときに、県にいたときに、県にいたときに、大大大大地の地の地の地の芸術芸術芸術芸術祭祭祭祭というのに携というのに携というのに携というのに携わわわわりました。りました。りました。りました。考え考え考え考えられないようなられないようなられないようなられないような

予算を予算を予算を予算を使使使使っていまして、最っていまして、最っていまして、最っていまして、最初初初初はははは非非非非常常常常にににに懐懐懐懐疑疑疑疑的でしたけれ的でしたけれ的でしたけれ的でしたけれどどどど、、、、越越越越後後後後妻妻妻妻有有有有というとこというとこというとこというところろろろ非非非非常常常常にににに

過疎過疎過疎過疎地でありまして、中地でありまして、中地でありまして、中地でありまして、中越越越越大大大大震震震震災災災災でででで打撃打撃打撃打撃を受けたとこを受けたとこを受けたとこを受けたところろろろで、その前からで、その前からで、その前からで、その前から芸術芸術芸術芸術祭祭祭祭ををををややややっていっていっていってい

まして、最まして、最まして、最まして、最初初初初はみんなおっかなびっくりだったのですが、はみんなおっかなびっくりだったのですが、はみんなおっかなびっくりだったのですが、はみんなおっかなびっくりだったのですが、今今今今振り振り振り振り返返返返ってみると、ってみると、ってみると、ってみると、ややややはりはりはりはり芸芸芸芸

術術術術のののの力力力力というのはすごいなとというのはすごいなとというのはすごいなとというのはすごいなと思思思思います。います。います。います。奈良奈良奈良奈良はははは今今今今そのそのそのその黎黎黎黎明明明明期期期期だというふうにだというふうにだというふうにだというふうに期期期期待待待待していましていましていましていま

すので、私もすので、私もすので、私もすので、私も微微微微力力力力ながらながらながらながら応応応応援したいと援したいと援したいと援したいと思思思思います。います。います。います。

○神田委員○神田委員○神田委員○神田委員 はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。

杉田副知事のお杉田副知事のお杉田副知事のお杉田副知事のお嬢嬢嬢嬢さんがさんがさんがさんがババババレレレレエをしていらっしエをしていらっしエをしていらっしエをしていらっしゃゃゃゃるというのを前にるというのを前にるというのを前にるというのを前に聞聞聞聞いたもので、いたもので、いたもので、いたもので、今今今今、、、、

振り向けてしまいました。振り向けてしまいました。振り向けてしまいました。振り向けてしまいました。

おっしおっしおっしおっしゃゃゃゃっていただいたとおり、っていただいたとおり、っていただいたとおり、っていただいたとおり、古古古古いいいい芸術文芸術文芸術文芸術文化は、す化は、す化は、す化は、すばばばばらしいものがありますけれらしいものがありますけれらしいものがありますけれらしいものがありますけれどどどど、、、、

そこそこそこそこへへへへ加加加加ええええてててて過過過過渡渡渡渡期期期期というとこというとこというとこというところろろろでございます。新しいでございます。新しいでございます。新しいでございます。新しい芸術芸術芸術芸術、そして、そして、そして、そして舞台舞台舞台舞台というとこというとこというとこというところろろろでででで
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発発発発表表表表できる、そういうできる、そういうできる、そういうできる、そういう芸術芸術芸術芸術もこれからもこれからもこれからもこれから力力力力をををを入入入入れていってほしいと、れていってほしいと、れていってほしいと、れていってほしいと、期期期期待待待待をををを申申申申し上し上し上し上げげげげましてましてましてまして

終わ終わ終わ終わりたいとりたいとりたいとりたいと思思思思います。ありがとうございました。います。ありがとうございました。います。ありがとうございました。います。ありがとうございました。

○山本委員○山本委員○山本委員○山本委員 神田委員の神田委員の神田委員の神田委員の後後後後は山本というのが定は山本というのが定は山本というのが定は山本というのが定番番番番になってきましたになってきましたになってきましたになってきました。。。。（（（（発発発発言言言言する者あり）する者あり）する者あり）する者あり）

どどどどううううぞぞぞぞ。。。。

○神田委員○神田委員○神田委員○神田委員 このこのこのこの芸術芸術芸術芸術のことは、知事に総括でのことは、知事に総括でのことは、知事に総括でのことは、知事に総括で発発発発言言言言いたします。いたします。いたします。いたします。

○田中委員長○田中委員長○田中委員長○田中委員長 神田委員から神田委員から神田委員から神田委員から発発発発言言言言があります。があります。があります。があります。

○神田委員○神田委員○神田委員○神田委員 ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。

○田中委員長○田中委員長○田中委員長○田中委員長 総括で総括で総括で総括で発発発発言言言言されるのですされるのですされるのですされるのですねねねね。。。。

○山本委員○山本委員○山本委員○山本委員 大体大体大体大体総括も神田委員の総括も神田委員の総括も神田委員の総括も神田委員の後後後後にしていただいたら。にしていただいたら。にしていただいたら。にしていただいたら。

○田中委員長○田中委員長○田中委員長○田中委員長 さようでございますか。さようでございますか。さようでございますか。さようでございますか。

○山本委員○山本委員○山本委員○山本委員 最最最最後後後後、、、、有終有終有終有終ののののねねねね、定、定、定、定番番番番になるのではないかと。また、になるのではないかと。また、になるのではないかと。また、になるのではないかと。また、内内内内容容容容もももも大体大体大体大体よくよくよくよく似似似似ていていていてい

たのです。たのです。たのです。たのです。ムムムムジークジークジークジークフェフェフェフェスススストトトトならもそうですし、ならもそうですし、ならもそうですし、ならもそうですし、文文文文化会化会化会化会館館館館関連もそうですし、関連もそうですし、関連もそうですし、関連もそうですし、耳耳耳耳成観光案成観光案成観光案成観光案

内内内内所もそうなのです。所もそうなのです。所もそうなのです。所もそうなのです。同じム同じム同じム同じムジークジークジークジークフェフェフェフェスススストトトトならはもうならはもうならはもうならはもうややややめておきますけれめておきますけれめておきますけれめておきますけれどどどども、１も、１も、１も、１点点点点だだだだ

け、これはなけ、これはなけ、これはなけ、これはなぜぜぜぜかというと、かというと、かというと、かというと、先先先先ほほほほどどどど出ましたけれ出ましたけれ出ましたけれ出ましたけれどどどど、、、、北北北北のののの方方方方ににににばばばばかり開催地があると、会かり開催地があると、会かり開催地があると、会かり開催地があると、会

場場場場があるいうことで、があるいうことで、があるいうことで、があるいうことで、フェイフェイフェイフェイススススブブブブッッッックククク仲仲仲仲間から要間から要間から要間から要望望望望しておいてくれとしておいてくれとしておいてくれとしておいてくれと言言言言わわわわれたのでれたのでれたのでれたので言言言言おうおうおうおう

かなと。そうしたら、平成２５年度はかなと。そうしたら、平成２５年度はかなと。そうしたら、平成２５年度はかなと。そうしたら、平成２５年度は万葉万葉万葉万葉文文文文化化化化館館館館でも私のでも私のでも私のでも私の家家家家のののの近近近近所の所の所の所の飛鳥寺飛鳥寺飛鳥寺飛鳥寺でもされるとでもされるとでもされるとでもされると

聞聞聞聞いたので、いたので、いたので、いたので、期期期期待待待待しておりますので、よしておりますので、よしておりますので、よしておりますので、よろろろろしくお願いしたいとしくお願いしたいとしくお願いしたいとしくお願いしたいと思思思思います。います。います。います。

それから、それから、それから、それから、文文文文化会化会化会化会館館館館の関係は、の関係は、の関係は、の関係は、文文文文化会化会化会化会館館館館はははは高高高高度な度な度な度な世界世界世界世界的な催し的な催し的な催し的な催し物物物物ををををややややっているかというっているかというっているかというっているかという

質質質質問問問問だったのだけれだったのだけれだったのだけれだったのだけれどどどど、私は、私は、私は、私は違違違違ってってってってロロロローーーーカカカカルでルでルでルで、、、、「平成２５年度一般会計、特別会計予算「平成２５年度一般会計、特別会計予算「平成２５年度一般会計、特別会計予算「平成２５年度一般会計、特別会計予算

案の概要、平成２４年度一般会計、特別会計２月補正予算案の概要」の９案の概要、平成２４年度一般会計、特別会計２月補正予算案の概要」の９案の概要、平成２４年度一般会計、特別会計２月補正予算案の概要」の９案の概要、平成２４年度一般会計、特別会計２月補正予算案の概要」の９７７７７ページにページにページにページにＮＮＮＮＨＨＨＨ

ＫＫＫＫののののどどどど自自自自慢慢慢慢を平成２を平成２を平成２を平成２６６６６年２月２３日に開催されると年２月２３日に開催されると年２月２３日に開催されると年２月２３日に開催される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。何何何何年か前に年か前に年か前に年か前に奈良文奈良文奈良文奈良文化会化会化会化会

館館館館でされたということなんですけれでされたということなんですけれでされたということなんですけれでされたということなんですけれどどどども、も、も、も、南南南南のののの方方方方での開催がでの開催がでの開催がでの開催が初初初初めてということです。私もめてということです。私もめてということです。私もめてということです。私も

４、５年前まであまり４、５年前まであまり４、５年前まであまり４、５年前まであまりＮＮＮＮＨＫＨＫＨＫＨＫののののどどどど自自自自慢慢慢慢というようなというようなというようなというようなテテテテレレレレビビビビ番番番番組を組を組を組を見見見見なかったのですけれなかったのですけれなかったのですけれなかったのですけれどどどど

も、ここ２～３年、も、ここ２～３年、も、ここ２～３年、も、ここ２～３年、毎毎毎毎週週週週見見見見るようになりまして、るようになりまして、るようになりまして、るようになりまして、外へ外へ外へ外へ出る行事の合間で、出る行事の合間で、出る行事の合間で、出る行事の合間で、昼昼昼昼ごごごご飯飯飯飯をををを食食食食べべべべたたたた

