
決 算 審 査 特 別 委 員 会 記 録決 算 審 査 特 別 委 員 会 記 録決 算 審 査 特 別 委 員 会 記 録決 算 審 査 特 別 委 員 会 記 録

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

開催日時開催日時開催日時開催日時 平成２３年１０月１７日（月） １０：０５～１２：２１平成２３年１０月１７日（月） １０：０５～１２：２１平成２３年１０月１７日（月） １０：０５～１２：２１平成２３年１０月１７日（月） １０：０５～１２：２１

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 １１名１１名１１名１１名

新谷 綋一 委員長新谷 綋一 委員長新谷 綋一 委員長新谷 綋一 委員長

尾﨑 充典 副委員長尾﨑 充典 副委員長尾﨑 充典 副委員長尾﨑 充典 副委員長

井岡 正徳 委員井岡 正徳 委員井岡 正徳 委員井岡 正徳 委員

大国 正博 委員大国 正博 委員大国 正博 委員大国 正博 委員

田中 惟允 委員田中 惟允 委員田中 惟允 委員田中 惟允 委員

山村 幸穂 委員山村 幸穂 委員山村 幸穂 委員山村 幸穂 委員

岩田 国夫 委員岩田 国夫 委員岩田 国夫 委員岩田 国夫 委員

今井 光子 委員今井 光子 委員今井 光子 委員今井 光子 委員

小泉 米造 委員小泉 米造 委員小泉 米造 委員小泉 米造 委員

藤本 昭広 委員藤本 昭広 委員藤本 昭広 委員藤本 昭広 委員

川口 正志 委員川口 正志 委員川口 正志 委員川口 正志 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 稲山 副知事稲山 副知事稲山 副知事稲山 副知事

杉田 総務部長杉田 総務部長杉田 総務部長杉田 総務部長

平井 会計管理者（会計局長）平井 会計管理者（会計局長）平井 会計管理者（会計局長）平井 会計管理者（会計局長）

田中 地域振興部長田中 地域振興部長田中 地域振興部長田中 地域振興部長

中山 観光局長中山 観光局長中山 観光局長中山 観光局長

竹内 監査委員事務局長竹内 監査委員事務局長竹内 監査委員事務局長竹内 監査委員事務局長

畑中 南部振興監畑中 南部振興監畑中 南部振興監畑中 南部振興監

ほか、関係職員ほか、関係職員ほか、関係職員ほか、関係職員

傍聴者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 議第５８号 平成２２年度奈良県歳入歳出決算の認定について議第５８号 平成２２年度奈良県歳入歳出決算の認定について議第５８号 平成２２年度奈良県歳入歳出決算の認定について議第５８号 平成２２年度奈良県歳入歳出決算の認定について

＜会議の経過＞＜会議の経過＞＜会議の経過＞＜会議の経過＞

○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長 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。

ただいまから本日の会議を開きます。全員おそろいでございますか。ただいまから本日の会議を開きます。全員おそろいでございますか。ただいまから本日の会議を開きます。全員おそろいでございますか。ただいまから本日の会議を開きます。全員おそろいでございますか。
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それでは、日程に従い、地域振興部、観光局の決算について審査を行います。それでは、日程に従い、地域振興部、観光局の決算について審査を行います。それでは、日程に従い、地域振興部、観光局の決算について審査を行います。それでは、日程に従い、地域振興部、観光局の決算について審査を行います。

それでは、地域振興部長、南部振興監、観光局長の順に簡潔にご説明をお願いいたしまそれでは、地域振興部長、南部振興監、観光局長の順に簡潔にご説明をお願いいたしまそれでは、地域振興部長、南部振興監、観光局長の順に簡潔にご説明をお願いいたしまそれでは、地域振興部長、南部振興監、観光局長の順に簡潔にご説明をお願いいたしま

す。す。す。す。

また、南部振興監からは台風１２号災害復旧、復興の取り組みについて報告したいとのまた、南部振興監からは台風１２号災害復旧、復興の取り組みについて報告したいとのまた、南部振興監からは台風１２号災害復旧、復興の取り組みについて報告したいとのまた、南部振興監からは台風１２号災害復旧、復興の取り組みについて報告したいとの

申し出がありましたので、あわせてご報告をお願いいたします。申し出がありましたので、あわせてご報告をお願いいたします。申し出がありましたので、あわせてご報告をお願いいたします。申し出がありましたので、あわせてご報告をお願いいたします。

○田中地域振興部長○田中地域振興部長○田中地域振興部長○田中地域振興部長 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。

それではそれではそれではそれでは、、、、「平成２２年度奈良県歳入歳出決算報告書」に基づきまして、地域振興部所管「平成２２年度奈良県歳入歳出決算報告書」に基づきまして、地域振興部所管「平成２２年度奈良県歳入歳出決算報告書」に基づきまして、地域振興部所管「平成２２年度奈良県歳入歳出決算報告書」に基づきまして、地域振興部所管

の報告をさせていただきます。の報告をさせていただきます。の報告をさせていただきます。の報告をさせていただきます。

５ページ、第２款総務費３の私学振興費の欄でございますが、不用額１億７７１万円、５ページ、第２款総務費３の私学振興費の欄でございますが、不用額１億７７１万円、５ページ、第２款総務費３の私学振興費の欄でございますが、不用額１億７７１万円、５ページ、第２款総務費３の私学振興費の欄でございますが、不用額１億７７１万円、

この主なものは私立学校、幼稚園教育経営費補助金の対象者数の減等によるものでございこの主なものは私立学校、幼稚園教育経営費補助金の対象者数の減等によるものでございこの主なものは私立学校、幼稚園教育経営費補助金の対象者数の減等によるものでございこの主なものは私立学校、幼稚園教育経営費補助金の対象者数の減等によるものでござい

ます。ます。ます。ます。

続きまして、第５項選挙費の不用額４，３４５万３，０００円は、知事及び県議会議員続きまして、第５項選挙費の不用額４，３４５万３，０００円は、知事及び県議会議員続きまして、第５項選挙費の不用額４，３４５万３，０００円は、知事及び県議会議員続きまして、第５項選挙費の不用額４，３４５万３，０００円は、知事及び県議会議員

選挙費に係る諸経費の節減等によるものでございます。選挙費に係る諸経費の節減等によるものでございます。選挙費に係る諸経費の節減等によるものでございます。選挙費に係る諸経費の節減等によるものでございます。

次に、第３款地域振興費、第１項地域振興調整費の不用額５億４，９５３万１，０００次に、第３款地域振興費、第１項地域振興調整費の不用額５億４，９５３万１，０００次に、第３款地域振興費、第１項地域振興調整費の不用額５億４，９５３万１，０００次に、第３款地域振興費、第１項地域振興調整費の不用額５億４，９５３万１，０００

円につきましては、平城遷都１３００年記念事業推進費で事業費の減があったことのほか円につきましては、平城遷都１３００年記念事業推進費で事業費の減があったことのほか円につきましては、平城遷都１３００年記念事業推進費で事業費の減があったことのほか円につきましては、平城遷都１３００年記念事業推進費で事業費の減があったことのほか、、、、

各事業に係る諸経費の節減等によるものでございます。なお、翌年度繰越額５，１００万各事業に係る諸経費の節減等によるものでございます。なお、翌年度繰越額５，１００万各事業に係る諸経費の節減等によるものでございます。なお、翌年度繰越額５，１００万各事業に係る諸経費の節減等によるものでございます。なお、翌年度繰越額５，１００万

円は東アジアサマースクール企画運営事業費であり、これは国の地域活性化交付金を活用円は東アジアサマースクール企画運営事業費であり、これは国の地域活性化交付金を活用円は東アジアサマースクール企画運営事業費であり、これは国の地域活性化交付金を活用円は東アジアサマースクール企画運営事業費であり、これは国の地域活性化交付金を活用

いたしまして２月に補正計上させていただき、その全額を今年度に繰り越したものでございたしまして２月に補正計上させていただき、その全額を今年度に繰り越したものでございたしまして２月に補正計上させていただき、その全額を今年度に繰り越したものでございたしまして２月に補正計上させていただき、その全額を今年度に繰り越したものでござ

います。います。います。います。

第２項市町村振興費の不用額３億２０５万６，０００円につきましては、市町村振興宝第２項市町村振興費の不用額３億２０５万６，０００円につきましては、市町村振興宝第２項市町村振興費の不用額３億２０５万６，０００円につきましては、市町村振興宝第２項市町村振興費の不用額３億２０５万６，０００円につきましては、市町村振興宝

くじ収くじ収くじ収くじ収益益益益金交付金が宝くじ金交付金が宝くじ金交付金が宝くじ金交付金が宝くじ売売売売り上り上り上り上げげげげ減に減に減に減に伴伴伴伴いまして減となりましたほか、諸経費の節減等いまして減となりましたほか、諸経費の節減等いまして減となりましたほか、諸経費の節減等いまして減となりましたほか、諸経費の節減等

によるものでございます。なお、翌年度繰越額４億６，３２１万４，０００円は、によるものでございます。なお、翌年度繰越額４億６，３２１万４，０００円は、によるものでございます。なお、翌年度繰越額４億６，３２１万４，０００円は、によるものでございます。なお、翌年度繰越額４億６，３２１万４，０００円は、昨昨昨昨年９年９年９年９

月に補正計上いたしました市町村振興月に補正計上いたしました市町村振興月に補正計上いたしました市町村振興月に補正計上いたしました市町村振興臨時臨時臨時臨時交付金に係るものでございます。交付金に係るものでございます。交付金に係るものでございます。交付金に係るものでございます。

次に、８ページ、第１２款教育費の第８項大学費の不用額７，６５２万５，０００円の次に、８ページ、第１２款教育費の第８項大学費の不用額７，６５２万５，０００円の次に、８ページ、第１２款教育費の第８項大学費の不用額７，６５２万５，０００円の次に、８ページ、第１２款教育費の第８項大学費の不用額７，６５２万５，０００円の

ううううちちちち、県立大学費関係の不用額は３，３７６万２，０００円で、諸経費の節減等によるも、県立大学費関係の不用額は３，３７６万２，０００円で、諸経費の節減等によるも、県立大学費関係の不用額は３，３７６万２，０００円で、諸経費の節減等によるも、県立大学費関係の不用額は３，３７６万２，０００円で、諸経費の節減等によるも

のでございます。なお、翌年度繰越額１，０６４万円は全額県立大学のでございます。なお、翌年度繰越額１，０６４万円は全額県立大学のでございます。なお、翌年度繰越額１，０６４万円は全額県立大学のでございます。なお、翌年度繰越額１，０６４万円は全額県立大学環境環境環境環境整整整整備備備備事業に係る事業に係る事業に係る事業に係る

ものでありまして、これは国の地域活性化交付金を活用いたしまして２月に補正計上させものでありまして、これは国の地域活性化交付金を活用いたしまして２月に補正計上させものでありまして、これは国の地域活性化交付金を活用いたしまして２月に補正計上させものでありまして、これは国の地域活性化交付金を活用いたしまして２月に補正計上させ

ていただき、その全額を今年度に繰り越したものでございます。ていただき、その全額を今年度に繰り越したものでございます。ていただき、その全額を今年度に繰り越したものでございます。ていただき、その全額を今年度に繰り越したものでございます。

以以以以上で歳入歳出決算報告書についての説明を上で歳入歳出決算報告書についての説明を上で歳入歳出決算報告書についての説明を上で歳入歳出決算報告書についての説明を終終終終わりますが、次に、平成２２年度主わりますが、次に、平成２２年度主わりますが、次に、平成２２年度主わりますが、次に、平成２２年度主要施要施要施要施

策策策策の成の成の成の成果果果果に係る報告書の説明を行わせていただきます。に係る報告書の説明を行わせていただきます。に係る報告書の説明を行わせていただきます。に係る報告書の説明を行わせていただきます。
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地域振興部所管の地域振興部所管の地域振興部所管の地域振興部所管の施策施策施策施策につきまして１５ページからご説明をさせていただきます。まにつきまして１５ページからご説明をさせていただきます。まにつきまして１５ページからご説明をさせていただきます。まにつきまして１５ページからご説明をさせていただきます。まずずずず、、、、

私学の振興でございます私学の振興でございます私学の振興でございます私学の振興でございますけけけけれれれれどどどども、私立学校教育経も、私立学校教育経も、私立学校教育経も、私立学校教育経常常常常費補助金といたしまして、費補助金といたしまして、費補助金といたしまして、費補助金といたしまして、高高高高等学校等学校等学校等学校

１７校、中学校１１校、小学校６校、私立幼稚園教育経１７校、中学校１１校、小学校６校、私立幼稚園教育経１７校、中学校１１校、小学校６校、私立幼稚園教育経１７校、中学校１１校、小学校６校、私立幼稚園教育経常常常常費補助金といたしまして４３園費補助金といたしまして４３園費補助金といたしまして４３園費補助金といたしまして４３園

に対し助成をいたしました。このほか、に対し助成をいたしました。このほか、に対し助成をいたしました。このほか、に対し助成をいたしました。このほか、家庭家庭家庭家庭の教育費の教育費の教育費の教育費負担負担負担負担をををを軽軽軽軽減するた減するた減するた減するためめめめに平成２２年度に平成２２年度に平成２２年度に平成２２年度

に新たに国がに新たに国がに新たに国がに新たに国が予予予予算化いたしました私立算化いたしました私立算化いたしました私立算化いたしました私立高高高高等学校等等学校等等学校等等学校等就就就就学学学学支援支援支援支援事業、１６ページの事業、１６ページの事業、１６ページの事業、１６ページの低低低低所所所所得世帯得世帯得世帯得世帯

の経の経の経の経済的負担軽済的負担軽済的負担軽済的負担軽減のた減のた減のた減のためめめめの私立の私立の私立の私立高高高高等学校等学校等学校等学校授授授授業業業業料軽料軽料軽料軽減補助金な減補助金な減補助金な減補助金などどどど、記、記、記、記載載載載の事業により私学にの事業により私学にの事業により私学にの事業により私学に

対しまして対しまして対しまして対しまして支援支援支援支援を行いました。を行いました。を行いました。を行いました。

次に、２３ページ、次に、２３ページ、次に、２３ページ、次に、２３ページ、協働協働協働協働の推進及び市町村のの推進及び市町村のの推進及び市町村のの推進及び市町村の支援支援支援支援につきましてでございます。につきましてでございます。につきましてでございます。につきましてでございます。早早早早稲田大稲田大稲田大稲田大

学との学との学との学との連携連携連携連携事業によりまして、大学の知事業によりまして、大学の知事業によりまして、大学の知事業によりまして、大学の知的資源的資源的資源的資源を活用し県を活用し県を活用し県を活用し県政政政政のさまざまなのさまざまなのさまざまなのさまざまな課題課題課題課題に対に対に対に対応応応応いたいたいたいた

しましたしましたしましたしました施策施策施策施策を進を進を進を進めめめめさせていただきました。させていただきました。させていただきました。させていただきました。

次に、奈良県次に、奈良県次に、奈良県次に、奈良県先端的研究支援先端的研究支援先端的研究支援先端的研究支援事業でございますが、奈良事業でございますが、奈良事業でございますが、奈良事業でございますが、奈良先端先端先端先端大学が中大学が中大学が中大学が中心心心心となりまして行となりまして行となりまして行となりまして行

うううう先端的共同研究先端的共同研究先端的共同研究先端的共同研究につきましてにつきましてにつきましてにつきまして支援支援支援支援をいたしました。をいたしました。をいたしました。をいたしました。

教育の充教育の充教育の充教育の充実実実実でございます。国でございます。国でございます。国でございます。国際際際際交交交交流流流流のたのたのたのためめめめのののの講演講演講演講演会事業等につきましては、県立大学名会事業等につきましては、県立大学名会事業等につきましては、県立大学名会事業等につきましては、県立大学名

誉誉誉誉学長の学長の学長の学長の李御寧氏李御寧氏李御寧氏李御寧氏によります県によります県によります県によります県民や民や民や民や学学学学生生生生を対象にいたしましたを対象にいたしましたを対象にいたしましたを対象にいたしました講演講演講演講演会を会を会を会を実施実施実施実施いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。

文文文文化、観光に関する全化、観光に関する全化、観光に関する全化、観光に関する全般的般的般的般的なアなアなアなアドバイドバイドバイドバイスをいただきました。スをいただきました。スをいただきました。スをいただきました。

次に、２４ページ、くらし次に、２４ページ、くらし次に、２４ページ、くらし次に、２４ページ、くらしややややすいますいますいますいまちちちちづくりにつきましてでございますがづくりにつきましてでございますがづくりにつきましてでございますがづくりにつきましてでございますが、、、、（（（（仮称仮称仮称仮称））））水循水循水循水循

環ビ環ビ環ビ環ビジジジジョンョンョンョンのののの策策策策定推進では、本県の定推進では、本県の定推進では、本県の定推進では、本県の水水水水行行行行政政政政の基本の基本の基本の基本的的的的なななな方向方向方向方向性を性を性を性を示示示示しました、ならしました、ならしました、ならしました、なら水循環ビ水循環ビ水循環ビ水循環ビ

ジジジジョンョンョンョンを平成２２年５月、本議会で議決をいただきを平成２２年５月、本議会で議決をいただきを平成２２年５月、本議会で議決をいただきを平成２２年５月、本議会で議決をいただき策策策策定をいたしました。県域定をいたしました。県域定をいたしました。県域定をいたしました。県域水道ビ水道ビ水道ビ水道ビジジジジョョョョ

ン策ン策ン策ン策定事業につきましては、県定事業につきましては、県定事業につきましては、県定事業につきましては、県民民民民がががが安安安安全で全で全で全で安安安安定定定定的的的的なななな水道水道水道水道サーサーサーサービビビビスをスをスをスを将来将来将来将来にわたり補充できにわたり補充できにわたり補充できにわたり補充でき

るよう、広域るよう、広域るよう、広域るよう、広域的的的的な観な観な観な観点点点点で県営で県営で県営で県営水道や水道や水道や水道や市町村市町村市町村市町村水道水道水道水道をををを含め含め含め含めた県域のた県域のた県域のた県域の水道水道水道水道事業のあり事業のあり事業のあり事業のあり方方方方をををを検討検討検討検討すすすす

るものでございます。平成２２年度はるものでございます。平成２２年度はるものでございます。平成２２年度はるものでございます。平成２２年度は現状分析現状分析現状分析現状分析とととと課題課題課題課題を整理いたしました。を整理いたしました。を整理いたしました。を整理いたしました。

次に、簡次に、簡次に、簡次に、簡易水道易水道易水道易水道等整等整等整等整備備備備推進事業でございますが、推進事業でございますが、推進事業でございますが、推進事業でございますが、過疎過疎過疎過疎市町村な市町村な市町村な市町村などどどどがががが実施実施実施実施いたしました簡いたしました簡いたしました簡いたしました簡

易水道易水道易水道易水道事業等に係る事業等に係る事業等に係る事業等に係る起債起債起債起債のののの償還償還償還償還金に対しまして、奈良市ほか１２市町村に助成をいたしま金に対しまして、奈良市ほか１２市町村に助成をいたしま金に対しまして、奈良市ほか１２市町村に助成をいたしま金に対しまして、奈良市ほか１２市町村に助成をいたしま

