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

開催日時開催日時開催日時開催日時 平成２５年６月１８日（火） １０：０１～１１：３４平成２５年６月１８日（火） １０：０１～１１：３４平成２５年６月１８日（火） １０：０１～１１：３４平成２５年６月１８日（火） １０：０１～１１：３４

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

出席委員出席委員出席委員出席委員 ９名９名９名９名

藤本 昭広 委員長藤本 昭広 委員長藤本 昭広 委員長藤本 昭広 委員長

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

大坪 宏通 委員大坪 宏通 委員大坪 宏通 委員大坪 宏通 委員

阪口 保 委員阪口 保 委員阪口 保 委員阪口 保 委員

猪奥 美里 委員猪奥 美里 委員猪奥 美里 委員猪奥 美里 委員

小林 照代 委員小林 照代 委員小林 照代 委員小林 照代 委員

松尾 勇臣 委員松尾 勇臣 委員松尾 勇臣 委員松尾 勇臣 委員

岩田 国夫 委員岩田 国夫 委員岩田 国夫 委員岩田 国夫 委員

国中 憲治 委員国中 憲治 委員国中 憲治 委員国中 憲治 委員

欠席委員欠席委員欠席委員欠席委員 なしなしなしなし

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

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

傍 聴 者傍 聴 者傍 聴 者傍 聴 者 １名１名１名１名

議 事議 事議 事議 事

（１）６月定例県議会提出予定議案について（１）６月定例県議会提出予定議案について（１）６月定例県議会提出予定議案について（１）６月定例県議会提出予定議案について

（２）その他（２）その他（２）その他（２）その他

＜質疑応答＞＜質疑応答＞＜質疑応答＞＜質疑応答＞

○藤本委員長○藤本委員長○藤本委員長○藤本委員長 それでは、ただいまの説明、報告、またはその他の事項を含めて、質疑がそれでは、ただいまの説明、報告、またはその他の事項を含めて、質疑がそれでは、ただいまの説明、報告、またはその他の事項を含めて、質疑がそれでは、ただいまの説明、報告、またはその他の事項を含めて、質疑が

あれば委員の皆さんご発言をお願いします。あれば委員の皆さんご発言をお願いします。あれば委員の皆さんご発言をお願いします。あれば委員の皆さんご発言をお願いします。

○阪口委員○阪口委員○阪口委員○阪口委員 ３点ほど質問があります。１点目は、若草山の移動支援施設のための、環境３点ほど質問があります。１点目は、若草山の移動支援施設のための、環境３点ほど質問があります。１点目は、若草山の移動支援施設のための、環境３点ほど質問があります。１点目は、若草山の移動支援施設のための、環境

影響調査について予算措置がされております。その環境影響調査について、具体的な進展影響調査について予算措置がされております。その環境影響調査について、具体的な進展影響調査について予算措置がされております。その環境影響調査について、具体的な進展影響調査について予算措置がされております。その環境影響調査について、具体的な進展

があったのかということについての質問であります。があったのかということについての質問であります。があったのかということについての質問であります。があったのかということについての質問であります。

○中西奈良公園室長○中西奈良公園室長○中西奈良公園室長○中西奈良公園室長 ただいまご質問いただきました若草山移動支援施設に伴いまして、ただいまご質問いただきました若草山移動支援施設に伴いまして、ただいまご質問いただきました若草山移動支援施設に伴いまして、ただいまご質問いただきました若草山移動支援施設に伴いまして、

平成２５年度予算をいただいて、環境影響調査を今やっているところでございまして、具平成２５年度予算をいただいて、環境影響調査を今やっているところでございまして、具平成２５年度予算をいただいて、環境影響調査を今やっているところでございまして、具平成２５年度予算をいただいて、環境影響調査を今やっているところでございまして、具

体的な進展といたしましては、今のところ報告することはございません。業者委託をやっ体的な進展といたしましては、今のところ報告することはございません。業者委託をやっ体的な進展といたしましては、今のところ報告することはございません。業者委託をやっ体的な進展といたしましては、今のところ報告することはございません。業者委託をやっ
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ているところでございまして、また、内容が出てき次第、報告をさせていただきたいと思ているところでございまして、また、内容が出てき次第、報告をさせていただきたいと思ているところでございまして、また、内容が出てき次第、報告をさせていただきたいと思ているところでございまして、また、内容が出てき次第、報告をさせていただきたいと思

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

○阪口委員○阪口委員○阪口委員○阪口委員 ２点目の質問でありますが、平成２５年５月３日から平城京天平祭を３日間２点目の質問でありますが、平成２５年５月３日から平城京天平祭を３日間２点目の質問でありますが、平成２５年５月３日から平城京天平祭を３日間２点目の質問でありますが、平成２５年５月３日から平城京天平祭を３日間

開催されておりますが、そのときの入場者と、そのイベントにつきまして、主催者として開催されておりますが、そのときの入場者と、そのイベントにつきまして、主催者として開催されておりますが、そのときの入場者と、そのイベントにつきまして、主催者として開催されておりますが、そのときの入場者と、そのイベントにつきまして、主催者として

どのように評価されているのかということについてお聞きしたいと思います。どのように評価されているのかということについてお聞きしたいと思います。どのように評価されているのかということについてお聞きしたいと思います。どのように評価されているのかということについてお聞きしたいと思います。

○石井平城宮跡事業推進室長○石井平城宮跡事業推進室長○石井平城宮跡事業推進室長○石井平城宮跡事業推進室長 平成２５年５月３日から５日までの３日間、平城京天平祭平成２５年５月３日から５日までの３日間、平城京天平祭平成２５年５月３日から５日までの３日間、平城京天平祭平成２５年５月３日から５日までの３日間、平城京天平祭

を実施させていただきまして、累計で５万１，０００人の皆様においでいただいておりまを実施させていただきまして、累計で５万１，０００人の皆様においでいただいておりまを実施させていただきまして、累計で５万１，０００人の皆様においでいただいておりまを実施させていただきまして、累計で５万１，０００人の皆様においでいただいておりま

す。１日平均に直しますと１万７，０００人で、平成２４年は雨でしたので、１日、１万す。１日平均に直しますと１万７，０００人で、平成２４年は雨でしたので、１日、１万す。１日平均に直しますと１万７，０００人で、平成２４年は雨でしたので、１日、１万す。１日平均に直しますと１万７，０００人で、平成２４年は雨でしたので、１日、１万

１，５００人程度のお客様でございましたことを考えますと、平成２５年は晴れたことも１，５００人程度のお客様でございましたことを考えますと、平成２５年は晴れたことも１，５００人程度のお客様でございましたことを考えますと、平成２５年は晴れたことも１，５００人程度のお客様でございましたことを考えますと、平成２５年は晴れたことも

ございまして、かなり前年を上回ったお客さんにお見えいただいたと理解しております。ございまして、かなり前年を上回ったお客さんにお見えいただいたと理解しております。ございまして、かなり前年を上回ったお客さんにお見えいただいたと理解しております。ございまして、かなり前年を上回ったお客さんにお見えいただいたと理解しております。

平成２５年は特に、４００人の天平行列の練り歩きが地元の皆さんを中心に行われまし平成２５年は特に、４００人の天平行列の練り歩きが地元の皆さんを中心に行われまし平成２５年は特に、４００人の天平行列の練り歩きが地元の皆さんを中心に行われまし平成２５年は特に、４００人の天平行列の練り歩きが地元の皆さんを中心に行われまし

たので、そこに対するご期待と、これからのいろいろな参画に対するさまざまな地域の皆たので、そこに対するご期待と、これからのいろいろな参画に対するさまざまな地域の皆たので、そこに対するご期待と、これからのいろいろな参画に対するさまざまな地域の皆たので、そこに対するご期待と、これからのいろいろな参画に対するさまざまな地域の皆

様のご希望みたいなものがその数字にあらわれてきているのだろうと理解しております。様のご希望みたいなものがその数字にあらわれてきているのだろうと理解しております。様のご希望みたいなものがその数字にあらわれてきているのだろうと理解しております。様のご希望みたいなものがその数字にあらわれてきているのだろうと理解しております。

以上でございます。以上でございます。以上でございます。以上でございます。

○阪口委員○阪口委員○阪口委員○阪口委員 私も５月３日に平城京天平行列を視察させていただきまして、イベントとし私も５月３日に平城京天平行列を視察させていただきまして、イベントとし私も５月３日に平城京天平行列を視察させていただきまして、イベントとし私も５月３日に平城京天平行列を視察させていただきまして、イベントとし

てはいいのではないか、しかしイベントの盛り上がりを考えると、もう少し公式サイト以てはいいのではないか、しかしイベントの盛り上がりを考えると、もう少し公式サイト以てはいいのではないか、しかしイベントの盛り上がりを考えると、もう少し公式サイト以てはいいのではないか、しかしイベントの盛り上がりを考えると、もう少し公式サイト以

外にも、宣伝の工夫をすれば入場者がふえていくのではないかと考えるわけです。実際、外にも、宣伝の工夫をすれば入場者がふえていくのではないかと考えるわけです。実際、外にも、宣伝の工夫をすれば入場者がふえていくのではないかと考えるわけです。実際、外にも、宣伝の工夫をすれば入場者がふえていくのではないかと考えるわけです。実際、

当日は県の職員やボラン当日は県の職員やボラン当日は県の職員やボラン当日は県の職員やボランティアティアティアティアがががが努力努力努力努力をしていただいており、そのをしていただいており、そのをしていただいており、そのをしていただいており、その姿姿姿姿にはにはにはには非常非常非常非常にににに感謝感謝感謝感謝いたいたいたいた

しております。宣伝のことにつきまして、しております。宣伝のことにつきまして、しております。宣伝のことにつきまして、しております。宣伝のことにつきまして、答答答答えられたらよろしくお願いします。えられたらよろしくお願いします。えられたらよろしくお願いします。えられたらよろしくお願いします。

○石井平城宮跡事業推進室長○石井平城宮跡事業推進室長○石井平城宮跡事業推進室長○石井平城宮跡事業推進室長 広報関係について、今いろいろとご示広報関係について、今いろいろとご示広報関係について、今いろいろとご示広報関係について、今いろいろとご示唆唆唆唆いただきましたけいただきましたけいただきましたけいただきましたけ

れども、れども、れども、れども、確確確確かにおっしかにおっしかにおっしかにおっしゃゃゃゃっていただいているとおり、っていただいているとおり、っていただいているとおり、っていただいているとおり、来来来来年に年に年に年に向向向向けては今以上の広報宣伝けては今以上の広報宣伝けては今以上の広報宣伝けては今以上の広報宣伝活活活活

動について、またこの動について、またこの動について、またこの動について、またこの夏夏夏夏、、、、秋秋秋秋のイベントにのイベントにのイベントにのイベントに向向向向けては、けては、けては、けては、早早早早いいいい着手着手着手着手とととと幅幅幅幅広い広報に心がけたい広い広報に心がけたい広い広報に心がけたい広い広報に心がけたい

と思います。以上でございます。と思います。以上でございます。と思います。以上でございます。と思います。以上でございます。

○阪口委員○阪口委員○阪口委員○阪口委員 ３点目の質問でありますが、３点目の質問でありますが、３点目の質問でありますが、３点目の質問でありますが、先先先先ほど平城ほど平城ほど平城ほど平城宮跡歴史宮跡歴史宮跡歴史宮跡歴史公公公公園拠園拠園拠園拠点点点点ゾーゾーゾーゾーンのンのンのンの整備整備整備整備計画計画計画計画

について説明を聞きました。県としては、について説明を聞きました。県としては、について説明を聞きました。県としては、について説明を聞きました。県としては、約約約約３５３５３５３５億円億円億円億円程度の予算を程度の予算を程度の予算を程度の予算を建建建建設設設設費費費費として考えておとして考えておとして考えておとして考えてお

られます。られます。られます。られます。建建建建設そのものについては、設そのものについては、設そのものについては、設そのものについては、パブリックコメパブリックコメパブリックコメパブリックコメントントントント等等等等を実施していただいて、を実施していただいて、を実施していただいて、を実施していただいて、慎重慎重慎重慎重

にしていただきたいと思うのですが、平城にしていただきたいと思うのですが、平城にしていただきたいと思うのですが、平城にしていただきたいと思うのですが、平城宮跡全宮跡全宮跡全宮跡全体を考えると、体を考えると、体を考えると、体を考えると、夏夏夏夏になるとになるとになるとになると著著著著しく観光客しく観光客しく観光客しく観光客

が少なくなるところをが少なくなるところをが少なくなるところをが少なくなるところを何何何何回も見に行っているわけです。入場者回も見に行っているわけです。入場者回も見に行っているわけです。入場者回も見に行っているわけです。入場者等等等等に聞くと、に聞くと、に聞くと、に聞くと、木陰木陰木陰木陰がほとんがほとんがほとんがほとん

どなく、どなく、どなく、どなく、暑暑暑暑いというわけです。こういういというわけです。こういういというわけです。こういういというわけです。こういう箱物箱物箱物箱物のののの建建建建設設設設等等等等もあるかもわかりませんけれども、もあるかもわかりませんけれども、もあるかもわかりませんけれども、もあるかもわかりませんけれども、

今回、この今回、この今回、この今回、この拠拠拠拠点点点点制制制制度とは、すこし今言っていることは関係はないと思いますけれども、そ度とは、すこし今言っていることは関係はないと思いますけれども、そ度とは、すこし今言っていることは関係はないと思いますけれども、そ度とは、すこし今言っていることは関係はないと思いますけれども、そ
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ういう平城ういう平城ういう平城ういう平城宮跡全宮跡全宮跡全宮跡全体のことについてのそういう点のご体のことについてのそういう点のご体のことについてのそういう点のご体のことについてのそういう点のご配慮配慮配慮配慮いただきたいと思います。いただきたいと思います。いただきたいと思います。いただきたいと思います。答答答答ええええ

られたらられたらられたらられたら答弁答弁答弁答弁をお願いしたいと思います。をお願いしたいと思います。をお願いしたいと思います。をお願いしたいと思います。

○石井平城宮跡事業推進室長○石井平城宮跡事業推進室長○石井平城宮跡事業推進室長○石井平城宮跡事業推進室長 阪口委員がおっし阪口委員がおっし阪口委員がおっし阪口委員がおっしゃゃゃゃるとおり、平城るとおり、平城るとおり、平城るとおり、平城宮跡宮跡宮跡宮跡のののの夏夏夏夏というのはというのはというのはというのは非非非非

常常常常にににに暑暑暑暑いですので、関係いたしますいですので、関係いたしますいですので、関係いたしますいですので、関係いたします奈良市奈良市奈良市奈良市、国、国、国、国土交土交土交土交通通通通省省省省、、、、文化庁文化庁文化庁文化庁、その他さまざまな関係、その他さまざまな関係、その他さまざまな関係、その他さまざまな関係

機機機機関と関と関と関と共同共同共同共同で、さまざまな広報関係ので、さまざまな広報関係ので、さまざまな広報関係ので、さまざまな広報関係の取取取取りりりり組組組組みでありますとか、また、みでありますとか、また、みでありますとか、また、みでありますとか、また、奈良奈良奈良奈良県におきまし県におきまし県におきまし県におきまし

ては、ては、ては、ては、朝堂院朝堂院朝堂院朝堂院地地地地区区区区にににに簡単簡単簡単簡単なあなあなあなあずずずずまやを設けまして、まやを設けまして、まやを設けまして、まやを設けまして、休憩休憩休憩休憩していただく場していただく場していただく場していただく場所所所所を設けるなど、を設けるなど、を設けるなど、を設けるなど、

少し少し少し少し取取取取りりりり組組組組みを進めているところでございますが、今みを進めているところでございますが、今みを進めているところでございますが、今みを進めているところでございますが、今後後後後、なお、、なお、、なお、、なお、一層協一層協一層協一層協議を進めまして、議を進めまして、議を進めまして、議を進めまして、

必要必要必要必要なななな取取取取りりりり組組組組みがその中で行われるように、５者がみがその中で行われるように、５者がみがその中で行われるように、５者がみがその中で行われるように、５者が集集集集まった会議の中でもまった会議の中でもまった会議の中でもまった会議の中でも積極積極積極積極的に発言し的に発言し的に発言し的に発言し

ていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

○阪口委員○阪口委員○阪口委員○阪口委員 あともうあともうあともうあともう一一一一点なのですけれども、点なのですけれども、点なのですけれども、点なのですけれども、交交交交通通通通ターミナルターミナルターミナルターミナルのののの整備整備整備整備をされます。実際、をされます。実際、をされます。実際、をされます。実際、

交交交交通通通通ターミナルターミナルターミナルターミナルはははは必要必要必要必要かと思います。ただし、今まで平城かと思います。ただし、今まで平城かと思います。ただし、今まで平城かと思います。ただし、今まで平城遷都遷都遷都遷都１３００年祭のときには、１３００年祭のときには、１３００年祭のときには、１３００年祭のときには、

中中中中町駐車町駐車町駐車町駐車場を考えておられ、中場を考えておられ、中場を考えておられ、中場を考えておられ、中町駐車町駐車町駐車町駐車場の場の場の場のパーク・アパーク・アパーク・アパーク・アンンンンド・バスド・バスド・バスド・バスライライライライドドドドとのとのとのとの整合性整合性整合性整合性はどうはどうはどうはどう