後後後後、、、、車車車車ののののテテテテレレレレビでビでビでビで大大大大概の概の概の概のどどどど自自自自慢慢慢慢をををを見見見見て、なて、なて、なて、なぜぜぜぜかかかかわわわわからないのだけれからないのだけれからないのだけれからないのだけれどどどど、とりこになってい、とりこになってい、とりこになってい、とりこになってい

るというのか、それがるというのか、それがるというのか、それがるというのか、それが今今今今度、度、度、度、橿橿橿橿原文原文原文原文化会化会化会化会館館館館でするということなのででするということなのででするということなのででするということなので大大大大変変変変期期期期待待待待をしておりまをしておりまをしておりまをしておりま

すし、また、そのことをすし、また、そのことをすし、また、そのことをすし、また、そのことを南南南南和地域の人にしっかりとア和地域の人にしっかりとア和地域の人にしっかりとア和地域の人にしっかりとアピピピピールしてあールしてあールしてあールしてあげげげげていただきたいといていただきたいといていただきたいといていただきたいとい

うことでございます。もし会うことでございます。もし会うことでございます。もし会うことでございます。もし会場へ見場へ見場へ見場へ見に行けるのだったら、またよに行けるのだったら、またよに行けるのだったら、またよに行けるのだったら、また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。

（（（（「「「「出たらいい」と出たらいい」と出たらいい」と出たらいい」と呼呼呼呼ぶぶぶぶ者あり）者あり）者あり）者あり）

それはそれはそれはそれは無無無無理理理理です。出られない。そんなことで、要です。出られない。そんなことで、要です。出られない。そんなことで、要です。出られない。そんなことで、要望望望望だけしておきます。だけしておきます。だけしておきます。だけしておきます。
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耳耳耳耳成観光案成観光案成観光案成観光案内内内内所は、神田委員の所は、神田委員の所は、神田委員の所は、神田委員の言言言言うとおりなので、またようとおりなので、またようとおりなので、またようとおりなので、またよろろろろしくお願いしておきます。しくお願いしておきます。しくお願いしておきます。しくお願いしておきます。

私は少しおくれて来たので、私は少しおくれて来たので、私は少しおくれて来たので、私は少しおくれて来たので、国国国国連連連連世界世界世界世界観光観光観光観光機機機機関はだれか関はだれか関はだれか関はだれか質質質質問問問問されましたかされましたかされましたかされましたか。。。。（（（（発発発発言言言言するするするする

者あり）されていま者あり）されていま者あり）されていま者あり）されていませせせせんか。アジアんか。アジアんか。アジアんか。アジア太太太太平平平平洋セ洋セ洋セ洋センンンンタタタターです。ーです。ーです。ーです。大大大大阪阪阪阪市市市市のののの橋橋橋橋下下下下市市市市長からお長からお長からお長からお払払払払いいいい箱箱箱箱

というか、補というか、補というか、補というか、補助助助助金金金金カカカカットットットットということでということでということでということで急急急急遽遽遽遽、、、、奈良奈良奈良奈良県が県が県が県が誘致誘致誘致誘致をして、をして、をして、をして、シシシシルルルルキキキキアアアア奈良奈良奈良奈良で事務所で事務所で事務所で事務所

をををを持持持持っておられるという。っておられるという。っておられるという。っておられるという。自自自自民民民民党党党党のののの井井井井岡岡岡岡議員が、議員が、議員が、議員が、去去去去年９月議会で年９月議会で年９月議会で年９月議会で質質質質問問問問されたということなされたということなされたということなされたということな

のですけれのですけれのですけれのですけれどどどども、そういうようなも、そういうようなも、そういうようなも、そういうような形形形形でででで誘致誘致誘致誘致をして、をして、をして、をして、奈良奈良奈良奈良らしいアジアらしいアジアらしいアジアらしいアジア太太太太平平平平洋セ洋セ洋セ洋センンンンタタタターといーといーといーとい

うことで受けうことで受けうことで受けうことで受け入入入入れたれたれたれた意意意意図ももう説明もされていると図ももう説明もされていると図ももう説明もされていると図ももう説明もされていると思思思思うのですけれうのですけれうのですけれうのですけれどどどども、もう一度も、もう一度も、もう一度も、もう一度聞聞聞聞かかかかせせせせ

ていただいて、平成２５年度の取り組みをていただいて、平成２５年度の取り組みをていただいて、平成２５年度の取り組みをていただいて、平成２５年度の取り組みをどどどどのようにしていこうとされているのか。のようにしていこうとされているのか。のようにしていこうとされているのか。のようにしていこうとされているのか。大大大大阪阪阪阪

市市市市にほれにほれにほれにほれ見見見見たかというようなたかというようなたかというようなたかというような形形形形でいい事業をしていただけたらいいのではないかとでいい事業をしていただけたらいいのではないかとでいい事業をしていただけたらいいのではないかとでいい事業をしていただけたらいいのではないかと思思思思いまいまいまいま

すので、それだけです。よすので、それだけです。よすので、それだけです。よすので、それだけです。よろろろろしく。しく。しく。しく。

○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 改改改改めてめてめてめてＵＮＷＴＯＵＮＷＴＯＵＮＷＴＯＵＮＷＴＯのののの誘致誘致誘致誘致にににに至至至至った経った経った経った経緯緯緯緯、それから、平成２５年度の、それから、平成２５年度の、それから、平成２５年度の、それから、平成２５年度の

取り組みということでご取り組みということでご取り組みということでご取り組みということでご質質質質問問問問いただきました。いただきました。いただきました。いただきました。

国国国国連連連連世界世界世界世界観光観光観光観光機機機機関関関関ＵＮＷＴＯＵＮＷＴＯＵＮＷＴＯＵＮＷＴＯとととと申申申申しますが、本部をスペしますが、本部をスペしますが、本部をスペしますが、本部をスペイイイインのマンのマンのマンのマドドドドリリリリッドッドッドッドに置きまして、に置きまして、に置きまして、に置きまして、

加加加加盟盟盟盟国国国国１５４１５４１５４１５４カ国カ国カ国カ国、、、、６６６６地域、それから４００地域、それから４００地域、それから４００地域、それから４００以以以以上の上の上の上の賛賛賛賛助助助助加加加加盟盟盟盟委員により活委員により活委員により活委員により活動動動動を行っておりを行っておりを行っておりを行っており

ます。本県にます。本県にます。本県にます。本県に誘致誘致誘致誘致いたしましたいたしましたいたしましたいたしましたＵＮＷＴＯＵＮＷＴＯＵＮＷＴＯＵＮＷＴＯアジアアジアアジアアジア太太太太平平平平洋セ洋セ洋セ洋センンンンタタタターは、このーは、このーは、このーは、このＵＮＷＴＯＵＮＷＴＯＵＮＷＴＯＵＮＷＴＯのののの唯唯唯唯

一の地域事務所でございまして、アジア一の地域事務所でございまして、アジア一の地域事務所でございまして、アジア一の地域事務所でございまして、アジア太太太太平平平平洋洋洋洋地域に地域に地域に地域に各各各各国国国国との連絡、との連絡、との連絡、との連絡、協調等協調等協調等協調等のののの体制体制体制体制をををを強強強強化化化化

するために１９９５年するために１９９５年するために１９９５年するために１９９５年大大大大阪阪阪阪市市市市に設置されたに設置されたに設置されたに設置された機機機機関でございまして、関でございまして、関でございまして、関でございまして、現在現在現在現在２８２８２８２８カ国カ国カ国カ国２地域が加２地域が加２地域が加２地域が加

盟盟盟盟しておられます。しておられます。しておられます。しておられます。

当セ当セ当セ当センンンンタタタターの主な活ーの主な活ーの主な活ーの主な活動内動内動内動内容容容容といたしましては、といたしましては、といたしましては、といたしましては、ＵＮＷＴＯＵＮＷＴＯＵＮＷＴＯＵＮＷＴＯ関連の関連の関連の関連の国際国際国際国際会議の開催、それ会議の開催、それ会議の開催、それ会議の開催、それ

から開から開から開から開発発発発途途途途上上上上国国国国におきます観光サにおきます観光サにおきます観光サにおきます観光サポポポポーーーートトトト事業、それから事業、それから事業、それから事業、それからＵＮＷＴＯＵＮＷＴＯＵＮＷＴＯＵＮＷＴＯのののの諸諸諸諸活活活活動動動動に関しますに関しますに関しますに関します情情情情

報報報報提提提提供供供供広広広広報報報報宣宣宣宣伝伝伝伝がございます。本県では、がございます。本県では、がございます。本県では、がございます。本県では、構構構構成成成成機機機機関の関の関の関の誘致誘致誘致誘致により、日本のにより、日本のにより、日本のにより、日本の古古古古都奈良都奈良都奈良都奈良をををを国国国国内内内内

外外外外にににに強強強強くアくアくアくアピピピピールできるということに加ールできるということに加ールできるということに加ールできるということに加ええええまして、まして、まして、まして、大大大大きく２つのきく２つのきく２つのきく２つの理由理由理由理由から本県にから本県にから本県にから本県に誘致誘致誘致誘致したしたしたした

とことことこ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。

ままままずずずず、１、１、１、１点点点点目は、県では一目は、県では一目は、県では一目は、県では一昨昨昨昨年に知事を本部長といたします年に知事を本部長といたします年に知事を本部長といたします年に知事を本部長といたします奈良奈良奈良奈良県県県県国際国際国際国際会議・会議・会議・会議・国国国国内内内内会議会議会議会議

誘致誘致誘致誘致推進本部を立推進本部を立推進本部を立推進本部を立ちちちち上上上上げげげげまして、まして、まして、まして、官官官官民が連携して民が連携して民が連携して民が連携して国際国際国際国際会議の会議の会議の会議の誘致誘致誘致誘致を進めていく中で、を進めていく中で、を進めていく中で、を進めていく中で、同同同同セセセセ