した。した。した。した。

再訪再訪再訪再訪につながる平城遷都１３００年につながる平城遷都１３００年につながる平城遷都１３００年につながる平城遷都１３００年祭祭祭祭のののの展展展展開でございますが、その内、地域振興部所管開でございますが、その内、地域振興部所管開でございますが、その内、地域振興部所管開でございますが、その内、地域振興部所管

につきましては２５ページでございます。２５ページのにつきましては２５ページでございます。２５ページのにつきましては２５ページでございます。２５ページのにつきましては２５ページでございます。２５ページの弥勒プロ弥勒プロ弥勒プロ弥勒プロジジジジェェェェククククトトトトの推進の推進の推進の推進展展展展開につ開につ開につ開につ

きましては、日本と東アジアのきましては、日本と東アジアのきましては、日本と東アジアのきましては、日本と東アジアの未来未来未来未来をををを考え考え考え考える委員会の運営、る委員会の運営、る委員会の運営、る委員会の運営、フォフォフォフォーーーーラムラムラムラム、、、、セミナセミナセミナセミナーのーのーのーの実施実施実施実施、、、、

記念書記念書記念書記念書籍ＮＡＲＡＳＩＡ籍ＮＡＲＡＳＩＡ籍ＮＡＲＡＳＩＡ籍ＮＡＲＡＳＩＡ第２第２第２第２刊刊刊刊のののの発発発発行な行な行な行などどどどを行うとともに、日本と東アジアのよりよいを行うとともに、日本と東アジアのよりよいを行うとともに、日本と東アジアのよりよいを行うとともに、日本と東アジアのよりよい未未未未

来来来来のののの提言提言提言提言となる平城となる平城となる平城となる平城京レポ京レポ京レポ京レポーーーートトトトをををを作作作作成をいたしました。成をいたしました。成をいたしました。成をいたしました。

次に、２６ページ、東アジア地次に、２６ページ、東アジア地次に、２６ページ、東アジア地次に、２６ページ、東アジア地方政府方政府方政府方政府会会会会合合合合の開の開の開の開催催催催でございます。東アジア諸国との良でございます。東アジア諸国との良でございます。東アジア諸国との良でございます。東アジア諸国との良好好好好
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な関係のな関係のな関係のな関係の形形形形成に成に成に成に資資資資するたするたするたするためめめめ、東アジア各国から３４地、東アジア各国から３４地、東アジア各国から３４地、東アジア各国から３４地方政府方政府方政府方政府のののの参加参加参加参加をををを得得得得まして、第１まして、第１まして、第１まして、第１回回回回東東東東

アジア地アジア地アジア地アジア地方政府方政府方政府方政府会会会会合合合合を開を開を開を開催催催催をいたしました。東アジアをいたしました。東アジアをいたしました。東アジアをいたしました。東アジア未来未来未来未来会議奈良２０１０、各会議奈良２０１０、各会議奈良２０１０、各会議奈良２０１０、各種種種種国国国国際際際際会会会会

議議議議やフォやフォやフォやフォーーーーラムラムラムラムを奈良で開を奈良で開を奈良で開を奈良で開催催催催、または、または、または、または支援支援支援支援をいたしました。をいたしました。をいたしました。をいたしました。

次に、次に、次に、次に、協働協働協働協働の推進及び市町村のの推進及び市町村のの推進及び市町村のの推進及び市町村の支援支援支援支援でございますが、までございますが、までございますが、までございますが、まずずずず１、市町村１、市町村１、市町村１、市町村支援支援支援支援のありのありのありのあり方検討方検討方検討方検討

につきましては、奈良県につきましては、奈良県につきましては、奈良県につきましては、奈良県版役割分担実現版役割分担実現版役割分担実現版役割分担実現事業によりまして、県と市町村の新たな事業によりまして、県と市町村の新たな事業によりまして、県と市町村の新たな事業によりまして、県と市町村の新たな役割分担役割分担役割分担役割分担

のののの実現実現実現実現にににに向け向け向け向け、記、記、記、記載載載載のとおり奈良のとおり奈良のとおり奈良のとおり奈良モデモデモデモデルルルル検討検討検討検討会会会会やややや各各各各作作作作業部会での業部会での業部会での業部会での検討検討検討検討をををを実施実施実施実施いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。

また、市町村内部また、市町村内部また、市町村内部また、市町村内部統制統制統制統制整整整整備・備・備・備・運営運営運営運営支援支援支援支援事業では、市町村の監査事業では、市町村の監査事業では、市町村の監査事業では、市町村の監査体制体制体制体制につきまして、市町村につきまして、市町村につきまして、市町村につきまして、市町村

のののの担当担当担当担当者とともに調査者とともに調査者とともに調査者とともに調査研究研究研究研究を行いました。を行いました。を行いました。を行いました。

次に、２７ページ、市町村次に、２７ページ、市町村次に、２７ページ、市町村次に、２７ページ、市町村税税税税税税税税収収収収強強強強化事業につきましては、一化事業につきましては、一化事業につきましては、一化事業につきましては、一斉滞納斉滞納斉滞納斉滞納整理整理整理整理強強強強化化化化期間期間期間期間ななななどどどど、、、、

県、市町村が県、市町村が県、市町村が県、市町村が連携連携連携連携、、、、協力協力協力協力をいたしまして、市町村をいたしまして、市町村をいたしまして、市町村をいたしまして、市町村税税税税のののの徴徴徴徴収収収収強強強強化に係る取り組みを行いまし化に係る取り組みを行いまし化に係る取り組みを行いまし化に係る取り組みを行いまし

た。２、市町村た。２、市町村た。２、市町村た。２、市町村へへへへのののの具体的具体的具体的具体的なななな支援支援支援支援でございますが、までございますが、までございますが、までございますが、まずずずず、市町村サ、市町村サ、市町村サ、市町村サポポポポーーーートトトト事業によりまし事業によりまし事業によりまし事業によりまし

て、市町村の行て、市町村の行て、市町村の行て、市町村の行政政政政サーサーサーサービビビビスのスのスのスの向向向向上上上上やややや行行行行財政改善財政改善財政改善財政改善の取り組みをの取り組みをの取り組みをの取り組みを支援支援支援支援するたするたするたするためめめめに、市町村行に、市町村行に、市町村行に、市町村行財財財財

政改善検討政改善検討政改善検討政改善検討会の開会の開会の開会の開催催催催、、、、作作作作業部会での業部会での業部会での業部会での検討検討検討検討をををを実施実施実施実施いたしました。いたしました。いたしました。いたしました。

次に、市町村次に、市町村次に、市町村次に、市町村財政健財政健財政健財政健全化全化全化全化貸貸貸貸付事業でございますが、地付事業でございますが、地付事業でございますが、地付事業でございますが、地方公共団体財政健方公共団体財政健方公共団体財政健方公共団体財政健全化全化全化全化法法法法に基づきに基づきに基づきに基づき

まして計画をまして計画をまして計画をまして計画を策策策策定し、定し、定し、定し、財政財政財政財政のののの早期健早期健早期健早期健全化に取り組全化に取り組全化に取り組全化に取り組む御む御む御む御所市及び上所市及び上所市及び上所市及び上牧牧牧牧町に対し町に対し町に対し町に対し無利無利無利無利子子子子貸貸貸貸し付し付し付し付

けけけけをををを実施実施実施実施いたしました。いたしました。いたしました。いたしました。

３つ３つ３つ３つ目目目目、活、活、活、活力力力力ああああふふふふれる市町村れる市町村れる市町村れる市町村応援応援応援応援補助金でございます。市町村等が補助金でございます。市町村等が補助金でございます。市町村等が補助金でございます。市町村等が独自独自独自独自に取り組に取り組に取り組に取り組むむむむ地域地域地域地域

のののの特特特特性性性性や多様や多様や多様や多様なななな資源資源資源資源を活かしたを活かしたを活かしたを活かした創意工創意工創意工創意工夫あ夫あ夫あ夫あふふふふれる事業をれる事業をれる事業をれる事業を支援支援支援支援するたするたするたするためめめめ、奈良市ほか１５市、奈良市ほか１５市、奈良市ほか１５市、奈良市ほか１５市

町村、または一部事務組町村、または一部事務組町村、または一部事務組町村、または一部事務組合合合合に助成をいたしました。に助成をいたしました。に助成をいたしました。に助成をいたしました。

４つ４つ４つ４つ目目目目、市町村振興、市町村振興、市町村振興、市町村振興資資資資金金金金貸貸貸貸付事業でございますが、市町村が付事業でございますが、市町村が付事業でございますが、市町村が付事業でございますが、市町村が実施実施実施実施いたしますいたしますいたしますいたします公共施設公共施設公共施設公共施設のののの

整整整整備備備備にににに必要必要必要必要なななな資資資資金金金金貸貸貸貸し付し付し付し付けけけけを行いました。を行いました。を行いました。を行いました。

最後最後最後最後の市町村振興の市町村振興の市町村振興の市町村振興臨時臨時臨時臨時交付金でございます交付金でございます交付金でございます交付金でございますけけけけれれれれどどどども、も、も、も、条件条件条件条件の不の不の不の不利利利利な地域がございます。な地域がございます。な地域がございます。な地域がございます。

もしくはもしくはもしくはもしくは財政状況財政状況財政状況財政状況がががが悪悪悪悪いないないないなどどどどの理の理の理の理由由由由によりによりによりにより追加投資追加投資追加投資追加投資がががが困難困難困難困難な市町村に、地域な市町村に、地域な市町村に、地域な市町村に、地域課題課題課題課題のののの解消解消解消解消にににに

向け向け向け向けた取り組みを進た取り組みを進た取り組みを進た取り組みを進めめめめていただくたていただくたていただくたていただくためめめめ交付金を交付いたしました。交付金を交付いたしました。交付金を交付いたしました。交付金を交付いたしました。

次に、２８ページ、市町村次に、２８ページ、市町村次に、２８ページ、市町村次に、２８ページ、市町村情情情情報報報報発信支援発信支援発信支援発信支援事業につきましては、事業につきましては、事業につきましては、事業につきましては、既存既存既存既存の県事業のの県事業のの県事業のの県事業の仕仕仕仕組みを組みを組みを組みを

活用して市町村の活用して市町村の活用して市町村の活用して市町村の情情情情報報報報発信発信発信発信をををを支援支援支援支援するものでございます。市町村職員するものでございます。市町村職員するものでございます。市町村職員するものでございます。市町村職員採採採採用用用用情情情情報報報報共同発信パ共同発信パ共同発信パ共同発信パ

ンフレットンフレットンフレットンフレットのののの作作作作成、成、成、成、配布配布配布配布、県職員、、県職員、、県職員、、県職員、警察官採警察官採警察官採警察官採用説明会用説明会用説明会用説明会場場場場に市町村職員に市町村職員に市町村職員に市町村職員採採採採用説明用説明用説明用説明ブブブブースをースをースをースを設設設設

けけけけるなるなるなるなどどどどのののの支援支援支援支援をををを実施実施実施実施いたしました。いたしました。いたしました。いたしました。

３、市町村の行３、市町村の行３、市町村の行３、市町村の行政政政政経営の経営の経営の経営の現状分析や情現状分析や情現状分析や情現状分析や情報報報報提供提供提供提供等を等を等を等を通通通通じたじたじたじた支援支援支援支援でございますが、までございますが、までございますが、までございますが、まずずずず、市、市、市、市

町村行町村行町村行町村行政政政政経営経営経営経営力向力向力向力向上上上上支援支援支援支援事業によりまして、知事と市町村長の定事業によりまして、知事と市町村長の定事業によりまして、知事と市町村長の定事業によりまして、知事と市町村長の定期的期的期的期的な会議な会議な会議な会議や研究や研究や研究や研究会を奈会を奈会を奈会を奈
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良県良県良県良県・・・・市町村長サ市町村長サ市町村長サ市町村長サミットミットミットミットとして開として開として開として開催催催催をいたしました。記をいたしました。記をいたしました。記をいたしました。記載載載載の市町村の市町村の市町村の市町村人材養人材養人材養人材養成成成成支援支援支援支援事業等も事業等も事業等も事業等も

あわせてあわせてあわせてあわせて実施実施実施実施をいたしました。をいたしました。をいたしました。をいたしました。

次に、市町村次に、市町村次に、市町村次に、市町村財政健財政健財政健財政健全化全化全化全化支援支援支援支援事業でございます事業でございます事業でございます事業でございますけけけけれれれれどどどども、市町村のも、市町村のも、市町村のも、市町村の財政状況財政状況財政状況財政状況をををを家家家家計計計計や健や健や健や健

康状態康状態康状態康状態にににに例え例え例え例えて、わかりて、わかりて、わかりて、わかりややややすくすくすくすく解解解解説した説した説した説した冊冊冊冊子の子の子の子の作作作作成な成な成な成などどどどを行いました。を行いました。を行いました。を行いました。先先先先日、奈良日、奈良日、奈良日、奈良テレビテレビテレビテレビ

でもでもでもでも放映放映放映放映をしたところでございます。をしたところでございます。をしたところでございます。をしたところでございます。

次の市町村行次の市町村行次の市町村行次の市町村行政政政政経営経営経営経営状況分析検討状況分析検討状況分析検討状況分析検討事業でございますが、市町村がみ事業でございますが、市町村がみ事業でございますが、市町村がみ事業でございますが、市町村がみずずずずからの行からの行からの行からの行政政政政経営の経営の経営の経営の

状態状態状態状態をををを客客客客観観観観的的的的にににに把握把握把握把握できるようなできるようなできるようなできるような指標策指標策指標策指標策定を定を定を定を検討検討検討検討いたしました。いたしました。いたしました。いたしました。

次に、３６ページ、中南次に、３６ページ、中南次に、３６ページ、中南次に、３６ページ、中南和・和・和・和・東部地域の振興でございます。その内、地域振興部が東部地域の振興でございます。その内、地域振興部が東部地域の振興でございます。その内、地域振興部が東部地域の振興でございます。その内、地域振興部が担当担当担当担当

しております事業につきまして、しております事業につきまして、しております事業につきまして、しております事業につきまして、世界遺産登録世界遺産登録世界遺産登録世界遺産登録推進事業につきましては、推進事業につきましては、推進事業につきましては、推進事業につきましては、飛鳥・飛鳥・飛鳥・飛鳥・藤藤藤藤原原原原のののの宮宮宮宮

都とその関都とその関都とその関都とその関連資産群連資産群連資産群連資産群、これは、これは、これは、これは既既既既にににに暫暫暫暫定定定定リリリリスススストトトトにににに登録済登録済登録済登録済みでございますが、そのみでございますが、そのみでございますが、そのみでございますが、その早期世界遺早期世界遺早期世界遺早期世界遺

産登録産登録産登録産登録にににに向け向け向け向けまして記まして記まして記まして記載載載載の事業をの事業をの事業をの事業を実施実施実施実施いたしました。いたしました。いたしました。いたしました。

文文文文化化化化・・・・学学学学術術術術研究研究研究研究の振興の奈良県の振興の奈良県の振興の奈良県の振興の奈良県芸術芸術芸術芸術祭祭祭祭の開の開の開の開催催催催でございますが、でございますが、でございますが、でございますが、芸術芸術芸術芸術祭祭祭祭のののの参加団体参加団体参加団体参加団体のののの文文文文化化化化

芸術芸術芸術芸術イイイイベベベベントントントントを広く広報するとともに、県を広く広報するとともに、県を広く広報するとともに、県を広く広報するとともに、県民民民民のののの文文文文化化化化芸術芸術芸術芸術に対する関に対する関に対する関に対する関心心心心を一を一を一を一層層層層高め高め高め高めるたるたるたるためめめめ、、、、

平成２２年度からは平成２２年度からは平成２２年度からは平成２２年度からは芸術芸術芸術芸術祭祭祭祭ののののメメメメーーーーンインインインイベベベベントントントントとしてとしてとしてとして芸術芸術芸術芸術祭祭祭祭総総総総合フェ合フェ合フェ合フェスススステテテティィィィババババル、これは平ル、これは平ル、これは平ル、これは平

成２２年度から総成２２年度から総成２２年度から総成２２年度から総合フェ合フェ合フェ合フェスススステテテティィィィババババルをルをルをルを実施実施実施実施いたしました。いたしました。いたしました。いたしました。

また、アジアまた、アジアまた、アジアまた、アジア太太太太平平平平洋洋洋洋地域の地域の地域の地域の世界遺産世界遺産世界遺産世界遺産等等等等文文文文化化化化財財財財保護保護保護保護協力協力協力協力推進事業でございます推進事業でございます推進事業でございます推進事業でございますけけけけれれれれどどどども、も、も、も、

ユネユネユネユネススススココココ・・・・アジアアジアアジアアジア文文文文化化化化センセンセンセンタタタターとーとーとーと連携連携連携連携をいたしまして記をいたしまして記をいたしまして記をいたしまして記載載載載の事業をの事業をの事業をの事業を実施実施実施実施をいたしました。をいたしました。をいたしました。をいたしました。

３７ページから３９ページにか３７ページから３９ページにか３７ページから３９ページにか３７ページから３９ページにかけけけけましては、ましては、ましては、ましては、文文文文化化化化芸術芸術芸術芸術活活活活動動動動の振興であり、の振興であり、の振興であり、の振興であり、文文文文化会化会化会化会館館館館、、、、民民民民

俗俗俗俗博博博博物館物館物館物館、、、、図図図図書書書書情情情情報報報報館館館館ななななどどどどにおいて記において記において記において記載載載載のとおりのとおりのとおりのとおり多様多様多様多様なななな文文文文化化化化芸術芸術芸術芸術活活活活動動動動をををを実施実施実施実施いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。

そのそのそのその展展展展開を記開を記開を記開を記載載載載しております。しております。しております。しております。

次に、１９９ページ、県立大学の充次に、１９９ページ、県立大学の充次に、１９９ページ、県立大学の充次に、１９９ページ、県立大学の充実実実実でございます。地域でございます。地域でございます。地域でございます。地域創創創創造学関造学関造学関造学関連講連講連講連講座座座座開開開開催催催催事業等に事業等に事業等に事業等に

よりまして、地域よりまして、地域よりまして、地域よりまして、地域創創創創造学部の造学部の造学部の造学部の研究研究研究研究結結結結果果果果を地域にを地域にを地域にを地域に還還還還元元元元するたするたするたするためめめめ、、、、引引引引き続きき続きき続きき続き公公公公開開開開講講講講座座座座をををを実施実施実施実施をををを

いたしました。また、県立大学の地域いたしました。また、県立大学の地域いたしました。また、県立大学の地域いたしました。また、県立大学の地域貢献貢献貢献貢献事業といたしましては、地域事業といたしましては、地域事業といたしましては、地域事業といたしましては、地域貢献貢献貢献貢献活活活活動動動動を推進すを推進すを推進すを推進す

るたるたるたるためめめめに地域に地域に地域に地域貢献貢献貢献貢献センセンセンセンタタタターを運営しております。平成２２年度は県内３市、１村、４経ーを運営しております。平成２２年度は県内３市、１村、４経ーを運営しております。平成２２年度は県内３市、１村、４経ーを運営しております。平成２２年度は県内３市、１村、４経済済済済