なのか。実際ここになのか。実際ここになのか。実際ここになのか。実際ここに駐車駐車駐車駐車場が設けられて、場が設けられて、場が設けられて、場が設けられて、常時バス常時バス常時バス常時バスがとまるとなれば、中がとまるとなれば、中がとまるとなれば、中がとまるとなれば、中町町町町のののの駐車駐車駐車駐車場の場の場の場の必必必必

要性要性要性要性はないのではないかと考えるわけです。はないのではないかと考えるわけです。はないのではないかと考えるわけです。はないのではないかと考えるわけです。

○堀内道路環境課長○堀内道路環境課長○堀内道路環境課長○堀内道路環境課長 駐車駐車駐車駐車場対場対場対場対策策策策につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、奈良市奈良市奈良市奈良市中心中心中心中心市街市街市街市街地における地における地における地における駐車駐車駐車駐車場対場対場対場対策策策策

といたしまして、公といたしまして、公といたしまして、公といたしまして、公共交共交共交共交通の通の通の通の利用利用利用利用をををを促促促促進しつつ、進しつつ、進しつつ、進しつつ、車車車車でのでのでのでの来訪来訪来訪来訪者に対しまして、者に対しまして、者に対しまして、者に対しまして、郊郊郊郊外外外外パーパーパーパー

ク・アク・アク・アク・アンンンンド・バスド・バスド・バスド・バスライライライライド駐車ド駐車ド駐車ド駐車場場場場へへへへのののの誘導誘導誘導誘導、こういった対、こういった対、こういった対、こういった対策策策策については、については、については、については、非常非常非常非常にににに重要重要重要重要であり、であり、であり、であり、

基基基基本と考えているところでございます。本と考えているところでございます。本と考えているところでございます。本と考えているところでございます。

それで、今それで、今それで、今それで、今春春春春は、は、は、は、パーク・アパーク・アパーク・アパーク・アンンンンド・バスド・バスド・バスド・バスライライライライドドドドなどのなどのなどのなどの交交交交通対通対通対通対策策策策を実施してきたところでを実施してきたところでを実施してきたところでを実施してきたところで

ございまして、ございまして、ございまして、ございまして、奈良北駐車奈良北駐車奈良北駐車奈良北駐車場につきましては、場につきましては、場につきましては、場につきましては、ゴールデゴールデゴールデゴールデンンンンウウウウイイイイークークークーク中に実施したところで中に実施したところで中に実施したところで中に実施したところで

ございます。ございます。ございます。ございます。

それと、今ごそれと、今ごそれと、今ごそれと、今ご指摘指摘指摘指摘のありましたのありましたのありましたのありました奈良西駐車奈良西駐車奈良西駐車奈良西駐車場につきましては、今回は実施していなかっ場につきましては、今回は実施していなかっ場につきましては、今回は実施していなかっ場につきましては、今回は実施していなかっ

たわけでございますが、そのかわりといたしまして、平城たわけでございますが、そのかわりといたしまして、平城たわけでございますが、そのかわりといたしまして、平城たわけでございますが、そのかわりといたしまして、平城宮跡宮跡宮跡宮跡のののの仮仮仮仮設設設設駐車駐車駐車駐車場を実場を実場を実場を実験験験験的に的に的に的に利利利利

用用用用させていただいたというところでございます。させていただいたというところでございます。させていただいたというところでございます。させていただいたというところでございます。

基基基基本的には、本的には、本的には、本的には、バス等バス等バス等バス等のののの乗降乗降乗降乗降場場場場所所所所につきましては、今のにつきましては、今のにつきましては、今のにつきましては、今のターミナルターミナルターミナルターミナルや今計画しておりますや今計画しておりますや今計画しておりますや今計画しております

登登登登大大大大路駐車路駐車路駐車路駐車場の場の場の場のターミナルターミナルターミナルターミナル、そういったものを、そういったものを、そういったものを、そういったものを総合総合総合総合的に的に的に的にターミナル化ターミナル化ターミナル化ターミナル化して、して、して、して、全全全全体的な体的な体的な体的な交交交交通通通通

対対対対策策策策とととと駐車駐車駐車駐車場対場対場対場対策策策策を進めていきたいと考えております。を進めていきたいと考えております。を進めていきたいと考えております。を進めていきたいと考えております。

そういったそういったそういったそういった奈良西駐車奈良西駐車奈良西駐車奈良西駐車場も含めて、今場も含めて、今場も含めて、今場も含めて、今後後後後ともいろいろなともいろいろなともいろいろなともいろいろな取取取取りりりり組組組組みを行いながら、みを行いながら、みを行いながら、みを行いながら、駐車駐車駐車駐車場場場場

の平の平の平の平準化準化準化準化や案内のや案内のや案内のや案内の充充充充実といった実といった実といった実といった駐車駐車駐車駐車場対場対場対場対策策策策を今を今を今を今後後後後とも進めていくと考えております。以上とも進めていくと考えております。以上とも進めていくと考えております。以上とも進めていくと考えております。以上

でございます。でございます。でございます。でございます。



---- 4444 ----

○阪口委員○阪口委員○阪口委員○阪口委員 中中中中町駐車町駐車町駐車町駐車場のことですけれども、平成２４年度の場のことですけれども、平成２４年度の場のことですけれども、平成２４年度の場のことですけれども、平成２４年度の活用活用活用活用を見ていましても、平を見ていましても、平を見ていましても、平を見ていましても、平

成２４年１１月１０日から１８日の計４日間、成２４年１１月１０日から１８日の計４日間、成２４年１１月１０日から１８日の計４日間、成２４年１１月１０日から１８日の計４日間、一一一一日日日日道道道道のののの駅駅駅駅ということでということでということでということで利活用利活用利活用利活用されていまされていまされていまされていま

すが、実すが、実すが、実すが、実態態態態としては、ほとんどとしては、ほとんどとしては、ほとんどとしては、ほとんど締締締締めめめめ切切切切ってってってって活用活用活用活用されていない。大されていない。大されていない。大されていない。大宮宮宮宮通り通り通り通りプロジェクプロジェクプロジェクプロジェクトのトのトのトの一一一一

環として中環として中環として中環として中町駐車町駐車町駐車町駐車場というのが場というのが場というのが場というのが位位位位置づけられているわけですけれども、置づけられているわけですけれども、置づけられているわけですけれども、置づけられているわけですけれども、利活用利活用利活用利活用が少ない点が少ない点が少ない点が少ない点

については考えていかなければいけないと思います。これは大きな問については考えていかなければいけないと思います。これは大きな問については考えていかなければいけないと思います。これは大きな問については考えていかなければいけないと思います。これは大きな問題題題題で、ここで議で、ここで議で、ここで議で、ここで議論論論論しししし

ていても進まないので、またていても進まないので、またていても進まないので、またていても進まないので、また自分自身自分自身自分自身自分自身が本会議が本会議が本会議が本会議等等等等でででで知知知知事に質問していきたいと考えており事に質問していきたいと考えており事に質問していきたいと考えており事に質問していきたいと考えており

ます。以上です。ます。以上です。ます。以上です。ます。以上です。

○小林委員○小林委員○小林委員○小林委員 ４点にわたりお４点にわたりお４点にわたりお４点にわたりお尋ね尋ね尋ね尋ねします。します。します。します。

初初初初めにめにめにめに、、、、「奈良「奈良「奈良「奈良県県県県一般一般一般一般会計会計会計会計補正補正補正補正予算予算予算予算((((第２第２第２第２号号号号）の事業）の事業）の事業）の事業概要(政策課題別概要(政策課題別概要(政策課題別概要(政策課題別））））」」」」の３の３の３の３ページページページページ、、、、奈奈奈奈

良良良良公公公公園園園園施設施設施設施設魅力向魅力向魅力向魅力向上事業の中で、上事業の中で、上事業の中で、上事業の中で、近鉄奈良駅近鉄奈良駅近鉄奈良駅近鉄奈良駅からからからから興福寺興福寺興福寺興福寺にかけてのにかけてのにかけてのにかけての土塀土塀土塀土塀の設置について、の設置について、の設置について、の設置について、

これはどのようなこれはどのようなこれはどのようなこれはどのような規模規模規模規模でどのでどのでどのでどのぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの距離距離距離距離、そして、、そして、、そして、、そして、往時往時往時往時をしのばせるとあるのですけれをしのばせるとあるのですけれをしのばせるとあるのですけれをしのばせるとあるのですけれ

ども、ども、ども、ども、何何何何がががが根拠根拠根拠根拠といいますか、どういうところをもとにこのような事業をされるのか、まといいますか、どういうところをもとにこのような事業をされるのか、まといいますか、どういうところをもとにこのような事業をされるのか、まといいますか、どういうところをもとにこのような事業をされるのか、ま

ずずずずそれをおそれをおそれをおそれをお尋ね尋ね尋ね尋ねしたいと思います。したいと思います。したいと思います。したいと思います。

次に、次に、次に、次に、奈良奈良奈良奈良公公公公園園園園に関係します、に関係します、に関係します、に関係します、奈良奈良奈良奈良公公公公園園園園のののの駐車駐車駐車駐車、、、、車車車車の通行についてですが、の通行についてですが、の通行についてですが、の通行についてですが、毎毎毎毎日、日、日、日、奈良奈良奈良奈良

公公公公園園園園のののの周周周周りをりをりをりを散散散散歩されておられます、歩されておられます、歩されておられます、歩されておられます、高畑町高畑町高畑町高畑町におにおにおにお住住住住まいのまいのまいのまいの方方方方から、から、から、から、奈良奈良奈良奈良公公公公園園園園の中のの中のの中のの中の駐車駐車駐車駐車やややや

車車車車の通行がどんどんふえていくので、とても心の通行がどんどんふえていくので、とても心の通行がどんどんふえていくので、とても心の通行がどんどんふえていくので、とても心配配配配をされております。をされております。をされております。をされております。奈良奈良奈良奈良公公公公園園園園のののの樹木樹木樹木樹木やややや文文文文

化財化財化財化財に影響していくのではないか、に影響していくのではないか、に影響していくのではないか、に影響していくのではないか、貴重貴重貴重貴重なななな自然自然自然自然、公、公、公、公園資源園資源園資源園資源をををを壊壊壊壊すことになるのではないかすことになるのではないかすことになるのではないかすことになるのではないか

と心と心と心と心配配配配をされているのですが、この今のをされているのですが、この今のをされているのですが、この今のをされているのですが、この今の現状現状現状現状について、どういうについて、どういうについて、どういうについて、どういう把握把握把握把握をされているのか、をされているのか、をされているのか、をされているのか、

そして、県は、このことに対してどのようなそして、県は、このことに対してどのようなそして、県は、このことに対してどのようなそして、県は、このことに対してどのような取取取取りりりり組組組組みをされているのかおみをされているのかおみをされているのかおみを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

思います。思います。思います。思います。

それから、それから、それから、それから、奈良奈良奈良奈良公公公公園園園園の問の問の問の問題題題題ですけれど、やはり公ですけれど、やはり公ですけれど、やはり公ですけれど、やはり公園園園園内の内の内の内の樹木樹木樹木樹木とととと植物植物植物植物について、平成２５について、平成２５について、平成２５について、平成２５

年２月の委員会のときは松くい年２月の委員会のときは松くい年２月の委員会のときは松くい年２月の委員会のときは松くい虫虫虫虫によります松のによります松のによります松のによります松の状況状況状況状況についてについてについてについて取取取取り上り上り上り上げげげげましたけれども、ましたけれども、ましたけれども、ましたけれども、

最近最近最近最近、また、また、また、また猿沢池周縁猿沢池周縁猿沢池周縁猿沢池周縁のののの柳柳柳柳がとても元がとても元がとても元がとても元気気気気がないと言われております。これもがないと言われております。これもがないと言われております。これもがないと言われております。これも新新新新聞報聞報聞報聞報道道道道であであであであ

りましたのでごりましたのでごりましたのでごりましたのでご存じ存じ存じ存じのののの方方方方がががが多多多多いと思いますが、そういういと思いますが、そういういと思いますが、そういういと思いますが、そういう状況状況状況状況があるわけです。県としてはがあるわけです。県としてはがあるわけです。県としてはがあるわけです。県としては

奈良奈良奈良奈良公公公公園基園基園基園基本本本本戦略戦略戦略戦略の中での中での中での中で植栽植栽植栽植栽計画計画計画計画等等等等をををを立立立立てておられますので、そういうてておられますので、そういうてておられますので、そういうてておられますので、そういう手手手手だてについてはだてについてはだてについてはだてについては

もちろん考えられていると思うのですけれども、いろいろもちろん考えられていると思うのですけれども、いろいろもちろん考えられていると思うのですけれども、いろいろもちろん考えられていると思うのですけれども、いろいろ読読読読んでみますと、今、こういうんでみますと、今、こういうんでみますと、今、こういうんでみますと、今、こういう

状態状態状態状態に対してに対してに対してに対して剪剪剪剪定、定、定、定、植植植植えつけ、えつけ、えつけ、えつけ、生育生育生育生育、、、、落落落落ちちちち葉葉葉葉のののの処処処処理などの理などの理などの理などの管管管管理理理理作作作作業の問業の問業の問業の問題題題題のことものことものことものことも触触触触れられられられら

れておりますので、もちろん考えておられると思うのですけれども、今れておりますので、もちろん考えておられると思うのですけれども、今れておりますので、もちろん考えておられると思うのですけれども、今れておりますので、もちろん考えておられると思うのですけれども、今後後後後対対対対策策策策を進めるにを進めるにを進めるにを進めるに

当たりましての当たりましての当たりましての当たりましての力力力力点というのですか、どういうところに置いていかれるのかお点というのですか、どういうところに置いていかれるのかお点というのですか、どういうところに置いていかれるのかお点というのですか、どういうところに置いていかれるのかお尋ね尋ね尋ね尋ねしたいしたいしたいしたい

と思います。と思います。と思います。と思います。
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それから、それから、それから、それから、先先先先ほどのちほどのちほどのちほどのちょょょょっとおっとおっとおっとお尋ね尋ね尋ね尋ねがありました、がありました、がありました、がありました、登登登登大大大大路駐車路駐車路駐車路駐車場の場の場の場のターミナル化ターミナル化ターミナル化ターミナル化についについについについ

てです。これもてです。これもてです。これもてです。これも再三再三再三再三お聞きしておりますが、お聞きしておりますが、お聞きしておりますが、お聞きしておりますが、奈良奈良奈良奈良公公公公園園園園のののの玄玄玄玄関になるところなので関になるところなので関になるところなので関になるところなのでずずずずっとっとっとっと指指指指

摘摘摘摘してきましたのは、してきましたのは、してきましたのは、してきましたのは、景景景景観に観に観に観に十分配慮十分配慮十分配慮十分配慮したものにしてほしいということを言ってきました。したものにしてほしいということを言ってきました。したものにしてほしいということを言ってきました。したものにしてほしいということを言ってきました。

具体的な具体的な具体的な具体的な建物建物建物建物がどんながどんながどんながどんな高高高高さになるのか、さになるのか、さになるのか、さになるのか、意匠意匠意匠意匠、、、、デザデザデザデザインがどうなるのかということで、平インがどうなるのかということで、平インがどうなるのかということで、平インがどうなるのかということで、平

成２５年２月の委員会ときもお成２５年２月の委員会ときもお成２５年２月の委員会ときもお成２５年２月の委員会ときもお尋ね尋ね尋ね尋ねしたのですが、まだしたのですが、まだしたのですが、まだしたのですが、まだ決決決決まっていないということだったまっていないということだったまっていないということだったまっていないということだった

のですが、今はどういうのですが、今はどういうのですが、今はどういうのですが、今はどういう状況状況状況状況になっているのでしになっているのでしになっているのでしになっているのでしょょょょうか。うか。うか。うか。

○中西奈良公園室長○中西奈良公園室長○中西奈良公園室長○中西奈良公園室長 ３点質問をいただいたと思います。３点質問をいただいたと思います。３点質問をいただいたと思います。３点質問をいただいたと思います。

ままままずずずず１点目の、１点目の、１点目の、１点目の、近鉄奈良駅近鉄奈良駅近鉄奈良駅近鉄奈良駅からからからから興福寺興福寺興福寺興福寺にかけてのにかけてのにかけてのにかけての土塀土塀土塀土塀についてでございますが、についてでございますが、についてでございますが、についてでございますが、検討検討検討検討すすすす

る予算を今回、このる予算を今回、このる予算を今回、このる予算を今回、この補正補正補正補正予算の中でつけていただきたいということで上予算の中でつけていただきたいということで上予算の中でつけていただきたいということで上予算の中でつけていただきたいということで上げげげげているわけでごているわけでごているわけでごているわけでご

ざいますが、今、ざいますが、今、ざいますが、今、ざいますが、今、興福寺興福寺興福寺興福寺では、中では、中では、中では、中金堂金堂金堂金堂を含めを含めを含めを含め整備検討整備検討整備検討整備検討委員会を委員会を委員会を委員会を立立立立ち上ち上ち上ち上げげげげられて、られて、られて、られて、文化庁文化庁文化庁文化庁はははは

じじじじめめめめ有識有識有識有識者の者の者の者の方方方方が入ってごが入ってごが入ってごが入ってご検討検討検討検討をいろいろされておられます。もともとこのをいろいろされておられます。もともとこのをいろいろされておられます。もともとこのをいろいろされておられます。もともとこの話話話話は、は、は、は、近鉄奈近鉄奈近鉄奈近鉄奈

