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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９月１１日（水） １０：０３～１１：２２平成２５年９月１１日（水） １０：０３～１１：２２平成２５年９月１１日（水） １０：０３～１１：２２平成２５年９月１１日（水） １０：０３～１１：２２

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 ８名８名８名８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

岩田 国夫 委員岩田 国夫 委員岩田 国夫 委員岩田 国夫 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 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）９月定例県議会提出予定議案について（１）９月定例県議会提出予定議案について（１）９月定例県議会提出予定議案について（１）９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＞

○梶川委員長○梶川委員長○梶川委員長○梶川委員長 それでは、ただいまの説明、報告、またその他の件も含めて質疑があればそれでは、ただいまの説明、報告、またその他の件も含めて質疑があればそれでは、ただいまの説明、報告、またその他の件も含めて質疑があればそれでは、ただいまの説明、報告、またその他の件も含めて質疑があれば

ご発言をお願いします。ご発言をお願いします。ご発言をお願いします。ご発言をお願いします。

○小林委員○小林委員○小林委員○小林委員 ２点お尋ねしたいと思います。２点お尋ねしたいと思います。２点お尋ねしたいと思います。２点お尋ねしたいと思います。

１つは、今ご説明がありました奈良公園観光地域活性化基金の創設についてで、改めて１つは、今ご説明がありました奈良公園観光地域活性化基金の創設についてで、改めて１つは、今ご説明がありました奈良公園観光地域活性化基金の創設についてで、改めて１つは、今ご説明がありました奈良公園観光地域活性化基金の創設についてで、改めて

基金をつくる目的及び必要性、その背景になるもの、それから、少し触れられましたけれ基金をつくる目的及び必要性、その背景になるもの、それから、少し触れられましたけれ基金をつくる目的及び必要性、その背景になるもの、それから、少し触れられましたけれ基金をつくる目的及び必要性、その背景になるもの、それから、少し触れられましたけれ

ど、対象事業をもう少し詳細に、それから、改めて財源について、お尋ねしたいと思いまど、対象事業をもう少し詳細に、それから、改めて財源について、お尋ねしたいと思いまど、対象事業をもう少し詳細に、それから、改めて財源について、お尋ねしたいと思いまど、対象事業をもう少し詳細に、それから、改めて財源について、お尋ねしたいと思いま

す。す。す。す。

２つ目の問題は、先日、委員会の県内調査で葛城市相撲館けはや座と、安堵町では飽波２つ目の問題は、先日、委員会の県内調査で葛城市相撲館けはや座と、安堵町では飽波２つ目の問題は、先日、委員会の県内調査で葛城市相撲館けはや座と、安堵町では飽波２つ目の問題は、先日、委員会の県内調査で葛城市相撲館けはや座と、安堵町では飽波

神社、広島大仏があります極楽寺と古文書があります歴史民俗資料館、富本憲吉記念館が神社、広島大仏があります極楽寺と古文書があります歴史民俗資料館、富本憲吉記念館が神社、広島大仏があります極楽寺と古文書があります歴史民俗資料館、富本憲吉記念館が神社、広島大仏があります極楽寺と古文書があります歴史民俗資料館、富本憲吉記念館が

閉鎖されていて寂しい思いがしたのですけれども、この調査をさせていただいて改めてど閉鎖されていて寂しい思いがしたのですけれども、この調査をさせていただいて改めてど閉鎖されていて寂しい思いがしたのですけれども、この調査をさせていただいて改めてど閉鎖されていて寂しい思いがしたのですけれども、この調査をさせていただいて改めてど
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この町にも村にも歴史や伝統や文化があって、それを引き継ぎながら現代に生かしていくこの町にも村にも歴史や伝統や文化があって、それを引き継ぎながら現代に生かしていくこの町にも村にも歴史や伝統や文化があって、それを引き継ぎながら現代に生かしていくこの町にも村にも歴史や伝統や文化があって、それを引き継ぎながら現代に生かしていく

ことに努力をされているなと感じました。安堵町では観光ボランティアの皆さんに丁寧にことに努力をされているなと感じました。安堵町では観光ボランティアの皆さんに丁寧にことに努力をされているなと感じました。安堵町では観光ボランティアの皆さんに丁寧にことに努力をされているなと感じました。安堵町では観光ボランティアの皆さんに丁寧に

案内をしていただきました。奈良県下のどの町にも村にも多くの観光客の方にもっと来て案内をしていただきました。奈良県下のどの町にも村にも多くの観光客の方にもっと来て案内をしていただきました。奈良県下のどの町にも村にも多くの観光客の方にもっと来て案内をしていただきました。奈良県下のどの町にも村にも多くの観光客の方にもっと来て

いただけたらなと感じてきました。いただけたらなと感じてきました。いただけたらなと感じてきました。いただけたらなと感じてきました。

ちょうどこれは西和地域に入りますが、私の感覚かもしれませんけれども、ちょうど奈ちょうどこれは西和地域に入りますが、私の感覚かもしれませんけれども、ちょうど奈ちょうどこれは西和地域に入りますが、私の感覚かもしれませんけれども、ちょうど奈ちょうどこれは西和地域に入りますが、私の感覚かもしれませんけれども、ちょうど奈

良市と南和地域とに挟まれて、観光ということでは谷間になっているのかと思っておりま良市と南和地域とに挟まれて、観光ということでは谷間になっているのかと思っておりま良市と南和地域とに挟まれて、観光ということでは谷間になっているのかと思っておりま良市と南和地域とに挟まれて、観光ということでは谷間になっているのかと思っておりま

す。今力を入れていただいていると思うのですけれども、橿原市にできました、ＪＡならす。今力を入れていただいていると思うのですけれども、橿原市にできました、ＪＡならす。今力を入れていただいていると思うのですけれども、橿原市にできました、ＪＡならす。今力を入れていただいていると思うのですけれども、橿原市にできました、ＪＡなら

けんのまほろばキけんのまほろばキけんのまほろばキけんのまほろばキッチッチッチッチン内の観光案内ン内の観光案内ン内の観光案内ン内の観光案内所所所所の今のの今のの今のの今の状況状況状況状況、、、、利用利用利用利用されている方されている方されている方されている方 々々々々ののの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

ままままずずずずお尋ねしたいのと、それから、このお尋ねしたいのと、それから、このお尋ねしたいのと、それから、このお尋ねしたいのと、それから、この中中中中和地域とか西和地域を和地域とか西和地域を和地域とか西和地域を和地域とか西和地域を中心中心中心中心としてこの地域の観としてこの地域の観としてこの地域の観としてこの地域の観

光にこれからどの光にこれからどの光にこれからどの光にこれからどのよよよように力を入れ、進めていこうとされているのか、今うに力を入れ、進めていこうとされているのか、今うに力を入れ、進めていこうとされているのか、今うに力を入れ、進めていこうとされているのか、今取取取取りりりり組み組み組み組みもされてもされてもされてもされて

いるとは思うのですけれども、そのことをお尋ねしたいと思います。いるとは思うのですけれども、そのことをお尋ねしたいと思います。いるとは思うのですけれども、そのことをお尋ねしたいと思います。いるとは思うのですけれども、そのことをお尋ねしたいと思います。

○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 今今今今回新回新回新回新たに出させていただきました奈良公園観光地域活性化基金にたに出させていただきました奈良公園観光地域活性化基金にたに出させていただきました奈良公園観光地域活性化基金にたに出させていただきました奈良公園観光地域活性化基金に

ついてのご質問であったと思います。まついてのご質問であったと思います。まついてのご質問であったと思います。まついてのご質問であったと思います。まずずずずこの基金の目的でごこの基金の目的でごこの基金の目的でごこの基金の目的でござざざざいますが、現いますが、現いますが、現いますが、現在在在在奈良公園奈良公園奈良公園奈良公園

をををを中心中心中心中心としまして多くの伝統としまして多くの伝統としまして多くの伝統としまして多くの伝統行行行行事でご事でご事でご事でござざざざいましたり、いましたり、いましたり、いましたり、誘誘誘誘客のための観光客のための観光客のための観光客のための観光行行行行事が民間を事が民間を事が民間を事が民間を主体主体主体主体

としてとしてとしてとして行わ行わ行わ行われております。ただ、県なり市なりがれております。ただ、県なり市なりがれております。ただ、県なり市なりがれております。ただ、県なり市なりが補助補助補助補助はしておりますけれども、どの事業はしておりますけれども、どの事業はしておりますけれども、どの事業はしておりますけれども、どの事業

におきましてもにおきましてもにおきましてもにおきましても非常非常非常非常に財に財に財に財政政政政的に的に的に的に厳厳厳厳しく、皆さん方の、しく、皆さん方の、しく、皆さん方の、しく、皆さん方の、個人個人個人個人のののの寄附寄附寄附寄附にににに頼頼頼頼りながらやらせていりながらやらせていりながらやらせていりながらやらせてい

ただいているのがただいているのがただいているのがただいているのが実情実情実情実情でごでごでごでござざざざいまして、その民間の皆さんのごいまして、その民間の皆さんのごいまして、その民間の皆さんのごいまして、その民間の皆さんのご苦労苦労苦労苦労をできるだけをできるだけをできるだけをできるだけ支援支援支援支援をしをしをしをし

たいということで、今たいということで、今たいということで、今たいということで、今回回回回の基金をつくらせていただいたのが背景でごの基金をつくらせていただいたのが背景でごの基金をつくらせていただいたのが背景でごの基金をつくらせていただいたのが背景でござざざざいます。います。います。います。

これの原資となりますのは、今までこれの原資となりますのは、今までこれの原資となりますのは、今までこれの原資となりますのは、今まで同様同様同様同様、、、、個人個人個人個人もしくはもしくはもしくはもしくは法人法人法人法人の方のの方のの方のの方の寄附寄附寄附寄附金が原資になっ金が原資になっ金が原資になっ金が原資になっ

ており、今県がやっておりますており、今県がやっておりますており、今県がやっておりますており、今県がやっておりますふふふふるさとるさとるさとるさと納税納税納税納税の基金との基金との基金との基金と同様同様同様同様に、に、に、に、一旦一旦一旦一旦県に基金をしていただ県に基金をしていただ県に基金をしていただ県に基金をしていただ

いて、そしてしかるいて、そしてしかるいて、そしてしかるいて、そしてしかるべべべべき事業にき事業にき事業にき事業に支支支支出をしていくことに出をしていくことに出をしていくことに出をしていくことによよよよってってってって寄附寄附寄附寄附をされたをされたをされたをされた個人個人個人個人の方はの方はの方はの方は税税税税金金金金

のののの免除免除免除免除がががが受受受受けられますし、けられますし、けられますし、けられますし、法人法人法人法人におきましてはそのにおきましてはそのにおきましてはそのにおきましてはその分分分分がががが損損損損金金金金算算算算入できるという入できるという入できるという入できるというメリットメリットメリットメリットがががが

あるということで、今まであるということで、今まであるということで、今まであるということで、今まで以上以上以上以上に多くのに多くのに多くのに多くの寄附寄附寄附寄附金が金が金が金が見込見込見込見込めるのではないかと思っております。めるのではないかと思っております。めるのではないかと思っております。めるのではないかと思っております。

それと事業につきましては、それと事業につきましては、それと事業につきましては、それと事業につきましては、燈花燈花燈花燈花会でご会でご会でご会でござざざざいましたり、ならいましたり、ならいましたり、ならいましたり、なら瑠璃絵瑠璃絵瑠璃絵瑠璃絵、それから、おん、それから、おん、それから、おん、それから、おん祭祭祭祭

をはじめ伝統をはじめ伝統をはじめ伝統をはじめ伝統行行行行事、そして今ちょうど委員会をさせていただいております事、そして今ちょうど委員会をさせていただいております事、そして今ちょうど委員会をさせていただいております事、そして今ちょうど委員会をさせていただいております春春春春日日日日山山山山原原原原始始始始林の林の林の林の

保保保保全全全全という大きな目的、大きなという大きな目的、大きなという大きな目的、大きなという大きな目的、大きな誘誘誘誘客につながる事業を客につながる事業を客につながる事業を客につながる事業を中心中心中心中心にやりたいと思っておりますが、にやりたいと思っておりますが、にやりたいと思っておりますが、にやりたいと思っておりますが、

審審審審査会をつくらせていただいてきちんと査会をつくらせていただいてきちんと査会をつくらせていただいてきちんと査会をつくらせていただいてきちんと精精精精査した査した査した査した上上上上でででで支支支支出をしたいと出をしたいと出をしたいと出をしたいと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。以以以以

上上上上でごでごでごでござざざざいます。います。います。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 中部中部中部中部、西、西、西、西部部部部地域の観光地域の観光地域の観光地域の観光振興振興振興振興についてのについてのについてのについての取取取取りりりり組み組み組み組みについてご説についてご説についてご説についてご説

明をさせていただきます。明をさせていただきます。明をさせていただきます。明をさせていただきます。
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県が進めております記県が進めております記県が進めております記県が進めております記紀・万葉プロジェクト紀・万葉プロジェクト紀・万葉プロジェクト紀・万葉プロジェクトにおいては、においては、においては、においては、中部中部中部中部、西、西、西、西部部部部地域にも力点を地域にも力点を地域にも力点を地域にも力点を置置置置

きながらきながらきながらきながら取取取取りりりり組み組み組み組みを進めておりますところでごを進めておりますところでごを進めておりますところでごを進めておりますところでござざざざいます。います。います。います。具体具体具体具体的には、今年的には、今年的には、今年的には、今年度度度度もももも昨昨昨昨年年年年度度度度にににに

引き引き引き引き続続続続き下き下き下き下半期半期半期半期のののの当プロジェクトイベ当プロジェクトイベ当プロジェクトイベ当プロジェクトイベンンンントガイドトガイドトガイドトガイドの発の発の発の発行準備行準備行準備行準備を進めているところでごを進めているところでごを進めているところでごを進めているところでござざざざいいいい

ますが、ますが、ますが、ますが、各各各各地域、市町村地域、市町村地域、市町村地域、市町村等等等等がががが主体主体主体主体となりましたとなりましたとなりましたとなりました取取取取りりりり組み組み組み組みをををを紹介紹介紹介紹介しておりますが、しておりますが、しておりますが、しておりますが、全掲載イ全掲載イ全掲載イ全掲載イ

ベベベベンンンントトトトのうち、のうち、のうち、のうち、中部中部中部中部地域の地域の地域の地域のイベイベイベイベンンンントトトトは平成２は平成２は平成２は平成２４４４４年年年年度度度度下下下下半期半期半期半期では２では２では２では２４４４４件、件、件、件、６６６６２２２２％％％％、平成２５、平成２５、平成２５、平成２５

年年年年度度度度のののの上上上上、下、下、下、下半期半期半期半期の今つくっているの今つくっているの今つくっているの今つくっている部分部分部分部分でも３２件のでも３２件のでも３２件のでも３２件のイベイベイベイベンンンントトトトで、で、で、で、全イベ全イベ全イベ全イベンンンントトトトにににに占占占占めるめるめるめる割割割割

合合合合はははは７４％７４％７４％７４％とととと非常非常非常非常にににに高高高高いいいい割合割合割合割合になっております。になっております。になっております。になっております。

それそれそれそれ以外以外以外以外にも観光ボランティアにも観光ボランティアにも観光ボランティアにも観光ボランティアガイドガイドガイドガイドの方との方との方との方と協協協協力して力して力して力して実施実施実施実施します記します記します記します記紀・万葉ウォーク紀・万葉ウォーク紀・万葉ウォーク紀・万葉ウォークとととと

いういういういうイベイベイベイベンンンントトトトにおきましても、県内の１５におきましても、県内の１５におきましても、県内の１５におきましても、県内の１５カ所カ所カ所カ所でででで開催開催開催開催の予定でごの予定でごの予定でごの予定でござざざざいますが、そのうち１いますが、そのうち１いますが、そのうち１いますが、そのうち１

２２２２カ所カ所カ所カ所がががが中中中中和地域の和地域の和地域の和地域の取取取取りりりり組み組み組み組みとなっております。記となっております。記となっております。記となっております。記紀・万葉紀・万葉紀・万葉紀・万葉のののの世界世界世界世界は、は、は、は、中中中中和地域で和地域で和地域で和地域で展開展開展開展開ささささ

れているれているれているれている物語物語物語物語がががが非常非常非常非常に多うごに多うごに多うごに多うござざざざいますので、このいますので、このいますので、このいますので、この取取取取りりりり組み組み組み組みのののの中中中中でもでもでもでも重重重重点を点を点を点を置置置置きながら進めきながら進めきながら進めきながら進め

ていきたいとていきたいとていきたいとていきたいと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。以上以上以上以上でごでごでごでござざざざいます。います。います。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 ＪＡならけんまほろばキＪＡならけんまほろばキＪＡならけんまほろばキＪＡならけんまほろばキッチッチッチッチン内の観光案内ン内の観光案内ン内の観光案内ン内の観光案内所所所所についておについておについておについてお答え答え答え答えさせさせさせさせ

ていただきます。ていただきます。ていただきます。ていただきます。

まほろばキまほろばキまほろばキまほろばキッチッチッチッチンにつきましては、ンにつきましては、ンにつきましては、ンにつきましては、４４４４月１月１月１月１４４４４日日日日オープオープオープオープンさせていただきまして、ンさせていただきまして、ンさせていただきまして、ンさせていただきまして、約４カ約４カ約４カ約４カ

月月月月半半半半たっております。８月たっております。８月たっております。８月たっております。８月末末末末現現現現在在在在でででで約約約約２２２２万万万万３３３３，，，，００００００００００００人人人人の方におの方におの方におの方にお越越越越しいただいておりまししいただいておりまししいただいておりまししいただいておりまし

て、１日平て、１日平て、１日平て、１日平均均均均で大で大で大で大体約体約体約体約１１１１６６６６０名という０名という０名という０名という状況状況状況状況でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

まほろばキまほろばキまほろばキまほろばキッチッチッチッチン内では観光ン内では観光ン内では観光ン内では観光ココココンンンンシェルジュシェルジュシェルジュシェルジュを２名を２名を２名を２名置置置置いて案内させていただいておりまいて案内させていただいておりまいて案内させていただいておりまいて案内させていただいておりま

すが、あすが、あすが、あすが、あわわわわせまして市町村とせまして市町村とせまして市町村とせまして市町村と連携連携連携連携したしたしたしたイベイベイベイベンンンントトトトもさせていただいております。もさせていただいております。もさせていただいております。もさせていただいております。７７７７月２月２月２月２７７７７日日日日

から２８日につきましては、南から２８日につきましては、南から２８日につきましては、南から２８日につきましては、南部部部部地域観光地域観光地域観光地域観光プロモーショプロモーショプロモーショプロモーションで、ンで、ンで、ンで、特産物特産物特産物特産物のののの販売販売販売販売ですとか、吉ですとか、吉ですとか、吉ですとか、吉

野野野野町の町の町の町の紙紙紙紙すきすきすきすき体験体験体験体験、川、川、川、川上上上上村の村の村の村の木工ク木工ク木工ク木工クララララフトフトフトフト、また８月２５日は、また８月２５日は、また８月２５日は、また８月２５日は中中中中南和観光南和観光南和観光南和観光プロモーショプロモーショプロモーショプロモーションンンン

で、葛城市ので、葛城市ので、葛城市ので、葛城市の物産販売物産販売物産販売物産販売、また橿原市、葛城市の観光、また橿原市、葛城市の観光、また橿原市、葛城市の観光、また橿原市、葛城市の観光ＰＲ等ＰＲ等ＰＲ等ＰＲ等を現を現を現を現在展開在展開在展開在展開させていただいておさせていただいておさせていただいておさせていただいてお

ります。ります。ります。ります。以上以上以上以上でごでごでごでござざざざいます。います。います。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ありがとうごありがとうごありがとうござざざざいました。奈良公園観光地域活性化基金の対象事業のいました。奈良公園観光地域活性化基金の対象事業のいました。奈良公園観光地域活性化基金の対象事業のいました。奈良公園観光地域活性化基金の対象事業の