団体団体団体団体とのとのとのとの間間間間でででで包括包括包括包括連携協連携協連携協連携協定を定を定を定を締結締結締結締結いたしました。県立大学いたしました。県立大学いたしました。県立大学いたしました。県立大学就就就就業業業業力力力力育成育成育成育成支援支援支援支援事業では、教育事業では、教育事業では、教育事業では、教育

課課課課程を程を程を程を再再再再編編編編成し、学成し、学成し、学成し、学生生生生がががが自自自自己己己己のののの特特特特性と性と性と性と早期早期早期早期にににに把握把握把握把握し、進し、進し、進し、進路路路路をををを的的的的確確確確に選に選に選に選択択択択できるできるできるできる環境環境環境環境整整整整備備備備をををを

いたしました。いたしました。いたしました。いたしました。

以以以以上で地域振興部所管の説明を上で地域振興部所管の説明を上で地域振興部所管の説明を上で地域振興部所管の説明を終終終終わらせていただきます。ありがとうございました。わらせていただきます。ありがとうございました。わらせていただきます。ありがとうございました。わらせていただきます。ありがとうございました。

○畑中南部振興監○畑中南部振興監○畑中南部振興監○畑中南部振興監 それでは、私のそれでは、私のそれでは、私のそれでは、私の方方方方から、今説明ございました「平成２２年度主から、今説明ございました「平成２２年度主から、今説明ございました「平成２２年度主から、今説明ございました「平成２２年度主要施策要施策要施策要施策

の成の成の成の成果果果果に関する報告書」に基づきまして、南部振興所管の事業についてご説明させていたに関する報告書」に基づきまして、南部振興所管の事業についてご説明させていたに関する報告書」に基づきまして、南部振興所管の事業についてご説明させていたに関する報告書」に基づきまして、南部振興所管の事業についてご説明させていた
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だきます。だきます。だきます。だきます。

２２ページ、中南２２ページ、中南２２ページ、中南２２ページ、中南和・和・和・和・東部地域の振興でございます。南部振興計画東部地域の振興でございます。南部振興計画東部地域の振興でございます。南部振興計画東部地域の振興でございます。南部振興計画策策策策定事業につきまし定事業につきまし定事業につきまし定事業につきまし

ては、ては、ては、ては、人人人人口減口減口減口減少少少少とととと高高高高齢齢齢齢化が進化が進化が進化が進むむむむ南部地域の活性化を南部地域の活性化を南部地域の活性化を南部地域の活性化を図図図図るたるたるたるためめめめ２１の２１の２１の２１のプロプロプロプロジジジジェェェェククククトトトトをををを盛盛盛盛りりりり込込込込

んんんんだ計画をだ計画をだ計画をだ計画を策策策策定いたしました。定いたしました。定いたしました。定いたしました。

新新新新過疎過疎過疎過疎地域振興地域振興地域振興地域振興方方方方針針針針・・・・計画計画計画計画策策策策定事業では、平成２２年４月に定事業では、平成２２年４月に定事業では、平成２２年４月に定事業では、平成２２年４月に施施施施行されました行されました行されました行されました改改改改正正正正過疎過疎過疎過疎地地地地

域域域域自自自自立立立立促促促促進進進進特特特特別措置別措置別措置別措置法法法法に基づきまして、県の新たなに基づきまして、県の新たなに基づきまして、県の新たなに基づきまして、県の新たな過疎方過疎方過疎方過疎方針針針針の計画をの計画をの計画をの計画を策策策策定いたしました。定いたしました。定いたしました。定いたしました。

これをこれをこれをこれを受受受受けけけけて、市町村において新たなて、市町村において新たなて、市町村において新たなて、市町村において新たな過疎過疎過疎過疎計画を計画を計画を計画を策策策策定し、それ定し、それ定し、それ定し、それぞぞぞぞれ対れ対れ対れ対策策策策に取り組に取り組に取り組に取り組んんんんでいるでいるでいるでいる

ところでございます。ところでございます。ところでございます。ところでございます。

東部中山東部中山東部中山東部中山間間間間地域にお地域にお地域にお地域におけけけけるるるる工工工工房街房街房街房街道道道道づくりでございますが、づくりでございますが、づくりでございますが、づくりでございますが、民間民間民間民間からからからから公公公公募募募募しししし採採採採択択択択した事業した事業した事業した事業

でございまして、東部中山でございまして、東部中山でございまして、東部中山でございまして、東部中山間間間間地域に所地域に所地域に所地域に所在在在在するするするする工工工工房房房房群群群群の地域の地域の地域の地域ブランド力ブランド力ブランド力ブランド力をををを強強強強化するた化するた化するた化するためめめめに、に、に、に、

来訪来訪来訪来訪者との交者との交者との交者との交流流流流拠拠拠拠点点点点、、、、販販販販売施設売施設売施設売施設の整の整の整の整備備備備、運営等について、運営等について、運営等について、運営等について支援支援支援支援をいたしてございます。をいたしてございます。をいたしてございます。をいたしてございます。

観光の振興の観光の振興の観光の振興の観光の振興の法法法法隆寺ｉ隆寺ｉ隆寺ｉ隆寺ｉセンセンセンセンタタタターーーー情情情情報報報報発信強発信強発信強発信強化事業でございます。化事業でございます。化事業でございます。化事業でございます。歴史街歴史街歴史街歴史街道道道道大大大大型型型型ママママップップップップのののの

更更更更新とともに、新とともに、新とともに、新とともに、法法法法隆寺ｉ隆寺ｉ隆寺ｉ隆寺ｉセンセンセンセンタタタターのーのーのーの映映映映像像像像設備設備設備設備のののの改改改改修修修修を行いました。を行いました。を行いました。を行いました。

３２ページ、中南３２ページ、中南３２ページ、中南３２ページ、中南和・和・和・和・東部地域の振興でございます。中南東部地域の振興でございます。中南東部地域の振興でございます。中南東部地域の振興でございます。中南和和和和観光観光観光観光魅魅魅魅力創力創力創力創出事業におきま出事業におきま出事業におきま出事業におきま

して、して、して、して、吉野吉野吉野吉野山の山の山の山の宿泊宿泊宿泊宿泊ななななどどどどの観光関係者にの観光関係者にの観光関係者にの観光関係者に参加参加参加参加をいただきましてをいただきましてをいただきましてをいただきましてワワワワークークークークシシシショップョップョップョップを開を開を開を開催催催催するするするする

とともに、中南とともに、中南とともに、中南とともに、中南和和和和観光の観光の観光の観光の商品商品商品商品化につな化につな化につな化につなげげげげるたるたるたるためめめめ、観光関、観光関、観光関、観光関連団体連団体連団体連団体とととと旅旅旅旅行行行行団体団体団体団体がががが共同共同共同共同で企画すで企画すで企画すで企画す

るるるるモモモモニタニタニタニターーーーツツツツアーの事業のアーの事業のアーの事業のアーの事業の公公公公募募募募を行い、３事業をを行い、３事業をを行い、３事業をを行い、３事業を採採採採択択択択し助成してございます。また、し助成してございます。また、し助成してございます。また、し助成してございます。また、農林農林農林農林

漁漁漁漁業業業業体体体体験験験験民民民民宿宿宿宿の開業に関するの開業に関するの開業に関するの開業に関する相談相談相談相談をををを実施実施実施実施し、開業のし、開業のし、開業のし、開業の支援支援支援支援を行うとともに、県内のを行うとともに、県内のを行うとともに、県内のを行うとともに、県内の農林漁農林漁農林漁農林漁業業業業

体体体体験験験験民民民民宿宿宿宿をををを紹介紹介紹介紹介するするするするホホホホーーーームムムムページをページをページをページを設け情設け情設け情設け情報報報報発信発信発信発信にににに努努努努めめめめ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。

続きまして、中南続きまして、中南続きまして、中南続きまして、中南和和和和観光観光観光観光情情情情報報報報発信発信発信発信事業でございますが、事業でございますが、事業でございますが、事業でございますが、若若若若いいいい世世世世代代代代ををををタタタターーーーゲゲゲゲットットットットとしてごとしてごとしてごとしてご

ざいます大ざいます大ざいます大ざいます大手旅手旅手旅手旅行行行行雑誌雑誌雑誌雑誌ととととタタタタイイイイアアアアップップップップし広報のし広報のし広報のし広報の展展展展開をするとともに、平成２２年度は開をするとともに、平成２２年度は開をするとともに、平成２２年度は開をするとともに、平成２２年度は御御御御所市所市所市所市

のののの高高高高鴨神社鴨神社鴨神社鴨神社、それから、それから、それから、それから十津十津十津十津川村川村川村川村玉置神社玉置神社玉置神社玉置神社、、、、天天天天川村川村川村川村天天天天川大川大川大川大弁弁弁弁財財財財天社天社天社天社をををを紹介紹介紹介紹介するたするたするたするためめめめ、それ、それ、それ、それぞぞぞぞ

れのれのれのれの歴史歴史歴史歴史、、、、文文文文化、化、化、化、自自自自然然然然ををををテテテテーマにーマにーマにーマに河瀬直美河瀬直美河瀬直美河瀬直美を監を監を監を監督督督督といたしまして、といたしまして、といたしまして、といたしまして、魅魅魅魅力的力的力的力的なななな映映映映像像像像でございでございでございでござい

ますますますます美美美美しき奈良をしき奈良をしき奈良をしき奈良を制作制作制作制作ししししホホホホーーーームムムムページ等でページ等でページ等でページ等で発信発信発信発信をしてございます。をしてございます。をしてございます。をしてございます。

次の次の次の次の弘弘弘弘法法法法大大大大師師師師のののの道道道道魅魅魅魅力発力発力発力発掘掘掘掘事業につきましては、奈良県、事業につきましては、奈良県、事業につきましては、奈良県、事業につきましては、奈良県、和和和和歌歌歌歌山県及び関係市町村等か山県及び関係市町村等か山県及び関係市町村等か山県及び関係市町村等か

らなるらなるらなるらなる実実実実行委員会を立行委員会を立行委員会を立行委員会を立ちちちち上上上上げげげげ、、、、弘弘弘弘法法法法大大大大師師師師ををををテテテテーマとした認知度調査をーマとした認知度調査をーマとした認知度調査をーマとした認知度調査を実施実施実施実施いたしました。いたしました。いたしました。いたしました。

また、また、また、また、雑誌編集雑誌編集雑誌編集雑誌編集者を対象とした者を対象とした者を対象とした者を対象としたモモモモニタニタニタニターーーーツツツツアーアーアーアーやややや東東東東京京京京ででででセミナセミナセミナセミナーをーをーをーを実施実施実施実施するなするなするなするなどどどど、、、、弘弘弘弘法法法法大大大大

師師師師と奈良県と奈良県と奈良県と奈良県ゆゆゆゆかりのかりのかりのかりの情情情情報報報報発信発信発信発信を行っているとこでございます。を行っているとこでございます。を行っているとこでございます。を行っているとこでございます。

３６ページ、中南３６ページ、中南３６ページ、中南３６ページ、中南和・和・和・和・東部地域の振興の、東部地域の振興の、東部地域の振興の、東部地域の振興の、吉野吉野吉野吉野・高・高・高・高野野野野・・・・熊野熊野熊野熊野の国の国の国の国三三三三県県県県共同共同共同共同事業でござい事業でござい事業でござい事業でござい

ます。ます。ます。ます。世界遺産世界遺産世界遺産世界遺産紀伊紀伊紀伊紀伊山地の山地の山地の山地の霊霊霊霊場場場場とととと参参参参詣詣詣詣道道道道をはじをはじをはじをはじめめめめとするとするとするとする紀伊半島紀伊半島紀伊半島紀伊半島の地域の地域の地域の地域資源資源資源資源を活用し、地を活用し、地を活用し、地を活用し、地
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域の観光振興を域の観光振興を域の観光振興を域の観光振興を図図図図るたるたるたるためめめめ、、、、三重三重三重三重県、県、県、県、和和和和歌歌歌歌山県と山県と山県と山県と共同共同共同共同でででで吉野吉野吉野吉野・高・高・高・高野野野野・・・・熊野熊野熊野熊野の国をの国をの国をの国を建建建建国し、国し、国し、国し、建建建建

国記念国記念国記念国記念ウオウオウオウオーーーーキキキキンンンンググググやややや物物物物産展産展産展産展ななななどどどどののののイイイイベベベベントントントントを開を開を開を開催催催催いたしました。いたしました。いたしました。いたしました。

１２６ページ、うだ１２６ページ、うだ１２６ページ、うだ１２６ページ、うだ・・・・アアアアニニニニマルマルマルマルパパパパークの管理でございますが、平成２０年４月に開園しークの管理でございますが、平成２０年４月に開園しークの管理でございますが、平成２０年４月に開園しークの管理でございますが、平成２０年４月に開園し

ましたうだましたうだましたうだましたうだ・・・・アアアアニニニニマルマルマルマルパパパパークでは、ークでは、ークでは、ークでは、触触触触れれれれ合合合合いいいい体体体体験験験験ななななどどどどののののイイイイベベベベントントントントをををを実施実施実施実施し、平成２２年度し、平成２２年度し、平成２２年度し、平成２２年度

にはにはにはには前前前前年度対年度対年度対年度対比比比比で３４で３４で３４で３４．．．．６６６６％増％増％増％増の１１万１，０００の１１万１，０００の１１万１，０００の１１万１，０００人人人人余余余余のののの方方方方 々々々々にごにごにごにご来来来来園をいただきました園をいただきました園をいただきました園をいただきました。。。。

今今今今後後後後も各も各も各も各種種種種事業を事業を事業を事業を展展展展開し、開し、開し、開し、動物動物動物動物とのとのとのとの触触触触れれれれ合合合合いいいい体体体体験験験験やややや命命命命の学の学の学の学習習習習の充の充の充の充実実実実にににに向け向け向け向け取り組取り組取り組取り組んんんんでまいでまいでまいでまい

ります。ります。ります。ります。

以以以以上で私からのご説明を上で私からのご説明を上で私からのご説明を上で私からのご説明を終終終終わらせていただきます。わらせていただきます。わらせていただきます。わらせていただきます。

それから、続きまして、それから、続きまして、それから、続きまして、それから、続きまして、別紙別紙別紙別紙でででで、、、、「奈良県台風１２号災害復旧「奈良県台風１２号災害復旧「奈良県台風１２号災害復旧「奈良県台風１２号災害復旧・・・・復興復興復興復興へへへへの取組」というペの取組」というペの取組」というペの取組」というペ

ーーーーパパパパーをおーをおーをおーをお配配配配りしているとりしているとりしているとりしていると思思思思います。そいます。そいます。そいます。そちちちちらのらのらのらの方方方方の説明をさせていただきます。の説明をさせていただきます。の説明をさせていただきます。の説明をさせていただきます。

最最最最初初初初の欄でございますが、台風１２号災害の復旧の欄でございますが、台風１２号災害の復旧の欄でございますが、台風１２号災害の復旧の欄でございますが、台風１２号災害の復旧・・・・復興に復興に復興に復興に当当当当たりましては、災害にたりましては、災害にたりましては、災害にたりましては、災害に強強強強くくくく、、、、

希望希望希望希望のののの持持持持てる地域をてる地域をてる地域をてる地域を目指目指目指目指しまして、奈良県台風１２号災害復旧しまして、奈良県台風１２号災害復旧しまして、奈良県台風１２号災害復旧しまして、奈良県台風１２号災害復旧・・・・復興推進本部を復興推進本部を復興推進本部を復興推進本部を設設設設置置置置したしたしたした

ところでございます。本部の内ところでございます。本部の内ところでございます。本部の内ところでございます。本部の内容容容容につきましては、またにつきましては、またにつきましては、またにつきましては、また後後後後ほほほほどどどど説明をさせていただきます説明をさせていただきます説明をさせていただきます説明をさせていただきます。。。。

今今今今後後後後の復旧、復興の取り組みといたしましては、大きく（１）から（３）の取り組みをの復旧、復興の取り組みといたしましては、大きく（１）から（３）の取り組みをの復旧、復興の取り組みといたしましては、大きく（１）から（３）の取り組みをの復旧、復興の取り組みといたしましては、大きく（１）から（３）の取り組みを

行うこととしてございます行うこととしてございます行うこととしてございます行うこととしてございます。。。。（１）でございますが、（１）でございますが、（１）でございますが、（１）でございますが、被被被被災地域の災地域の災地域の災地域の迅速迅速迅速迅速な立な立な立な立ちちちち直直直直りりりり・回・回・回・回復とい復とい復とい復とい

たしまして、たしまして、たしまして、たしまして、道道道道路路路路等の等の等の等の応応応応急急急急復旧復旧復旧復旧やややや土砂ダ土砂ダ土砂ダ土砂ダムムムム対対対対策策策策、それから、２つ、それから、２つ、それから、２つ、それから、２つ目目目目でございますが、でございますが、でございますが、でございますが、避避避避難難難難

者者者者・・・・被被被被災者の災者の災者の災者の支援支援支援支援、それから、それから、それから、それから生生生生業なり業なり業なり業なり産産産産業等で今業等で今業等で今業等で今被被被被害を害を害を害を受受受受けけけけておられるておられるておられるておられる方方方方のごのごのごのご支援支援支援支援をさせをさせをさせをさせ

ていただくということでございます。ていただくということでございます。ていただくということでございます。ていただくということでございます。

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（２）は、地域の（２）は、地域の（２）は、地域の（２）は、地域の再生・再再生・再再生・再再生・再興でございます。災害に興でございます。災害に興でございます。災害に興でございます。災害に強強強強いいいいインフラインフラインフラインフラづくづくづくづく

り、り、り、り、道道道道路路路路、、、、河河河河川、川、川、川、砂防砂防砂防砂防、、、、林林林林道道道道、、、、治治治治山等を山等を山等を山等を含め含め含め含めました総ました総ました総ました総合的合的合的合的な災害にな災害にな災害にな災害に強強強強いいいいインフラインフラインフラインフラづくりをづくりをづくりをづくりを

目指目指目指目指して取り組して取り組して取り組して取り組んんん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ございます。それから、２つてございます。それから、２つてございます。それから、２つてございます。それから、２つ目目目目は、新しいは、新しいは、新しいは、新しい集落集落集落集落づづづづ

くり、３つくり、３つくり、３つくり、３つ目目目目はははは産産産産業業業業・・・・雇雇雇雇用の用の用の用の創創創創造でございます。造でございます。造でございます。造でございます。林林林林業、観光等を中業、観光等を中業、観光等を中業、観光等を中心心心心としたものになるかとしたものになるかとしたものになるかとしたものになるか

とととと思思思思ってございます。それから、教育、ってございます。それから、教育、ってございます。それから、教育、ってございます。それから、教育、医療医療医療医療、、、、福祉福祉福祉福祉を中を中を中を中心心心心としましたとしましたとしましたとしました暮暮暮暮らしづくりについらしづくりについらしづくりについらしづくりについ

てもこの中でてもこの中でてもこの中でてもこの中で考え考え考え考え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ございます。てございます。てございます。てございます。

３３３３点目点目点目点目（３）の（３）の（３）の（３）の安安安安全全全全・安心へ・安心へ・安心へ・安心へのののの備え備え備え備えに関しましては、今に関しましては、今に関しましては、今に関しましては、今回回回回のののの土砂土砂土砂土砂災害等を災害等を災害等を災害等を受受受受けけけけまして、まして、まして、まして、