ンンンンタタタターが観光に関するーが観光に関するーが観光に関するーが観光に関する国際国際国際国際会議あるいはまた会議あるいはまた会議あるいはまた会議あるいはまたシシシシンンンンポポポポジジジジウウウウムムムムといったものをといったものをといったものをといったものを数数数数多多多多く開催して、く開催して、く開催して、く開催して、

ああああわせわせわせわせてててて多多多多くのくのくのくの国際国際国際国際会議を日本に会議を日本に会議を日本に会議を日本に誘致誘致誘致誘致するなするなするなするなどどどど、、、、実実実実績績績績がががが豊豊豊豊富富富富であるということで、であるということで、であるということで、であるということで、奈良奈良奈良奈良県県県県

での開催のでの開催のでの開催のでの開催の気気気気概も概も概も概も大大大大きくきくきくきく期期期期待待待待されるということでございます。されるということでございます。されるということでございます。されるということでございます。

もう１もう１もう１もう１点点点点は、は、は、は、同同同同セセセセンンンンタタタターでは、平成２５年度ーでは、平成２５年度ーでは、平成２５年度ーでは、平成２５年度以以以以降降降降、もう来月ですけれ、もう来月ですけれ、もう来月ですけれ、もう来月ですけれどどどども、も、も、も、シシシシルクルクルクルクロロロローーーー

ドドドドをををを基基基基軸軸軸軸としたとしたとしたとした積極積極積極積極的な事業的な事業的な事業的な事業展展展展開を計開を計開を計開を計画画画画されておられまして、されておられまして、されておられまして、されておられまして、シシシシルクルクルクルクロロロローーーードドドドの東のの東のの東のの東の終終終終着着着着点点点点
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であります本県としてもであります本県としてもであります本県としてもであります本県としても当当当当をををを得得得得た事業であるとた事業であるとた事業であるとた事業であると考え考え考え考えております。ております。ております。ております。

こうしたことから、こうしたことから、こうしたことから、こうしたことから、昨昨昨昨年の９月議会でご承年の９月議会でご承年の９月議会でご承年の９月議会でご承認認認認いただきまして、いただきまして、いただきまして、いただきまして、同同同同セセセセンンンンタタタターをーをーをーを誘致誘致誘致誘致して１して１して１して１

２月から、山本委員がおっし２月から、山本委員がおっし２月から、山本委員がおっし２月から、山本委員がおっしゃゃゃゃるようにるようにるようにるようにシシシシルルルルキキキキアアアア奈良奈良奈良奈良で業務を開で業務を開で業務を開で業務を開始始始始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でござでござでござ

います。また、います。また、います。また、います。また、ＵＮＷＴＯＵＮＷＴＯＵＮＷＴＯＵＮＷＴＯ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域委員会が地域委員会が地域委員会が地域委員会が毎毎毎毎年開かれておりまして、本年開かれておりまして、本年開かれておりまして、本年開かれておりまして、本

県では、この地域委員会の開催を県では、この地域委員会の開催を県では、この地域委員会の開催を県では、この地域委員会の開催をＵＮＷＴＯＵＮＷＴＯＵＮＷＴＯＵＮＷＴＯアジアアジアアジアアジア太太太太平平平平洋セ洋セ洋セ洋センンンンタタタターのーのーのーの誘致誘致誘致誘致後後後後のののの大大大大きな目きな目きな目きな目標標標標

としておりまして、としておりまして、としておりまして、としておりまして、今後今後今後今後、、、、同同同同セセセセンンンンタタタター、あるいはまたー、あるいはまたー、あるいはまたー、あるいはまた国国国国の観光の観光の観光の観光庁庁庁庁ななななどどどどとととと十十十十分協分協分協分協議を図り、議を図り、議を図り、議を図り、

情報交換情報交換情報交換情報交換も行いながら、できるも行いながら、できるも行いながら、できるも行いながら、できる限限限限りりりり早早早早いいいい時時時時期期期期にこうした地域委員会なにこうした地域委員会なにこうした地域委員会なにこうした地域委員会などどどど、本、本、本、本格格格格的な的な的な的な国際国際国際国際会会会会

議を議を議を議を誘致誘致誘致誘致していくことをしていくことをしていくことをしていくことを考え考え考え考えておりまして、そのためにておりまして、そのためにておりまして、そのためにておりまして、そのために必必必必要な予算も要な予算も要な予算も要な予算も今今今今回回回回計上さ計上さ計上さ計上させせせせていたていたていたていた

だいているとこだいているとこだいているとこだ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。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○山本委員○山本委員○山本委員○山本委員 最最最最後後後後に、要に、要に、要に、要望望望望だけしておきます。だけしておきます。だけしておきます。だけしておきます。

聞聞聞聞かかかかせせせせていただいたら、そこに職員さんも１０人ほていただいたら、そこに職員さんも１０人ほていただいたら、そこに職員さんも１０人ほていただいたら、そこに職員さんも１０人ほどどどどおられて、また県からもおられて、また県からもおられて、また県からもおられて、また県からも派遣派遣派遣派遣されされされされ

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、今今今今おおおお話話話話がありましたように、がありましたように、がありましたように、がありましたように、国際国際国際国際会議の会議の会議の会議の誘致誘致誘致誘致ををををぜひぜひぜひぜひしていただいて、していただいて、していただいて、していただいて、奈奈奈奈

良良良良らしいらしいらしいらしい太太太太平平平平洋洋洋洋アジアアジアアジアアジアセセセセンンンンタタタターにしていただきたいということをーにしていただきたいということをーにしていただきたいということをーにしていただきたいということを言言言言ってってってって終わ終わ終わ終わららららせせせせていただていただていただていただ

きます。きます。きます。きます。

○小泉委員○小泉委員○小泉委員○小泉委員 簡簡簡簡単単単単なななな問問問問題で題で題で題で質質質質問問問問しておきたいとしておきたいとしておきたいとしておきたいと思思思思います。います。います。います。

先先先先ほほほほどどどどからからからから奈良奈良奈良奈良の観光の観光の観光の観光問問問問題は題は題は題は積極積極積極積極的に観光対策をしなけれ的に観光対策をしなけれ的に観光対策をしなけれ的に観光対策をしなければばばばいけないといういけないといういけないといういけないという形形形形でいでいでいでいろろろろいいいい

ろろろろなななな質質質質問問問問がございました。私はがございました。私はがございました。私はがございました。私は守守守守りのりのりのりの方方方方のののの質質質質問問問問をををを若若若若干干干干しておきたいとしておきたいとしておきたいとしておきたいと思思思思います。います。います。います。せせせせっかくっかくっかくっかく

奈良奈良奈良奈良に来ていただいた観光に来ていただいた観光に来ていただいた観光に来ていただいた観光客客客客が、いが、いが、いが、いろろろろいいいいろろろろな史な史な史な史跡跡跡跡とかいとかいとかいとかいろろろろいいいいろろろろなものをなものをなものをなものを見見見見てててて満足満足満足満足するのはするのはするのはするのは

いいのですけれいいのですけれいいのですけれいいのですけれどどどども、も、も、も、奈良へ奈良へ奈良へ奈良へ来て来て来て来て気気気気持ち持ち持ち持ちがよかったなというがよかったなというがよかったなというがよかったなという気気気気持ち持ち持ち持ちををををどどどどのようにのようにのようにのように持持持持たたたたせせせせるるるる

かということでいきますと、かということでいきますと、かということでいきますと、かということでいきますと、施施施施設設設設面面面面とか、道とか、道とか、道とか、道路面路面路面路面もありましもありましもありましもありましょょょょうし、案うし、案うし、案うし、案内内内内板板板板もありましもありましもありましもありましょょょょ

うし、とりうし、とりうし、とりうし、とりわわわわけ私はけ私はけ私はけ私は力力力力をををを入入入入れなけれれなけれれなけれれなければばばばいけないのは、いけないのは、いけないのは、いけないのは、ややややはりはりはりはりトイトイトイトイレレレレではないのかなとではないのかなとではないのかなとではないのかなと思思思思っっっっ

たりしています。たりしています。たりしています。たりしています。必必必必ずトイずトイずトイずトイレレレレはするはするはするはするわわわわけでして、けでして、けでして、けでして、トイトイトイトイレレレレはははは非非非非常常常常にににに気気気気持ち持ち持ち持ちのいいのいいのいいのいいトイトイトイトイレレレレだっだっだっだっ

たなと、たなと、たなと、たなと、気気気気持ち持ち持ち持ちよくしてよくしてよくしてよくして気気気気分分分分よくいいよくいいよくいいよくいい景景景景色色色色をををを見見見見ていていていていろろろろいいいいろろろろなものをなものをなものをなものを見見見見てててて帰帰帰帰ったというようったというようったというようったというよう

なななな印印印印象象象象をををを与与与与ええええていかなけれていかなけれていかなけれていかなければばばばいけないといけないといけないといけないと思思思思っています。それがっています。それがっています。それがっています。それがリピリピリピリピーーーータタタターをーをーをーを生生生生み出す、あみ出す、あみ出す、あみ出す、あ

るいはまたるいはまたるいはまたるいはまた家家家家族族族族で来ようかというで来ようかというで来ようかというで来ようかという気気気気持ち持ち持ち持ちをををを起起起起こさこさこさこさせせせせるるるるわわわわけでございますので、そういうけでございますので、そういうけでございますので、そういうけでございますので、そういう面面面面

ででででどどどどういう取り組みを県としてなされているのかということが一つでございます。ういう取り組みを県としてなされているのかということが一つでございます。ういう取り組みを県としてなされているのかということが一つでございます。ういう取り組みを県としてなされているのかということが一つでございます。