良駅良駅良駅良駅からからからから興福寺興福寺興福寺興福寺にかけての歩にかけての歩にかけての歩にかけての歩道沿道沿道沿道沿いに、いろいろないに、いろいろないに、いろいろないに、いろいろな看板等看板等看板等看板等をををを取取取取りつけているりつけているりつけているりつけている緑色緑色緑色緑色のののの金金金金属属属属のののの

さくがさくがさくがさくがずずずずらっとありまして、これがらっとありまして、これがらっとありまして、これがらっとありまして、これが景景景景観上観上観上観上果果果果たしていいのかどうかというところからたしていいのかどうかというところからたしていいのかどうかというところからたしていいのかどうかというところからスタスタスタスタ

ーーーートした問トした問トした問トした問題題題題でございます。県としましては、でございます。県としましては、でございます。県としましては、でございます。県としましては、近鉄奈良駅近鉄奈良駅近鉄奈良駅近鉄奈良駅から上がられて、から上がられて、から上がられて、から上がられて、奈良奈良奈良奈良公公公公園園園園のののの玄玄玄玄

関口として、関口として、関口として、関口として、自然自然自然自然、、、、歴史歴史歴史歴史にににに恵恵恵恵まれたところにまれたところにまれたところにまれたところに来来来来たのだなということをより実たのだなということをより実たのだなということをより実たのだなということをより実感感感感していただしていただしていただしていただ

くためには、どのようなくためには、どのようなくためには、どのようなくためには、どのような景景景景観に観に観に観に配慮配慮配慮配慮すればいいのかというところと、すればいいのかというところと、すればいいのかというところと、すればいいのかというところと、興福寺興福寺興福寺興福寺のののの整備検討整備検討整備検討整備検討委委委委

員会の中での議員会の中での議員会の中での議員会の中での議論論論論をまをまをまをまぜぜぜぜ合合合合わせながら、もともとここにはわせながら、もともとここにはわせながら、もともとここにはわせながら、もともとここには興福寺興福寺興福寺興福寺のののの僧坊僧坊僧坊僧坊があったというこがあったというこがあったというこがあったというこ

とでございますので、とでございますので、とでございますので、とでございますので、僧坊僧坊僧坊僧坊のののの復復復復興興興興ということを、ということを、ということを、ということを、興福寺興福寺興福寺興福寺として今考えておられます。として今考えておられます。として今考えておられます。として今考えておられます。僧坊僧坊僧坊僧坊

というのは、おというのは、おというのは、おというのは、お寺寺寺寺のののの僧侶僧侶僧侶僧侶がががが住住住住んでおられたところです。だから、そこの回んでおられたところです。だから、そこの回んでおられたところです。だから、そこの回んでおられたところです。だから、そこの回廊廊廊廊等等等等のののの復復復復活活活活とあとあとあとあ

わせて、わせて、わせて、わせて、土塀土塀土塀土塀、もしくは、もしくは、もしくは、もしくは土塀土塀土塀土塀のようなものをつくって、のようなものをつくって、のようなものをつくって、のようなものをつくって、景景景景観に観に観に観に配慮配慮配慮配慮したしたしたした形形形形にできないかとにできないかとにできないかとにできないかと

いうことでいうことでいうことでいうことで検討検討検討検討していきたいと考えております。していきたいと考えております。していきたいと考えております。していきたいと考えております。

２点目でございます。２点目でございます。２点目でございます。２点目でございます。奈良奈良奈良奈良公公公公園園園園内の内の内の内の自自自自動動動動車交車交車交車交通がふえているのではないかという通がふえているのではないかという通がふえているのではないかという通がふえているのではないかという近近近近傍傍傍傍のののの

方方方方のごのごのごのご指摘指摘指摘指摘があるということでございますが、今、があるということでございますが、今、があるということでございますが、今、があるということでございますが、今、オフシオフシオフシオフシーーーーズズズズンンンン初初初初め、観光め、観光め、観光め、観光誘誘誘誘客というこ客というこ客というこ客というこ

とをやっておりまして、とをやっておりまして、とをやっておりまして、とをやっておりまして、奈良奈良奈良奈良公公公公園園園園のお客さんはのお客さんはのお客さんはのお客さんは堅堅堅堅実にふえていると実実にふえていると実実にふえていると実実にふえていると実感感感感はしておりますが、はしておりますが、はしておりますが、はしておりますが、

車車車車に関しましては、今、に関しましては、今、に関しましては、今、に関しましては、今、ぐぐぐぐるっとるっとるっとるっとバスバスバスバスのののの運運運運行や、県行や、県行や、県行や、県土土土土マネマネマネマネジメジメジメジメントントントント部部部部ででででパーク・アパーク・アパーク・アパーク・アンンンンド・ド・ド・ド・

バスバスバスバスライライライライド等ド等ド等ド等をやりまして、県をやりまして、県をやりまして、県をやりまして、県庁庁庁庁東東東東交交交交差差差差点から点から点から点から奈良奈良奈良奈良公公公公園園園園内にはできるだけ内にはできるだけ内にはできるだけ内にはできるだけ一般車一般車一般車一般車は入っては入っては入っては入って

もらわないようにし、もらわないようにし、もらわないようにし、もらわないようにし、バスバスバスバスで回ってもらおうという対で回ってもらおうという対で回ってもらおうという対で回ってもらおうという対策策策策をしております。そのをしております。そのをしております。そのをしております。その結果結果結果結果、例え、例え、例え、例え

ばばばば自自自自動動動動車車車車のののの交交交交通通通通量量量量としては前年としては前年としては前年としては前年比比比比９８９８９８９８％％％％ということで、ややということで、ややということで、ややということで、やや減減減減少の少の少の少の傾傾傾傾向向向向は出てきておりまは出てきておりまは出てきておりまは出てきておりま

す。そういうす。そういうす。そういうす。そういう意意意意味味味味でいいますと、少しでいいますと、少しでいいますと、少しでいいますと、少しずずずずつつつつ効果効果効果効果は出ています。そのことによって、は出ています。そのことによって、は出ています。そのことによって、は出ています。そのことによって、樹木樹木樹木樹木やややや

文化財文化財文化財文化財に影響しているのかということにつきましては、またに影響しているのかということにつきましては、またに影響しているのかということにつきましては、またに影響しているのかということにつきましては、また後後後後ほど言いますけれど、ほど言いますけれど、ほど言いますけれど、ほど言いますけれど、奈良奈良奈良奈良
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公公公公園植栽園植栽園植栽園植栽計画計画計画計画検討検討検討検討委員会委員会委員会委員会等等等等も含めて、も含めて、も含めて、も含めて、樹木等へ樹木等へ樹木等へ樹木等へのののの配慮配慮配慮配慮はしていきたいと考えております。はしていきたいと考えております。はしていきたいと考えております。はしていきたいと考えております。

それから、３点目でございます。それから、３点目でございます。それから、３点目でございます。それから、３点目でございます。奈良奈良奈良奈良公公公公園園園園のののの植栽植栽植栽植栽についてでございますが、もともと平についてでございますが、もともと平についてでございますが、もともと平についてでございますが、もともと平

成２５年２月の委員会でもご成２５年２月の委員会でもご成２５年２月の委員会でもご成２５年２月の委員会でもご指摘指摘指摘指摘いただきました松くいいただきました松くいいただきました松くいいただきました松くい虫虫虫虫対対対対策策策策をどうしているのかというをどうしているのかというをどうしているのかというをどうしているのかという

部部部部分分分分も含めて、それから、も含めて、それから、も含めて、それから、も含めて、それから、猿沢池猿沢池猿沢池猿沢池のののの柳柳柳柳はははは新新新新聞聞聞聞等等等等にもにもにもにも載載載載りましたけれども、りましたけれども、りましたけれども、りましたけれども、我々我々我々我々もいろいろもいろいろもいろいろもいろいろ

調調調調べべべべてきたてきたてきたてきた結果結果結果結果、、、、ナナナナララララタタタタケ菌ケ菌ケ菌ケ菌がががが原因原因原因原因ではないかというところまでではないかというところまでではないかというところまでではないかというところまで何何何何とかとかとかとか判判判判明しました。本明しました。本明しました。本明しました。本

来来来来、、、、柳柳柳柳というのはというのはというのはというのは余余余余りりりり手手手手をかけなくてもをかけなくてもをかけなくてもをかけなくても枯枯枯枯れないれないれないれない木木木木なので、なので、なので、なので、柳柳柳柳がががが枯枯枯枯れるのはめれるのはめれるのはめれるのはめずずずずらしいとらしいとらしいとらしいと

専門家専門家専門家専門家からも言われているようなからも言われているようなからも言われているようなからも言われているような話話話話でしたが、でしたが、でしたが、でしたが、何何何何とかとかとかとか原因原因原因原因もわかってきました。そういうもわかってきました。そういうもわかってきました。そういうもわかってきました。そういう

ことも含めて、今ことも含めて、今ことも含めて、今ことも含めて、今後後後後、、、、奈良奈良奈良奈良公公公公園植栽園植栽園植栽園植栽計画計画計画計画検討検討検討検討委員会では５０年委員会では５０年委員会では５０年委員会では５０年後後後後、１００年、１００年、１００年、１００年後後後後を見を見を見を見据据据据えて、えて、えて、えて、

例えば松くい例えば松くい例えば松くい例えば松くい虫等虫等虫等虫等でででで減減減減った松をどのようにった松をどのようにった松をどのようにった松をどのように戻戻戻戻していくのか、それから、もともとどういうしていくのか、それから、もともとどういうしていくのか、それから、もともとどういうしていくのか、それから、もともとどういう

木木木木がががが奈良奈良奈良奈良公公公公園園園園にににに合合合合っているのか、っているのか、っているのか、っているのか、ナナナナンンンンキキキキンンンンハゼハゼハゼハゼがががが非常非常非常非常にふえているにふえているにふえているにふえている部部部部分分分分をどうしていくのをどうしていくのをどうしていくのをどうしていくの

かなど、かなど、かなど、かなど、官民連携官民連携官民連携官民連携のののの形形形形も含めても含めても含めても含めて管管管管理をしていこうと、今理をしていこうと、今理をしていこうと、今理をしていこうと、今一生一生一生一生懸命懸命懸命懸命やらせていただいておりやらせていただいておりやらせていただいておりやらせていただいており

ます。ます。ます。ます。何何何何とか平成２５年、２６年とか平成２５年、２６年とか平成２５年、２６年とか平成２５年、２６年ぐぐぐぐらいにはらいにはらいにはらいには形形形形の見えた提案が出てくると考えておりますの見えた提案が出てくると考えておりますの見えた提案が出てくると考えておりますの見えた提案が出てくると考えております

ので、よろしくお願いしたいと思います。以上でございます。ので、よろしくお願いしたいと思います。以上でございます。ので、よろしくお願いしたいと思います。以上でございます。ので、よろしくお願いしたいと思います。以上でございます。

○堀内道路環境課長○堀内道路環境課長○堀内道路環境課長○堀内道路環境課長 登登登登大大大大路駐車路駐車路駐車路駐車場の場の場の場のターミナル化ターミナル化ターミナル化ターミナル化についてご質問でございます。についてご質問でございます。についてご質問でございます。についてご質問でございます。

現現現現在在在在、、、、埋蔵埋蔵埋蔵埋蔵文化財文化財文化財文化財のののの全全全全面面面面発発発発掘掘掘掘調査に調査に調査に調査に着手着手着手着手したところでございます。また、あわせまして、したところでございます。また、あわせまして、したところでございます。また、あわせまして、したところでございます。また、あわせまして、

警警警警察察察察等等等等とのとのとのとの協協協協議を実施しているところでございます。質問していただいた具体的な内容で議を実施しているところでございます。質問していただいた具体的な内容で議を実施しているところでございます。質問していただいた具体的な内容で議を実施しているところでございます。質問していただいた具体的な内容で

ございますが、平成２５年２月議会のときにもございますが、平成２５年２月議会のときにもございますが、平成２５年２月議会のときにもございますが、平成２５年２月議会のときにも答答答答えさせていただきましたように、今えさせていただきましたように、今えさせていただきましたように、今えさせていただきましたように、今後後後後、、、、

文化財文化財文化財文化財の発の発の発の発掘掘掘掘調査の調査の調査の調査の結果結果結果結果等等等等をををを踏踏踏踏まえまして計画を進めていきたいと考えております。そのまえまして計画を進めていきたいと考えております。そのまえまして計画を進めていきたいと考えております。そのまえまして計画を進めていきたいと考えております。その

際には、小林委員お際には、小林委員お際には、小林委員お際には、小林委員お述べ述べ述べ述べのとおり、のとおり、のとおり、のとおり、景景景景観や環境に対しましても、観や環境に対しましても、観や環境に対しましても、観や環境に対しましても、奈良市等奈良市等奈良市等奈良市等の関係の関係の関係の関係機機機機関など関など関など関など

とのとのとのとの協協協協議調議調議調議調整整整整を行っていきたいと考えております。以上でございます。を行っていきたいと考えております。以上でございます。を行っていきたいと考えております。以上でございます。を行っていきたいと考えております。以上でございます。

○小林委員○小林委員○小林委員○小林委員 ごごごご答弁答弁答弁答弁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。土塀土塀土塀土塀につきまして、につきまして、につきまして、につきまして、興福寺興福寺興福寺興福寺のののの検討検討検討検討委員会で委員会で委員会で委員会で

の議の議の議の議論論論論の上にということでありました。の上にということでありました。の上にということでありました。の上にということでありました。僧坊僧坊僧坊僧坊のののの復復復復興興興興や回や回や回や回廊廊廊廊を考えておられるということなを考えておられるということなを考えておられるということなを考えておられるということな

のですけれど、のですけれど、のですけれど、のですけれど、土塀土塀土塀土塀がががが史史史史実というのですか、実際にどうであったのかということは実というのですか、実際にどうであったのかということは実というのですか、実際にどうであったのかということは実というのですか、実際にどうであったのかということは残残残残されされされされ

ていると思うのです。やはりていると思うのです。やはりていると思うのです。やはりていると思うのです。やはり奈良奈良奈良奈良の当の当の当の当時時時時のののの状況状況状況状況をしのをしのをしのをしのぶぶぶぶということであれば、どういうのということであれば、どういうのということであれば、どういうのということであれば、どういうの

ですかですかですかですかねねねね、言、言、言、言葉葉葉葉はははは悪悪悪悪いのですけれど、つくりものというのは、そのいのですけれど、つくりものというのは、そのいのですけれど、つくりものというのは、そのいのですけれど、つくりものというのは、その辺辺辺辺のことをのことをのことをのことを感じ感じ感じ感じますのますのますのますの

で、さらにで、さらにで、さらにで、さらに検討検討検討検討をするをするをするをするべべべべきではないかと思います。これはきではないかと思います。これはきではないかと思います。これはきではないかと思います。これは意意意意見です。見です。見です。見です。

それから、それから、それから、それから、登登登登大大大大路駐車路駐車路駐車路駐車場の問場の問場の問場の問題題題題です。まだです。まだです。まだです。まだ建物建物建物建物のののの高高高高さとかそういうことはさとかそういうことはさとかそういうことはさとかそういうことは決決決決定されてい定されてい定されてい定されてい

ないということですので、いつごろになるのかと思うのですが、そのときには、やはりきないということですので、いつごろになるのかと思うのですが、そのときには、やはりきないということですので、いつごろになるのかと思うのですが、そのときには、やはりきないということですので、いつごろになるのかと思うのですが、そのときには、やはりき

ちんと報告をしていただいて、またちんと報告をしていただいて、またちんと報告をしていただいて、またちんと報告をしていただいて、また意意意意見が出せるようにしていただきたいと思いますのと、見が出せるようにしていただきたいと思いますのと、見が出せるようにしていただきたいと思いますのと、見が出せるようにしていただきたいと思いますのと、

今、おっし今、おっし今、おっし今、おっしゃゃゃゃったように、ったように、ったように、ったように、景景景景観のことは観のことは観のことは観のことは十分配慮十分配慮十分配慮十分配慮していただきたいと思います。していただきたいと思います。していただきたいと思います。していただきたいと思います。
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あとあとあとあと奈良奈良奈良奈良公公公公園園園園のののの樹木樹木樹木樹木のののの手手手手入れは、入れは、入れは、入れは、先先先先ほどのほどのほどのほどの駐車駐車駐車駐車のののの車車車車の影響で、の影響で、の影響で、の影響で、取取取取りりりり組組組組みをされましてみをされましてみをされましてみをされまして非非非非

常常常常にににに効果効果効果効果が上がっているということについてはわかりました。ただ、大が上がっているということについてはわかりました。ただ、大が上がっているということについてはわかりました。ただ、大が上がっているということについてはわかりました。ただ、大気気気気ですので、ですので、ですので、ですので、文化文化文化文化

財財財財やややや樹木へ樹木へ樹木へ樹木への影響ということは、の影響ということは、の影響ということは、の影響ということは、短短短短い期間ではなかなかわからないこともあると思いますい期間ではなかなかわからないこともあると思いますい期間ではなかなかわからないこともあると思いますい期間ではなかなかわからないこともあると思います

ので、ので、ので、ので、一一一一定の期間に、どういう定の期間に、どういう定の期間に、どういう定の期間に、どういう変変変変化化化化や影響が出てくるのかということについては、調査はや影響が出てくるのかということについては、調査はや影響が出てくるのかということについては、調査はや影響が出てくるのかということについては、調査は

