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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８月２０日（火） １０：０２～１１：１０平成２５年８月２０日（火） １０：０２～１１：１０平成２５年８月２０日（火） １０：０２～１１：１０平成２５年８月２０日（火） １０：０２～１１：１０

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 ７名７名７名７名

梶川 虔二 委員長梶川 虔二 委員長梶川 虔二 委員長梶川 虔二 委員長

畭 真夕美 副委員長畭 真夕美 副委員長畭 真夕美 副委員長畭 真夕美 副委員長

小林 照代 委員小林 照代 委員小林 照代 委員小林 照代 委員

大坪 宏通 委員大坪 宏通 委員大坪 宏通 委員大坪 宏通 委員

森川 喜之 委員森川 喜之 委員森川 喜之 委員森川 喜之 委員

辻本 黎士 委員辻本 黎士 委員辻本 黎士 委員辻本 黎士 委員

粒谷 友示 委員粒谷 友示 委員粒谷 友示 委員粒谷 友示 委員

欠席委員欠席委員欠席委員欠席委員 １名１名１名１名

岩田 国夫 委員岩田 国夫 委員岩田 国夫 委員岩田 国夫 委員

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 なしなしなしなし

議 事議 事議 事議 事

（１）平成２５年度主要施策の概要について（１）平成２５年度主要施策の概要について（１）平成２５年度主要施策の概要について（１）平成２５年度主要施策の概要について

（２）その他（２）その他（２）その他（２）その他

＜会議の経過＞＜会議の経過＞＜会議の経過＞＜会議の経過＞

○梶川委員長○梶川委員長○梶川委員長○梶川委員長 おはようございます。おはようございます。おはようございます。おはようございます。

ただいまから観光振興対策特別委員会を開会いたします。ただいまから観光振興対策特別委員会を開会いたします。ただいまから観光振興対策特別委員会を開会いたします。ただいまから観光振興対策特別委員会を開会いたします。

議事に先立ち、一言ご挨拶を申し上げます。議事に先立ち、一言ご挨拶を申し上げます。議事に先立ち、一言ご挨拶を申し上げます。議事に先立ち、一言ご挨拶を申し上げます。

本日はご多忙のところ委員会にご出席いただきありがとうございます。私、梶川と畭議本日はご多忙のところ委員会にご出席いただきありがとうございます。私、梶川と畭議本日はご多忙のところ委員会にご出席いただきありがとうございます。私、梶川と畭議本日はご多忙のところ委員会にご出席いただきありがとうございます。私、梶川と畭議

員がさきの６月定例議会において当委員会の正副委員長に選任をされました。今後、委員員がさきの６月定例議会において当委員会の正副委員長に選任をされました。今後、委員員がさきの６月定例議会において当委員会の正副委員長に選任をされました。今後、委員員がさきの６月定例議会において当委員会の正副委員長に選任をされました。今後、委員

各位並びに理事者のご協力とご支援を得て円滑な委員会運営、県政発展のために努めてま各位並びに理事者のご協力とご支援を得て円滑な委員会運営、県政発展のために努めてま各位並びに理事者のご協力とご支援を得て円滑な委員会運営、県政発展のために努めてま各位並びに理事者のご協力とご支援を得て円滑な委員会運営、県政発展のために努めてま

いりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いをいたします。いりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いをいたします。いりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いをいたします。いりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いをいたします。

今回、委員会構成がなされて初めての委員会ですので、委員より自己紹介をお願いいた今回、委員会構成がなされて初めての委員会ですので、委員より自己紹介をお願いいた今回、委員会構成がなされて初めての委員会ですので、委員より自己紹介をお願いいた今回、委員会構成がなされて初めての委員会ですので、委員より自己紹介をお願いいた

します。します。します。します。

では、副委員長から。では、副委員長から。では、副委員長から。では、副委員長から。
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○畭副委員長○畭副委員長○畭副委員長○畭副委員長 副委員長の畭でございます。どうぞよろしくお願いいたします。副委員長の畭でございます。どうぞよろしくお願いいたします。副委員長の畭でございます。どうぞよろしくお願いいたします。副委員長の畭でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

○辻本委員○辻本委員○辻本委員○辻本委員 委員の辻本でございます。よろしく。委員の辻本でございます。よろしく。委員の辻本でございます。よろしく。委員の辻本でございます。よろしく。

○粒谷委員○粒谷委員○粒谷委員○粒谷委員 粒谷でございます。どうぞよろしくお願いします。粒谷でございます。どうぞよろしくお願いします。粒谷でございます。どうぞよろしくお願いします。粒谷でございます。どうぞよろしくお願いします。

○森川委員○森川委員○森川委員○森川委員 委員の森川です。よろしくお願いします。委員の森川です。よろしくお願いします。委員の森川です。よろしくお願いします。委員の森川です。よろしくお願いします。

○小林委員○小林委員○小林委員○小林委員 委員の小林でございます。よろしくお願いいたします。委員の小林でございます。よろしくお願いいたします。委員の小林でございます。よろしくお願いいたします。委員の小林でございます。よろしくお願いいたします。

○大坪委員○大坪委員○大坪委員○大坪委員 委員の大坪でございます。よろしくお願いいたします。委員の大坪でございます。よろしくお願いいたします。委員の大坪でございます。よろしくお願いいたします。委員の大坪でございます。よろしくお願いいたします。

○梶川委員長○梶川委員長○梶川委員長○梶川委員長 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。

本日は岩田委員が欠席されるようでございますので、ご了解をお願いいたします。本日は岩田委員が欠席されるようでございますので、ご了解をお願いいたします。本日は岩田委員が欠席されるようでございますので、ご了解をお願いいたします。本日は岩田委員が欠席されるようでございますので、ご了解をお願いいたします。

次に、事務局の紹介をさせます。次に、事務局の紹介をさせます。次に、事務局の紹介をさせます。次に、事務局の紹介をさせます。

事務局長の自己紹介後、担当書記の紹介をお願いします。事務局長の自己紹介後、担当書記の紹介をお願いします。事務局長の自己紹介後、担当書記の紹介をお願いします。事務局長の自己紹介後、担当書記の紹介をお願いします。

○石井事務局長○石井事務局長○石井事務局長○石井事務局長 事務局長の石井でございます。どうぞよろしくお願いします。事務局長の石井でございます。どうぞよろしくお願いします。事務局長の石井でございます。どうぞよろしくお願いします。事務局長の石井でございます。どうぞよろしくお願いします。

当委員会の担当書記をご紹介させていただきます。吉川議事課課長補佐でございます。当委員会の担当書記をご紹介させていただきます。吉川議事課課長補佐でございます。当委員会の担当書記をご紹介させていただきます。吉川議事課課長補佐でございます。当委員会の担当書記をご紹介させていただきます。吉川議事課課長補佐でございます。

○吉川書記○吉川書記○吉川書記○吉川書記 吉川でございます。よろしくお願いします。吉川でございます。よろしくお願いします。吉川でございます。よろしくお願いします。吉川でございます。よろしくお願いします。

○石井事務局長○石井事務局長○石井事務局長○石井事務局長 坂本政務調査課主査でございます。坂本政務調査課主査でございます。坂本政務調査課主査でございます。坂本政務調査課主査でございます。

○坂本書記○坂本書記○坂本書記○坂本書記 坂本です。よろしくお願いします。坂本です。よろしくお願いします。坂本です。よろしくお願いします。坂本です。よろしくお願いします。

○石井事務局長○石井事務局長○石井事務局長○石井事務局長 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。

○梶川委員長○梶川委員長○梶川委員長○梶川委員長 次に、理事者の紹介をお願いいたします。次に、理事者の紹介をお願いいたします。次に、理事者の紹介をお願いいたします。次に、理事者の紹介をお願いいたします。

なお、当委員会の所管事項及び出席を求める理事者についてですが、去る７月１２日のなお、当委員会の所管事項及び出席を求める理事者についてですが、去る７月１２日のなお、当委員会の所管事項及び出席を求める理事者についてですが、去る７月１２日のなお、当委員会の所管事項及び出席を求める理事者についてですが、去る７月１２日の

正副委員長会議においてお手元に配付のとおり決定をされておりますので、ご了承をお願正副委員長会議においてお手元に配付のとおり決定をされておりますので、ご了承をお願正副委員長会議においてお手元に配付のとおり決定をされておりますので、ご了承をお願正副委員長会議においてお手元に配付のとおり決定をされておりますので、ご了承をお願

いいたします。いいたします。いいたします。いいたします。

では、ご紹介をお願いいたします。では、ご紹介をお願いいたします。では、ご紹介をお願いいたします。では、ご紹介をお願いいたします。

○竹田文化振興課長○竹田文化振興課長○竹田文化振興課長○竹田文化振興課長 地域振興部文化振興課長の竹田でございます。どうぞよろしくお願地域振興部文化振興課長の竹田でございます。どうぞよろしくお願地域振興部文化振興課長の竹田でございます。どうぞよろしくお願地域振興部文化振興課長の竹田でございます。どうぞよろしくお願

いいたします。いいたします。いいたします。いいたします。

○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 観光局長の久保田でございます。どうぞよろしくお願いします。観光局長の久保田でございます。どうぞよろしくお願いします。観光局長の久保田でございます。どうぞよろしくお願いします。観光局長の久保田でございます。どうぞよろしくお願いします。

観光局内の関係課長を紹介させていただきます。浅田観光振興課長でございます。観光局内の関係課長を紹介させていただきます。浅田観光振興課長でございます。観光局内の関係課長を紹介させていただきます。浅田観光振興課長でございます。観光局内の関係課長を紹介させていただきます。浅田観光振興課長でございます。

○浅田観光振興課長○浅田観光振興課長○浅田観光振興課長○浅田観光振興課長 浅田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。浅田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。浅田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。浅田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

○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 谷垣ならの魅力創造課長でございます。谷垣ならの魅力創造課長でございます。谷垣ならの魅力創造課長でございます。谷垣ならの魅力創造課長でございます。

○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 よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。

○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 阪本国際観光課長でございます。阪本国際観光課長でございます。阪本国際観光課長でございます。阪本国際観光課長でございます。

○阪本国際観光課長○阪本国際観光課長○阪本国際観光課長○阪本国際観光課長 阪本でございます。どうぞよろしくお願いいたします。阪本でございます。どうぞよろしくお願いいたします。阪本でございます。どうぞよろしくお願いいたします。阪本でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
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○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 どうぞよろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。

○大西企業立地推進課長○大西企業立地推進課長○大西企業立地推進課長○大西企業立地推進課長 産業・雇用振興部企業立地推進課長の大西でございます。どう産業・雇用振興部企業立地推進課長の大西でございます。どう産業・雇用振興部企業立地推進課長の大西でございます。どう産業・雇用振興部企業立地推進課長の大西でございます。どう

ぞよろしくお願いいたします。ぞよろしくお願いいたします。ぞよろしくお願いいたします。ぞよろしくお願いいたします。

○角山マーケティング課長○角山マーケティング課長○角山マーケティング課長○角山マーケティング課長 農林部マーケティング課長の角山です。よろしくお願いいた農林部マーケティング課長の角山です。よろしくお願いいた農林部マーケティング課長の角山です。よろしくお願いいた農林部マーケティング課長の角山です。よろしくお願いいた

します。します。します。します。

○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 県土マネジメント部道路環境課長の堀内でございます。よろしくお県土マネジメント部道路環境課長の堀内でございます。よろしくお県土マネジメント部道路環境課長の堀内でございます。よろしくお県土マネジメント部道路環境課長の堀内でございます。よろしくお

願いいたします。願いいたします。願いいたします。願いいたします。

○梅原道路管理課長○梅原道路管理課長○梅原道路管理課長○梅原道路管理課長 同じく県土マネジメント部の道路管理課長の梅原でございます。ど同じく県土マネジメント部の道路管理課長の梅原でございます。ど同じく県土マネジメント部の道路管理課長の梅原でございます。ど同じく県土マネジメント部の道路管理課長の梅原でございます。ど

うぞよろしくお願いします。うぞよろしくお願いします。うぞよろしくお願いします。うぞよろしくお願いします。

○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 まちづくり推進局長の林でございます。どうぞよろしくお願いまちづくり推進局長の林でございます。どうぞよろしくお願いまちづくり推進局長の林でございます。どうぞよろしくお願いまちづくり推進局長の林でございます。どうぞよろしくお願い

します。します。します。します。

まちづくり推進局のメンバーを紹介したいと思います。まちづくり推進局のメンバーを紹介したいと思います。まちづくり推進局のメンバーを紹介したいと思います。まちづくり推進局のメンバーを紹介したいと思います。牛嶋牛嶋牛嶋牛嶋まちづくり推進局次長でごまちづくり推進局次長でごまちづくり推進局次長でごまちづくり推進局次長でご

ざいます。ざいます。ざいます。ざいます。

○牛嶋まちづくり推進局次長○牛嶋まちづくり推進局次長○牛嶋まちづくり推進局次長○牛嶋まちづくり推進局次長 牛嶋牛嶋牛嶋牛嶋でございます。よろしくお願いいたします。でございます。よろしくお願いいたします。でございます。よろしくお願いいたします。でございます。よろしくお願いいたします。

○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 中尾知中尾知中尾知中尾知事事事事公公公公室室室室審審審審議議議議官官官官です。です。です。です。

○中尾知事公室審議官（県営プール跡地活用プロジェクト担当）○中尾知事公室審議官（県営プール跡地活用プロジェクト担当）○中尾知事公室審議官（県営プール跡地活用プロジェクト担当）○中尾知事公室審議官（県営プール跡地活用プロジェクト担当） 中尾中尾中尾中尾でございます。よでございます。よでございます。よでございます。よ

ろしくお願いいたします。ろしくお願いいたします。ろしくお願いいたします。ろしくお願いいたします。

○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 中澤公園緑中澤公園緑中澤公園緑中澤公園緑地課長です。地課長です。地課長です。地課長です。

○中澤公園緑地課長○中澤公園緑地課長○中澤公園緑地課長○中澤公園緑地課長 中澤中澤中澤中澤でございます。よろしくお願いします。でございます。よろしくお願いします。でございます。よろしくお願いします。でございます。よろしくお願いします。

○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 中中中中西西西西奈良公園奈良公園奈良公園奈良公園室長です。室長です。室長です。室長です。

○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 中中中中西でございます。よろしくお願いします。西でございます。よろしくお願いします。西でございます。よろしくお願いします。西でございます。よろしくお願いします。

○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 石井平石井平石井平石井平城宮跡城宮跡城宮跡城宮跡事業推進室長です。事業推進室長です。事業推進室長です。事業推進室長です。

○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 石井でございます。よろしくお願いいたします。石井でございます。よろしくお願いいたします。石井でございます。よろしくお願いいたします。石井でございます。よろしくお願いいたします。

○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 以上でございます。よろしくお願いします。以上でございます。よろしくお願いします。以上でございます。よろしくお願いします。以上でございます。よろしくお願いします。

○小槻文化財保存課長○小槻文化財保存課長○小槻文化財保存課長○小槻文化財保存課長 教育教育教育教育委員会事務局文化委員会事務局文化委員会事務局文化委員会事務局文化財財財財保保保保存存存存課長の小課長の小課長の小課長の小槻槻槻槻でございます。よろしくでございます。よろしくでございます。よろしくでございます。よろしく

お願いいたします。お願いいたします。お願いいたします。お願いいたします。

○梶川委員長○梶川委員長○梶川委員長○梶川委員長 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。

次に、委員会の運営についてですが、お手元に特別委員会の次に、委員会の運営についてですが、お手元に特別委員会の次に、委員会の運営についてですが、お手元に特別委員会の次に、委員会の運営についてですが、お手元に特別委員会の設置等設置等設置等設置等に関する申しに関する申しに関する申しに関する申し合わ合わ合わ合わせせせせ

を配付しております。この申しを配付しております。この申しを配付しております。この申しを配付しております。この申し合わ合わ合わ合わせでは、調査せでは、調査せでは、調査せでは、調査期間終期間終期間終期間終了後にその成了後にその成了後にその成了後にその成果果果果を本会議でを本会議でを本会議でを本会議で報告報告報告報告すすすす

ること及び委員ること及び委員ること及び委員ること及び委員間討間討間討間討議の議の議の議の方法方法方法方法による議による議による議による議論論論論をををを行行行行うこととなうこととなうこととなうこととなっっっっております。ております。ております。ております。
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それでは、お手元に配付しております観光振興対策特別委員会の運営についてをそれでは、お手元に配付しております観光振興対策特別委員会の運営についてをそれでは、お手元に配付しております観光振興対策特別委員会の運営についてをそれでは、お手元に配付しております観光振興対策特別委員会の運営についてを説明説明説明説明をををを

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

１の所管事項及び調査・１の所管事項及び調査・１の所管事項及び調査・１の所管事項及び調査・審審審審査事務については、ま査事務については、ま査事務については、ま査事務については、まずずずず、当委員会の所管事項として、当委員会の所管事項として、当委員会の所管事項として、当委員会の所管事項として歴史歴史歴史歴史とととと

ににににぎわぎわぎわぎわい創出による観光振興に関すること。そして調査並びにい創出による観光振興に関すること。そして調査並びにい創出による観光振興に関すること。そして調査並びにい創出による観光振興に関すること。そして調査並びに審審審審査事務は、１、記査事務は、１、記査事務は、１、記査事務は、１、記紀紀紀紀・・・・万万万万

葉プロ葉プロ葉プロ葉プロジジジジェクェクェクェクトに関すること、２、にトに関すること、２、にトに関すること、２、にトに関すること、２、にぎわぎわぎわぎわいいいい交流交流交流交流のののの拠点整備拠点整備拠点整備拠点整備の推進に関することとなの推進に関することとなの推進に関することとなの推進に関することとなっっっってててて

おります。今後、議おります。今後、議おります。今後、議おります。今後、議論論論論をををを深深深深めていただき、課めていただき、課めていただき、課めていただき、課題等題等題等題等をををを絞絞絞絞りりりり込ん込ん込ん込んでまいりたいとでまいりたいとでまいりたいとでまいりたい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。

次に、２の委員会の運営についてですが、平成２７年２月定例会に調査・次に、２の委員会の運営についてですが、平成２７年２月定例会に調査・次に、２の委員会の運営についてですが、平成２７年２月定例会に調査・次に、２の委員会の運営についてですが、平成２７年２月定例会に調査・審審審審査の成査の成査の成査の成果果果果をををを

とりまとめることとしまして、委員とりまとめることとしまして、委員とりまとめることとしまして、委員とりまとめることとしまして、委員間討間討間討間討議による議議による議議による議議による議論論論論をををを行行行行いながらいながらいながらいながら必必必必要に要に要に要に応応応応じて委員のじて委員のじて委員のじて委員のみみみみ

による委員会による委員会による委員会による委員会もももも開開開開催催催催してまいりたいとしてまいりたいとしてまいりたいと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。

３３３３の当の当の当の当面面面面ののののススススケジケジケジケジュュュューーーールルルルですが、今年度のおおですが、今年度のおおですが、今年度のおおですが、今年度のおおむねむねむねむねのののの予予予予定を定を定を定を入入入入れております。それにれております。それにれております。それにれております。それに沿沿沿沿

っっっって委員会運営をて委員会運営をて委員会運営をて委員会運営を行行行行いまして、いまして、いまして、いまして、来来来来年、平成２６年６月定例会には年、平成２６年６月定例会には年、平成２６年６月定例会には年、平成２６年６月定例会には中間報告中間報告中間報告中間報告をををを行行行行いたいといたいといたいといたいと考考考考

ええええておりますので、よろしくお願いをいたします。ておりますので、よろしくお願いをいたします。ておりますので、よろしくお願いをいたします。ておりますので、よろしくお願いをいたします。

これについて特にごこれについて特にごこれについて特にごこれについて特にご意見意見意見意見がございましたらおがございましたらおがございましたらおがございましたらお受け受け受け受けいたしますが、委員のいたしますが、委員のいたしますが、委員のいたしますが、委員の皆皆皆皆ささささんんんん、特にご、特にご、特にご、特にご

意見意見意見意見ありませありませありませありませんんんんか。いいですか。か。いいですか。か。いいですか。か。いいですか。

（（（（「「「「なしなしなしなし」」」」とととと呼ぶ呼ぶ呼ぶ呼ぶ者あり）者あり）者あり）者あり）

それでは、当委員会は、ただいまそれでは、当委員会は、ただいまそれでは、当委員会は、ただいまそれでは、当委員会は、ただいま意見意見意見意見がないということでございますから、先ほど申しがないということでございますから、先ほど申しがないということでございますから、先ほど申しがないということでございますから、先ほど申し

上げましたことを了解事項として、調査並びに上げましたことを了解事項として、調査並びに上げましたことを了解事項として、調査並びに上げましたことを了解事項として、調査並びに審審審審査におきまして委員査におきまして委員査におきまして委員査におきまして委員間討間討間討間討議の議の議の議の時間も時間も時間も時間もとりとりとりとり

ながら進めてまいりたいと思います。ながら進めてまいりたいと思います。ながら進めてまいりたいと思います。ながら進めてまいりたいと思います。

事務事務事務事務分掌分掌分掌分掌についてですが、次に、事務についてですが、次に、事務についてですが、次に、事務についてですが、次に、事務分掌分掌分掌分掌あるいはあるいはあるいはあるいは新規新規新規新規事業の内事業の内事業の内事業の内容容容容をお手元に配付してをお手元に配付してをお手元に配付してをお手元に配付して

おりますので、おりますので、おりますので、おりますので、参考参考参考参考にしていただきたいと思います。にしていただきたいと思います。にしていただきたいと思います。にしていただきたいと思います。