もう一つは、もう一つは、もう一つは、もう一つは、外外外外国国国国人が来たときに、人が来たときに、人が来たときに、人が来たときに、言葉言葉言葉言葉ののののわわわわからないとこからないとこからないとこからないところへろへろへろへ来る来る来る来るわわわわけでございまして、けでございまして、けでございまして、けでございまして、

不不不不慮慮慮慮のいのいのいのいろろろろいいいいろろろろなことがなことがなことがなことが起起起起こったときに１１９こったときに１１９こったときに１１９こったときに１１９番番番番とかすると、そのときに対とかすると、そのときに対とかすると、そのときに対とかすると、そのときに対応応応応したしたしたした消防署消防署消防署消防署

員員員員等等等等 々々々々がそのがそのがそのがその言葉言葉言葉言葉がががが十十十十分分分分ににににわわわわかって対かって対かって対かって対応応応応ができるようにしておかなけれができるようにしておかなけれができるようにしておかなけれができるようにしておかなければばばばいけない。これいけない。これいけない。これいけない。これ

は県がするのではなしに、は県がするのではなしに、は県がするのではなしに、は県がするのではなしに、奈良市奈良市奈良市奈良市でででで起起起起これこれこれこればばばば、、、、奈良市奈良市奈良市奈良市がががが該該該該当当当当するするするするわわわわけですから、けですから、けですから、けですから、直接直接直接直接県が県が県が県が
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するするするする仕仕仕仕事ではないかも事ではないかも事ではないかも事ではないかもわわわわからないですけれからないですけれからないですけれからないですけれどどどども、しかし、そういったも、しかし、そういったも、しかし、そういったも、しかし、そういった外外外外国国国国人人人人等等等等の観光の観光の観光の観光客客客客がががが

来られたら、い来られたら、い来られたら、い来られたら、いろろろろいいいいろろろろなことがあったとしてもなことがあったとしてもなことがあったとしてもなことがあったとしても十十十十分分分分に対に対に対に対応応応応ができるようにしておかなけれができるようにしておかなけれができるようにしておかなけれができるようにしておかなけれ

ばばばばいけない。これがおもてなしの一いけない。これがおもてなしの一いけない。これがおもてなしの一いけない。これがおもてなしの一面面面面の心ではないかなとの心ではないかなとの心ではないかなとの心ではないかなと思思思思っておりますので、県はっておりますので、県はっておりますので、県はっておりますので、県はどどどどうううう

いうようなことをいうようなことをいうようなことをいうようなことを考え考え考え考えておられるかということをておられるかということをておられるかということをておられるかということを聞聞聞聞いておきたいといておきたいといておきたいといておきたいと思思思思います。います。います。います。以以以以上です。上です。上です。上です。

○谷垣ならの魅力創造課長○谷垣ならの魅力創造課長○谷垣ならの魅力創造課長○谷垣ならの魅力創造課長 １つ目の１つ目の１つ目の１つ目の質質質質問問問問におにおにおにお答答答答ええええをさをさをさをさせせせせていただきます。ていただきます。ていただきます。ていただきます。

観光のお観光のお観光のお観光のお客様客様客様客様にとりまして、にとりまして、にとりまして、にとりまして、トイトイトイトイレレレレのののの情報情報情報情報はははは大大大大変変変変重重重重要であると私要であると私要であると私要であると私どどどどもももももももも認認認認識識識識をいたしてをいたしてをいたしてをいたして

おります。そこで、例おります。そこで、例おります。そこで、例おります。そこで、例ええええばウばウばウばウオオオオーーーーキキキキンンンンググググポポポポーーーータタタタルサルサルサルサイトイトイトイト「「「「歩歩歩歩く・なら」でく・なら」でく・なら」でく・なら」で紹介紹介紹介紹介しておりましておりましておりましておりま

すすすす全７７全７７全７７全７７ルールールールートトトトのマのマのマのマップップップップにおきましては、におきましては、におきましては、におきましては、トイトイトイトイレレレレのののの位位位位置を明置を明置を明置を明示示示示いたしております。このマいたしております。このマいたしております。このマいたしております。このマ

ップップップップには、県が設置したもののみならには、県が設置したもののみならには、県が設置したもののみならには、県が設置したもののみならずずずず、、、、市町市町市町市町村村村村等等等等と連携し、と連携し、と連携し、と連携し、トイトイトイトイレレレレをををを使使使使用用用用できるできるできるできる公共施公共施公共施公共施

設設設設等等等等のののの位位位位置も置も置も置も記載記載記載記載をいたしております。このサをいたしております。このサをいたしております。このサをいたしております。このサイトイトイトイトは、開設は、開設は、開設は、開設以以以以来４年来４年来４年来４年弱弱弱弱の間に２２１の間に２２１の間に２２１の間に２２１万万万万ペペペペ

ージビージビージビージビュュュューのアクーのアクーのアクーのアクセセセセスをスをスをスを達達達達成しており、成しており、成しており、成しており、ウウウウオオオオーーーーカカカカーのーのーのーの方方方方 々々々々にににに使使使使いいいい勝勝勝勝手手手手のののの大大大大変変変変よい地図だとよい地図だとよい地図だとよい地図だと

好評好評好評好評をををを得得得得ているとこているとこているとこているところろろろでございます。また、でございます。また、でございます。また、でございます。また、トイトイトイトイレレレレ情報以外情報以外情報以外情報以外では、では、では、では、社社社社会的会的会的会的弱弱弱弱者の者の者の者の方方方方に対しに対しに対しに対し

てのもてなしをてのもてなしをてのもてなしをてのもてなしを充実充実充実充実ささささせせせせる観る観る観る観点点点点で、平成２２年度にで、平成２２年度にで、平成２２年度にで、平成２２年度にババババリリリリアアアアフフフフリリリリーマーマーマーマップップップップをををを作作作作成いたしまし成いたしまし成いたしまし成いたしまし

た。このマた。このマた。このマた。このマップップップップはははは障障障障害害害害のあるのあるのあるのある方や高方や高方や高方や高齢齢齢齢者の者の者の者の方方方方が、つが、つが、つが、つええええをををを使使使使ってってってってやややや車車車車いすでもいすでもいすでもいすでも安安安安心して心して心して心して奈良奈良奈良奈良

観光にお出かけいただけるよう、観光にお出かけいただけるよう、観光にお出かけいただけるよう、観光にお出かけいただけるよう、ババババリリリリアアアアフフフフリリリリー対策のー対策のー対策のー対策のトイトイトイトイレレレレのののの場場場場所所所所やややや坂坂坂坂道の道の道の道の状態状態状態状態をををを確確確確認認認認しししし

ていただけるものとなっております。ていただけるものとなっております。ていただけるものとなっております。ていただけるものとなっております。

今後今後今後今後も観光のおも観光のおも観光のおも観光のお客様客様客様客様がががが快適快適快適快適にににに奈良奈良奈良奈良観光をしていただけるような、きめ観光をしていただけるような、きめ観光をしていただけるような、きめ観光をしていただけるような、きめ細細細細ややややかなかなかなかな情報情報情報情報の提の提の提の提

供供供供に引き続きに引き続きに引き続きに引き続き積極積極積極積極的に取り組んでまいりたいと的に取り組んでまいりたいと的に取り組んでまいりたいと的に取り組んでまいりたいと思思思思います。います。います。います。以以以以上です。上です。上です。上です。

○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 外外外外国国国国人観光人観光人観光人観光客客客客が１１９が１１９が１１９が１１９番番番番をされたときの対をされたときの対をされたときの対をされたときの対応応応応ははははどどどどうなっているのかうなっているのかうなっているのかうなっているのか

というごというごというごというご質質質質問問問問でございます。でございます。でございます。でございます。

奈良奈良奈良奈良県では、県では、県では、県では、現在現在現在現在、本県を、本県を、本県を、本県を訪訪訪訪問問問問されるされるされるされる外外外外国国国国人観光人観光人観光人観光客客客客のののの方方方方に対しまして、に対しまして、に対しまして、に対しまして、英英英英語語語語、中、中、中、中国国国国語語語語、、、、

韓国韓国韓国韓国語語語語、それから、それから、それから、それからフラフラフラフランスンスンスンス語語語語等等等等、８、８、８、８カ国カ国カ国カ国のののの言言言言語語語語による観光による観光による観光による観光ホホホホーーーームムムムページを立ページを立ページを立ページを立ちちちち上上上上げげげげておりておりておりており

ます。このます。このます。このます。このホホホホーーーームムムムページの中にページの中にページの中にページの中に緊急緊急緊急緊急時時時時の連絡の連絡の連絡の連絡先先先先といたしまして、といたしまして、といたしまして、といたしまして、救救救救急急急急あるいはまたそのあるいはまたそのあるいはまたそのあるいはまたその消消消消

防防防防の案の案の案の案内内内内といたしまして１１９といたしまして１１９といたしまして１１９といたしまして１１９番番番番をををを紹介紹介紹介紹介しております。そのときに、しております。そのときに、しております。そのときに、しております。そのときに、救救救救急車急車急車急車をお願いしまをお願いしまをお願いしまをお願いしま

す、あるいはまた、す、あるいはまた、す、あるいはまた、す、あるいはまた、火火火火事ですと、日本事ですと、日本事ですと、日本事ですと、日本語語語語でででで呼呼呼呼びかけるようにびかけるようにびかけるようにびかけるように促促促促しております。本県では、しております。本県では、しております。本県では、しております。本県では、

１３の１３の１３の１３の消防消防消防消防局、局、局、局、消防消防消防消防本部がございますけ本部がございますけ本部がございますけ本部がございますけどどどども、も、も、も、外外外外国国国国人観光人観光人観光人観光客客客客のののの大半大半大半大半がががが訪訪訪訪問問問問されるされるされるされる奈良市奈良市奈良市奈良市でででで