こともおこともおこともおこともお話話話話しいただきましたが、その対象事業をどのしいただきましたが、その対象事業をどのしいただきましたが、その対象事業をどのしいただきましたが、その対象事業をどのよよよようにうにうにうに決決決決めていくかとですね、もうめていくかとですね、もうめていくかとですね、もうめていくかとですね、もう

既既既既に事業としてありますに事業としてありますに事業としてありますに事業としてあります燈花燈花燈花燈花会会会会等等等等のののの話話話話はあったのですが、はあったのですが、はあったのですが、はあったのですが、新新新新しい事業はどのしい事業はどのしい事業はどのしい事業はどのよよよようにうにうにうに決決決決めてめてめてめて

いくのかお尋ねをしたいと思います。いくのかお尋ねをしたいと思います。いくのかお尋ねをしたいと思います。いくのかお尋ねをしたいと思います。

それから、それから、それから、それから、中中中中和、西和地域などを和、西和地域などを和、西和地域などを和、西和地域などを中心中心中心中心とした奈良県のとした奈良県のとした奈良県のとした奈良県の中部中部中部中部ですけれども、今おですけれども、今おですけれども、今おですけれども、今お聞聞聞聞きしまきしまきしまきしま

して、力を入れてして、力を入れてして、力を入れてして、力を入れて取取取取りりりり組組組組んでいただいていることがんでいただいていることがんでいただいていることがんでいただいていることがわわわわかりました。ただ、なかなか観光客かりました。ただ、なかなか観光客かりました。ただ、なかなか観光客かりました。ただ、なかなか観光客

に来ていただくという点では、まだまだに来ていただくという点では、まだまだに来ていただくという点では、まだまだに来ていただくという点では、まだまだ北部北部北部北部と統と統と統と統計計計計にににによよよよりりりり比べ比べ比べ比べますと少ないということで、ますと少ないということで、ますと少ないということで、ますと少ないということで、
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さらに観光の光をさらに観光の光をさらに観光の光をさらに観光の光を当当当当てていただきたい。それとてていただきたい。それとてていただきたい。それとてていただきたい。それと全全全全ての町村にての町村にての町村にての町村に行行行行って感じたのですけれど、って感じたのですけれど、って感じたのですけれど、って感じたのですけれど、

やっやっやっやっぱぱぱぱり歴史と伝統は本り歴史と伝統は本り歴史と伝統は本り歴史と伝統は本当当当当にににに行行行行ってってってってみみみみますと、ますと、ますと、ますと、よよよよくくくくわわわわかりました。それで奈良県がかりました。それで奈良県がかりました。それで奈良県がかりました。それで奈良県が構構構構成さ成さ成さ成さ

れているれているれているれているわわわわけですから、それけですから、それけですから、それけですから、それぞぞぞぞれの町や村それれの町や村それれの町や村それれの町や村それぞぞぞぞれに光がれに光がれに光がれに光が当当当当たるたるたるたるよよよように、そういうことにうに、そういうことにうに、そういうことにうに、そういうことに

ついてもついてもついてもついてもぜひ留意ぜひ留意ぜひ留意ぜひ留意して進めていただきたいと思います。して進めていただきたいと思います。して進めていただきたいと思います。して進めていただきたいと思います。以上以上以上以上です。です。です。です。

○中西奈良公園室長○中西奈良公園室長○中西奈良公園室長○中西奈良公園室長 奈良公園観光地域活性化基金の、奈良公園観光地域活性化基金の、奈良公園観光地域活性化基金の、奈良公園観光地域活性化基金の、特特特特に対象となるに対象となるに対象となるに対象となる新規新規新規新規事業をどの事業をどの事業をどの事業をどのよよよよ

うに定めていくのかでごうに定めていくのかでごうに定めていくのかでごうに定めていくのかでござざざざいますが、先ほども言いましたいますが、先ほども言いましたいますが、先ほども言いましたいますが、先ほども言いましたよよよように、うに、うに、うに、一応審一応審一応審一応審査会をつくって査会をつくって査会をつくって査会をつくって

いこうと思っております。そのいこうと思っております。そのいこうと思っております。そのいこうと思っております。その審審審審査会の査会の査会の査会の中中中中で第で第で第で第三者三者三者三者の方の方の方の方 々々々々に公平な目でに公平な目でに公平な目でに公平な目で審審審審査をしていただ査をしていただ査をしていただ査をしていただ

こうと思うのですが、県としましては活性化と名こうと思うのですが、県としましては活性化と名こうと思うのですが、県としましては活性化と名こうと思うのですが、県としましては活性化と名打打打打っているっているっているっているよよよように、多くの観光客のうに、多くの観光客のうに、多くの観光客のうに、多くの観光客の誘誘誘誘客客客客

がががが見込見込見込見込める事業というめる事業というめる事業というめる事業という形形形形でででで考え考え考え考えていきたいと思いますので、例ていきたいと思いますので、例ていきたいと思いますので、例ていきたいと思いますので、例ええええばばばば指標指標指標指標として１０として１０として１０として１０万人以万人以万人以万人以

上上上上のののの誘誘誘誘客が客が客が客が見込見込見込見込めるとかいうめるとかいうめるとかいうめるとかいう部分部分部分部分をそのをそのをそのをその中中中中に入れていっていただきたいとに入れていっていただきたいとに入れていっていただきたいとに入れていっていただきたいと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。

以上以上以上以上でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

○小林委員○小林委員○小林委員○小林委員 対象事業どうするかは、大対象事業どうするかは、大対象事業どうするかは、大対象事業どうするかは、大分分分分大きな問題だと思いますので、大きな問題だと思いますので、大きな問題だと思いますので、大きな問題だと思いますので、ぜひぜひぜひぜひその点もその点もその点もその点もよよよよ

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。

○森川委員○森川委員○森川委員○森川委員 何何何何点か点か点か点か聞聞聞聞きたいことがあるのですけれども、きたいことがあるのですけれども、きたいことがあるのですけれども、きたいことがあるのですけれども、新新新新奈良公園の観光地域活性化基奈良公園の観光地域活性化基奈良公園の観光地域活性化基奈良公園の観光地域活性化基

金金金金積立積立積立積立金は、ほかの地域もこの基金を金は、ほかの地域もこの基金を金は、ほかの地域もこの基金を金は、ほかの地域もこの基金を利用利用利用利用することができるのかどうか、これは奈良公園することができるのかどうか、これは奈良公園することができるのかどうか、これは奈良公園することができるのかどうか、これは奈良公園

だけの基金のだけの基金のだけの基金のだけの基金の積み立積み立積み立積み立てなのか。もしほかの地域にもこういう基金があるのであれば、てなのか。もしほかの地域にもこういう基金があるのであれば、てなのか。もしほかの地域にもこういう基金があるのであれば、てなのか。もしほかの地域にもこういう基金があるのであれば、教え教え教え教え

ていただきたいと思います。この基金は、観光ていただきたいと思います。この基金は、観光ていただきたいと思います。この基金は、観光ていただきたいと思います。この基金は、観光開開開開発に発に発に発に一一一一つのつのつのつの投げ投げ投げ投げかけをできるかけをできるかけをできるかけをできるよよよようなうなうなうな形形形形とととと

は思うのですけれども、できればは思うのですけれども、できればは思うのですけれども、できればは思うのですけれども、できれ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。

それと、このそれと、このそれと、このそれと、この中中中中にににに外外外外国国国国人人人人の観光客のおもてなし事業としてあるのですが、今現の観光客のおもてなし事業としてあるのですが、今現の観光客のおもてなし事業としてあるのですが、今現の観光客のおもてなし事業としてあるのですが、今現在在在在、奈良、奈良、奈良、奈良

駅駅駅駅だけではなく、だけではなく、だけではなく、だけではなく、郡山駅郡山駅郡山駅郡山駅、、、、王王王王寺寺寺寺駅駅駅駅など、など、など、など、各各各各県内の県内の県内の県内の駅駅駅駅に、このに、このに、このに、この辺辺辺辺にこういうにこういうにこういうにこういう見見見見どころがあるどころがあるどころがあるどころがある

という案内という案内という案内という案内板板板板の設の設の設の設置置置置をををを計画計画計画計画されているのか、今現されているのか、今現されているのか、今現されているのか、今現在在在在どのどのどのどのぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの駅駅駅駅に、こういう案内に、こういう案内に、こういう案内に、こういう案内表表表表示、示、示、示、

観光地に対する観光地に対する観光地に対する観光地に対するサービスサービスサービスサービスがあるのか。たまにがあるのか。たまにがあるのか。たまにがあるのか。たまに電車電車電車電車で奈良で奈良で奈良で奈良駅へ駅へ駅へ駅へ来たときに、改来たときに、改来たときに、改来たときに、改札口札口札口札口を出たとを出たとを出たとを出たと

ころからころからころからころから外外外外国国国国人人人人の方がの方がの方がの方が右往左往右往左往右往左往右往左往されているされているされているされている姿姿姿姿をたまにをたまにをたまにをたまに見見見見かけます。ということは、かけます。ということは、かけます。ということは、かけます。ということは、駅駅駅駅をおをおをおをお

りたときにその案内りたときにその案内りたときにその案内りたときにその案内板板板板がまるっきりないというか、少ない。だからがまるっきりないというか、少ない。だからがまるっきりないというか、少ない。だからがまるっきりないというか、少ない。だから駅駅駅駅のののの右右右右から出ていいのから出ていいのから出ていいのから出ていいの

か、か、か、か、駅駅駅駅のののの左左左左から出ていいのか、どちらから出ていいのか、どちらから出ていいのか、どちらから出ていいのか、どちらへ行へ行へ行へ行ってってってってバスバスバスバスにににに乗乗乗乗ったらいいのか、ったらいいのか、ったらいいのか、ったらいいのか、車車車車にににに乗乗乗乗ったらいったらいったらいったらい

いのかということもいのかということもいのかということもいのかということも往々往々往々往々にしてにしてにしてにして見見見見かけます。これは奈良かけます。これは奈良かけます。これは奈良かけます。これは奈良駅駅駅駅だけではなく、だけではなく、だけではなく、だけではなく、王王王王寺寺寺寺駅駅駅駅にしろ、にしろ、にしろ、にしろ、

郡山駅郡山駅郡山駅郡山駅にしろ、橿原市内のにしろ、橿原市内のにしろ、橿原市内のにしろ、橿原市内の駅駅駅駅にしろ、にしろ、にしろ、にしろ、外外外外国から来られた方も、また他国から来られた方も、また他国から来られた方も、また他国から来られた方も、また他府府府府県から来られた方県から来られた方県から来られた方県から来られた方

にしてもどういうにしてもどういうにしてもどういうにしてもどういう導導導導きのきのきのきの形形形形の観光案内の観光案内の観光案内の観光案内板板板板、観光、観光、観光、観光計画計画計画計画をををを考え考え考え考えられているのか、そのられているのか、そのられているのか、そのられているのか、その辺辺辺辺もしもしもしもし考考考考

ええええておられることがあれば、まておられることがあれば、まておられることがあれば、まておられることがあれば、まず教えず教えず教えず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。

もう１点、県もう１点、県もう１点、県もう１点、県営プール営プール営プール営プールのののの跡跡跡跡地活地活地活地活用用用用で、で、で、で、前回前回前回前回の委員会でもこのの委員会でもこのの委員会でもこのの委員会でもこの跡跡跡跡地に地に地に地にＮＨＫＮＨＫＮＨＫＮＨＫをををを誘致誘致誘致誘致するとするとするとすると
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いういういういう協協協協議が議が議が議が始始始始まっているというまっているというまっているというまっているという話話話話はははは聞聞聞聞きました。これからきました。これからきました。これからきました。これからＮＨＫＮＨＫＮＨＫＮＨＫをををを誘致誘致誘致誘致したしたしたした後後後後ににににホホホホテテテテルルルルのののの

計画計画計画計画は本は本は本は本当当当当にできるかどうか。それともう１点、にできるかどうか。それともう１点、にできるかどうか。それともう１点、にできるかどうか。それともう１点、ホホホホテテテテルルルルがががが誘致誘致誘致誘致できるできるできるできるよよよように、また観光客うに、また観光客うに、また観光客うに、また観光客

をををを誘致誘致誘致誘致できるできるできるできるよよよようにとうにとうにとうにと考え考え考え考えておられるのであれば、そのておられるのであれば、そのておられるのであれば、そのておられるのであれば、その経路経路経路経路があんまりはっきりしないのがあんまりはっきりしないのがあんまりはっきりしないのがあんまりはっきりしないの

です。この間もいろいろです。この間もいろいろです。この間もいろいろです。この間もいろいろ話話話話ししたときに、ししたときに、ししたときに、ししたときに、近鉄新近鉄新近鉄新近鉄新大大大大宮駅宮駅宮駅宮駅から県から県から県から県営プール跡営プール跡営プール跡営プール跡地に地に地に地に歩歩歩歩いてくるいてくるいてくるいてくる

のに、のに、のに、のに、駅駅駅駅の出の出の出の出口口口口がががが一一一一つしかないのです、それもつしかないのです、それもつしかないのです、それもつしかないのです、それも一番端一番端一番端一番端。この。この。この。このよよよようなうなうなうな計画計画計画計画をををを立立立立てられるときてられるときてられるときてられるとき

に奈良市に奈良市に奈良市に奈良市役所寄役所寄役所寄役所寄りにりにりにりに駅駅駅駅の出の出の出の出口口口口をつくるとか、をつくるとか、をつくるとか、をつくるとか、駅駅駅駅をもうちょっとをもうちょっとをもうちょっとをもうちょっと手前手前手前手前にににに考え考え考え考えるとか、まるとか、まるとか、まるとか、まず駅ず駅ず駅ず駅

のののの利用利用利用利用をををを考え考え考え考えていかなければならないのではないのかなと思うのですけれども、まだていかなければならないのではないのかなと思うのですけれども、まだていかなければならないのではないのかなと思うのですけれども、まだていかなければならないのではないのかなと思うのですけれども、まだ全体全体全体全体

計画計画計画計画として、このとして、このとして、このとして、このよよよような大きな事業を今うな大きな事業を今うな大きな事業を今うな大きな事業を今後後後後されるにされるにされるにされるに当当当当たって、たって、たって、たって、最寄最寄最寄最寄りのりのりのりの駅駅駅駅はどこをはどこをはどこをはどこをメーメーメーメーンンンン

にするのか、にするのか、にするのか、にするのか、バスバスバスバスをどうするのかというをどうするのかというをどうするのかというをどうするのかという交交交交通通通通計画計画計画計画をををを立立立立てられると思うのですけれど、てられると思うのですけれど、てられると思うのですけれど、てられると思うのですけれど、交交交交通通通通

計画計画計画計画をどのをどのをどのをどのよよよようにうにうにうに考え考え考え考えておられるのか。ておられるのか。ておられるのか。ておられるのか。プールプールプールプールのことは２点だけ、今のことは２点だけ、今のことは２点だけ、今のことは２点だけ、今後後後後ののののホホホホテテテテルルルルのののの見見見見通し通し通し通し

と、ここに通う、観光客がと、ここに通う、観光客がと、ここに通う、観光客がと、ここに通う、観光客が周遊周遊周遊周遊できるできるできるできる交交交交通通通通計画計画計画計画をどのをどのをどのをどのよよよようにうにうにうに考え考え考え考えておられるのかをお尋ねておられるのかをお尋ねておられるのかをお尋ねておられるのかをお尋ね

をさせていただきたいと思います。をさせていただきたいと思います。をさせていただきたいと思います。をさせていただきたいと思います。

○中西奈良公園室長○中西奈良公園室長○中西奈良公園室長○中西奈良公園室長 奈良公園の基金設奈良公園の基金設奈良公園の基金設奈良公園の基金設立立立立に関しましては、平成２に関しましては、平成２に関しましては、平成２に関しましては、平成２４４４４年２月に奈良公園基年２月に奈良公園基年２月に奈良公園基年２月に奈良公園基

本本本本戦略戦略戦略戦略をつくらせていただきました。それに基づいて奈良公園をどのをつくらせていただきました。それに基づいて奈良公園をどのをつくらせていただきました。それに基づいて奈良公園をどのをつくらせていただきました。それに基づいて奈良公園をどのよよよようにうにうにうに維持維持維持維持保保保保全全全全してしてしてして

いき、活いき、活いき、活いき、活用用用用していくのかということ、またあしていくのかということ、またあしていくのかということ、またあしていくのかということ、またあわわわわせて地域活性化せて地域活性化せて地域活性化せて地域活性化総合特区総合特区総合特区総合特区のののの申請申請申請申請も今していも今していも今していも今してい

るところでごるところでごるところでごるところでござざざざいますが、そのいますが、そのいますが、そのいますが、その延延延延長としてこの基金をつくらせていただいた長としてこの基金をつくらせていただいた長としてこの基金をつくらせていただいた長としてこの基金をつくらせていただいたわわわわけでごけでごけでごけでござざざざいいいい

まして、これだけに関していいますと、まして、これだけに関していいますと、まして、これだけに関していいますと、まして、これだけに関していいますと、エリエリエリエリアは奈良公園基本アは奈良公園基本アは奈良公園基本アは奈良公園基本戦略戦略戦略戦略ののののエリエリエリエリアになりますのアになりますのアになりますのアになりますの

で、Ｊで、Ｊで、Ｊで、ＪＲＲＲＲ奈良奈良奈良奈良駅駅駅駅からからからから東側東側東側東側ということになります。今ということになります。今ということになります。今ということになります。今後後後後、またほかの、またほかの、またほかの、またほかのエリエリエリエリアについてもこのアについてもこのアについてもこのアについてもこの

よよよような基本うな基本うな基本うな基本戦略等戦略等戦略等戦略等、、、、官官官官民民民民連携連携連携連携のののの形形形形ができていくことがができていくことがができていくことがができていくことが我々我々我々我々もももも望望望望ましいとは思っておりますましいとは思っておりますましいとは思っておりますましいとは思っております

が、奈良公園観光地域活性化基金だけに関していいますとそういうことでごが、奈良公園観光地域活性化基金だけに関していいますとそういうことでごが、奈良公園観光地域活性化基金だけに関していいますとそういうことでごが、奈良公園観光地域活性化基金だけに関していいますとそういうことでござざざざいます。います。います。います。以以以以

上上上上です。です。です。です。

○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の観光客の観光客の観光客の観光客へへへへのおもてなしにつきましては、おもてなしののおもてなしにつきましては、おもてなしののおもてなしにつきましては、おもてなしののおもてなしにつきましては、おもてなしの心心心心をををを

受受受受け入れるということがけ入れるということがけ入れるということがけ入れるということが満満満満足足足足度度度度のののの向向向向上上上上につながるということで、につながるということで、につながるということで、につながるということで、外外外外国国国国人人人人の方に関してはの方に関してはの方に関してはの方に関しては口口口口

ココココミミミミでの、での、での、での、各各各各国国国国へへへへ帰帰帰帰られてからのられてからのられてからのられてからの誘誘誘誘客とかが大客とかが大客とかが大客とかが大切切切切だと思っております。だと思っております。だと思っております。だと思っております。リリリリピピピピーーーータタタターーーーのののの増加増加増加増加

のためにはそういうおもてなしがいかにのためにはそういうおもてなしがいかにのためにはそういうおもてなしがいかにのためにはそういうおもてなしがいかに重重重重要であるかが大要であるかが大要であるかが大要であるかが大切切切切かと思っております。これはかと思っております。これはかと思っております。これはかと思っております。これは

プロモーショプロモーショプロモーショプロモーション活ン活ン活ン活動動動動とととと同様同様同様同様に、に、に、に、両輪両輪両輪両輪の活の活の活の活動動動動でやっていかなければならないとでやっていかなければならないとでやっていかなければならないとでやっていかなければならないと考え考え考え考えておるとておるとておるとておると

ころでごころでごころでごころでござざざざいます。います。います。います。

今おっし今おっし今おっし今おっしゃゃゃゃいましたおもてなしにつきまして、いましたおもてなしにつきまして、いましたおもてなしにつきまして、いましたおもてなしにつきまして、駅駅駅駅につきましては、今現につきましては、今現につきましては、今現につきましては、今現在在在在、詳細はご、詳細はご、詳細はご、詳細はござざざざ