監監監監視視視視・警・警・警・警戒戒戒戒・・・・避避避避難難難難ののののシシシシスススステムテムテムテムづくり、それからづくり、それからづくり、それからづくり、それから深層崩壊深層崩壊深層崩壊深層崩壊ののののメカニズメカニズメカニズメカニズムムムムのののの解解解解明、対明、対明、対明、対策策策策等の等の等の等の研研研研

究究究究、それから、それから、それから、それから後世後世後世後世に記に記に記に記録録録録をををを残残残残し、またし、またし、またし、また研究研究研究研究をしていただくということで、記をしていただくということで、記をしていただくということで、記をしていただくということで、記録録録録の整の整の整の整備備備備、そ、そ、そ、そ

れから次れから次れから次れから次世世世世代代代代へへへへのののの継承継承継承継承ということをということをということをということを考え考え考え考えてございます。てございます。てございます。てございます。以以以以上のような内上のような内上のような内上のような内容容容容を中を中を中を中心心心心として今として今として今として今

後後後後の復旧の復旧の復旧の復旧・・・・復興に取り組復興に取り組復興に取り組復興に取り組んんん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。

それから、次の２つそれから、次の２つそれから、次の２つそれから、次の２つ目目目目でございますが、この復旧でございますが、この復旧でございますが、この復旧でございますが、この復旧・・・・復興推進本部におきまして、平成２復興推進本部におきまして、平成２復興推進本部におきまして、平成２復興推進本部におきまして、平成２
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３年度中に（３年度中に（３年度中に（３年度中に（仮称仮称仮称仮称））））「復旧「復旧「復旧「復旧・・・・復興計画」を復興計画」を復興計画」を復興計画」を策策策策定をする定をする定をする定をする予予予予定でございます。この定でございます。この定でございます。この定でございます。この策策策策定定定定作作作作業の業の業の業の過過過過

程で県程で県程で県程で県民民民民、市町村長、県議会、国等の活、市町村長、県議会、国等の活、市町村長、県議会、国等の活、市町村長、県議会、国等の活発発発発な議な議な議な議論論論論が行が行が行が行ええええるように、１２月にこの復旧るように、１２月にこの復旧るように、１２月にこの復旧るように、１２月にこの復旧・・・・復復復復

興計画の興計画の興計画の興計画の骨骨骨骨子を取りまと子を取りまと子を取りまと子を取りまとめめめめてててて公公公公表表表表したいとしたいとしたいとしたいと考え考え考え考えてございます。てございます。てございます。てございます。

それから、３それから、３それから、３それから、３点目点目点目点目は、関係市町村とのは、関係市町村とのは、関係市町村とのは、関係市町村との参参参参画でございますが、画でございますが、画でございますが、画でございますが、十十十十分分分分市町村長と市町村長と市町村長と市町村長と協協協協議をさせ議をさせ議をさせ議をさせ

ていただきまして、ていただきまして、ていただきまして、ていただきまして、連携連携連携連携して取り組して取り組して取り組して取り組むむむむとしてございます。あわせて、国としてございます。あわせて、国としてございます。あわせて、国としてございます。あわせて、国やややや有識有識有識有識者の助者の助者の助者の助言言言言、、、、

意意意意見見見見をををを求求求求めめめめたいとたいとたいとたいと考え考え考え考えてございます。てございます。てございます。てございます。

それから、４それから、４それから、４それから、４点目点目点目点目でございますが、この復旧でございますが、この復旧でございますが、この復旧でございますが、この復旧・・・・復興を進復興を進復興を進復興を進めめめめるにるにるにるに当当当当たりまして、平成２３たりまして、平成２３たりまして、平成２３たりまして、平成２３

年から２６年を年から２６年を年から２６年を年から２６年を集集集集中復旧中復旧中復旧中復旧・・・・復興復興復興復興期間期間期間期間として取り組として取り組として取り組として取り組んんん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思思思思っております。このっております。このっております。このっております。この

期間期間期間期間におきまして、復旧業務をにおきまして、復旧業務をにおきまして、復旧業務をにおきまして、復旧業務を迅速迅速迅速迅速にににに展展展展開するとともに、復興事業につきましては、事業開するとともに、復興事業につきましては、事業開するとともに、復興事業につきましては、事業開するとともに、復興事業につきましては、事業

計画の計画の計画の計画の策策策策定とともに、定とともに、定とともに、定とともに、可能可能可能可能なものについてはよりなものについてはよりなものについてはよりなものについてはより早早早早く事業にく事業にく事業にく事業に着手着手着手着手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ててて

ございます。ございます。ございます。ございます。

それから、５それから、５それから、５それから、５番番番番目目目目でございますが、復旧でございますが、復旧でございますが、復旧でございますが、復旧・・・・復興に復興に復興に復興に当当当当たりましては、中長たりましては、中長たりましては、中長たりましては、中長期期期期のののの目標目標目標目標をををを策策策策定定定定

し、し、し、し、将来将来将来将来の地域のの地域のの地域のの地域の姿姿姿姿をををを提示提示提示提示するとともに、するとともに、するとともに、するとともに、毎毎毎毎年度進年度進年度進年度進捗捗捗捗状況状況状況状況等を等を等を等を検検検検証証証証したいとしたいとしたいとしたいと思思思思ってございってございってございってござい

ます。ます。ます。ます。

それから、その次のペーそれから、その次のペーそれから、その次のペーそれから、その次のペーパパパパーをごらーをごらーをごらーをごらんんんんいただきたいといただきたいといただきたいといただきたいと思思思思います。１います。１います。１います。１番番番番目目目目が平成２３年１が平成２３年１が平成２３年１が平成２３年１

０月７日に０月７日に０月７日に０月７日に設設設設置置置置をいたしました県の台風１２号災害復旧をいたしました県の台風１２号災害復旧をいたしました県の台風１２号災害復旧をいたしました県の台風１２号災害復旧・・・・復興推進本部の復興推進本部の復興推進本部の復興推進本部の体制体制体制体制でございまでございまでございまでございま

す。知事を本部長、副知事を副本部長といたしまして、本部員に県す。知事を本部長、副知事を副本部長といたしまして、本部員に県す。知事を本部長、副知事を副本部長といたしまして、本部員に県す。知事を本部長、副知事を副本部長といたしまして、本部員に県庁庁庁庁の全部局長、それかの全部局長、それかの全部局長、それかの全部局長、それか

ら教育長、ら教育長、ら教育長、ら教育長、警察警察警察警察本部長、本部長、本部長、本部長、水道水道水道水道局長に入っていただいてございます。局長に入っていただいてございます。局長に入っていただいてございます。局長に入っていただいてございます。

この復興、復旧を進この復興、復旧を進この復興、復旧を進この復興、復旧を進めめめめる県る県る県る県庁庁庁庁のののの体制体制体制体制といたしまして、本といたしまして、本といたしまして、本といたしまして、本庁庁庁庁に新たに南部振興監のもとにに新たに南部振興監のもとにに新たに南部振興監のもとにに新たに南部振興監のもとに、、、、

復旧復旧復旧復旧・・・・復興推進室を平成２３年１０月１３日に復興推進室を平成２３年１０月１３日に復興推進室を平成２３年１０月１３日に復興推進室を平成２３年１０月１３日に設設設設置置置置をいたしました。なお、出をいたしました。なお、出をいたしました。なお、出をいたしました。なお、出先先先先機機機機関とい関とい関とい関とい

たしましては、たしましては、たしましては、たしましては、土木土木土木土木部の各部の各部の各部の各土木土木土木土木事務所、それから事務所、それから事務所、それから事務所、それから農林農林農林農林部の部の部の部の農林農林農林農林振興事務所において、より振興事務所において、より振興事務所において、より振興事務所において、より

体制強体制強体制強体制強化を行うことにしてございます。化を行うことにしてございます。化を行うことにしてございます。化を行うことにしてございます。

以以以以上で説明を上で説明を上で説明を上で説明を終終終終わらせていただきます。わらせていただきます。わらせていただきます。わらせていただきます。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長 ごごごご苦労苦労苦労苦労ささささんんんんでございました。でございました。でございました。でございました。

○中山観光局長○中山観光局長○中山観光局長○中山観光局長 それでは、観光局所管の決算について説明します。それでは、観光局所管の決算について説明します。それでは、観光局所管の決算について説明します。それでは、観光局所管の決算について説明します。

「平成２２年度奈良県歳入歳出決算報告書」の５ページ、第３款地域振興費、第３項「平成２２年度奈良県歳入歳出決算報告書」の５ページ、第３款地域振興費、第３項「平成２２年度奈良県歳入歳出決算報告書」の５ページ、第３款地域振興費、第３項「平成２２年度奈良県歳入歳出決算報告書」の５ページ、第３款地域振興費、第３項文文文文

化観光費の翌年度繰越額２億６，１５２万８，０００円につきましては、化観光費の翌年度繰越額２億６，１５２万８，０００円につきましては、化観光費の翌年度繰越額２億６，１５２万８，０００円につきましては、化観光費の翌年度繰越額２億６，１５２万８，０００円につきましては、点点点点字字字字観光観光観光観光ガガガガイドイドイドイド

ブッブッブッブックククク作作作作成事業ほか７成事業ほか７成事業ほか７成事業ほか７件件件件でございますが、これは国の地域活性化交付金を活用しまして、でございますが、これは国の地域活性化交付金を活用しまして、でございますが、これは国の地域活性化交付金を活用しまして、でございますが、これは国の地域活性化交付金を活用しまして、

昨昨昨昨年１１月、ことし２月に補正計上し今年度に繰り越しました。不用額ですが、５億５，年１１月、ことし２月に補正計上し今年度に繰り越しました。不用額ですが、５億５，年１１月、ことし２月に補正計上し今年度に繰り越しました。不用額ですが、５億５，年１１月、ことし２月に補正計上し今年度に繰り越しました。不用額ですが、５億５，

５５８万９，０００円は大５５８万９，０００円は大５５８万９，０００円は大５５８万９，０００円は大型型型型デデデディィィィススススプレイプレイプレイプレイ観光観光観光観光情情情情報報報報発信発信発信発信事業、事業、事業、事業、ＡＡＡＡＰＥＣＰＥＣＰＥＣＰＥＣ観光大観光大観光大観光大臣臣臣臣会会会会合合合合開開開開催催催催
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支援支援支援支援事業等の事業費の減事業等の事業費の減事業等の事業費の減事業等の事業費の減少少少少等、諸経費の節減による不用でございます。等、諸経費の節減による不用でございます。等、諸経費の節減による不用でございます。等、諸経費の節減による不用でございます。

以以以以上で歳入歳出決算報告書についての説明を上で歳入歳出決算報告書についての説明を上で歳入歳出決算報告書についての説明を上で歳入歳出決算報告書についての説明を終終終終わりますが、次にわりますが、次にわりますが、次にわりますが、次に、、、、「平成２２年度主「平成２２年度主「平成２２年度主「平成２２年度主要施要施要施要施

策策策策の成の成の成の成果果果果に関する報告書」の２２ページ、中南に関する報告書」の２２ページ、中南に関する報告書」の２２ページ、中南に関する報告書」の２２ページ、中南和・和・和・和・東部地域の振興に関しまして、が東部地域の振興に関しまして、が東部地域の振興に関しまして、が東部地域の振興に関しまして、がんばんばんばんば

る明日る明日る明日る明日香香香香支援支援支援支援事業は、事業は、事業は、事業は、歴史歴史歴史歴史的的的的風風風風土土土土のののの創創創創造造造造的的的的活用により、学び、活用により、学び、活用により、学び、活用により、学び、体体体体感感感感し、し、し、し、実実実実感感感感できるできるできるできる歴史歴史歴史歴史文文文文

化学化学化学化学習習習習のののの場場場場としての整としての整としての整としての整備備備備を推進するたを推進するたを推進するたを推進するためめめめ、明日、明日、明日、明日香香香香村の村の村の村の自自自自主主主主的的的的、、、、自自自自立立立立的的的的な取り組みに対し、な取り組みに対し、な取り組みに対し、な取り組みに対し、

国と国と国と国と連携連携連携連携してしてしてして歴史歴史歴史歴史的的的的風風風風土土土土創創創創造造造造的的的的活用交付金を交付しました。活用交付金を交付しました。活用交付金を交付しました。活用交付金を交付しました。

次の、明日次の、明日次の、明日次の、明日香香香香村整村整村整村整備備備備計画計画計画計画策策策策定推進事業では、第４次明日定推進事業では、第４次明日定推進事業では、第４次明日定推進事業では、第４次明日香香香香村整村整村整村整備備備備計画を平成２２年７月計画を平成２２年７月計画を平成２２年７月計画を平成２２年７月

２３日に２３日に２３日に２３日に策策策策定しました。定しました。定しました。定しました。

続いて、観光振興ですが、奈良の続いて、観光振興ですが、奈良の続いて、観光振興ですが、奈良の続いて、観光振興ですが、奈良の歴史歴史歴史歴史展示展示展示展示推進事業は、奈良県の推進事業は、奈良県の推進事業は、奈良県の推進事業は、奈良県の歴史歴史歴史歴史のののの価値価値価値価値、、、、魅魅魅魅力力力力あるあるあるある

ものを、ものを、ものを、ものを、歴史歴史歴史歴史をををを物物物物のののの展示展示展示展示ではなく、ではなく、ではなく、ではなく、歴史歴史歴史歴史のののの背景背景背景背景となるとなるとなるとなる歴史歴史歴史歴史のののの意意意意味味味味ななななどどどどをををを展示展示展示展示するという、するという、するという、するという、

そういう計画を明日そういう計画を明日そういう計画を明日そういう計画を明日香香香香におにおにおにおけけけけるるるる歴史歴史歴史歴史展示展示展示展示計画を計画を計画を計画を策策策策定しました。定しました。定しました。定しました。

次に、２４ページ、平城遷都１３００年次に、２４ページ、平城遷都１３００年次に、２４ページ、平城遷都１３００年次に、２４ページ、平城遷都１３００年祭祭祭祭のののの実施実施実施実施です。２４ページから２５ページに記です。２４ページから２５ページに記です。２４ページから２５ページに記です。２４ページから２５ページに記

載載載載しておりますが、平成２２年１月１日から１２月３１日まで開しておりますが、平成２２年１月１日から１２月３１日まで開しておりますが、平成２２年１月１日から１２月３１日まで開しておりますが、平成２２年１月１日から１２月３１日まで開催催催催しましたが、平城しましたが、平城しましたが、平城しましたが、平城宮宮宮宮跡跡跡跡

会会会会場場場場には３６３万には３６３万には３６３万には３６３万人人人人、県内全域では１，７７７万、県内全域では１，７７７万、県内全域では１，７７７万、県内全域では１，７７７万人人人人のののの来場来場来場来場者があり、者があり、者があり、者があり、多様多様多様多様なななな効効効効果果果果があり、があり、があり、があり、

成成成成功裏功裏功裏功裏にににに終終終終了了了了しました。平城しました。平城しました。平城しました。平城宮宮宮宮跡跡跡跡事業は事業は事業は事業は天皇皇后両陛下天皇皇后両陛下天皇皇后両陛下天皇皇后両陛下のごのごのごのご臨臨臨臨席席席席をををを賜賜賜賜った平城遷都１３０った平城遷都１３０った平城遷都１３０った平城遷都１３０

０年記念０年記念０年記念０年記念祝祝祝祝典典典典・・・・祝賀祝賀祝賀祝賀会のほか、記会のほか、記会のほか、記会のほか、記載載載載のののの通通通通季季季季イイイイベベベベントやントやントやントや各各各各季季季季イイイイベベベベントントントントななななどどどどをををを実施実施実施実施しました。しました。しました。しました。

県内各地事業としましては、県内各地事業としましては、県内各地事業としましては、県内各地事業としましては、巡巡巡巡る奈良をる奈良をる奈良をる奈良をテテテテーマにしまして、～ーマにしまして、～ーマにしまして、～ーマにしまして、～祈祈祈祈りのりのりのりの回回回回廊廊廊廊～～～～秘秘秘秘宝宝宝宝・・・・秘仏秘仏秘仏秘仏特特特特

別別別別開開開開帳帳帳帳をはじをはじをはじをはじめめめめとして、県内各地の地域の観光として、県内各地の地域の観光として、県内各地の地域の観光として、県内各地の地域の観光資源資源資源資源をををを生生生生かしたさまざまなかしたさまざまなかしたさまざまなかしたさまざまなイイイイベベベベントントントントをををを実施実施実施実施

しました。関しました。関しました。関しました。関連連連連広域事業としましては、東アジア広域事業としましては、東アジア広域事業としましては、東アジア広域事業としましては、東アジア未来未来未来未来会議奈良２０１０を会議奈良２０１０を会議奈良２０１０を会議奈良２０１０を構構構構成する成する成する成する多多多多くのくのくのくの

国国国国際際際際会議な会議な会議な会議などどどどを開を開を開を開催催催催しました。広報しました。広報しました。広報しました。広報誘誘誘誘客客客客事業としては、事業としては、事業としては、事業としては、イイイイベベベベントやントやントやントやメメメメデデデディィィィアでのせアでのせアでのせアでのせんんんんとくとくとくとく

んんんんを活用した広報なを活用した広報なを活用した広報なを活用した広報などどどどにににに積極積極積極積極的的的的に取り組みました。に取り組みました。に取り組みました。に取り組みました。

２９ページ、地域の観光２９ページ、地域の観光２９ページ、地域の観光２９ページ、地域の観光力向力向力向力向上上上上応援応援応援応援補助金です。これは、地域での観光振興を補助金です。これは、地域での観光振興を補助金です。これは、地域での観光振興を補助金です。これは、地域での観光振興を図図図図る取組る取組る取組る取組

に対して、市町村に対して、市町村に対して、市町村に対して、市町村やややや広域広域広域広域連携連携連携連携組組組組織織織織に３３に３３に３３に３３件件件件の助成をしました。２のの助成をしました。２のの助成をしました。２のの助成をしました。２の周遊型周遊型周遊型周遊型観光地としての観光地としての観光地としての観光地としての

魅魅魅魅力力力力のののの向向向向上です。上です。上です。上です。財団法人財団法人財団法人財団法人県県県県ビビビビジジジジタタタターーーーズズズズビビビビュュュューーーーロロロロー活ー活ー活ー活動動動動支援支援支援支援事業は、事業は、事業は、事業は、ココココンンンンベベベベンンンンシシシションョンョンョンのののの誘誘誘誘

致致致致と観光振興を一と観光振興を一と観光振興を一と観光振興を一体的体的体的体的に行うたに行うたに行うたに行うためめめめ、平成２１年４月に、平成２１年４月に、平成２１年４月に、平成２１年４月に設設設設立した立した立した立した財団法人ビ財団法人ビ財団法人ビ財団法人ビジジジジタタタターーーーズズズズビビビビュュュューーーー

ロロロローが行うーが行うーが行うーが行うオオオオフフフフシシシシーーーーズズズズンンンン対対対対策策策策につながるにつながるにつながるにつながる商品商品商品商品企画企画企画企画支援支援支援支援事業についての助成をしました。事業についての助成をしました。事業についての助成をしました。事業についての助成をしました。