それでは、それでは、それでは、それでは、案件案件案件案件にににに入入入入ります。ります。ります。ります。

平成２５年度主要施策の概要について、文化振興課長、観光局長、企業立地推進課長、平成２５年度主要施策の概要について、文化振興課長、観光局長、企業立地推進課長、平成２５年度主要施策の概要について、文化振興課長、観光局長、企業立地推進課長、平成２５年度主要施策の概要について、文化振興課長、観光局長、企業立地推進課長、

まちづくり推進局長、文化まちづくり推進局長、文化まちづくり推進局長、文化まちづくり推進局長、文化財財財財保保保保存存存存課長の課長の課長の課長の順順順順にににに説明説明説明説明をいただきたいと思います。お願いしまをいただきたいと思います。お願いしまをいただきたいと思います。お願いしまをいただきたいと思います。お願いしま

す。す。す。す。

○竹田文化振興課長○竹田文化振興課長○竹田文化振興課長○竹田文化振興課長 それでは、平成２５年度地域振興部所管の主要施策の概要についてそれでは、平成２５年度地域振興部所管の主要施策の概要についてそれでは、平成２５年度地域振興部所管の主要施策の概要についてそれでは、平成２５年度地域振興部所管の主要施策の概要について

ごごごご説明説明説明説明をさせていただきます。をさせていただきます。をさせていただきます。をさせていただきます。

お手元お手元お手元お手元、、、、「「「「観光振興対策特別委員会観光振興対策特別委員会観光振興対策特別委員会観光振興対策特別委員会資料資料資料資料、平成２５年度主要施策の概要、平成２５年度主要施策の概要、平成２５年度主要施策の概要、平成２５年度主要施策の概要」」」」をごらをごらをごらをごらんんんんいたいたいたいた

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

１１１１ペペペページ、まージ、まージ、まージ、まずずずず、、、、史跡等整備活史跡等整備活史跡等整備活史跡等整備活用補用補用補用補助金助金助金助金でございますでございますでございますでございますけけけけれどれどれどれどもももも、補正、補正、補正、補正予算予算予算予算につきまして、につきまして、につきまして、につきまして、
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市町村市町村市町村市町村の文化観光の文化観光の文化観光の文化観光戦略等戦略等戦略等戦略等を支援するためにを支援するためにを支援するためにを支援するために史跡等史跡等史跡等史跡等のののの積極的積極的積極的積極的なななな整備活整備活整備活整備活用を進める用を進める用を進める用を進める市町村市町村市町村市町村に対に対に対に対

して補して補して補して補助助助助をををを行行行行ううううもももものでございます。のでございます。のでございます。のでございます。

続続続続きまして、きまして、きまして、きまして、ムムムムジージージージークフェスクフェスクフェスクフェストなら２０１トなら２０１トなら２０１トなら２０１３３３３開開開開催催催催事業（事業（事業（事業（新規新規新規新規事業県営事業県営事業県営事業県営ププププーーーール跡ル跡ル跡ル跡地）でご地）でご地）でご地）でご

ざいますが、ざいますが、ざいますが、ざいますが、予算額予算額予算額予算額としてとしてとしてとして表表表表記しておりますとおり１記しておりますとおり１記しておりますとおり１記しておりますとおり１，，，，５００５００５００５００万万万万円でございますが、補正円でございますが、補正円でございますが、補正円でございますが、補正

につきましては県営につきましては県営につきましては県営につきましては県営ププププーーーール跡ル跡ル跡ル跡地で地で地で地で実実実実施の施の施の施のココココンンンンササササートに係るートに係るートに係るートに係る予算予算予算予算でございます。なお、でございます。なお、でございます。なお、でございます。なお、ムムムムジジジジ

ーーーークフェスクフェスクフェスクフェストなら２０１トなら２０１トなら２０１トなら２０１３３３３開開開開催催催催事業事業事業事業全体全体全体全体といたしましては、今年度といたしましては、今年度といたしましては、今年度といたしましては、今年度９，９，９，９，５００５００５００５００万万万万円の円の円の円の予算予算予算予算

となとなとなとなっっっっております。ております。ております。ております。過過過過日日日日実実実実施いたしました２回施いたしました２回施いたしました２回施いたしました２回目目目目となるとなるとなるとなるムムムムジージージージークフェスクフェスクフェスクフェストならにつきましトならにつきましトならにつきましトならにつきまし

ては、ては、ては、ては、期間期間期間期間を１７日を１７日を１７日を１７日間間間間にににに拡拡拡拡大いたしまして、県営大いたしまして、県営大いたしまして、県営大いたしまして、県営ププププーーーール跡ル跡ル跡ル跡地のほか地のほか地のほか地のほか世界遺世界遺世界遺世界遺産の産の産の産の社寺社寺社寺社寺をはじをはじをはじをはじ

めめめめ計計計計１００会１００会１００会１００会場場場場、２００以上の、２００以上の、２００以上の、２００以上のココココンンンンササササートを開ートを開ートを開ートを開催催催催いたしまして、いたしまして、いたしまして、いたしまして、期間中期間中期間中期間中のののの来場来場来場来場者につきま者につきま者につきま者につきま

してはしてはしてはしては約約約約６６６６万人万人万人万人をををを超え超え超え超えました。また、関ました。また、関ました。また、関ました。また、関連イベ連イベ連イベ連イベントをントをントをントを含含含含めますとめますとめますとめますと約約約約１０１０１０１０万人万人万人万人のののの皆様方皆様方皆様方皆様方にごにごにごにご

参加参加参加参加をいただいたところでございます。をいただいたところでございます。をいただいたところでございます。をいただいたところでございます。

続続続続きまして、平成２５年６月補正きまして、平成２５年６月補正きまして、平成２５年６月補正きまして、平成２５年６月補正予算予算予算予算についてでございます。についてでございます。についてでございます。についてでございます。

お手元のお手元のお手元のお手元の「「「「平成２５年６月定例県議会平成２５年６月定例県議会平成２５年６月定例県議会平成２５年６月定例県議会提提提提出出出出予算案予算案予算案予算案の概要の概要の概要の概要」」」」をごらをごらをごらをごらんんんんをください。そのをください。そのをください。そのをください。その中中中中

のののの３ペ３ペ３ペ３ページ、１観光の振興のージ、１観光の振興のージ、１観光の振興のージ、１観光の振興の新規新規新規新規事業、文化会事業、文化会事業、文化会事業、文化会館館館館施施施施設整備設整備設整備設整備事業でございます。補正事業でございます。補正事業でございます。補正事業でございます。補正予算予算予算予算にににに

つきましては、文化つきましては、文化つきましては、文化つきましては、文化芸術活動芸術活動芸術活動芸術活動のののの拠点拠点拠点拠点施施施施設設設設としてのとしてのとしてのとしての機能機能機能機能をををを充実充実充実充実させるためにさせるためにさせるためにさせるためにエエエエントントントントラララランンンンスへスへスへスへ

のののの催催催催事事事事案案案案内内内内表表表表示示示示板板板板のののの設置設置設置設置、また、今、また、今、また、今、また、今使っ使っ使っ使っておりませておりませておりませておりません旧厨房ん旧厨房ん旧厨房ん旧厨房のののの音楽練習音楽練習音楽練習音楽練習用用用用ホホホホーーーールへルへルへルへのののの改修改修改修改修

等等等等記記記記載載載載のののの整備整備整備整備をををを行行行行うため、うため、うため、うため、実実実実施施施施設計費設計費設計費設計費をををを計計計計上させていただいております。上させていただいております。上させていただいております。上させていただいております。費費費費用につきまし用につきまし用につきまし用につきまし

ては、地元の元ては、地元の元ては、地元の元ては、地元の元気臨時交気臨時交気臨時交気臨時交付付付付金金金金をををを活活活活用するということで進めております。用するということで進めております。用するということで進めております。用するということで進めております。

以上で以上で以上で以上で説明説明説明説明をををを終わ終わ終わ終わります。ります。ります。ります。

○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 「「「「観光振興対策特別委員会観光振興対策特別委員会観光振興対策特別委員会観光振興対策特別委員会資料資料資料資料、平成２５年度主要施策の概要、平成２５年度主要施策の概要、平成２５年度主要施策の概要、平成２５年度主要施策の概要」」」」をごをごをごをご

ららららんんんんいただいただいただいただけけけけますでしますでしますでしますでしょょょょうか。観光局所管の事業につきましてうか。観光局所管の事業につきましてうか。観光局所管の事業につきましてうか。観光局所管の事業につきまして説明説明説明説明させていただきます。させていただきます。させていただきます。させていただきます。

２２２２ペペペページ、ージ、ージ、ージ、古古古古事記事記事記事記完完完完成１成１成１成１，３，３，３，３００年の００年の００年の００年の昨昨昨昨年２０１２年から日本書年２０１２年から日本書年２０１２年から日本書年２０１２年から日本書紀完紀完紀完紀完成１成１成１成１，３，３，３，３００年の００年の００年の００年の

２０２０年までの２０２０年までの２０２０年までの２０２０年までの９９９９年年年年間間間間ににににわわわわたりたりたりたり取取取取りりりり組み組み組み組みます記ます記ます記ます記紀紀紀紀・・・・万葉プロ万葉プロ万葉プロ万葉プロジジジジェクェクェクェクトにつきまして、記トにつきまして、記トにつきまして、記トにつきまして、記

紀紀紀紀・・・・万葉万葉万葉万葉にににに親親親親ししししむむむむことのできる多ことのできる多ことのできる多ことのできる多様様様様な事業を展開いたします。な事業を展開いたします。な事業を展開いたします。な事業を展開いたします。現現現現地で地で地で地で奈良奈良奈良奈良のののの歴史歴史歴史歴史をををを味わ味わ味わ味わうううう

仕組み仕組み仕組み仕組みづくり事業にづくり事業にづくり事業にづくり事業に取取取取りりりり組み組み組み組みますほかますほかますほかますほか、、、、「古「古「古「古事記かるた事記かるた事記かるた事記かるた」制作」制作」制作」制作事業では小事業では小事業では小事業では小学生等学生等学生等学生等を対を対を対を対象象象象とととと

したしたしたした「古「古「古「古事記かるた事記かるた事記かるた事記かるた」」」」のののの制作制作制作制作をををを行行行行うなど、うなど、うなど、うなど、古古古古事記に事記に事記に事記に親親親親ししししんんんんでいただくためのでいただくためのでいただくためのでいただくための取取取取りりりり組み組み組み組みを推を推を推を推

進いたしてます。進いたしてます。進いたしてます。進いたしてます。

３ペ３ペ３ペ３ページージージージ、、、、「「「「なら記なら記なら記なら記紀紀紀紀・・・・万葉」シ万葉」シ万葉」シ万葉」シンンンンボルイベボルイベボルイベボルイベントの開ントの開ントの開ントの開催催催催事業は事業は事業は事業は古古古古事記事記事記事記朗唱朗唱朗唱朗唱大会を大会を大会を大会を来来来来年２年２年２年２

月に開月に開月に開月に開催予催予催予催予定でございます。定でございます。定でございます。定でございます。機機機機運の運の運の運の盛盛盛盛り上がりをり上がりをり上がりをり上がりを図っ図っ図っ図っ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。

さらに、さらに、さらに、さらに、古古古古事記を事記を事記を事記を語語語語る出る出る出る出版物顕彰版物顕彰版物顕彰版物顕彰事業では、事業では、事業では、事業では、古古古古事記出事記出事記出事記出版版版版大大大大賞賞賞賞のののの表彰式表彰式表彰式表彰式をををを行行行行いますほか、いますほか、いますほか、いますほか、
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古古古古事記事記事記事記ゆゆゆゆかりの他の県とかりの他の県とかりの他の県とかりの他の県と連携連携連携連携いたしましたいたしましたいたしましたいたしましたシシシシンンンンポポポポジジジジウムも来ウムも来ウムも来ウムも来年１月に年１月に年１月に年１月に首都圏首都圏首都圏首都圏で開で開で開で開催催催催するこするこするこするこ

とによりまして、記とによりまして、記とによりまして、記とによりまして、記紀紀紀紀・・・・万葉万葉万葉万葉の魅力をの魅力をの魅力をの魅力を全全全全国に国に国に国に向け向け向け向けて発て発て発て発信信信信してまいります。以上でしてまいります。以上でしてまいります。以上でしてまいります。以上で説明説明説明説明をををを終終終終

わわわわります。よろしくお願いいたします。ります。よろしくお願いいたします。ります。よろしくお願いいたします。ります。よろしくお願いいたします。

○大西企業立地推進課長○大西企業立地推進課長○大西企業立地推進課長○大西企業立地推進課長 それでは、それでは、それでは、それでは、引引引引きききき続続続続きまして平成２５年度の主要施策の概要、産きまして平成２５年度の主要施策の概要、産きまして平成２５年度の主要施策の概要、産きまして平成２５年度の主要施策の概要、産

業・雇用振興部所管業・雇用振興部所管業・雇用振興部所管業・雇用振興部所管分分分分についてごについてごについてごについてご説明説明説明説明申し上げます。申し上げます。申し上げます。申し上げます。

５５５５ペペペページ、企業立地推進課所管の事業でございます。ならのージ、企業立地推進課所管の事業でございます。ならのージ、企業立地推進課所管の事業でございます。ならのージ、企業立地推進課所管の事業でございます。ならの宿泊宿泊宿泊宿泊力力力力強強強強化事業といたしま化事業といたしま化事業といたしま化事業といたしま

して、これはして、これはして、これはして、これはホホホホテテテテルルルルをををを核核核核とするとするとするとする賑わ賑わ賑わ賑わいといといといと交流交流交流交流のののの拠点整備等拠点整備等拠点整備等拠点整備等を推進するため、を推進するため、を推進するため、を推進するため、ホホホホテテテテルルルル事業の事業の事業の事業の

収益性等収益性等収益性等収益性等のののの検討検討検討検討をををを実実実実施いたします。また、県営施いたします。また、県営施いたします。また、県営施いたします。また、県営ププププーーーール跡ル跡ル跡ル跡地にお地にお地にお地におけけけけるるるる賑わ賑わ賑わ賑わいづくりのいづくりのいづくりのいづくりの実実実実施を施を施を施を

いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、（（（（仮称仮称仮称仮称））））奈良奈良奈良奈良のののの幽玄幽玄幽玄幽玄の夕の夕の夕の夕べべべべまつりということで本年１１月に開まつりということで本年１１月に開まつりということで本年１１月に開まつりということで本年１１月に開催催催催をををを予予予予定を定を定を定を

しております。その他記しております。その他記しております。その他記しております。その他記載載載載の業務をの業務をの業務をの業務を実実実実施いたします。施いたします。施いたします。施いたします。

以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

○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 続続続続きまして、平成２５年度の県土マネジメント部からまちづくきまして、平成２５年度の県土マネジメント部からまちづくきまして、平成２５年度の県土マネジメント部からまちづくきまして、平成２５年度の県土マネジメント部からまちづく

り推進局所管の観光振興対策に関する主要施策の概要につきまして、り推進局所管の観光振興対策に関する主要施策の概要につきまして、り推進局所管の観光振興対策に関する主要施策の概要につきまして、り推進局所管の観光振興対策に関する主要施策の概要につきまして、説明説明説明説明したいと思いましたいと思いましたいと思いましたいと思いま

す。す。す。す。

「「「「平成２５年度の主要施策の概要平成２５年度の主要施策の概要平成２５年度の主要施策の概要平成２５年度の主要施策の概要」」」」の６の６の６の６ペペペページをお願いします。ージをお願いします。ージをお願いします。ージをお願いします。

最最最最初に、初に、初に、初に、奈良中心市街奈良中心市街奈良中心市街奈良中心市街地の地の地の地の交交交交通対策事業ですが、通対策事業ですが、通対策事業ですが、通対策事業ですが、奈良公園奈良公園奈良公園奈良公園から平から平から平から平城宮跡城宮跡城宮跡城宮跡、西の、西の、西の、西の京京京京をををを含む含む含む含む

エリアエリアエリアエリアにおにおにおにおけけけけるるるる交交交交通環境の通環境の通環境の通環境の整備整備整備整備のため、記のため、記のため、記のため、記載載載載のののの取取取取りりりり組み組み組み組みをををを行行行行ううううもももものです。のです。のです。のです。

次に、自次に、自次に、自次に、自転車利転車利転車利転車利用用用用促促促促進事業ですが、進事業ですが、進事業ですが、進事業ですが、奈良奈良奈良奈良県自県自県自県自転車利転車利転車利転車利用用用用促促促促進進進進計画計画計画計画にににに基基基基づき記づき記づき記づき記載載載載のののの取取取取りりりり組み組み組み組み

をををを行行行行うことによりまして、自うことによりまして、自うことによりまして、自うことによりまして、自転車利転車利転車利転車利用ネ用ネ用ネ用ネッッッットトトトワワワワーーーーククククの構の構の構の構築や築や築や築や自自自自転車利転車利転車利転車利用環境の用環境の用環境の用環境の整備整備整備整備をををを行行行行うううう

もももものでございます。のでございます。のでございます。のでございます。

次に、観光次に、観光次に、観光次に、観光案案案案内内内内看板整備看板整備看板整備看板整備事業ですが、観光事業ですが、観光事業ですが、観光事業ですが、観光案案案案内内内内サイサイサイサインンンン整備ガイドライ整備ガイドライ整備ガイドライ整備ガイドラインにンにンにンに基基基基づきましてづきましてづきましてづきまして

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ため、平進するため、平進するため、平進するため、平城宮跡周辺城宮跡周辺城宮跡周辺城宮跡周辺などで観光などで観光などで観光などで観光案案案案内内内内看板看板看板看板のののの整備整備整備整備をををを行行行行ううううもももものです。のです。のです。のです。

最最最最後に、後に、後に、後に、奈良公園交奈良公園交奈良公園交奈良公園交通対策事業ですが、通対策事業ですが、通対策事業ですが、通対策事業ですが、奈良公園エリア奈良公園エリア奈良公園エリア奈良公園エリアのののの交交交交通通通通渋滞渋滞渋滞渋滞対策及び対策及び対策及び対策及び奈良公園奈良公園奈良公園奈良公園のののの

魅力魅力魅力魅力向向向向上に上に上に上に向け向け向け向け、、、、登登登登大路自大路自大路自大路自動車駐車場動車駐車場動車駐車場動車駐車場ののののタタタターーーーミナミナミナミナルルルル化の調査、化の調査、化の調査、化の調査、検討検討検討検討及び及び及び及び整備整備整備整備をををを行行行行ううううもももものでのでのでので

す。す。す。す。

７７７７ペペペページ、ージ、ージ、ージ、新規新規新規新規事業で、事業で、事業で、事業で、鹿ゾ鹿ゾ鹿ゾ鹿ゾーン対策事業です。ーン対策事業です。ーン対策事業です。ーン対策事業です。鹿鹿鹿鹿のののの交交交交通事通事通事通事故軽減故軽減故軽減故軽減ににににもももも配配配配慮慮慮慮したしたしたした奈良公奈良公奈良公奈良公

園周辺へ園周辺へ園周辺へ園周辺への自の自の自の自動車流入動車流入動車流入動車流入抑抑抑抑制制制制のため、道路のため、道路のため、道路のため、道路案案案案内内内内標識標識標識標識のののの改改改改訂訂訂訂やややや鹿ゾ鹿ゾ鹿ゾ鹿ゾーンーンーンーン明明明明示の示の示の示のカカカカララララーーーー舗装舗装舗装舗装整備整備整備整備

などのなどのなどのなどの取取取取りりりり組み組み組み組みをををを行行行行ううううもももものです。のです。のです。のです。

次に、次に、次に、次に、公公公公共共共共交交交交通通通通アクアクアクアクセセセセスススス環境環境環境環境改改改改善善善善事業ですが、事業ですが、事業ですが、事業ですが、近鉄近鉄近鉄近鉄奈良奈良奈良奈良駅北側駅北側駅北側駅北側ののののエスエスエスエスカレカレカレカレーーーータタタターーーー設置設置設置設置なななな

ど、ど、ど、ど、公公公公共共共共交交交交通施通施通施通施設設設設ののののアクアクアクアクセセセセスススス環境の環境の環境の環境の検討整備検討整備検討整備検討整備をををを行行行行ううううもももものです。のです。のです。のです。
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８８８８ペペペページ、これージ、これージ、これージ、これも新規も新規も新規も新規事業になりますが、大事業になりますが、大事業になりますが、大事業になりますが、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及び及び及び及び修修修修景景景景整備整備整備整備ですが、ですが、ですが、ですが、奈良へ奈良へ奈良へ奈良へ

のののの玄玄玄玄関関関関口口口口であります大であります大であります大であります大宮宮宮宮通りにおきまして、通りにおきまして、通りにおきまして、通りにおきまして、交交交交差差差差点や街点や街点や街点や街路路路路樹樹樹樹のののの間間間間ののののスペスペスペスペーーーーススススなどになどになどになどに花花花花や緑や緑や緑や緑

をををを植栽植栽植栽植栽することによりまして、観光することによりまして、観光することによりまして、観光することによりまして、観光客客客客ををををももももてなすてなすてなすてなす空空空空間間間間をををを提提提提供供供供する事業でございます。する事業でございます。する事業でございます。する事業でございます。

９ペ９ペ９ペ９ページ、これージ、これージ、これージ、これも新規も新規も新規も新規事業で、県営事業で、県営事業で、県営事業で、県営ププププーーーール跡ル跡ル跡ル跡地の地の地の地の賑わ賑わ賑わ賑わいづくりいづくりいづくりいづくり検討検討検討検討事業ですが、県営事業ですが、県営事業ですが、県営事業ですが、県営ププププ