いませんが、日本いませんが、日本いませんが、日本いませんが、日本語語語語とととと英英英英語語語語と、それから、ところにと、それから、ところにと、それから、ところにと、それから、ところによよよよりましてはりましてはりましてはりましては中中中中国国国国語語語語のののの表表表表記があろうか記があろうか記があろうか記があろうか

と思いますが、と思いますが、と思いますが、と思いますが、表表表表記についての記についての記についての記についての充充充充実実実実も、今も、今も、今も、今後後後後求求求求められているものと思っております。められているものと思っております。められているものと思っております。められているものと思っております。
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個個個個別別別別に、平成２３年に、平成２３年に、平成２３年に、平成２３年度度度度にはにはにはには旅旅旅旅館とか館とか館とか館とか交交交交通事業通事業通事業通事業者者者者の方を対象にしたの方を対象にしたの方を対象にしたの方を対象にした研修研修研修研修会も会も会も会も開開開開いたところいたところいたところいたところ

でごでごでごでござざざざいますが、今いますが、今いますが、今いますが、今後後後後このおもてなしについては、このおもてなしについては、このおもてなしについては、このおもてなしについては、交交交交通通通通機機機機関のことも含めまして、あと、関のことも含めまして、あと、関のことも含めまして、あと、関のことも含めまして、あと、

外外外外国国国国人人人人観光客が必要となる観光客が必要となる観光客が必要となる観光客が必要となるイイイインンンンフフフフラはどういうものであるのかをラはどういうものであるのかをラはどういうものであるのかをラはどういうものであるのかを研究研究研究研究しながら進めていきしながら進めていきしながら進めていきしながら進めていき

たいと思っております。たいと思っております。たいと思っております。たいと思っております。以上以上以上以上でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

○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） 県県県県営プール跡営プール跡営プール跡営プール跡地のご質地のご質地のご質地のご質

問を、２点いただきました。問を、２点いただきました。問を、２点いただきました。問を、２点いただきました。

ままままずずずず、、、、ホホホホテテテテルルルルでごでごでごでござざざざいますけれども、いますけれども、いますけれども、いますけれども、ホホホホテテテテル誘致ル誘致ル誘致ル誘致はこれまでも、それから、これからもはこれまでも、それから、これからもはこれまでも、それから、これからもはこれまでも、それから、これからも

やっていきたいとやっていきたいとやっていきたいとやっていきたいと考え考え考え考えております。このております。このております。このております。このプロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトのののの中中中中でででで中中中中核核核核的なものだと的なものだと的なものだと的なものだと考え考え考え考えておりておりておりており

ます。今、ます。今、ます。今、ます。今、ホホホホテテテテル誘致ル誘致ル誘致ル誘致をしていくをしていくをしていくをしていく中中中中で、で、で、で、ホホホホテテテテルルルルのののの部分部分部分部分だけではなくて、だけではなくて、だけではなくて、だけではなくて、全体全体全体全体で３で３で３で３．．．．１１１１ヘヘヘヘクククク

タタタタールールールールごごごござざざざいますから、そのほかのいますから、そのほかのいますから、そのほかのいますから、そのほかの部分部分部分部分も含めてどういったも含めてどういったも含めてどういったも含めてどういったプロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトにしていくのかにしていくのかにしていくのかにしていくのか

を、を、を、を、投投投投資資資資家家家家からもからもからもからもホホホホテテテテル以外ル以外ル以外ル以外のののの部分部分部分部分もももも考え考え考え考えていったほうがいいのではないだろうかというていったほうがいいのではないだろうかというていったほうがいいのではないだろうかというていったほうがいいのではないだろうかという

おおおお話話話話もいろいろいただいております。そういったもいろいろいただいております。そういったもいろいろいただいております。そういったもいろいろいただいております。そういった中中中中で、で、で、で、我々我々我々我々もももも滞滞滞滞在在在在型型型型観光の観光の観光の観光の拠拠拠拠点をつくっ点をつくっ点をつくっ点をつくっ

ていくということで、ていくということで、ていくということで、ていくということで、宿泊宿泊宿泊宿泊だけではなくて、今だけではなくて、今だけではなくて、今だけではなくて、今回回回回ののののＮＨＫＮＨＫＮＨＫＮＨＫもありますけれども、もありますけれども、もありますけれども、もありますけれども、イベイベイベイベンンンントトトト

広広広広場場場場的な的な的な的な部分部分部分部分でありますとか、あるいはでありますとか、あるいはでありますとか、あるいはでありますとか、あるいはココココンンンンベベベベンンンンショショショションのンのンのンのよよよようなうなうなうな機能機能機能機能であるとか、であるとか、であるとか、であるとか、後後後後でもでもでもでも

申申申申しししし上げ上げ上げ上げますけれども、公ますけれども、公ますけれども、公ますけれども、公共共共共交交交交通の通の通の通の機能機能機能機能であるとか、そういったものをであるとか、そういったものをであるとか、そういったものをであるとか、そういったものを集集集集められないかとめられないかとめられないかとめられないかと

いういういういう検討検討検討検討もしておるところでごもしておるところでごもしておるところでごもしておるところでござざざざいます。います。います。います。

今今今今回回回回、、、、特特特特ににににＮＨＫＮＨＫＮＨＫＮＨＫはいろいろな奈良に関するはいろいろな奈良に関するはいろいろな奈良に関するはいろいろな奈良に関する映像映像映像映像ののののココココンテンンテンンテンンテンツツツツをおをおをおをお持持持持ちで、ちで、ちで、ちで、我々我々我々我々歴史歴史歴史歴史展展展展

示を平城示を平城示を平城示を平城宮跡宮跡宮跡宮跡、それから、それから、それから、それからプール跡プール跡プール跡プール跡地含め大地含め大地含め大地含め大宮宮宮宮通り通り通り通りプロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトのののの中中中中でやっていこうとでやっていこうとでやっていこうとでやっていこうと考え考え考え考え

ているているているている中中中中で、そういうで、そういうで、そういうで、そういう映像映像映像映像をををを使使使使ったったったった展展展展示も示も示も示も重重重重要な要な要な要な中中中中身身身身になるかと思いますし、になるかと思いますし、になるかと思いますし、になるかと思いますし、イベイベイベイベンンンントトトトでででで

もいろいろともいろいろともいろいろともいろいろと協協協協力できるのではないかと思っておりますので、そういった力できるのではないかと思っておりますので、そういった力できるのではないかと思っておりますので、そういった力できるのではないかと思っておりますので、そういった中中中中ででででホホホホテテテテルルルルのののの部部部部

分分分分も引きも引きも引きも引き続続続続きやってまいりたいと思っております。きやってまいりたいと思っております。きやってまいりたいと思っております。きやってまいり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、交交交交通につきましては、通につきましては、通につきましては、通につきましては、特特特特にごにごにごにご指指指指摘摘摘摘のとおり、のとおり、のとおり、のとおり、駅駅駅駅からはからはからはからは距離距離距離距離が多少ごが多少ごが多少ごが多少ござざざざいます。います。います。います。

やはりやはりやはりやはりバスバスバスバスの活の活の活の活用用用用をうまくをうまくをうまくをうまく考え考え考え考えていかないといけないと思っております。今ていかないといけないと思っております。今ていかないといけないと思っております。今ていかないといけないと思っております。今イベイベイベイベンンンントトトト時時時時でででで

あるとか、あるいはあるとか、あるいはあるとか、あるいはあるとか、あるいは休休休休日には日には日には日にはぐぐぐぐるっとるっとるっとるっとバスバスバスバスをををを走走走走らせておりますけれども、大らせておりますけれども、大らせておりますけれども、大らせておりますけれども、大宮宮宮宮通り、通り、通り、通り、三三三三条条条条

通りを通りを通りを通りを回回回回っておりまして、っておりまして、っておりまして、っておりまして、プール跡プール跡プール跡プール跡地の地の地の地の周辺周辺周辺周辺もももも回回回回っておることもありますから、そういっっておることもありますから、そういっっておることもありますから、そういっっておることもありますから、そういっ

たものの活たものの活たものの活たものの活用用用用もももも検討検討検討検討をしていかなければいけないと思っておりますし、あるいは長をしていかなければいけないと思っておりますし、あるいは長をしていかなければいけないと思っておりますし、あるいは長をしていかなければいけないと思っておりますし、あるいは長距離距離距離距離ババババ

スススス、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは空港空港空港空港リリリリムムムムジジジジンンンンバスバスバスバスといったものもといったものもといったものもといったものもプール跡プール跡プール跡プール跡地まで引っ地まで引っ地まで引っ地まで引っ張張張張ってこれないかといってこれないかといってこれないかといってこれないかとい

うこともうこともうこともうことも考え考え考え考えたいと思っておりますので、もちろんたいと思っておりますので、もちろんたいと思っておりますので、もちろんたいと思っておりますので、もちろん鉄鉄鉄鉄道道道道だけではなくて、だけではなくて、だけではなくて、だけではなくて、バスバスバスバスのアのアのアのアククククセセセセスススス

を含めてを含めてを含めてを含めて検討検討検討検討してまいりたいと思っております。してまいりたいと思っております。してまいりたいと思っております。してまいりたいと思っております。以上以上以上以上です。です。です。です。

○森川委員○森川委員○森川委員○森川委員 通告なしで通告なしで通告なしで通告なしで突然突然突然突然質問して、本質問して、本質問して、本質問して、本当当当当ににににススススムムムムーーーーズズズズにおにおにおにお答え答え答え答えしていただいたのですけしていただいたのですけしていただいたのですけしていただいたのですけ
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れども、奈良県がやる事業としては、れども、奈良県がやる事業としては、れども、奈良県がやる事業としては、れども、奈良県がやる事業としては、確確確確かに地域だけにかに地域だけにかに地域だけにかに地域だけに突突突突出するのはいいけれども、こう出するのはいいけれども、こう出するのはいいけれども、こう出するのはいいけれども、こう

いう基金をつくられるときには、いう基金をつくられるときには、いう基金をつくられるときには、いう基金をつくられるときには、特特特特定の定の定の定の場場場場所所所所をををを選選選選定して、ここだけという定して、ここだけという定して、ここだけという定して、ここだけというよよよような基金は今うな基金は今うな基金は今うな基金は今

後考え後考え後考え後考えていくていくていくていくべべべべきではないのかなと思います。今きではないのかなと思います。今きではないのかなと思います。今きではないのかなと思います。今回新回新回新回新しい事業というしい事業というしい事業というしい事業という形形形形で、奈良公園ので、奈良公園ので、奈良公園ので、奈良公園の中中中中

だけの基金ですか、平城だけの基金ですか、平城だけの基金ですか、平城だけの基金ですか、平城遷都遷都遷都遷都１１１１，，，，３００年３００年３００年３００年祭祭祭祭のときにどういうのときにどういうのときにどういうのときにどういう話話話話をををを聞聞聞聞いているのかといいているのかといいているのかといいているのかといええええ

ば、奈良県には奈良公園や大仏さんだけではなしに、本ば、奈良県には奈良公園や大仏さんだけではなしに、本ば、奈良県には奈良公園や大仏さんだけではなしに、本ば、奈良県には奈良公園や大仏さんだけではなしに、本当当当当にもっと多くのにもっと多くのにもっと多くのにもっと多くの埋埋埋埋もれた文化財、もれた文化財、もれた文化財、もれた文化財、

国国国国宝級宝級宝級宝級のものがこんなたくさんあったのだというのものがこんなたくさんあったのだというのものがこんなたくさんあったのだというのものがこんなたくさんあったのだという話話話話をををを聞聞聞聞いてきました。そのいてきました。そのいてきました。そのいてきました。その中中中中で、県としで、県としで、県としで、県とし

てそれだけの多くのてそれだけの多くのてそれだけの多くのてそれだけの多くの意見意見意見意見をををを聞聞聞聞いているのに、ないているのに、ないているのに、ないているのに、なぜぜぜぜもっとほかの地域、もっとほかの地域、もっとほかの地域、もっとほかの地域、全体全体全体全体像像像像をををを見見見見ていただていただていただていただ

けないのか。ですので、基金は奈良公園のけないのか。ですので、基金は奈良公園のけないのか。ですので、基金は奈良公園のけないのか。ですので、基金は奈良公園の整整整整備備備備事業の事業の事業の事業の一一一一環環環環としてのものだととしてのものだととしてのものだととしてのものだと聞聞聞聞いているのいているのいているのいているの

ですけれども、今ですけれども、今ですけれども、今ですけれども、今後後後後はははは全体全体全体全体の市町村にの市町村にの市町村にの市町村に仮仮仮仮に寺社仏に寺社仏に寺社仏に寺社仏閣閣閣閣のところでも観光にのところでも観光にのところでも観光にのところでも観光に寄寄寄寄与与与与できるできるできるできるよよよような、うな、うな、うな、

集集集集客ができる客ができる客ができる客ができるよよよようなところがあれば、もっと相うなところがあれば、もっと相うなところがあれば、もっと相うなところがあれば、もっと相談談談談して、またそこに観光客も来られるして、またそこに観光客も来られるして、またそこに観光客も来られるして、またそこに観光客も来られるよよよようううう

なななな窓窓窓窓口口口口を今を今を今を今後後後後できればできればできればできれば考え考え考え考えていって、奈良県ていって、奈良県ていって、奈良県ていって、奈良県全体全体全体全体、奈良公園から、奈良公園から、奈良公園から、奈良公園から桜井桜井桜井桜井市や大和市や大和市や大和市や大和郡山郡山郡山郡山市など市など市など市など

のののの各各各各地域地域地域地域へ行へ行へ行へ行きやすいきやすいきやすいきやすいよよよような、またそこで観光うな、またそこで観光うな、またそこで観光うな、またそこで観光開開開開発ができる発ができる発ができる発ができるよよよような基金をうな基金をうな基金をうな基金を使使使使ええええるるるる形形形形も、でも、でも、でも、で

きれば今きれば今きれば今きれば今後後後後拡拡拡拡大していただいて、また大していただいて、また大していただいて、また大していただいて、また協協協協力していただける力していただける力していただける力していただけるよよよようなうなうなうな形形形形をできましたらつくっをできましたらつくっをできましたらつくっをできましたらつくっ

ていただきたいと、要ていただきたいと、要ていただきたいと、要ていただきたいと、要望望望望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。

もうもうもうもう一一一一つは、つは、つは、つは、知知知知らない地域にらない地域にらない地域にらない地域に行行行行ったときに、まったときに、まったときに、まったときに、まず電車ず電車ず電車ず電車からおりて、そのからおりて、そのからおりて、そのからおりて、その駅駅駅駅の改の改の改の改札札札札を出たを出たを出たを出た

ところから、その地域のところから、その地域のところから、その地域のところから、その地域の場場場場所所所所、どこ、どこ、どこ、どこへ行へ行へ行へ行けるのかをけるのかをけるのかをけるのかを見見見見ると思います。できましたら、奈良ると思います。できましたら、奈良ると思います。できましたら、奈良ると思います。できましたら、奈良

駅駅駅駅だけではなく、文化財があったり、観光だけではなく、文化財があったり、観光だけではなく、文化財があったり、観光だけではなく、文化財があったり、観光開開開開発ができる発ができる発ができる発ができるよよよようなところがあればうなところがあればうなところがあればうなところがあれば駅駅駅駅に、に、に、に、駅駅駅駅のののの

改改改改札札札札を出たところにでも観光の案内を出たところにでも観光の案内を出たところにでも観光の案内を出たところにでも観光の案内看看看看板板板板をををを全体全体全体全体的に設的に設的に設的に設置置置置していただきたいと思います。こしていただきたいと思います。こしていただきたいと思います。こしていただきたいと思います。こ

れも要れも要れも要れも要望望望望で今で今で今で今後考え後考え後考え後考えていただけたら、ていただけたら、ていただけたら、ていただけたら、知知知知らない方が来られたときに本らない方が来られたときに本らない方が来られたときに本らない方が来られたときに本当当当当に丁寧な、おもてに丁寧な、おもてに丁寧な、おもてに丁寧な、おもて

なしのある奈良県だと思っていただけると思います。なしのある奈良県だと思っていただけると思います。なしのある奈良県だと思っていただけると思います。なしのある奈良県だと思っていただけると思います。オリオリオリオリンンンンピピピピックックックックも、も、も、も、７７７７年先に年先に年先に年先に決決決決定しま定しま定しま定しま

した。した。した。した。７７７７年先ではなしにそれまでに年先ではなしにそれまでに年先ではなしにそれまでに年先ではなしにそれまでに各各各各国から国から国から国から東東東東京都京都京都京都にににに向向向向けて来られるけれども、けて来られるけれども、けて来られるけれども、けて来られるけれども、東東東東京都京都京都京都にににに

来られたら奈良県にできるだけ来ていただける来られたら奈良県にできるだけ来ていただける来られたら奈良県にできるだけ来ていただける来られたら奈良県にできるだけ来ていただけるよよよように、そういううに、そういううに、そういううに、そういう形形形形もももも踏踏踏踏ままままええええてててて整整整整備備備備していしていしていしてい

ただきたいなと、要ただきたいなと、要ただきたいなと、要ただきたいなと、要望望望望しておきます。しておきます。しておきます。しておきます。

また、今どれまた、今どれまた、今どれまた、今どれぐぐぐぐらいの地域に観光案内らいの地域に観光案内らいの地域に観光案内らいの地域に観光案内看看看看板板板板の設の設の設の設置置置置がされているのか、がされているのか、がされているのか、がされているのか、駅駅駅駅のののの数数数数等等等等、、、、わわわわかれかれかれかれ

ばまたばまたばまたばまた後後後後でででで教え教え教え教えていただきたいし、今ていただきたいし、今ていただきたいし、今ていただきたいし、今後後後後頑張頑張頑張頑張っていただきたいと思います。っていただきたいと思います。っていただきたいと思います。っていただきたいと思います。

プールプールプールプールのののの跡跡跡跡地ですけれども、地ですけれども、地ですけれども、地ですけれども、跡跡跡跡地地地地利用利用利用利用についてさまについてさまについてさまについてさまざざざざまなごまなごまなごまなご意見意見意見意見を皆おを皆おを皆おを皆お持持持持ちだと思いまちだと思いまちだと思いまちだと思いま

す。す。す。す。法法法法隆隆隆隆寺から来たら、寺から来たら、寺から来たら、寺から来たら、電車電車電車電車でででで行行行行けば、Ｊけば、Ｊけば、Ｊけば、ＪＲ法Ｒ法Ｒ法Ｒ法隆隆隆隆寺からＪ寺からＪ寺からＪ寺からＪＲＲＲＲ奈良奈良奈良奈良駅駅駅駅というというというという形形形形でででで行行行行きます。きます。きます。きます。

ここのここのここのここの施施施施設を設を設を設を使使使使いたいいたいいたいいたい時時時時は、は、は、は、バスバスバスバスかかかか電車電車電車電車かかかか歩歩歩歩いてか。いてか。いてか。いてか。プール跡プール跡プール跡プール跡地の地の地の地の利用計画利用計画利用計画利用計画はやはりはやはりはやはりはやはり交交交交通通通通

面面面面からからからから始始始始まると思うのです。どこの地域、どこのまると思うのです。どこの地域、どこのまると思うのです。どこの地域、どこのまると思うのです。どこの地域、どこの駅駅駅駅でどこから来るのか、どこからこのでどこから来るのか、どこからこのでどこから来るのか、どこからこのでどこから来るのか、どこからこの場場場場

所所所所に来るのかというに来るのかというに来るのかというに来るのかという交交交交通通通通計画計画計画計画もつくって、それでもつくって、それでもつくって、それでもつくって、それで誘致誘致誘致誘致をしていく。をしていく。をしていく。をしていく。ホホホホテテテテルルルルでもそうだと思でもそうだと思でもそうだと思でもそうだと思
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います。本います。本います。本います。本当当当当ににににホホホホテテテテルルルルのののの場場場場合合合合は、は、は、は、歩歩歩歩いていけるのか、いていけるのか、いていけるのか、いていけるのか、バスバスバスバスでででで行行行行けるのかにけるのかにけるのかにけるのかによよよよっては大っては大っては大っては大違違違違い。い。い。い。