は、は、は、は、奈良市奈良市奈良市奈良市消防消防消防消防局におきまして、平成１８年度局におきまして、平成１８年度局におきまして、平成１８年度局におきまして、平成１８年度以以以以降降降降、、、、音音音音声声声声ガガガガイイイイダダダダンスによるンスによるンスによるンスによる英英英英語語語語、中、中、中、中国国国国語語語語、、、、

韓国韓国韓国韓国語語語語、、、、ポポポポルルルルトトトトガガガガルルルル語語語語、それから、それから、それから、それからフィフィフィフィリピリピリピリピンのンのンのンの公用公用公用公用語語語語の一つでありますの一つでありますの一つでありますの一つでありますタガタガタガタガロロロログ語グ語グ語グ語での対での対での対での対

応応応応がががが可能可能可能可能になっておりますが、観光になっておりますが、観光になっておりますが、観光になっておりますが、観光客客客客のののの方方方方がががが利利利利用用用用されるされるされるされるケケケケースはほとんースはほとんースはほとんースはほとんどどどどないということないということないということないということ

もももも聞聞聞聞いております。いております。いております。いております。
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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観光人観光人観光人観光客客客客をもてなしの心で受けをもてなしの心で受けをもてなしの心で受けをもてなしの心で受け入入入入れるということはれるということはれるということはれるということは非非非非常常常常にににに重重重重要であると要であると要であると要であると

いうことから、本県におきましては、いうことから、本県におきましては、いうことから、本県におきましては、いうことから、本県におきましては、冒冒冒冒頭頭頭頭、観光局長から事業予算の説明がありましたけ、観光局長から事業予算の説明がありましたけ、観光局長から事業予算の説明がありましたけ、観光局長から事業予算の説明がありましたけ

れれれれどどどども、平成２５年度、も、平成２５年度、も、平成２５年度、も、平成２５年度、外外外外国国国国人観光人観光人観光人観光客客客客がががが滞滞滞滞在在在在中に中に中に中に持参持参持参持参されるスマーされるスマーされるスマーされるスマートフォトフォトフォトフォンあるいはまたンあるいはまたンあるいはまたンあるいはまた

タブレタブレタブレタブレットットットットののののモモモモババババイイイイルルルル機機機機器器器器をををを通じ通じ通じ通じまして、よりまして、よりまして、よりまして、より情報情報情報情報をををを得得得得ややややすいすいすいすい環境環境環境環境をつくっていくためにをつくっていくためにをつくっていくためにをつくっていくために

Ｗｉ－ＦｉＷｉ－ＦｉＷｉ－ＦｉＷｉ－Ｆｉ環境環境環境環境の整備に取り組の整備に取り組の整備に取り組の整備に取り組むむむむななななどどどど、、、、今後今後今後今後もももも外外外外国国国国人観光人観光人観光人観光客客客客にににに滞滞滞滞在在在在していただきしていただきしていただきしていただきややややすいすいすいすい環環環環

境づ境づ境づ境づくりを目くりを目くりを目くりを目指指指指していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○小泉委員○小泉委員○小泉委員○小泉委員 外外外外国国国国人人人人へへへへの対の対の対の対応等応等応等応等については、引き続きよについては、引き続きよについては、引き続きよについては、引き続きよろろろろしくお願いしたいとしくお願いしたいとしくお願いしたいとしくお願いしたいと思思思思います。います。います。います。

もう一つ、もう一つ、もう一つ、もう一つ、トイトイトイトイレレレレのののの話話話話なのですけれなのですけれなのですけれなのですけれどどどども、も、も、も、実実実実は、ことしの和は、ことしの和は、ことしの和は、ことしの和歌歌歌歌山県の山県の山県の山県のトイトイトイトイレレレレ対策が新た対策が新た対策が新た対策が新た

に出てきておりました。に出てきておりました。に出てきておりました。に出てきておりました。何何何何かといいますと、ことしから県かといいますと、ことしから県かといいますと、ことしから県かといいますと、ことしから県内内内内のすのすのすのすべべべべてのてのてのての公公公公衆衆衆衆トイトイトイトイレレレレ等等等等 々々々々にににに

温温温温水水水水洗洗洗洗浄便器浄便器浄便器浄便器を設置すると。を設置すると。を設置すると。を設置すると。大体大体大体大体４４４４億億億億円円円円の金を和の金を和の金を和の金を和歌歌歌歌山県が予算を組んでいる山県が予算を組んでいる山県が予算を組んでいる山県が予算を組んでいるわわわわけでございけでございけでございけでござい

ますけますけますけますけどどどども、いも、いも、いも、いわわわわゆゆゆゆるただるただるただるただ単単単単にににに便器便器便器便器がきれいだけではなく、がきれいだけではなく、がきれいだけではなく、がきれいだけではなく、今現在今現在今現在今現在、、、、どどどどこのこのこのこの家庭家庭家庭家庭でもでもでもでも温温温温水水水水

をををを使使使使ってってってって洗洗洗洗浄浄浄浄するというようなするというようなするというようなするというような形形形形になってきて、これは和になってきて、これは和になってきて、これは和になってきて、これは和歌歌歌歌山県が山県が山県が山県が汚汚汚汚い、い、い、い、暗暗暗暗いというよういというよういというよういというよう

ななななイメイメイメイメージを一ージを一ージを一ージを一掃掃掃掃して観光にして観光にして観光にして観光に力力力力をををを入入入入れるのだと、このためにこういう予算を組まれているれるのだと、このためにこういう予算を組まれているれるのだと、このためにこういう予算を組まれているれるのだと、このためにこういう予算を組まれている

わわわわけですけれけですけれけですけれけですけれどどどども、も、も、も、隣隣隣隣の県でございますから、和の県でございますから、和の県でございますから、和の県でございますから、和歌歌歌歌山県は行ってよかったと、しかし、山県は行ってよかったと、しかし、山県は行ってよかったと、しかし、山県は行ってよかったと、しかし、奈奈奈奈

良良良良県県県県へへへへ来たら来たら来たら来たらちょちょちょちょっとっとっとっと汚汚汚汚いなというのではいなというのではいなというのではいなというのでは非非非非常常常常にににに困困困困るるるるわわわわけでございますので、けでございますので、けでございますので、けでございますので、今今今今、、、、奈良奈良奈良奈良県県県県

としてはとしてはとしてはとしてはトイトイトイトイレレレレががががどどどどこまでなっているのかこまでなっているのかこまでなっているのかこまでなっているのかわわわわからないからないからないからないわわわわけですけれけですけれけですけれけですけれどどどども、一度も、一度も、一度も、一度実情実情実情実情ががががわわわわかかかか

ったらったらったらったら教え教え教え教えていただきたいですし、もしもていただきたいですし、もしもていただきたいですし、もしもていただきたいですし、もしもわわわわからなかったら、取り組みをこれからからなかったら、取り組みをこれからからなかったら、取り組みをこれからからなかったら、取り組みをこれからどどどどうしうしうしうし

ていくのかということだけおていくのかということだけおていくのかということだけおていくのかということだけお尋ね尋ね尋ね尋ねをしておきたいとをしておきたいとをしておきたいとをしておきたいと思思思思います。います。います。います。以以以以上です。上です。上です。上です。

○谷垣ならの魅力創造課長○谷垣ならの魅力創造課長○谷垣ならの魅力創造課長○谷垣ならの魅力創造課長 温温温温水水水水トイトイトイトイレレレレの設置についてということで、とりたてて平成２の設置についてということで、とりたてて平成２の設置についてということで、とりたてて平成２の設置についてということで、とりたてて平成２

５年度、県の５年度、県の５年度、県の５年度、県の施施施施設について予算要設について予算要設について予算要設について予算要求求求求をしているをしているをしているをしているわわわわけではないのですけれけではないのですけれけではないのですけれけではないのですけれどどどども、この観光のも、この観光のも、この観光のも、この観光の

おおおお客様客様客様客様ににににトイトイトイトイレレレレを提を提を提を提供供供供する主する主する主する主体体体体としまして、県が設置する部としまして、県が設置する部としまして、県が設置する部としまして、県が設置する部分分分分というのはもというのはもというのはもというのはもちろちろちろちろんんんん必必必必要な要な要な要な

のですけれのですけれのですけれのですけれどどどども、も、も、も、先先先先ほほほほどどどども少しも少しも少しも少し申申申申し上し上し上し上げげげげたのですが、たのですが、たのですが、たのですが、公共施公共施公共施公共施設、設、設、設、市町市町市町市町村との連携、あるい村との連携、あるい村との連携、あるい村との連携、あるい

ははははココココンビンビンビンビニニニニのののの方方方方にににに協力協力協力協力をををを依依依依頼頼頼頼して、その観光マして、その観光マして、その観光マして、その観光マップップップップににににココココンビンビンビンビニニニニのののの位位位位置図を置図を置図を置図を挿挿挿挿入入入入することですることですることですることで

ココココンビンビンビンビニニニニのののの快適快適快適快適ななななトイトイトイトイレレレレをををを使使使使っていただくなっていただくなっていただくなっていただくなどどどど、そういう、そういう、そういう、そういう情報情報情報情報の提の提の提の提供供供供のののの仕方仕方仕方仕方で観光のおで観光のおで観光のおで観光のお客客客客

様様様様にににに快適快適快適快適にににに奈良奈良奈良奈良観光をしていただく観光をしていただく観光をしていただく観光をしていただく環境づ環境づ環境づ環境づくりをしていけるかとくりをしていけるかとくりをしていけるかとくりをしていけるかと思思思思います。これからもそいます。これからもそいます。これからもそいます。これからもそ

のあたりにはのあたりにはのあたりにはのあたりには十十十十分分分分にににに注注注注意意意意をしながら、よりよいをしながら、よりよいをしながら、よりよいをしながら、よりよい情報発信情報発信情報発信情報発信ができるようにができるようにができるようにができるように努努努努めてまいりたいめてまいりたいめてまいりたいめてまいりたい