必要必要必要必要ではないかと思うのです。そのではないかと思うのです。そのではないかと思うのです。そのではないかと思うのです。その辺辺辺辺について、どのように思っておられるのか、もうについて、どのように思っておられるのか、もうについて、どのように思っておられるのか、もうについて、どのように思っておられるのか、もう一一一一

度お聞きしたい。度お聞きしたい。度お聞きしたい。度お聞きしたい。

それから、それから、それから、それから、樹木樹木樹木樹木のところでも、こののところでも、こののところでも、こののところでも、この植栽植栽植栽植栽計画に出ておりまして、報告もしていただける計画に出ておりまして、報告もしていただける計画に出ておりまして、報告もしていただける計画に出ておりまして、報告もしていただける

ということですけれども、やはり松のということですけれども、やはり松のということですけれども、やはり松のということですけれども、やはり松の枯枯枯枯れたのをれたのをれたのをれたのを指摘指摘指摘指摘されたり、外から見てそういうされたり、外から見てそういうされたり、外から見てそういうされたり、外から見てそういう状態状態状態状態

があります。があります。があります。があります。奈良奈良奈良奈良公公公公園園園園は広いですから、は広いですから、は広いですから、は広いですから、樹木樹木樹木樹木の数もの数もの数もの数も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けれども、うけれども、うけれども、うけれども、管管管管理をされ理をされ理をされ理をされ

ている人、ている人、ている人、ている人、専門専門専門専門の人がの人がの人がの人が非常非常非常非常にににに足足足足りないのではないかということをりないのではないかということをりないのではないかということをりないのではないかということを感じ感じ感じ感じているのです。もうているのです。もうているのです。もうているのです。もう

少し具体的に言いましたら、少し具体的に言いましたら、少し具体的に言いましたら、少し具体的に言いましたら、奈良奈良奈良奈良公公公公園管園管園管園管理事理事理事理事務務務務所所所所の体の体の体の体制制制制であるとか、であるとか、であるとか、であるとか、樹木樹木樹木樹木医医医医などのなどのなどのなどの専門専門専門専門のののの

方方方方のののの配配配配置や、そのようなことが置や、そのようなことが置や、そのようなことが置や、そのようなことが必要必要必要必要ではないかなと思うのですが、その点についてはどのではないかなと思うのですが、その点についてはどのではないかなと思うのですが、その点についてはどのではないかなと思うのですが、その点についてはどの

ようにお考えですか。２つお聞きしたいと思います。ようにお考えですか。２つお聞きしたいと思います。ようにお考えですか。２つお聞きしたいと思います。ようにお考えですか。２つお聞きしたいと思います。

○中西奈良公園室長○中西奈良公園室長○中西奈良公園室長○中西奈良公園室長 ままままずずずず、１点目の、１点目の、１点目の、１点目の興福寺興福寺興福寺興福寺のののの土塀土塀土塀土塀については、どのようにしてについては、どのようにしてについては、どのようにしてについては、どのようにして往時往時往時往時の様の様の様の様

子子子子をしのばせていくのかというのは、これからのをしのばせていくのかというのは、これからのをしのばせていくのかというのは、これからのをしのばせていくのかというのは、これからの検討検討検討検討でございますし、でございますし、でございますし、でございますし、先先先先ほど言いました、ほど言いました、ほど言いました、ほど言いました、

興福寺興福寺興福寺興福寺のののの整備検討整備検討整備検討整備検討委員会の中には、委員会の中には、委員会の中には、委員会の中には、文化庁初文化庁初文化庁初文化庁初め、いろいろなめ、いろいろなめ、いろいろなめ、いろいろな専門専門専門専門のののの方方方方もおられます。また、もおられます。また、もおられます。また、もおられます。また、

興福寺興福寺興福寺興福寺が今、中が今、中が今、中が今、中金堂金堂金堂金堂をををを復復復復元されているという事元されているという事元されているという事元されているという事情情情情もございますので、そのもございますので、そのもございますので、そのもございますので、その辺辺辺辺のののの意意意意見をしっ見をしっ見をしっ見をしっ

かり聞きながら、いいものになるようにかり聞きながら、いいものになるようにかり聞きながら、いいものになるようにかり聞きながら、いいものになるように検討検討検討検討をしていきたいと思っております。をしていきたいと思っております。をしていきたいと思っております。をしていきたいと思っております。

それから、それから、それから、それから、奈良奈良奈良奈良公公公公園園園園内の内の内の内の樹木樹木樹木樹木につきましては、ごにつきましては、ごにつきましては、ごにつきましては、ご指摘指摘指摘指摘のののの自自自自動動動動車等車等車等車等のののの排ガ排ガ排ガ排ガス等ス等ス等ス等の影響はなの影響はなの影響はなの影響はな

いのかといういのかといういのかといういのかという部部部部分分分分は、もちろん影響は少なからは、もちろん影響は少なからは、もちろん影響は少なからは、もちろん影響は少なからずずずずあるのだろうと思っております。ただ、あるのだろうと思っております。ただ、あるのだろうと思っております。ただ、あるのだろうと思っております。ただ、

奈良奈良奈良奈良公公公公園園園園内に内に内に内に全全全全くくくく車車車車を通さないというを通さないというを通さないというを通さないという部部部部分分分分については、公については、公については、公については、公園園園園内に内に内に内に住住住住んでおられるんでおられるんでおられるんでおられる方方方方、それ、それ、それ、それ

から、から、から、から、高畑町高畑町高畑町高畑町ははははじじじじめ、いろいろなめ、いろいろなめ、いろいろなめ、いろいろな方方方方 々々々々が公が公が公が公園園園園内を通内を通内を通内を通過過過過交交交交通として通っておられます。以前通として通っておられます。以前通として通っておられます。以前通として通っておられます。以前

にもにもにもにも奈良奈良奈良奈良公公公公園園園園内をとめれば内をとめれば内をとめれば内をとめれば迂迂迂迂回した回した回した回した分分分分をををを補補補補償償償償してもらえるのかというようなしてもらえるのかというようなしてもらえるのかというようなしてもらえるのかというような話話話話がががが自自自自治会を治会を治会を治会を

含めてたくさん出てきたような事実もございました。だから、今の含めてたくさん出てきたような事実もございました。だから、今の含めてたくさん出てきたような事実もございました。だから、今の含めてたくさん出てきたような事実もございました。だから、今の状況状況状況状況をどのように見てをどのように見てをどのように見てをどのように見て

いくかという中で、この前、いくかという中で、この前、いくかという中で、この前、いくかという中で、この前、奈良奈良奈良奈良公公公公園植栽園植栽園植栽園植栽計画計画計画計画検討検討検討検討委員会の中でも言いましたけれども、委員会の中でも言いましたけれども、委員会の中でも言いましたけれども、委員会の中でも言いましたけれども、

広い広い広い広いエエエエリアリアリアリアでございますが、定期的に年間数回程度、でございますが、定期的に年間数回程度、でございますが、定期的に年間数回程度、でございますが、定期的に年間数回程度、樹木樹木樹木樹木医医医医によるによるによるによる奈良奈良奈良奈良公公公公園園園園内の定期内の定期内の定期内の定期健診健診健診健診

をしてもらうということで考えております。をしてもらうということで考えております。をしてもらうということで考えております。をしてもらうということで考えております。

それと、そのそれと、そのそれと、そのそれと、その管管管管理をするのに、理をするのに、理をするのに、理をするのに、奈良奈良奈良奈良公公公公園管園管園管園管理事理事理事理事務務務務所所所所の職員が少ないのではないかというの職員が少ないのではないかというの職員が少ないのではないかというの職員が少ないのではないかという

部部部部分分分分につきましては、もちろんそこも含めてですけど、につきましては、もちろんそこも含めてですけど、につきましては、もちろんそこも含めてですけど、につきましては、もちろんそこも含めてですけど、民民民民間のいろいろなボラン間のいろいろなボラン間のいろいろなボラン間のいろいろなボランティアティアティアティアのののの

方方方方 々々々々、今、、今、、今、、今、春春春春日山日山日山日山原始原始原始原始林保林保林保林保全全全全計画計画計画計画検討検討検討検討委員会も委員会も委員会も委員会も立立立立ち上ち上ち上ち上げげげげておりますので、いろいろなておりますので、いろいろなておりますので、いろいろなておりますので、いろいろな方方方方 々々々々



---- 8888 ----

のおのおのおのお力力力力をををを得得得得ながら、ながら、ながら、ながら、何何何何とかとかとかとか管管管管理するような理するような理するような理するような組組組組織織織織づくりもさせていただきたいと考えているづくりもさせていただきたいと考えているづくりもさせていただきたいと考えているづくりもさせていただきたいと考えている

次第でございます。以上でございます。次第でございます。以上でございます。次第でございます。以上でございます。次第でございます。以上でございます。

○小林委員○小林委員○小林委員○小林委員 樹木樹木樹木樹木医医医医の定期的な点の定期的な点の定期的な点の定期的な点検検検検ということも言っていただきました。それで、ということも言っていただきました。それで、ということも言っていただきました。それで、ということも言っていただきました。それで、管管管管理体理体理体理体

制制制制をきちんとしてほしいということでは、そのをきちんとしてほしいということでは、そのをきちんとしてほしいということでは、そのをきちんとしてほしいということでは、その辺辺辺辺はいろいろボランはいろいろボランはいろいろボランはいろいろボランティアティアティアティアも含めてというも含めてというも含めてというも含めてという

答弁答弁答弁答弁をいただきましたが、をいただきましたが、をいただきましたが、をいただきましたが、ぜひぜひぜひぜひ実際にそういうことをつくっていって、しっかりと実際にそういうことをつくっていって、しっかりと実際にそういうことをつくっていって、しっかりと実際にそういうことをつくっていって、しっかりと管管管管理し理し理し理し

ていただき、ていただき、ていただき、ていただき、何何何何せせせせ奈良奈良奈良奈良公公公公園園園園のののの自然資源自然資源自然資源自然資源というのが、というのが、というのが、というのが、非常非常非常非常に本当に大事だと思いますので、に本当に大事だと思いますので、に本当に大事だと思いますので、に本当に大事だと思いますので、

そのことをそのことをそのことをそのことを重ね重ね重ね重ねてお願いをいたしまして、これで質問をてお願いをいたしまして、これで質問をてお願いをいたしまして、これで質問をてお願いをいたしまして、これで質問を終終終終わります。わります。わります。わります。

○猪奥委員○猪奥委員○猪奥委員○猪奥委員 ４点ほど質問させていただきます。４点ほど質問させていただきます。４点ほど質問させていただきます。４点ほど質問させていただきます。

今、ち今、ち今、ち今、ちょょょょうどうどうどうどムムムムジークジークジークジークフフフフェスェスェスェストならもトならもトならもトならも始始始始まったばかりで、まったばかりで、まったばかりで、まったばかりで、奈良奈良奈良奈良にににに新新新新しい観光客がたくさしい観光客がたくさしい観光客がたくさしい観光客がたくさ

んんんん来来来来ていただいて、本当にうれしく思っています。ていただいて、本当にうれしく思っています。ていただいて、本当にうれしく思っています。ていただいて、本当にうれしく思っています。奈良奈良奈良奈良公公公公園園園園や県や県や県や県庁周庁周庁周庁周辺辺辺辺のよさというもののよさというもののよさというもののよさというもの

がががが最最最最大大大大限限限限生生生生かされたイベントであり、ことしはかされたイベントであり、ことしはかされたイベントであり、ことしはかされたイベントであり、ことしは去去去去年より年より年より年より多多多多くの人がくの人がくの人がくの人が来来来来てくださりうれしいてくださりうれしいてくださりうれしいてくださりうれしい

です。です。です。です。奈良奈良奈良奈良公公公公園園園園のよさというのは、公のよさというのは、公のよさというのは、公のよさというのは、公園園園園の中にの中にの中にの中に町町町町がある、がある、がある、がある、町町町町の中に公の中に公の中に公の中に公園園園園がある、そのがある、そのがある、そのがある、その一一一一体体体体

感感感感だと思うのですけれども。だと思うのですけれども。だと思うのですけれども。だと思うのですけれども。先先先先ほどのほどのほどのほどの土塀土塀土塀土塀の質問とも関の質問とも関の質問とも関の質問とも関連連連連するのですがするのですがするのですがするのですが、、、、「奈良「奈良「奈良「奈良県県県県一般一般一般一般会会会会

計計計計補正補正補正補正予算予算予算予算((((第２第２第２第２号号号号）の事業）の事業）の事業）の事業概要(政策課題別概要(政策課題別概要(政策課題別概要(政策課題別））））」」」」３３３３ページページページページ、、、、新規新規新規新規事業事業事業事業 奈良奈良奈良奈良県県県県庁庁庁庁前前前前エエエエントントントント

ランランランランス整備ス整備ス整備ス整備事業の県事業の県事業の県事業の県庁庁庁庁までの歩までの歩までの歩までの歩道道道道にイにイにイにイルミルミルミルミネネネネーーーーショショショションンンン等等等等を設置というのは、どういうを設置というのは、どういうを設置というのは、どういうを設置というのは、どういうココココンンンン

セセセセププププトでどのようにつけようとしているのかというのを、お聞かせいただきたいと思いまトでどのようにつけようとしているのかというのを、お聞かせいただきたいと思いまトでどのようにつけようとしているのかというのを、お聞かせいただきたいと思いまトでどのようにつけようとしているのかというのを、お聞かせいただきたいと思いま

す。す。す。す。

また、県また、県また、県また、県庁周庁周庁周庁周辺辺辺辺案内サイン案内サイン案内サイン案内サイン統統統統一化一化一化一化事業も今定例県議会で上事業も今定例県議会で上事業も今定例県議会で上事業も今定例県議会で上げげげげられておりますが、県られておりますが、県られておりますが、県られておりますが、県庁周庁周庁周庁周

辺辺辺辺には県が設置しているサインしかないのですか。つまり、には県が設置しているサインしかないのですか。つまり、には県が設置しているサインしかないのですか。つまり、には県が設置しているサインしかないのですか。つまり、奈良市奈良市奈良市奈良市が設置されているものが設置されているものが設置されているものが設置されているもの

とかも、とかも、とかも、とかも、同じ同じ同じ同じようにようにようにように統統統統一化一化一化一化をををを図図図図られる予定であるのかお聞かせいただきたいと思います。られる予定であるのかお聞かせいただきたいと思います。られる予定であるのかお聞かせいただきたいと思います。られる予定であるのかお聞かせいただきたいと思います。

県県県県土土土土マネマネマネマネジメジメジメジメントントントント部部部部に関してもうに関してもうに関してもうに関してもう一一一一点、大点、大点、大点、大宮宮宮宮通り通り通り通り植栽植栽植栽植栽推進事業というのが行われていま推進事業というのが行われていま推進事業というのが行われていま推進事業というのが行われていま

すが、ことしなのか、大すが、ことしなのか、大すが、ことしなのか、大すが、ことしなのか、大宮宮宮宮通り通り通り通りプロジェクプロジェクプロジェクプロジェクトのトのトのトの一一一一環で、大環で、大環で、大環で、大宮宮宮宮通りに通りに通りに通りにパパパパンンンンジージージージーがたくさんがたくさんがたくさんがたくさん植植植植

えられました。えられました。えられました。えられました。初初初初めはとてもきれいだと思ってめはとてもきれいだと思ってめはとてもきれいだと思ってめはとてもきれいだと思って眺眺眺眺めてはおりましたが、そのめてはおりましたが、そのめてはおりましたが、そのめてはおりましたが、そのパパパパンンンンジージージージーはどはどはどはど

んどんんどんんどんんどん伸び伸び伸び伸びていき、どんどんていき、どんどんていき、どんどんていき、どんどん枯枯枯枯れていき、今はれていき、今はれていき、今はれていき、今は枯枯枯枯れたれたれたれた花壇花壇花壇花壇が大が大が大が大宮宮宮宮通り通り通り通り沿沿沿沿いにいにいにいにずずずずらっとらっとらっとらっと並並並並んんんん

でいるというありさまを見て、でいるというありさまを見て、でいるというありさまを見て、でいるというありさまを見て、一一一一体これはどのような体これはどのような体これはどのような体これはどのような制制制制度設計をされて行われたのだろう度設計をされて行われたのだろう度設計をされて行われたのだろう度設計をされて行われたのだろう

かと思います。かと思います。かと思います。かと思います。恐恐恐恐らく、きっちりらく、きっちりらく、きっちりらく、きっちり奈良市奈良市奈良市奈良市ともともともとも連携連携連携連携をとり、またをとり、またをとり、またをとり、また近近近近隣隣隣隣のののの自自自自治会や、会治会や、会治会や、会治会や、会社社社社の前の前の前の前

にににに植植植植えられてるものは会えられてるものは会えられてるものは会えられてるものは会社社社社におにおにおにお世世世世話話話話してくださいしてくださいしてくださいしてくださいねねねねというようなやりとりがあってのことというようなやりとりがあってのことというようなやりとりがあってのことというようなやりとりがあってのこと

だとは思うのですけれども、だとは思うのですけれども、だとは思うのですけれども、だとは思うのですけれども、奈良市奈良市奈良市奈良市議会でこの議会でこの議会でこの議会でこの話話話話が出ましたときに、が出ましたときに、が出ましたときに、が出ましたときに、奈良市奈良市奈良市奈良市長は、長は、長は、長は、新新新新聞報聞報聞報聞報