近鉄新近鉄新近鉄新近鉄新大大大大宮駅宮駅宮駅宮駅の西の西の西の西側側側側にににに仮仮仮仮にににに駅駅駅駅の出の出の出の出口口口口があれば、があれば、があれば、があれば、電車電車電車電車をとめるところををとめるところををとめるところををとめるところをずずずずらせば、これだけらせば、これだけらせば、これだけらせば、これだけ

で西で西で西で西側側側側のののの駅駅駅駅からおりて、からおりて、からおりて、からおりて、歩歩歩歩いてもいてもいてもいても駅駅駅駅から１０から１０から１０から１０分分分分もかからないもかからないもかからないもかからないぐぐぐぐらいでらいでらいでらいで行行行行けるだろう。とこけるだろう。とこけるだろう。とこけるだろう。とこ

ろが今のろが今のろが今のろが今の東側東側東側東側の出の出の出の出口口口口だけであれば、２０だけであれば、２０だけであれば、２０だけであれば、２０分ぐ分ぐ分ぐ分ぐらいかかる。安くついて、らいかかる。安くついて、らいかかる。安くついて、らいかかる。安くついて、一番利用一番利用一番利用一番利用方方方方法法法法のいのいのいのい

いいいいよよよように、うに、うに、うに、跡跡跡跡地地地地利用利用利用利用についてについてについてについて交交交交通通通通面面面面もももも考え考え考え考えていただいて、ていただいて、ていただいて、ていただいて、ホホホホテテテテルルルルも継も継も継も継続続続続してしてしてして誘致誘致誘致誘致をされるをされるをされるをされる

というのであれば、なおさらそういうというのであれば、なおさらそういうというのであれば、なおさらそういうというのであれば、なおさらそういう形形形形でやってもらいたい。観光としてのでやってもらいたい。観光としてのでやってもらいたい。観光としてのでやってもらいたい。観光としての位位位位置置置置づけで県づけで県づけで県づけで県

のこののこののこののこのプロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトが進められていることは、観光客、またが進められていることは、観光客、またが進められていることは、観光客、またが進められていることは、観光客、また利用者利用者利用者利用者がががが利用利用利用利用しやすいしやすいしやすいしやすい形形形形に、に、に、に、

取取取取りりりり組組組組むむむむのにはのにはのにはのには駅駅駅駅とかとかとかとかバスバスバスバスとかをこことかをこことかをこことかをここへへへへどうやってどうやってどうやってどうやって持持持持ってくるかのってくるかのってくるかのってくるかの検討検討検討検討もももも一一一一緒緒緒緒にしないこにしないこにしないこにしないこ

とには、観光としてのとには、観光としてのとには、観光としてのとには、観光としての意意意意味味味味がないという思いがあって、がないという思いがあって、がないという思いがあって、がないという思いがあって、突然突然突然突然でしたけれど質問をさせていでしたけれど質問をさせていでしたけれど質問をさせていでしたけれど質問をさせてい

ただきました。そういうただきました。そういうただきました。そういうただきました。そういう意意意意味味味味で、要で、要で、要で、要望望望望として、今として、今として、今として、今後跡後跡後跡後跡地地地地周辺周辺周辺周辺のののの交交交交通通通通整整整整備備備備としていろいろごとしていろいろごとしていろいろごとしていろいろご

検討検討検討検討していただきたいと思います。質問していただきたいと思います。質問していただきたいと思います。質問していただきたいと思います。質問終終終終わわわわります。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 今、森川委員が言った、今、森川委員が言った、今、森川委員が言った、今、森川委員が言った、特特特特に奈良公園の基金の問題に奈良公園の基金の問題に奈良公園の基金の問題に奈良公園の基金の問題等等等等、奈良公園にすると、奈良公園にすると、奈良公園にすると、奈良公園にすると

いういういういう合合合合理理理理性、県民性、県民性、県民性、県民合意合意合意合意がががが得得得得られるられるられるられるよよよような、いろいろなうな、いろいろなうな、いろいろなうな、いろいろな機運機運機運機運をしっかりつくって、奈良公園をしっかりつくって、奈良公園をしっかりつくって、奈良公園をしっかりつくって、奈良公園

だけにだけにだけにだけに限限限限定するか、あるいは定するか、あるいは定するか、あるいは定するか、あるいは場場場場合合合合にににによよよよったら、ほかでもそれにったら、ほかでもそれにったら、ほかでもそれにったら、ほかでもそれに匹敵匹敵匹敵匹敵するするするするよよよようなうなうなうなイベイベイベイベンンンントトトトをををを

されているされているされているされている場場場場合合合合はそれらも入れるか、はそれらも入れるか、はそれらも入れるか、はそれらも入れるか、よよよよく今の森川委員のく今の森川委員のく今の森川委員のく今の森川委員の意見意見意見意見をををを聞聞聞聞いてやっていただきたいてやっていただきたいてやっていただきたいてやっていただきた

いと思います。いと思います。いと思います。いと思います。

○大坪委員○大坪委員○大坪委員○大坪委員 質問をさせていただきたいと思います。質問をさせていただきたいと思います。質問をさせていただきたいと思います。質問をさせていただきたいと思います。

ままままず最ず最ず最ず最初初初初に、森川委員からもご質問されました、県に、森川委員からもご質問されました、県に、森川委員からもご質問されました、県に、森川委員からもご質問されました、県営プール営プール営プール営プールのののの跡跡跡跡地活地活地活地活用プロジェクト用プロジェクト用プロジェクト用プロジェクトでででで

すけれども、すけれども、すけれども、すけれども、ホホホホテテテテルルルルがががが中中中中核核核核的なものであると的なものであると的なものであると的なものであると考え考え考え考えていると今、ごていると今、ごていると今、ごていると今、ご答弁答弁答弁答弁ありました。そしてありました。そしてありました。そしてありました。そして

また他の方から、また他の方から、また他の方から、また他の方から、ホホホホテテテテル以外ル以外ル以外ル以外のことものことものことものことも考え考え考え考えられるのではないかということで今られるのではないかということで今られるのではないかということで今られるのではないかということで今後後後後検討検討検討検討されされされされ

ていくということですが、２月予ていくということですが、２月予ていくということですが、２月予ていくということですが、２月予算算算算のときに、のときに、のときに、のときに、割割割割と詳しい資料が出ましたけれども、そこと詳しい資料が出ましたけれども、そこと詳しい資料が出ましたけれども、そこと詳しい資料が出ましたけれども、そこ

へへへへこのこのこのこのＮＨＫＮＨＫＮＨＫＮＨＫ奈良奈良奈良奈良放送放送放送放送局の局の局の局の話話話話が出てきたが出てきたが出てきたが出てきたわわわわけなのですが、これは２月のときのけなのですが、これは２月のときのけなのですが、これは２月のときのけなのですが、これは２月のときの考え考え考え考え方と、方と、方と、方と、

ＮＨＫＮＨＫＮＨＫＮＨＫのののの話話話話が出てきてからとが出てきてからとが出てきてからとが出てきてからと変変変変わわわわってきているのではないかと感じるのですけれども、こってきているのではないかと感じるのですけれども、こってきているのではないかと感じるのですけれども、こってきているのではないかと感じるのですけれども、こ

れかられかられかられからホホホホテテテテルルルルも含めて、このも含めて、このも含めて、このも含めて、この計画計画計画計画がががが当当当当初初初初予予予予算算算算に示されたものとに示されたものとに示されたものとに示されたものと全全全全くくくく違違違違うものになってくるうものになってくるうものになってくるうものになってくる

可能可能可能可能性があるのか１点お性があるのか１点お性があるのか１点お性があるのか１点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。

○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） 今年今年今年今年度度度度、ご、ご、ご、ご指指指指摘摘摘摘のとおのとおのとおのとお

り、予り、予り、予り、予算算算算でもでもでもでもプール跡プール跡プール跡プール跡地の地の地の地のプロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトのののの中中中中身身身身をををを整理整理整理整理していく、していく、していく、していく、検討検討検討検討していくということしていくということしていくということしていくということ

で今やっております。予で今やっております。予で今やっております。予で今やっております。予算算算算のときから、大きなのときから、大きなのときから、大きなのときから、大きなココココンンンンセセセセプトプトプトプトとしては日としては日としては日としては日帰帰帰帰り観光、奈良県がり観光、奈良県がり観光、奈良県がり観光、奈良県が

長年長年長年長年抱抱抱抱ええええるるるる課課課課題からの題からの題からの題からの脱却脱却脱却脱却ということで、そういったということで、そういったということで、そういったということで、そういった宿泊宿泊宿泊宿泊も含めたも含めたも含めたも含めた滞滞滞滞在在在在型型型型の観光の観光の観光の観光拠拠拠拠点をつ点をつ点をつ点をつ

くっていくということをやっておりました。くっていくということをやっておりました。くっていくということをやっておりました。くっていくということをやっておりました。
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ＮＨＫＮＨＫＮＨＫＮＨＫのののの話話話話を今を今を今を今回回回回からまたからまたからまたからまた検討検討検討検討していくことにさせていただきましたけれども、そこはしていくことにさせていただきましたけれども、そこはしていくことにさせていただきましたけれども、そこはしていくことにさせていただきましたけれども、そこは

変変変変わわわわっておりません。っておりません。っておりません。っておりません。ＮＨＫＮＨＫＮＨＫＮＨＫも、もちろんごも、もちろんごも、もちろんごも、もちろんご自身自身自身自身のののの放送機能確放送機能確放送機能確放送機能確保ということはあるでしょ保ということはあるでしょ保ということはあるでしょ保ということはあるでしょ

うけれども、うけれども、うけれども、うけれども、ＮＨＫＮＨＫＮＨＫＮＨＫがおがおがおがお持持持持ちになっているちになっているちになっているちになっている映像映像映像映像的なものであるとか、あるいはその的なものであるとか、あるいはその的なものであるとか、あるいはその的なものであるとか、あるいはそのイベイベイベイベンンンン

トトトト的な的な的な的な能能能能力であるといったものを力であるといったものを力であるといったものを力であるといったものを最最最最大大大大限限限限活活活活用用用用していただきながら、地域のしていただきながら、地域のしていただきながら、地域のしていただきながら、地域の振興振興振興振興といいますといいますといいますといいます

か、にぎか、にぎか、にぎか、にぎわわわわいづくりにいづくりにいづくりにいづくりに協協協協力して、力して、力して、力して、ココココラボラボラボラボレレレレーショーショーショーションしていくンしていくンしていくンしていくよよよようなうなうなうな形形形形で進めてまいりたいで進めてまいりたいで進めてまいりたいで進めてまいりたい

と思います。そのほかのと思います。そのほかのと思います。そのほかのと思います。そのほかの施施施施設につきましても、例設につきましても、例設につきましても、例設につきましても、例ええええばばばばイベイベイベイベンンンントトトト広広広広場場場場的なものであるとか、的なものであるとか、的なものであるとか、的なものであるとか、

ココココンンンンベベベベンンンンショショショションンンン機能機能機能機能でありますとか、でありますとか、でありますとか、でありますとか、飲食飲食飲食飲食物販物販物販物販ののののよよよようなうなうなうな機能機能機能機能といったものもといったものもといったものもといったものも宿泊宿泊宿泊宿泊のののの機能機能機能機能とととと

ああああわわわわせて今せて今せて今せて今検討検討検討検討しておるところでごしておるところでごしておるところでごしておるところでござざざざいます。います。います。います。面面面面積積積積が３が３が３が３ヘヘヘヘククククタタタタールールールールほどごほどごほどごほどござざざざいますし、いますし、いますし、いますし、ＮＮＮＮ

ＨＫＨＫＨＫＨＫはははは恐恐恐恐らくそのうちの０らくそのうちの０らくそのうちの０らくそのうちの０．．．．４４４４から０から０から０から０．．．．５５５５ヘヘヘヘククククタタタタールールールール程程程程度度度度のものだとのものだとのものだとのものだと考え考え考え考えておりますので、ておりますので、ておりますので、ておりますので、

まだまだ２まだまだ２まだまだ２まだまだ２．．．．６６６６から２から２から２から２．．．．７７７７ヘヘヘヘククククタタタタールぐールぐールぐールぐらいらいらいらい土土土土地がご地がご地がご地がござざざざいますので、そのいますので、そのいますので、そのいますので、その中中中中でにぎでにぎでにぎでにぎわわわわいをいをいをいを

できるできるできるできるよよよような内うな内うな内うな内容容容容を、を、を、を、ハハハハードードードード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ソソソソフトフトフトフトも含めも含めも含めも含め検討検討検討検討を今年を今年を今年を今年度度度度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

思っております。思っております。思っております。思っております。以上以上以上以上です。です。です。です。

○大坪委員○大坪委員○大坪委員○大坪委員 どうもありがとうごどうもありがとうごどうもありがとうごどうもありがとうござざざざいます。います。います。います。ＮＨＫＮＨＫＮＨＫＮＨＫのののの放送放送放送放送局というのは局というのは局というのは局というのはわわわわかるのですが、かるのですが、かるのですが、かるのですが、

周周周周りのいろいろな方にりのいろいろな方にりのいろいろな方にりのいろいろな方に聞聞聞聞いていますと、いていますと、いていますと、いていますと、特特特特に奈良市民の方ですけれども、に奈良市民の方ですけれども、に奈良市民の方ですけれども、に奈良市民の方ですけれども、何何何何であそこにであそこにであそこにであそこにホホホホ

テテテテルルルルなのかと大多なのかと大多なのかと大多なのかと大多数数数数の方からそういうの方からそういうの方からそういうの方からそういう意見意見意見意見が出るが出るが出るが出るわわわわけであります。けであります。けであります。けであります。

そういったそういったそういったそういった中中中中ででででよよよよくくくく話話話話に出るのが、これはあくまでもに出るのが、これはあくまでもに出るのが、これはあくまでもに出るのが、これはあくまでも意見意見意見意見なのですけれども、県なのですけれども、県なのですけれども、県なのですけれども、県庁庁庁庁ががががププププ

ール跡ール跡ール跡ール跡地地地地へ行へ行へ行へ行って、市って、市って、市って、市役所役所役所役所と、なおさらそこにと、なおさらそこにと、なおさらそこにと、なおさらそこにＮＨＫＮＨＫＮＨＫＮＨＫのののの放送放送放送放送局があれば、これは局があれば、これは局があれば、これは局があれば、これはイベイベイベイベンンンントトトト

広広広広場場場場の活の活の活の活用用用用にしても、またにしても、またにしても、またにしても、またココココンンンンベベベベンンンンショショショションンンン機能機能機能機能にしても、本にしても、本にしても、本にしても、本当当当当にすごくにすごくにすごくにすごくよよよよいものができるいものができるいものができるいものができる

のではないかと。また、のではないかと。また、のではないかと。また、のではないかと。また、警察署警察署警察署警察署ととととプール側プール側プール側プール側はたしかちょっとはたしかちょっとはたしかちょっとはたしかちょっと高高高高かったと思うのですが、かかったと思うのですが、かかったと思うのですが、かかったと思うのですが、か

なりのなりのなりのなりの高高高高さまでさまでさまでさまで利用利用利用利用できる地域になります。奈良市でできる地域になります。奈良市でできる地域になります。奈良市でできる地域になります。奈良市で一等一等一等一等地の地の地の地の場場場場所所所所になりますので、このになりますので、このになりますので、このになりますので、この

場場場場所所所所ををををフルフルフルフルに、に、に、に、高度利用高度利用高度利用高度利用できるできるできるできるよよよようなうなうなうな形形形形というのがやはり市民、県民のというのがやはり市民、県民のというのがやはり市民、県民のというのがやはり市民、県民の利利利利益益益益にかなってくにかなってくにかなってくにかなってく

るのではないかとるのではないかとるのではないかとるのではないかと考え考え考え考えております。そして県ております。そして県ております。そして県ております。そして県庁庁庁庁のののの場場場場所所所所がもしがもしがもしがもし仮仮仮仮ににににホホホホテテテテルルルルにでもなれば、にでもなれば、にでもなれば、にでもなれば、世世世世

界界界界でもでもでもでも有数有数有数有数のすごいのすごいのすごいのすごいブブブブランランランランドドドド力のある力のある力のある力のあるホホホホテテテテルルルルになるのではないかというになるのではないかというになるのではないかというになるのではないかという話話話話を奈良市のを奈良市のを奈良市のを奈良市のメメメメンンンン

バーバーバーバーの方の方の方の方 々々々々とととと話話話話をするときもあります。これはまた、今をするときもあります。これはまた、今をするときもあります。これはまた、今をするときもあります。これはまた、今後後後後もももも検討検討検討検討されるされるされるされる経経経経緯緯緯緯見見見見守守守守っていきっていきっていきっていき

ながら、いろいろと質問させていただきたいと思います。ながら、いろいろと質問させていただきたいと思います。ながら、いろいろと質問させていただきたいと思います。ながら、いろいろと質問させていただきたいと思います。よよよよろしくお願いをろしくお願いをろしくお願いをろしくお願いを申申申申しししし上げ上げ上げ上げます。ます。ます。ます。

次次次次に、先日、に、先日、に、先日、に、先日、総総総総務警察務警察務警察務警察委員会の調査で地委員会の調査で地委員会の調査で地委員会の調査で地元元元元議員として議員として議員として議員として参加参加参加参加をさせていただいてきました。をさせていただいてきました。をさせていただいてきました。をさせていただいてきました。

アアアアジジジジアアアア太太太太平平平平洋洋洋洋観光観光観光観光交交交交流セ流セ流セ流センンンンタタタターーーー、Ａ、Ａ、Ａ、ＡＰＰＰＰＴＥＣＴＥＣＴＥＣＴＥＣ、そして、そして、そして、そして外外外外国国国国人支援人支援人支援人支援セセセセンンンンタタタターーーーにににに行行行行かせていたかせていたかせていたかせていた

だいただいただいただいたわわわわけでありますけれども、おけでありますけれども、おけでありますけれども、おけでありますけれども、お伺伺伺伺いをしたいのですが、Ａいをしたいのですが、Ａいをしたいのですが、Ａいをしたいのですが、ＡＰＰＰＰＴＥＣＴＥＣＴＥＣＴＥＣについて、これはについて、これはについて、これはについて、これは

大大大大阪阪阪阪市から、市から、市から、市から、知知知知事が力を入れて事が力を入れて事が力を入れて事が力を入れてぜひぜひぜひぜひ奈良県にということで奈良県にということで奈良県にということで奈良県にということで呼呼呼呼んでこられたというんでこられたというんでこられたというんでこられたという経経経経緯緯緯緯があがあがあがあ

ります。これに対してります。これに対してります。これに対してります。これに対して運運運運営営営営のののの補助補助補助補助を出しております。また奈良市でもを出しております。また奈良市でもを出しております。また奈良市でもを出しております。また奈良市でも家賃家賃家賃家賃補助補助補助補助的なものを的なものを的なものを的なものを
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出しているということです。もともとＪ出しているということです。もともとＪ出しているということです。もともとＪ出しているということです。もともとＪＲＲＲＲ奈良奈良奈良奈良駅駅駅駅ののののシルシルシルシルキア奈良は、この町のにぎキア奈良は、この町のにぎキア奈良は、この町のにぎキア奈良は、この町のにぎわわわわいをいをいをいを

つくるというつくるというつくるというつくるという意意意意味味味味合合合合いで、いで、いで、いで、当当当当初初初初は１は１は１は１階階階階にも２にも２にも２にも２階階階階にもにもにもにも物販施物販施物販施物販施設設設設等等等等が入っていたのですが、今が入っていたのですが、今が入っていたのですが、今が入っていたのですが、今

は１は１は１は１階階階階ののののみみみみで、２で、２で、２で、２階階階階はははは病院病院病院病院関係と、Ａ関係と、Ａ関係と、Ａ関係と、ＡＰＰＰＰＴＥＣＴＥＣＴＥＣＴＥＣとそしてとそしてとそしてとそして外外外外国国国国人支援人支援人支援人支援セセセセンンンンタタタターーーーが入っていまが入っていまが入っていまが入っていま