ーーーール跡ル跡ル跡ル跡地などを地などを地などを地などを活活活活用し、用し、用し、用し、賑わ賑わ賑わ賑わいのあるいのあるいのあるいのある滞滞滞滞在型在型在型在型の観光、の観光、の観光、の観光、学習学習学習学習、、、、交流交流交流交流などのなどのなどのなどの拠点拠点拠点拠点をつくり出すをつくり出すをつくり出すをつくり出す

プロプロプロプロジジジジェクェクェクェクトのトのトのトの検討検討検討検討をををを行行行行ううううもももものです。のです。のです。のです。

１０１０１０１０ペペペページ、ージ、ージ、ージ、奈良公園奈良公園奈良公園奈良公園施施施施設設設設魅力魅力魅力魅力向向向向上事業ですが、上事業ですが、上事業ですが、上事業ですが、奈良公園奈良公園奈良公園奈良公園のののの抱抱抱抱ええええる課る課る課る課題題題題を解決し、を解決し、を解決し、を解決し、世界世界世界世界

にににに誇誇誇誇れるれるれるれる公園公園公園公園にしていくためににしていくためににしていくためににしていくために奈良公園奈良公園奈良公園奈良公園及びその及びその及びその及びその周辺周辺周辺周辺で記で記で記で記載載載載のののの取取取取りりりり組み組み組み組みをををを行行行行ううううもももものでござのでござのでござのでござ

います。います。います。います。

次の次の次の次の新規新規新規新規事業、事業、事業、事業、新公新公新公新公会会会会堂堂堂堂ココココンンンンベベベベンンンンシシシショョョョンンンン機能強機能強機能強機能強化事業ですが、化事業ですが、化事業ですが、化事業ですが、新公新公新公新公会会会会堂庭堂庭堂庭堂庭園園園園ににににライライライライトトトトアアアア

ップップップップ施施施施設設設設をををを整備整備整備整備するするするするもももものでございます。のでございます。のでございます。のでございます。

新規新規新規新規事業、事業、事業、事業、新公新公新公新公会会会会堂堂堂堂ココココンンンンベベベベンンンンシシシショョョョンンンン機能機能機能機能情情情情報報報報発発発発信信信信事業は、記事業は、記事業は、記事業は、記載載載載のののの誘客誘客誘客誘客イベイベイベイベントを通じまントを通じまントを通じまントを通じま

してしてしてして新公新公新公新公会会会会堂堂堂堂ののののココココンンンンベベベベンンンンシシシショョョョンンンン機能機能機能機能をををを全全全全国に発国に発国に発国に発信信信信するするするするもももものでございます。のでございます。のでございます。のでございます。

奈良公園奈良公園奈良公園奈良公園オオオオフシフシフシフシーーーーズズズズンンンン活活活活用事業ですが、用事業ですが、用事業ですが、用事業ですが、奈良公園奈良公園奈良公園奈良公園におきましてあかりを用いましたにおきましてあかりを用いましたにおきましてあかりを用いましたにおきましてあかりを用いました誘客誘客誘客誘客

促促促促進の進の進の進のイベイベイベイベント、その他記ント、その他記ント、その他記ント、その他記載載載載のののの取取取取りりりり組み組み組み組みをををを行行行行ううううもももものです。のです。のです。のです。

奈良公園奈良公園奈良公園奈良公園光とあかりの光とあかりの光とあかりの光とあかりのイベイベイベイベント事業ですが、ント事業ですが、ント事業ですが、ント事業ですが、若草若草若草若草山の山山の山山の山山の山焼焼焼焼きききき行行行行事に事に事に事に合わ合わ合わ合わせましたせましたせましたせました冬花冬花冬花冬花火火火火

のののの祭典祭典祭典祭典ややややしあしあしあしあわわわわせ回せ回せ回せ回廊廊廊廊ならならならなら瑠璃絵瑠璃絵瑠璃絵瑠璃絵をををを行行行行ううううもももものでございます。のでございます。のでございます。のでございます。

次に、なら次に、なら次に、なら次に、なら燈花燈花燈花燈花会事業ですが、会事業ですが、会事業ですが、会事業ですが、夏夏夏夏のののの奈良奈良奈良奈良のののの夜夜夜夜の魅力をの魅力をの魅力をの魅力を高高高高めるため、ろうそくを主としためるため、ろうそくを主としためるため、ろうそくを主としためるため、ろうそくを主とした

灯灯灯灯りによりますりによりますりによりますりによります奈良公園奈良公園奈良公園奈良公園一一一一帯帯帯帯をををを演演演演出する出する出する出するもももものでございまして、ことしのでございまして、ことしのでございまして、ことしのでございまして、ことしもももも８月５日から１８月５日から１８月５日から１８月５日から１４４４４

日に日に日に日に実実実実施したところでございます。施したところでございます。施したところでございます。施したところでございます。

最最最最後の後の後の後の新規新規新規新規事業、事業、事業、事業、奈良公園周辺へ奈良公園周辺へ奈良公園周辺へ奈良公園周辺へのののの宿泊宿泊宿泊宿泊客誘客キャ客誘客キャ客誘客キャ客誘客キャンンンンペペペペーン事業ですが、ーン事業ですが、ーン事業ですが、ーン事業ですが、オオオオフシフシフシフシーーーーズズズズンンンン

にににに首都圏首都圏首都圏首都圏をはじめといたしまして、をはじめといたしまして、をはじめといたしまして、をはじめといたしまして、全全全全国から主として国から主として国から主として国から主として宿泊宿泊宿泊宿泊客客客客のののの誘客誘客誘客誘客を支援するため、記を支援するため、記を支援するため、記を支援するため、記載載載載

ののののキャキャキャキャンンンンペペペペーンをーンをーンをーンを実実実実施する施する施する施するもももものでございます。のでございます。のでございます。のでございます。

１１１１１１１１ペペペページ、平ージ、平ージ、平ージ、平城宮跡城宮跡城宮跡城宮跡の関の関の関の関連連連連でございます。平でございます。平でございます。平でございます。平城宮跡周辺城宮跡周辺城宮跡周辺城宮跡周辺魅力魅力魅力魅力向向向向上事業ですが、上事業ですが、上事業ですが、上事業ですが、積積積積水水水水化化化化

学学学学工工工工業の用地業の用地業の用地業の用地取取取取得、それから平得、それから平得、それから平得、それから平城宮跡歴史公園拠点城宮跡歴史公園拠点城宮跡歴史公園拠点城宮跡歴史公園拠点ゾゾゾゾーンのーンのーンのーンの整備計画整備計画整備計画整備計画の策定、策定後のの策定、策定後のの策定、策定後のの策定、策定後の公公公公

園園園園施施施施設設設設のののの基基基基本本本本設計設計設計設計、さらには平、さらには平、さらには平、さらには平城宮跡へ城宮跡へ城宮跡へ城宮跡へのののの来来来来訪訪訪訪者の者の者の者の利利利利便便便便性性性性のののの向向向向上を上を上を上を図図図図るためにるためにるためにるために設置設置設置設置しておしておしておしてお

りますりますりますります駐車場駐車場駐車場駐車場、ト、ト、ト、トイイイイレレレレなどの管理運営をなどの管理運営をなどの管理運営をなどの管理運営を行行行行ううううもももものでございます。今申し上げたのでございます。今申し上げたのでございます。今申し上げたのでございます。今申し上げた中中中中でででで整備計整備計整備計整備計

画画画画策定に関しましては、策定に関しましては、策定に関しましては、策定に関しましては、昨昨昨昨日まで日まで日まで日までパブパブパブパブリックコリックコリックコリックコメントをメントをメントをメントを実実実実施しておりましたところでござ施しておりましたところでござ施しておりましたところでござ施しておりましたところでござ

います。います。います。います。

以上で平成２５年度の県土マネジメント部及びまちづくり推進局所管の観光振興対策に以上で平成２５年度の県土マネジメント部及びまちづくり推進局所管の観光振興対策に以上で平成２５年度の県土マネジメント部及びまちづくり推進局所管の観光振興対策に以上で平成２５年度の県土マネジメント部及びまちづくり推進局所管の観光振興対策に
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関する主要施策の概要関する主要施策の概要関する主要施策の概要関する主要施策の概要説明説明説明説明でございます。でございます。でございます。でございます。

それから補正それから補正それから補正それから補正予算予算予算予算がございますのでがございますのでがございますのでがございますので、、、、「「「「平成２５年６月定例県議会平成２５年６月定例県議会平成２５年６月定例県議会平成２５年６月定例県議会提提提提出出出出予算案予算案予算案予算案の概要の概要の概要の概要」」」」

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。

３ペ３ペ３ペ３ページ、ージ、ージ、ージ、新規新規新規新規事業、県事業、県事業、県事業、県庁庁庁庁周辺周辺周辺周辺歩歩歩歩行行行行空空空空間間間間環境環境環境環境整備整備整備整備事業でございます。大事業でございます。大事業でございます。大事業でございます。大宮宮宮宮通り通り通り通りプロプロプロプロジジジジェェェェ

ククククトの一環といたしましてトの一環といたしましてトの一環といたしましてトの一環といたしまして沿沿沿沿道の道の道の道の空空空空間間間間ににににににににぎわぎわぎわぎわいを創出していくために、いを創出していくために、いを創出していくために、いを創出していくために、近鉄近鉄近鉄近鉄奈良奈良奈良奈良駅駅駅駅からからからから

県文化会県文化会県文化会県文化会館館館館、県立美、県立美、県立美、県立美術館術館術館術館、、、、奈良公園へ奈良公園へ奈良公園へ奈良公園へのののの歩歩歩歩行行行行空空空空間間間間の環境の環境の環境の環境整備整備整備整備をををを行行行行ううううもももものでございます。のでございます。のでございます。のでございます。

それから、それから、それから、それから、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前庁前庁前庁前エエエエントントントントラララランンンンス整備ス整備ス整備ス整備事業です。事業です。事業です。事業です。奈良公園奈良公園奈良公園奈良公園のののの玄玄玄玄関関関関口口口口でござでござでござでござ

いますいますいますいます近鉄近鉄近鉄近鉄奈良奈良奈良奈良駅駅駅駅から県から県から県から県庁庁庁庁までのまでのまでのまでの歩歩歩歩道に道に道に道にイルイルイルイルミミミミネーネーネーネーシシシショョョョンなどをンなどをンなどをンなどを設置設置設置設置するするするするもももものでございまのでございまのでございまのでございま

す。す。す。す。

それからこれそれからこれそれからこれそれからこれも新規も新規も新規も新規事業、県事業、県事業、県事業、県庁庁庁庁周辺案周辺案周辺案周辺案内内内内サイサイサイサインンンン統統統統一化事業でございます。県一化事業でございます。県一化事業でございます。県一化事業でございます。県庁庁庁庁周辺周辺周辺周辺の施の施の施の施

設案設案設案設案内内内内サイサイサイサインをンをンをンを集集集集約約約約、、、、統統統統一化し、一化し、一化し、一化し、来来来来訪訪訪訪者に対し、文化施者に対し、文化施者に対し、文化施者に対し、文化施設設設設ににににもももも訪訪訪訪れてれてれてれてももももららららええええるようなるようなるようなるような案案案案内内内内

をををを行行行行いまして、いまして、いまして、いまして、奈良公園周辺奈良公園周辺奈良公園周辺奈良公園周辺のののの世界遺世界遺世界遺世界遺産と一産と一産と一産と一体体体体となとなとなとなっっっった観光のた観光のた観光のた観光の周遊周遊周遊周遊をををを促促促促進する進する進する進するもももものでござのでござのでござのでござ

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、奈良公園奈良公園奈良公園奈良公園施施施施設設設設魅力魅力魅力魅力向向向向上事業です。上事業です。上事業です。上事業です。近鉄近鉄近鉄近鉄奈良奈良奈良奈良駅駅駅駅から興から興から興から興福福福福寺寺寺寺にかにかにかにかけけけけまして１まして１まして１まして１，３，３，３，３

００年００年００年００年前前前前のののの往往往往時時時時をををを偲ば偲ば偲ば偲ばせるような土せるような土せるような土せるような土塀塀塀塀をををを設置設置設置設置するためのするためのするためのするための実実実実施施施施設計設計設計設計、、、、奈良公園周辺奈良公園周辺奈良公園周辺奈良公園周辺の観光の観光の観光の観光情情情情

報報報報をををを充実充実充実充実させるためのさせるためのさせるためのさせるための歴史歴史歴史歴史展示展示展示展示実実実実施施施施計画計画計画計画の策定、の策定、の策定、の策定、近鉄近鉄近鉄近鉄奈良奈良奈良奈良駅駅駅駅などのなどのなどのなどの電子電子電子電子案案案案内内内内板板板板用の用の用の用の映像映像映像映像ココココ

ンテンンテンンテンンテンツツツツのののの作作作作成、さらには吉成、さらには吉成、さらには吉成、さらには吉城園城園城園城園にににに隣接隣接隣接隣接いたしますいたしますいたしますいたします旧旧旧旧青少青少青少青少年会年会年会年会館館館館のののの撤撤撤撤去などの事業を去などの事業を去などの事業を去などの事業を行行行行うううう

もももものでございます。のでございます。のでございます。のでございます。

それからそれからそれからそれから新規新規新規新規事業、大事業、大事業、大事業、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です。これは先ほどの当初推進事業です。これは先ほどの当初推進事業です。これは先ほどの当初推進事業です。これは先ほどの当初予算予算予算予算のときにのときにのときにのときに説明説明説明説明

いたしましたいたしましたいたしましたいたしましたけけけけれどれどれどれどもももも、、、、街街街街路路路路樹樹樹樹のののの間間間間とかとかとかとか交交交交差差差差点点点点におきましてにおきましてにおきましてにおきまして花花花花や緑や緑や緑や緑のののの植栽植栽植栽植栽のののの検討検討検討検討をををを行行行行ううううもももも

のでございます。のでございます。のでございます。のでございます。

最最最最後に、これ後に、これ後に、これ後に、これも新規も新規も新規も新規事業になります、事業になります、事業になります、事業になります、馬馬馬馬見見見見丘陵丘陵丘陵丘陵公園ボラ公園ボラ公園ボラ公園ボランティンティンティンティアアアアハハハハウス整備ウス整備ウス整備ウス整備事業です。事業です。事業です。事業です。

馬馬馬馬見見見見丘陵丘陵丘陵丘陵公園公園公園公園に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在在在在、、、、中中中中南和南和南和南和地域の観光地域の観光地域の観光地域の観光拠点拠点拠点拠点としてとしてとしてとして花花花花とととと緑緑緑緑をををを楽楽楽楽ししししんんんんでいただでいただでいただでいただ

くくくく取取取取りりりり組み組み組み組みを進めております。その一環といたしましてを進めております。その一環といたしましてを進めております。その一環といたしましてを進めております。その一環といたしまして公園公園公園公園内の内の内の内の植栽植栽植栽植栽のののの維持維持維持維持管理に管理に管理に管理に参加参加参加参加いいいい

たしますたしますたしますたしますボラボラボラボランティンティンティンティアアアアのののの導導導導入入入入を進めております。このためのを進めております。このためのを進めております。このためのを進めております。このためのボラボラボラボランティンティンティンティアアアアハハハハウスウスウスウスのののの整備整備整備整備をををを

行行行行ううううもももものでございます。のでございます。のでございます。のでございます。

次に、７次に、７次に、７次に、７ペペペページ、ージ、ージ、ージ、奈良公園交奈良公園交奈良公園交奈良公園交通環境通環境通環境通環境整備整備整備整備事業ですが、事業ですが、事業ですが、事業ですが、現現現現在在在在、県、県、県、県庁東庁東庁東庁東から大から大から大から大仏殿仏殿仏殿仏殿交交交交差差差差点点点点のののの

間間間間のののの北側北側北側北側のののの歩歩歩歩道を道を道を道を整備整備整備整備しておりまして、その進しておりまして、その進しておりまして、その進しておりまして、その進捗捗捗捗をさらにをさらにをさらにをさらに図図図図るるるるもももものでございます。のでございます。のでございます。のでございます。

以上で、平成２５年度の県土マネジメント部及びまちづくり推進局所管の観光振興対策以上で、平成２５年度の県土マネジメント部及びまちづくり推進局所管の観光振興対策以上で、平成２５年度の県土マネジメント部及びまちづくり推進局所管の観光振興対策以上で、平成２５年度の県土マネジメント部及びまちづくり推進局所管の観光振興対策

に関します２５年度の補正に関します２５年度の補正に関します２５年度の補正に関します２５年度の補正予算予算予算予算の概要の概要の概要の概要説明説明説明説明をををを終わ終わ終わ終わらせていただきます。ごらせていただきます。ごらせていただきます。ごらせていただきます。ご審審審審議のほう、よ議のほう、よ議のほう、よ議のほう、よ
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ろしくお願いいたします。ろしくお願いいたします。ろしくお願いいたします。ろしくお願いいたします。

○小槻文化財保存課長○小槻文化財保存課長○小槻文化財保存課長○小槻文化財保存課長 資料資料資料資料はははは「「「「平成２５年度主要施策の概要平成２５年度主要施策の概要平成２５年度主要施策の概要平成２５年度主要施策の概要」」」」でございます。１２でございます。１２でございます。１２でございます。１２ペペペペーーーー

ジ、ジ、ジ、ジ、教育教育教育教育委員会所管の主要施策の概要についてご委員会所管の主要施策の概要についてご委員会所管の主要施策の概要についてご委員会所管の主要施策の概要についてご説明説明説明説明をいたします。をいたします。をいたします。をいたします。

ままままず最ず最ず最ず最初に、初に、初に、初に、考古学考古学考古学考古学による魅力による魅力による魅力による魅力再再再再発発発発見見見見事業です。事業です。事業です。事業です。考古学的考古学的考古学的考古学的ななななアプロアプロアプロアプローーーーチチチチからからからから奈良奈良奈良奈良のののの新新新新たたたた

な魅力をな魅力をな魅力をな魅力を再再再再発発発発見見見見し、その成し、その成し、その成し、その成果果果果をををを橿橿橿橿原原原原考古学考古学考古学考古学研究研究研究研究所所所所附属博附属博附属博附属博物館物館物館物館でででで公公公公開しようとする開しようとする開しようとする開しようとするもももものです。のです。のです。のです。

平成２平成２平成２平成２４４４４年度の年度の年度の年度の太安太安太安太安万万万万侶侶侶侶のののの墓誌墓誌墓誌墓誌にににに引引引引きききき続続続続きききき飛鳥飛鳥飛鳥飛鳥、、、、奈良時奈良時奈良時奈良時代の代の代の代の墓誌墓誌墓誌墓誌等等等等のののの三三三三次元次元次元次元計計計計測測測測などをなどをなどをなどを行行行行

い、その成い、その成い、その成い、その成果果果果をををを公公公公開します。また、開します。また、開します。また、開します。また、全全全全国の記国の記国の記国の記紀紀紀紀・・・・万葉ゆ万葉ゆ万葉ゆ万葉ゆかりの地とかりの地とかりの地とかりの地と連携連携連携連携をし、をし、をし、をし、考古資料考古資料考古資料考古資料のののの

展示を展示を展示を展示を行行行行います。います。います。います。

次に、文化次に、文化次に、文化次に、文化財財財財保保保保存存存存事業事業事業事業費費費費補補補補助金助金助金助金です。国及び県です。国及び県です。国及び県です。国及び県指指指指定の定の定の定の有形有形有形有形文化文化文化文化財財財財であるであるであるである建建建建造造造造物や物や物や物や美美美美術術術術工工工工

芸芸芸芸品品品品の保の保の保の保存修存修存修存修理、理、理、理、史跡史跡史跡史跡地の地の地の地の公公公公有有有有化化化化や整備や整備や整備や整備、、、、市町村市町村市町村市町村がががが行行行行う発う発う発う発掘掘掘掘調査、文化調査、文化調査、文化調査、文化財財財財のののの防災防災防災防災対策など対策など対策など対策など

に対して補に対して補に対して補に対して補助助助助するするするするもももものです。主な事業のうち、のです。主な事業のうち、のです。主な事業のうち、のです。主な事業のうち、新規新規新規新規事業といたしましては事業といたしましては事業といたしましては事業といたしましては来来来来迎迎迎迎寺寺寺寺、、、、万法寺万法寺万法寺万法寺

などの県などの県などの県などの県指指指指定定定定建建建建造造造造物物物物のほか、のほか、のほか、のほか、前前前前年度に年度に年度に年度に引引引引きききき続続続続きききき薬師薬師薬師薬師寺寺寺寺東塔東塔東塔東塔などの国などの国などの国などの国指指指指定文化定文化定文化定文化財財財財の保の保の保の保存修存修存修存修理理理理

に補に補に補に補助助助助をををを行っ行っ行っ行ってまいります。てまいります。てまいります。てまいります。史跡や史跡や史跡や史跡や天然天然天然天然記記記記念念念念物等物等物等物等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与与与与楽古楽古楽古楽古墳群墳群墳群墳群のののの公公公公有有有有化、化、化、化、天天天天

然然然然記記記記念念念念物物物物のののの樹木再樹木再樹木再樹木再生生生生などに対して補などに対して補などに対して補などに対して補助助助助してまいります。してまいります。してまいります。してまいります。

次に、次に、次に、次に、橿橿橿橿原原原原考古学考古学考古学考古学研究研究研究研究所所所所附属博附属博附属博附属博物館物館物館物館の事業といたしまして、例年どおりの事業といたしまして、例年どおりの事業といたしまして、例年どおりの事業といたしまして、例年どおり春春春春とととと秋秋秋秋に特別展に特別展に特別展に特別展