道道道道でこれをでこれをでこれをでこれを知知知知ったというようなったというようなったというようなったというような答弁答弁答弁答弁をされておりました。大をされておりました。大をされておりました。大をされておりました。大宮宮宮宮通り通り通り通りプロジェクプロジェクプロジェクプロジェクトをトをトをトを奈良奈良奈良奈良県県県県

でやるのですというようなことをでやるのですというようなことをでやるのですというようなことをでやるのですというようなことを荒井荒井荒井荒井知知知知事が本会議の中でどなたかの質問に事が本会議の中でどなたかの質問に事が本会議の中でどなたかの質問に事が本会議の中でどなたかの質問に答答答答えておられえておられえておられえておられ
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たときに、本たときに、本たときに、本たときに、本来来来来はははは奈良市奈良市奈良市奈良市がやるがやるがやるがやるべべべべきですけれどきですけれどきですけれどきですけれど奈良市奈良市奈良市奈良市がおやりにならないので県としてやがおやりにならないので県としてやがおやりにならないので県としてやがおやりにならないので県としてや

るのですというようなことを言われておりましたが、県がるのですというようなことを言われておりましたが、県がるのですというようなことを言われておりましたが、県がるのですというようなことを言われておりましたが、県がひひひひとりよがりに事業を進めていとりよがりに事業を進めていとりよがりに事業を進めていとりよがりに事業を進めてい

くのでは成くのでは成くのでは成くのでは成功功功功しないのではないかと思います。しないのではないかと思います。しないのではないかと思います。しないのではないかと思います。

最後最後最後最後に、いろいろに、いろいろに、いろいろに、いろいろ新新新新しい事業が提案されてはおりますが、かつてしい事業が提案されてはおりますが、かつてしい事業が提案されてはおりますが、かつてしい事業が提案されてはおりますが、かつて始始始始まって、まって、まって、まって、最近最近最近最近盛り上盛り上盛り上盛り上

がっていないのではないかと思うもののがっていないのではないかと思うもののがっていないのではないかと思うもののがっていないのではないかと思うものの一一一一つに、つに、つに、つに、フフフフィルィルィルィルムムムムコミッコミッコミッコミッショショショションがあります。できンがあります。できンがあります。できンがあります。でき

たころはたころはたころはたころは一生一生一生一生懸命懸命懸命懸命やっていただいていたように聞きはしているのですけれども、私はやっていただいていたように聞きはしているのですけれども、私はやっていただいていたように聞きはしているのですけれども、私はやっていただいていたように聞きはしているのですけれども、私は奈良奈良奈良奈良

の観光というのは、の観光というのは、の観光というのは、の観光というのは、奈良市奈良市奈良市奈良市にににに来来来来ていただくだけではなくて、ていただくだけではなくて、ていただくだけではなくて、ていただくだけではなくて、奈良市奈良市奈良市奈良市からもうからもうからもうからもう一一一一つつつつ別別別別の地にの地にの地にの地に

行っていただくことが行っていただくことが行っていただくことが行っていただくことが宿泊宿泊宿泊宿泊につながり、につながり、につながり、につながり、周周周周遊型遊型遊型遊型につながるのだと思っております。その中につながるのだと思っております。その中につながるのだと思っております。その中につながるのだと思っております。その中

ででででフフフフィルィルィルィルムムムムコミッコミッコミッコミッショショショション、例えばン、例えばン、例えばン、例えばフフフフィルィルィルィルムムムムではなくても、ではなくても、ではなくても、ではなくても、朝ド朝ド朝ド朝ドラやラやラやラや歴史物歴史物歴史物歴史物をををを取取取取ってくるとってくるとってくるとってくると

いうのはいうのはいうのはいうのは奈良奈良奈良奈良県の観光に大県の観光に大県の観光に大県の観光に大変変変変大きな大きな大きな大きな資源資源資源資源になるのだと思います。になるのだと思います。になるのだと思います。になるのだと思います。最近最近最近最近、ち、ち、ち、ちょょょょっとっとっとっと力力力力を入れを入れを入れを入れ

ていただいていないのではないかと思いまして、ていただいていないのではないかと思いまして、ていただいていないのではないかと思いまして、ていただいていないのではないかと思いまして、最近最近最近最近の動の動の動の動向向向向について質問をさせていただについて質問をさせていただについて質問をさせていただについて質問をさせていただ

きたいと思います。以上です。きたいと思います。以上です。きたいと思います。以上です。きたいと思います。以上です。

○中西奈良公園室長○中西奈良公園室長○中西奈良公園室長○中西奈良公園室長 近鉄奈良駅近鉄奈良駅近鉄奈良駅近鉄奈良駅から県から県から県から県庁庁庁庁までの歩までの歩までの歩までの歩道道道道にイにイにイにイルミルミルミルミネネネネーーーーショショショションを設置するといンを設置するといンを設置するといンを設置するとい

うううう部部部部分分分分について、どのようなについて、どのようなについて、どのようなについて、どのようなココココンンンンセセセセププププトでするのかというご質問だと思います。トでするのかというご質問だと思います。トでするのかというご質問だと思います。トでするのかというご質問だと思います。

この事業の目この事業の目この事業の目この事業の目標標標標とするところは、今とするところは、今とするところは、今とするところは、今奈良奈良奈良奈良公公公公園周園周園周園周辺辺辺辺では、県では、県では、県では、県へへへへのののの宿泊宿泊宿泊宿泊客を客を客を客を増増増増進させていき進させていき進させていき進させていき

たいということで、たいということで、たいということで、たいということで、オフシオフシオフシオフシーーーーズズズズン事業とあわせて、ン事業とあわせて、ン事業とあわせて、ン事業とあわせて、夜夜夜夜のイベントにいろいろのイベントにいろいろのイベントにいろいろのイベントにいろいろ力力力力を入れておを入れておを入れておを入れてお

ります。ただ、いろいろなります。ただ、いろいろなります。ただ、いろいろなります。ただ、いろいろな夜夜夜夜のイベント、伝のイベント、伝のイベント、伝のイベント、伝統統統統行事も含めてあるのですが、なかなか行事も含めてあるのですが、なかなか行事も含めてあるのですが、なかなか行事も含めてあるのですが、なかなか近鉄近鉄近鉄近鉄

奈良駅奈良駅奈良駅奈良駅から、どちらをから、どちらをから、どちらをから、どちらを向向向向いていけば入り口になるのかといういていけば入り口になるのかといういていけば入り口になるのかといういていけば入り口になるのかという方向性方向性方向性方向性のののの部部部部分分分分がなかなかわかがなかなかわかがなかなかわかがなかなかわか

りにくいということで、りにくいということで、りにくいということで、りにくいということで、近鉄奈良駅近鉄奈良駅近鉄奈良駅近鉄奈良駅から、ちから、ちから、ちから、ちょょょょうど県うど県うど県うど県庁庁庁庁前、前、前、前、興福寺興福寺興福寺興福寺までが、大体までが、大体までが、大体までが、大体奈良奈良奈良奈良公公公公園園園園

でいろいろなでいろいろなでいろいろなでいろいろな周周周周辺辺辺辺イベントがある中での、主イベントがある中での、主イベントがある中での、主イベントがある中での、主要要要要動動動動線線線線になりますので、そこを案内するになりますので、そこを案内するになりますので、そこを案内するになりますので、そこを案内する形形形形で、で、で、で、

仮仮仮仮設的なイ設的なイ設的なイ設的なイルミルミルミルミネネネネーーーーショショショションを設置しまして、いろいろなイベントごとにンを設置しまして、いろいろなイベントごとにンを設置しまして、いろいろなイベントごとにンを設置しまして、いろいろなイベントごとに取取取取り外しをして、り外しをして、り外しをして、り外しをして、

多分多分多分多分県職員が県職員が県職員が県職員が汗汗汗汗をををを流流流流してつけると思いますけれども、そのようなしてつけると思いますけれども、そのようなしてつけると思いますけれども、そのようなしてつけると思いますけれども、そのような形形形形でイベントを支援してでイベントを支援してでイベントを支援してでイベントを支援して

いきたいと考えております。以上でございます。いきたいと考えております。以上でございます。いきたいと考えております。以上でございます。いきたいと考えております。以上でございます。

○堀内道路環境課長○堀内道路環境課長○堀内道路環境課長○堀内道路環境課長 県県県県庁周庁周庁周庁周辺辺辺辺の案内サインのの案内サインのの案内サインのの案内サインの統統統統一一一一についてでございます。県についてでございます。県についてでございます。県についてでございます。県庁周庁周庁周庁周辺辺辺辺には、には、には、には、

皆さんご皆さんご皆さんご皆さん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、奈良奈良奈良奈良県県県県文化文化文化文化会会会会館館館館や美や美や美や美術館術館術館術館のようなのようなのようなのような文化文化文化文化施設や、県施設や、県施設や、県施設や、県庁庁庁庁をはをはをはをはじじじじめ、め、め、め、官官官官

公公公公庁庁庁庁の施設もの施設もの施設もの施設も多多多多くございまして、その施設の案内サインにつきましては、くございまして、その施設の案内サインにつきましては、くございまして、その施設の案内サインにつきましては、くございまして、その施設の案内サインにつきましては、デザデザデザデザイン、イン、イン、イン、色色色色彩彩彩彩、、、、

字体などの字体などの字体などの字体などの統統統統一感一感一感一感がなく、さらに、がなく、さらに、がなく、さらに、がなく、さらに、乱乱乱乱立立立立していることなどから、していることなどから、していることなどから、していることなどから、来訪来訪来訪来訪者にわからない、わ者にわからない、わ者にわからない、わ者にわからない、わ

かりづらいかりづらいかりづらいかりづらい状況状況状況状況であると思っております。であると思っております。であると思っております。であると思っております。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の設置した案内の設置した案内の設置した案内の設置した案内看板看板看板看板はないとはないとはないとはないと

考えております。考えております。考えております。考えております。

そういったすそういったすそういったすそういったすべべべべての、ての、ての、ての、現現現現在在在在ある案内サインにつきまして、県ある案内サインにつきまして、県ある案内サインにつきまして、県ある案内サインにつきまして、県庁周庁周庁周庁周辺辺辺辺のののの季節季節季節季節案内サインを案内サインを案内サインを案内サインを
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集約集約集約集約、、、、統統統統一化一化一化一化いたしまして、いたしまして、いたしまして、いたしまして、来訪来訪来訪来訪者に対し者に対し者に対し者に対し文化文化文化文化施設にも施設にも施設にも施設にも訪訪訪訪れてもらえるような案内を行いれてもらえるような案内を行いれてもらえるような案内を行いれてもらえるような案内を行い

まして、まして、まして、まして、奈良奈良奈良奈良公公公公園周園周園周園周辺辺辺辺のののの世界遺産世界遺産世界遺産世界遺産とととと一一一一体となった観光体となった観光体となった観光体となった観光周周周周遊遊遊遊をををを促促促促すようにすようにすようにすように取取取取りりりり組組組組んでまいりんでまいりんでまいりんでまいり

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

○金剛県土マネジメント次長（技術担当）○金剛県土マネジメント次長（技術担当）○金剛県土マネジメント次長（技術担当）○金剛県土マネジメント次長（技術担当） 大大大大宮宮宮宮通りの通りの通りの通りの植栽植栽植栽植栽推進につきましてのご質問で推進につきましてのご質問で推進につきましてのご質問で推進につきましてのご質問で

ございます。ございます。ございます。ございます。

大大大大宮宮宮宮通りにつきましては、本当に通りにつきましては、本当に通りにつきましては、本当に通りにつきましては、本当に奈良奈良奈良奈良公公公公園園園園のおもてなしの入り口ということで、のおもてなしの入り口ということで、のおもてなしの入り口ということで、のおもてなしの入り口ということで、空空空空間の間の間の間の

整備整備整備整備をしていこうというをしていこうというをしていこうというをしていこうという一一一一環でございます。当環でございます。当環でございます。当環でございます。当然然然然、、、、花壇花壇花壇花壇のののの整備整備整備整備だけではなくて、だけではなくて、だけではなくて、だけではなくて、維持維持維持維持管管管管理理理理

について地域のについて地域のについて地域のについて地域の企企企企業、業、業、業、自自自自治会、治会、治会、治会、団団団団体の体の体の体の方方方方とのとのとのとの連携連携連携連携は進めているところでございます。は進めているところでございます。は進めているところでございます。は進めているところでございます。引引引引きききき

続続続続き、大き、大き、大き、大宮宮宮宮通りの、通りの、通りの、通りの、水水水水やりや草やりや草やりや草やりや草引引引引きやきやきやきや花花花花植植植植えなど、えなど、えなど、えなど、花壇花壇花壇花壇整備整備整備整備と当と当と当と当然然然然維持維持維持維持管管管管理も含めて、し理も含めて、し理も含めて、し理も含めて、し

っかり進めていきたいと思っております。以上でございます。っかり進めていきたいと思っております。以上でございます。っかり進めていきたいと思っております。以上でございます。っかり進めていきたいと思っております。以上でございます。

○福井地域振興部次長（企画管理室長事務取扱）○福井地域振興部次長（企画管理室長事務取扱）○福井地域振興部次長（企画管理室長事務取扱）○福井地域振興部次長（企画管理室長事務取扱） フフフフィルィルィルィルムムムムコミッコミッコミッコミッショショショションに関するおンに関するおンに関するおンに関するお尋ね尋ね尋ね尋ね

でございます。でございます。でございます。でございます。

確確確確かにかにかにかに奈良奈良奈良奈良県で県で県で県でリーディリーディリーディリーディンンンンググググ的に的に的に的にフフフフィルィルィルィルムムムムコミッコミッコミッコミッショショショションを設置いたしまして、かンを設置いたしまして、かンを設置いたしまして、かンを設置いたしまして、かねねねねてかてかてかてか

らららら取取取取りりりり組組組組んでいるところでございます。んでいるところでございます。んでいるところでございます。んでいるところでございます。最近最近最近最近ではいろいろではいろいろではいろいろではいろいろ民民民民間ベ間ベ間ベ間ベースースースースでもでもでもでもフフフフィルィルィルィルムムムムコミッコミッコミッコミッ

ショショショションのンのンのンのＮＰＯ法ＮＰＯ法ＮＰＯ法ＮＰＯ法人人人人等等等等をををを立立立立ち上ち上ち上ち上げげげげていただきまして、ていただきまして、ていただきまして、ていただきまして、奈良奈良奈良奈良県県県県へへへへの観光の観光の観光の観光誘誘誘誘致致致致の前提として、の前提として、の前提として、の前提として、

県内のいろいろな県内のいろいろな県内のいろいろな県内のいろいろな魅力魅力魅力魅力ある場ある場ある場ある場所所所所を発を発を発を発信信信信するするするするねねねねらいでいろいろならいでいろいろならいでいろいろならいでいろいろな映映映映画、また画、また画、また画、またテテテテレビ番レビ番レビ番レビ番組組組組などなどなどなど

をををを誘誘誘誘致致致致しております。しております。しております。しております。奈良奈良奈良奈良県の場県の場県の場県の場合合合合も、平成２４年も大体２５も、平成２４年も大体２５も、平成２４年も大体２５も、平成２４年も大体２５件件件件ぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの誘誘誘誘致致致致実実実実績績績績がござがござがござがござ

いました。例えば県いました。例えば県いました。例えば県いました。例えば県庁周庁周庁周庁周辺辺辺辺でもでもでもでも「「「「科捜研科捜研科捜研科捜研のののの女女女女」」」」という、という、という、という、沢沢沢沢口口口口靖子靖子靖子靖子さんがやっておられるさんがやっておられるさんがやっておられるさんがやっておられるテテテテ

レビレビレビレビドドドドララララママママがございますけれども、これにつきましても、がございますけれども、これにつきましても、がございますけれども、これにつきましても、がございますけれども、これにつきましても、東東東東京の京の京の京の方方方方からいろいろからいろいろからいろいろからいろいろ申申申申し出がし出がし出がし出が

ございまして、実際県ございまして、実際県ございまして、実際県ございまして、実際県庁庁庁庁の場の場の場の場所所所所を、あるいはを、あるいはを、あるいはを、あるいは奈良奈良奈良奈良公公公公園一園一園一園一帯帯帯帯もももも使使使使っていただいており、そのっていただいており、そのっていただいており、そのっていただいており、その

場場場場所所所所で実で実で実で実写写写写実実実実績績績績もございます。もございます。もございます。もございます。

多多多多くは県くは県くは県くは県庁庁庁庁のののの屋屋屋屋上とかそういったところを上とかそういったところを上とかそういったところを上とかそういったところを利用利用利用利用したいという、したいという、したいという、したいという、東東東東京の京の京の京の各各各各テテテテレビレビレビレビ関係の関係の関係の関係のメメメメ

ディアディアディアディア中心にお問い中心にお問い中心にお問い中心にお問い合合合合わせがございますけれども、できるだけそういうわせがございますけれども、できるだけそういうわせがございますけれども、できるだけそういうわせがございますけれども、できるだけそういう機機機機会はサ会はサ会はサ会はサポポポポーーーートでトでトでトで

きるような対きるような対きるような対きるような対応応応応をとっていきたいと考えております。本当にをとっていきたいと考えております。本当にをとっていきたいと考えております。本当にをとっていきたいと考えております。本当に奈良奈良奈良奈良県県県県全全全全域にいろいろな域にいろいろな域にいろいろな域にいろいろな歴史歴史歴史歴史