す。す。す。す。運運運運営補助営補助営補助営補助が出ているということですので、Ａが出ているということですので、Ａが出ているということですので、Ａが出ているということですので、ＡＰＰＰＰＴＥＣＴＥＣＴＥＣＴＥＣに関しては、日本に来ていただに関しては、日本に来ていただに関しては、日本に来ていただに関しては、日本に来ていただ

いた、奈良に来ていただいた事いた、奈良に来ていただいた事いた、奈良に来ていただいた事いた、奈良に来ていただいた事務務務務所所所所がある。それで、今がある。それで、今がある。それで、今がある。それで、今後後後後いろいろと観光統いろいろと観光統いろいろと観光統いろいろと観光統計計計計の関係の会の関係の会の関係の会の関係の会

議もしていただけるということですが、県からお金が出ている議もしていただけるということですが、県からお金が出ている議もしていただけるということですが、県からお金が出ている議もしていただけるということですが、県からお金が出ている以上以上以上以上、奈良県、奈良県、奈良県、奈良県へへへへ、せめて関、せめて関、せめて関、せめて関

西西西西中心中心中心中心にと、しっかりと引っにと、しっかりと引っにと、しっかりと引っにと、しっかりと引っ張張張張ってきただけのってきただけのってきただけのってきただけの意意意意味味味味のあるのあるのあるのある存存存存在在在在となってもらとなってもらとなってもらとなってもらええええるるるるよよよようにしうにしうにしうにし

ていただきたい。そうでなければていただきたい。そうでなければていただきたい。そうでなければていただきたい。そうでなければ何何何何も奈良県でお金を出してまでやる必要はないと思っても奈良県でお金を出してまでやる必要はないと思っても奈良県でお金を出してまでやる必要はないと思っても奈良県でお金を出してまでやる必要はないと思って

おります。そのおります。そのおります。そのおります。その辺辺辺辺もしっかりＡもしっかりＡもしっかりＡもしっかりＡＰＰＰＰＴＥＣＴＥＣＴＥＣＴＥＣとととと話話話話をしていただきたいのですが、をしていただきたいのですが、をしていただきたいのですが、をしていただきたいのですが、聞聞聞聞かせていたかせていたかせていたかせていた

だきたいのは、だきたいのは、だきたいのは、だきたいのは、外外外外国国国国人支援人支援人支援人支援セセセセンンンンタタタターーーーについてですが、この相についてですが、この相についてですが、この相についてですが、この相談窓談窓談窓談窓口口口口について、平成３年かについて、平成３年かについて、平成３年かについて、平成３年か

ら平成２３年まではならら平成２３年まではならら平成２３年まではならら平成２３年まではなら・シルクロード・シルクロード・シルクロード・シルクロード博博博博記念国記念国記念国記念国際際際際交交交交流流流流財財財財団団団団、平成２、平成２、平成２、平成２４４４４年年年年度度度度が、奈良県が、奈良県が、奈良県が、奈良県中中中中

小小小小企企企企業会館２業会館２業会館２業会館２階階階階、そしてことしから、そしてことしから、そしてことしから、そしてことしからシルシルシルシルキア奈良の２キア奈良の２キア奈良の２キア奈良の２階階階階へへへへ移転移転移転移転をしているをしているをしているをしているわわわわけですが、こけですが、こけですが、こけですが、こ

のあたりののあたりののあたりののあたりの経経経経緯緯緯緯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いただけますでしょうか。かせいただけますでしょうか。かせいただけますでしょうか。かせいただけますでしょうか。

○久保田観光局長○久保田観光局長○久保田観光局長○久保田観光局長 外外外外国国国国人支援人支援人支援人支援セセセセンンンンタタタターーーーは県内におは県内におは県内におは県内にお住住住住まいのまいのまいのまいの外外外外国国国国人人人人の生活の生活の生活の生活支援等支援等支援等支援等をするをするをするをする施施施施

設でご設でご設でご設でござざざざいます。平成２３年います。平成２３年います。平成２３年います。平成２３年度度度度までならまでならまでならまでなら・シルクロード・シルクロード・シルクロード・シルクロード博博博博記念国記念国記念国記念国際際際際交交交交流流流流財財財財団団団団をををを持持持持っておりっておりっておりっており

ましたので、その間は財ましたので、その間は財ましたので、その間は財ましたので、その間は財団団団団でででで外外外外国国国国人支援人支援人支援人支援をしておりました。財をしておりました。財をしておりました。財をしておりました。財団団団団は閉じましたので、そのは閉じましたので、そのは閉じましたので、そのは閉じましたので、その

機能機能機能機能は県がは県がは県がは県が直直直直営営営営するということで、平成２するということで、平成２するということで、平成２するということで、平成２４４４４年年年年度度度度はははは近鉄近鉄近鉄近鉄奈良奈良奈良奈良駅前駅前駅前駅前のののの施施施施設にあったのですが、設にあったのですが、設にあったのですが、設にあったのですが、

せっかくこのせっかくこのせっかくこのせっかくこのＵＵＵＵＮＮＮＮＷＴＯＷＴＯＷＴＯＷＴＯという国という国という国という国際機際機際機際機関を関を関を関を誘致誘致誘致誘致するのだったらするのだったらするのだったらするのだったら機能機能機能機能を多を多を多を多面面面面化するために、化するために、化するために、化するために、

そこにそこにそこにそこに施施施施設をということで、今年設をということで、今年設をということで、今年設をということで、今年度４度４度４度４月に月に月に月に移転移転移転移転させていただいて、させていただいて、させていただいて、させていただいて、外外外外国国国国人支援人支援人支援人支援セセセセンンンンタタタターーーーのののの

機能機能機能機能をををを果果果果たすためにいろいろなたすためにいろいろなたすためにいろいろなたすためにいろいろな外外外外国国国国語語語語対対対対応応応応できる方をできる方をできる方をできる方を雇雇雇雇用用用用しておりますので、しておりますので、しておりますので、しておりますので、機能機能機能機能をををを十十十十分分分分

に発に発に発に発揮揮揮揮できればということで、できればということで、できればということで、できればということで、移転移転移転移転したということでごしたということでごしたということでごしたということでござざざざいます。います。います。います。以上以上以上以上でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

○大坪委員○大坪委員○大坪委員○大坪委員 ありがとうごありがとうごありがとうごありがとうござざざざいます。います。います。います。確確確確かにかにかにかに隣隣隣隣にＡにＡにＡにＡＰＰＰＰＴＥＣＴＥＣＴＥＣＴＥＣがあって、このがあって、このがあって、このがあって、この前見前見前見前見せていたせていたせていたせていた

だきましただきましただきましただきました交交交交流流流流ススススペペペペースースースース、とても、とても、とても、とても便便便便利利利利で、またで、またで、またで、また外外外外国国国国人支援人支援人支援人支援セセセセンンンンタタタターーーーも大事なものだと思うも大事なものだと思うも大事なものだと思うも大事なものだと思う

のですけれども、ただ、相のですけれども、ただ、相のですけれども、ただ、相のですけれども、ただ、相談談談談件件件件数数数数をををを見見見見ていますと、ことしは、ていますと、ことしは、ていますと、ことしは、ていますと、ことしは、昨昨昨昨年年年年度度度度のののの同同同同時時時時期期期期とととと比べ比べ比べ比べてててて約約約約

２２２２倍倍倍倍にににに増加増加増加増加と書いていて、ここにと書いていて、ここにと書いていて、ここにと書いていて、ここに移移移移ったからったからったからったから効果効果効果効果が出ているというアが出ているというアが出ているというアが出ているというアピピピピールールールールともとれるのともとれるのともとれるのともとれるの

ですけれども、年ですけれども、年ですけれども、年ですけれども、年度末度末度末度末までまでまでまで見見見見ててててみみみみないとないとないとないとわわわわかりませんけれども、来かりませんけれども、来かりませんけれども、来かりませんけれども、来訪訪訪訪よよよよりもりもりもりも電話電話電話電話のほうがのほうがのほうがのほうが

倍倍倍倍とか、３とか、３とか、３とか、３倍倍倍倍というというというという数字数字数字数字で多いのです。で多いのです。で多いのです。で多いのです。中中中中もももも見見見見せていただきましたし、せていただきましたし、せていただきましたし、せていただきましたし、近近近近くを通ると、たくを通ると、たくを通ると、たくを通ると、た

まに二まに二まに二まに二階階階階を通ったりするのですけれども、ほとんどを通ったりするのですけれども、ほとんどを通ったりするのですけれども、ほとんどを通ったりするのですけれども、ほとんど人人人人が来られているが来られているが来られているが来られている様様様様子子子子がない、がない、がない、がない、電話電話電話電話でででで

対対対対応応応応されているのかもしれませんけれども。平成２されているのかもしれませんけれども。平成２されているのかもしれませんけれども。平成２されているのかもしれませんけれども。平成２４４４４年でいいますと来年でいいますと来年でいいますと来年でいいますと来訪訪訪訪が１１が１１が１１が１１７７７７件、件、件、件、電電電電

話話話話が３０が３０が３０が３０４４４４件ということで、件件ということで、件件ということで、件件ということで、件数数数数でいったらでいったらでいったらでいったら４７４７４７４７８件ですから、平８件ですから、平８件ですから、平８件ですから、平均均均均すると１日すると１日すると１日すると１日何何何何件かと件かと件かと件かと
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なってくるなってくるなってくるなってくるわわわわけですけれども、そのけですけれども、そのけですけれども、そのけですけれども、その辺辺辺辺をををを考え考え考え考えたときに、たときに、たときに、たときに、確確確確かにＡかにＡかにＡかにＡＰＰＰＰＴＥＣＴＥＣＴＥＣＴＥＣとの関との関との関との関連連連連性でい性でい性でい性でい

いというのもあるのですけれども、そもそもこのいというのもあるのですけれども、そもそもこのいというのもあるのですけれども、そもそもこのいというのもあるのですけれども、そもそもこの外外外外国国国国人支援人支援人支援人支援セセセセンンンンタタタターーーーのあり方のあり方のあり方のあり方自自自自体体体体が、もが、もが、もが、も

う少し例う少し例う少し例う少し例ええええばばばばココココンンンンパパパパクトクトクトクトなななな場場場場所所所所とか、あるところとくっつけて、とか、あるところとくっつけて、とか、あるところとくっつけて、とか、あるところとくっつけて、合合合合理理理理的にしても的にしても的にしても的にしても十十十十分分分分にこにこにこにこ

れれれれぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの数数数数だったらこなせるのではないかと感じるだったらこなせるのではないかと感じるだったらこなせるのではないかと感じるだったらこなせるのではないかと感じるわわわわけです。またけです。またけです。またけです。また一度一度一度一度ごごごご検討検討検討検討いただけいただけいただけいただけ

たらと思います。これは、平成２５年たらと思います。これは、平成２５年たらと思います。これは、平成２５年たらと思います。これは、平成２５年度度度度のののの結果結果結果結果もももも見見見見させていただいて、またさせていただいて、またさせていただいて、またさせていただいて、また違違違違うううう視視視視点から点から点から点から

でも質問させていただきたいと思います。でも質問させていただきたいと思います。でも質問させていただきたいと思います。でも質問させていただきたいと思います。

そしてそしてそしてそして最後最後最後最後に、観光のに、観光のに、観光のに、観光のＰＲＰＲＰＲＰＲの関係でおの関係でおの関係でおの関係でお伺伺伺伺いをしたいのですけれども、いをしたいのですけれども、いをしたいのですけれども、いをしたいのですけれども、全全全全国には観光大国には観光大国には観光大国には観光大使使使使

でありますとか、でありますとか、でありますとか、でありますとか、ふふふふるさと大るさと大るさと大るさと大使使使使というというというという形形形形で設で設で設で設置置置置されているところがされているところがされているところがされているところが結結結結構構構構あります。俗に観あります。俗に観あります。俗に観あります。俗に観

光大光大光大光大使使使使とととと申申申申しますと、しますと、しますと、しますと、著著著著名名名名人人人人の方、の方、の方、の方、芸能芸能芸能芸能人人人人の方でありますとか、の方でありますとか、の方でありますとか、の方でありますとか、学学学学者者者者の方でありますとか、の方でありますとか、の方でありますとか、の方でありますとか、

経経経経済済済済界界界界で活で活で活で活躍躍躍躍されているされているされているされているよよよような方、こういった方をその県の観光大うな方、こういった方をその県の観光大うな方、こういった方をその県の観光大うな方、こういった方をその県の観光大使使使使にににに指指指指名する。また名する。また名する。また名する。またふふふふ

るさと大るさと大るさと大るさと大使使使使のののの場場場場合合合合には、そのには、そのには、そのには、その土土土土地の出地の出地の出地の出身身身身者者者者の方で、の方で、の方で、の方で、全全全全国の県国の県国の県国の県人人人人会会会会等等等等で活で活で活で活躍躍躍躍されているとか、されているとか、されているとか、されているとか、

また事業をされているといった方がまた事業をされているといった方がまた事業をされているといった方がまた事業をされているといった方がふふふふるさと大るさと大るさと大るさと大使使使使にににに任命任命任命任命をされていて、活をされていて、活をされていて、活をされていて、活躍躍躍躍をされているをされているをされているをされている

のですが、いろいろと本県でも観光ののですが、いろいろと本県でも観光ののですが、いろいろと本県でも観光ののですが、いろいろと本県でも観光のＰＲＰＲＰＲＰＲをををを取取取取りりりり組組組組んでいただいておりますけれども、観んでいただいておりますけれども、観んでいただいておりますけれども、観んでいただいておりますけれども、観

光大光大光大光大使使使使なりなりなりなりふふふふるさと大るさと大るさと大るさと大使使使使といったといったといったといった形形形形、また、また、また、また人人人人材材材材を活を活を活を活用用用用しての観光アしての観光アしての観光アしての観光アピピピピールールールールについて、今どについて、今どについて、今どについて、今ど

ののののよよよようにうにうにうに取取取取りりりり組組組組まれているのか、またこれからどうされるのかおまれているのか、またこれからどうされるのかおまれているのか、またこれからどうされるのかおまれているのか、またこれからどうされるのかお伺伺伺伺いをできたらと思いまいをできたらと思いまいをできたらと思いまいをできたらと思いま

す。す。す。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 観光大観光大観光大観光大使使使使、、、、ふふふふるさと大るさと大るさと大るさと大使使使使についてのご質問でごについてのご質問でごについてのご質問でごについてのご質問でござざざざいます。います。います。います。

委員お委員お委員お委員お述述述述べべべべのとおり、のとおり、のとおり、のとおり、全全全全国でいろいろな活国でいろいろな活国でいろいろな活国でいろいろな活動動動動をされているということでごをされているということでごをされているということでごをされているということでござざざざいます。奈います。奈います。奈います。奈

良県の良県の良県の良県の場場場場合合合合、、、、特特特特にそういった方にそういった方にそういった方にそういった方 々々々々をををを任命任命任命任命して活して活して活して活動動動動していただいているということは今現していただいているということは今現していただいているということは今現していただいているということは今現在在在在

ごごごござざざざいません。奈良県がいません。奈良県がいません。奈良県がいません。奈良県が取取取取りりりり組組組組んでおりますのは、例んでおりますのは、例んでおりますのは、例んでおりますのは、例ええええばこの間、ばこの間、ばこの間、ばこの間、土土土土、日つきましては、、日つきましては、、日つきましては、、日つきましては、

名古名古名古名古屋屋屋屋市の県市の県市の県市の県人人人人会の方会の方会の方会の方 々々々々とととと共共共共同同同同して名古して名古して名古して名古屋屋屋屋市で観光市で観光市で観光市で観光ＰＲＰＲＰＲＰＲさせていただいたりということで、させていただいたりということで、させていただいたりということで、させていただいたりということで、

特特特特にににに著著著著名名名名人人人人ということではなく、そのということではなく、そのということではなく、そのということではなく、その土土土土地に地に地に地に根根根根をおろして活をおろして活をおろして活をおろして活動動動動されている方されている方されている方されている方 々々々々とととと一一一一緒緒緒緒にににに組組組組

ませていただいて観光ませていただいて観光ませていただいて観光ませていただいて観光ＰＲＰＲＰＲＰＲをするといったをするといったをするといったをするといった手法手法手法手法で今現で今現で今現で今現在取在取在取在取りりりり組組組組んでおります。んでおります。んでおります。んでおります。

また、奈良県のまた、奈良県のまた、奈良県のまた、奈良県のママママスコットスコットスコットスコットキキキキャャャャララララククククタタタターーーーのせんとくんは、のせんとくんは、のせんとくんは、のせんとくんは、全全全全国的にも国的にも国的にも国的にも有有有有名でご名でご名でご名でござざざざいます。います。います。います。

そういったせんとくんなどそういったせんとくんなどそういったせんとくんなどそういったせんとくんなど有効有効有効有効に活に活に活に活用用用用して、観光して、観光して、観光して、観光ＰＲＰＲＰＲＰＲ、、、、情情情情報発報発報発報発信信信信にににに取取取取りりりり組組組組んでいるというんでいるというんでいるというんでいるという

ところが今現ところが今現ところが今現ところが今現在在在在のののの状況状況状況状況でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。以上以上以上以上でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

○大坪委員○大坪委員○大坪委員○大坪委員 ありがとうごありがとうごありがとうごありがとうござざざざいます。例います。例います。例います。例ええええば、ば、ば、ば、高高高高知知知知県でしたら、県でしたら、県でしたら、県でしたら、映映映映画画画画でもでもでもでも話話話話題になりまし題になりまし題になりまし題になりまし

たたたた「「「「県県県県庁庁庁庁おもてなしおもてなしおもてなしおもてなし課」課」課」課」というというというという映映映映画画画画もありましたけれども、あのもありましたけれども、あのもありましたけれども、あのもありましたけれども、あの映映映映画画画画もいろいろともいろいろともいろいろともいろいろと作品作品作品作品をををを

つくるつくるつくるつくる中中中中でででで作家作家作家作家の方とか、の方とか、の方とか、の方とか、俳優俳優俳優俳優の方がかかの方がかかの方がかかの方がかかわわわわってきて、いろいろってきて、いろいろってきて、いろいろってきて、いろいろ盛盛盛盛りりりり上上上上がったのですけれがったのですけれがったのですけれがったのですけれ

ども、そんな方ども、そんな方ども、そんな方ども、そんな方 々々々々も観光も観光も観光も観光特特特特使使使使というというというという形形形形でなっていただいているでなっていただいているでなっていただいているでなっていただいているよよよようです。そこにはうです。そこにはうです。そこにはうです。そこには著著著著名名名名人人人人
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の方だけではなくて、の方だけではなくて、の方だけではなくて、の方だけではなくて、一一一一般般般般の方での方での方での方で郷土郷土郷土郷土をををを愛愛愛愛する、する、する、する、高高高高知知知知県を県を県を県を愛愛愛愛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気気気気持持持持ちで、そちで、そちで、そちで、そ

れれれれぞぞぞぞれの生活をしている地域でしっかりとれの生活をしている地域でしっかりとれの生活をしている地域でしっかりとれの生活をしている地域でしっかりと高高高高知知知知県の県の県の県のＰＲＰＲＰＲＰＲをされているということををされているということををされているということををされているということを聞聞聞聞きまきまきまきま

した。またした。またした。またした。また徳徳徳徳島県においてもそういった島県においてもそういった島県においてもそういった島県においてもそういった形形形形の、の、の、の、一一一一般般般般の方を対象にしたの方を対象にしたの方を対象にしたの方を対象にした制制制制度度度度があって、名があって、名があって、名があって、名刺刺刺刺

をををを配布配布配布配布されて、その名されて、その名されて、その名されて、その名刺刺刺刺をもらったをもらったをもらったをもらった人人人人がががが徳徳徳徳島県に島県に島県に島県に行行行行って、って、って、って、指指指指定のその定のその定のその定のその店店店店にににに行行行行くと少しくと少しくと少しくと少し割割割割引引引引