とととと思思思思います。います。います。います。以以以以上です。上です。上です。上です。

○中野委員○中野委員○中野委員○中野委員 議員はい議員はい議員はい議員はいろろろろいいいいろろろろなことをなことをなことをなことを申申申申し上し上し上し上げげげげるるるるわわわわけでございまして、けでございまして、けでございまして、けでございまして、言言言言ったことがったことがったことがったことが全全全全部部部部

満満満満たされるたされるたされるたされるわわわわけでもございまけでもございまけでもございまけでもございませせせせん。委員会でしん。委員会でしん。委員会でしん。委員会でしゃべゃべゃべゃべることることることることぐぐぐぐらいは、らいは、らいは、らいは、皆皆皆皆さんさんさんさん方方方方のののの方方方方がはるがはるがはるがはる

かにかにかにかに頭頭頭頭脳脳脳脳明明明明晰晰晰晰でございますので、でございますので、でございますので、でございますので、考え考え考え考えておられるとておられるとておられるとておられると思思思思うので、なかなかうので、なかなかうので、なかなかうので、なかなか質質質質問問問問するするするする機機機機会がな会がな会がな会がな
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いのです。ただ、いのです。ただ、いのです。ただ、いのです。ただ、同同同同僚僚僚僚委員に少し委員に少し委員に少し委員に少し誘誘誘誘発発発発をされまして、一をされまして、一をされまして、一をされまして、一言言言言だけだけだけだけ聞聞聞聞きたいときたいときたいときたいと思思思思います。います。います。います。

畭委員がおっし畭委員がおっし畭委員がおっし畭委員がおっしゃゃゃゃいましたように、観光のいましたように、観光のいましたように、観光のいましたように、観光の面面面面で、で、で、で、結結結結局、県局、県局、県局、県や市や市や市や市が一が一が一が一生生生生懸命懸命懸命懸命いいいいろろろろいいいいろろろろなこなこなこなこ

とをとをとをとをやろやろやろやろうとしてもうとしてもうとしてもうとしても限限限限度がある。例度がある。例度がある。例度がある。例ええええばばばば、、、、宿泊宿泊宿泊宿泊数数数数が少ない、サービスがが少ない、サービスがが少ない、サービスがが少ない、サービスが悪悪悪悪いというようないというようないというようないというような

ことを民間にもっと活ことを民間にもっと活ことを民間にもっと活ことを民間にもっと活力力力力をををを喚起喚起喚起喚起ささささせせせせるというか、民間のるというか、民間のるというか、民間のるというか、民間の力力力力がなかったら、がなかったら、がなかったら、がなかったら、幾幾幾幾ら県ら県ら県ら県や市や市や市や市ががががやややや

ろろろろうとしてもなかなかそれはうとしてもなかなかそれはうとしてもなかなかそれはうとしてもなかなかそれは大大大大変変変変だだだだろろろろうとうとうとうと思思思思うのです。だから、そのうのです。だから、そのうのです。だから、そのうのです。だから、その辺辺辺辺のもう少し知恵とのもう少し知恵とのもう少し知恵とのもう少し知恵と

いうかいうかいうかいうか工夫工夫工夫工夫があっていいのかなとがあっていいのかなとがあっていいのかなとがあっていいのかなと思思思思うのです。いうのです。いうのです。いうのです。いろろろろいいいいろろろろなことをなことをなことをなことを申申申申し上し上し上し上げげげげてもてもてもても満満満満たされなたされなたされなたされな

いいいいわわわわけでございますけれけでございますけれけでございますけれけでございますけれどどどども。も。も。も。

たまたま観光でいいますと、たまたま観光でいいますと、たまたま観光でいいますと、たまたま観光でいいますと、大宮通大宮通大宮通大宮通りりりりプロプロプロプロジジジジェェェェククククトトトトというのがスというのがスというのがスというのがスタタタターーーートトトトをををを切切切切っているのっているのっているのっているの

か、これからか、これからか、これからか、これから切切切切っていくのか。っていくのか。っていくのか。っていくのか。土木土木土木土木部で整備を部で整備を部で整備を部で整備をややややっていこうということでございますけれっていこうということでございますけれっていこうということでございますけれっていこうということでございますけれ

どどどども、も、も、も、先先先先ほほほほどどどどたまたま杉田副知事からたまたま杉田副知事からたまたま杉田副知事からたまたま杉田副知事から夜夜夜夜の観光もの観光もの観光もの観光も大大大大事だと事だと事だと事だと思思思思うというようなうというようなうというようなうというような言葉言葉言葉言葉もいただもいただもいただもいただ

きましたので、きましたので、きましたので、きましたので、申申申申し上し上し上し上げげげげるのですが、るのですが、るのですが、るのですが、何何何何かきっかけが要るかきっかけが要るかきっかけが要るかきっかけが要るわわわわけです。だから、けです。だから、けです。だから、けです。だから、プロプロプロプロジジジジェェェェクククク

トトトトを進めていく中で、例を進めていく中で、例を進めていく中で、例を進めていく中で、例ええええばばばば大宮大宮大宮大宮、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは奈良市内奈良市内奈良市内奈良市内のののの夜夜夜夜のののの飲食店飲食店飲食店飲食店の活性化は、の活性化は、の活性化は、の活性化は、産産産産業・業・業・業・雇雇雇雇

用用用用振興部になるのか、そういうようなことも振興部になるのか、そういうようなことも振興部になるのか、そういうようなことも振興部になるのか、そういうようなことも含含含含めて、めて、めて、めて、横横横横の連携をしながら、知恵をの連携をしながら、知恵をの連携をしながら、知恵をの連携をしながら、知恵を入入入入れ合れ合れ合れ合

いしながら、いしながら、いしながら、いしながら、ややややっていくのがっていくのがっていくのがっていくのが大大大大事なのかなと事なのかなと事なのかなと事なのかなと思思思思うのですけれうのですけれうのですけれうのですけれどどどども、そういうも、そういうも、そういうも、そういう試試試試みをされてみをされてみをされてみをされて

いらっしいらっしいらっしいらっしゃゃゃゃるでしるでしるでしるでしょょょょうか、おうか、おうか、おうか、お伺伺伺伺いをいたしたいといをいたしたいといをいたしたいといをいたしたいと思思思思います。います。います。います。

それから、めったに水道局にそれから、めったに水道局にそれから、めったに水道局にそれから、めったに水道局に質質質質問問問問したはことないのですが、小水したはことないのですが、小水したはことないのですが、小水したはことないのですが、小水力発力発力発力発電電電電というのが、水というのが、水というのが、水というのが、水

道局が道局が道局が道局が力力力力をををを入入入入れているということをおれているということをおれているということをおれているということをお聞聞聞聞きいたしております。私、きいたしております。私、きいたしております。私、きいたしております。私、大大大大和和和和郡郡郡郡山山山山市市市市なのですが、なのですが、なのですが、なのですが、

ここでも私のここでも私のここでも私のここでも私の住住住住んでいるんでいるんでいるんでいる近近近近くに水道管くに水道管くに水道管くに水道管理セ理セ理セ理センンンンタタタターがありまして、そこで小水ーがありまして、そこで小水ーがありまして、そこで小水ーがありまして、そこで小水力発力発力発力発電電電電をしてをしてをしてをして

いるのですが、このことをあまり知らないのです。いるのですが、このことをあまり知らないのです。いるのですが、このことをあまり知らないのです。いるのですが、このことをあまり知らないのです。先先先先ほほほほどどどど畭委員か畭委員か畭委員か畭委員かどどどどなたかが、地域がすなたかが、地域がすなたかが、地域がすなたかが、地域がす

べべべべててててキキキキャャャャンンンンパパパパスだとおっしスだとおっしスだとおっしスだとおっしゃゃゃゃいましたが、そういういましたが、そういういましたが、そういういましたが、そういう意意意意味味味味もももも込込込込めまして、小水めまして、小水めまして、小水めまして、小水力発力発力発力発電電電電ををををややややっっっっ

ているようなとこているようなとこているようなとこているようなところろろろをををを子子子子どどどどもたもたもたもたちちちちに開に開に開に開放放放放して、して、して、して、遠遠遠遠方方方方ではあるのですが、例ではあるのですが、例ではあるのですが、例ではあるのですが、例ええええばばばば、、、、吉吉吉吉野の野の野の野の方方方方

に行けに行けに行けに行けばばばば大大大大規規規規模模模模なそういうなそういうなそういうなそういう見見見見学学学学施施施施設もあるということも知っているのですけれ設もあるということも知っているのですけれ設もあるということも知っているのですけれ設もあるということも知っているのですけれどどどども、もっも、もっも、もっも、もっ

とととと身身身身近近近近で、学校もたくさんあるで、学校もたくさんあるで、学校もたくさんあるで、学校もたくさんあるわわわわけですから、エネルギーのけですから、エネルギーのけですから、エネルギーのけですから、エネルギーの問問問問題が題が題が題が今話今話今話今話題になっていると題になっていると題になっていると題になっていると

きでございますので、そういうことがごくきでございますので、そういうことがごくきでございますので、そういうことがごくきでございますので、そういうことがごく身身身身近近近近でもこんなでもこんなでもこんなでもこんな発発発発電電電電をしているのですというこをしているのですというこをしているのですというこをしているのですというこ

とをもっととをもっととをもっととをもっと子子子子どどどどもたもたもたもたちちちちにもにもにもにも教教教教育材料として育材料として育材料として育材料として見せ見せ見せ見せる。そのこともる。そのこともる。そのこともる。そのことも必必必必要だと要だと要だと要だと思思思思うのですけれうのですけれうのですけれうのですけれどどどど

も、いかがなものでしも、いかがなものでしも、いかがなものでしも、いかがなものでしょょょょうか、おうか、おうか、おうか、お答答答答ええええください。ください。ください。ください。

○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 観光振興、県も観光振興、県も観光振興、県も観光振興、県も市町市町市町市町村も、それからま村も、それからま村も、それからま村も、それからまちづちづちづちづくりをしていただいているくりをしていただいているくりをしていただいているくりをしていただいている