文化文化文化文化遺産遺産遺産遺産等等等等、すばらしい、すばらしい、すばらしい、すばらしいロロロロケケケケーーーーショショショションがございますので、そういった事業を今ンがございますので、そういった事業を今ンがございますので、そういった事業を今ンがございますので、そういった事業を今後後後後より推進より推進より推進より推進

していく中で、していく中で、していく中で、していく中で、奈良奈良奈良奈良県を県を県を県を全全全全国に発国に発国に発国に発信信信信していければと思っております。以上でございます。していければと思っております。以上でございます。していければと思っております。以上でございます。していければと思っております。以上でございます。

○猪奥委員○猪奥委員○猪奥委員○猪奥委員 ありがとうございました。この予算３，０００万ありがとうございました。この予算３，０００万ありがとうございました。この予算３，０００万ありがとうございました。この予算３，０００万円円円円のイのイのイのイルミルミルミルミネネネネーーーーショショショションは、ンは、ンは、ンは、

イベントをする事ごとに、そのときだけイベントをする事ごとに、そのときだけイベントをする事ごとに、そのときだけイベントをする事ごとに、そのときだけ臨臨臨臨時時時時で設置をして、で設置をして、で設置をして、で設置をして、何何何何となくここできらきらしてとなくここできらきらしてとなくここできらきらしてとなくここできらきらして

いるから人のいるから人のいるから人のいるから人の流流流流れをこうやってつくっていきたいということなのですよれをこうやってつくっていきたいということなのですよれをこうやってつくっていきたいということなのですよれをこうやってつくっていきたいということなのですよねねねね。なるほどわか。なるほどわか。なるほどわか。なるほどわか

りました。ありがとうございます。りました。ありがとうございます。りました。ありがとうございます。りました。ありがとうございます。
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先先先先に、に、に、に、フフフフィルィルィルィルムムムムコミッコミッコミッコミッショショショションですが、この２５ンですが、この２５ンですが、この２５ンですが、この２５件件件件というのは、というのは、というのは、というのは、奈良奈良奈良奈良県が県が県が県が営営営営業をしてとっ業をしてとっ業をしてとっ業をしてとっ

てきた数ですか、そのうちてきた数ですか、そのうちてきた数ですか、そのうちてきた数ですか、そのうち向向向向こうからやりたいと言ってきていただいたこうからやりたいと言ってきていただいたこうからやりたいと言ってきていただいたこうからやりたいと言ってきていただいた件件件件数は、どれ数は、どれ数は、どれ数は、どれぐぐぐぐらららら

いのいのいのいの割割割割合合合合なのでしなのでしなのでしなのでしょょょょう。う。う。う。

○福井地域振興部次長（企画管理室長事務取扱）○福井地域振興部次長（企画管理室長事務取扱）○福井地域振興部次長（企画管理室長事務取扱）○福井地域振興部次長（企画管理室長事務取扱） 残念残念残念残念ながら、ながら、ながら、ながら、営営営営業というか、業というか、業というか、業というか、積極積極積極積極的に的に的に的に

プロプロプロプロモモモモーーーーショショショションンンン活活活活動をやったわけではございませんでして、動をやったわけではございませんでして、動をやったわけではございませんでして、動をやったわけではございませんでして、各各各各メディアメディアメディアメディアからからからから奈良奈良奈良奈良県にご県にご県にご県にご依依依依

頼頼頼頼があって調があって調があって調があって調整整整整をさせてもらったをさせてもらったをさせてもらったをさせてもらった件件件件数でございます。数でございます。数でございます。数でございます。

○猪奥委員○猪奥委員○猪奥委員○猪奥委員 そうですよそうですよそうですよそうですよねねねね。。。。多分多分多分多分、、、、奈良奈良奈良奈良県の県の県の県の魅力魅力魅力魅力からしたら、２５からしたら、２５からしたら、２５からしたら、２５件件件件というのはかなり少というのはかなり少というのはかなり少というのはかなり少

ないと思うのです。このないと思うのです。このないと思うのです。このないと思うのです。この辺辺辺辺だけでもだけでもだけでもだけでも何何何何件件件件もできるもできるもできるもできるぐぐぐぐらいありますし、らいありますし、らいありますし、らいありますし、桜井桜井桜井桜井市へ市へ市へ市へ行ったり行ったり行ったり行ったり橿橿橿橿

原原原原市へ市へ市へ市へ行ったり、行ったり、行ったり、行ったり、十十十十津川村津川村津川村津川村のののの方方方方に行ったりすることもできると思うのです。に行ったりすることもできると思うのです。に行ったりすることもできると思うのです。に行ったりすることもできると思うのです。フフフフィルィルィルィルムムムムコミコミコミコミ

ッッッッショショショションのンのンのンの役割役割役割役割というのは、というのは、というのは、というのは、向向向向こうからこうからこうからこうから来来来来たものを調たものを調たものを調たものを調整整整整するのではなくて、うちとこはこするのではなくて、うちとこはこするのではなくて、うちとこはこするのではなくて、うちとこはこ

んなんなんなんな魅力魅力魅力魅力があってこんながあってこんながあってこんながあってこんな映映映映画が画が画が画が撮撮撮撮れます、れます、れます、れます、絵絵絵絵がががが撮撮撮撮れますよ、そんなことをれますよ、そんなことをれますよ、そんなことをれますよ、そんなことを売売売売りりりり込込込込んでいくんでいくんでいくんでいく

一一一一つのつのつのつのツツツツールールールールだと思います。特に、このだと思います。特に、このだと思います。特に、このだと思います。特に、この分分分分野野野野は他は他は他は他府府府府県も県も県も県も物物物物すごくすごくすごくすごく力力力力を入れていて、を入れていて、を入れていて、を入れていて、取取取取りりりり合合合合

いで、いで、いで、いで、競争競争競争競争にもなっているにもなっているにもなっているにもなっている現状現状現状現状でございますので、でございますので、でございますので、でございますので、映映映映画や大画や大画や大画や大河河河河ドドドドララララママママがががが来来来来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

ありがたいですけれども、ありがたいですけれども、ありがたいですけれども、ありがたいですけれども、ＣＭＣＭＣＭＣＭですとかですとかですとかですとかテテテテレビレビレビレビの中の１つのの中の１つのの中の１つのの中の１つのカカカカッッッットでも、すごくトでも、すごくトでも、すごくトでも、すごく威威威威力力力力を発を発を発を発

揮揮揮揮するするするする分分分分野野野野ですので、これからまたですので、これからまたですので、これからまたですので、これからまた力力力力を入れてやっていただきたいと思います。を入れてやっていただきたいと思います。を入れてやっていただきたいと思います。を入れてやっていただきたいと思います。

その次、その次、その次、その次、植栽植栽植栽植栽なのですけれども、このなのですけれども、このなのですけれども、このなのですけれども、この植栽植栽植栽植栽事業というのは、あの大事業というのは、あの大事業というのは、あの大事業というのは、あの大宮宮宮宮通りの通りの通りの通りの花壇花壇花壇花壇のことのことのことのこと

をををを指指指指しているのではなく、しているのではなく、しているのではなく、しているのではなく、全全全全体的な体的な体的な体的な植栽植栽植栽植栽のことについて、まのことについて、まのことについて、まのことについて、まずずずず考えておられるということ考えておられるということ考えておられるということ考えておられるということ

でしでしでしでしょょょょうか。ちうか。ちうか。ちうか。ちょょょょっとわからなかったのでお願いします。っとわからなかったのでお願いします。っとわからなかったのでお願いします。っとわからなかったのでお願いします。

○金剛県土マネジメント部次長（技術担当）○金剛県土マネジメント部次長（技術担当）○金剛県土マネジメント部次長（技術担当）○金剛県土マネジメント部次長（技術担当） この大この大この大この大宮宮宮宮通り通り通り通り植栽植栽植栽植栽推進事業は、具体的には推進事業は、具体的には推進事業は、具体的には推進事業は、具体的には

花壇花壇花壇花壇の設計を行うものです。の設計を行うものです。の設計を行うものです。の設計を行うものです。

○猪奥委員○猪奥委員○猪奥委員○猪奥委員 今あるものは、あれは今あるものは、あれは今あるものは、あれは今あるものは、あれは花壇花壇花壇花壇じゃじゃじゃじゃないですか。ないですか。ないですか。ないですか。別別別別のののの花壇花壇花壇花壇をつくるということでをつくるということでをつくるということでをつくるということで

すか。すか。すか。すか。

○金剛県土マネジメント部次長（技術担当）○金剛県土マネジメント部次長（技術担当）○金剛県土マネジメント部次長（技術担当）○金剛県土マネジメント部次長（技術担当） 今あるものとは今あるものとは今あるものとは今あるものとは別別別別に、に、に、に、抜抜抜抜けているとこもごけているとこもごけているとこもごけているとこもご

ざいますので、まだまだざいますので、まだまだざいますので、まだまだざいますので、まだまだ花壇花壇花壇花壇のののの整備整備整備整備をしていき、そこを設計していくということでございをしていき、そこを設計していくということでございをしていき、そこを設計していくということでございをしていき、そこを設計していくということでござい

ます。ます。ます。ます。

○猪奥委員○猪奥委員○猪奥委員○猪奥委員 よくわからないんですけれども、今大よくわからないんですけれども、今大よくわからないんですけれども、今大よくわからないんですけれども、今大宮宮宮宮通り通り通り通り沿沿沿沿いにいにいにいに花壇花壇花壇花壇が設置されていますが設置されていますが設置されていますが設置されています

よよよよねねねね。それに。それに。それに。それに追加追加追加追加的に的に的に的に足足足足りないりないりないりない部部部部分分分分も設置していくということですか。それとも、今あるも設置していくということですか。それとも、今あるも設置していくということですか。それとも、今あるも設置していくということですか。それとも、今ある

花壇花壇花壇花壇はなしにして、はなしにして、はなしにして、はなしにして、新新新新しいしいしいしい花壇花壇花壇花壇ををををゼゼゼゼロロロロベベベベースースースースでもうでもうでもうでもう一一一一回考え直していくということですか。回考え直していくということですか。回考え直していくということですか。回考え直していくということですか。

結構結構結構結構あると思いますけれど。あると思いますけれど。あると思いますけれど。あると思いますけれど。

○林まちづくり推進局長○林まちづくり推進局長○林まちづくり推進局長○林まちづくり推進局長 済済済済みません。みません。みません。みません。所管所管所管所管がががが違違違違うのですけれど、うのですけれど、うのですけれど、うのですけれど、知知知知っているのでっているのでっているのでっているので答答答答えまえまえまえま
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す。す。す。す。

おっしおっしおっしおっしゃゃゃゃるとおりでございまして、今、説明したのは、るとおりでございまして、今、説明したのは、るとおりでございまして、今、説明したのは、るとおりでございまして、今、説明したのは、足足足足らないところとからないところとからないところとからないところとか抜抜抜抜けているけているけているけている

ところをところをところをところを整備整備整備整備するということでして、さらにするということでして、さらにするということでして、さらにするということでして、さらに木木木木製製製製ののののポポポポッッッットでつくったところがあると思うトでつくったところがあると思うトでつくったところがあると思うトでつくったところがあると思う

のですけれども、直のですけれども、直のですけれども、直のですけれども、直植植植植えにしていきたいという思いがございます。えにしていきたいという思いがございます。えにしていきたいという思いがございます。えにしていきたいという思いがございます。ポポポポッッッットでトでトでトで植植植植えますと、えますと、えますと、えますと、

ちちちちょょょょっと見ばえも少しっと見ばえも少しっと見ばえも少しっと見ばえも少し悪悪悪悪くなりますし、くなりますし、くなりますし、くなりますし、統統統統一一一一的に的に的に的に下下下下のののの方方方方に視に視に視に視線線線線がいき、がいき、がいき、がいき、一一一一応注応注応注応注目される度目される度目される度目される度

合合合合いがいがいがいが高高高高いということで、直いということで、直いということで、直いということで、直植植植植えにしていきたいという、そのえにしていきたいという、そのえにしていきたいという、そのえにしていきたいという、その辺辺辺辺のののの整備手整備手整備手整備手法法法法をををを変変変変えるといえるといえるといえるとい

うことも含まれております。うことも含まれております。うことも含まれております。うことも含まれております。

それから、今のはそれから、今のはそれから、今のはそれから、今のは整備整備整備整備のおのおのおのお金金金金でございますので、でございますので、でございますので、でございますので、管管管管理につきましては、質問の中でご理につきましては、質問の中でご理につきましては、質問の中でご理につきましては、質問の中でご指指指指

摘摘摘摘のあったとおりでございますけれども、ボランのあったとおりでございますけれども、ボランのあったとおりでございますけれども、ボランのあったとおりでございますけれども、ボランティアティアティアティアのののの形形形形でででで企企企企業にも入っていただいて業にも入っていただいて業にも入っていただいて業にも入っていただいて

おりますし、地元のおりますし、地元のおりますし、地元のおりますし、地元の自自自自治会にも入っていただいておりますけれども、対治会にも入っていただいておりますけれども、対治会にも入っていただいておりますけれども、対治会にも入っていただいておりますけれども、対応応応応のののの仕仕仕仕方方方方がそれがそれがそれがそれぞぞぞぞ

れまちまちでございまして、地れまちまちでございまして、地れまちまちでございまして、地れまちまちでございまして、地区区区区やややや延延延延長長長長割割割割のようなのようなのようなのような形形形形できめできめできめできめ細細細細やかな対やかな対やかな対やかな対応応応応をしているのでをしているのでをしているのでをしているので

すけれども、なかなかきちんとすけれども、なかなかきちんとすけれども、なかなかきちんとすけれども、なかなかきちんとフォフォフォフォローローローローできていないですので、これからしっかりとできていないですので、これからしっかりとできていないですので、これからしっかりとできていないですので、これからしっかりとフォフォフォフォ

ローローローローしてまいりたいと思います。してまいりたいと思います。してまいりたいと思います。してまいりたいと思います。

○猪奥委員○猪奥委員○猪奥委員○猪奥委員 大大大大宮宮宮宮通りの通りの通りの通りのパパパパンンンンジージージージーはとりあえはとりあえはとりあえはとりあえず初ず初ず初ず初めてのめてのめてのめての試試試試みだったということで、私はあみだったということで、私はあみだったということで、私はあみだったということで、私はあ

れはうまくいかなかったと思っているのですけれども、うまくいかなかったのもれはうまくいかなかったと思っているのですけれども、うまくいかなかったのもれはうまくいかなかったと思っているのですけれども、うまくいかなかったのもれはうまくいかなかったと思っているのですけれども、うまくいかなかったのも仕仕仕仕方方方方がながながながな

いのかなと思います。ちいのかなと思います。ちいのかなと思います。ちいのかなと思います。ちゃゃゃゃんとんとんとんと意意意意義義義義やややや意意意意味味味味などをきっちりわかっていただいて、ただ目のなどをきっちりわかっていただいて、ただ目のなどをきっちりわかっていただいて、ただ目のなどをきっちりわかっていただいて、ただ目の

前の前の前の前の花壇花壇花壇花壇にににに水水水水をやってくださいと言っているのではなくて、まちづくりにごをやってくださいと言っているのではなくて、まちづくりにごをやってくださいと言っているのではなくて、まちづくりにごをやってくださいと言っているのではなくて、まちづくりにご協力協力協力協力をいただをいただをいただをいただ

いているということをきっちりご説明いただいた上で、次からの展開を期待しております。いているということをきっちりご説明いただいた上で、次からの展開を期待しております。いているということをきっちりご説明いただいた上で、次からの展開を期待しております。いているということをきっちりご説明いただいた上で、次からの展開を期待しております。

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。

○藤本委員長○藤本委員長○藤本委員長○藤本委員長 そういうそういうそういうそういう要要要要望を望を望を望を踏踏踏踏まえてください。まえてください。まえてください。まえてください。

林まちづくり推進局長、林まちづくり推進局長、林まちづくり推進局長、林まちづくり推進局長、先先先先ほど猪奥委員がほど猪奥委員がほど猪奥委員がほど猪奥委員が福福福福井井井井地域地域地域地域振振振振興興興興部部部部次長に言った次長に言った次長に言った次長に言った話ね話ね話ね話ね、いい、いい、いい、いい話話話話だだだだ

から、聞いといたってください。から、聞いといたってください。から、聞いといたってください。から、聞いといたってください。フフフフィルィルィルィルムムムムコミッコミッコミッコミッショショショションのンのンのンの話話話話、、、、連携連携連携連携して。して。して。して。

○大坪委員○大坪委員○大坪委員○大坪委員 １点だけ聞かせていただきたいと思います。平城１点だけ聞かせていただきたいと思います。平城１点だけ聞かせていただきたいと思います。平城１点だけ聞かせていただきたいと思います。平城宮跡宮跡宮跡宮跡に関に関に関に関連連連連いたしましてでいたしましてでいたしましてでいたしましてで

ございますが、今までからもございますが、今までからもございますが、今までからもございますが、今までからもずずずずっといろいろとっといろいろとっといろいろとっといろいろと話題話題話題話題にもなっておりますけれども、にもなっておりますけれども、にもなっておりますけれども、にもなっておりますけれども、朝堂院朝堂院朝堂院朝堂院