なり、なり、なり、なり、施施施施設の入設の入設の入設の入場場場場料も料も料も料も割割割割引される。またお引される。またお引される。またお引される。またお買買買買いいいい物物物物されたときもされたときもされたときもされたときも割割割割引をされる。こういった引をされる。こういった引をされる。こういった引をされる。こういった

こともあるということもおこともあるということもおこともあるということもおこともあるということもお聞聞聞聞きしたことがあります。きしたことがあります。きしたことがあります。きしたことがあります。著著著著名名名名人人人人の方は、いろいろと予の方は、いろいろと予の方は、いろいろと予の方は、いろいろと予算算算算的に的に的に的に

もかかるのかもしれませんが、奈良県の出もかかるのかもしれませんが、奈良県の出もかかるのかもしれませんが、奈良県の出もかかるのかもしれませんが、奈良県の出身身身身の方であれば、の方であれば、の方であれば、の方であれば、自自自自分分分分らのらのらのらのふふふふるさとやと、奈良るさとやと、奈良るさとやと、奈良るさとやと、奈良

がががが好好好好きやねんということできやねんということできやねんということできやねんということで頼頼頼頼めばめばめばめば結結結結構協構協構協構協力してくださる方はあると思います。また力してくださる方はあると思います。また力してくださる方はあると思います。また力してくださる方はあると思います。また一一一一般般般般のののの

方の、方の、方の、方の、ふふふふるさと大るさと大るさと大るさと大使使使使的なものでも、基本的には名的なものでも、基本的には名的なものでも、基本的には名的なものでも、基本的には名刺刺刺刺をををを刷刷刷刷るるるる印刷印刷印刷印刷代代代代ぐぐぐぐらいのことです。ただ、らいのことです。ただ、らいのことです。ただ、らいのことです。ただ、

何何何何らしかのらしかのらしかのらしかの特特特特典典典典をつけをつけをつけをつけよよよようと思うと、うと思うと、うと思うと、うと思うと、制制制制度度度度的なものをつくらないといけないかもしれませ的なものをつくらないといけないかもしれませ的なものをつくらないといけないかもしれませ的なものをつくらないといけないかもしれませ

んけれども、んけれども、んけれども、んけれども、ぜひぜひぜひぜひとも今のこの観光とも今のこの観光とも今のこの観光とも今のこの観光ＰＲＰＲＰＲＰＲのののの形形形形にににに加加加加ええええて、て、て、て、人人人人づてのづてのづてのづての口コ口コ口コ口コミミミミの観光の観光の観光の観光ＰＲＰＲＰＲＰＲの方の方の方の方法法法法

として、として、として、として、ぜひぜひぜひぜひともこういったともこういったともこういったともこういった制制制制度度度度もももも考え考え考え考えていただければありがたいと思います。どうかていただければありがたいと思います。どうかていただければありがたいと思います。どうかていただければありがたいと思います。どうかよよよよ

ろしくお願いをろしくお願いをろしくお願いをろしくお願いを申申申申しししし上げ上げ上げ上げます。ます。ます。ます。以上以上以上以上で質問はで質問はで質問はで質問は終終終終わわわわります。ります。ります。ります。

○粒谷委員○粒谷委員○粒谷委員○粒谷委員 １点だけお１点だけお１点だけお１点だけお伺伺伺伺いしたいと思います。奈良県の観光といいますと、いいしたいと思います。奈良県の観光といいますと、いいしたいと思います。奈良県の観光といいますと、いいしたいと思います。奈良県の観光といいますと、いわわわわゆゆゆゆる寺る寺る寺る寺

社仏社仏社仏社仏閣閣閣閣、あるいは奈良公園が、あるいは奈良公園が、あるいは奈良公園が、あるいは奈良公園がメーメーメーメーンだと思うのです。そのンだと思うのです。そのンだと思うのです。そのンだと思うのです。その中中中中で、例で、例で、例で、例ええええば奈良公園のば奈良公園のば奈良公園のば奈良公園の中中中中には、には、には、には、

国国国国有有有有地と県地と県地と県地と県有有有有地と市地と市地と市地と市有有有有地、それと地、それと地、それと地、それと個人個人個人個人のののの土土土土地があろうかと思います。その地があろうかと思います。その地があろうかと思います。その地があろうかと思います。その中中中中で、例で、例で、例で、例ええええばばばば個個個個

人人人人のののの土土土土地が、地が、地が、地が、登登登登記記記記法上法上法上法上の問題をの問題をの問題をの問題をクリクリクリクリアしてアしてアしてアして開開開開発なさる。では発なさる。では発なさる。では発なさる。では何何何何でもできるのかというでもできるのかというでもできるのかというでもできるのかという話話話話にににに

なると思うのです。そのなると思うのです。そのなると思うのです。そのなると思うのです。その中中中中で、例で、例で、例で、例ええええばばばば過去過去過去過去にににに東東東東大寺の西大寺の西大寺の西大寺の西側側側側でででで尾尾尾尾田田田田組組組組さんおさんおさんおさんお持持持持ちのちのちのちの土土土土地がご地がご地がご地がご

ざざざざいました。これをいました。これをいました。これをいました。これを開開開開発されて発されて発されて発されてレレレレストストストストランとかいろいろなもののランとかいろいろなもののランとかいろいろなもののランとかいろいろなものの複複複複合施合施合施合施設をおつくりにな設をおつくりにな設をおつくりにな設をおつくりにな

りました。りました。りました。りました。最最最最初初初初からからからから違違違違和感があるなという思いがあったのです。この和感があるなという思いがあったのです。この和感があるなという思いがあったのです。この和感があるなという思いがあったのです。このよよよように、公園のうに、公園のうに、公園のうに、公園の中中中中のののの

民民民民有有有有地を例地を例地を例地を例ええええばばばば開開開開発に出されるときに、県は発に出されるときに、県は発に出されるときに、県は発に出されるときに、県は傍傍傍傍観観観観者者者者的な的な的な的な形形形形になるのか、それとも県がになるのか、それとも県がになるのか、それとも県がになるのか、それとも県が積積積積極極極極

的にこの奈良公園の基本的な的にこの奈良公園の基本的な的にこの奈良公園の基本的な的にこの奈良公園の基本的なココココンンンンセセセセプトプトプトプトにににに合合合合ううううよよよようなうなうなうな形形形形でのでのでのでの指導指導指導指導をされるのか、そういうをされるのか、そういうをされるのか、そういうをされるのか、そういう

おおおお考え考え考え考えがあるのかないのかまがあるのかないのかまがあるのかないのかまがあるのかないのかまずずずずおおおお聞聞聞聞かせください。かせください。かせください。かせください。

○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 ご質問のご質問のご質問のご質問の部分部分部分部分で、奈良公園というのは、奈良公園基本で、奈良公園というのは、奈良公園基本で、奈良公園というのは、奈良公園基本で、奈良公園というのは、奈良公園基本戦略戦略戦略戦略の広いの広いの広いの広い意意意意

味味味味の奈良公園かと思いますが、例の奈良公園かと思いますが、例の奈良公園かと思いますが、例の奈良公園かと思いますが、例ええええばこの県ばこの県ばこの県ばこの県庁庁庁庁からからからから東東東東向向向向いた奈良公園いた奈良公園いた奈良公園いた奈良公園一一一一帯帯帯帯はははは開開開開発の発の発の発の規規規規制制制制もももも

かなりかかっておりますし、かなりかかっておりますし、かなりかかっておりますし、かなりかかっておりますし、従従従従来から地来から地来から地来から地元元元元も含めていろいろなも含めていろいろなも含めていろいろなも含めていろいろな形形形形のののの話話話話しししし合合合合いをしておりまいをしておりまいをしておりまいをしておりま

すので、すので、すので、すので、開開開開発発発発等等等等については、については、については、については、我々我々我々我々もももも同同同同じじじじ土俵土俵土俵土俵で相で相で相で相談談談談したりすることはできるかと思います。したりすることはできるかと思います。したりすることはできるかと思います。したりすることはできるかと思います。

ただ、Ｊただ、Ｊただ、Ｊただ、ＪＲＲＲＲ奈良奈良奈良奈良駅駅駅駅のほうまでのほうまでのほうまでのほうまで行行行行きますと、今のきますと、今のきますと、今のきますと、今の段階段階段階段階ではすではすではすではすぐぐぐぐにににに一一一一緒緒緒緒におにおにおにお話話話話をするをするをするをするよよよようなうなうなうな場場場場

所所所所もももも持持持持ってはおりません。ただ、今ってはおりません。ただ、今ってはおりません。ただ、今ってはおりません。ただ、今特区特区特区特区にににに絡絡絡絡みみみみまして、地域活性化まして、地域活性化まして、地域活性化まして、地域活性化協協協協議会を議会を議会を議会を立立立立ちちちち上げ上げ上げ上げておておておてお

りまして、地りまして、地りまして、地りまして、地元元元元のののの商店街商店街商店街商店街等等等等もそのもそのもそのもその中中中中ににににメメメメンンンンバーバーバーバーとして入っていただいておりますので、今として入っていただいておりますので、今として入っていただいておりますので、今として入っていただいておりますので、今
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後後後後またまたまたまた特区特区特区特区のののの是是是是非非非非もありますけれども、もありますけれども、もありますけれども、もありますけれども、並並並並行行行行しながらそういうしながらそういうしながらそういうしながらそういう部分部分部分部分にもにもにもにも意見意見意見意見を言を言を言を言ええええるるるるよよよようううう

なななな形形形形でででで連携連携連携連携してやっていきたいとしてやっていきたいとしてやっていきたいとしてやっていきたいと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。以上以上以上以上です。です。です。です。

○粒谷委員○粒谷委員○粒谷委員○粒谷委員 申申申申しししし上げ上げ上げ上げたのはＪたのはＪたのはＪたのはＪＲＲＲＲ奈良奈良奈良奈良駅駅駅駅までの広までの広までの広までの広範範範範的なお的なお的なお的なお話話話話ではないのですけれども、いではないのですけれども、いではないのですけれども、いではないのですけれども、い

わわわわゆゆゆゆるるるる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若草若草若草若草山山山山の間について、奈良公園という、の間について、奈良公園という、の間について、奈良公園という、の間について、奈良公園という、ググググリーリーリーリーンのンのンのンの芝芝芝芝生のある生のある生のある生のある周辺周辺周辺周辺

から、から、から、から、一一一一つはつはつはつは商商商商業業業業ゾゾゾゾーーーーンというンというンというンという三三三三条条条条通りの通りの通りの通りのゾゾゾゾーーーーンを含めて、要するに奈良ンを含めて、要するに奈良ンを含めて、要するに奈良ンを含めて、要するに奈良へへへへ観光に来られ観光に来られ観光に来られ観光に来られ

た方にお金を出してもらた方にお金を出してもらた方にお金を出してもらた方にお金を出してもらわわわわないといけないないといけないないといけないないといけないわわわわけです。そうなると、けです。そうなると、けです。そうなると、けです。そうなると、商商商商業業業業ゾゾゾゾーーーーンのンのンのンの整整整整備備備備も必も必も必も必

要なのです。今おっし要なのです。今おっし要なのです。今おっし要なのです。今おっしゃゃゃゃったったったったよよよように、そういう大きいうに、そういう大きいうに、そういう大きいうに、そういう大きい開開開開発発発発等等等等は県もかかは県もかかは県もかかは県もかかわわわわっていくというっていくというっていくというっていくという

ならば、ならば、ならば、ならば、尾尾尾尾田田田田組組組組さんのさんのさんのさんの開開開開発のときはどれ発のときはどれ発のときはどれ発のときはどれぐぐぐぐらいのかからいのかからいのかからいのかかわわわわりがあったのですか。りがあったのですか。りがあったのですか。りがあったのですか。

○中西奈良公園室長○中西奈良公園室長○中西奈良公園室長○中西奈良公園室長 正直正直正直正直言いまして、今のその言いまして、今のその言いまして、今のその言いまして、今のそのレレレレストストストストランができたランができたランができたランができた部分等部分等部分等部分等については、については、については、については、

多多多多分分分分奈良市の奈良市の奈良市の奈良市の許認可許認可許認可許認可以外以外以外以外、県として観光、県として観光、県として観光、県として観光サイドサイドサイドサイドではかかではかかではかかではかかわわわわりはしていなかったと思います。りはしていなかったと思います。りはしていなかったと思います。りはしていなかったと思います。

○粒谷委員○粒谷委員○粒谷委員○粒谷委員 となりますと、この奈良公園、Ｊとなりますと、この奈良公園、Ｊとなりますと、この奈良公園、Ｊとなりますと、この奈良公園、ＪＲＲＲＲ奈良奈良奈良奈良駅駅駅駅からからからから東側東側東側東側、、、、若草若草若草若草山山山山までのこの間のまでのこの間のまでのこの間のまでのこの間の

民民民民有有有有地については、県が例地については、県が例地については、県が例地については、県が例ええええば大ば大ば大ば大規規規規模模模模開開開開発をされる発をされる発をされる発をされる場場場場合合合合、５０坪、１００坪はまた、５０坪、１００坪はまた、５０坪、１００坪はまた、５０坪、１００坪はまた別別別別ですですですです

が、大きなが、大きなが、大きなが、大きな開開開開発をされるとすれば、県はあまりかか発をされるとすれば、県はあまりかか発をされるとすれば、県はあまりかか発をされるとすれば、県はあまりかかわわわわらない。基本的に奈良公園のらない。基本的に奈良公園のらない。基本的に奈良公園のらない。基本的に奈良公園の一体一体一体一体感感感感

としてとしてとしてとしてミミミミススススママママッチッチッチッチかなと思っても、かなと思っても、かなと思っても、かなと思っても、当当当当然然然然、、、、個人個人個人個人の財の財の財の財産産産産権権権権ですから、県はですから、県はですから、県はですから、県は侵害侵害侵害侵害するするするするよよよようなこうなこうなこうなこ

とはできません。しかしながら、県が思う奈良公園のとはできません。しかしながら、県が思う奈良公園のとはできません。しかしながら、県が思う奈良公園のとはできません。しかしながら、県が思う奈良公園の一体一体一体一体化とすれば、県も化とすれば、県も化とすれば、県も化とすれば、県も積積積積極的に極的に極的に極的に個人個人個人個人

の財の財の財の財産産産産権権権権といといといといええええどもかかどもかかどもかかどもかかわわわわっていくのが本来あるっていくのが本来あるっていくのが本来あるっていくのが本来あるべべべべきききき姿姿姿姿かと思うのですけれども、その点かと思うのですけれども、その点かと思うのですけれども、その点かと思うのですけれども、その点

についてはどうですか。についてはどうですか。についてはどうですか。についてはどうですか。

○中西奈良公園室長○中西奈良公園室長○中西奈良公園室長○中西奈良公園室長 おっしおっしおっしおっしゃゃゃゃるるるるよよよように、なかなか今までその私うに、なかなか今までその私うに、なかなか今までその私うに、なかなか今までその私有有有有地の地の地の地の部分部分部分部分については、については、については、については、

広い広い広い広い意意意意味味味味の奈良公園といいながらも、の奈良公園といいながらも、の奈良公園といいながらも、の奈良公園といいながらも、我々我々我々我々にそのにそのにそのにその許認可権許認可権許認可権許認可権があるがあるがあるがあるわわわわけでもないので、かかけでもないので、かかけでもないので、かかけでもないので、かか

わわわわりにくかったのは事りにくかったのは事りにくかったのは事りにくかったのは事実実実実でごでごでごでござざざざいますが、先ほども言いましたいますが、先ほども言いましたいますが、先ほども言いましたいますが、先ほども言いましたよよよように、今地域活性化うに、今地域活性化うに、今地域活性化うに、今地域活性化協協協協議議議議

会を会を会を会を立立立立ちちちち上げ上げ上げ上げておりまして、そのておりまして、そのておりまして、そのておりまして、その中中中中で１００で１００で１００で１００％％％％ではないでしょうけれども、できるだけ奈ではないでしょうけれども、できるだけ奈ではないでしょうけれども、できるだけ奈ではないでしょうけれども、できるだけ奈

良公園良公園良公園良公園周辺周辺周辺周辺のあり方をのあり方をのあり方をのあり方を一一一一緒緒緒緒に議に議に議に議論論論論をしていきたいと思います。ただ、それがをしていきたいと思います。ただ、それがをしていきたいと思います。ただ、それがをしていきたいと思います。ただ、それが規規規規制制制制力がある力がある力がある力がある

のかといのかといのかといのかといわわわわれると、あくまでもれると、あくまでもれると、あくまでもれると、あくまでもモモモモララララルルルルの問題であったり、今ありますの問題であったり、今ありますの問題であったり、今ありますの問題であったり、今ありますよよよように、どんどんうに、どんどんうに、どんどんうに、どんどんママママ

ンンンンショショショションがンがンがンが建建建建っていっていることは、奈良公園の基本っていっていることは、奈良公園の基本っていっていることは、奈良公園の基本っていっていることは、奈良公園の基本戦略戦略戦略戦略の本来のの本来のの本来のの本来の趣旨趣旨趣旨趣旨からいからいからいからいええええばばばば違違違違うかうかうかうか

なというなというなというなという気気気気もしておりますが、そこはできるだけもしておりますが、そこはできるだけもしておりますが、そこはできるだけもしておりますが、そこはできるだけ打打打打ちちちち合わ合わ合わ合わせをしながらせをしながらせをしながらせをしながら頑張頑張頑張頑張りたいと思っりたいと思っりたいと思っりたいと思っ

ております。ております。ております。ております。以上以上以上以上でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

○粒谷委員○粒谷委員○粒谷委員○粒谷委員 正直正直正直正直言って、言って、言って、言って、行政側行政側行政側行政側のののの立立立立場場場場からいからいからいからいええええば、あるば、あるば、あるば、ある意意意意味味味味ではではではでは個人個人個人個人の財の財の財の財産産産産権権権権をををを侵害侵害侵害侵害すすすす

ることも大いにあるかもることも大いにあるかもることも大いにあるかもることも大いにあるかもわわわわかりません。しかし、現かりません。しかし、現かりません。しかし、現かりません。しかし、現在在在在それはできないというのは事それはできないというのは事それはできないというのは事それはできないというのは事実実実実なのなのなのなの

です。そのです。そのです。そのです。その中中中中で今で今で今で今非常非常非常非常にににに気気気気になるのが、になるのが、になるのが、になるのが、猿沢荘猿沢荘猿沢荘猿沢荘のののの横横横横のののの魚佐旅魚佐旅魚佐旅魚佐旅館の館の館の館の跡跡跡跡地です。この地です。この地です。この地です。この土土土土地につ地につ地につ地につ

いて、現いて、現いて、現いて、現在在在在あのあのあのあの跡跡跡跡、まだ、まだ、まだ、まだ決決決決まっていないのかどうか詳しいことはまっていないのかどうか詳しいことはまっていないのかどうか詳しいことはまっていないのかどうか詳しいことはわわわわからないのですけれどからないのですけれどからないのですけれどからないのですけれど
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も、奈良県のも、奈良県のも、奈良県のも、奈良県のロロロロケケケケーショーショーショーションのンのンのンの中中中中ではではではでは最高最高最高最高ののののロロロロケケケケーショーショーショーションなのです。これを今言いますンなのです。これを今言いますンなのです。これを今言いますンなのです。これを今言いますよよよようううう

に、地に、地に、地に、地主主主主の方に県がどこまでの方に県がどこまでの方に県がどこまでの方に県がどこまでププププレゼレゼレゼレゼンをなさったのか。いや、もうンをなさったのか。いや、もうンをなさったのか。いや、もうンをなさったのか。いや、もう個人個人個人個人の財の財の財の財産産産産ですから、ですから、ですから、ですから、

県はそう県はそう県はそう県はそう深深深深く入れないのか、それとも県としてはこういうご提案をさせていただきたいとく入れないのか、それとも県としてはこういうご提案をさせていただきたいとく入れないのか、それとも県としてはこういうご提案をさせていただきたいとく入れないのか、それとも県としてはこういうご提案をさせていただきたいと