方方方方もみんなでもみんなでもみんなでもみんなで力力力力を合を合を合を合わせわせわせわせててててややややっていかないとなかなかっていかないとなかなかっていかないとなかなかっていかないとなかなか階階階階段を上がるのは段を上がるのは段を上がるのは段を上がるのは大大大大変変変変であるというであるというであるというであるという

のをのをのをのを実実実実感感感感しながら、しかし、しながら、しかし、しながら、しかし、しながら、しかし、先先先先頭頭頭頭をををを切切切切ってってってってややややらないとなかなかついてこないのかなというらないとなかなかついてこないのかなというらないとなかなかついてこないのかなというらないとなかなかついてこないのかなという

思思思思いでいでいでいでややややっております。例っております。例っております。例っております。例ええええばばばば、、、、市町市町市町市町村にも一村にも一村にも一村にも一緒緒緒緒ににににややややりましりましりましりましょょょょうよといううよといううよといううよという意意意意味味味味では、では、では、では、持持持持続続続続
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的観光的観光的観光的観光力力力力パパパパワワワワーアーアーアーアップップップップ補補補補助助助助金ということで、県がこういう取り組みをしま金ということで、県がこういう取り組みをしま金ということで、県がこういう取り組みをしま金ということで、県がこういう取り組みをしませせせせんかとんかとんかとんかと呼呼呼呼びかびかびかびか

けて平成２５年度も２けて平成２５年度も２けて平成２５年度も２けて平成２５年度も２，，，，００００００００００００万万万万円円円円の取り組みをしております。一の取り組みをしております。一の取り組みをしております。一の取り組みをしております。一方方方方で、ことしから進めで、ことしから進めで、ことしから進めで、ことしから進め

ておりますておりますておりますております記紀記紀記紀記紀・・・・万葉万葉万葉万葉プロプロプロプロジジジジェェェェククククトトトトにつきましては、民間のにつきましては、民間のにつきましては、民間のにつきましては、民間の方方方方 々々々々にも一にも一にも一にも一緒緒緒緒に取り組みしまに取り組みしまに取り組みしまに取り組みしま

せせせせんかということで、こんかということで、こんかということで、こんかということで、こちちちちらも１らも１らも１らも１，，，，００００００００００００万万万万円円円円をををを用意用意用意用意しまして、一しまして、一しまして、一しまして、一緒緒緒緒にしましにしましにしましにしましょょょょうと、民うと、民うと、民うと、民

間の間の間の間の方方方方 々々々々からもからもからもからもプロプロプロプロポポポポーーーーザザザザルで提案いただいております。ルで提案いただいております。ルで提案いただいております。ルで提案いただいております。

ただ、中野委員にごただ、中野委員にごただ、中野委員にごただ、中野委員にご指指指指摘摘摘摘いただきましたように、ではそういう中に、いただきましたように、ではそういう中に、いただきましたように、ではそういう中に、いただきましたように、ではそういう中に、飲食店飲食店飲食店飲食店であったり、であったり、であったり、であったり、

あるいはあるいはあるいはあるいは夜夜夜夜のののの盛盛盛盛り上り上り上り上げげげげをするための提案があるかといいますと、をするための提案があるかといいますと、をするための提案があるかといいますと、をするための提案があるかといいますと、残残残残念念念念ながらまだそこにはながらまだそこにはながらまだそこにはながらまだそこには

至至至至っていないのです。平成２５年度に向けましては、っていないのです。平成２５年度に向けましては、っていないのです。平成２５年度に向けましては、っていないのです。平成２５年度に向けましては、先先先先ほほほほどどどど畭委員畭委員畭委員畭委員やややや神田委員からもご神田委員からもご神田委員からもご神田委員からもご質質質質

問問問問ありました、例ありました、例ありました、例ありました、例ええええばばばば女女女女将将将将の会のようなとこの会のようなとこの会のようなとこの会のようなところろろろにこういう事業をにこういう事業をにこういう事業をにこういう事業を紹介紹介紹介紹介しますと、私らもしますと、私らもしますと、私らもしますと、私らも何何何何

かしたいかしたいかしたいかしたいわわわわというような、ご提案もいただいております。ですので、というような、ご提案もいただいております。ですので、というような、ご提案もいただいております。ですので、というような、ご提案もいただいております。ですので、記紀記紀記紀記紀・・・・万葉万葉万葉万葉プロプロプロプロジジジジェェェェ

ククククトトトトという取り組みをという取り組みをという取り組みをという取り組みを我々我々我々我々ががががややややりますよ、みんな一りますよ、みんな一りますよ、みんな一りますよ、みんな一緒緒緒緒にしまにしまにしまにしませせせせんかといったときに、んかといったときに、んかといったときに、んかといったときに、申申申申しししし

込込込込んで来るんで来るんで来るんで来る先先先先をををを我々我々我々我々がまがまがまがまず想ず想ず想ず想定しているのが、そういう定しているのが、そういう定しているのが、そういう定しているのが、そういう夜夜夜夜のののの方方方方をををを想想想想定していないというこ定していないというこ定していないというこ定していないというこ

とではなく、もう少しとではなく、もう少しとではなく、もう少しとではなく、もう少し門門門門戸戸戸戸を開いて、そのを開いて、そのを開いて、そのを開いて、その門門門門戸戸戸戸を開くというを開くというを開くというを開くという意意意意味味味味では、こでは、こでは、こでは、こちちちちらから提案すらから提案すらから提案すらから提案す

るときにるときにるときにるときに彼彼彼彼らにもらにもらにもらにも反反反反応応応応していただけるような要していただけるような要していただけるような要していただけるような要綱綱綱綱になっているかになっているかになっているかになっているかどどどどうかよくうかよくうかよくうかよく確確確確認認認認して一して一して一して一緒緒緒緒

に取り組に取り組に取り組に取り組むむむむ、、、、どちどちどちどちらにしましてもらにしましてもらにしましてもらにしましても産産産産業・業・業・業・雇雇雇雇用用用用振興部と連携しながら取り組んでまいりたい振興部と連携しながら取り組んでまいりたい振興部と連携しながら取り組んでまいりたい振興部と連携しながら取り組んでまいりたい

とととと思思思思います。います。います。います。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○的場水道局業務課長○的場水道局業務課長○的場水道局業務課長○的場水道局業務課長 再再再再生生生生可能可能可能可能エネルギー関係のエネルギー関係のエネルギー関係のエネルギー関係の見見見見学学学学等等等等ののののＰＲＰＲＰＲＰＲをしてはをしてはをしてはをしてはどどどどうかというごうかというごうかというごうかというご

質質質質問問問問でございました。でございました。でございました。でございました。

水道局の中には、水道局の中には、水道局の中には、水道局の中には、再再再再生生生生可能可能可能可能エネルギーといたしまして、エネルギーといたしまして、エネルギーといたしまして、エネルギーといたしまして、御御御御所所所所浄浄浄浄水水水水場場場場にににに太陽太陽太陽太陽光光光光発発発発電電電電、それ、それ、それ、それ

からからからから桜井浄桜井浄桜井浄桜井浄水水水水場場場場に小水に小水に小水に小水力発力発力発力発電電電電、、、、先先先先ほほほほどどどど中野委員のご中野委員のご中野委員のご中野委員のご質質質質問問問問でございましたでございましたでございましたでございました大大大大和和和和郡郡郡郡山山山山市市市市の水道の水道の水道の水道

管管管管理セ理セ理セ理センンンンタタタターに小水ーに小水ーに小水ーに小水力発力発力発力発電電電電、この３つの、この３つの、この３つの、この３つの再再再再生生生生可能可能可能可能エネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギーの施施施施設を設置しております。設を設置しております。設を設置しております。設を設置しております。

それで、それで、それで、それで、浄浄浄浄水水水水場場場場のののの見見見見学につきましては、学につきましては、学につきましては、学につきましては、常常常常時時時時受け付けしておりまして、これは受け付けしておりまして、これは受け付けしておりまして、これは受け付けしておりまして、これはホホホホーーーームムムムペーペーペーペー

ジの中でジの中でジの中でジの中で見見見見学ができるということを学ができるということを学ができるということを学ができるということを記載記載記載記載ささささせせせせていただいております。そのていただいております。そのていただいております。そのていただいております。その見見見見学でございま学でございま学でございま学でございま

すけすけすけすけどどどども、も、も、も、今今今今までも小学までも小学までも小学までも小学生生生生を中心といたしましたを中心といたしましたを中心といたしましたを中心といたしました多多多多数数数数の来の来の来の来場場場場者が来ていただいております。者が来ていただいております。者が来ていただいております。者が来ていただいております。

また、また、また、また、企企企企業さん、もしくは業さん、もしくは業さん、もしくは業さん、もしくは市町市町市町市町村関係者、それから行政の関係者な村関係者、それから行政の関係者な村関係者、それから行政の関係者な村関係者、それから行政の関係者などどどども来ていただいておも来ていただいておも来ていただいておも来ていただいてお

りますので、りますので、りますので、りますので、先先先先ほほほほどどどど申申申申しましたように受け付けはしましたように受け付けはしましたように受け付けはしましたように受け付けは随時随時随時随時しており、小学しており、小学しており、小学しており、小学生生生生のののの方方方方も来ていただも来ていただも来ていただも来ていただ

けますので、来ていただけれけますので、来ていただけれけますので、来ていただけれけますので、来ていただければばばば、そういう、そういう、そういう、そういう環境教環境教環境教環境教育の一育の一育の一育の一環環環環となるととなるととなるととなると考え考え考え考えております。ております。ております。ております。以以以以上上上上