のののの跡跡跡跡のののの舗装舗装舗装舗装について、そのについて、そのについて、そのについて、その後ス後ス後ス後スケケケケジジジジュュュュール等ール等ール等ール等変変変変わったこととか、今わったこととか、今わったこととか、今わったこととか、今後後後後の見通しについておの見通しについておの見通しについておの見通しについてお

聞かせをいただければありがたいと思います。聞かせをいただければありがたいと思います。聞かせをいただければありがたいと思います。聞かせをいただければありがたいと思います。

○石井平城宮跡事業推進室長○石井平城宮跡事業推進室長○石井平城宮跡事業推進室長○石井平城宮跡事業推進室長 朝堂院朝堂院朝堂院朝堂院のののの舗装舗装舗装舗装のののの件件件件でございます。今は、いわでございます。今は、いわでございます。今は、いわでございます。今は、いわゆゆゆゆるるるる土土土土を入れを入れを入れを入れ

て、て、て、て、整整整整地をしているという地をしているという地をしているという地をしているという状態状態状態状態で、平成２４年度で、平成２４年度で、平成２４年度で、平成２４年度末末末末とととと同じ状態同じ状態同じ状態同じ状態でございまして、国でございまして、国でございまして、国でございまして、国営飛鳥営飛鳥営飛鳥営飛鳥

歴史歴史歴史歴史公公公公園園園園事事事事務務務務所所所所から、平成２５年度から、平成２５年度から、平成２５年度から、平成２５年度後後後後半半半半にににに土土土土系系系系のののの舗装舗装舗装舗装を実施すると聞いているところでごを実施すると聞いているところでごを実施すると聞いているところでごを実施すると聞いているところでご

ざいます。ざいます。ざいます。ざいます。
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○大坪委員○大坪委員○大坪委員○大坪委員 いろいろと皆さんも聞いておられるかと思うのですけれども、ちいろいろと皆さんも聞いておられるかと思うのですけれども、ちいろいろと皆さんも聞いておられるかと思うのですけれども、ちいろいろと皆さんも聞いておられるかと思うのですけれども、ちょょょょっとっとっとっと念念念念をををを

押押押押してといいますか、お聞きしたいと思うのですが、このしてといいますか、お聞きしたいと思うのですが、このしてといいますか、お聞きしたいと思うのですが、このしてといいますか、お聞きしたいと思うのですが、この土土土土系系系系のののの舗装舗装舗装舗装によって、地によって、地によって、地によって、地下下下下のののの遺遺遺遺

跡跡跡跡とととと埋蔵埋蔵埋蔵埋蔵物物物物の保の保の保の保全全全全ということに関しましては、問ということに関しましては、問ということに関しましては、問ということに関しましては、問題題題題はははは全全全全くないと考えておられるのか、おくないと考えておられるのか、おくないと考えておられるのか、おくないと考えておられるのか、お

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

○石井平城宮跡事業推進室長○石井平城宮跡事業推進室長○石井平城宮跡事業推進室長○石井平城宮跡事業推進室長 国国国国営飛鳥営飛鳥営飛鳥営飛鳥歴史歴史歴史歴史公公公公園園園園事事事事務務務務所所所所から入っているから入っているから入っているから入っている情情情情報によりますと、報によりますと、報によりますと、報によりますと、

基基基基本的に４本的に４本的に４本的に４％％％％ののののセセセセメメメメントをまントをまントをまントをまぜぜぜぜてててて舗装舗装舗装舗装するするするする手手手手法法法法というのは、他のというのは、他のというのは、他のというのは、他の遺遺遺遺跡等跡等跡等跡等においても通においても通においても通においても通常常常常行行行行

われてるわれてるわれてるわれてる手手手手法法法法と聞いておりまして、そのことも含めまして、しっかりと、と聞いておりまして、そのことも含めまして、しっかりと、と聞いておりまして、そのことも含めまして、しっかりと、と聞いておりまして、そのことも含めまして、しっかりと、文化庁文化庁文化庁文化庁とのとのとのとの手手手手続続続続

をををを踏踏踏踏まえてやっておられますので、問まえてやっておられますので、問まえてやっておられますので、問まえてやっておられますので、問題題題題がないと理解しております。がないと理解しております。がないと理解しております。がないと理解しております。

○大坪委員○大坪委員○大坪委員○大坪委員 どうもありがとうございます。そのようにお聞きしまして、どうもありがとうございます。そのようにお聞きしまして、どうもありがとうございます。そのようにお聞きしまして、どうもありがとうございます。そのようにお聞きしまして、一一一一応応応応、私、私、私、私自身自身自身自身もももも

安安安安心なのかなと心なのかなと心なのかなと心なのかなと感じ感じ感じ感じております。ております。ております。ております。

このこのこのこの件件件件につきましては、いろいろなところでにつきましては、いろいろなところでにつきましては、いろいろなところでにつきましては、いろいろなところで批判批判批判批判やややや反反反反対の対の対の対の声声声声というのが、かなりというのが、かなりというのが、かなりというのが、かなりネネネネッッッットトトト

上でも出ているわけでありますけれども、そもそも、あの場上でも出ているわけでありますけれども、そもそも、あの場上でも出ているわけでありますけれども、そもそも、あの場上でも出ているわけでありますけれども、そもそも、あの場所所所所は、皆様は、皆様は、皆様は、皆様方方方方もごもごもごもご存じ存じ存じ存じのとおのとおのとおのとお

り、１０００年以上にわたりまして地域のり、１０００年以上にわたりまして地域のり、１０００年以上にわたりまして地域のり、１０００年以上にわたりまして地域の方方方方 々々々々がががが農農農農業をされて、特に業をされて、特に業をされて、特に業をされて、特に水水水水田などを主に田などを主に田などを主に田などを主に営営営営んんんん

でおられた場でおられた場でおられた場でおられた場所所所所であります。それがであります。それがであります。それがであります。それが我々我々我々我々のののの先先先先人の人の人の人の努力努力努力努力によりまして、によりまして、によりまして、によりまして、民民民民間の間の間の間の土土土土地を地を地を地を買買買買われわれわれわれ

たり、またたり、またたり、またたり、また寄附寄附寄附寄附をされたりで、これをまとめて国にをされたりで、これをまとめて国にをされたりで、これをまとめて国にをされたりで、これをまとめて国に寄附寄附寄附寄附をされて、そして、そのをされて、そして、そのをされて、そして、そのをされて、そして、その結果結果結果結果史跡史跡史跡史跡

にににに指指指指定されたということであります。そういうことがなければ、定されたということであります。そういうことがなければ、定されたということであります。そういうことがなければ、定されたということであります。そういうことがなければ、戦後戦後戦後戦後しばらくはしばらくはしばらくはしばらくは水水水水田の田の田の田の風風風風

景景景景がががが残残残残っていたとしても、っていたとしても、っていたとしても、っていたとしても、多分多分多分多分、今、今、今、今現現現現在在在在になれば、になれば、になれば、になれば、西西西西大大大大寺寺寺寺やややや新新新新大大大大宮宮宮宮とととと変変変変わらない、わらない、わらない、わらない、普普普普通の通の通の通の

まちになっていたのではないかと思うわけであります。それをいろいろまちになっていたのではないかと思うわけであります。それをいろいろまちになっていたのではないかと思うわけであります。それをいろいろまちになっていたのではないかと思うわけであります。それをいろいろ宮跡宮跡宮跡宮跡としてとしてとしてとして残残残残ってってってって

いる中で、たまたまいる中で、たまたまいる中で、たまたまいる中で、たまたま放放放放置されていたというか、そのまま置いていたときに、小動置されていたというか、そのまま置いていたときに、小動置されていたというか、そのまま置いていたときに、小動置されていたというか、そのまま置いていたときに、小動物物物物であるであるであるである

とか、とか、とか、とか、虫虫虫虫であるとか、であるとか、であるとか、であるとか、植物植物植物植物であるとかを、これがであるとかを、これがであるとかを、これがであるとかを、これが貴重貴重貴重貴重だからというのは、私たちからするだからというのは、私たちからするだからというのは、私たちからするだからというのは、私たちからする

と、と、と、と、後後後後からたまたまそのままのからたまたまそのままのからたまたまそのままのからたまたまそのままの状態状態状態状態であったからそういうであったからそういうであったからそういうであったからそういう形形形形になったわけであって、本になったわけであって、本になったわけであって、本になったわけであって、本来来来来

はやはりしっかりと発はやはりしっかりと発はやはりしっかりと発はやはりしっかりと発掘掘掘掘ののののススススピピピピードードードードをををを速速速速めて、いろいろなことを明らかにしていき、まためて、いろいろなことを明らかにしていき、まためて、いろいろなことを明らかにしていき、まためて、いろいろなことを明らかにしていき、また

しないしないしないしない部部部部分分分分はきちんと、はきちんと、はきちんと、はきちんと、下下下下のものを保のものを保のものを保のものを保全全全全するというのが本するというのが本するというのが本するというのが本来来来来のののの役割役割役割役割であろうかと思います。であろうかと思います。であろうかと思います。であろうかと思います。

朝堂院朝堂院朝堂院朝堂院のののの舗装舗装舗装舗装ができることによりまして、今までができることによりまして、今までができることによりまして、今までができることによりまして、今まで朱雀門朱雀門朱雀門朱雀門から大から大から大から大極極極極殿殿殿殿院院院院まで、まで、まで、まで、何何何何かかかか分分分分断断断断ささささ

れたようなれたようなれたようなれたような形形形形で、観光客の人たちもで、観光客の人たちもで、観光客の人たちもで、観光客の人たちも迂迂迂迂回をしながら通っておられましたけども、当回をしながら通っておられましたけども、当回をしながら通っておられましたけども、当回をしながら通っておられましたけども、当時時時時ののののスススス

ケケケケール感ール感ール感ール感でありますとか、また、でありますとか、また、でありますとか、また、でありますとか、また、真真真真っすっすっすっすぐぐぐぐ歩いていけるということで、この平城歩いていけるということで、この平城歩いていけるということで、この平城歩いていけるということで、この平城宮跡宮跡宮跡宮跡の本の本の本の本

来来来来のすばらしさを日本ののすばらしさを日本ののすばらしさを日本ののすばらしさを日本の誇誇誇誇りとして、またりとして、またりとして、またりとして、また奈良奈良奈良奈良のののの誇誇誇誇りとして伝えていくためには、今りとして伝えていくためには、今りとして伝えていくためには、今りとして伝えていくためには、今後後後後もももも

そういったそういったそういったそういった形形形形でのでのでのでの整備整備整備整備をしっかりとしていただきたいという思いををしっかりとしていただきたいという思いををしっかりとしていただきたいという思いををしっかりとしていただきたいという思いを持持持持っております。そうっております。そうっております。そうっております。そう

いういういういう意意意意見があるということもお伝えをさせていただいて、見があるということもお伝えをさせていただいて、見があるということもお伝えをさせていただいて、見があるということもお伝えをさせていただいて、ぜひぜひぜひぜひとも、国に対しても、これとも、国に対しても、これとも、国に対しても、これとも、国に対しても、これ

からもしっかりとからもしっかりとからもしっかりとからもしっかりと整備整備整備整備を進めていただくように、を進めていただくように、を進めていただくように、を進めていただくように、ぜひぜひぜひぜひとも県からもお願いをしていただきとも県からもお願いをしていただきとも県からもお願いをしていただきとも県からもお願いをしていただき



---- 11114444 ----

たいと思います。以上で私の質問はたいと思います。以上で私の質問はたいと思います。以上で私の質問はたいと思います。以上で私の質問は終終終終わります。わります。わります。わります。

○岩田委員○岩田委員○岩田委員○岩田委員 奈良奈良奈良奈良ママママララララソソソソンもことしも本当に人ンもことしも本当に人ンもことしも本当に人ンもことしも本当に人気気気気がありまして、すがありまして、すがありまして、すがありまして、すぐぐぐぐにいっにいっにいっにいっぱぱぱぱいになったいになったいになったいになった

わけですけれども、平成２５年は１２月７日、８日に行われますが、前にも言いましたが、わけですけれども、平成２５年は１２月７日、８日に行われますが、前にも言いましたが、わけですけれども、平成２５年は１２月７日、８日に行われますが、前にも言いましたが、わけですけれども、平成２５年は１２月７日、８日に行われますが、前にも言いましたが、

そのそのそのそのコースコースコースコースのののの整備整備整備整備について、について、について、について、奈良奈良奈良奈良教教教教育育育育大大大大学学学学のところからのところからのところからのところから南南南南のののの方方方方は、県は、県は、県は、県道奈良道奈良道奈良道奈良名名名名張線張線張線張線というというというという

のか、のか、のか、のか、角角角角のとこはのとこはのとこはのとこは整備整備整備整備できてよくなったと思うのですけれど、もう１できてよくなったと思うのですけれど、もう１できてよくなったと思うのですけれど、もう１できてよくなったと思うのですけれど、もう１カカカカ所所所所、、、、東東東東市市市市小小小小学校学校学校学校のののの

ところからのあのところからのあのところからのあのところからのあの周周周周辺辺辺辺だけが本当にまだだけが本当にまだだけが本当にまだだけが本当にまだ狭狭狭狭いわけです。やるいわけです。やるいわけです。やるいわけです。やる気気気気になればあのになればあのになればあのになればあの辺辺辺辺のののの左側左側左側左側といといといとい

いますか、いますか、いますか、いますか、南南南南からからからから来来来来ればればればれば左側左側左側左側になるんですけど、になるんですけど、になるんですけど、になるんですけど、ずずずずっとっとっとっと竹竹竹竹ややややぶぶぶぶなので、なので、なので、なので、竹竹竹竹ややややぶぶぶぶをををを買収買収買収買収してしてしてして

擁壁擁壁擁壁擁壁にすれば、にすれば、にすれば、にすれば、拡拡拡拡幅幅幅幅がすがすがすがすぐぐぐぐにでもにでもにでもにでも可能可能可能可能だと、前だと、前だと、前だと、前 々々々々から思っているわけですけれど、から思っているわけですけれど、から思っているわけですけれど、から思っているわけですけれど、奈良奈良奈良奈良教教教教

育育育育大大大大学学学学のところは、今は大のところは、今は大のところは、今は大のところは、今は大分分分分よくなりましたのでもう１よくなりましたのでもう１よくなりましたのでもう１よくなりましたのでもう１カカカカ所所所所、その、その、その、その辺辺辺辺を平成２５年１２月を平成２５年１２月を平成２５年１２月を平成２５年１２月

までに計画があるのかどうか、までに計画があるのかどうか、までに計画があるのかどうか、までに計画があるのかどうか、金金金金剛剛剛剛県県県県土土土土マネマネマネマネジメジメジメジメントントントント部部部部次長にま次長にま次長にま次長にまずずずずおおおお尋ね尋ね尋ね尋ねいたします。いたします。いたします。いたします。

そして、もうそして、もうそして、もうそして、もう一一一一点は、阪口委員が言われましたが、点は、阪口委員が言われましたが、点は、阪口委員が言われましたが、点は、阪口委員が言われましたが、先先先先ほどからも出ていましたように、ほどからも出ていましたように、ほどからも出ていましたように、ほどからも出ていましたように、

平城平城平城平城遷都遷都遷都遷都１３００年祭のときも平城１３００年祭のときも平城１３００年祭のときも平城１３００年祭のときも平城宮跡宮跡宮跡宮跡には、には、には、には、夏夏夏夏場場場場陰陰陰陰がないというのは、前がないというのは、前がないというのは、前がないというのは、前 々々々々からのからのからのからの話話話話でででで

あって、ここにある計画は、あって、ここにある計画は、あって、ここにある計画は、あって、ここにある計画は、朱雀門朱雀門朱雀門朱雀門から大から大から大から大宮宮宮宮通りの通りの通りの通りの積積積積水水水水化化化化学学学学のののの話話話話ですけれど、中ですけれど、中ですけれど、中ですけれど、中側側側側は平城は平城は平城は平城

遷都遷都遷都遷都１３００年祭のイベントをやったときから、１３００年祭のイベントをやったときから、１３００年祭のイベントをやったときから、１３００年祭のイベントをやったときから、夏夏夏夏場日場日場日場日陰陰陰陰がなく、がなく、がなく、がなく、物物物物で日で日で日で日陰陰陰陰をつくるのでをつくるのでをつくるのでをつくるので

はなく、国はなく、国はなく、国はなく、国土交土交土交土交通通通通省省省省ともともともとも話話話話して、して、して、して、樹木樹木樹木樹木でででで永永永永久的にするようなことも本当に考えていないも久的にするようなことも本当に考えていないも久的にするようなことも本当に考えていないも久的にするようなことも本当に考えていないも

のなのか。あのときからのなのか。あのときからのなのか。あのときからのなのか。あのときから夏夏夏夏場はもう皆うんざりしていたのが、いまだにたまに場はもう皆うんざりしていたのが、いまだにたまに場はもう皆うんざりしていたのが、いまだにたまに場はもう皆うんざりしていたのが、いまだにたまに電電電電車車車車にににに乗乗乗乗っっっっ

てみても、てみても、てみても、てみても、何何何何らそういう対らそういう対らそういう対らそういう対策策策策も見られないし、そのも見られないし、そのも見られないし、そのも見られないし、その辺辺辺辺について計画はあるのか、なければについて計画はあるのか、なければについて計画はあるのか、なければについて計画はあるのか、なければ

国にも国にも国にも国にも要要要要望していただきたい。その２点についてお聞かせ願いますか。望していただきたい。その２点についてお聞かせ願いますか。望していただきたい。その２点についてお聞かせ願いますか。望していただきたい。その２点についてお聞かせ願いますか。