いういういういうよよよようなうなうなうなププププレゼレゼレゼレゼンまで入ったのかどうかはどうなのですか。ンまで入ったのかどうかはどうなのですか。ンまで入ったのかどうかはどうなのですか。ンまで入ったのかどうかはどうなのですか。

○中西奈良公園室長○中西奈良公園室長○中西奈良公園室長○中西奈良公園室長 今おっし今おっし今おっし今おっしゃゃゃゃっているのはっているのはっているのはっているのは猿沢池猿沢池猿沢池猿沢池のののの魚佐旅魚佐旅魚佐旅魚佐旅館館館館跡跡跡跡地かと思いますが、こ地かと思いますが、こ地かと思いますが、こ地かと思いますが、こ

れにつきましては、れにつきましては、れにつきましては、れにつきましては、周辺周辺周辺周辺がががが猿沢池猿沢池猿沢池猿沢池及び奈良公園という及び奈良公園という及び奈良公園という及び奈良公園という部分部分部分部分、それから、、それから、、それから、、それから、旅旅旅旅館館館館跡跡跡跡地地地地へへへへのアのアのアのアクククク

セセセセススススは、奈良公園のは、奈良公園のは、奈良公園のは、奈良公園の道道道道路路路路がががが主主主主をををを占占占占めておりますので、今現めておりますので、今現めておりますので、今現めておりますので、今現在在在在もももも土土土土地の地の地の地の所所所所有有有有者者者者とどういう方とどういう方とどういう方とどういう方

向向向向でいかれるのかについては、でいかれるのかについては、でいかれるのかについては、でいかれるのかについては、非常非常非常非常にににに深深深深くかかくかかくかかくかかわわわわりをりをりをりを持持持持ち、県としてもいろいろなち、県としてもいろいろなち、県としてもいろいろなち、県としてもいろいろな紹介等紹介等紹介等紹介等

もさせていただきながら進めております。ただ、あくまでもさせていただきながら進めております。ただ、あくまでもさせていただきながら進めております。ただ、あくまでもさせていただきながら進めております。ただ、あくまで個人個人個人個人のことですので、今ののことですので、今ののことですので、今ののことですので、今の段階段階段階段階

でまだでまだでまだでまだ決決決決定には定には定には定には至至至至ってないとってないとってないとってないと聞聞聞聞いております。いております。いております。いております。

○粒谷委員○粒谷委員○粒谷委員○粒谷委員 というのは、今というのは、今というのは、今というのは、今度度度度猿沢荘猿沢荘猿沢荘猿沢荘も閉館になるということですね。そうすると、あるも閉館になるということですね。そうすると、あるも閉館になるということですね。そうすると、あるも閉館になるということですね。そうすると、ある

意意意意味味味味では奈良市の公園のでは奈良市の公園のでは奈良市の公園のでは奈良市の公園の一体一体一体一体化の化の化の化の中中中中ではではではでは非常非常非常非常にいいにいいにいいにいいロロロロケケケケーショーショーショーションであり、いいンであり、いいンであり、いいンであり、いい商商商商業業業業集集集集積積積積ゾゾゾゾ

ーーーーンになると思うのです。ンになると思うのです。ンになると思うのです。ンになると思うのです。一一一一つは、つは、つは、つは、個人個人個人個人のののの考え考え考え考えとすれば、とすれば、とすれば、とすれば、跡跡跡跡地を例地を例地を例地を例ええええばばばばホホホホテテテテルルルルもいいでしもいいでしもいいでしもいいでし

ょうけれども、いょうけれども、いょうけれども、いょうけれども、いわわわわゆゆゆゆるるるる消費消費消費消費をしていただけるをしていただけるをしていただけるをしていただけるよよよようなうなうなうな商商商商業業業業集集集集積積積積ゾゾゾゾーーーーンのンのンのンの核核核核となれば、となれば、となれば、となれば、三三三三条条条条

通りを含めた通りを含めた通りを含めた通りを含めた商店街商店街商店街商店街の活性化にもなってくると思うのです。そういうの活性化にもなってくると思うのです。そういうの活性化にもなってくると思うのです。そういうの活性化にもなってくると思うのです。そういう意意意意味味味味では、では、では、では、個人個人個人個人の財の財の財の財

産産産産といといといといええええども県としてこういうども県としてこういうども県としてこういうども県としてこういう考え考え考え考え方があるのだと方があるのだと方があるのだと方があるのだと積積積積極的な極的な極的な極的なププププレゼレゼレゼレゼンをやっていかなくてンをやっていかなくてンをやっていかなくてンをやっていかなくて

はならない。はならない。はならない。はならない。当当当当然然然然コストコストコストコストの問題もあろうかと思いますけれど。の問題もあろうかと思いますけれど。の問題もあろうかと思いますけれど。の問題もあろうかと思いますけれど。

きのう、たまたまきのう、たまたまきのう、たまたまきのう、たまたま知知知知事の観光の事の観光の事の観光の事の観光の講演講演講演講演会がご会がご会がご会がござざざざいました。いました。いました。いました。知知知知事が事が事が事が伊勢伊勢伊勢伊勢市のおか市のおか市のおか市のおかげげげげ横横横横丁の丁の丁の丁の話話話話

しをしておられましたけれど、これもしをしておられましたけれど、これもしをしておられましたけれど、これもしをしておられましたけれど、これも消費消費消費消費のののの仕掛仕掛仕掛仕掛けをしたからこそけをしたからこそけをしたからこそけをしたからこそ初初初初めてあそこに大きなめてあそこに大きなめてあそこに大きなめてあそこに大きな

消費消費消費消費が生まれたが生まれたが生まれたが生まれたわわわわけです。今奈良のけです。今奈良のけです。今奈良のけです。今奈良の場場場場合合合合、観光に来られたけれども、、観光に来られたけれども、、観光に来られたけれども、、観光に来られたけれども、消費消費消費消費するところがなするところがなするところがなするところがな

いのです。いのです。いのです。いのです。食食食食事をするところも事をするところも事をするところも事をするところも非常非常非常非常にまばらであると。そういうにまばらであると。そういうにまばらであると。そういうにまばらであると。そういう意意意意味味味味ではではではでは一一一一つのつのつのつの商商商商業業業業集集集集積積積積

ゾゾゾゾーーーーンのンのンのンのよよよようなうなうなうな形形形形で、で、で、で、消費消費消費消費をしていただけるをしていただけるをしていただけるをしていただけるよよよようなうなうなうなロロロロケケケケーショーショーショーションをつくれば、ンをつくれば、ンをつくれば、ンをつくれば、プール跡プール跡プール跡プール跡地地地地

よよよよりもりもりもりも非常非常非常非常にありがたい地にありがたい地にありがたい地にありがたい地形形形形だと思うのです。そういうだと思うのです。そういうだと思うのです。そういうだと思うのです。そういう意意意意味味味味では県もでは県もでは県もでは県も積積積積極的にあの極的にあの極的にあの極的にあの土土土土地の、地の、地の、地の、

跡跡跡跡地地地地利用利用利用利用にかかにかかにかかにかかわわわわってご提言されるってご提言されるってご提言されるってご提言されるべべべべきではないのかなと思うのですけれども、きではないのかなと思うのですけれども、きではないのかなと思うのですけれども、きではないのかなと思うのですけれども、最後最後最後最後に、に、に、に、

魚佐旅魚佐旅魚佐旅魚佐旅館の館の館の館の跡跡跡跡地を含めた、地を含めた、地を含めた、地を含めた、猿沢荘猿沢荘猿沢荘猿沢荘も含めたも含めたも含めたも含めた形形形形で県はどので県はどので県はどので県はどのよよよようにおうにおうにお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、お教え教え教え教えくだくだくだくだ

さい。さい。さい。さい。

○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 猿沢荘猿沢荘猿沢荘猿沢荘につきましては、関係につきましては、関係につきましては、関係につきましては、関係部部部部局とも局とも局とも局ともよよよよく相く相く相く相談談談談しながら、どのしながら、どのしながら、どのしながら、どのよよよようううう

なななな利用利用利用利用をしていくをしていくをしていくをしていくべべべべきかどうかをきかどうかをきかどうかをきかどうかを慎慎慎慎重重重重にやっていきたいと思っております。にやっていきたいと思っております。にやっていきたいと思っております。にやっ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、魚佐旅魚佐旅魚佐旅魚佐旅館の館の館の館の跡跡跡跡地につきましては、おっし地につきましては、おっし地につきましては、おっし地につきましては、おっしゃゃゃゃるるるるよよよように、うに、うに、うに、積積積積極的な極的な極的な極的なププププレゼレゼレゼレゼンといンといンといンとい

うううう部分部分部分部分も含めて、も含めて、も含めて、も含めて、土土土土地の地の地の地の所所所所有有有有者者者者と、今までもさせていただいていると、今までもさせていただいていると、今までもさせていただいていると、今までもさせていただいている部分部分部分部分はあるのですけれはあるのですけれはあるのですけれはあるのですけれ
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ども、できるども、できるども、できるども、できる限限限限りそこのりそこのりそこのりそこのロロロロケケケケーショーショーショーションをンをンをンを壊壊壊壊ささささぬぬぬぬよよよよう、そしてう、そしてう、そしてう、そして一一一一帯帯帯帯の、おっしの、おっしの、おっしの、おっしゃゃゃゃるるるる商商商商業業業業集集集集約約約約

につながるにつながるにつながるにつながるよよよようなうなうなうな開開開開発になる発になる発になる発になるよよよように、できるうに、できるうに、できるうに、できる限限限限りりりり頑張頑張頑張頑張っていきたいと思っております。っていきたいと思っております。っていきたいと思っております。っていきたいと思っております。以以以以

上上上上でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

○梶川委員長○梶川委員長○梶川委員長○梶川委員長 よよよよろしいですか。ほかにありませんか。ろしいですか。ほかにありませんか。ろしいですか。ほかにありませんか。ろしいですか。ほかにありませんか。

そうしたら、ないそうしたら、ないそうしたら、ないそうしたら、ないよよよようですので、これをもって質疑をうですので、これをもって質疑をうですので、これをもって質疑をうですので、これをもって質疑を終終終終わわわわります。ります。ります。ります。

理理理理事事事事者者者者の方はごの方はごの方はごの方はご退退退退出願います。ご出願います。ご出願います。ご出願います。ご苦労苦労苦労苦労さまでした。委員の方はおさまでした。委員の方はおさまでした。委員の方はおさまでした。委員の方はお残残残残りをお願いしたいとりをお願いしたいとりをお願いしたいとりをお願いしたいと

思います。思います。思います。思います。

（（（（理理理理事事事事者者者者退席退席退席退席））））

それでは、本日の委員会をそれでは、本日の委員会をそれでは、本日の委員会をそれでは、本日の委員会を受受受受けて委員間けて委員間けて委員間けて委員間討討討討議を議を議を議を行行行行いたいと思います。いたいと思います。いたいと思います。いたいと思います。

ままままずずずず初初初初めに、８月にめに、８月にめに、８月にめに、８月に行行行行いました県内調査のいました県内調査のいました県内調査のいました県内調査の概概概概要と要と要と要と参参参参考考考考資料を資料を資料を資料を手手手手元元元元にににに配配配配付付付付をしていただきをしていただきをしていただきをしていただき

ました。ました。ました。ました。

なお、委員間なお、委員間なお、委員間なお、委員間討討討討議につきましては、議につきましては、議につきましては、議につきましては、当当当当委員会の委員会の委員会の委員会の所所所所管管管管事事事事項項項項であります歴史とにぎであります歴史とにぎであります歴史とにぎであります歴史とにぎわわわわい創出い創出い創出い創出

にににによよよよる観光る観光る観光る観光振興振興振興振興に関することについて、今に関することについて、今に関することについて、今に関することについて、今後特後特後特後特に議に議に議に議論論論論をををを深深深深めるめるめるめるべべべべきききき課課課課題や題や題や題や論論論論点について点について点について点について行行行行

っていただきたいと思っておりますので、っていただきたいと思っておりますので、っていただきたいと思っておりますので、っていただきたいと思っておりますので、よよよよろしくお願いします。ろしくお願いします。ろしくお願いします。ろしくお願いします。自自自自由由由由に思うことを言っに思うことを言っに思うことを言っに思うことを言っ

てもらったらいいと思います。てもらったらいいと思います。てもらったらいいと思います。てもらったらいいと思います。

手手手手元元元元にににに配配配配付付付付しておりますしておりますしておりますしております参参参参考考考考資料は、記資料は、記資料は、記資料は、記紀・万葉プロジェクト紀・万葉プロジェクト紀・万葉プロジェクト紀・万葉プロジェクトやにぎやにぎやにぎやにぎわわわわいいいい交交交交流流流流のののの拠拠拠拠点点点点整整整整

備備備備の推進に関する県のの推進に関する県のの推進に関する県のの推進に関する県の施施施施策策策策をあらをあらをあらをあらわわわわした資料となっておりますので、した資料となっておりますので、した資料となっておりますので、した資料となっておりますので、参参参参考考考考にしていただけにしていただけにしていただけにしていただけ

ればいいと思います。ればいいと思います。ればいいと思います。ればいいと思います。

それでは、県内調査のそれでは、県内調査のそれでは、県内調査のそれでは、県内調査の概概概概要をごらんいただきます。県内調査を８月２０日に要をごらんいただきます。県内調査を８月２０日に要をごらんいただきます。県内調査を８月２０日に要をごらんいただきます。県内調査を８月２０日に実施実施実施実施いたしいたしいたしいたし

ました。先ほど小林委員のほうからもました。先ほど小林委員のほうからもました。先ほど小林委員のほうからもました。先ほど小林委員のほうからも紹介紹介紹介紹介がありましたが、皆さんがありましたが、皆さんがありましたが、皆さんがありましたが、皆さん参加参加参加参加をしていただきまをしていただきまをしていただきまをしていただきま

した。した。した。した。

調査事調査事調査事調査事項項項項として、大として、大として、大として、大宮宮宮宮通り、平城通り、平城通り、平城通り、平城京京京京歴史館、葛城市の相撲館、そして安堵町の飽波神社、歴史館、葛城市の相撲館、そして安堵町の飽波神社、歴史館、葛城市の相撲館、そして安堵町の飽波神社、歴史館、葛城市の相撲館、そして安堵町の飽波神社、

極楽寺について調査を極楽寺について調査を極楽寺について調査を極楽寺について調査を行行行行いました。いました。いました。いました。

調査の調査の調査の調査の概概概概要としましては、大要としましては、大要としましては、大要としましては、大宮宮宮宮通りでは大通りでは大通りでは大通りでは大宮宮宮宮通り通り通り通りプロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトに基づき、に基づき、に基づき、に基づき、近鉄近鉄近鉄近鉄奈良奈良奈良奈良駅行駅行駅行駅行

基広基広基広基広場場場場のののの環環環環境境境境改改改改善善善善のためののためののためののための屋根屋根屋根屋根の設の設の設の設置置置置や大や大や大や大宮宮宮宮通りにおける通りにおける通りにおける通りにおける花花花花とととと緑緑緑緑のののの空空空空間づくりが進められ間づくりが進められ間づくりが進められ間づくりが進められ

ています。ています。ています。ています。

平城平城平城平城宮跡宮跡宮跡宮跡では、今年では、今年では、今年では、今年度度度度、、、、朱雀門朱雀門朱雀門朱雀門の南の南の南の南側エリ側エリ側エリ側エリアの歴史公園アの歴史公園アの歴史公園アの歴史公園拠拠拠拠点点点点ゾゾゾゾーーーーンンンン整整整整備計画備計画備計画備計画を、を、を、を、往往往往事の事の事の事の

姿姿姿姿をををを知知知知ることで、奈良ることで、奈良ることで、奈良ることで、奈良時時時時代に感じる代に感じる代に感じる代に感じる空空空空間づくりなど、間づくりなど、間づくりなど、間づくりなど、ココココンンンンセセセセプトプトプトプトをををを策策策策定し、平成２定し、平成２定し、平成２定し、平成２６６６６年年年年度度度度

からからからから整整整整備備備備をををを着着着着手手手手していきます。そのしていきます。そのしていきます。そのしていきます。その拠拠拠拠点となる平城点となる平城点となる平城点となる平城京京京京歴史館では、日本の国づくりなどを歴史館では、日本の国づくりなどを歴史館では、日本の国づくりなどを歴史館では、日本の国づくりなどを

映像映像映像映像やややや展展展展示で示で示で示で紹介紹介紹介紹介されています。されています。されています。されています。
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また記また記また記また記紀・万葉紀・万葉紀・万葉紀・万葉ゆゆゆゆかりの地として、日本書かりの地として、日本書かりの地として、日本書かりの地として、日本書紀紀紀紀に記に記に記に記述述述述のある相撲の資料館である葛城市相のある相撲の資料館である葛城市相のある相撲の資料館である葛城市相のある相撲の資料館である葛城市相

撲館や、撲館や、撲館や、撲館や、聖聖聖聖徳太子徳太子徳太子徳太子がががが建建建建立立立立されたと伝されたと伝されたと伝されたと伝ええええられている安堵町の飽波神社、極楽寺は、地られている安堵町の飽波神社、極楽寺は、地られている安堵町の飽波神社、極楽寺は、地られている安堵町の飽波神社、極楽寺は、地元元元元の観の観の観の観

光資源として光資源として光資源として光資源として積積積積極的に観光極的に観光極的に観光極的に観光情情情情報の発報の発報の発報の発信信信信にににに取取取取りりりり組組組組まれています。まれています。まれています。まれています。

以上以上以上以上のことから、観光客のことから、観光客のことから、観光客のことから、観光客誘致誘致誘致誘致にににに向向向向けてにぎけてにぎけてにぎけてにぎわわわわいいいい交交交交流流流流のののの拠拠拠拠点点点点整整整整備備備備、記、記、記、記紀・万葉紀・万葉紀・万葉紀・万葉ゆゆゆゆかりの地かりの地かりの地かりの地

として観光として観光として観光として観光情情情情報の発報の発報の発報の発信信信信にににに積積積積極的に極的に極的に極的に取取取取りりりり組組組組まれています。まれています。まれています。まれています。

以上以上以上以上、県内調査の、県内調査の、県内調査の、県内調査の概概概概要といたします。要といたします。要といたします。要といたします。

それでは、ただいまの資料、報告を含めましてそれでは、ただいまの資料、報告を含めましてそれでは、ただいまの資料、報告を含めましてそれでは、ただいまの資料、報告を含めまして当当当当委員会で委員会で委員会で委員会で取取取取りりりり組組組組むむむむべべべべき方き方き方き方向向向向、または、または、または、または特特特特

に議に議に議に議論論論論をををを深深深深めるめるめるめるべべべべきききき課課課課題や題や題や題や論論論論点につきまして、ご点につきまして、ご点につきまして、ご点につきまして、ご意見意見意見意見をいただきたいと思います。をいただきたいと思います。をいただきたいと思います。をいただきたいと思います。

ということで、今、ということで、今、ということで、今、ということで、今、棒読棒読棒読棒読みみみみしましたけれど、しましたけれど、しましたけれど、しましたけれど、視察視察視察視察したこと、あるいはこの資料のしたこと、あるいはこの資料のしたこと、あるいはこの資料のしたこと、あるいはこの資料の概概概概要を要を要を要を

見見見見て、これからの観光のあり方について。て、これからの観光のあり方について。て、これからの観光のあり方について。て、これからの観光のあり方について。

○岩田委員○岩田委員○岩田委員○岩田委員 これはうまいことまとめてくれてある。これはうまいことまとめてくれてある。これはうまいことまとめてくれてある。これはうまいことまとめてくれてある。

○梶川委員長○梶川委員長○梶川委員長○梶川委員長 それでこのそれでこのそれでこのそれでこの前見前見前見前見たたたた近鉄近鉄近鉄近鉄奈良奈良奈良奈良駅駅駅駅のののの行行行行基基基基菩薩菩薩菩薩菩薩のののの屋根屋根屋根屋根はどうでしたか。はどうでしたか。はどうでしたか。はどうでしたか。