次の、次の、次の、次の、歩歩歩歩く奈良推進事業については、く奈良推進事業については、く奈良推進事業については、く奈良推進事業については、歩歩歩歩く奈良のく奈良のく奈良のく奈良の魅魅魅魅力力力力をつくるたをつくるたをつくるたをつくるためめめめ、推、推、推、推奨奨奨奨ルールールールートトトトのののの情情情情報報報報

発信発信発信発信ななななどどどどを今を今を今を今現現現現在在在在もももも実施実施実施実施しております。しております。しております。しております。修修修修学学学学旅旅旅旅行等行等行等行等誘致促誘致促誘致促誘致促進事業は、進事業は、進事業は、進事業は、宿泊宿泊宿泊宿泊滞滞滞滞在型在型在型在型のののの修修修修学学学学旅旅旅旅

行行行行誘致誘致誘致誘致をををを促促促促進するた進するた進するた進するためめめめ、奈良県、奈良県、奈良県、奈良県修修修修学学学学旅旅旅旅行行行行ガガガガイドブッイドブッイドブッイドブックをクをクをクを作作作作成、成、成、成、配布配布配布配布しました。しました。しました。しました。

３０ページ、３０ページ、３０ページ、３０ページ、自自自自動車旅動車旅動車旅動車旅行者行者行者行者向け情向け情向け情向け情報報報報提供提供提供提供サーサーサーサービビビビス事業については、ス事業については、ス事業については、ス事業については、自自自自動車旅動車旅動車旅動車旅行者行者行者行者向け向け向け向けのののの
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情情情情報報報報提供提供提供提供シシシシスススステムテムテムテムをををを構築構築構築構築し、し、し、し、ホホホホーーーームムムムページ、ページ、ページ、ページ、携帯携帯携帯携帯電話電話電話電話、、、、タタタタッッッッチチチチパパパパネネネネルルルル式式式式のののの電電電電子子子子看板看板看板看板等によ等によ等によ等によ

り観光り観光り観光り観光情情情情報を報を報を報を提供提供提供提供しました。しました。しました。しました。

次に、３の観光次に、３の観光次に、３の観光次に、３の観光オオオオフフフフシシシシーーーーズズズズンンンン対対対対策策策策ですが、奈良ですが、奈良ですが、奈良ですが、奈良公公公公園関係はま園関係はま園関係はま園関係はまちちちちづくり推進局づくり推進局づくり推進局づくり推進局へへへへ移移移移管して管して管して管して

おりますが、３１ページ、おりますが、３１ページ、おりますが、３１ページ、おりますが、３１ページ、オオオオフフフフシシシシーーーーズズズズンンンンのスのスのスのスポポポポーーーーツツツツイイイイベベベベントントントントを活用した奈良のを活用した奈良のを活用した奈良のを活用した奈良の宿泊宿泊宿泊宿泊推進事推進事推進事推進事

業です。全国業です。全国業です。全国業です。全国高高高高等学校等学校等学校等学校ララララググググビビビビー大会ー大会ー大会ー大会参加参加参加参加校に対しまして、県内の校に対しまして、県内の校に対しまして、県内の校に対しまして、県内の旅館旅館旅館旅館、、、、ホホホホテテテテルルルルへへへへのののの宿泊宿泊宿泊宿泊をををを

働働働働きかきかきかきかけけけけまして、まして、まして、まして、オオオオフフフフシシシシーーーーズズズズンンンンのののの宿泊宿泊宿泊宿泊者の者の者の者の増増増増加加加加をををを図図図図りました。４りました。４りました。４りました。４番番番番の観光の観光の観光の観光情情情情報の報の報の報の発信発信発信発信ですですですです

が、大が、大が、大が、大型型型型デデデディィィィススススプレイプレイプレイプレイによる観光による観光による観光による観光情情情情報報報報発信発信発信発信事業は、県内各地に事業は、県内各地に事業は、県内各地に事業は、県内各地にタタタタイムイムイムイムリリリリーな観光ーな観光ーな観光ーな観光情情情情報な報な報な報などどどど

を県内の主を県内の主を県内の主を県内の主要要要要駅駅駅駅、、、、集集集集客施設客施設客施設客施設にににに設設設設置置置置した大した大した大した大型型型型デデデディィィィススススプレイプレイプレイプレイでででで提供提供提供提供しまして、県内各地しまして、県内各地しまして、県内各地しまして、県内各地へへへへのののの誘誘誘誘

客客客客をををを促促促促進しました。大進しました。大進しました。大進しました。大型型型型観光観光観光観光キャキャキャキャンンンンペーペーペーペーンンンン開開開開催催催催事業、これにつきましては、平城遷都１３事業、これにつきましては、平城遷都１３事業、これにつきましては、平城遷都１３事業、これにつきましては、平城遷都１３

００年００年００年００年祭祭祭祭を全国にを全国にを全国にを全国にＰＰＰＰＲＲＲＲするたするたするたするためめめめに、に、に、に、ＪＪＪＪＲＲＲＲ６６６６社社社社のののの協力協力協力協力のもとに、奈良のもとに、奈良のもとに、奈良のもとに、奈良デデデデスススステテテティネィネィネィネーーーーシシシションョンョンョンキキキキ

ャャャャンンンンペーペーペーペーンンンンを大を大を大を大 々々々々的的的的にににに実施実施実施実施しました。しました。しました。しました。

次の、奈良県観光次の、奈良県観光次の、奈良県観光次の、奈良県観光見見見見本市開本市開本市開本市開催催催催事業については、平城遷都１３００年事業については、平城遷都１３００年事業については、平城遷都１３００年事業については、平城遷都１３００年祭終祭終祭終祭終了了了了後後後後の観光の観光の観光の観光客客客客誘誘誘誘

致致致致のたのたのたのためめめめにににに魅魅魅魅力力力力あるあるあるある旅旅旅旅行行行行商品商品商品商品をつくることをつくることをつくることをつくることやややや、、、、雑誌雑誌雑誌雑誌ややややメメメメデデデディィィィアでのアでのアでのアでの露露露露出を出を出を出を促促促促進しました。進しました。進しました。進しました。

奈良の奈良の奈良の奈良の旬旬旬旬の観光の観光の観光の観光情情情情報報報報発信発信発信発信事業は、事業は、事業は、事業は、ＪＪＪＪＲＲＲＲ名名名名古古古古屋屋屋屋駅駅駅駅やややや阪阪阪阪神三神三神三神三ノノノノ宮宮宮宮駅駅駅駅におきまして、奈良のしにおきまして、奈良のしにおきまして、奈良のしにおきまして、奈良のしゅゅゅゅ

んんんんの観光の観光の観光の観光情情情情報を報を報を報を電電電電子子子子デデデディィィィススススプレイプレイプレイプレイよりよりよりより発信発信発信発信しました。しました。しました。しました。

３２ページ、３２ページ、３２ページ、３２ページ、首首首首都都都都圏圏圏圏におにおにおにおけけけけるるるる情情情情報報報報発信発信発信発信事業は、東事業は、東事業は、東事業は、東京京京京日本日本日本日本橋橋橋橋のののの情情情情報報報報発信発信発信発信拠拠拠拠点点点点である奈良まである奈良まである奈良まである奈良ま

ほろほろほろほろば館ば館ば館ば館において奈良の観光において奈良の観光において奈良の観光において奈良の観光情情情情報報報報発信やイ発信やイ発信やイ発信やイベベベベントントントント等の企画等の企画等の企画等の企画展示展示展示展示をををを実施実施実施実施しました。記しました。記しました。記しました。記紀紀紀紀・・・・万万万万

葉葉葉葉プロプロプロプロジジジジェェェェククククトトトト計画計画計画計画策策策策定事業は、定事業は、定事業は、定事業は、古古古古事記、日本書事記、日本書事記、日本書事記、日本書紀紀紀紀、万、万、万、万葉葉葉葉集集集集が奈良が本が奈良が本が奈良が本が奈良が本家家家家であるという、であるという、であるという、であるという、

そういう奈良のそういう奈良のそういう奈良のそういう奈良の存存存存在感在感在感在感をををを高め高め高め高めるたるたるたるためめめめ、、、、独自独自独自独自性のある観光性のある観光性のある観光性のある観光素素素素材材材材であるたであるたであるたであるためめめめ、それを活用しま、それを活用しま、それを活用しま、それを活用しま

して県内して県内して県内して県内外外外外に広に広に広に広めめめめ、観光、観光、観光、観光客客客客のののの誘誘誘誘客客客客をする事業ををする事業ををする事業ををする事業を展展展展開する計画をことしの２月に開する計画をことしの２月に開する計画をことしの２月に開する計画をことしの２月に策策策策定しまし定しまし定しまし定しまし

た。そのた。そのた。そのた。その下下下下の「の「の「の「（（（（仮称仮称仮称仮称）記）記）記）記紀紀紀紀ののののふふふふるさとるさとるさとるさと・・・・奈良」奈良」奈良」奈良」府府府府県県県県連携連携連携連携推進事業については、本年３月推進事業については、本年３月推進事業については、本年３月推進事業については、本年３月鳥鳥鳥鳥

取県、取県、取県、取県、島島島島根根根根県、県、県、県、福福福福井県、長井県、長井県、長井県、長野野野野県と県と県と県と連携連携連携連携しまして、しまして、しまして、しまして、フォフォフォフォーーーーラムラムラムラムを開を開を開を開催催催催し記し記し記し記紀紀紀紀・・・・万万万万葉葉葉葉を広を広を広を広めめめめるるるる

という、という、という、という、親親親親しみしみしみしみややややすくすくすくすく紹介紹介紹介紹介するという観光するという観光するという観光するという観光ＰＰＰＰＲＲＲＲをををを実施実施実施実施しました。しました。しました。しました。

３３ページ、３３ページ、３３ページ、３３ページ、ＡＡＡＡＰＥＣＰＥＣＰＥＣＰＥＣ観光大観光大観光大観光大臣臣臣臣会会会会合合合合開開開開催支援催支援催支援催支援事業です。平成２２年９月に開事業です。平成２２年９月に開事業です。平成２２年９月に開事業です。平成２２年９月に開催催催催されましされましされましされまし

たたたたＡＡＡＡＰＥＣＰＥＣＰＥＣＰＥＣ観光大観光大観光大観光大臣臣臣臣会会会会合合合合の円の円の円の円滑滑滑滑な運営のたな運営のたな運営のたな運営のためめめめにににに支援支援支援支援しました。２のしました。２のしました。２のしました。２のインバインバインバインバウウウウンドンドンドンドの推進での推進での推進での推進で

すが、すが、すが、すが、外外外外国国国国人人人人観光観光観光観光客客客客誘致誘致誘致誘致戦略戦略戦略戦略ビビビビジジジジットットットットならならならならキャキャキャキャンンンンペーペーペーペーンンンンです。です。です。です。海外海外海外海外でのでのでのでのプロモプロモプロモプロモーーーーシシシションョンョンョンなななな

どどどどをををを実施実施実施実施しまして、しまして、しまして、しまして、外外外外国国国国人人人人観光観光観光観光客客客客誘致誘致誘致誘致のたのたのたのためめめめの各の各の各の各種種種種事業を事業を事業を事業を展展展展開しました。上開しました。上開しました。上開しました。上海海海海国国国国際際際際博博博博覧覧覧覧会会会会

出出出出展展展展事業は、上事業は、上事業は、上事業は、上海海海海国国国国際際際際博博博博覧覧覧覧会に出会に出会に出会に出展展展展しまして、中国内しまして、中国内しまして、中国内しまして、中国内外外外外からの観光からの観光からの観光からの観光客客客客に奈良のに奈良のに奈良のに奈良の誘誘誘誘客客客客をををを促促促促進進進進

するたするたするたするためめめめ、県の観光及び平城遷都１３００年、県の観光及び平城遷都１３００年、県の観光及び平城遷都１３００年、県の観光及び平城遷都１３００年祭祭祭祭ををををＰＰＰＰＲＲＲＲしました。しました。しました。しました。

３４ページ、３４ページ、３４ページ、３４ページ、外外外外国国国国人人人人観光観光観光観光客客客客「もてなしの「もてなしの「もてなしの「もてなしの輪輪輪輪」推進」推進」推進」推進キャキャキャキャンンンンペーペーペーペーンンンンですが、ですが、ですが、ですが、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
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もてなしのもてなしのもてなしのもてなしの環境環境環境環境のののの向向向向上のた上のた上のた上のためめめめに記に記に記に記載載載載のとおりの事業をのとおりの事業をのとおりの事業をのとおりの事業を実施実施実施実施しました。国しました。国しました。国しました。国際際際際観光振興事業に観光振興事業に観光振興事業に観光振興事業に

つきましては、関つきましては、関つきましては、関つきましては、関西西西西の各の各の各の各団体団体団体団体とととと連携連携連携連携しししし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致促誘致促誘致促誘致促進を進を進を進を図図図図りました。りました。りました。りました。

次に、中国次に、中国次に、中国次に、中国陝西省陝西省陝西省陝西省とのとのとのとの友友友友好連携好連携好連携好連携推進事業です。推進事業です。推進事業です。推進事業です。友友友友好提携好提携好提携好提携のたのたのたのためめめめのののの相相相相互派遣互派遣互派遣互派遣やややや西西西西安世界安世界安世界安世界園園園園

芸芸芸芸博博博博覧覧覧覧会会会会へへへへの出の出の出の出展展展展にににに向け向け向け向けたたたた準準準準備備備備ななななどどどどを行いました。を行いました。を行いました。を行いました。

次の、次の、次の、次の、韓韓韓韓国国国国忠清忠清忠清忠清南南南南道道道道とのとのとのとの文文文文化観光交化観光交化観光交化観光交流流流流推進事業ですが、これは推進事業ですが、これは推進事業ですが、これは推進事業ですが、これは韓韓韓韓国の国の国の国の忠清忠清忠清忠清南南南南道道道道、、、、百百百百済済済済とととと

つながりがあるつながりがあるつながりがあるつながりがある百百百百済文済文済文済文化ということですが、化ということですが、化ということですが、化ということですが、忠清忠清忠清忠清南南南南道道道道とのとのとのとの文文文文化観光交化観光交化観光交化観光交流協流協流協流協定に基づきまし定に基づきまし定に基づきまし定に基づきまし

て、平城遷都１３００年て、平城遷都１３００年て、平城遷都１３００年て、平城遷都１３００年祭祭祭祭の一の一の一の一環環環環としてとしてとしてとして世界世界世界世界大大大大百百百百済展済展済展済展の出典なの出典なの出典なの出典などどどど相相相相互互互互交交交交流流流流を推進しましたを推進しましたを推進しましたを推進しました。。。。

３５ページ、国３５ページ、国３５ページ、国３５ページ、国際際際際交交交交流・協力流・協力流・協力流・協力の推進については、の推進については、の推進については、の推進については、外外外外国国国国青青青青年年年年招招招招致致致致事業です。５名の国事業です。５名の国事業です。５名の国事業です。５名の国際際際際交交交交

流流流流員を員を員を員を受受受受けけけけ入れまして、地域の国入れまして、地域の国入れまして、地域の国入れまして、地域の国際際際際交交交交流流流流にににに貢献貢献貢献貢献しました。しました。しました。しました。海外技海外技海外技海外技術術術術研研研研修修修修員員員員受受受受入事業は、中入事業は、中入事業は、中入事業は、中

国から国から国から国から研研研研修修修修員を員を員を員を受受受受けけけけ入れております。入れております。入れております。入れております。在在在在伯伯伯伯奈良県奈良県奈良県奈良県人人人人会等会等会等会等支援支援支援支援事業は、事業は、事業は、事業は、ブラブラブラブラジルの県ジルの県ジルの県ジルの県人人人人子子子子弟弟弟弟

を県費を県費を県費を県費留留留留学学学学生生生生としてとしてとしてとして受受受受けけけけ入れるとともに、入れるとともに、入れるとともに、入れるとともに、在在在在伯伯伯伯奈良県奈良県奈良県奈良県人人人人会会会会創創創創立５０立５０立５０立５０周周周周年、年、年、年、昨昨昨昨年は５０年は５０年は５０年は５０周周周周年年年年

だったわだったわだったわだったわけけけけですが、記念ですが、記念ですが、記念ですが、記念式式式式典に出典に出典に出典に出席席席席しました。しました。しました。しました。

万万万万葉葉葉葉集集集集１２５０年記念事業については、万１２５０年記念事業については、万１２５０年記念事業については、万１２５０年記念事業については、万葉葉葉葉集編集編集編集編ささささんんんん１，２５０年を記念しまして、全１，２５０年を記念しまして、全１，２５０年を記念しまして、全１，２５０年を記念しまして、全

国８都市で国８都市で国８都市で国８都市で巡巡巡巡回回回回ののののシシシシンポンポンポンポジジジジウウウウムムムムを開を開を開を開催催催催しました。しました。しました。しました。

３７ページ、観光局所管の３７ページ、観光局所管の３７ページ、観光局所管の３７ページ、観光局所管の文文文文化化化化芸術芸術芸術芸術活活活活動動動動の振興です。の振興です。の振興です。の振興です。美術館美術館美術館美術館、万、万、万、万葉葉葉葉文文文文化化化化館館館館においては、においては、においては、においては、

３７ページから３８ページに記３７ページから３８ページに記３７ページから３８ページに記３７ページから３８ページに記載載載載のとおり、のとおり、のとおり、のとおり、多多多多用な用な用な用な文文文文化化化化芸術芸術芸術芸術活活活活動動動動を行いました。を行いました。を行いました。を行いました。

これで観光局が所管いたしております事業説明をこれで観光局が所管いたしております事業説明をこれで観光局が所管いたしております事業説明をこれで観光局が所管いたしております事業説明を終終終終了了了了します。します。します。します。

○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長 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。

それでは、ただいまの説明、報告、そしてまたそのそれでは、ただいまの説明、報告、そしてまたそのそれでは、ただいまの説明、報告、そしてまたそのそれでは、ただいまの説明、報告、そしてまたその他他他他の事項もの事項もの事項もの事項も含め含め含め含めましてましてましてまして質疑質疑質疑質疑を行いたを行いたを行いたを行いた

いといといといと思思思思います。います。います。います。

なお、委員のなお、委員のなお、委員のなお、委員の先生方先生方先生方先生方もそうなのですが、理事者のもそうなのですが、理事者のもそうなのですが、理事者のもそうなのですが、理事者の皆皆皆皆ささささんんんん方方方方には、には、には、には、特特特特に委員のに委員のに委員のに委員の質問質問質問質問等につ等につ等につ等につ

きましては明きましては明きましては明きましては明確確確確、かつ簡潔にご、かつ簡潔にご、かつ簡潔にご、かつ簡潔にご答答答答弁弁弁弁願いたいと願いたいと願いたいと願いたいと思思思思います。います。います。います。

それでは、ごそれでは、ごそれでは、ごそれでは、ご発言発言発言発言あるあるあるある方方方方から。から。から。から。

○川口委員○川口委員○川口委員○川口委員 災害対災害対災害対災害対策策策策で報告をもらって、一で報告をもらって、一で報告をもらって、一で報告をもらって、一生生生生懸懸懸懸命命命命ややややっていただいていることに、まっていただいていることに、まっていただいていることに、まっていただいていることに、まずずずずはははは