をををを予予予予定をしております。定をしております。定をしております。定をしております。

最最最最後に、後に、後に、後に、新規新規新規新規事業として事業として事業として事業として橿橿橿橿原原原原考古学考古学考古学考古学研究研究研究研究所所所所埋蔵埋蔵埋蔵埋蔵文化文化文化文化財収財収財収財収蔵セ蔵セ蔵セ蔵センンンンタタタターのーのーのーの設置設置設置設置についてについてについてについて説明説明説明説明

をいたします。これはをいたします。これはをいたします。これはをいたします。これは橿橿橿橿原原原原考古学考古学考古学考古学研究研究研究研究所で発所で発所で発所で発掘掘掘掘した出土した出土した出土した出土遺物遺物遺物遺物について、これまで８について、これまで８について、これまで８について、これまで８カカカカ所の所の所の所の

収収収収蔵庫蔵庫蔵庫蔵庫にににに分分分分散散散散して保管しておりましたが、して保管しておりましたが、して保管しておりましたが、して保管しておりましたが、旧旧旧旧室室室室生生生生高校高校高校高校をををを有効有効有効有効活活活活用して用して用して用して収収収収蔵セ蔵セ蔵セ蔵センンンンタタタターをーをーをーを設置設置設置設置

し、出土し、出土し、出土し、出土遺物遺物遺物遺物のののの集集集集約約約約保管を保管を保管を保管を行行行行ううううもももものです。今後、地域ののです。今後、地域ののです。今後、地域ののです。今後、地域の活性活性活性活性化化化化や交流や交流や交流や交流のののの促促促促進につながるよ進につながるよ進につながるよ進につながるよ

うなうなうなうな活活活活用について、地元の用について、地元の用について、地元の用について、地元の宇陀宇陀宇陀宇陀市市市市と協議をしながらと協議をしながらと協議をしながらと協議をしながら検討検討検討検討してまいりたいとしてまいりたいとしてまいりたいと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。

以上でございます。よろしくお願いいたします。以上でございます。よろしくお願いいたします。以上でございます。よろしくお願いいたします。以上でございます。よろしくお願いいたします。

○梶川委員長○梶川委員長○梶川委員長○梶川委員長 ごごご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。

それでは、ただいまのそれでは、ただいまのそれでは、ただいまのそれでは、ただいまの説明説明説明説明またはその他の事項またはその他の事項またはその他の事項またはその他の事項も含も含も含も含めましてめましてめましてめまして質疑質疑質疑質疑があれがあれがあれがあればばばば発言をお願い発言をお願い発言をお願い発言をお願い

します。します。します。します。

○小林委員○小林委員○小林委員○小林委員 午午午午後の調査後の調査後の調査後の調査ももももありますので、ありますので、ありますので、ありますので、余余余余り長いり長いり長いり長い質問質問質問質問はいはいはいはいけけけけないと思いますが、きないと思いますが、きないと思いますが、きないと思いますが、きょょょょうううう

は今は今は今は今ももももごごごご報告報告報告報告がありましたが、がありましたが、がありましたが、がありましたが、宿泊宿泊宿泊宿泊のののの促促促促進事業とか進事業とか進事業とか進事業とか外外外外国国国国人人人人観光観光観光観光客客客客のののの誘客誘客誘客誘客ということでということでということでということで新新新新しししし

い事業がい事業がい事業がい事業が始始始始ままままっっっっています。例ています。例ています。例ています。例ええええばばばば「奈良「奈良「奈良「奈良Ｂ＆ＢＢ＆ＢＢ＆ＢＢ＆Ｂ」宿泊促」宿泊促」宿泊促」宿泊促進事業です進事業です進事業です進事業ですねねねね、それから、それから、それから、それから奈良公園奈良公園奈良公園奈良公園

周辺周辺周辺周辺のののの宿泊宿泊宿泊宿泊客誘客キャ客誘客キャ客誘客キャ客誘客キャンンンンペペペペーン事業、そしてーン事業、そしてーン事業、そしてーン事業、そして若若若若者者者者誘客誘客誘客誘客促促促促進事業と、進事業と、進事業と、進事業と、ややややはりはりはりはり宿泊宿泊宿泊宿泊ををををふふふふややややしたしたしたした

いということで、このような事業が今年度進められているのですいということで、このような事業が今年度進められているのですいということで、このような事業が今年度進められているのですいということで、このような事業が今年度進められているのですけけけけれど、それのれど、それのれど、それのれど、それの状況状況状況状況と内と内と内と内
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容容容容、それから成、それから成、それから成、それから成果果果果について一度おについて一度おについて一度おについて一度お聞聞聞聞かせいただきたいと思います。かせいただきたいと思います。かせいただきたいと思います。かせいただきたいと思います。

そしてそしてそしてそしてももももう１う１う１う１点点点点はははは外外外外国国国国人人人人の観光の観光の観光の観光客客客客のののの誘客誘客誘客誘客ですですですですけけけけれど、れど、れど、れど、外外外外国国国国人人人人留留留留学生学生学生学生なら観光なら観光なら観光なら観光サポサポサポサポーーーータタタターーーー

支援事業を国際観光課で支援事業を国際観光課で支援事業を国際観光課で支援事業を国際観光課でやっやっやっやっておられますておられますておられますておられますけけけけれどれどれどれどもももも、これの内、これの内、これの内、これの内容容容容と、と、と、と、サポサポサポサポーーーータタタターーーー養養養養成につ成につ成につ成につ

いていていていて何何何何人人人人くらいがくらいがくらいがくらいが希望希望希望希望しているのか、そのしているのか、そのしているのか、そのしているのか、その辺辺辺辺のことについて、今ののことについて、今ののことについて、今ののことについて、今の状況状況状況状況についておについておについておについてお聞聞聞聞かせかせかせかせ

いただきたいと思います。それが１いただきたいと思います。それが１いただきたいと思います。それが１いただきたいと思います。それが１点点点点です。です。です。です。

それから２それから２それから２それから２点目点目点目点目は、これまでは、これまでは、これまでは、これまでももももおおおお尋尋尋尋ねねねねしてきましたが、してきましたが、してきましたが、してきましたが、奈良公園基奈良公園基奈良公園基奈良公園基本本本本戦略戦略戦略戦略のののの問問問問題題題題でででで新新新新聞聞聞聞

報報報報道で先日、道で先日、道で先日、道で先日、奈良公園奈良公園奈良公園奈良公園地地地地区区区区整備検討整備検討整備検討整備検討委員会が開かれまして、委員会が開かれまして、委員会が開かれまして、委員会が開かれまして、登登登登大路大路大路大路タタタターーーーミナミナミナミナルルルルにつきましにつきましにつきましにつきまし

ては、土産ては、土産ては、土産ては、土産物物物物販売販売販売販売やややや飲食飲食飲食飲食などができる２などができる２などができる２などができる２階建階建階建階建てほどの施てほどの施てほどの施てほどの施設設設設というというというという表現表現表現表現がされておりました。がされておりました。がされておりました。がされておりました。

このことがその委員会のこのことがその委員会のこのことがその委員会のこのことがその委員会の中中中中でででで明明明明らかにされたらかにされたらかにされたらかにされたわけわけわけわけですですですですけけけけれどれどれどれどもももも、ここはどのような、ここはどのような、ここはどのような、ここはどのような規規規規模模模模でででで

どどどどんんんんななななデザデザデザデザイイイイン、ン、ン、ン、意意意意匠匠匠匠なのかということとか、そういうことなのかということとか、そういうことなのかということとか、そういうことなのかということとか、そういうことももももこれまでおこれまでおこれまでおこれまでお尋尋尋尋ねねねねしてきたのしてきたのしてきたのしてきたの

ですですですですけけけけれどれどれどれどもももも、その、その、その、その辺辺辺辺はまだ今回は出されていないのか、はまだ今回は出されていないのか、はまだ今回は出されていないのか、はまだ今回は出されていないのか、イイイイメージがメージがメージがメージが湧湧湧湧きませきませきませきませんんんんので、こので、こので、こので、こ

のことについて一つおのことについて一つおのことについて一つおのことについて一つお尋尋尋尋ねねねねします。します。します。します。

それからこれそれからこれそれからこれそれからこれもももも何何何何回かお回かお回かお回かお聞聞聞聞きしておりましたバきしておりましたバきしておりましたバきしておりましたバリアフリリアフリリアフリリアフリー対策としてのー対策としてのー対策としてのー対策としての若草若草若草若草山山山山へへへへのののの移移移移動動動動

支援施支援施支援施支援施設設設設のののの導導導導入入入入問問問問題題題題についてですが、についてですが、についてですが、についてですが、奈良公園奈良公園奈良公園奈良公園地地地地区区区区整備検討整備検討整備検討整備検討委員会の委員会の委員会の委員会の中中中中で委員長はで委員長はで委員長はで委員長は必必必必要が要が要が要が

ないのではと言ないのではと言ないのではと言ないのではと言わわわわれたということで、れたということで、れたということで、れたということで、計画計画計画計画をををを疑問視疑問視疑問視疑問視するするするする声声声声もももも相相相相次いだと次いだと次いだと次いだと報報報報道されているの道されているの道されているの道されているの

ですですですですけけけけれどれどれどれどもももも、これまで、これまで、これまで、これまで奈良公園奈良公園奈良公園奈良公園地地地地区区区区整備検討整備検討整備検討整備検討委員会の委員会の委員会の委員会の中中中中ででででももももさまざまな角度からいろいさまざまな角度からいろいさまざまな角度からいろいさまざまな角度からいろい

ろろろろ検討検討検討検討をしていて、まだをしていて、まだをしていて、まだをしていて、まだ検討中検討中検討中検討中であるということで、例であるということで、例であるということで、例であるということで、例ええええば景ば景ば景ば景観観観観やややや環境、環境、環境、環境、条条条条件件件件ということということということということ

をををを検討検討検討検討されてきていると思うのですされてきていると思うのですされてきていると思うのですされてきていると思うのですけけけけれどれどれどれどもももも、、、、奈良公園奈良公園奈良公園奈良公園地地地地区区区区整備検討整備検討整備検討整備検討委員会の委員会の委員会の委員会の中中中中でででで検討検討検討検討ささささ

れた上でれた上でれた上でれた上で具具具具体的体的体的体的なななな提案提案提案提案がされて、このようながされて、このようながされて、このようながされて、このような意見意見意見意見が出たのかどうなのか、またが出たのかどうなのか、またが出たのかどうなのか、またが出たのかどうなのか、また奈良公園奈良公園奈良公園奈良公園地地地地

区区区区整備検討整備検討整備検討整備検討委員会で出された委員会で出された委員会で出された委員会で出された意見意見意見意見についてはどのようにについてはどのようにについてはどのようにについてはどのように受け受け受け受けとめて、どのようにされるのとめて、どのようにされるのとめて、どのようにされるのとめて、どのようにされるの

かをおかをおかをおかをお尋尋尋尋ねねねねしたいと思います。以上です。したいと思います。以上です。したいと思います。以上です。したいと思います。以上です。

○浅田観光振興課長○浅田観光振興課長○浅田観光振興課長○浅田観光振興課長 小林委員から小林委員から小林委員から小林委員から、、、、「奈良「奈良「奈良「奈良Ｂ＆ＢＢ＆ＢＢ＆ＢＢ＆Ｂ」宿泊促」宿泊促」宿泊促」宿泊促進事業及び進事業及び進事業及び進事業及び若若若若者者者者誘客誘客誘客誘客促促促促進事業進事業進事業進事業

についてのについてのについてのについての現現現現在在在在のののの取取取取りりりり組み組み組み組み状況状況状況状況についてのごについてのごについてのごについてのご質問質問質問質問でございます。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Ｂ＆ＢＢ＆ＢＢ＆ＢＢ＆Ｂ」宿泊促」宿泊促」宿泊促」宿泊促進事業につきましては、い進事業につきましては、い進事業につきましては、い進事業につきましては、いわゆわゆわゆわゆるるるるＢ＆ＢＢ＆ＢＢ＆ＢＢ＆Ｂ、、、、ベッドベッドベッドベッド・・・・アアアアンンンンドドドド・・・・ブレブレブレブレ

ックフックフックフックファァァァーーーースススストトトトややややゲゲゲゲスススストトトトハハハハウスウスウスウスといいましたといいましたといいましたといいました比較比較比較比較的的的的低価格低価格低価格低価格でででで利利利利用できる小用できる小用できる小用できる小規規規規模模模模宿泊宿泊宿泊宿泊施施施施設へ設へ設へ設へ

のののの宿泊宿泊宿泊宿泊をををを促促促促進するという進するという進するという進するというもももものでございます。多のでございます。多のでございます。多のでございます。多様様様様化する化する化する化する旅旅旅旅行行行行者の者の者の者のニニニニーーーーズズズズに対に対に対に対応応応応いたしましいたしましいたしましいたしまし

て、このようなて、このようなて、このようなて、このような宿宿宿宿を紹介するを紹介するを紹介するを紹介するパパパパンンンンフフフフレレレレッッッットトトトやややや電子ブ電子ブ電子ブ電子ブックックックックをををを作作作作成いたしまして、成いたしまして、成いたしまして、成いたしまして、宿宿宿宿のののの情情情情報報報報発発発発

信信信信を支援するというを支援するというを支援するというを支援するという取取取取りりりり組み組み組み組みをををを現現現現在在在在進めております。今、進めております。今、進めております。今、進めております。今、宿泊宿泊宿泊宿泊施施施施設設設設情情情情報報報報にににに加え加え加え加え、そこでの、そこでの、そこでの、そこでの

過過過過ごしごしごしごし方方方方などを紹介するなどを紹介するなどを紹介するなどを紹介するパパパパンンンンフフフフレレレレッッッットのトのトのトの作作作作成を進めておりまして、成を進めておりまして、成を進めておりまして、成を進めておりまして、パパパパンンンンフフフフレレレレッッッットのトのトのトの仕様仕様仕様仕様、、、、

内内内内容容容容のののの検討検討検討検討をををを行っ行っ行っ行っているところでございます。ているところでございます。ているところでございます。ているところでございます。パパパパンンンンフフフフレレレレッッッットのトのトのトの制作過制作過制作過制作過程程程程におきましては、におきましては、におきましては、におきましては、
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これらの施これらの施これらの施これらの施設設設設をををを経経経経営しておられる営しておられる営しておられる営しておられる方方方方 々々々々などからのなどからのなどからのなどからの意見意見意見意見をををを把握把握把握把握して魅力して魅力して魅力して魅力的的的的なななな紙紙紙紙面面面面づくり、そづくり、そづくり、そづくり、そ

してしてしてして効効効効果的果的果的果的な発な発な発な発信信信信につながるようにそれらのにつながるようにそれらのにつながるようにそれらのにつながるようにそれらの方方方方 々々々々と一と一と一と一緒緒緒緒にににに勉勉勉勉強強強強しながら事業を展開していしながら事業を展開していしながら事業を展開していしながら事業を展開してい

くことでくことでくことでくことで現現現現在在在在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。

続続続続きまして、きまして、きまして、きまして、若若若若者者者者誘客誘客誘客誘客促促促促進事業でございます。こちらの事業につきましては、進事業でございます。こちらの事業につきましては、進事業でございます。こちらの事業につきましては、進事業でございます。こちらの事業につきましては、帝塚帝塚帝塚帝塚山大山大山大山大

学学学学のののの学生学生学生学生からのからのからのからの提案提案提案提案事業ということで進めております。事業ということで進めております。事業ということで進めております。事業ということで進めております。若若若若者が者が者が者が実実実実際に際に際に際に奈良奈良奈良奈良県を県を県を県を訪訪訪訪れるれるれるれる動機動機動機動機

づづづづけけけけになるような位になるような位になるような位になるような位置置置置情情情情報報報報をををを活活活活用した用した用した用したアプリアプリアプリアプリケーケーケーケーシシシショョョョンをンをンをンを使使使使うことをうことをうことをうことを検討検討検討検討しているところしているところしているところしているところ

でございます。でございます。でございます。でございます。現現現現在在在在、、、、帝塚帝塚帝塚帝塚山大山大山大山大学学学学のののの学生学生学生学生と一と一と一と一緒緒緒緒に６回に６回に６回に６回ぐぐぐぐらいらいらいらいワワワワーーーーキキキキングをングをングをングを実実実実施しておりま施しておりま施しておりま施しておりま

して、して、して、して、キャキャキャキャラクタラクタラクタラクターであるとかーであるとかーであるとかーであるとかアプリアプリアプリアプリケーケーケーケーシシシショョョョンのンのンのンの仕様仕様仕様仕様といといといといっっっったところをたところをたところをたところを検討検討検討検討しているしているしているしている段段段段

階階階階でございます。でございます。でございます。でございます。併併併併せて、せて、せて、せて、キャキャキャキャラクタラクタラクタラクターーーー制作やアプリ制作やアプリ制作やアプリ制作やアプリケーケーケーケーシシシショョョョン開発に関するン開発に関するン開発に関するン開発に関する情情情情報収報収報収報収集集集集もももも

行っ行っ行っ行っているところでございます。以上でございます。ているところでございます。以上でございます。ているところでございます。以上でございます。ているところでございます。以上でございます。

○阪本国際観光課長○阪本国際観光課長○阪本国際観光課長○阪本国際観光課長 外外外外国国国国人人人人留留留留学生学生学生学生なら観光なら観光なら観光なら観光サポサポサポサポーーーータタタター支援事業につきましてごー支援事業につきましてごー支援事業につきましてごー支援事業につきましてご説明説明説明説明申し申し申し申し

上げます。上げます。上げます。上げます。

このこのこのこの外外外外国国国国人人人人留留留留学生学生学生学生なら観光なら観光なら観光なら観光サポサポサポサポーーーータタタターと申しますのは、県内でーと申しますのは、県内でーと申しますのは、県内でーと申しますのは、県内で在在在在学学学学しているしているしているしている外外外外国国国国人人人人留留留留学学学学

生生生生を対を対を対を対象象象象にしておりまして、にしておりまして、にしておりまして、にしておりまして、奈良奈良奈良奈良県の魅力を県の魅力を県の魅力を県の魅力を海外海外海外海外へへへへ定定定定期的期的期的期的に発に発に発に発信信信信することですることですることですることで奈良奈良奈良奈良県の県の県の県の知知知知名名名名

度の度の度の度の向向向向上を上を上を上を図っ図っ図っ図って本県て本県て本県て本県へへへへのののの外外外外国国国国人人人人観光観光観光観光客客客客のさらなるのさらなるのさらなるのさらなる誘客誘客誘客誘客につなげることをにつなげることをにつなげることをにつなげることを目的目的目的目的としておりとしておりとしておりとしており

ます。ます。ます。ます。外外外外国国国国人人人人留留留留学生学生学生学生なら観光なら観光なら観光なら観光サポサポサポサポーーーータタタターのーのーのーの募集募集募集募集をすることによりまして、観光をすることによりまして、観光をすることによりまして、観光をすることによりまして、観光資資資資源源源源をはじをはじをはじをはじ

めとしためとしためとしためとした奈良奈良奈良奈良県の魅力を発県の魅力を発県の魅力を発県の魅力を発信信信信するためにするためにするためにするために必必必必要となる要となる要となる要となる知知知知識識識識やややや経験経験経験経験を、このを、このを、このを、このサポサポサポサポーーーータタタターのーのーのーの方方方方 々々々々

に支援するに支援するに支援するに支援するもももものでございます。のでございます。のでございます。のでございます。

具具具具体的体的体的体的にはにはにはにはサポサポサポサポーーーータタタターをーをーをーを中心中心中心中心としましたとしましたとしましたとしましたＮＡＲＡＮＡＲＡＮＡＲＡＮＡＲＡゆゆゆゆかりかりかりかりクラクラクラクラブブブブをををを組組組組織織織織しまして、県内のしまして、県内のしまして、県内のしまして、県内の

観光観光観光観光モニモニモニモニタタタターーーーツツツツアアアアーーーーや奈良や奈良や奈良や奈良県の観光県の観光県の観光県の観光やややや文化を文化を文化を文化を学ぶ学ぶ学ぶ学ぶ研究研究研究研究会などを開会などを開会などを開会などを開催催催催しまして、しまして、しまして、しまして、奈良奈良奈良奈良県の観県の観県の観県の観

光光光光資資資資源源源源等等等等の魅力をの魅力をの魅力をの魅力を知っ知っ知っ知っててててももももらうらうらうらう機機機機会を創出する会を創出する会を創出する会を創出するもももものであります。これにのであります。これにのであります。これにのであります。これに参加参加参加参加したしたしたした方方方方 々々々々は、は、は、は、

このこのこのこのサポサポサポサポーーーータタタターが自ーが自ーが自ーが自身身身身ののののフェイスフェイスフェイスフェイスブブブブックやックやックやックやブブブブロロロログなどでそれぞれのグなどでそれぞれのグなどでそれぞれのグなどでそれぞれの母母母母国に、国に、国に、国に、海外海外海外海外にそれをにそれをにそれをにそれを

定定定定期的期的期的期的にににに情情情情報報報報発発発発信信信信をしてをしてをしてをしてももももらうということでございます。このメンバーにつきましては、らうということでございます。このメンバーにつきましては、らうということでございます。このメンバーにつきましては、らうということでございます。このメンバーにつきましては、

８月１日８月１日８月１日８月１日現現現現在在在在で２で２で２で２９人９人９人９人がががが応応応応募募募募していただいておりまして、していただいておりまして、していただいておりまして、していただいておりまして、中中中中国の国の国の国の方方方方が２が２が２が２４４４４名、名、名、名、韓韓韓韓国の国の国の国の方方方方がががが