でございます。でございます。でございます。でございます。

○中野委員○中野委員○中野委員○中野委員 記紀記紀記紀記紀・・・・万葉万葉万葉万葉プロプロプロプロジジジジェェェェククククトトトトというこのというこのというこのというこのイメイメイメイメージの中では、それはそれでいいのージの中では、それはそれでいいのージの中では、それはそれでいいのージの中では、それはそれでいいの

ですけれですけれですけれですけれどどどども、も、も、も、先先先先ほほほほどどどど申申申申し上し上し上し上げげげげたように、たように、たように、たように、大宮通大宮通大宮通大宮通りりりりプロプロプロプロジジジジェェェェククククトトトトという部という部という部という部分分分分に特化したに特化したに特化したに特化した考考考考
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え方え方え方え方ははははどどどどうなのですか。それを一つおうなのですか。それを一つおうなのですか。それを一つおうなのですか。それを一つお聞聞聞聞きしたいときしたいときしたいときしたいと思思思思います。います。います。います。

それから、水道局は、例それから、水道局は、例それから、水道局は、例それから、水道局は、例ええええばばばば、私の、私の、私の、私の近近近近くにあるようなとこくにあるようなとこくにあるようなとこくにあるようなところろろろでも、でも、でも、でも、身身身身近近近近なとこなとこなとこなところろろろで開で開で開で開放放放放

ということはということはということはということは考え考え考え考えておられまておられまておられまておられませせせせんか。的んか。的んか。的んか。的場場場場業務課長がおっし業務課長がおっし業務課長がおっし業務課長がおっしゃゃゃゃったのは、ったのは、ったのは、ったのは、大大大大きないきないきないきないわわわわゆゆゆゆるるるる

浄浄浄浄水水水水場場場場のことをおっしのことをおっしのことをおっしのことをおっしゃゃゃゃっているっているっているっているわわわわけでしけでしけでしけでしょょょょう。だから、う。だから、う。だから、う。だから、身身身身近近近近なとこなとこなとこなところろろろで例で例で例で例ええええばばばば、私の、私の、私の、私の近近近近

くのくのくのくの満満満満願願願願寺寺寺寺にある水道管にある水道管にある水道管にある水道管理セ理セ理セ理センンンンタタタターを開ーを開ーを開ーを開放放放放したりするということはできないですか。したりするということはできないですか。したりするということはできないですか。したりするということはできないですか。

○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 先先先先ほほほほどどどどは例をは例をは例をは例を記紀記紀記紀記紀・・・・万葉万葉万葉万葉プロプロプロプロジジジジェェェェククククトトトトにににに限限限限定してしまいましたけれ定してしまいましたけれ定してしまいましたけれ定してしまいましたけれどどどど、、、、

大宮通大宮通大宮通大宮通りりりりプロプロプロプロジジジジェェェェククククトトトトにおきましても、課題を県におきましても、課題を県におきましても、課題を県におきましても、課題を県土土土土マネジマネジマネジマネジメメメメンンンントトトト部と整部と整部と整部と整理理理理いたしまして、いたしまして、いたしまして、いたしまして、

夜夜夜夜のののの魅力魅力魅力魅力ををををどどどどのようにのようにのようにのように発信発信発信発信していくかということはしっかりと取り組んでまいりたいとしていくかということはしっかりと取り組んでまいりたいとしていくかということはしっかりと取り組んでまいりたいとしていくかということはしっかりと取り組んでまいりたいと考考考考

ええええております。ております。ております。ております。

○的場水道局業務課長○的場水道局業務課長○的場水道局業務課長○的場水道局業務課長 ごごごご質質質質問問問問のののの大大大大和和和和郡郡郡郡山山山山市市市市の水道管の水道管の水道管の水道管理セ理セ理セ理センンンンタタタターの小水ーの小水ーの小水ーの小水力発力発力発力発電電電電なのですけなのですけなのですけなのですけ

れれれれどどどども、小水も、小水も、小水も、小水力発力発力発力発電電電電の設置の設置の設置の設置場場場場所がかなり所がかなり所がかなり所がかなり狭狭狭狭いとこいとこいとこいところろろろにございまして、にございまして、にございまして、にございまして、入入入入るにるにるにるに当当当当たりましてたりましてたりましてたりまして

は人は人は人は人数数数数的な的な的な的な話話話話もありますし、そういうもありますし、そういうもありますし、そういうもありますし、そういう見見見見学スペースが学スペースが学スペースが学スペースが限限限限られておりますので、一般的には、られておりますので、一般的には、られておりますので、一般的には、られておりますので、一般的には、

先先先先ほほほほどどどど申申申申しましたしましたしましたしました太陽太陽太陽太陽光光光光発発発発電電電電でしたらでしたらでしたらでしたら外外外外のののの方方方方にありますので、にありますので、にありますので、にありますので、大勢大勢大勢大勢のののの方方方方がががが見見見見ていただけるていただけるていただけるていただける

のですけれのですけれのですけれのですけれどどどども、スペースのも、スペースのも、スペースのも、スペースの狭狭狭狭いとこいとこいとこいところろろろについては、については、については、については、若若若若干難干難干難干難しいしいしいしい点点点点があるとがあるとがあるとがあると考え考え考え考えておりまておりまておりまておりま

す。す。す。す。以以以以上です。上です。上です。上です。

○中野委員○中野委員○中野委員○中野委員 スペースももスペースももスペースももスペースももちろちろちろちろんそれにんそれにんそれにんそれに準準準準備していないもの備していないもの備していないもの備していないものねねねね。そのためにつくっていな。そのためにつくっていな。そのためにつくっていな。そのためにつくっていな

いので、いので、いので、いので、狭狭狭狭いでしいでしいでしいでしょょょょうけれうけれうけれうけれどどどど。。。。

私が私が私が私が言言言言っているのは、っているのは、っているのは、っているのは、大大大大 々々々々的に的に的に的に子子子子どどどどもたもたもたもたちちちちががががババババスで行くとかいうのではなく、スで行くとかいうのではなく、スで行くとかいうのではなく、スで行くとかいうのではなく、授授授授業中に業中に業中に業中に

中にそういうものが中にそういうものが中にそういうものが中にそういうものが教教教教科科科科の中にあったときに、そしたら、このクの中にあったときに、そしたら、このクの中にあったときに、そしたら、このクの中にあったときに、そしたら、このクララララスのスのスのスの何何何何人かだけでも行人かだけでも行人かだけでも行人かだけでも行

きましきましきましきましょょょょうとかいうときに、そういうとこうとかいうときに、そういうとこうとかいうときに、そういうとこうとかいうときに、そういうところろろろがあれがあれがあれがあればばばば、、、、身身身身近近近近にすっと行けるでしにすっと行けるでしにすっと行けるでしにすっと行けるでしょょょょう。う。う。う。大大大大

層層層層なことをなことをなことをなことを言言言言わわわわなくてもなくてもなくてもなくても歩歩歩歩いてでも行けるいてでも行けるいてでも行けるいてでも行けるわわわわけですから。だから、そういうことがあれけですから。だから、そういうことがあれけですから。だから、そういうことがあれけですから。だから、そういうことがあればばばば

してあしてあしてあしてあげげげげたらいいのかなともたらいいのかなともたらいいのかなともたらいいのかなとも思思思思うのですけれうのですけれうのですけれうのですけれどどどども、も、も、も、キキキキャパャパャパャパシティシティシティシティーにーにーにーに問問問問題があるとおっし題があるとおっし題があるとおっし題があるとおっし

ゃゃゃゃるなら、もうそれはそれでるなら、もうそれはそれでるなら、もうそれはそれでるなら、もうそれはそれで結結結結構構構構でございます。でございます。でございます。でございます。わわわわかりました。かりました。かりました。かりました。終わ終わ終わ終わります。ります。ります。ります。

○田中委員長○田中委員長○田中委員長○田中委員長 工夫工夫工夫工夫してください。よしてください。よしてください。よしてください。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。

次、ご次、ご次、ご次、ご質質質質問問問問。。。。（（（（発発発発言言言言する者あり）する者あり）する者あり）する者あり）終わ終わ終わ終わりましたですか。りましたですか。りましたですか。りましたですか。

ほかにほかにほかにほかに質質質質疑疑疑疑がなけれがなけれがなけれがなければばばば、これをもって地域振興部、観光局、水道局の審査を、これをもって地域振興部、観光局、水道局の審査を、これをもって地域振興部、観光局、水道局の審査を、これをもって地域振興部、観光局、水道局の審査を終わ終わ終わ終わります。ります。ります。ります。

明日３月１９日は明日３月１９日は明日３月１９日は明日３月１９日は午午午午後後後後１１１１時時時時より総括審査を行います。総括審査でより総括審査を行います。総括審査でより総括審査を行います。総括審査でより総括審査を行います。総括審査で言言言言いたいとかいういたいとかいういたいとかいういたいとかいう発発発発言言言言

はもうないですはもうないですはもうないですはもうないですねねねね。。。。（（（（発発発発言言言言する者あり）この間おっしする者あり）この間おっしする者あり）この間おっしする者あり）この間おっしゃゃゃゃっていましたけれっていましたけれっていましたけれっていましたけれどどどど。。。。

○和田委員○和田委員○和田委員○和田委員 ききききょょょょうのうのうのうの耳耳耳耳成観光案成観光案成観光案成観光案内内内内所の所の所の所の件件件件はははは撤撤撤撤回回回回します。します。します。します。

○田中委員長○田中委員長○田中委員長○田中委員長 ききききょょょょうのうのうのうの分分分分はははは撤撤撤撤回回回回。はい、。はい、。はい、。はい、わわわわかりました。かりました。かりました。かりました。
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それでは、きそれでは、きそれでは、きそれでは、きょょょょうの会議をこれでうの会議をこれでうの会議をこれでうの会議をこれで終わ終わ終わ終わります。ります。ります。ります。どどどどうもありがとうございました。ごうもありがとうございました。ごうもありがとうございました。ごうもありがとうございました。ご苦労苦労苦労苦労

さまでした。さまでした。さまでした。さまでした。