御御御御礼礼礼礼を申し上を申し上を申し上を申し上げげげげておきたいとておきたいとておきたいとておきたいと思思思思います。なかなか１度にいます。なかなか１度にいます。なかなか１度にいます。なかなか１度に物物物物事は事は事は事は解解解解決をしないと決をしないと決をしないと決をしないと思思思思いますのいますのいますのいますの

で、で、で、で、引引引引き続き、き続き、き続き、き続き、苦労苦労苦労苦労だだだだけけけけれれれれどどどどもももも頑張頑張頑張頑張ってほしいとってほしいとってほしいとってほしいと思思思思う。ついては、きう。ついては、きう。ついては、きう。ついては、きょょょょうのこの報告に出うのこの報告に出うのこの報告に出うのこの報告に出

先先先先機機機機関の関の関の関の動動動動員、これはありがたい。つまり、員、これはありがたい。つまり、員、これはありがたい。つまり、員、これはありがたい。つまり、どどどどこかを減らしてここかを減らしてここかを減らしてここかを減らしてこちちちちらにらにらにらに動動動動員したというこ員したというこ員したというこ員したというこ

とになるのではないかととになるのではないかととになるのではないかととになるのではないかと思思思思うのだうのだうのだうのだけけけけれれれれどどどども、では、も、では、も、では、も、では、どどどどこかからのこかからのこかからのこかからの欠欠欠欠員にかかわっては、あ員にかかわっては、あ員にかかわっては、あ員にかかわっては、あ

ととととどどどどうするのかと。あとうするのかと。あとうするのかと。あとうするのかと。あと動動動動員しなくても、そこは員しなくても、そこは員しなくても、そこは員しなくても、そこは閑閑閑閑職であったので大職であったので大職であったので大職であったので大丈丈丈丈夫なのだというこ夫なのだというこ夫なのだというこ夫なのだというこ

とになるのか、とになるのか、とになるのか、とになるのか、合合合合理化ということになるのか。い理化ということになるのか。い理化ということになるのか。い理化ということになるのか。いずずずずれにしろ、災害地れにしろ、災害地れにしろ、災害地れにしろ、災害地へへへへ、いろいろな、いろいろな、いろいろな、いろいろな面面面面でででで
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気気気気をををを向け向け向け向けてもらう対てもらう対てもらう対てもらう対策策策策をををを強め強め強め強めることは大事だることは大事だることは大事だることは大事だけけけけれれれれどどどども、そのも、そのも、そのも、その点点点点、、、、感感感感謝謝謝謝をしながら全をしながら全をしながら全をしながら全体体体体像像像像にににに

かかわって、全かかわって、全かかわって、全かかわって、全体体体体行行行行政政政政にかかわってのにかかわってのにかかわってのにかかわっての危惧危惧危惧危惧をををを感感感感じますので、じますので、じますので、じますので、後後後後 々々々々のこととのかかわりのこととのかかわりのこととのかかわりのこととのかかわり合合合合いいいい

であであであであええええて申し上て申し上て申し上て申し上げげげげておきたい。ここだておきたい。ここだておきたい。ここだておきたい。ここだけけけけして、災害対して、災害対して、災害対して、災害対策策策策にににに動動動動員したことの員したことの員したことの員したことの手手手手一一一一杯杯杯杯でででで物物物物言言言言っっっっ

ているのではなしに、これだているのではなしに、これだているのではなしに、これだているのではなしに、これだけけけけではまだではまだではまだではまだ足足足足りないというりないというりないというりないという意意意意味味味味もももも含め含め含め含めて申し上て申し上て申し上て申し上げげげげているといているといているといているとい

うことはご理うことはご理うことはご理うことはご理解解解解を願いたいとを願いたいとを願いたいとを願いたいと思思思思う。う。う。う。

それから、もう一それから、もう一それから、もう一それから、もう一点点点点は、は、は、は、先先先先日の総務部の関係、歳入にかかわって日の総務部の関係、歳入にかかわって日の総務部の関係、歳入にかかわって日の総務部の関係、歳入にかかわって税税税税務務務務課課課課にににに問問問問題題題題をををを提起提起提起提起いいいい

たしましたが、きたしましたが、きたしましたが、きたしましたが、きょょょょうの報告でうの報告でうの報告でうの報告で勉勉勉勉強強強強不不不不足足足足でございましたが一でございましたが一でございましたが一でございましたが一生生生生懸懸懸懸命命命命ややややっていただいているっていただいているっていただいているっていただいている

のはありがたいのですが、２７ページ、のはありがたいのですが、２７ページ、のはありがたいのですが、２７ページ、のはありがたいのですが、２７ページ、税税税税収の収の収の収の強強強強化ということで、化ということで、化ということで、化ということで、滞納滞納滞納滞納整理の対整理の対整理の対整理の対策策策策ををををややややっっっっ

ていただいているので、これはありがたいとていただいているので、これはありがたいとていただいているので、これはありがたいとていただいているので、これはありがたいと思思思思いますいますいますいますけけけけれれれれどどどども、そのたも、そのたも、そのたも、そのためめめめにににに御御御御所市所市所市所市やややや上上上上牧牧牧牧

町の成町の成町の成町の成果果果果が上がったとが上がったとが上がったとが上がったと聞聞聞聞いておりますが、いわいておりますが、いわいておりますが、いわいておりますが、いわばばばば全県全県全県全県的的的的なかかわりなかかわりなかかわりなかかわり合合合合いで、今日経いで、今日経いで、今日経いで、今日経済済済済がががが非非非非

常常常常にににに悪悪悪悪い。い。い。い。生生生生活の活の活の活の困困困困窮窮窮窮度が度が度が度が非非非非常常常常にににに強強強強まっていると、まっていると、まっていると、まっていると、苦苦苦苦しくなっている。しくなっている。しくなっている。しくなっている。生生生生活活活活困困困困窮窮窮窮者に対す者に対す者に対す者に対す

るものるものるものるものへへへへの対の対の対の対応応応応と、と、と、と、悪悪悪悪質質質質なななな滞納滞納滞納滞納者を者を者を者を同同同同じじじじ文言文言文言文言、、、、言言言言葉葉葉葉でででで同同同同一一一一視視視視するようなするようなするようなするような見見見見解解解解はははは困困困困るというるというるというるという、、、、

これはこれはこれはこれは前前前前提提提提にににに置置置置きながら、きながら、きながら、きながら、物物物物を申すわを申すわを申すわを申すわけけけけですが、このですが、このですが、このですが、この税税税税収収収収強強強強化、化、化、化、滞納滞納滞納滞納整理整理整理整理強強強強化にかかわっ化にかかわっ化にかかわっ化にかかわっ

て、て、て、て、どどどどういうういうういうういう視視視視点点点点で取り組で取り組で取り組で取り組んんんんでいるのか。でいるのか。でいるのか。でいるのか。住住住住民税民税民税民税、県、県、県、県民税民税民税民税、市町村、市町村、市町村、市町村民税民税民税民税、こうありますが、こうありますが、こうありますが、こうありますが、、、、

さらにはまたさらにはまたさらにはまたさらにはまた固固固固定定定定資産税資産税資産税資産税、、、、税税税税の全の全の全の全体体体体にかかわって、あわせて国にかかわって、あわせて国にかかわって、あわせて国にかかわって、あわせて国民健康民健康民健康民健康保保保保険険険険税税税税の関係だとかの関係だとかの関係だとかの関係だとか、、、、

あるいはまたあるいはまたあるいはまたあるいはまた住宅住宅住宅住宅に入に入に入に入居居居居したとか、いろいろしたとか、いろいろしたとか、いろいろしたとか、いろいろ問問問問題題題題がありますが、いがありますが、いがありますが、いがありますが、いずずずずれにしても、県れにしても、県れにしても、県れにしても、県税税税税だだだだ

けけけけのたのたのたのためめめめということではなかろうと。市町村ということではなかろうと。市町村ということではなかろうと。市町村ということではなかろうと。市町村民税民税民税民税、、、、住住住住民税民税民税民税との関係と、あるいはまた、との関係と、あるいはまた、との関係と、あるいはまた、との関係と、あるいはまた、固固固固

定定定定資産税資産税資産税資産税との関係ということで、との関係ということで、との関係ということで、との関係ということで、どどどどういうういうういうういう視視視視点点点点でこのでこのでこのでこの滞納滞納滞納滞納整理が整理が整理が整理が税税税税収収収収強強強強化の化の化の化の展展展展開を開を開を開をややややってってってって

いるのか、これをいるのか、これをいるのか、これをいるのか、これをちちちちょょょょっとっとっとっと伺伺伺伺っておきたい。かなりっておきたい。かなりっておきたい。かなりっておきたい。かなり悪悪悪悪質質質質であるであるであるであるけけけけれれれれどどどどねねねね。この。この。この。この間言間言間言間言ったのったのったのったの

は、奈良市で本は、奈良市で本は、奈良市で本は、奈良市で本税税税税よりもよりもよりもよりも延延延延滞税滞税滞税滞税のののの方方方方がががが多多多多いわいわいわいわけけけけ。。。。延延延延滞税滞税滞税滞税がががが多多多多いということは５年いということは５年いということは５年いということは５年以以以以上上上上滞納滞納滞納滞納

しているということです。しているということです。しているということです。しているということです。延延延延滞税滞税滞税滞税はははは残残残残るようです。本るようです。本るようです。本るようです。本税税税税は５年経ては５年経ては５年経ては５年経てばばばば、、、、消え消え消え消えていくとこうていくとこうていくとこうていくとこう

いうことで。いうことで。いうことで。いうことで。悪悪悪悪質質質質者のものを者のものを者のものを者のものを延延延延滞税滞税滞税滞税はははは残残残残すすすすけどけどけどけども本も本も本も本税税税税だだだだけけけけはははは消え消え消え消える。る。る。る。延延延延滞税滞税滞税滞税はははは残残残残すすすすけどけどけどけど本本本本

税税税税だだだだけけけけなくす。これでは、いつまでたってもまじなくす。これでは、いつまでたってもまじなくす。これでは、いつまでたってもまじなくす。これでは、いつまでたってもまじめめめめなななな納税納税納税納税者が者が者が者が気気気気落落落落ちちちちすることになりますすることになりますすることになりますすることになります

ので、ので、ので、ので、シシシシスススステムテムテムテムの、の、の、の、どどどどういうういうういうういう形形形形でででで滞納強滞納強滞納強滞納強化を化を化を化をややややっているか、これ一つ基っているか、これ一つ基っているか、これ一つ基っているか、これ一つ基準準準準をををを聞聞聞聞いときたいいときたいいときたいいときたい、、、、

このようにこのようにこのようにこのように思思思思う。今う。今う。今う。今後後後後とも大事なとも大事なとも大事なとも大事な課題課題課題課題ですから。ですから。ですから。ですから。

○畑中南部振興監○畑中南部振興監○畑中南部振興監○畑中南部振興監 滞納滞納滞納滞納ではなくて、１ではなくて、１ではなくて、１ではなくて、１番番番番最最最最初初初初にございました、出にございました、出にございました、出にございました、出先先先先機機機機関の関の関の関の話話話話でございまでございまでございまでございま

すすすすけけけけれれれれどどどども、この対も、この対も、この対も、この対策策策策で、で、で、で、ややややはりはりはりはり現場現場現場現場をををを強強強強化する化する化する化する必要必要必要必要があるということから、たしか各があるということから、たしか各があるということから、たしか各があるということから、たしか各府府府府

県からの県からの県からの県からの応援応援応援応援をいただいたをいただいたをいただいたをいただいた分分分分もももも増増増増員の中に入っているかと員の中に入っているかと員の中に入っているかと員の中に入っているかと思思思思ってございます。あとのってございます。あとのってございます。あとのってございます。あとの人人人人数数数数

につきましては、本につきましては、本につきましては、本につきましては、本課課課課の中からの中からの中からの中から現場現場現場現場のののの強強強強化ということで化ということで化ということで化ということで現場現場現場現場をををを回回回回ってとってとってとってと思思思思ってございますってございますってございますってございます

ので、あとのでは、本ので、あとのでは、本ので、あとのでは、本ので、あとのでは、本課課課課のところをのところをのところをのところをどどどどうするのかといううするのかといううするのかといううするのかという話話話話でございますので、このでございますので、このでございますので、このでございますので、この辺辺辺辺につにつにつにつ
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きましては、またきましては、またきましては、またきましては、また土木土木土木土木部の部の部の部の方方方方にそういうにそういうにそういうにそういう話話話話があったというのをがあったというのをがあったというのをがあったというのを伝伝伝伝ええええまして、対まして、対まして、対まして、対応応応応についてについてについてについて

またまたまたまた考え考え考え考え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てございます。よろしくお願いいたします。ってございます。よろしくお願いいたします。ってございます。よろしくお願いいたします。ってございます。よろしくお願いいたします。

○高野市町村振興課長○高野市町村振興課長○高野市町村振興課長○高野市町村振興課長 税税税税収の収の収の収の徴徴徴徴収の関係でございます収の関係でございます収の関係でございます収の関係でございますけけけけれれれれどどどども、も、も、も、先先先先日もありましたよう日もありましたよう日もありましたよう日もありましたよう

に、に、に、に、個個個個人人人人住住住住民税民税民税民税のののの方方方方につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、滞納滞納滞納滞納整理室を県にも整理室を県にも整理室を県にも整理室を県にも設設設設置置置置いたしまして、一いたしまして、一いたしまして、一いたしまして、一緒緒緒緒にににに徴徴徴徴収収収収

するということを進するということを進するということを進するということを進めめめめておるところでございます。そのほかにも、市町村ておるところでございます。そのほかにも、市町村ておるところでございます。そのほかにも、市町村ておるところでございます。そのほかにも、市町村独自独自独自独自の、今川口の、今川口の、今川口の、今川口

委員がおっし委員がおっし委員がおっし委員がおっしゃゃゃゃったったったった固固固固定定定定資産税資産税資産税資産税とか、そういったものもございまして、その市町村とか、そういったものもございまして、その市町村とか、そういったものもございまして、その市町村とか、そういったものもございまして、その市町村個個個個人人人人住住住住

民税以民税以民税以民税以外外外外の市町村の市町村の市町村の市町村税税税税につきましては、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、奈良、奈良、奈良、奈良モデモデモデモデルの中にもルの中にもルの中にもルの中にも位位位位置置置置づづづづけけけけております市町ております市町ております市町ております市町

村村村村税税税税のののの税税税税収収収収強強強強化推進会議というところで化推進会議というところで化推進会議というところで化推進会議というところで検討検討検討検討しておりまして、しておりまして、しておりまして、しておりまして、共同共同共同共同でででで徴徴徴徴収するとか、そう収するとか、そう収するとか、そう収するとか、そう

いったいったいったいった方法方法方法方法ができないかを、今ができないかを、今ができないかを、今ができないかを、今検討検討検討検討中の中の中の中の状況状況状況状況でございます。でございます。でございます。でございます。

そのそのそのその考え方考え方考え方考え方ですですですですけけけけれれれれどどどども、も、も、も、悪悪悪悪質質質質なななな滞納滞納滞納滞納者がいるということもも者がいるということもも者がいるということもも者がいるということももちちちちろろろろんんんん事事事事実実実実だとだとだとだと思思思思うのでうのでうのでうので

すすすすけけけけれれれれどどどども、基本も、基本も、基本も、基本的的的的にそこのところはまじにそこのところはまじにそこのところはまじにそこのところはまじめめめめにににに納め納め納め納めているているているている方方方方ががががばばばばかをかをかをかを見見見見ないというか、ないというか、ないというか、ないというか、当当当当

然然然然そういうことがないようにそういうことがないようにそういうことがないようにそういうことがないように毅毅毅毅然然然然としたとしたとしたとした態態態態度で度で度で度で徴徴徴徴収していくというようなことを基本とし収していくというようなことを基本とし収していくというようなことを基本とし収していくというようなことを基本とし

て進て進て進て進めめめ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。

○川口委員○川口委員○川口委員○川口委員 滞納滞納滞納滞納のののの問問問問題題題題、、、、言言言言葉葉葉葉でででで頑張頑張頑張頑張りますとかいろいろ一りますとかいろいろ一りますとかいろいろ一りますとかいろいろ一回回回回一一一一回回回回かかかかけけけけないといないといないといないといけけけけないのないのないのないの

か。か。か。か。

とにかく、とにかく、とにかく、とにかく、悪悪悪悪質質質質者を者を者を者を露露露露出しないと、なかなか今のいろいろな出しないと、なかなか今のいろいろな出しないと、なかなか今のいろいろな出しないと、なかなか今のいろいろなシシシシスススステムテムテムテムでは不では不では不では不可能可能可能可能だとだとだとだと思思思思

うのです。だから、うのです。だから、うのです。だから、うのです。だから、為為為為政政政政者が、者が、者が、者が、首首首首長が長が長が長が判判判判をををを押押押押さなかったらさなかったらさなかったらさなかったら強制強制強制強制執執執執行もしない。行もしない。行もしない。行もしない。露骨露骨露骨露骨にににに言言言言っっっっ

ておくておくておくておくけけけけれれれれどどどど、奈良市な、奈良市な、奈良市な、奈良市なんんんんかかかか強制強制強制強制執執執執行しているものとしてないものとがある。これを明る行しているものとしてないものとがある。これを明る行しているものとしてないものとがある。これを明る行しているものとしてないものとがある。これを明る

みに出したら職員がみに出したら職員がみに出したら職員がみに出したら職員が守守守守秘秘秘秘義義義義務を務を務を務を逸脱逸脱逸脱逸脱したと、こういうことになる。奈良の市長、したと、こういうことになる。奈良の市長、したと、こういうことになる。奈良の市長、したと、こういうことになる。奈良の市長、悪悪悪悪い市長い市長い市長い市長

だとはだとはだとはだとは思思思思いませいませいませいませんんんんよ。よ。よ。よ。民民民民主主主主党党党党推推推推薦薦薦薦のののの人人人人だから。だから。だから。だから。自由民自由民自由民自由民主主主主党党党党にも立にも立にも立にも立派派派派なななな人人人人がたくさがたくさがたくさがたくさんんんんいらっいらっいらっいらっ

ししししゃゃゃゃる。いる。いる。いる。いやややや、しかし、しかし、しかし、しかしどどどどこのこのこのこの党党党党にもにもにもにも少少少少ししししぐぐぐぐらいはらいはらいはらいは悪悪悪悪いいいい人人人人もいる。私はもいる。私はもいる。私はもいる。私は無無無無所所所所属属属属だからもうそだからもうそだからもうそだからもうそ

のとおり。いろいろのとおり。いろいろのとおり。いろいろのとおり。いろいろ言言言言ううううけけけけれれれれどどどど、い、い、い、いずずずずれにしても、れにしても、れにしても、れにしても、失礼失礼失礼失礼なななな言言言言いいいい方方方方をしてるかわからないをしてるかわからないをしてるかわからないをしてるかわからないけけけけ