２名、２名、２名、２名、ベベベベトトトトナナナナムムムムのののの方方方方が２名、が２名、が２名、が２名、台湾台湾台湾台湾のののの方方方方が１名となが１名となが１名となが１名となっっっっております。ております。ております。ております。

あと内あと内あと内あと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、ＮＡＲＡＮＡＲＡＮＡＲＡＮＡＲＡゆゆゆゆかりかりかりかりクラクラクラクラブブブブのののの活動活動活動活動のののの情情情情報報報報につきまして５回ほどにつきまして５回ほどにつきまして５回ほどにつきまして５回ほど

活動活動活動活動内内内内容容容容についてのについてのについてのについての説明説明説明説明会のほか、会のほか、会のほか、会のほか、奈良奈良奈良奈良県の県の県の県の夏夏夏夏のののの鹿寄鹿寄鹿寄鹿寄せとかせとかせとかせとか春春春春日大日大日大日大社社社社のののの朝朝朝朝のおのおのおのお参参参参りとかにりとかにりとかにりとかに

も参加も参加も参加も参加していただいて、それをしていただいて、それをしていただいて、それをしていただいて、それをフェイスフェイスフェイスフェイスブブブブックックックックなどになどになどになどに投稿投稿投稿投稿してしてしてしてももももららららっっっってててて情情情情報報報報発発発発信信信信していたしていたしていたしていた

だいております。今後は１だいております。今後は１だいております。今後は１だいております。今後は１泊泊泊泊２日の２日の２日の２日のモニモニモニモニタタタターーーーツツツツアアアアーなどを６回ほどーなどを６回ほどーなどを６回ほどーなどを６回ほど実実実実施いたしまして、さ施いたしまして、さ施いたしまして、さ施いたしまして、さ

らなるらなるらなるらなる奈良奈良奈良奈良県の魅力に県の魅力に県の魅力に県の魅力に触触触触れてれてれてれてももももららららっっっってててて情情情情報報報報発発発発信信信信につなげていただきたいと思につなげていただきたいと思につなげていただきたいと思につなげていただきたいと思っっっっているとこているとこているとこているとこ
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ろでございます。以上でございます。ろでございます。以上でございます。ろでございます。以上でございます。ろでございます。以上でございます。

○中西奈良公園室長○中西奈良公園室長○中西奈良公園室長○中西奈良公園室長 奈良公園奈良公園奈良公園奈良公園誘客キャ誘客キャ誘客キャ誘客キャンンンンペペペペーンについてのごーンについてのごーンについてのごーンについてのご質問質問質問質問でございますが、でございますが、でございますが、でございますが、奈良奈良奈良奈良

公園公園公園公園誘客キャ誘客キャ誘客キャ誘客キャンンンンペペペペーンはーンはーンはーンは毎毎毎毎年、観光年、観光年、観光年、観光客客客客がががが激減激減激減激減いたしますいたしますいたしますいたします冬冬冬冬場場場場に多くのに多くのに多くのに多くの方方方方にににに来来来来ていただいて、ていただいて、ていただいて、ていただいて、

できるだできるだできるだできるだけ泊け泊け泊け泊ままままっっっっていただこうというていただこうというていただこうというていただこうという趣旨趣旨趣旨趣旨ののののももももとに観光振興課のとに観光振興課のとに観光振興課のとに観光振興課の旅旅旅旅行行行行商品商品商品商品造成事業と造成事業と造成事業と造成事業と合合合合同同同同

しまして名しまして名しまして名しまして名前前前前はははは奈良公園奈良公園奈良公園奈良公園誘客キャ誘客キャ誘客キャ誘客キャンンンンペペペペーンでございますが、ーンでございますが、ーンでございますが、ーンでございますが、奈良奈良奈良奈良県県県県全全全全域を対域を対域を対域を対象象象象にしてにしてにしてにして奈良奈良奈良奈良

うましうましうましうまし冬冬冬冬めめめめぐぐぐぐりりりりキャキャキャキャンンンンペペペペーンということで１月からーンということで１月からーンということで１月からーンということで１月から３３３３月の上月の上月の上月の上旬旬旬旬を対を対を対を対象象象象にににに奈良奈良奈良奈良にににに来来来来ていただていただていただていただ

くくくく着着着着地地地地型型型型のののの商品商品商品商品をつくをつくをつくをつくっっっってててて旅旅旅旅行行行行会会会会社社社社にににに販売販売販売販売していただくというしていただくというしていただくというしていただくというもももものでございます。のでございます。のでございます。のでございます。既既既既ににににＪＪＪＪ

Ｒ東海Ｒ東海Ｒ東海Ｒ東海、、、、ＪＲＪＲＪＲＪＲ西日本の協力を得て５月には各西日本の協力を得て５月には各西日本の協力を得て５月には各西日本の協力を得て５月には各旅旅旅旅行行行行会会会会社へ社へ社へ社へのののの説明も終わ説明も終わ説明も終わ説明も終わり、大手のり、大手のり、大手のり、大手のＪＴＢＪＴＢＪＴＢＪＴＢ等等等等

にににに至至至至りましては、りましては、りましては、りましては、ももももうううう既既既既にににに全全全全国の国の国の国のパパパパンンンンフフフフレレレレッッッットにトにトにトに奈良へ行奈良へ行奈良へ行奈良へ行こうというこうというこうというこうという形形形形でででで商品商品商品商品展開をして展開をして展開をして展開をして

いただいているところでございます。いただいているところでございます。いただいているところでございます。いただいているところでございます。

中中中中身身身身的的的的には県内には県内には県内には県内社寺社寺社寺社寺のご協力を得まして、のご協力を得まして、のご協力を得まして、のご協力を得まして、ふふふふだだだだん入ん入ん入ん入れないところにれないところにれないところにれないところに入入入入らせていただいたらせていただいたらせていただいたらせていただいた

り、それからり、それからり、それからり、それから直接直接直接直接おおおお坊坊坊坊ささささんんんんのおのおのおのお話話話話をををを聞聞聞聞いていろいろないていろいろないていろいろないていろいろな体体体体験験験験をさせていただくような、観光をさせていただくような、観光をさせていただくような、観光をさせていただくような、観光

客客客客にとにとにとにとっっっってはてはてはては非常非常非常非常に魅力のある内に魅力のある内に魅力のある内に魅力のある内容容容容にさせていただいていることから、にさせていただいていることから、にさせていただいていることから、にさせていただいていることから、旅旅旅旅行行行行会会会会社社社社のことでのことでのことでのことで

すのですのですのですのでキャキャキャキャンンンンセセセセルルルルはありますはありますはありますはありますけけけけれどれどれどれどもももも、今、今、今、今現現現現在在在在、、、、既既既既ににににももももう５う５う５う５，，，，００００００００００００件件件件以上の以上の以上の以上の宿泊予約宿泊予約宿泊予約宿泊予約が、が、が、が、

実行実行実行実行委員会には委員会には委員会には委員会には来来来来ているというているというているというているという状況状況状況状況でございます。以上でございます。でございます。以上でございます。でございます。以上でございます。でございます。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 登登登登大路大路大路大路タタタターーーーミナミナミナミナルルルルのののの計画計画計画計画についてのごについてのごについてのごについてのご質問質問質問質問でございました。でございました。でございました。でございました。

委員お委員お委員お委員お述述述述べべべべのとおり、７月のとおり、７月のとおり、７月のとおり、７月３３３３１日に１日に１日に１日に有識有識有識有識者者者者やややや環境環境環境環境団団団団体体体体ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯなどから構成されますなどから構成されますなどから構成されますなどから構成されます奈良奈良奈良奈良

公園公園公園公園地地地地区区区区整備検討整備検討整備検討整備検討委員会におきまして、委員会におきまして、委員会におきまして、委員会におきまして、奈良公園奈良公園奈良公園奈良公園のののの来来来来訪訪訪訪者者者者へへへへの魅力をの魅力をの魅力をの魅力を高高高高めるためにはどのめるためにはどのめるためにはどのめるためにはどの

ような付ような付ような付ような付属属属属施施施施設設設設をををを設け設け設け設けるるるるべべべべきかといきかといきかといきかといっっっった内た内た内た内容容容容につきまして、議につきまして、議につきまして、議につきまして、議論論論論していただいたところでしていただいたところでしていただいたところでしていただいたところで

ございます。当委員会では、ございます。当委員会では、ございます。当委員会では、ございます。当委員会では、奈良奈良奈良奈良県県県県全体全体全体全体の魅力を発の魅力を発の魅力を発の魅力を発信信信信できる施できる施できる施できる施設やゆっ設やゆっ設やゆっ設やゆっくりくりくりくり休休休休息息息息できるできるできるできるスススス

ペペペペーーーースやスやスやスやきれいなトきれいなトきれいなトきれいなトイイイイレレレレ、そうい、そうい、そうい、そういっっっったたたた意見意見意見意見など、など、など、など、奈良公園奈良公園奈良公園奈良公園の魅力の魅力の魅力の魅力向向向向上に上に上に上に資資資資する施する施する施する施設設設設についについについについ

てさまざまなてさまざまなてさまざまなてさまざまな意見意見意見意見をいただいたところでございます。今後はこれらのをいただいたところでございます。今後はこれらのをいただいたところでございます。今後はこれらのをいただいたところでございます。今後はこれらの意見意見意見意見をををを踏踏踏踏ままままええええましてましてましてまして

付付付付属属属属施施施施設設設設のののの検討検討検討検討をををを行行行行うととうととうととうととももももに、に、に、に、建建建建物物物物のののの規規規規模模模模、それから、それから、それから、それからデザデザデザデザイイイインについてンについてンについてンについてもももも、、、、奈良公園奈良公園奈良公園奈良公園地地地地

区区区区整備検討整備検討整備検討整備検討委員会などの委員会などの委員会などの委員会などの場場場場をををを活活活活用させていただきまして、用させていただきまして、用させていただきまして、用させていただきまして、幅広幅広幅広幅広くくくく意見意見意見意見をををを聞聞聞聞きながらきながらきながらきながら検討検討検討検討をををを

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

○中西奈良公園室長○中西奈良公園室長○中西奈良公園室長○中西奈良公園室長 若草若草若草若草山の山の山の山の移移移移動動動動支援施支援施支援施支援施設設設設についてでございますが、小林委員ごについてでございますが、小林委員ごについてでございますが、小林委員ごについてでございますが、小林委員ご指指指指摘摘摘摘のののの

ようにようにようにように前前前前回、回、回、回、奈良公園奈良公園奈良公園奈良公園地地地地区区区区整備検討整備検討整備検討整備検討委員会の委員会の委員会の委員会の中中中中で私どで私どで私どで私どももももが今、が今、が今、が今、移移移移動動動動支援施支援施支援施支援施設設設設としてとしてとしてとしてモモモモノノノノレレレレ

ーーーールルルルをををを検討検討検討検討していますとおしていますとおしていますとおしていますとお話話話話をして、をして、をして、をして、皆皆皆皆ささささんんんんからいろいろなからいろいろなからいろいろなからいろいろな意見意見意見意見をいただきました。そのをいただきました。そのをいただきました。そのをいただきました。その

中中中中で当で当で当で当然然然然、、、、奈良公園奈良公園奈良公園奈良公園内は内は内は内は必必必必要な要な要な要な歩歩歩歩道道道道等等等等についてはバについてはバについてはバについてはバリアフリリアフリリアフリリアフリー化をしているー化をしているー化をしているー化をしているわけわけわけわけでございでございでございでござい

ますが、ますが、ますが、ますが、若草若草若草若草山におきまして山におきまして山におきまして山におきましてもももも若草若草若草若草山の山の山の山の中中中中にににに入っ入っ入っ入っていただていただていただていただけけけけるようなるようなるようなるような形形形形のののの遊遊遊遊歩歩歩歩道の道の道の道の整備整備整備整備はははは
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ももももうううう既既既既にににに完完完完了しております。ただ、そういう了しております。ただ、そういう了しております。ただ、そういう了しております。ただ、そういう移移移移動動動動支援施支援施支援施支援施設設設設で上で上で上で上へへへへ上が上が上が上がっっっっていただくことがていただくことがていただくことがていただくことが

ババババリアフリリアフリリアフリリアフリーとしてーとしてーとしてーとして必必必必要なのかどうかという部要なのかどうかという部要なのかどうかという部要なのかどうかという部分分分分についてのについてのについてのについての意見意見意見意見が出たとが出たとが出たとが出たと認認認認識識識識しておりましておりましておりましておりま

す。す。す。す。

ただ、そのただ、そのただ、そのただ、その中中中中でバでバでバでバリアフリリアフリリアフリリアフリーとしての観ーとしての観ーとしての観ーとしての観点点点点ののののみみみみならならならならずずずず、また環境、また環境、また環境、また環境影響評影響評影響評影響評価価価価を今を今を今を今やっやっやっやっていていていてい

るところでございますが、環境にるところでございますが、環境にるところでございますが、環境にるところでございますが、環境に影響影響影響影響があるかないかはがあるかないかはがあるかないかはがあるかないかはももももちろちろちろちろんんんんのこと、以のこと、以のこと、以のこと、以前前前前奈良公園奈良公園奈良公園奈良公園にににに

は例は例は例は例ええええばばばば野球野球野球野球場場場場があがあがあがあっっっったり、たり、たり、たり、ププププーーーールルルルがあり、にがあり、にがあり、にがあり、にぎわぎわぎわぎわいのいのいのいの拠点拠点拠点拠点という部という部という部という部分も分も分も分もああああっっっったというたというたというたという考考考考

え方も含え方も含え方も含え方も含めて次回にめて次回にめて次回にめて次回に整整整整理をして出したらどうかという理をして出したらどうかという理をして出したらどうかという理をして出したらどうかという形形形形になになになになっっっっております。今までそのております。今までそのております。今までそのております。今までその移移移移

動動動動支援施支援施支援施支援施設設設設ということだということだということだということだけけけけでごでごでごでご説明説明説明説明をしてきたのは、言をしてきたのは、言をしてきたのは、言をしてきたのは、言葉葉葉葉足足足足ららららずずずずであであであであっっっったというたというたというたという認認認認識識識識ももももしししし

ておりまして、ておりまして、ておりまして、ておりまして、若草若草若草若草山のに山のに山のに山のにぎわぎわぎわぎわいづくり魅力いづくり魅力いづくり魅力いづくり魅力向向向向上という観上という観上という観上という観点も入点も入点も入点も入れて次回のれて次回のれて次回のれて次回の奈良公園奈良公園奈良公園奈良公園地地地地区区区区

整備検討整備検討整備検討整備検討委員会に委員会に委員会に委員会に再再再再度ご度ご度ご度ご提案提案提案提案をしながら、いろいろなごをしながら、いろいろなごをしながら、いろいろなごをしながら、いろいろなご指指指指摘摘摘摘を委員から、今までしてきてを委員から、今までしてきてを委員から、今までしてきてを委員から、今までしてきて

いただいているように、いろいろないただいているように、いろいろないただいているように、いろいろないただいているように、いろいろな意見意見意見意見をををを聞聞聞聞きながらきながらきながらきながら検討検討検討検討してまいりたいとしてまいりたいとしてまいりたいとしてまいりたい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。以上でございます。す。以上でございます。す。以上でございます。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 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。

外外外外国国国国人人人人留留留留学生学生学生学生なら観光なら観光なら観光なら観光サポサポサポサポーーーータタタター支援事業のごー支援事業のごー支援事業のごー支援事業のご説明説明説明説明をいただきまして２をいただきまして２をいただきまして２をいただきまして２９９９９名ということ名ということ名ということ名ということ

で、その内で、その内で、その内で、その内訳訳訳訳はははは中中中中国が国が国が国が最も最も最も最も多くて、多くて、多くて、多くて、韓韓韓韓国、その他ですが、国、その他ですが、国、その他ですが、国、その他ですが、希望希望希望希望されるされるされるされる方方方方がこれでがこれでがこれでがこれで養養養養成を成を成を成を受受受受

けけけけられるられるられるられるわけわけわけわけですですですですけけけけれど、このれど、このれど、このれど、この目目目目標標標標というか、ほかの国のというか、ほかの国のというか、ほかの国のというか、ほかの国の参加も参加も参加も参加もぜひぜひぜひぜひしてほしいと思いましてほしいと思いましてほしいと思いましてほしいと思いま

すが、そのすが、そのすが、そのすが、その辺辺辺辺については今後どうおについては今後どうおについては今後どうおについては今後どうお考え考え考え考えなのか。それから、その２なのか。それから、その２なのか。それから、その２なのか。それから、その２９９９９名を、名を、名を、名を、数数数数としてとしてとしてとして量量量量的的的的

ににににもっもっもっもっととととふふふふややややしていくおしていくおしていくおしていくお考え考え考え考えはあるのかないのか、そのはあるのかないのか、そのはあるのかないのか、そのはあるのかないのか、その点点点点を一つおを一つおを一つおを一つお聞聞聞聞きしたいと思います。きしたいと思います。きしたいと思います。きしたいと思います。

それからそれからそれからそれから登登登登大路大路大路大路タタタターーーーミナミナミナミナルルルルにつきまして、まだにつきまして、まだにつきまして、まだにつきまして、まだ規規規規模模模模とかとかとかとかデザデザデザデザイイイイン、ン、ン、ン、意意意意匠匠匠匠というというというという点点点点がまだがまだがまだがまだ

これからということでこれからということでこれからということでこれからということでわわわわかりました。これまでかりました。これまでかりました。これまでかりました。これまでもももも質問質問質問質問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全体全体全体全体像像像像ががががわわわわからないからないからないからない

ととととイイイイメージがメージがメージがメージが湧湧湧湧きませきませきませきませんんんん。それで私ど。それで私ど。それで私ど。それで私どももももの主の主の主の主張張張張としてはとしてはとしてはとしては奈良公園奈良公園奈良公園奈良公園のののの玄玄玄玄関ですので、環境に関ですので、環境に関ですので、環境に関ですので、環境に

合っ合っ合っ合ったたたたももももの、の、の、の、風風風風情情情情にににに合っ合っ合っ合ったたたたもももものということでは、そののということでは、そののということでは、そののということでは、その辺辺辺辺のののの全体全体全体全体のののの規規規規模模模模とかとかとかとかデザデザデザデザイイイイン、ン、ン、ン、意意意意匠匠匠匠

がががが非常非常非常非常に大事だと思いますので、それに大事だと思いますので、それに大事だと思いますので、それに大事だと思いますので、それももももぜひぜひぜひぜひ示していただいて示していただいて示していただいて示していただいて意見意見意見意見を出させていただくを出させていただくを出させていただくを出させていただく機機機機

会会会会ももももつくつくつくつくっっっっていただきたいと思います。ていただきたいと思います。ていただきたいと思います。ていただきたいと思います。

それからバそれからバそれからバそれからバリアフリリアフリリアフリリアフリー対策のー対策のー対策のー対策のモモモモノノノノレレレレーーーールルルルですですですですけけけけれどれどれどれどもももも、、、、モモモモノノノノレレレレーーーールルルルをををを提案提案提案提案されたというされたというされたというされたという

ことはことはことはことはわわわわかりました。ただ、環境かりました。ただ、環境かりました。ただ、環境かりました。ただ、環境影響評影響評影響評影響評価価価価はまだされているところだということですので、はまだされているところだということですので、はまだされているところだということですので、はまだされているところだということですので、

そのそのそのその辺辺辺辺のことのことのことのことももももどうなのかと思いますので、このどうなのかと思いますので、このどうなのかと思いますので、このどうなのかと思いますので、この点点点点は委員会でのは委員会でのは委員会でのは委員会での意見意見意見意見などなどなどなどももももぜひ重ぜひ重ぜひ重ぜひ重視視視視をしをしをしをし

ていただいて、それで環境ていただいて、それで環境ていただいて、それで環境ていただいて、それで環境影響評影響評影響評影響評価価価価ももももどうかということどうかということどうかということどうかということももももかかかかみ合わみ合わみ合わみ合わせて、これはせて、これはせて、これはせて、これは必必必必要ない要ない要ない要ない

のではないかと思のではないかと思のではないかと思のではないかと思っっっっていますていますていますていますけけけけれどれどれどれどもももも、今度、今度、今度、今度提案提案提案提案されるということですされるということですされるということですされるということですけけけけれどれどれどれどもももも、この、この、この、この点点点点

ももももぜひぜひぜひぜひ考え考え考え考えていただきたいとお願いをしておきますていただきたいとお願いをしておきますていただきたいとお願いをしておきますていただきたいとお願いをしておきます。。。。（発言する者あり）（発言する者あり）（発言する者あり）（発言する者あり）
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○阪本国際観光課長○阪本国際観光課長○阪本国際観光課長○阪本国際観光課長 ＮＡＲＡＮＡＲＡＮＡＲＡＮＡＲＡゆゆゆゆかりかりかりかりクラクラクラクラブブブブででででサポサポサポサポーーーータタタターを支援されているーを支援されているーを支援されているーを支援されている方方方方のののの人人人人数数数数ですですですです

が、先ほど申し上げましたように今、２が、先ほど申し上げましたように今、２が、先ほど申し上げましたように今、２が、先ほど申し上げましたように今、２９９９９名で名で名で名で中中中中国、国、国、国、韓韓韓韓国、国、国、国、ベベベベトトトトナナナナムムムム、、、、台湾台湾台湾台湾のののの方方方方でございでございでございでござい