○粒谷委員○粒谷委員○粒谷委員○粒谷委員 結結結結構構構構です。です。です。です。

○梶川委員長○梶川委員長○梶川委員長○梶川委員長 何何何何かどうかどうかどうかどうぞぞぞぞ。。。。

○森川委員○森川委員○森川委員○森川委員 県内調査の県内調査の県内調査の県内調査の結果結果結果結果、これはすごくうまくまとめていただいていると思います。、これはすごくうまくまとめていただいていると思います。、これはすごくうまくまとめていただいていると思います。、これはすごくうまくまとめていただいていると思います。

分分分分かりやすい。ただ、この委員会の方かりやすい。ただ、この委員会の方かりやすい。ただ、この委員会の方かりやすい。ただ、この委員会の方向向向向性として、今お尋ねされているのかなと思うので性として、今お尋ねされているのかなと思うので性として、今お尋ねされているのかなと思うので性として、今お尋ねされているのかなと思うので

すけれども、このときに、すけれども、このときに、すけれども、このときに、すけれども、このときに、各各各各市町村長が県の観光市町村長が県の観光市町村長が県の観光市町村長が県の観光振興振興振興振興がががが弱弱弱弱いと。いと。いと。いと。支援体支援体支援体支援体制制制制をもう少しをもう少しをもう少しをもう少し充充充充実実実実

してほしいというしてほしいというしてほしいというしてほしいという話話話話が出ていたのがが出ていたのがが出ていたのがが出ていたのが一番一番一番一番大きな大きな大きな大きな課課課課題かなと。先ほども題かなと。先ほども題かなと。先ほども題かなと。先ほども突然突然突然突然質問したのです質問したのです質問したのです質問したのです

けれど、奈良市の観光けれど、奈良市の観光けれど、奈良市の観光けれど、奈良市の観光開開開開発も大事だと思うのですけれども、観光発も大事だと思うのですけれども、観光発も大事だと思うのですけれども、観光発も大事だと思うのですけれども、観光開開開開発というか、観光資源発というか、観光資源発というか、観光資源発というか、観光資源

をををを掘掘掘掘り出している市町村は、り出している市町村は、り出している市町村は、り出している市町村は、何何何何かかかか変変変変なななな壁壁壁壁があって、県とのがあって、県とのがあって、県とのがあって、県とのパパパパイプイプイプイプがないのとちがうのかとがないのとちがうのかとがないのとちがうのかとがないのとちがうのかと

いういういういう印印印印象を象を象を象を受受受受けたけたけたけたわわわわけです。奈良公園の基金を、けです。奈良公園の基金を、けです。奈良公園の基金を、けです。奈良公園の基金を、反反反反対に対に対に対に各各各各市町村に広める市町村に広める市町村に広める市町村に広めるよよよような提案を委うな提案を委うな提案を委うな提案を委

員会として、やっていくことも大事なのかなと。調査の員会として、やっていくことも大事なのかなと。調査の員会として、やっていくことも大事なのかなと。調査の員会として、やっていくことも大事なのかなと。調査の概概概概要を要を要を要を見見見見せていただいて、せていただいて、せていただいて、せていただいて、中中中中身身身身にににに

ついては、ほんとうについては、ほんとうについては、ほんとうについては、ほんとうによよよよくまとめてもらっているので、あと方くまとめてもらっているので、あと方くまとめてもらっているので、あと方くまとめてもらっているので、あと方向向向向性としたら、性としたら、性としたら、性としたら、一一一一生生生生懸懸懸懸命命命命地地地地

域で観光資源を域で観光資源を域で観光資源を域で観光資源を掘掘掘掘り出そうとしている、安堵町にしても葛城市にしても。り出そうとしている、安堵町にしても葛城市にしても。り出そうとしている、安堵町にしても葛城市にしても。り出そうとしている、安堵町にしても葛城市にしても。何何何何かそのかそのかそのかその辺辺辺辺の思の思の思の思

いが、いが、いが、いが、視察視察視察視察したときにしたときにしたときにしたときに直直直直接接接接伝伝伝伝わわわわってくるのを感じたので、委員会としてそういうってくるのを感じたので、委員会としてそういうってくるのを感じたので、委員会としてそういうってくるのを感じたので、委員会としてそういう部分部分部分部分をををを取取取取

り入れられたらどうかと思います。り入れられたらどうかと思います。り入れられたらどうかと思います。り入れられたらどうかと思います。意見意見意見意見として。として。として。として。

○梶川委員長○梶川委員長○梶川委員長○梶川委員長 安堵町のことでい安堵町のことでい安堵町のことでい安堵町のことでいええええば、小さい町だから。ただ、このたび広島大仏をば、小さい町だから。ただ、このたび広島大仏をば、小さい町だから。ただ、このたび広島大仏をば、小さい町だから。ただ、このたび広島大仏を見見見見たたたた

けれど、広島大仏が安堵町にあったということで、原けれど、広島大仏が安堵町にあったということで、原けれど、広島大仏が安堵町にあったということで、原けれど、広島大仏が安堵町にあったということで、原爆爆爆爆がががが投投投投下されたときに広島大仏があ下されたときに広島大仏があ下されたときに広島大仏があ下されたときに広島大仏があ

った寺を町内小った寺を町内小った寺を町内小った寺を町内小学学学学校校校校のののの修学旅修学旅修学旅修学旅行行行行で、で、で、で、行行行行ったらしい。ったらしい。ったらしい。ったらしい。行行行行くことにくことにくことにくことによよよよって、また広島からも奈って、また広島からも奈って、また広島からも奈って、また広島からも奈

良良良良へへへへ来てくれる、安堵町まで来たのだろうと思うけれど、そういう来てくれる、安堵町まで来たのだろうと思うけれど、そういう来てくれる、安堵町まで来たのだろうと思うけれど、そういう来てくれる、安堵町まで来たのだろうと思うけれど、そういう交交交交流流流流がががが始始始始まっているけまっているけまっているけまっているけ



---- 11117777 ----

れど、それを県としてどうれど、それを県としてどうれど、それを県としてどうれど、それを県としてどう支え支え支え支えていけるのか。例ていけるのか。例ていけるのか。例ていけるのか。例ええええば安堵町長がかねがね言っているのは、ば安堵町長がかねがね言っているのは、ば安堵町長がかねがね言っているのは、ば安堵町長がかねがね言っているのは、

東東東東京京京京へ行へ行へ行へ行ったら安堵町というのはどうやってったら安堵町というのはどうやってったら安堵町というのはどうやってったら安堵町というのはどうやって行行行行くのですかと言くのですかと言くのですかと言くのですかと言わわわわれた。Ｊれた。Ｊれた。Ｊれた。ＪＲＲＲＲで小で小で小で小泉泉泉泉駅駅駅駅までまでまでまで

来て、そこから先の来て、そこから先の来て、そこから先の来て、そこから先の交交交交通通通通機機機機関はない関はない関はない関はないわわわわけ。安堵町はこのたび２け。安堵町はこのたび２け。安堵町はこのたび２け。安堵町はこのたび２，，，，００００００００００００万万万万円円円円ぐぐぐぐらいかけてらいかけてらいかけてらいかけて

町内町内町内町内バスバスバスバスをををを走走走走らせているけれど、あれもいつまでらせているけれど、あれもいつまでらせているけれど、あれもいつまでらせているけれど、あれもいつまで続続続続くかくかくかくかわわわわからない。お金がいるから。からない。お金がいるから。からない。お金がいるから。からない。お金がいるから。逆逆逆逆

に観光というに観光というに観光というに観光という面面面面からからからから運運運運行行行行しているしているしているしているバスバスバスバスをどうをどうをどうをどう支え支え支え支えていけるかは、これもていけるかは、これもていけるかは、これもていけるかは、これも一一一一つつつつ課課課課題だけれど、題だけれど、題だけれど、題だけれど、

どんな問題があるのか。どう観光どんな問題があるのか。どう観光どんな問題があるのか。どう観光どんな問題があるのか。どう観光開開開開発というか観光的に発というか観光的に発というか観光的に発というか観光的に支え支え支え支えていけるのか。ていけるのか。ていけるのか。ていけるのか。

○粒谷委員○粒谷委員○粒谷委員○粒谷委員 森川委員がおっし森川委員がおっし森川委員がおっし森川委員がおっしゃゃゃゃるるるるよよよように、記うに、記うに、記うに、記紀紀紀紀････万葉プロジェクト万葉プロジェクト万葉プロジェクト万葉プロジェクトというのは、市町村というのは、市町村というのは、市町村というのは、市町村

とのとのとのとの連連連連係係係係ププププレレレレーーーーが必要です。基金をが必要です。基金をが必要です。基金をが必要です。基金を積積積積むむむむかかかか積積積積まないかは、市町村の財源の問題もあるので、まないかは、市町村の財源の問題もあるので、まないかは、市町村の財源の問題もあるので、まないかは、市町村の財源の問題もあるので、

どうかどうかどうかどうかわわわわからないけれども、今、森川委員がおっしからないけれども、今、森川委員がおっしからないけれども、今、森川委員がおっしからないけれども、今、森川委員がおっしゃゃゃゃるるるるよよよように、市町村とのうに、市町村とのうに、市町村とのうに、市町村との連連連連係係係係ププププレレレレーーーーをををを

よよよよりりりり密密密密にしなければならないのはにしなければならないのはにしなければならないのはにしなければならないのは当当当当然然然然のことだと思うのです。それは方のことだと思うのです。それは方のことだと思うのです。それは方のことだと思うのです。それは方向向向向づけとしてはやづけとしてはやづけとしてはやづけとしてはや

っていく、そういう方っていく、そういう方っていく、そういう方っていく、そういう方向向向向づけでいいのとちがうかなと思う。ただ、基金は市町村の財源、づけでいいのとちがうかなと思う。ただ、基金は市町村の財源、づけでいいのとちがうかなと思う。ただ、基金は市町村の財源、づけでいいのとちがうかなと思う。ただ、基金は市町村の財源、

財財財財政政政政力があるから、それは力があるから、それは力があるから、それは力があるから、それは一一一一緒緒緒緒にはならないだろうけれど、にはならないだろうけれど、にはならないだろうけれど、にはならないだろうけれど、当当当当然然然然おっしおっしおっしおっしゃゃゃゃるるるるよよよように、記うに、記うに、記うに、記

紀紀紀紀････万葉プロジェクト万葉プロジェクト万葉プロジェクト万葉プロジェクトは、市町村の記は、市町村の記は、市町村の記は、市町村の記紀・万葉紀・万葉紀・万葉紀・万葉にににに絡む絡む絡む絡む、そういうものが必要だから。方、そういうものが必要だから。方、そういうものが必要だから。方、そういうものが必要だから。方向向向向

づけはそれでいいのとづけはそれでいいのとづけはそれでいいのとづけはそれでいいのと違違違違いますか。いますか。いますか。いますか。

○梶川委員長○梶川委員長○梶川委員長○梶川委員長 それはさっきの奈良公園の基金含めて。それはさっきの奈良公園の基金含めて。それはさっきの奈良公園の基金含めて。それはさっきの奈良公園の基金含めて。

○粒谷委員○粒谷委員○粒谷委員○粒谷委員 基金だけではなしに、市町村との記基金だけではなしに、市町村との記基金だけではなしに、市町村との記基金だけではなしに、市町村との記紀・万葉紀・万葉紀・万葉紀・万葉にににに絡絡絡絡んだ観光を含めて、市町村んだ観光を含めて、市町村んだ観光を含めて、市町村んだ観光を含めて、市町村

とのとのとのとの連連連連係係係係ププププレレレレーーーーをもっとをもっとをもっとをもっと密密密密にしないととおっしにしないととおっしにしないととおっしにしないととおっしゃゃゃゃっているから、そうだと思います。っているから、そうだと思います。っているから、そうだと思います。っているから、そうだと思います。

○梶川委員長○梶川委員長○梶川委員長○梶川委員長 ほかに観光の点から。ほかに観光の点から。ほかに観光の点から。ほかに観光の点から。

○小林委員○小林委員○小林委員○小林委員 行行行行かせていただいて、葛城市長さんもかせていただいて、葛城市長さんもかせていただいて、葛城市長さんもかせていただいて、葛城市長さんも竹竹竹竹内内内内街道街道街道街道に大に大に大に大分分分分力を入れていらっし力を入れていらっし力を入れていらっし力を入れていらっしゃゃゃゃ

るとるとるとると聞聞聞聞いて、県のいて、県のいて、県のいて、県の支援み支援み支援み支援みたいなことを、おっしたいなことを、おっしたいなことを、おっしたいなことを、おっしゃゃゃゃっていたっていたっていたっていた気気気気がするのですけれど、どういがするのですけれど、どういがするのですけれど、どういがするのですけれど、どうい

うううう支援支援支援支援なのかというのがあるのですけれど、それなのかというのがあるのですけれど、それなのかというのがあるのですけれど、それなのかというのがあるのですけれど、それぞぞぞぞれの町とか村とか、さっき発れの町とか村とか、さっき発れの町とか村とか、さっき発れの町とか村とか、さっき発掘掘掘掘と言と言と言と言わわわわ

れましたけれど、それをしていかないとと思います。発れましたけれど、それをしていかないとと思います。発れましたけれど、それをしていかないとと思います。発れましたけれど、それをしていかないとと思います。発掘掘掘掘というか、それというか、それというか、それというか、それぞぞぞぞれ町や村でしれ町や村でしれ町や村でしれ町や村でし

ていくために、やっていくために、やっていくために、やっていくために、やっぱぱぱぱりお金がかかります。そのりお金がかかります。そのりお金がかかります。そのりお金がかかります。その辺辺辺辺ををををよよよよく町村とく町村とく町村とく町村と交交交交流流流流、、、、意見意見意見意見をををを聞聞聞聞くというくというくというくという

機機機機会をつくっていただくとか、こういうものをやっていきたいから会をつくっていただくとか、こういうものをやっていきたいから会をつくっていただくとか、こういうものをやっていきたいから会をつくっていただくとか、こういうものをやっていきたいから支援支援支援支援をとか、そういうをとか、そういうをとか、そういうをとか、そういう

機機機機会をつくるというか、今す会をつくるというか、今す会をつくるというか、今す会をつくるというか、今すぐぐぐぐにではどういうにではどういうにではどういうにではどういう支援支援支援支援がというのはがというのはがというのはがというのはわわわわかりませんが。かりませんが。かりませんが。かりませんが。

○森川委員○森川委員○森川委員○森川委員 粒谷委員がおっし粒谷委員がおっし粒谷委員がおっし粒谷委員がおっしゃゃゃゃった市町村とのった市町村とのった市町村とのった市町村との連携連携連携連携をををを密密密密にしていく、この委員会が先にしていく、この委員会が先にしていく、この委員会が先にしていく、この委員会が先頭頭頭頭

にににに立立立立ってやっていくと。ってやっていくと。ってやっていくと。ってやっていくと。

○梶川委員長○梶川委員長○梶川委員長○梶川委員長 そういうそういうそういうそういう意意意意味味味味では、ここにでは、ここにでは、ここにでは、ここに整理整理整理整理してもらってあるけれど、観光における市してもらってあるけれど、観光における市してもらってあるけれど、観光における市してもらってあるけれど、観光における市

町村との、町村との、町村との、町村との、連携連携連携連携強強強強化の方化の方化の方化の方向向向向をををを模模模模索索索索していくことがしていくことがしていくことがしていくことが一一一一つはつはつはつは論論論論点としてあ点としてあ点としてあ点としてあげげげげられるけれど、こられるけれど、こられるけれど、こられるけれど、こ

れもなかなかれもなかなかれもなかなかれもなかなか難難難難しいのは、例しいのは、例しいのは、例しいのは、例ええええば関西広域ば関西広域ば関西広域ば関西広域連合連合連合連合に入るか入らないかと言っていたときに、に入るか入らないかと言っていたときに、に入るか入らないかと言っていたときに、に入るか入らないかと言っていたときに、
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入って広域的に観光を入って広域的に観光を入って広域的に観光を入って広域的に観光を取取取取りりりり組組組組んだほうがいいのではないかというんだほうがいいのではないかというんだほうがいいのではないかというんだほうがいいのではないかというよよよような言い方に対して、うな言い方に対して、うな言い方に対して、うな言い方に対して、

知知知知事は、いや、県ごとに、い事は、いや、県ごとに、い事は、いや、県ごとに、い事は、いや、県ごとに、いわわわわゆゆゆゆるるるる隠隠隠隠しししし球球球球みみみみたいなものが多少あるから、広域たいなものが多少あるから、広域たいなものが多少あるから、広域たいなものが多少あるから、広域連合連合連合連合に入らに入らに入らに入ら

なくてもしっかりやっていくというなくてもしっかりやっていくというなくてもしっかりやっていくというなくてもしっかりやっていくというよよよようなことを言っていた。市町村がどういううなことを言っていた。市町村がどういううなことを言っていた。市町村がどういううなことを言っていた。市町村がどういう支援支援支援支援をををを求求求求

めるか。葛城市長は県議会が来てくれるというので、めるか。葛城市長は県議会が来てくれるというので、めるか。葛城市長は県議会が来てくれるというので、めるか。葛城市長は県議会が来てくれるというので、期期期期待待待待もしてくれていたし、安堵町ももしてくれていたし、安堵町ももしてくれていたし、安堵町ももしてくれていたし、安堵町も

一一一一緒緒緒緒。。。。

○森川委員○森川委員○森川委員○森川委員 切切切切実実実実にににに期期期期待待待待されていた。されていた。されていた。されていた。

○小林委員○小林委員○小林委員○小林委員 安堵町も町長はじめ、ボランティアの方もそうですけれど、安堵町も町長はじめ、ボランティアの方もそうですけれど、安堵町も町長はじめ、ボランティアの方もそうですけれど、安堵町も町長はじめ、ボランティアの方もそうですけれど、熱熱熱熱意意意意がすごく感がすごく感がすごく感がすごく感

じられ、じられ、じられ、じられ、教教教教育育育育委員会もそうでした。委員会もそうでした。委員会もそうでした。委員会もそうでした。

○梶川委員長○梶川委員長○梶川委員長○梶川委員長 ただ、安堵町でもそうだけれど、今ただ、安堵町でもそうだけれど、今ただ、安堵町でもそうだけれど、今ただ、安堵町でもそうだけれど、今度度度度地域で飽波神社とか、広島大仏を地域で飽波神社とか、広島大仏を地域で飽波神社とか、広島大仏を地域で飽波神社とか、広島大仏をハハハハ

イイイイキンキンキンキンググググしてしてしてして見見見見ていきたいと思ってていきたいと思ってていきたいと思ってていきたいと思って計画計画計画計画ししししよよよようかなと思っているけれど、県内のうかなと思っているけれど、県内のうかなと思っているけれど、県内のうかなと思っているけれど、県内の有有有有名な名な名な名なハハハハ

イイイイキンキンキンキンググググコースコースコースコースならまだしも、県ならまだしも、県ならまだしも、県ならまだしも、県外外外外のののの人人人人が観光に安堵町をが観光に安堵町をが観光に安堵町をが観光に安堵町を選選選選んでというのはなかなかんでというのはなかなかんでというのはなかなかんでというのはなかなか難難難難

しい。そこらをどうしたらいいかしい。そこらをどうしたらいいかしい。そこらをどうしたらいいかしい。そこらをどうしたらいいか。。。。（発言する（発言する（発言する（発言する者者者者あり）あり）あり）あり）

○粒谷委員○粒谷委員○粒谷委員○粒谷委員 市町村としっかりと市町村としっかりと市町村としっかりと市町村としっかりと認認認認識識識識させていきましょう。させていきましょう。させていきましょう。させていきましょう。

○梶川委員長○梶川委員長○梶川委員長○梶川委員長 そういうことできょうの委員間そういうことできょうの委員間そういうことできょうの委員間そういうことできょうの委員間協協協協議を議を議を議を終終終終わわわわりたいと思います。りたいと思います。りたいと思います。りたいと思います。

それでは、これで委員会をそれでは、これで委員会をそれでは、これで委員会をそれでは、これで委員会を終終終終わわわわります。ありがとうごります。ありがとうごります。ありがとうごります。ありがとうござざざざいました。いました。いました。いました。