れれれれどどどど。。。。延延延延滞税滞税滞税滞税がががが多多多多いのです。本いのです。本いのです。本いのです。本税税税税よりよりよりより延延延延滞税滞税滞税滞税。これはとこと。これはとこと。これはとこと。これはとことんんんんややややらないといらないといらないといらないといけけけけない。２年ない。２年ない。２年ない。２年、、、、

３年おくれる３年おくれる３年おくれる３年おくれる場合場合場合場合は、いろいろな企業の関係だとかいろいろあるかもわからない。は、いろいろな企業の関係だとかいろいろあるかもわからない。は、いろいろな企業の関係だとかいろいろあるかもわからない。は、いろいろな企業の関係だとかいろいろあるかもわからない。延延延延滞税滞税滞税滞税

が５年が５年が５年が５年以以以以上続くというのは、企業なりそれなりの上続くというのは、企業なりそれなりの上続くというのは、企業なりそれなりの上続くというのは、企業なりそれなりの生生生生活をしている活をしている活をしている活をしている状態状態状態状態なのでしなのでしなのでしなのでしょょょょう。本う。本う。本う。本税税税税

はまだはまだはまだはまだ残残残残っているのです。本っているのです。本っているのです。本っているのです。本税税税税ががががずずずずっとっとっとっと残残残残るわるわるわるわけけけけだから。本だから。本だから。本だから。本税税税税もなくなるほもなくなるほもなくなるほもなくなるほどどどどにににに固固固固定定定定資産資産資産資産

税税税税をかをかをかをかけけけけるるるる物物物物体体体体がなくなったのならがなくなったのならがなくなったのならがなくなったのなら別別別別だよ。だよ。だよ。だよ。物物物物体体体体がなくなったら。だから、がなくなったら。だから、がなくなったら。だから、がなくなったら。だから、早早早早くくくく納め納め納め納めてくてくてくてく

ださいって行ださいって行ださいって行ださいって行政政政政処処処処分分分分をしたをしたをしたをした方方方方から、いろいろから、いろいろから、いろいろから、いろいろ何何何何や負債や負債や負債や負債はある。金をはある。金をはある。金をはある。金を借借借借りているところは、りているところは、りているところは、りているところは、

そのそのそのその物物物物件件件件をををを貸貸貸貸したしたしたした方方方方がもとにがもとにがもとにがもとに戻戻戻戻せとせとせとせと言言言言う、私のとこう、私のとこう、私のとこう、私のとこへへへへいただきたいというのはいただきたいというのはいただきたいというのはいただきたいというのは当当当当たりたりたりたり前前前前でででで

す。いただこうにもいただす。いただこうにもいただす。いただこうにもいただす。いただこうにもいただけけけけない。市のない。市のない。市のない。市の方方方方が行が行が行が行政政政政処処処処分分分分しているから。そういうところがしているから。そういうところがしているから。そういうところがしているから。そういうところが苦苦苦苦
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情情情情が出る、が出る、が出る、が出る、文文文文句句句句が出る。お金をが出る。お金をが出る。お金をが出る。お金を貸貸貸貸したしたしたした人人人人はははは文文文文句句句句をををを言言言言うのはうのはうのはうのは当当当当たりたりたりたり前前前前です。それはうです。それはうです。それはうです。それはうちちちちが金が金が金が金

貸貸貸貸して、して、して、して、抵抵抵抵当当当当にとっているもの。だからいただきたい。にとっているもの。だからいただきたい。にとっているもの。だからいただきたい。にとっているもの。だからいただきたい。税税税税金で金で金で金で納納納納まっておりませまっておりませまっておりませまっておりませんんんんが、こが、こが、こが、こ

れはうれはうれはうれはうちちちちがががが差差差差しししし押押押押ささささええええしますというしますというしますというしますという物物物物件件件件があるわがあるわがあるわがあるわけけけけです。一です。一です。一です。一方方方方では行では行では行では行政政政政執執執執行を行を行を行を何何何何もしてなもしてなもしてなもしてな

い。い。い。い。力力力力があるがあるがあるがある人や人や人や人や有有有有名名名名人や人や人や人や、、、、力力力力のあるのあるのあるのある人人人人というのは大というのは大というのは大というのは大体政体政体政体政治治治治家家家家です。です。です。です。政政政政治治治治家家家家はそはそはそはそんんんんなななな人人人人いいいい

ない、奈良市では。ない、奈良市では。ない、奈良市では。ない、奈良市では。露骨露骨露骨露骨にににに言言言言ったらマスったらマスったらマスったらマスココココミミミミの関係者、不の関係者、不の関係者、不の関係者、不動動動動産産産産関係者、そういう関係者、そういう関係者、そういう関係者、そういう人人人人をををを徹底徹底徹底徹底

的的的的にににに追追追追及しないとい及しないとい及しないとい及しないといけけけけない。そういうない。そういうない。そういうない。そういう姿姿姿姿勢勢勢勢でででで滞納滞納滞納滞納整理の整理の整理の整理の強強強強化対化対化対化対策策策策ををををややややるるるる気気気気があるのかがあるのかがあるのかがあるのかどどどどうううう

か。か。か。か。啓啓啓啓発発発発ををををどどどどうするか。うするか。うするか。うするか。指指指指導導導導ををををどどどどうするか、その基本うするか、その基本うするか、その基本うするか、その基本姿姿姿姿勢勢勢勢を立てないといを立てないといを立てないといを立てないといけけけけない、せいない、せいない、せいない、せいぜぜぜぜ

いいいい課課課課長長長長ぐぐぐぐらいがらいがらいがらいがややややりますとりますとりますとりますと言言言言ってくれたら、私はうれしいとってくれたら、私はうれしいとってくれたら、私はうれしいとってくれたら、私はうれしいと思思思思ううううけけけけれれれれどどどど。。。。課課課課長が長が長が長がややややるとるとるとると言言言言

ったってなかなかったってなかなかったってなかなかったってなかなかややややれないとれないとれないとれないと思思思思ううううけけけけれれれれどどどどねねねね。基本。基本。基本。基本方方方方針針針針をををを改め改め改め改めてててて聞聞聞聞きたい。きたい。きたい。きたい。

○高野市町村振興課長○高野市町村振興課長○高野市町村振興課長○高野市町村振興課長 基本基本基本基本方方方方針針針針というか、あくまでも不というか、あくまでも不というか、あくまでも不というか、あくまでも不公公公公平のないようにというのが全平のないようにというのが全平のないようにというのが全平のないようにというのが全

基本ですので、も基本ですので、も基本ですので、も基本ですので、もちちちちろろろろんんんんそこはそこはそこはそこは毅毅毅毅然然然然としたとしたとしたとした態態態態度で各市町村と度で各市町村と度で各市町村と度で各市町村と検討検討検討検討、、、、連携連携連携連携してしてしてしてややややっていくとっていくとっていくとっていくと

いうことを、いうことを、いうことを、いうことを、現現現現在在在在ややややりりりり方方方方について進について進について進について進め方め方め方め方をををを検討検討検討検討しているというしているというしているというしているという段階段階段階段階でございます。でございます。でございます。でございます。

○田中地域振興部長○田中地域振興部長○田中地域振興部長○田中地域振興部長 高高高高野野野野市町村振興市町村振興市町村振興市町村振興課課課課長が長が長が長が答答答答ええええましたように、市町村のましたように、市町村のましたように、市町村のましたように、市町村の徴徴徴徴収の収の収の収の現場現場現場現場ではではではでは、、、、

滞納滞納滞納滞納者と者と者と者と顔顔顔顔見見見見知りだとか、職員と知りだとか、職員と知りだとか、職員と知りだとか、職員と顔顔顔顔見見見見知りとか、それから、今委員おっし知りとか、それから、今委員おっし知りとか、それから、今委員おっし知りとか、それから、今委員おっしゃゃゃゃったように、ったように、ったように、ったように、

力力力力関係とかで関係とかで関係とかで関係とかで非非非非常常常常にににに徴徴徴徴収が収が収が収がややややりにくいという部りにくいという部りにくいという部りにくいという部分分分分があるというのはがあるというのはがあるというのはがあるというのは存存存存じ上じ上じ上じ上げげげげております。ております。ております。ております。

ただし、ただし、ただし、ただし、先先先先日、日、日、日、税税税税務務務務課課課課長も長も長も長も答答答答ええええましたように、ましたように、ましたように、ましたように、公公公公平と平と平と平と公公公公正な正な正な正な税税税税とととと納税納税納税納税秩序秩序秩序秩序をををを維維維維持持持持するといするといするといするとい

うことはうことはうことはうことは非非非非常常常常にににに重重重重要要要要なことだとなことだとなことだとなことだと思思思思っております。そういうような市町村のっております。そういうような市町村のっております。そういうような市町村のっております。そういうような市町村の特特特特性とか、それ性とか、それ性とか、それ性とか、それ

から県のから県のから県のから県の特特特特性とか、そういうようなのにもかかわら性とか、そういうようなのにもかかわら性とか、そういうようなのにもかかわら性とか、そういうようなのにもかかわらずずずず、いかなる、いかなる、いかなる、いかなる人人人人にもにもにもにも公公公公平に平に平に平に納税納税納税納税をしてをしてをしてをして

いただきますよう、今いただきますよう、今いただきますよう、今いただきますよう、今後後後後努努努努力力力力をしてまいりたいとをしてまいりたいとをしてまいりたいとをしてまいりたいと思思思思います。います。います。います。以以以以上、よろしいでし上、よろしいでし上、よろしいでし上、よろしいでしょょょょうか。うか。うか。うか。

○川口委員○川口委員○川口委員○川口委員 信信信信頼頼頼頼したいとしたいとしたいとしたいと思思思思ううううけけけけれれれれどどどどねねねね、このままほうっておいたら、このままほうっておいたら、このままほうっておいたら、このままほうっておいたら延延延延滞税滞税滞税滞税が億になるよが億になるよが億になるよが億になるよ。。。。

これだこれだこれだこれだけ言け言け言け言っておく。っておく。っておく。っておく。延延延延滞税滞税滞税滞税が億にが億にが億にが億に届届届届きかかっている。こきかかっている。こきかかっている。こきかかっている。こんんんんななななひひひひどどどどいことがあるのか。いことがあるのか。いことがあるのか。いことがあるのか。

我我我我 々々々々の月の月の月の月 々々々々のののの給給給給料料料料程度だったらまだこれは程度だったらまだこれは程度だったらまだこれは程度だったらまだこれはやむやむやむやむをををを得得得得ない、もうない、もうない、もうない、もうちちちちょょょょっとっとっとっと辛抱辛抱辛抱辛抱しようかといしようかといしようかといしようかとい

う、それこそう、それこそう、それこそう、それこそ情状情状情状情状というのがあるというのがあるというのがあるというのがあるけけけけれれれれどどどど。。。。警察警察警察警察はははは情状情状情状情状しないだろう。しないだろう。しないだろう。しないだろう。警察警察警察警察はははは悪人悪人悪人悪人をををを守守守守るよるよるよるよ

うなうなうなうなシシシシスススステムテムテムテムになっている、今では。いになっている、今では。いになっている、今では。いになっている、今では。いやややや、、、、首首首首をかしをかしをかしをかしげげげげることない。おれのることない。おれのることない。おれのることない。おれの友達友達友達友達がこうながこうながこうながこうな

ったのだから。風ったのだから。風ったのだから。風ったのだから。風評評評評でででで資料資料資料資料がががが……………………。つじつまを。つじつまを。つじつまを。つじつまを合合合合わすたわすたわすたわすためめめめにいろいろにいろいろにいろいろにいろいろ誘誘誘誘っていただいたよっていただいたよっていただいたよっていただいたよ

うなうなうなうな形形形形にはなっているにはなっているにはなっているにはなっているけけけけれれれれどどどど、あれはうそです。、あれはうそです。、あれはうそです。、あれはうそです。死死死死んんんんでしまったでしまったでしまったでしまったけけけけれれれれどどどど。私の。私の。私の。私の友友友友人人人人です、です、です、です、

はっきりはっきりはっきりはっきり言言言言っておくが。またっておくが。またっておくが。またっておくが。また同同同同じようなことになったらじようなことになったらじようなことになったらじようなことになったら困困困困るから。私はるから。私はるから。私はるから。私はネタネタネタネタをををを持持持持っていまっていまっていまっていま

す。はっきりす。はっきりす。はっきりす。はっきり言言言言っておきます。私もこのようになったらかなわないから。っておきます。私もこのようになったらかなわないから。っておきます。私もこのようになったらかなわないから。っておきます。私もこのようになったらかなわないから。

○大国委員○大国委員○大国委員○大国委員 観光に観光に観光に観光に絞絞絞絞ってってってって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。昨昨昨昨年いわ年いわ年いわ年いわゆゆゆゆるるるるポポポポスススストトトト１３００年１３００年１３００年１３００年祭祭祭祭

ということで、ということで、ということで、ということで、昨昨昨昨年の大年の大年の大年の大変変変変大きなに大きなに大きなに大きなにぎぎぎぎわいをしてわいをしてわいをしてわいをして多多多多くのくのくのくの方方方方が奈良県にお越しになった。そが奈良県にお越しになった。そが奈良県にお越しになった。そが奈良県にお越しになった。そ
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のごのごのごのご努努努努力力力力、大、大、大、大変皆変皆変皆変皆ささささんんんんのごのごのごのご努努努努力力力力だとだとだとだと思思思思いますいますいますいますけけけけれれれれどどどども、きも、きも、きも、きょょょょうも関係のうも関係のうも関係のうも関係の方方方方も、もう部も、もう部も、もう部も、もう部署署署署はははは

違違違違いますいますいますいますけけけけれれれれどどどどもたくさもたくさもたくさもたくさんんんんいらっしいらっしいらっしいらっしゃゃゃゃっているということで、っているということで、っているということで、っているということで、非非非非常常常常に観光にに観光にに観光にに観光に絞絞絞絞ってのってのってのっての質問質問質問質問

ということなのですということなのですということなのですということなのですけけけけれれれれどどどども。も。も。も。

ポポポポスススストトトト１３００年１３００年１３００年１３００年祭祭祭祭、１３００年、１３００年、１３００年、１３００年祭祭祭祭がががが終終終終わるわるわるわる前前前前からからからから来来来来年の観光が年の観光が年の観光が年の観光が心配心配心配心配だという、だという、だという、だという、随随随随分分分分そそそそ

ういうような一部ではういうような一部ではういうような一部ではういうような一部では危惧危惧危惧危惧をしておりました。ことし３月、ごをしておりました。ことし３月、ごをしておりました。ことし３月、ごをしておりました。ことし３月、ご承承承承知のように３知のように３知のように３知のように３．．．．１１の東１１の東１１の東１１の東

日本大日本大日本大日本大震震震震災、そして９月に入っての災、そして９月に入っての災、そして９月に入っての災、そして９月に入っての紀伊半島紀伊半島紀伊半島紀伊半島大大大大水水水水害ということで、奈良県の観光について害ということで、奈良県の観光について害ということで、奈良県の観光について害ということで、奈良県の観光について

は、より一は、より一は、より一は、より一層層層層厳厳厳厳しいしいしいしい状況状況状況状況になったのではないかとになったのではないかとになったのではないかとになったのではないかと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。

特特特特に新に新に新に新聞聞聞聞報報報報道道道道等でも、４月には等でも、４月には等でも、４月には等でも、４月には震震震震災という風災という風災という風災という風評評評評被被被被害で害で害で害で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が減っていると報が減っていると報が減っていると報が減っていると報

道道道道がありました。東大がありました。東大がありました。東大がありました。東大寺寺寺寺のののの例例例例をををを引引引引かれて、かれて、かれて、かれて、既既既既に２に２に２に２割割割割は減っているのではないかと、これはは減っているのではないかと、これはは減っているのではないかと、これはは減っているのではないかと、これは

春春春春のののの時点時点時点時点ですですですですけけけけれれれれどどどども、そのようなも、そのようなも、そのようなも、そのようなコメコメコメコメントントントントがががが載載載載っておりました。っておりました。っておりました。っておりました。先般先般先般先般１０月５日には、１０月５日には、１０月５日には、１０月５日には、

台風１２号台風１２号台風１２号台風１２号豪雨豪雨豪雨豪雨で、で、で、で、十津十津十津十津川村をはじ川村をはじ川村をはじ川村をはじめめめめ大大大大変変変変なななな状況状況状況状況ですですですですけけけけれれれれどどどども、も、も、も、特特特特に、に、に、に、天天天天川村の川村の川村の川村の洞洞洞洞川川川川温温温温泉泉泉泉

の風の風の風の風評評評評被被被被害に害に害に害に悩悩悩悩まされているという記事がございました。台風のまされているという記事がございました。台風のまされているという記事がございました。台風のまされているという記事がございました。台風の被被被被害、害、害、害、直直直直接接接接交交交交通通通通アクアクアクアクセセセセスススス

等に等に等に等に被被被被害がございませ害がございませ害がございませ害がございませんんんんけけけけれれれれどどどども、も、も、も、既既既既にににに宿泊宿泊宿泊宿泊客客客客１，２００１，２００１，２００１，２００人以人以人以人以上の上の上の上のキャキャキャキャンセンセンセンセルが出ているルが出ているルが出ているルが出ている

という記事でございました。という記事でございました。という記事でございました。という記事でございました。急急急急遽遽遽遽それをそれをそれをそれを受受受受けけけけて、きて、きて、きて、きょょょょう、大う、大う、大う、大阪阪阪阪市市市市北区梅北区梅北区梅北区梅田で田で田で田でキャキャキャキャンンンンペーペーペーペーンンンン

をををを展展展展開するという記事も開するという記事も開するという記事も開するという記事も載載載載っておりました。大っておりました。大っておりました。大っておりました。大変変変変いろいろないろいろないろいろないろいろな情情情情報、あるいは報、あるいは報、あるいは報、あるいはネネネネットットットットでででで見見見見らららら

れる数れる数れる数れる数字字字字等も等も等も等も見見見見ておりますと、ておりますと、ておりますと、ておりますと、ややややはり観光はり観光はり観光はり観光客客客客のののの落落落落ちちちち込込込込みはみはみはみは非非非非常常常常に大きなものが出ているのに大きなものが出ているのに大きなものが出ているのに大きなものが出ているの

ではないかというようにもではないかというようにもではないかというようにもではないかというようにも危惧危惧危惧危惧をいたしております。をいたしております。をいたしております。をいたしております。間間間間もなく入りもなく入りもなく入りもなく入り込込込込みみみみ客客客客数が数が数が数が発発発発表表表表されるされるされるされる

とはとはとはとは思思思思いますいますいますいますけけけけれれれれどどどども、全も、全も、全も、全体的体的体的体的な奈良県の観光、そして、な奈良県の観光、そして、な奈良県の観光、そして、な奈良県の観光、そして、特特特特に今、南部地域の観光についに今、南部地域の観光についに今、南部地域の観光についに今、南部地域の観光につい

ててててどどどどのようにのようにのようにのように考え考え考え考えていらっしていらっしていらっしていらっしゃゃゃゃるのかおるのかおるのかおるのかお聞聞聞聞きをしたいときをしたいときをしたいときをしたいと思思思思います。います。います。います。

○中山観光局長○中山観光局長○中山観光局長○中山観光局長 今、大国委員がおっし今、大国委員がおっし今、大国委員がおっし今、大国委員がおっしゃゃゃゃったように、ったように、ったように、ったように、昨昨昨昨年は平城遷都１３００年年は平城遷都１３００年年は平城遷都１３００年年は平城遷都１３００年祭祭祭祭で県で県で県で県