ますが、この観光ますが、この観光ますが、この観光ますが、この観光サポサポサポサポーーーータタタターと申しますのはーと申しますのはーと申しますのはーと申しますのは奈良奈良奈良奈良の魅力をの魅力をの魅力をの魅力を留留留留学生学生学生学生を通じて各国に発を通じて各国に発を通じて各国に発を通じて各国に発信信信信してしてしてして

ももももらうということがらうということがらうということがらうということが目的目的目的目的でございますので、ほかの国のでございますので、ほかの国のでございますので、ほかの国のでございますので、ほかの国の方方方方 々々々々がごがごがごがご応応応応募募募募いただいただいただいただけけけけるというのるというのるというのるというの

であれであれであれであればばばば、それは、それは、それは、それはももももううううももももちろちろちろちろんんんんおおおお受け受け受け受けしてしてしてしてやっやっやっやっていきたいと思ていきたいと思ていきたいと思ていきたいと思っっっっております。このております。このております。このております。この参加参加参加参加者者者者

につきましては、今２につきましては、今２につきましては、今２につきましては、今２９９９９名ですが、名ですが、名ですが、名ですが、参加参加参加参加のごのごのごのご希望希望希望希望がありましたら、またおがありましたら、またおがありましたら、またおがありましたら、またお受け受け受け受けしながらしながらしながらしながらやややや

っっっっていきたいと思ていきたいと思ていきたいと思ていきたいと思っっっっております。以上です。ております。以上です。ております。以上です。ております。以上です。

○梶川委員長○梶川委員長○梶川委員長○梶川委員長 いいですか。いいですか。いいですか。いいですか。

○小林委員○小林委員○小林委員○小林委員 はい。はい。はい。はい。

○森川委員○森川委員○森川委員○森川委員 私から、要私から、要私から、要私から、要望望望望というか、今回、観光振興対策特別委員会のというか、今回、観光振興対策特別委員会のというか、今回、観光振興対策特別委員会のというか、今回、観光振興対策特別委員会の中中中中でででで奈良奈良奈良奈良県県県県全体全体全体全体のののの

観光という観光という観光という観光という意味意味意味意味でさまざまな事業をされているということで、観光事業としてでさまざまな事業をされているということで、観光事業としてでさまざまな事業をされているということで、観光事業としてでさまざまな事業をされているということで、観光事業として新規新規新規新規事業は、事業は、事業は、事業は、

いろいろいろいろいろいろいろいろややややられていると思いますられていると思いますられていると思いますられていると思いますけけけけれどれどれどれどもももも、それが観光についてどのような成、それが観光についてどのような成、それが観光についてどのような成、それが観光についてどのような成果果果果があがあがあがあっっっったたたた

のか。一つの事業をのか。一つの事業をのか。一つの事業をのか。一つの事業をややややるごとにるごとにるごとにるごとに評評評評価価価価対対対対象象象象はははは継継継継続続続続されるに当たされるに当たされるに当たされるに当たっっっっててててももももいろいろないろいろないろいろないろいろな意味意味意味意味での調での調での調での調

査が査が査が査が必必必必要だと。そういう調査をできましたらこの各事業の要だと。そういう調査をできましたらこの各事業の要だと。そういう調査をできましたらこの各事業の要だと。そういう調査をできましたらこの各事業の経経経経済済済済効効効効果果果果、また、また、また、また集客効集客効集客効集客効果果果果はどうはどうはどうはどう

なのか、事業によなのか、事業によなのか、事業によなのか、事業によっっっってはてはてはては何何何何回回回回もももも毎毎毎毎年年年年やっやっやっやっておられるておられるておられるておられるけけけけれどれどれどれどもももも、同じ、同じ、同じ、同じ人人人人ばばばばかりがかりがかりがかりが集集集集ままままっっっっていていていてい

るのとるのとるのとるのと違違違違うのかというような事業があるかうのかというような事業があるかうのかというような事業があるかうのかというような事業があるかもわもわもわもわからないということで、できたらそういうからないということで、できたらそういうからないということで、できたらそういうからないということで、できたらそういう

調査調査調査調査もももも今後していただいて委員会で今後していただいて委員会で今後していただいて委員会で今後していただいて委員会で報告報告報告報告していただいたり、またしていただいたり、またしていただいたり、またしていただいたり、また資料資料資料資料としてとしてとしてとして提提提提出していた出していた出していた出していた

だきたいと思います。これからとりあだきたいと思います。これからとりあだきたいと思います。これからとりあだきたいと思います。これからとりあえずえずえずえず２年２年２年２年間間間間ありますありますありますありますけけけけれどれどれどれどもももも、その、その、その、その間間間間、、、、話話話話をさせてをさせてをさせてをさせて

いただいて、できましたらそういう調査いただいて、できましたらそういう調査いただいて、できましたらそういう調査いただいて、できましたらそういう調査報告も報告も報告も報告も兼兼兼兼ねねねねていただきたいなと思います。ていただきたいなと思います。ていただきたいなと思います。ていただきたいなと思います。

それと私が県それと私が県それと私が県それと私が県庁庁庁庁にににに来来来来るときにるときにるときにるときに奈良公園奈良公園奈良公園奈良公園の県の県の県の県庁庁庁庁のののの横横横横のののの交交交交差差差差点点点点ですが、そこをですが、そこをですが、そこをですが、そこを歩歩歩歩いているいているいているいている方方方方、、、、

車車車車道を道を道を道を歩歩歩歩いているいているいているいている方方方方がががが結結結結構おられるのです。な構おられるのです。な構おられるのです。な構おられるのです。なぜぜぜぜそこをそこをそこをそこを歩歩歩歩いていくのかなと、しいていくのかなと、しいていくのかなと、しいていくのかなと、しょっょっょっょっちちちちゅゅゅゅ

う通るごとにう通るごとにう通るごとにう通るごとに見見見見るのでするのでするのでするのですけけけけれど、バれど、バれど、バれど、バススススの出の出の出の出入入入入りりりり口口口口のようなところがのようなところがのようなところがのようなところが奈良公園奈良公園奈良公園奈良公園にあにあにあにあっっっって、道て、道て、道て、道

をををを間間間間違違違違っっっって道路て道路て道路て道路端端端端ををををずっずっずっずっとととと歩歩歩歩いていくとか、そういう観光いていくとか、そういう観光いていくとか、そういう観光いていくとか、そういう観光客客客客のののの人人人人を、を、を、を、見見見見かかかかけけけけることがありることがありることがありることがあり

ますので、できたらますので、できたらますので、できたらますので、できたら奈良公園奈良公園奈良公園奈良公園だだだだけけけけではなしに、こういうメーン事業をされるときには特にではなしに、こういうメーン事業をされるときには特にではなしに、こういうメーン事業をされるときには特にではなしに、こういうメーン事業をされるときには特に

ですですですですけけけけれどれどれどれどもももも、、、、歩歩歩歩行行行行者の者の者の者の安安安安全全全全対策に対策に対策に対策にもももも本本本本腰腰腰腰をををを入入入入れて、れて、れて、れて、集客集客集客集客をされるその観光をされるその観光をされるその観光をされるその観光客客客客のののの安安安安全全全全とかとかとかとか

をまをまをまをまずずずず根根根根本本本本的的的的にににに考え考え考え考えていただきたいなと思います。今であれていただきたいなと思います。今であれていただきたいなと思います。今であれていただきたいなと思います。今であればばばば奈良公園奈良公園奈良公園奈良公園のこののこののこののこの十字十字十字十字路の路の路の路の右右右右

側側側側、、、、天天天天理理理理向向向向きにきにきにきに入っ入っ入っ入ったたたた辺辺辺辺りにりにりにりに歩歩歩歩道があるのかと思道があるのかと思道があるのかと思道があるのかと思っっっってててて入っ入っ入っ入っていかれるていかれるていかれるていかれる方方方方が多いようで、でが多いようで、でが多いようで、でが多いようで、で

きれきれきれきればばばばそこはそこはそこはそこは早急早急早急早急にににに見見見見ていただいて対策をしてあげてほしいなと。ていただいて対策をしてあげてほしいなと。ていただいて対策をしてあげてほしいなと。ていただいて対策をしてあげてほしいなと。

それとそれとそれとそれとややややはり各観光地、特にはり各観光地、特にはり各観光地、特にはり各観光地、特に奈良も奈良も奈良も奈良もそうですそうですそうですそうですけけけけれどれどれどれどもももも、各観光地に、各観光地に、各観光地に、各観光地に来来来来られてられてられてられて休休休休憩憩憩憩するするするする場場場場

所がない。所がない。所がない。所がない。奈良公園奈良公園奈良公園奈良公園ででででもももも近鉄近鉄近鉄近鉄奈良奈良奈良奈良駅駅駅駅からからからから東東東東大大大大寺へ行寺へ行寺へ行寺へ行くくくく間間間間ににににもももも本当にお年本当にお年本当にお年本当にお年寄寄寄寄りりりりや体や体や体や体のののの不不不不自自自自由由由由
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なななな方方方方がががが歩歩歩歩いていていていていていていていても実も実も実も実際にち際にち際にち際にちょっょっょっょっとでとでとでとでもももも休休休休めるようなめるようなめるようなめるような木木木木陰陰陰陰もももも、、、、木木木木陰陰陰陰はたくさはたくさはたくさはたくさんんんんあるあるあるあるけけけけれど、れど、れど、れど、

座座座座るるるる場場場場所がない、所がない、所がない、所がない、休休休休憩憩憩憩するするするする場場場場所がない。そういうことをできましたら所がない。そういうことをできましたら所がない。そういうことをできましたら所がない。そういうことをできましたら奈良奈良奈良奈良県県県県全体全体全体全体の観光地の観光地の観光地の観光地

を一度を一度を一度を一度総総総総点検点検点検点検していただいて、特にしていただいて、特にしていただいて、特にしていただいて、特に奈良奈良奈良奈良県の県の県の県の場合場合場合場合、、、、奈良公園奈良公園奈良公園奈良公園のののの周辺周辺周辺周辺にすごい力をにすごい力をにすごい力をにすごい力を入入入入れておれておれておれてお

られるので、られるので、られるので、られるので、反反反反対にそういう対にそういう対にそういう対にそういう休休休休憩憩憩憩場場場場所を所を所を所を丁寧丁寧丁寧丁寧につくにつくにつくにつくっっっって、またて、またて、またて、また検分検分検分検分していただきたいと思していただきたいと思していただきたいと思していただきたいと思

いますので、一いますので、一いますので、一いますので、一種種種種の要の要の要の要望望望望としてお願いしたいと思います。としてお願いしたいと思います。としてお願いしたいと思います。としてお願いしたいと思います。答弁答弁答弁答弁はははは結結結結構です。構です。構です。構です。

○梶川委員長○梶川委員長○梶川委員長○梶川委員長 それではそれではそれではそれでは終わ終わ終わ終わります。ります。ります。ります。わわわわかりました。かりました。かりました。かりました。

ほかにありませほかにありませほかにありませほかにありませんんんんか。か。か。か。

○畭副委員長○畭副委員長○畭副委員長○畭副委員長 観光振興対策特別委員会は、久し観光振興対策特別委員会は、久し観光振興対策特別委員会は、久し観光振興対策特別委員会は、久しぶぶぶぶりでございますので、さりでございますので、さりでございますので、さりでございますので、さっっっっきいろいろきいろいろきいろいろきいろいろ

説明説明説明説明をををを伺伺伺伺っっっっていまして思いつくままに、ていまして思いつくままに、ていまして思いつくままに、ていまして思いつくままに、質問質問質問質問をさせていただきます。をさせていただきます。をさせていただきます。をさせていただきます。

万葉万葉万葉万葉集集集集、、、、古古古古事記と力を事記と力を事記と力を事記と力を入入入入れてれてれてれて検討検討検討検討してしてしてして取取取取りりりり組ん組ん組ん組んでおられるのですでおられるのですでおられるのですでおられるのですけけけけれどれどれどれどもももも、主に、主に、主に、主に東東東東京京京京でででで

いついついついつももももそういう会そういう会そういう会そういう会合合合合を開を開を開を開催催催催されているということで、されているということで、されているということで、されているということで、東東東東京京京京で開で開で開で開催催催催されるされるされるされる意味意味意味意味というか、というか、というか、というか、意意意意

義義義義というか、それをというか、それをというか、それをというか、それを教え教え教え教えていただきたいのと、そういていただきたいのと、そういていただきたいのと、そういていただきたいのと、そういっっっったことでたことでたことでたことで東東東東京京京京、関、関、関、関東東東東方面方面方面方面からのからのからのからの奈奈奈奈

良へ良へ良へ良へのののの集客集客集客集客をををを考え考え考え考えていらていらていらていらっっっっししししゃゃゃゃるかと思うのですが、記るかと思うのですが、記るかと思うのですが、記るかと思うのですが、記紀紀紀紀････万葉プロ万葉プロ万葉プロ万葉プロジジジジェクェクェクェクトがトがトがトが始始始始ままままっっっってててて

からからからから数数数数年た年た年た年たっっっってどれだてどれだてどれだてどれだけけけけのののの影響影響影響影響、成、成、成、成果果果果があがあがあがあっっっったのか。たのか。たのか。たのか。途途途途中中中中ですですですですけけけけれどれどれどれどもももも、そうい、そうい、そうい、そういっっっったたたた点点点点にににに

ついて一つおついて一つおついて一つおついて一つお伺伺伺伺いしたいと思います。いしたいと思います。いしたいと思います。いしたいと思います。

それと主要施策の概要の１１それと主要施策の概要の１１それと主要施策の概要の１１それと主要施策の概要の１１ペペペページでしたか、平ージでしたか、平ージでしたか、平ージでしたか、平城宮跡歴史公園拠点城宮跡歴史公園拠点城宮跡歴史公園拠点城宮跡歴史公園拠点ゾゾゾゾーンーンーンーン整備計画整備計画整備計画整備計画にににに

関する関する関する関するパブパブパブパブリックコリックコリックコリックコメントがきのうでメントがきのうでメントがきのうでメントがきのうで終わっ終わっ終わっ終わったということですが、どういたということですが、どういたということですが、どういたということですが、どういっっっったたたた声声声声があがあがあがあっっっったたたた

のか、のか、のか、のか、ももももしししし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いただきたいと思います。ていただきたいと思います。ていただきたいと思います。ていただきたいと思います。

それからこの県それからこの県それからこの県それからこの県庁庁庁庁周辺周辺周辺周辺、、、、ゲゲゲゲートートートートウエウエウエウエーということでいろいろーということでいろいろーということでいろいろーということでいろいろ取取取取りりりり組み組み組み組みをされるのですをされるのですをされるのですをされるのですけけけけ

れどれどれどれどもももも、今、議会、今、議会、今、議会、今、議会棟棟棟棟の西の西の西の西側側側側の道路ですの道路ですの道路ですの道路ですけけけけれどれどれどれどもももも、かなり、かなり、かなり、かなり夜夜夜夜はははは暗暗暗暗いです。文化会いです。文化会いです。文化会いです。文化会館館館館でででで夜夜夜夜にににに催催催催

しがあしがあしがあしがあっっっって、たくさて、たくさて、たくさて、たくさんんんんのののの方方方方がががが来来来来られるのですが、られるのですが、られるのですが、られるのですが、広広広広場場場場からからからからずっずっずっずっとととと入っ入っ入っ入っていかれるかと思うていかれるかと思うていかれるかと思うていかれるかと思う

のですが、のですが、のですが、のですが、横横横横の道の道の道の道もももも結結結結構通られるのです。県構通られるのです。県構通られるのです。県構通られるのです。県庁庁庁庁のののの中中中中にににに入入入入りましたら、りましたら、りましたら、りましたら、ブブブブルルルルーのーのーのーの明明明明かりがあかりがあかりがあかりがあ

るのですが、この道路るのですが、この道路るのですが、この道路るのですが、この道路沿沿沿沿いのいのいのいの街街街街灯灯灯灯が１が１が１が１カカカカ所しかなくて、すごく所しかなくて、すごく所しかなくて、すごく所しかなくて、すごく暗暗暗暗いのです。いのです。いのです。いのです。燈花燈花燈花燈花会のとき会のとき会のとき会のとき

ももももたくさたくさたくさたくさんんんん歩歩歩歩かれていますが、地元のかれていますが、地元のかれていますが、地元のかれていますが、地元の方方方方とか、ここを通られるとか、ここを通られるとか、ここを通られるとか、ここを通られる方方方方とか文化会とか文化会とか文化会とか文化会館へ来館へ来館へ来館へ来られたられたられたられた

方方方方とかとかとかとか結結結結構、構、構、構、暗暗暗暗いというおいというおいというおいというお声声声声があるのですがあるのですがあるのですがあるのですけけけけれどれどれどれどもももも、これはいろいろな、これはいろいろな、これはいろいろな、これはいろいろな整備整備整備整備のののの中中中中でよくはでよくはでよくはでよくは

なるのでしなるのでしなるのでしなるのでしょょょょうか。おうか。おうか。おうか。お伺伺伺伺いしたいと思います。いしたいと思います。いしたいと思います。いしたいと思います。

それからそれからそれからそれから近鉄近鉄近鉄近鉄奈良奈良奈良奈良駅駅駅駅からからからから南側南側南側南側に出られたに出られたに出られたに出られた方方方方ははははずっずっずっずっとととと東東東東向向向向いていくといていくといていくといていくと奈良公園奈良公園奈良公園奈良公園だとおだとおだとおだとおわわわわかかかか

りになるのですが、りになるのですが、りになるのですが、りになるのですが、北側北側北側北側に出られたに出られたに出られたに出られた方方方方が、が、が、が、夏夏夏夏に多に多に多に多分分分分家族家族家族家族連連連連れでれでれでれで奈良公園奈良公園奈良公園奈良公園にににに行行行行こうとされたこうとされたこうとされたこうとされた

と思うのですが、どと思うのですが、どと思うのですが、どと思うのですが、どっっっっちちちちへ行けへ行けへ行けへ行けばばばば奈良公園奈良公園奈良公園奈良公園なのかということでうろうろされていましたのなのかということでうろうろされていましたのなのかということでうろうろされていましたのなのかということでうろうろされていましたの

で、どうされましたかで、どうされましたかで、どうされましたかで、どうされましたかっっっっておておておてお聞聞聞聞きしたらきしたらきしたらきしたら奈良公園奈良公園奈良公園奈良公園にににに行行行行きたいきたいきたいきたいけけけけれどれどれどれどももももとおとおとおとおっっっっししししゃゃゃゃっっっったのでたのでたのでたので
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す。す。す。す。東東東東向向向向いて真いて真いて真いて真っっっっすすすすぐぐぐぐ行っ行っ行っ行っていただていただていただていただけけけけれれれればばばば、それが、それが、それが、それが奈良公園奈良公園奈良公園奈良公園のののの入入入入りりりり口口口口になりますので、そになりますので、そになりますので、そになりますので、そ

れかられかられかられから東側東側東側東側、、、、南側南側南側南側、、、、ずっずっずっずっとととと奈良公園奈良公園奈良公園奈良公園一一一一帯帯帯帯になりますと、になりますと、になりますと、になりますと、広広広広いのですよということでごいのですよということでごいのですよということでごいのですよということでご説明説明説明説明

申し上げたのですが、申し上げたのですが、申し上げたのですが、申し上げたのですが、何何何何かかかか意意意意外外外外とどちらのとどちらのとどちらのとどちらの方向方向方向方向がががが奈良公園奈良公園奈良公園奈良公園なのかというのがなのかというのがなのかというのがなのかというのがわわわわからないからないからないからない方方方方

がいらがいらがいらがいらっっっっししししゃゃゃゃいます。これは正います。これは正います。これは正います。これは正倉院倉院倉院倉院展のとき展のとき展のとき展のときももももそうでした。正そうでした。正そうでした。正そうでした。正倉院倉院倉院倉院展に展に展に展に来来来来られたられたられたられた方も方も方も方もうろうろうろうろ

うろされていました。どちらうろされていました。どちらうろされていました。どちらうろされていました。どちらへ行っへ行っへ行っへ行ったらたらたらたら奈良奈良奈良奈良国立国立国立国立博博博博物館物館物館物館があるのかおがあるのかおがあるのかおがあるのかおわわわわかりにならないかりにならないかりにならないかりにならない方方方方

がいらしたのです。どこがいらしたのです。どこがいらしたのです。どこがいらしたのです。どこへへへへ出て出て出て出てもももも、どこの出、どこの出、どこの出、どこの出口口口口を出てを出てを出てを出てもわもわもわもわかるように、そういかるように、そういかるように、そういかるように、そういっっっった道た道た道た道案案案案内内内内

とか、例とか、例とか、例とか、例ええええばばばば正正正正倉院倉院倉院倉院展のときは展のときは展のときは展のときは少少少少しししし案案案案内するような内するような内するような内するような方方方方がいてがいてがいてがいてももももいいのかと思いいのかと思いいのかと思いいのかと思っっっったりするのたりするのたりするのたりするの

ですですですですけけけけれどれどれどれどもももも、そうい、そうい、そうい、そういっっっったたたた点点点点についてはどうおについてはどうおについてはどうおについてはどうお考え考え考え考えなのでしなのでしなのでしなのでしょょょょうか。うか。うか。うか。

それから、きのう、それから、きのう、それから、きのう、それから、きのう、総総総総務務務務警察警察警察警察委員会の県内調査で委員会の県内調査で委員会の県内調査で委員会の県内調査で外外外外国国国国人人人人支援支援支援支援セセセセンンンンタタタターにーにーにーに行行行行かせていただかせていただかせていただかせていただ