○新屋道路建設課長○新屋道路建設課長○新屋道路建設課長○新屋道路建設課長 １点目の１点目の１点目の１点目の道路整備道路整備道路整備道路整備に関するご質問に対して、おに関するご質問に対して、おに関するご質問に対して、おに関するご質問に対して、お答答答答えいたします。えいたします。えいたします。えいたします。

岩田委員ご岩田委員ご岩田委員ご岩田委員ご指摘指摘指摘指摘のとおり、県のとおり、県のとおり、県のとおり、県道奈良道奈良道奈良道奈良名名名名張線張線張線張線とのとのとのとの交交交交差差差差点の点の点の点の部部部部分分分分は、これまで事業、は、これまで事業、は、これまで事業、は、これまで事業、交交交交差差差差点点点点

改改改改良良良良をやってまいりまして、平成２５年４月にようやく事業がをやってまいりまして、平成２５年４月にようやく事業がをやってまいりまして、平成２５年４月にようやく事業がをやってまいりまして、平成２５年４月にようやく事業が完了完了完了完了したところでございましたところでございましたところでございましたところでございま

すが、そのすが、そのすが、そのすが、その南側南側南側南側ははははずずずずっと２っと２っと２っと２車車車車線線線線で行きますけれども、１で行きますけれども、１で行きますけれども、１で行きますけれども、１カカカカ所所所所、、、、車車車車線線線線もないようなもないようなもないようなもないような状態状態状態状態になになになにな

っているあのっているあのっているあのっているあの部部部部分分分分はははは認認認認識識識識はしております。ただ、まだ事業をやっているというはしております。ただ、まだ事業をやっているというはしております。ただ、まだ事業をやっているというはしております。ただ、まだ事業をやっているという状態状態状態状態ではごではごではごではご

ざいません。前ざいません。前ざいません。前ざいません。前後後後後２２２２車車車車線線線線ができている中で、あそこをどうしていくかということにつきまができている中で、あそこをどうしていくかということにつきまができている中で、あそこをどうしていくかということにつきまができている中で、あそこをどうしていくかということにつきま

しては、しては、しては、しては、全全全全体の体の体の体のネネネネッッッットトトトワワワワークークークークの観点をの観点をの観点をの観点を踏踏踏踏まえて、今まえて、今まえて、今まえて、今後検討後検討後検討後検討していくしていくしていくしていく必要必要必要必要があるだろうと考があるだろうと考があるだろうと考があるだろうと考

えております。以上でございます。えております。以上でございます。えております。以上でございます。えております。以上でございます。

○石井平城宮跡事業推進室長○石井平城宮跡事業推進室長○石井平城宮跡事業推進室長○石井平城宮跡事業推進室長 平城平城平城平城宮跡宮跡宮跡宮跡にににに夏夏夏夏場場場場陰陰陰陰がない、特に内がない、特に内がない、特に内がない、特に内部部部部ということで、ということで、ということで、ということで、植栽等植栽等植栽等植栽等

によってによってによってによって樹木樹木樹木樹木のののの陰陰陰陰をつくっていくような計画があるのかというおをつくっていくような計画があるのかというおをつくっていくような計画があるのかというおをつくっていくような計画があるのかというお話話話話でございました。でございました。でございました。でございました。現現現現在在在在、、、、

シシシシンボンボンボンボルゾールゾールゾールゾーンとンとンとンと呼呼呼呼ばれてる中心ばれてる中心ばれてる中心ばれてる中心部部部部とそのとそのとそのとその周周周周辺部辺部辺部辺部のののの緑緑緑緑地地地地ゾーゾーゾーゾーンのンのンのンの整備整備整備整備計画を計画を計画を計画を立立立立てておられてておられてておられてておられ

まして、そのまして、そのまして、そのまして、その緑緑緑緑地地地地ゾーゾーゾーゾーンでは公ンでは公ンでは公ンでは公園園園園的な的な的な的な樹木整備樹木整備樹木整備樹木整備をご計画しておられると聞いておりますが、をご計画しておられると聞いておりますが、をご計画しておられると聞いておりますが、をご計画しておられると聞いておりますが、
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中心中心中心中心部部部部でありますでありますでありますでありますシシシシンボンボンボンボルゾールゾールゾールゾーンのところでは、ンのところでは、ンのところでは、ンのところでは、先先先先ほど大坪委員のほど大坪委員のほど大坪委員のほど大坪委員の方方方方からもおからもおからもおからもお話話話話がありまがありまがありまがありま

したように、したように、したように、したように、往時往時往時往時の広がりみたいなものを実の広がりみたいなものを実の広がりみたいなものを実の広がりみたいなものを実感感感感していただくという観点から、していただくという観点から、していただくという観点から、していただくという観点から、余余余余りりりり樹木樹木樹木樹木やややや

施設を、施設を、施設を、施設を、必要必要必要必要以上につくらないという計画になっていると聞いております。その中でも、以上につくらないという計画になっていると聞いております。その中でも、以上につくらないという計画になっていると聞いております。その中でも、以上につくらないという計画になっていると聞いております。その中でも、

平成２５年度の平成２５年度の平成２５年度の平成２５年度の後後後後半半半半には、若には、若には、若には、若干干干干ああああずずずずまやのようなものをまやのようなものをまやのようなものをまやのようなものを朝堂院朝堂院朝堂院朝堂院とととと呼呼呼呼ばれてる地ばれてる地ばれてる地ばれてる地区区区区のののの端端端端のののの方方方方

にににに整備整備整備整備する予定と聞いておりまして、今、岩田委員がおっしする予定と聞いておりまして、今、岩田委員がおっしする予定と聞いておりまして、今、岩田委員がおっしする予定と聞いておりまして、今、岩田委員がおっしゃゃゃゃられたられたられたられた樹木等樹木等樹木等樹木等によるによるによるによる整備整備整備整備にににに

ついては、今ついては、今ついては、今ついては、今後後後後また、いろいろな会議の場でごまた、いろいろな会議の場でごまた、いろいろな会議の場でごまた、いろいろな会議の場でご検討検討検討検討いただけるように、いただけるように、いただけるように、いただけるように、申申申申し入れをしたいし入れをしたいし入れをしたいし入れをしたい

と思っております。以上でございます。と思っております。以上でございます。と思っております。以上でございます。と思っております。以上でございます。

○岩田委員○岩田委員○岩田委員○岩田委員 １点目の事業１点目の事業１点目の事業１点目の事業化化化化の計画は今のところの計画は今のところの計画は今のところの計画は今のところ検討検討検討検討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答答答答えですけれど、えですけれど、えですけれど、えですけれど、東東東東

市市市市小小小小学校学校学校学校があそこにあるということは、通があそこにあるということは、通があそこにあるということは、通があそこにあるということは、通学学学学路路路路になっているわけですから、になっているわけですから、になっているわけですから、になっているわけですから、南側南側南側南側からからからから来来来来てててて

坂坂坂坂のののの方方方方は、は、は、は、何何何何とかとかとかとか片片片片方方方方の歩の歩の歩の歩道道道道も広いですけれど、も広いですけれど、も広いですけれど、も広いですけれど、北北北北からからからから学校学校学校学校へへへへ行く行く行く行く方方方方は、本当には、本当には、本当には、本当に狭狭狭狭いし、いし、いし、いし、

今言うようにあそこだけ２今言うようにあそこだけ２今言うようにあそこだけ２今言うようにあそこだけ２車車車車線線線線でない、藤でない、藤でない、藤でない、藤原原原原台台台台や山や山や山や山村村村村町へ町へ町へ町へ行く行く行く行くバスバスバスバスは、対は、対は、対は、対向向向向できないわけできないわけできないわけできないわけ

です。だから、今予算のです。だから、今予算のです。だから、今予算のです。だから、今予算の方方方方も、平成２４年の通も、平成２４年の通も、平成２４年の通も、平成２４年の通学学学学路路路路にににに車車車車がががが突突突突っっっっ込込込込むむむむというようないろいろというようないろいろというようないろいろというようないろいろ

な事な事な事な事故故故故もももも起起起起きて、通きて、通きて、通きて、通学学学学路路路路は特にやろうと思えばできるのではないか。それと、または特にやろうと思えばできるのではないか。それと、または特にやろうと思えばできるのではないか。それと、または特にやろうと思えばできるのではないか。それと、また横横横横からからからから

見てますと、見てますと、見てますと、見てますと、先先先先ほども言いましたように、ほども言いましたように、ほども言いましたように、ほども言いましたように、竹竹竹竹ややややぶぶぶぶががががずずずずっとっとっとっと左側左側左側左側にあるので、にあるので、にあるので、にあるので、用用用用地地地地買収買収買収買収も工も工も工も工

法法法法的にもやろうとすればできるのではないかと思いますので、特に的にもやろうとすればできるのではないかと思いますので、特に的にもやろうとすればできるのではないかと思いますので、特に的にもやろうとすればできるのではないかと思いますので、特に奈良奈良奈良奈良ママママララララソソソソンは人ンは人ンは人ンは人気気気気がががが

あって、これからも今のあって、これからも今のあって、これからも今のあって、これからも今のコースコースコースコースをををを維持維持維持維持するなら、今するなら、今するなら、今するなら、今後後後後、、、、金金金金剛剛剛剛県県県県土土土土マネマネマネマネジメジメジメジメントントントント部部部部次長の次長の次長の次長の方方方方

で事業で事業で事業で事業化化化化になるように、特にになるように、特にになるように、特にになるように、特に急急急急いでやっていただきたいということをいでやっていただきたいということをいでやっていただきたいということをいでやっていただきたいということを要要要要望しておきます。望しておきます。望しておきます。望しておきます。

そして、今の平城そして、今の平城そして、今の平城そして、今の平城宮跡宮跡宮跡宮跡のののの方方方方も、今、大坪委員が言われたように、も、今、大坪委員が言われたように、も、今、大坪委員が言われたように、も、今、大坪委員が言われたように、朱雀門朱雀門朱雀門朱雀門と大と大と大と大極極極極殿殿殿殿ののののメーメーメーメー

ンのところはよくわかりますけれど、それ以外のところは、やはりンのところはよくわかりますけれど、それ以外のところは、やはりンのところはよくわかりますけれど、それ以外のところは、やはりンのところはよくわかりますけれど、それ以外のところは、やはり樹木樹木樹木樹木がいいと思います。がいいと思います。がいいと思います。がいいと思います。

この間の６月１６日の日この間の６月１６日の日この間の６月１６日の日この間の６月１６日の日曜曜曜曜日も県日も県日も県日も県庁へ庁へ庁へ庁へ行く行く行く行く用用用用事があったときに、県事があったときに、県事があったときに、県事があったときに、県庁庁庁庁の前を通ったら、この前を通ったら、この前を通ったら、この前を通ったら、こ

の間からいろいろとやっていますけれど、本当にこの間からの間からいろいろとやっていますけれど、本当にこの間からの間からいろいろとやっていますけれど、本当にこの間からの間からいろいろとやっていますけれど、本当にこの間からずずずずっとっとっとっと真真真真夏夏夏夏日が日が日が日が続続続続いていてもいていてもいていてもいていても

たくさんたくさんたくさんたくさん来来来来られています。というのも、大きなられています。というのも、大きなられています。というのも、大きなられています。というのも、大きな樹木樹木樹木樹木ががががずずずずっとっとっとっと奈良奈良奈良奈良公公公公園園園園の中にあるからだとの中にあるからだとの中にあるからだとの中にあるからだと

思うのです。そういう思うのです。そういう思うのです。そういう思うのです。そういう意意意意味味味味で、また今で、また今で、また今で、また今後後後後の会議での会議での会議での会議で要要要要望していただくことをお願いしておき望していただくことをお願いしておき望していただくことをお願いしておき望していただくことをお願いしておき

ます。ます。ます。ます。

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

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

一一一一言ごあいさつ言ごあいさつ言ごあいさつ言ごあいさつ申申申申し上し上し上し上げげげげます。ます。ます。ます。

特特特特別別別別な事な事な事な事情情情情がががが生じ生じ生じ生じないないないない限限限限り、本日の委員会をもってり、本日の委員会をもってり、本日の委員会をもってり、本日の委員会をもって最最最最終終終終になるかと思います。になるかと思います。になるかと思います。になるかと思います。一一一一昨昨昨昨年５年５年５年５

月より、委員月より、委員月より、委員月より、委員各各各各位位位位には、当委員会には、当委員会には、当委員会には、当委員会所管所管所管所管事項であります事項であります事項であります事項でありますポポポポススススト１３００年祭の観光ト１３００年祭の観光ト１３００年祭の観光ト１３００年祭の観光振振振振興興興興につにつにつにつ

きまして、きまして、きまして、きまして、終始終始終始終始熱熱熱熱心にご心にご心にご心にご審審審審議していただきまして、まことにありがとうございました。議していただきまして、まことにありがとうございました。議していただきまして、まことにありがとうございました。議していただきまして、まことにありがとうございました。
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また、理事者におきましては、また、理事者におきましては、また、理事者におきましては、また、理事者におきましては、種種種種 々々々々の問の問の問の問題題題題について、について、について、について、積極積極積極積極的な的な的な的な取取取取りりりり組組組組みをしていただきみをしていただきみをしていただきみをしていただき

ましてありがとうございます。おかましてありがとうございます。おかましてありがとうございます。おかましてありがとうございます。おかげげげげをもちまして、をもちまして、をもちまして、をもちまして、無無無無事事事事任任任任務務務務をををを果果果果たすことができましたたすことができましたたすことができましたたすことができました

ことを、委員ことを、委員ことを、委員ことを、委員各各各各位位位位及及及及びびびび理事者の皆様に理事者の皆様に理事者の皆様に理事者の皆様に厚厚厚厚くくくく感謝感謝感謝感謝申申申申し上し上し上し上げげげげ、、、、簡単簡単簡単簡単ではございますが、ではございますが、ではございますが、ではございますが、正正正正副委副委副委副委

員長の員長の員長の員長の御礼御礼御礼御礼のごあいさつとさせていただきます。まことにありがとうございました。のごあいさつとさせていただきます。まことにありがとうございました。のごあいさつとさせていただきます。まことにありがとうございました。のごあいさつとさせていただきます。まことにありがとうございました。

それでは理事者のそれでは理事者のそれでは理事者のそれでは理事者の方方方方はごはごはごはご退席退席退席退席していただきます。ごしていただきます。ごしていただきます。ごしていただきます。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。

委員の委員の委員の委員の方方方方は少しだけおは少しだけおは少しだけおは少しだけお残残残残りください。りください。りください。りください。

皆さん皆さん皆さん皆さん方方方方にお願いがございます。当委員会は設置にお願いがございます。当委員会は設置にお願いがございます。当委員会は設置にお願いがございます。当委員会は設置後後後後２年間を２年間を２年間を２年間を経経経経過過過過し、６月の定例会の調し、６月の定例会の調し、６月の定例会の調し、６月の定例会の調

査報告をもって査報告をもって査報告をもって査報告をもって終終終終了了了了するわけでございますが、調査報告に係る調査報告するわけでございますが、調査報告に係る調査報告するわけでございますが、調査報告に係る調査報告するわけでございますが、調査報告に係る調査報告書書書書案、委員長報告案、委員長報告案、委員長報告案、委員長報告

案については、事前に案については、事前に案については、事前に案については、事前に各各各各委員に委員に委員に委員に送付送付送付送付させてもらっていると思います。まさせてもらっていると思います。まさせてもらっていると思います。まさせてもらっていると思います。まずずずず、お、お、お、お手手手手元に元に元に元に配配配配付付付付

しております調査報告しております調査報告しております調査報告しております調査報告書書書書案、または委員長報告案について、案、または委員長報告案について、案、または委員長報告案について、案、または委員長報告案について、何何何何か皆さんか皆さんか皆さんか皆さん方方方方のののの方方方方からごからごからごからご意意意意見見見見

がありましたらご発言を願います。がありましたらご発言を願います。がありましたらご発言を願います。がありましたらご発言を願います。

（（（（「「「「異異異異議なし議なし議なし議なし」」」」とととと呼呼呼呼ぶぶぶぶ者あり）者あり）者あり）者あり）

わかりました。わかりました。わかりました。わかりました。

それでは、このそれでは、このそれでは、このそれでは、この正正正正副委員長の副委員長の副委員長の副委員長の方方方方に調査報告に調査報告に調査報告に調査報告書書書書案、委員長報告案について、案、委員長報告案について、案、委員長報告案について、案、委員長報告案について、一一一一任任任任していたしていたしていたしていた

だけますでしだけますでしだけますでしだけますでしょょょょうか。うか。うか。うか。

（（（（「「「「異異異異議なし議なし議なし議なし」」」」とととと呼呼呼呼ぶぶぶぶ者あり）者あり）者あり）者あり）

ありがとうございます。それでは、そのようにいたします。ありがとうございます。それでは、そのようにいたします。ありがとうございます。それでは、そのようにいたします。ありがとうございます。それでは、そのようにいたします。

これをもちまして、本日の委員会をこれをもちまして、本日の委員会をこれをもちまして、本日の委員会をこれをもちまして、本日の委員会を終終終終わります。ごわります。ごわります。ごわります。ご苦労苦労苦労苦労さまでした。ありがとうございさまでした。ありがとうございさまでした。ありがとうございさまでした。ありがとうござい

ました。ました。ました。ました。