きました。先ほどきました。先ほどきました。先ほどきました。先ほどもももも阪本国際観光課長からいろいろご阪本国際観光課長からいろいろご阪本国際観光課長からいろいろご阪本国際観光課長からいろいろご説明説明説明説明をいただきました。そういをいただきました。そういをいただきました。そういをいただきました。そういっっっったたたた

留留留留学生学生学生学生に対するに対するに対するに対する取取取取りりりり組み組み組み組みは、いは、いは、いは、いややややあ、すごいことあ、すごいことあ、すごいことあ、すごいことややややなと思なと思なと思なと思っっっっているのです。そのているのです。そのているのです。そのているのです。その方方方方がががが奈良奈良奈良奈良

にににに滞滞滞滞在在在在中中中中にににに奈良奈良奈良奈良の魅力をご自の魅力をご自の魅力をご自の魅力をご自分分分分のののの口口口口で発で発で発で発信信信信していただしていただしていただしていただけけけけれれれればばばば、すごい観光振興につながる、すごい観光振興につながる、すごい観光振興につながる、すごい観光振興につながる

と思と思と思と思っっっって今て今て今て今期期期期待待待待しています。ところが地元にいらしています。ところが地元にいらしています。ところが地元にいらしています。ところが地元にいらっっっっししししゃゃゃゃるるるる方方方方が、が、が、が、意意意意外外外外とととと奈良奈良奈良奈良の魅力をごの魅力をごの魅力をごの魅力をご存存存存

じないのです。特にじないのです。特にじないのです。特にじないのです。特に奈良市奈良市奈良市奈良市ででででもももも東東東東のほうののほうののほうののほうの人人人人はははは毎毎毎毎日のように日のように日のように日のように奈良公園奈良公園奈良公園奈良公園を、自を、自を、自を、自分分分分のののの庭庭庭庭だと思だと思だと思だと思

っっっっていますので、一日のうちどこかでていますので、一日のうちどこかでていますので、一日のうちどこかでていますので、一日のうちどこかで散散散散策するのですが、策するのですが、策するのですが、策するのですが、奈良市奈良市奈良市奈良市ででででもももも西の西の西の西の方方方方はほとはほとはほとはほとんんんんどどどど奈奈奈奈

良公園良公園良公園良公園にににに来来来来られることがられることがられることがられることが少少少少ないのではないか、ないのではないか、ないのではないか、ないのではないか、機機機機会が会が会が会が少少少少ないのではないかということをないのではないかということをないのではないかということをないのではないかということを含含含含

めて地元のめて地元のめて地元のめて地元の方方方方に、に、に、に、外外外外国国国国人人人人支援支援支援支援セセセセンンンンタタタターでーでーでーで留留留留学生学生学生学生ににににやっやっやっやっていらていらていらていらっっっっししししゃゃゃゃるようなことをるようなことをるようなことをるようなことをややややれれれればばばば、、、、

もっもっもっもっとととともっもっもっもっとととと奈良奈良奈良奈良県の魅力の発県の魅力の発県の魅力の発県の魅力の発信信信信力につながるのではないかと力につながるのではないかと力につながるのではないかと力につながるのではないかとふふふふと思と思と思と思っっっったのですたのですたのですたのですけけけけれどれどれどれどもももも、、、、

そういそういそういそういっっっったたたた点点点点についてはどのようにおについてはどのようにおについてはどのようにおについてはどのようにお考え考え考え考えなのか、おなのか、おなのか、おなのか、お伺伺伺伺いしたいと思います。いしたいと思います。いしたいと思います。いしたいと思います。

たくさたくさたくさたくさんんんん質問質問質問質問しましたしましたしましたしましたけけけけれど、れど、れど、れど、答弁答弁答弁答弁お願いします。お願いします。お願いします。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 最最最最初に、記初に、記初に、記初に、記紀紀紀紀・・・・万葉プロ万葉プロ万葉プロ万葉プロジジジジェクェクェクェクトの展開などトの展開などトの展開などトの展開なども含も含も含も含めましてめましてめましてめまして東東東東京京京京ででででシシシシンンンン

ポポポポジジジジウムウムウムウムなどをなどをなどをなどを集集集集中的中的中的中的にされているようですがと、にされているようですがと、にされているようですがと、にされているようですがと、意意意意義義義義のごのごのごのご確認確認確認確認でございます。でございます。でございます。でございます。

昨昨昨昨年年年年来来来来、、、、荒荒荒荒井井井井知知知知事事事事もももも観光にとら観光にとら観光にとら観光にとらわわわわれれれれずずずずに、例に、例に、例に、例ええええばばばば農業で農業で農業で農業でももももトトトトップップップップセセセセーーーールスルスルスルスをををを東東東東京都京都京都京都ででででやややや

っっっっていると。ていると。ていると。ていると。ややややはりはりはりはり東東東東京都京都京都京都でこういうでこういうでこういうでこういうもももものをのをのをのをややややることはることはることはることは全全全全国に国に国に国に向け向け向け向けて発て発て発て発信信信信していく、していく、していく、していく、非常非常非常非常

にににに可可可可能性能性能性能性をををを秘秘秘秘めているということでめているということでめているということでめているということで東東東東京都京都京都京都にににに集集集集中中中中してしてしてしてややややることはることはることはることは非常非常非常非常にににに意意意意義義義義があると、観があると、観があると、観があると、観

光の光の光の光の面面面面ででででももももそうであると思そうであると思そうであると思そうであると思っっっっております。本県の観光の課ております。本県の観光の課ております。本県の観光の課ております。本県の観光の課題題題題は、たくさは、たくさは、たくさは、たくさんんんんあるのですあるのですあるのですあるのですけけけけれれれれ

ど一つ、ど一つ、ど一つ、ど一つ、何何何何だと言だと言だと言だと言わわわわれますと、観光れますと、観光れますと、観光れますと、観光客客客客はたくさはたくさはたくさはたくさん来ん来ん来ん来ていただいているのですていただいているのですていただいているのですていただいているのですけけけけれど、れど、れど、れど、宿泊宿泊宿泊宿泊

につながにつながにつながにつながっっっっていないというのが大きな課ていないというのが大きな課ていないというのが大きな課ていないというのが大きな課題題題題です。一です。一です。一です。一番番番番わわわわかりかりかりかりややややすい例がすい例がすい例がすい例が東東東東大大大大寺寺寺寺のおのおのおのお水水水水取取取取りりりり

というというというという行行行行事がございまして、たくさ事がございまして、たくさ事がございまして、たくさ事がございまして、たくさんんんんのののの方方方方がががが来来来来られるのですられるのですられるのですられるのですけけけけれど、れど、れど、れど、午午午午後７後７後７後７時時時時半半半半を回りまを回りまを回りまを回りま

すとすとすとすと近鉄近鉄近鉄近鉄奈良奈良奈良奈良駅駅駅駅の特の特の特の特急券急券急券急券売売売売りりりり場場場場にににに行行行行列列列列ができているというができているというができているというができているという状況状況状況状況で、で、で、で、宿泊宿泊宿泊宿泊につながにつながにつながにつながっっっっていなていなていなていな
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い。い。い。い。宿泊宿泊宿泊宿泊という観という観という観という観点点点点でででで捉捉捉捉ままままええええますと、ますと、ますと、ますと、現現現現状状状状ははははややややはりはりはりはり東東東東京京京京、それから、それから、それから、それから首都圏首都圏首都圏首都圏がががが過過過過半数半数半数半数をををを占占占占めめめめ

るるるる状況状況状況状況でございますので、ここでいろいろなでございますので、ここでいろいろなでございますので、ここでいろいろなでございますので、ここでいろいろなプロプロプロプロモモモモーーーーシシシショョョョンをすることはンをすることはンをすることはンをすることは非常非常非常非常にににに意意意意義義義義があがあがあがあ

りますし、これらのりますし、これらのりますし、これらのりますし、これらの奈良奈良奈良奈良観光観光観光観光予備予備予備予備軍軍軍軍に対してに対してに対してに対してシシシシンンンンポポポポジジジジウムウムウムウムなどでなどでなどでなどで喚起喚起喚起喚起することがすることがすることがすることが非常非常非常非常にににに重重重重

層層層層的的的的なななな意味意味意味意味をををを持持持持っっっってくるかと思います。てくるかと思います。てくるかと思います。てくるかと思います。

そういうそういうそういうそういう中中中中で記で記で記で記紀紀紀紀・・・・万葉プロ万葉プロ万葉プロ万葉プロジジジジェクェクェクェクトのトのトのトの取取取取りりりり組み組み組み組みは、今後８年、は、今後８年、は、今後８年、は、今後８年、足足足足かかかかけ９け９け９け９年年年年やっやっやっやってまいてまいてまいてまい

りますのは、りますのは、りますのは、りますのは、奈良奈良奈良奈良の魅力はの魅力はの魅力はの魅力はややややはりはりはりはり歴史歴史歴史歴史、文化であると、国際、文化であると、国際、文化であると、国際、文化であると、国際性性性性をををを持持持持っっっっている、あるいはている、あるいはている、あるいはている、あるいは仏仏仏仏

教教教教をををを受容受容受容受容した地であるということです。それが、なおかつ、した地であるということです。それが、なおかつ、した地であるということです。それが、なおかつ、した地であるということです。それが、なおかつ、ずっずっずっずっとととと途切途切途切途切れることなくれることなくれることなくれることなく続続続続いいいい

ているというのはているというのはているというのはているというのは奈良奈良奈良奈良県でないと発県でないと発県でないと発県でないと発揮揮揮揮できない魅力であると。これを観光のできない魅力であると。これを観光のできない魅力であると。これを観光のできない魅力であると。これを観光の面面面面で成で成で成で成果果果果はどはどはどはど

うですかとおうですかとおうですかとおうですかとお聞聞聞聞きいただきますと、きいただきますと、きいただきますと、きいただきますと、ややややはりこういうはりこういうはりこういうはりこういう歴史歴史歴史歴史、文化については、文化については、文化については、文化については少少少少しじしじしじしじっっっっくりとくりとくりとくりと

取取取取りりりり組ん組ん組ん組んでいかないと、観光のでいかないと、観光のでいかないと、観光のでいかないと、観光の面面面面ではこれですという成ではこれですという成ではこれですという成ではこれですという成果果果果がなかなかがなかなかがなかなかがなかなか見え見え見え見えにくい。しかし、にくい。しかし、にくい。しかし、にくい。しかし、

これをこれをこれをこれを外外外外すすすすわけわけわけわけにはいかないという思いでにはいかないという思いでにはいかないという思いでにはいかないという思いで少少少少しししし丁寧丁寧丁寧丁寧なななな取取取取りりりり組み組み組み組み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おておておてお

ります。これが１ります。これが１ります。これが１ります。これが１点目点目点目点目でございます。でございます。でございます。でございます。

それから２それから２それから２それから２点目点目点目点目は、は、は、は、最最最最後にご後にご後にご後にご質問質問質問質問のございましたのございましたのございましたのございました外外外外国国国国人人人人支援支援支援支援セセセセンンンンタタタターでーでーでーで留留留留学生学生学生学生のののの取取取取りりりり組組組組

みみみみをををを強強強強めています。めています。めています。めています。ややややはりはりはりはり最強最強最強最強のののの広広広広報報報報手手手手段段段段はははは口口口口ココココミミミミであるという思いで、であるという思いで、であるという思いで、であるという思いで、留留留留学生学生学生学生のののの実実実実態態態態をををを

いろいろとご本いろいろとご本いろいろとご本いろいろとご本人人人人たちにたちにたちにたちに聞聞聞聞きますと、きますと、きますと、きますと、ふふふふだだだだんんんんはははは学学学学校校校校とととと往往往往復復復復しているだしているだしているだしているだけけけけだと。だと。だと。だと。休休休休みみみみがあるがあるがあるがある

と、と、と、と、現実的現実的現実的現実的にはにはにはにはアルアルアルアルババババイイイイトなどで忙しくされて２年いたりトなどで忙しくされて２年いたりトなどで忙しくされて２年いたりトなどで忙しくされて２年いたり４４４４年いたり１年いたりとそれぞ年いたり１年いたりとそれぞ年いたり１年いたりとそれぞ年いたり１年いたりとそれぞ

れですれですれですれですけけけけれど、れど、れど、れど、実実実実際のところ際のところ際のところ際のところ奈良奈良奈良奈良県に県に県に県に住住住住んんんんでいるだでいるだでいるだでいるだけけけけでででで奈良奈良奈良奈良のことをのことをのことをのことを全全全全然然然然知知知知ららららずずずずにににに帰帰帰帰られられられられ

るということをおるということをおるということをおるということをお聞聞聞聞きしましたので、きしましたので、きしましたので、きしましたので、何何何何かお手かお手かお手かお手伝伝伝伝いできないかなということでこういういできないかなということでこういういできないかなということでこういういできないかなということでこういう取取取取

りりりり組み組み組み組みをしております。をしております。をしております。をしております。翻翻翻翻っっっって、では、国内、それこそ地元にて、では、国内、それこそ地元にて、では、国内、それこそ地元にて、では、国内、それこそ地元に住住住住んんんんでいるでいるでいるでいる人人人人はどうかといはどうかといはどうかといはどうかとい

うおうおうおうお尋尋尋尋ねねねねでございますが、まさしくでございますが、まさしくでございますが、まさしくでございますが、まさしく余余余余りにりにりにりにもももも近近近近くにありくにありくにありくにあり過ぎ過ぎ過ぎ過ぎてててて疎疎疎疎くなくなくなくなっっっっているということているということているということているということ

と、記と、記と、記と、記紀紀紀紀・・・・万葉プロ万葉プロ万葉プロ万葉プロジジジジェクェクェクェクトの８年のトの８年のトの８年のトの８年の取取取取りりりり組み組み組み組みににににもももも代代代代表表表表されますようにされますようにされますようにされますように少少少少しししし腰腰腰腰をををを据据据据ええええてててて取取取取

りりりり組組組組まないと、まないと、まないと、まないと、勉勉勉勉強強強強しないと、なかなかしないと、なかなかしないと、なかなかしないと、なかなか奈良奈良奈良奈良の魅力は、あの魅力は、あの魅力は、あの魅力は、あっっっっ、そ、そ、そ、そんんんんなところになところになところになところに我我我我 々々々々住住住住んんんんでででで

いるのかという魅力がなかなかいるのかという魅力がなかなかいるのかという魅力がなかなかいるのかという魅力がなかなか勉勉勉勉強強強強できないできないできないできないもももものですから、こういう記のですから、こういう記のですから、こういう記のですから、こういう記紀紀紀紀・・・・万葉プロ万葉プロ万葉プロ万葉プロジジジジェェェェ

ククククトのトのトのトの取取取取りりりり組み組み組み組みを通じましたり、あるいはそうを通じましたり、あるいはそうを通じましたり、あるいはそうを通じましたり、あるいはそうやっやっやっやってててて奈良奈良奈良奈良にににに住住住住みみみみながら大阪に通ながら大阪に通ながら大阪に通ながら大阪に通っっっっていたていたていたていた

人人人人がががが団団団団塊塊塊塊のののの世世世世代を代を代を代を中心中心中心中心に大阪に大阪に大阪に大阪へへへへの通の通の通の通勤勤勤勤定定定定期期期期がなくながなくながなくながなくなっっっって、それこそて、それこそて、それこそて、それこそ奈良奈良奈良奈良の西にの西にの西にの西に住住住住んんんんでいるでいるでいるでいる

人も人も人も人も大阪大阪大阪大阪へへへへ通通通通わずわずわずわずにににに奈良奈良奈良奈良にににに向向向向いていただく、いいいていただく、いいいていただく、いいいていただく、いい転転転転換換換換期期期期かなと思いますので、そういうかなと思いますので、そういうかなと思いますので、そういうかなと思いますので、そういう取取取取

りりりり組み組み組み組みは、は、は、は、具具具具体的体的体的体的にはこれからでございますにはこれからでございますにはこれからでございますにはこれからでございますけけけけれど、れど、れど、れど、少少少少しししし勉勉勉勉強強強強させていただいてさせていただいてさせていただいてさせていただいて取取取取りりりり組ん組ん組ん組ん

でいきたいと思でいきたいと思でいきたいと思でいきたいと思っっっっております。以上でございます。ております。以上でございます。ております。以上でございます。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 先ほど平先ほど平先ほど平先ほど平城宮跡歴史公園拠点城宮跡歴史公園拠点城宮跡歴史公園拠点城宮跡歴史公園拠点ゾゾゾゾーンーンーンーン整備計画整備計画整備計画整備計画に関するに関するに関するに関するパブパブパブパブ

リックコリックコリックコリックコメントのメントのメントのメントの現現現現状状状状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聞聞聞聞きいただいたところでございます。きいただいたところでございます。きいただいたところでございます。きいただいたところでございます。
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昨昨昨昨日までが日までが日までが日までが期間期間期間期間で、当日で、当日で、当日で、当日消印消印消印消印有効有効有効有効になになになになっっっっておりますので、ておりますので、ておりますので、ておりますので、最終報告最終報告最終報告最終報告はまだはまだはまだはまだ少少少少しししし時間時間時間時間がかがかがかがか

かると思いますかると思いますかると思いますかると思いますけけけけれどれどれどれどもももも、先、先、先、先週末週末週末週末程程程程度で一度で一度で一度で一旦旦旦旦、、、、中間中間中間中間集集集集計計計計を出しているところをごを出しているところをごを出しているところをごを出しているところをご報告報告報告報告をさをさをさをさ

せていただきますと、せていただきますと、せていただきますと、せていただきますと、意見意見意見意見総数総数総数総数としては、先としては、先としては、先としては、先週末週末週末週末で５８で５８で５８で５８件件件件程程程程度のご度のご度のご度のご意見意見意見意見がございました。がございました。がございました。がございました。

意見意見意見意見定定定定数数数数のののの属属属属性性性性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４４４４分分分分のののの３３３３ぐぐぐぐらいがらいがらいがらいが男男男男性性性性でででで４４４４分分分分の１の１の１の１ぐぐぐぐらいがらいがらいがらいが女女女女性性性性、年、年、年、年齢齢齢齢的的的的

には一には一には一には一番番番番多いのは多いのは多いのは多いのはややややはりはりはりはり３３３３０代、０代、０代、０代、４４４４０代、それから０代、それから０代、それから０代、それから飛飛飛飛びまして７０代のびまして７０代のびまして７０代のびまして７０代の方方方方のごのごのごのご意見意見意見意見が多かが多かが多かが多か

っっっったということでございます。たということでございます。たということでございます。たということでございます。居住居住居住居住地地地地的的的的に申し上げますと、に申し上げますと、に申し上げますと、に申し上げますと、奈良市奈良市奈良市奈良市内の内の内の内の方方方方がおおがおおがおおがおおむねむねむねむね半数半数半数半数、、、、

それから県内それから県内それから県内それから県内全体全体全体全体でででで見見見見ますとますとますとますと４４４４分分分分のののの３３３３程程程程度の度の度の度の方方方方がごがごがごがご提提提提出いただいているということで、出いただいているということで、出いただいているということで、出いただいているということで、中中中中

身身身身につきましては今回、国のにつきましては今回、国のにつきましては今回、国のにつきましては今回、国の整備整備整備整備と一と一と一と一緒緒緒緒ににににややややらせていただきましたので、らせていただきましたので、らせていただきましたので、らせていただきましたので、種種種種々散々散々散々散ららららばばばばっっっってててて

おりますおりますおりますおりますけけけけれどれどれどれどもももも、一、一、一、一般般般般的的的的なななな意味意味意味意味でのでのでのでの景景景景観のお観のお観のお観のお話話話話でありますとか、それから私どでありますとか、それから私どでありますとか、それから私どでありますとか、それから私どもももものほうのほうのほうのほう

で出しておりますで出しておりますで出しておりますで出しております計画計画計画計画でいきますと、でいきますと、でいきますと、でいきますと、駐車場整備駐車場整備駐車場整備駐車場整備についてについてについてについて若若若若干干干干ごごごご意見意見意見意見があがあがあがあっっっったと今までたと今までたと今までたと今まで見見見見

させていただいたさせていただいたさせていただいたさせていただいた中中中中ではございます。以上でございます。ではございます。以上でございます。ではございます。以上でございます。ではございます。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 近鉄近鉄近鉄近鉄奈良奈良奈良奈良駅駅駅駅から県から県から県から県庁庁庁庁、それと県文化会、それと県文化会、それと県文化会、それと県文化会館館館館までのまでのまでのまでの間間間間のののの北側北側北側北側のののの歩歩歩歩道が道が道が道が暗暗暗暗

いというごいというごいというごいというご指指指指摘摘摘摘、それと、それと、それと、それと駅駅駅駅からからからから案案案案内内内内サイサイサイサインがンがンがンがわわわわかりづらいというごかりづらいというごかりづらいというごかりづらいというご質問質問質問質問でございました。でございました。でございました。でございました。

我我我我 々々々々といたしましては、今のといたしましては、今のといたしましては、今のといたしましては、今の新規新規新規新規事業の事業の事業の事業の中中中中で特にで特にで特にで特に最最最最初の初の初の初の暗暗暗暗いというごいというごいというごいというご指指指指摘摘摘摘のののの箇箇箇箇所、そこ所、そこ所、そこ所、そこ

も含も含も含も含めまして県めまして県めまして県めまして県庁庁庁庁周辺周辺周辺周辺歩歩歩歩行行行行空空空空間間間間環境環境環境環境整備整備整備整備事業ということで、事業ということで、事業ということで、事業ということで、近鉄近鉄近鉄近鉄奈良奈良奈良奈良駅駅駅駅から県文化会から県文化会から県文化会から県文化会館館館館、、、、

県立美県立美県立美県立美術館術館術館術館、、、、奈良公園奈良公園奈良公園奈良公園にかにかにかにかけけけけてのてのてのての歩歩歩歩行行行行者者者者動動動動線線線線、これを、これを、これを、これを検討検討検討検討していきたいと思していきたいと思していきたいと思していきたいと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

ので、そういので、そういので、そういので、そういっっっったたたた暗暗暗暗さ、照さ、照さ、照さ、照明明明明ですですですですねねねね、そうい、そうい、そうい、そういっっっった観た観た観た観点も点も点も点も踏踏踏踏ままままええええてててて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。

それと２それと２それと２それと２点目点目点目点目のののの案案案案内内内内サイサイサイサインがンがンがンがわわわわかりづらいということで、特に県かりづらいということで、特に県かりづらいということで、特に県かりづらいということで、特に県庁庁庁庁周辺周辺周辺周辺、この、この、この、この周辺周辺周辺周辺につにつにつにつ

きましてはきましてはきましてはきましては実実実実際にいろいろ際にいろいろ際にいろいろ際にいろいろ乱乱乱乱立しているような立しているような立しているような立しているような状況状況状況状況ででででももももございますので、そういございますので、そういございますので、そういございますので、そういっっっったことたことたことたこと

をををを踏踏踏踏ままままええええまして県まして県まして県まして県庁庁庁庁周辺案周辺案周辺案周辺案内内内内サイサイサイサインンンン統統統統一化事業、あくまで一化事業、あくまで一化事業、あくまで一化事業、あくまでもももも県県県県庁庁庁庁周辺周辺周辺周辺でございますでございますでございますでございますけけけけれどれどれどれど

もももも、、、、現現現現在在在在のののの案案案案内内内内サイサイサイサインをンをンをンを集集集集約約約約、、、、統統統統一化しまして、一化しまして、一化しまして、一化しまして、わわわわかりかりかりかりややややすいすいすいすいサイサイサイサインにしていきたいとンにしていきたいとンにしていきたいとンにしていきたいと考考考考

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

○畭副委員長○畭副委員長○畭副委員長○畭副委員長 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。

記記記記紀紀紀紀・・・・万葉プロ万葉プロ万葉プロ万葉プロジジジジェクェクェクェクト、これはト、これはト、これはト、これはももももうううう奈良奈良奈良奈良県としての大きな県としての大きな県としての大きな県としての大きな柱柱柱柱でございます。私自でございます。私自でございます。私自でございます。私自身身身身もももも

まだまだまだまだまだまだまだまだ乗乗乗乗りりりり切切切切れてない、出おくれているれてない、出おくれているれてない、出おくれているれてない、出おくれている状状状状態態態態でございますので、でございますので、でございますので、でございますので、奈良奈良奈良奈良のののの歴史歴史歴史歴史、文化を、、文化を、、文化を、、文化を、

こういうこういうこういうこういう機機機機会にし会にし会にし会にしっっっっかりとかりとかりとかりと学学学学びたいという思いはいびたいという思いはいびたいという思いはいびたいという思いはいっっっっぱぱぱぱいあるのですいあるのですいあるのですいあるのですけけけけれど、なかなか忙れど、なかなか忙れど、なかなか忙れど、なかなか忙

しくてどこから手つしくてどこから手つしくてどこから手つしくてどこから手つけけけけていいのかていいのかていいのかていいのか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方方方方が多いのではないかと思います。が多いのではないかと思います。が多いのではないかと思います。が多いのではないかと思います。世世世世

界遺界遺界遺界遺産産産産も３も３も３も３つつつつももももある県でございますので、しある県でございますので、しある県でございますので、しある県でございますので、しっっっっかりと自かりと自かりと自かりと自分分分分の地域をの地域をの地域をの地域を知知知知るという、そこにいるという、そこにいるという、そこにいるという、そこにい

る、そこにる、そこにる、そこにる、そこに住住住住んんんんでいるという喜びをでいるという喜びをでいるという喜びをでいるという喜びを感感感感じながら、それがじながら、それがじながら、それがじながら、それがややややはり発はり発はり発はり発信信信信力とな力とな力とな力となっっっっていくのではていくのではていくのではていくのでは
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ないかと思ないかと思ないかと思ないかと思っっっっていますので、そういうていますので、そういうていますので、そういうていますので、そういう機機機機会を会を会を会を早早早早くくくく見見見見つつつつけけけけて私自て私自て私自て私自身身身身もももも乗乗乗乗っっっっかかかかっっっっていきたいとていきたいとていきたいとていきたいと

思思思思っっっっております。県としてております。県としてております。県としてております。県としてももももまたまたまたまた広広広広域にそうい域にそうい域にそうい域にそういっっっったことをたことをたことをたことを広広広広げていただくようにお願いをげていただくようにお願いをげていただくようにお願いをげていただくようにお願いを

しておきたいと思います。以上でございます。しておきたいと思います。以上でございます。しておきたいと思います。以上でございます。しておきたいと思います。以上でございます。

○梶川委員長○梶川委員長○梶川委員長○梶川委員長 ほかありませほかありませほかありませほかありませんんんんか。か。か。か。

○大坪委員○大坪委員○大坪委員○大坪委員 奈良奈良奈良奈良維維維維新新新新の会の大坪でございます。１の会の大坪でございます。１の会の大坪でございます。１の会の大坪でございます。１点点点点だだだだけけけけ、今、今、今、今質問質問質問質問をおをおをおをお聞聞聞聞きしていてきしていてきしていてきしていて聞聞聞聞かかかか

せていただきたいと思せていただきたいと思せていただきたいと思せていただきたいと思っっっったことがありましたので、おたことがありましたので、おたことがありましたので、おたことがありましたので、お伺伺伺伺いします。いします。いします。いします。

観光局長にお観光局長にお観光局長にお観光局長にお伺伺伺伺いをしたいのですいをしたいのですいをしたいのですいをしたいのですけけけけれどれどれどれどもももも、今、、今、、今、、今、宿泊宿泊宿泊宿泊のののの増増増増加加加加をををを目目目目指指指指していかれるというしていかれるというしていかれるというしていかれるという

ところで、例としておところで、例としておところで、例としておところで、例としてお水水水水取取取取りがりがりがりが終わっ終わっ終わっ終わった後のた後のた後のた後の午午午午後７後７後７後７時時時時半半半半ごろの特ごろの特ごろの特ごろの特急券急券急券急券売売売売りりりり場場場場にににに人人人人がががが殺到殺到殺到殺到すすすす

るということで、いろいろるということで、いろいろるということで、いろいろるということで、いろいろ考え考え考え考えててててプロプロプロプロモモモモーーーーシシシショョョョンをしていきたいとおンをしていきたいとおンをしていきたいとおンをしていきたいとおっっっっししししゃゃゃゃっっっったのですが、たのですが、たのですが、たのですが、

その内その内その内その内容容容容としてどういとしてどういとしてどういとしてどういっっっったことをたことをたことをたことを考え考え考え考えて、それがまたて、それがまたて、それがまたて、それがまた改改改改善善善善されるようにしていかれようとされるようにしていかれようとされるようにしていかれようとされるようにしていかれようと

思思思思っっっっているのか、おているのか、おているのか、おているのか、お伺伺伺伺いしたいと思います。いしたいと思います。いしたいと思います。いしたいと思います。

○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 観光の課観光の課観光の課観光の課題題題題はたくさはたくさはたくさはたくさんんんんございまして、ございまして、ございまして、ございまして、ウルウルウルウルトトトトララララＣＣＣＣがなかなかがなかなかがなかなかがなかなか見見見見つからつからつからつから

ないのがないのがないのがないのが現現現現状状状状でございまして、こういうでございまして、こういうでございまして、こういうでございまして、こういう場場場場をおかりしていろいろなをおかりしていろいろなをおかりしていろいろなをおかりしていろいろな方方方方 々々々々からおからおからおからお話話話話をおをおをおをお聞聞聞聞かかかか

せいただくのがせいただくのがせいただくのがせいただくのが仕仕仕仕事だと思事だと思事だと思事だと思っっっってます。てます。てます。てます。宿泊宿泊宿泊宿泊につながるためのにつながるためのにつながるためのにつながるための時間的時間的時間的時間的なななな流流流流れでいいますと、れでいいますと、れでいいますと、れでいいますと、

ややややはりはりはりはり夜夜夜夜の魅力を創出していかないといの魅力を創出していかないといの魅力を創出していかないといの魅力を創出していかないといけけけけないというのと、ないというのと、ないというのと、ないというのと、朝朝朝朝という部という部という部という部分分分分がございます。がございます。がございます。がございます。

そういうそういうそういうそういう意味意味意味意味ではそではそではそではそんんんんなになになになに単純単純単純単純ななななもももものではないのですのではないのですのではないのですのではないのですけけけけれど、れど、れど、れど、時間時間時間時間という観という観という観という観点点点点でででで捉捉捉捉ええええますますますます

と、と、と、と、ややややはりはりはりはり夜夜夜夜になるになるになるになるべべべべくくくく遅遅遅遅くまでくまでくまでくまで滞滞滞滞在在在在していただくためのしていただくためのしていただくためのしていただくための工工工工夫が夫が夫が夫が必必必必要であると。要であると。要であると。要であると。ももももう一つう一つう一つう一つ

は、では、は、では、は、では、は、では、朝朝朝朝のののの取取取取りりりり組み組み組み組みはどうかというところにはどうかというところにはどうかというところにはどうかというところに集集集集約約約約されると思います。されると思います。されると思います。されると思います。

夜夜夜夜については、おについては、おについては、おについては、お水水水水取取取取りにりにりにりに来来来来られて、そのままられて、そのままられて、そのままられて、そのまま帰帰帰帰られるにはられるにはられるにはられるには何何何何かかかか食食食食事の事の事の事の工工工工夫をしないと夫をしないと夫をしないと夫をしないと

いいいいけけけけないのとないのとないのとないのと違違違違うのかとか、そういうことをうのかとか、そういうことをうのかとか、そういうことをうのかとか、そういうことを考え考え考え考えていかないといていかないといていかないといていかないといけけけけないというところと、ないというところと、ないというところと、ないというところと、

それからそれからそれからそれから朝朝朝朝については、については、については、については、最最最最近近近近、私、私、私、私も知も知も知も知りましてまたりましてまたりましてまたりましてまた来来来来週週週週体体体体験験験験しようと思しようと思しようと思しようと思っっっっているのですているのですているのですているのですけけけけ

れど、例れど、例れど、例れど、例ええええば春ば春ば春ば春日大日大日大日大社社社社がががが毎朝毎朝毎朝毎朝６６６６時時時時半半半半から一のから一のから一のから一の鳥鳥鳥鳥居居居居のところにのところにのところにのところに集集集集ままままっっっってててて参参参参拝拝拝拝にににに行行行行くというよくというよくというよくというよ

うなことを、ことしのたしか１月うなことを、ことしのたしか１月うなことを、ことしのたしか１月うなことを、ことしのたしか１月ぐぐぐぐらいかららいかららいかららいから始始始始めておられて、それが梅めておられて、それが梅めておられて、それが梅めておられて、それが梅雨雨雨雨のののの時期時期時期時期ななななんんんんかにかにかにかに

だれるかというだれるかというだれるかというだれるかという心心心心配配配配ももももされていたのですされていたのですされていたのですされていたのですけけけけれど、れど、れど、れど、必ず必ず必ず必ず相相相相当当当当数数数数のののの人人人人がががが集集集集ままままっっっってこられる。てこられる。てこられる。てこられる。

我我我我 々々々々ででででももももいろいろないろいろないろいろないろいろな組み合わ組み合わ組み合わ組み合わせで観光にせで観光にせで観光にせで観光に行行行行くのですくのですくのですくのですけけけけれど、おれど、おれど、おれど、お寺へ参っ寺へ参っ寺へ参っ寺へ参ったりたりたりたり神神神神社へ参っ社へ参っ社へ参っ社へ参ったたたた

りと、それりと、それりと、それりと、そればばばばかりがかりがかりがかりが続続続続くとあれなくとあれなくとあれなくとあれなんんんんですですですですけけけけれど、そういうことをしますと、れど、そういうことをしますと、れど、そういうことをしますと、れど、そういうことをしますと、心心心心がががが何何何何かこうかこうかこうかこう

すすすすっっっっとするといいますか、おとするといいますか、おとするといいますか、おとするといいますか、お参参参参りしてよかりしてよかりしてよかりしてよかっっっったなと思うたなと思うたなと思うたなと思うわけわけわけわけです。です。です。です。奈良奈良奈良奈良はこういうところはこういうところはこういうところはこういうところ

を発を発を発を発揮揮揮揮していかないと、ネしていかないと、ネしていかないと、ネしていかないと、ネオオオオンンンンぎぎぎぎららららぎぎぎぎらをらをらをらを突突突突然然然然できるできるできるできるわけわけわけわけででででももももございませございませございませございませんんんんので、こういので、こういので、こういので、こうい

うううう組み合わ組み合わ組み合わ組み合わせをせをせをせをプロプロプロプロモモモモーーーーシシシショョョョンしたり、あるいはンしたり、あるいはンしたり、あるいはンしたり、あるいは口口口口ココココミミミミでででで伝伝伝伝ええええることによることによることによることによっっっって、それだて、それだて、それだて、それだっっっっ

たら次の日にどこそこたら次の日にどこそこたら次の日にどこそこたら次の日にどこそこ行っ行っ行っ行ってててて朝朝朝朝おおおお参参参参りしてりしてりしてりして帰帰帰帰ろうか、それだろうか、それだろうか、それだろうか、それだっっっったらたらたらたら泊泊泊泊まろうかというようまろうかというようまろうかというようまろうかというよう
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な、な、な、な、具具具具体的体的体的体的などこそこになどこそこになどこそこになどこそこに何何何何時時時時にににに集集集集まると、こういうまると、こういうまると、こういうまると、こういう体体体体験験験験ができるというができるというができるというができるというもももものをできれのをできれのをできれのをできればばばば複複複複

数数数数、、、、提案提案提案提案することによすることによすることによすることによっっっってててて宿泊宿泊宿泊宿泊につなげていくというにつなげていくというにつなげていくというにつなげていくという具具具具体的体的体的体的なななな取取取取りりりり組み組み組み組みをををを強強強強化していきた化していきた化していきた化していきた

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

○大坪委員○大坪委員○大坪委員○大坪委員 どうどうどうどうもももも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。

今、例今、例今、例今、例ええええばばばば、夕、夕、夕、夕食食食食、これ本当に大事な、、これ本当に大事な、、これ本当に大事な、、これ本当に大事な、食食食食べべべべれれれればばばば宿泊宿泊宿泊宿泊のののの余余余余地は地は地は地はふふふふええええる、これはる、これはる、これはる、これは確確確確かだとかだとかだとかだと

思います。ただ、お思います。ただ、お思います。ただ、お思います。ただ、お水水水水取取取取りのことに関しましては、りのことに関しましては、りのことに関しましては、りのことに関しましては、午午午午後７後７後７後７時時時時半半半半にににに帰帰帰帰るるるる人人人人がががが殺到殺到殺到殺到するというするというするというするという

のはおのはおのはおのはお松松松松明明明明をををを見見見見て火のて火のて火のて火の派派派派手な部手な部手な部手な部分分分分ををををばばばばっっっっとととと見見見見て、ああ、て、ああ、て、ああ、て、ああ、終わっ終わっ終わっ終わったと思たと思たと思たと思っっっって大阪のほうて大阪のほうて大阪のほうて大阪のほうへへへへ帰帰帰帰

っっっっていかれるということだと思うのですていかれるということだと思うのですていかれるということだと思うのですていかれるということだと思うのですけけけけれどれどれどれどもももも、お、お、お、お水水水水取取取取りの本当の部りの本当の部りの本当の部りの本当の部分分分分というのはというのはというのはというのはややややはははは

りその後のりその後のりその後のりその後のずっずっずっずっとととと行法行法行法行法が長くあが長くあが長くあが長くあっっっって、そこにまたて、そこにまたて、そこにまたて、そこにまた奈良奈良奈良奈良の魅力があの魅力があの魅力があの魅力があっっっってててて奈良奈良奈良奈良ののののリリリリピピピピーーーータタタターのーのーのーの

方方方方というのはおというのはおというのはおというのはお水水水水取取取取りのおりのおりのおりのお松松松松明明明明以以以以外外外外のいろいろなのいろいろなのいろいろなのいろいろな有有有有名名名名人人人人のののの方方方方のののの過過過過去去去去帳帳帳帳をををを読読読読まれたりとか、まれたりとか、まれたりとか、まれたりとか、

ああいああいああいああいっっっった部た部た部た部分分分分などなどなどなども楽も楽も楽も楽ししししみみみみにににに毎毎毎毎年年年年来来来来ておられるということです。ておられるということです。ておられるということです。ておられるということです。最最最最近近近近、どうか、どうか、どうか、どうか知知知知りませりませりませりませ

んんんんが、以が、以が、以が、以前前前前知っ知っ知っ知っているときには、あのているときには、あのているときには、あのているときには、あの時期時期時期時期はははは奈良ホ奈良ホ奈良ホ奈良ホテテテテルルルルででででもももも満満満満室で部室で部室で部室で部屋屋屋屋がとれないというがとれないというがとれないというがとれないという

ふふふふうなのがうなのがうなのがうなのが毎毎毎毎年年年年続続続続いて、今いて、今いて、今いて、今景景景景気気気気がががが悪悪悪悪いのでいのでいのでいので実実実実際、私際、私際、私際、私ももももどういうどういうどういうどういうふふふふうになうになうになうになっっっっているかているかているかているか把握把握把握把握はははは

してないのですが、してないのですが、してないのですが、してないのですが、結結結結構そういう構そういう構そういう構そういうリリリリピピピピーーーータタタターのーのーのーの方も方も方も方もおられる。ですから、そういうおおられる。ですから、そういうおおられる。ですから、そういうおおられる。ですから、そういうお水水水水取取取取

りはあのおりはあのおりはあのおりはあのお松松松松明明明明だだだだけけけけではないではないではないではないんんんんだという部だという部だという部だという部分ももっ分ももっ分ももっ分ももっととととアアアアピピピピーーーールもルもルもルもしていただきたいし、そしていただきたいし、そしていただきたいし、そしていただきたいし、そ

してまた、してまた、してまた、してまた、早早早早朝朝朝朝の、の、の、の、春春春春日大日大日大日大社社社社のおのおのおのお参参参参りというのは私りというのは私りというのは私りというのは私も存も存も存も存じ上げております。じ上げております。じ上げております。じ上げております。

あとまた、あとまた、あとまた、あとまた、鹿寄鹿寄鹿寄鹿寄せですせですせですせですねねねね、、、、飛飛飛飛火火火火野野野野でのでのでのでの鹿寄鹿寄鹿寄鹿寄せせせせもももも今、今、今、今、早早早早朝鹿寄朝鹿寄朝鹿寄朝鹿寄せというようなことを言せというようなことを言せというようなことを言せというようなことを言っっっっ

ていまして、ていまして、ていまして、ていまして、早早早早朝朝朝朝といといといといっっっっててててもももも午前午前午前午前９時９時９時９時か１０か１０か１０か１０時時時時ぐぐぐぐらいにらいにらいにらいにやっやっやっやっておられるので、私はておられるので、私はておられるので、私はておられるので、私は早早早早朝朝朝朝とととと

は思は思は思は思わわわわないのですが、本当でしたらないのですが、本当でしたらないのですが、本当でしたらないのですが、本当でしたらもっもっもっもっとととと早早早早朝朝朝朝、とにかく、とにかく、とにかく、とにかく泊泊泊泊まらないとまらないとまらないとまらないと見見見見られないというられないというられないというられないという

形形形形をとをとをとをとっっっっててててももももららららっっっって、そういて、そういて、そういて、そういっっっったたたたももももののののももももまた魅力にしていただいたらと思うのです。また魅力にしていただいたらと思うのです。また魅力にしていただいたらと思うのです。また魅力にしていただいたらと思うのです。

ででででもももも、今、本当に観光局長からいろいろな、今、本当に観光局長からいろいろな、今、本当に観光局長からいろいろな、今、本当に観光局長からいろいろな具具具具体的体的体的体的な例をな例をな例をな例を挙挙挙挙げていただきましたので、よげていただきましたので、よげていただきましたので、よげていただきましたので、よ

りよいりよいりよいりよい形形形形でこのでこのでこのでこの奈良奈良奈良奈良のののの夜夜夜夜とととと朝朝朝朝ををををアアアアピピピピーーーールルルルして、より多くのして、より多くのして、より多くのして、より多くの方方方方にににに泊泊泊泊ままままっっっっていただていただていただていただけけけけるようにるようにるようにるように

ご努力をいただご努力をいただご努力をいただご努力をいただけけけけましたら、大ましたら、大ましたら、大ましたら、大変変変変ありがたいと思います。どうかよろしくお願い申し上げありがたいと思います。どうかよろしくお願い申し上げありがたいと思います。どうかよろしくお願い申し上げありがたいと思います。どうかよろしくお願い申し上げ

ます。ます。ます。ます。終わ終わ終わ終わります。ります。ります。ります。

○梶川委員長○梶川委員長○梶川委員長○梶川委員長 ほかになほかになほかになほかになけけけけれれれればばばば、これで、これで、これで、これで質疑質疑質疑質疑をををを終わ終わ終わ終わります。ります。ります。ります。

それでは、これをそれでは、これをそれでは、これをそれでは、これをももももちまして、本日の委員会をちまして、本日の委員会をちまして、本日の委員会をちまして、本日の委員会を終わ終わ終わ終わります。ごります。ごります。ごります。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。