内がに内がに内がに内がにぎぎぎぎわいました。これはわいました。これはわいました。これはわいました。これはポポポポスススストトトト１３００年１３００年１３００年１３００年祭祭祭祭ということで一ということで一ということで一ということで一過過過過性の取り組みにしない性の取り組みにしない性の取り組みにしない性の取り組みにしない

というというというという考え方考え方考え方考え方で、今年度ので、今年度ので、今年度ので、今年度の当当当当初初初初は進は進は進は進めめめめておったわておったわておったわておったわけけけけですが、そのですが、そのですが、そのですが、その後後後後３月には、今委員おっ３月には、今委員おっ３月には、今委員おっ３月には、今委員おっ

ししししゃゃゃゃったように東日本大ったように東日本大ったように東日本大ったように東日本大震震震震災災災災やややや台風１２号によって観光台風１２号によって観光台風１２号によって観光台風１２号によって観光客客客客がががが実際実際実際実際減っております。それで減っております。それで減っております。それで減っております。それで、、、、

ままままずずずず観光の全観光の全観光の全観光の全体的体的体的体的なななな考え方考え方考え方考え方ということでごということでごということでごということでご質問質問質問質問でしたので、でしたので、でしたので、でしたので、ポポポポスススストトトト１３００年１３００年１３００年１３００年祭祭祭祭というこというこというこというこ

とでは、１３００年とでは、１３００年とでは、１３００年とでは、１３００年祭祭祭祭でででで効効効効果果果果があったものをがあったものをがあったものをがあったものを発展的発展的発展的発展的にににに継承継承継承継承させていきたいというさせていきたいというさせていきたいというさせていきたいという思思思思いがあいがあいがあいがあ

りまして、ことしの３月、りまして、ことしの３月、りまして、ことしの３月、りまして、ことしの３月、ちちちちょょょょううううどどどどあのあのあのあの震震震震災の明くる日ですが、災の明くる日ですが、災の明くる日ですが、災の明くる日ですが、巡巡巡巡る奈良る奈良る奈良る奈良実実実実行委員会とい行委員会とい行委員会とい行委員会とい

うことで、うことで、うことで、うことで、官民連携官民連携官民連携官民連携の委員さの委員さの委員さの委員さんんんんにおにおにおにお集集集集まりいただきまして、それもまりいただきまして、それもまりいただきまして、それもまりいただきまして、それも震震震震災の災の災の災の後後後後でしたので中でしたので中でしたので中でしたので中

止止止止しようかということもあったわしようかということもあったわしようかということもあったわしようかということもあったわけけけけですが、ですが、ですが、ですが、ややややはりはりはりはり民間民間民間民間のののの方方方方もももも強強強強いいいい思思思思いが、いが、いが、いが、昨昨昨昨年の年の年の年の分分分分を一を一を一を一

過過過過性に性に性に性に終終終終わらせてはいわらせてはいわらせてはいわらせてはいけけけけないというないというないというないという思思思思いがありましたものですから、そういう観いがありましたものですから、そういう観いがありましたものですから、そういう観いがありましたものですから、そういう観点点点点でででで実施実施実施実施

しました。委員は５０しました。委員は５０しました。委員は５０しました。委員は５０人人人人ぐぐぐぐらいでらいでらいでらいで官民官民官民官民が一が一が一が一体体体体してしてしてして連携連携連携連携するものをするものをするものをするものをややややっていくという、にっていくという、にっていくという、にっていくという、にぎぎぎぎ
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わいをつくったり、わいをつくったり、わいをつくったり、わいをつくったり、情情情情報報報報発信発信発信発信したり、そういうものです。したり、そういうものです。したり、そういうものです。したり、そういうものです。

それと、今ありました平城それと、今ありました平城それと、今ありました平城それと、今ありました平城宮宮宮宮跡跡跡跡のののの方方方方ですが、これはですが、これはですが、これはですが、これは春春春春とととと夏夏夏夏ににににフェフェフェフェアのアのアのアのイイイイベベベベントントントントをしたわをしたわをしたわをしたわ

けけけけですが、このですが、このですが、このですが、この秋秋秋秋には、それも計画には、それも計画には、それも計画には、それも計画予予予予定していたわ定していたわ定していたわ定していたわけけけけですが、ですが、ですが、ですが、ややややはりはりはりはり被被被被災者の災者の災者の災者の心情心情心情心情、、、、九九九九日日日日

間間間間ぐぐぐぐらいらいらいらい予予予予定していまして、定していまして、定していまして、定していまして、春春春春とととと夏夏夏夏にはにはにはには結構結構結構結構、、、、ややややはり１３００年はり１３００年はり１３００年はり１３００年祭祭祭祭のののの昨昨昨昨年の年の年の年の効効効効果果果果がありまがありまがありまがありま

したものですから、したものですから、したものですから、したものですから、ややややはりそういうまつりということでははりそういうまつりということでははりそういうまつりということでははりそういうまつりということでは心情心情心情心情にににに配配配配慮慮慮慮して、して、して、して、実実実実行委員会の行委員会の行委員会の行委員会の

中で、中で、中で、中で、ややややはり今はり今はり今はり今回回回回秋秋秋秋のののの分分分分についてはそれについてはそれについてはそれについてはそれぞぞぞぞれれれれ単単単単発発発発ののののイイイイベベベベントントントントはいろいろはいろいろはいろいろはいろいろややややっていくにしてっていくにしてっていくにしてっていくにして

も、ああいう長も、ああいう長も、ああいう長も、ああいう長期期期期のののの九九九九日日日日間間間間ということは、中ということは、中ということは、中ということは、中止止止止しようかということになります。ただ、そしようかということになります。ただ、そしようかということになります。ただ、そしようかということになります。ただ、そ

ういうういうういうういう流流流流れの中でも、今、観光ということですが、そういうれの中でも、今、観光ということですが、そういうれの中でも、今、観光ということですが、そういうれの中でも、今、観光ということですが、そういう官民連携官民連携官民連携官民連携でででで積極積極積極積極的的的的にいろにいろにいろにいろんんんんなななな

取り組みはしていかな取り組みはしていかな取り組みはしていかな取り組みはしていかなけけけけれれれればばばばならないというならないというならないというならないという強強強強いいいい思思思思いをいをいをいを持持持持っています。っています。っています。っています。

奈良県の奈良県の奈良県の奈良県の場合場合場合場合はははは昨昨昨昨年国年国年国年国際際際際会議、会議、会議、会議、先先先先ほほほほどどどども報告しましたが、も報告しましたが、も報告しましたが、も報告しましたが、ＡＡＡＡＰＥＣＰＥＣＰＥＣＰＥＣ観光大観光大観光大観光大臣臣臣臣会会会会合合合合とか東とか東とか東とか東

アジアアジアアジアアジア未来未来未来未来会議とかいろ会議とかいろ会議とかいろ会議とかいろんんんんな会議が開な会議が開な会議が開な会議が開催催催催されたわされたわされたわされたわけけけけですが、奈良県の観光はですが、奈良県の観光はですが、奈良県の観光はですが、奈良県の観光はオオオオフフフフシシシシーーーーズズズズンンンン

ととととハハハハイイイイシシシシーーーーズズズズンンンンがががが極極極極端端端端なななな差差差差がありますので、会議がありますので、会議がありますので、会議がありますので、会議誘致誘致誘致誘致とかいうのはもうとかいうのはもうとかいうのはもうとかいうのはもうオオオオフフフフシシシシーーーーズズズズンンンン対対対対策策策策

にはにはにはには適切適切適切適切な事業でありますので、それもな事業でありますので、それもな事業でありますので、それもな事業でありますので、それも実実実実行委員会９月８日、これも台風１２号の行委員会９月８日、これも台風１２号の行委員会９月８日、これも台風１２号の行委員会９月８日、これも台風１２号の後後後後、９、９、９、９

月８日に月８日に月８日に月８日に実実実実行委員会を開行委員会を開行委員会を開行委員会を開催催催催しまして、知事はしまして、知事はしまして、知事はしまして、知事は欠欠欠欠席席席席になったわになったわになったわになったわけけけけですが、ほかのですが、ほかのですが、ほかのですが、ほかの官民官民官民官民、これ、これ、これ、これ

も５０も５０も５０も５０人人人人近近近近くのくのくのくの方方方方ですが、ですが、ですが、ですが、官民官民官民官民のののの皆皆皆皆ささささんんんんが一が一が一が一体的体的体的体的に観光振興、県のに観光振興、県のに観光振興、県のに観光振興、県の課題課題課題課題でありますでありますでありますであります通過通過通過通過型型型型

観光を観光を観光を観光を宿泊型宿泊型宿泊型宿泊型観光、それと観光、それと観光、それと観光、それとオオオオフフフフシシシシーーーーズズズズンンンンをををを解消解消解消解消してしてしてして通通通通年年年年型型型型観光にするという取り組みをし観光にするという取り組みをし観光にするという取り組みをし観光にするという取り組みをし

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。

先先先先ほほほほどどどど、南部のほうですが、、南部のほうですが、、南部のほうですが、、南部のほうですが、例え例え例え例えば天ば天ば天ば天川村が８川村が８川村が８川村が８割割割割浸浸浸浸水水水水したという風したという風したという風したという風評評評評、そういうことで、そういうことで、そういうことで、そういうことで

天天天天川村での大口の川村での大口の川村での大口の川村での大口のキャキャキャキャンセンセンセンセルもあったようでして、そういう風ルもあったようでして、そういう風ルもあったようでして、そういう風ルもあったようでして、そういう風評評評評をなくしていくと、をなくしていくと、をなくしていくと、をなくしていくと、要要要要はははは、、、、

安安安安全な地域であるということを今全な地域であるということを今全な地域であるということを今全な地域であるということを今後後後後、それときっ、それときっ、それときっ、それときっちちちちりと行りと行りと行りと行けけけけないないないない場場場場所もあるわ所もあるわ所もあるわ所もあるわけけけけですからですからですからですから、、、、

そのそのそのその辺辺辺辺はきっはきっはきっはきっちちちちりとりとりとりと情情情情報報報報提供提供提供提供しながら、地域のしながら、地域のしながら、地域のしながら、地域の生生生生業といいますか、業といいますか、業といいますか、業といいますか、民民民民宿宿宿宿されているされているされているされている方方方方もいもいもいもい

ろいろなろいろなろいろなろいろな方方方方おられますので、おられますので、おられますので、おられますので、ややややはりはりはりはり現現現現金収入が入るような取り組みをすることによって観金収入が入るような取り組みをすることによって観金収入が入るような取り組みをすることによって観金収入が入るような取り組みをすることによって観

光が光が光が光が盛盛盛盛り上がってくるとり上がってくるとり上がってくるとり上がってくると思思思思います。そういう観います。そういう観います。そういう観います。そういう観点点点点で、今で、今で、今で、今回回回回補正補正補正補正予予予予算で算で算で算でプレミプレミプレミプレミアアアア旅旅旅旅行行行行券券券券、そ、そ、そ、そ

れ１万円れ１万円れ１万円れ１万円相相相相当当当当を８，０００円でを８，０００円でを８，０００円でを８，０００円で売売売売り出します。それと会議り出します。それと会議り出します。それと会議り出します。それと会議支援支援支援支援、、、、要要要要は、南のは、南のは、南のは、南の方方方方に行っていに行っていに行っていに行ってい

ただきたいという、今までも行っていただいたただきたいという、今までも行っていただいたただきたいという、今までも行っていただいたただきたいという、今までも行っていただいた方方方方も、も、も、も、要要要要は、は、は、は、送迎送迎送迎送迎ババババスとか会スとか会スとか会スとか会場場場場使使使使用用用用料料料料とかとかとかとか

もももも支援支援支援支援しましてしましてしましてしましてややややっていく、そういうっていく、そういうっていく、そういうっていく、そういうふふふふうな取り組みが風うな取り組みが風うな取り組みが風うな取り組みが風評評評評をなくしていくのかというよをなくしていくのかというよをなくしていくのかというよをなくしていくのかというよ

うにうにうにうに思思思思います。います。います。います。

そういうことで、そういうことで、そういうことで、そういうことで、先先先先ほほほほどどどどの観光の大きなものについては、１３００年の成の観光の大きなものについては、１３００年の成の観光の大きなものについては、１３００年の成の観光の大きなものについては、１３００年の成果果果果をををを生生生生かしてかしてかしてかして、、、、

この風この風この風この風評評評評のののの被被被被害をなくなる害をなくなる害をなくなる害をなくなる拡拡拡拡大をしないように。それと大をしないように。それと大をしないように。それと大をしないように。それと外外外外国国国国人人人人観光観光観光観光客客客客という観という観という観という観点点点点ですが、ですが、ですが、ですが、

それにはそれにはそれにはそれには朗朗朗朗報がありまして、報がありまして、報がありまして、報がありまして、ミミミミシュシュシュシュランランランランののののレッドレッドレッドレッドが、あしたですが、が、あしたですが、が、あしたですが、が、あしたですが、発発発発表表表表されまして、１されまして、１されまして、１されまして、１
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８日ですが、あしたです８日ですが、あしたです８日ですが、あしたです８日ですが、あしたですねねねね。。。。要要要要は、奈良にはうまいものがあるとは、奈良にはうまいものがあるとは、奈良にはうまいものがあるとは、奈良にはうまいものがあると……………………。そういう。そういう。そういう。そういうふふふふうな観うな観うな観うな観

点点点点でででで焦焦焦焦点点点点をををを絞絞絞絞って観光振興を進って観光振興を進って観光振興を進って観光振興を進めめめ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思思思思いますので、よろしくお願いします。いますので、よろしくお願いします。いますので、よろしくお願いします。いますので、よろしくお願いします。

○大国委員○大国委員○大国委員○大国委員 詳詳詳詳しくしくしくしく答答答答弁弁弁弁いただきました。ありがとうございます。いただきました。ありがとうございます。いただきました。ありがとうございます。いただきました。ありがとうございます。

要要要要は、もっとは、もっとは、もっとは、もっと目目目目にににに見見見見ええええるるるる形形形形での取り組みがでの取り組みがでの取り組みがでの取り組みが必要必要必要必要だということ。もう一つは、今、だということ。もう一つは、今、だということ。もう一つは、今、だということ。もう一つは、今、先先先先ほほほほどどどど

申し上申し上申し上申し上げげげげましたように、南部の観光振興をましたように、南部の観光振興をましたように、南部の観光振興をましたように、南部の観光振興をどどどどうするかということを、これはうするかということを、これはうするかということを、これはうするかということを、これは先先先先ほほほほどどどど天天天天川村川村川村川村

のののの例例例例を挙を挙を挙を挙げげげげましたましたましたましたけけけけれれれれどどどども、も、も、も、ややややはり県もしっかりはり県もしっかりはり県もしっかりはり県もしっかりＰＰＰＰＲＲＲＲをしてあをしてあをしてあをしてあげげげげる。る。る。る。元元元元気気気気ですよというよですよというよですよというよですよというよ

うなうなうなうなメメメメッセッセッセッセージをージをージをージをどどどどんんんんどどどどんんんんしっかりとしっかりとしっかりとしっかりと発信発信発信発信してあしてあしてあしてあげげげげる。このことがる。このことがる。このことがる。このことが非非非非常常常常にににに重重重重要要要要なのではななのではななのではななのではな

いかなと。きいかなと。きいかなと。きいかなと。きょょょょうもうもうもうも急急急急遽梅遽梅遽梅遽梅田にという田にという田にという田にという話話話話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れれれどどどども、も、も、も、ややややはりはりはりはり天天天天川村、川村、川村、川村、十津十津十津十津川村川村川村川村、、、、

すすすすべべべべての地域がての地域がての地域がての地域が元元元元気気気気になることが、奈良県がになることが、奈良県がになることが、奈良県がになることが、奈良県が元元元元気気気気になることにつながることはになることにつながることはになることにつながることはになることにつながることは間間間間違違違違いありいありいありいあり

ませませませませんんんんので、そのので、そのので、そのので、その辺辺辺辺のところ、しっかりと観光というのところ、しっかりと観光というのところ、しっかりと観光というのところ、しっかりと観光という分分分分野野野野で中山観光局長、で中山観光局長、で中山観光局長、で中山観光局長、先先先先頭頭頭頭に立ってに立ってに立ってに立って

いただいて、いただいて、いただいて、いただいて、旗旗旗旗を振っていただいて、よろしくお願いしたいとを振っていただいて、よろしくお願いしたいとを振っていただいて、よろしくお願いしたいとを振っていただいて、よろしくお願いしたいと思思思思いますので、いますので、いますので、いますので、要要要要望望望望としてとしてとしてとして

終え終え終え終えておきたいとておきたいとておきたいとておきたいと思思思思います。ありがとうございました。います。ありがとうございました。います。ありがとうございました。います。ありがとうございました。

○藤本委員○藤本委員○藤本委員○藤本委員 ほかの委員さほかの委員さほかの委員さほかの委員さんんんんもおられますので、簡もおられますので、簡もおられますので、簡もおられますので、簡単単単単にににに要点要点要点要点でご説明いたします。でご説明いたします。でご説明いたします。でご説明いたします。

一つは、台風１２号の災害復旧、この一つは、台風１２号の災害復旧、この一つは、台風１２号の災害復旧、この一つは、台風１２号の災害復旧、この件件件件ですですですですけけけけれれれれどどどども、畑中南部振興監、私はも、畑中南部振興監、私はも、畑中南部振興監、私はも、畑中南部振興監、私は野野野野迫迫迫迫川村川村川村川村

へへへへササササンンンンママママ焼焼焼焼いたり、おでいたり、おでいたり、おでいたり、おでんんんんのののの手手手手伝伝伝伝いに行ったりいに行ったりいに行ったりいに行ったり支援支援支援支援に行ったのですに行ったのですに行ったのですに行ったのですけけけけれれれれどどどど、、、、言言言言いたいのはいたいのはいたいのはいたいのは、、、、

このこのこのこの避避避避難難難難者者者者やややや被被被被災者の災者の災者の災者の支援支援支援支援ですですですですけけけけれれれれどどどども、行ったらも、行ったらも、行ったらも、行ったら保保保保健健健健師師師師ささささんんんんとかとかとかとか看護師看護師看護師看護師ささささんんんんがいろいろがいろいろがいろいろがいろいろ

されていて、それはそれでいいのですされていて、それはそれでいいのですされていて、それはそれでいいのですされていて、それはそれでいいのですけけけけれれれれどどどども、このも、このも、このも、この人人人人たたたたち割ち割ち割ち割とととと孤孤孤孤独独独独になってきて、になってきて、になってきて、になってきて、家家家家をををを

建建建建ててもらってもうつててもらってもうつててもらってもうつててもらってもうつ病病病病になるになるになるになる可能可能可能可能性があるのです。私、性があるのです。私、性があるのです。私、性があるのです。私、宮宮宮宮城県城県城県城県仙仙仙仙台市に行っても、み台市に行っても、み台市に行っても、み台市に行っても、みんんんん

なうつなうつなうつなうつ病病病病になるとになるとになるとになると自自自自殺殺殺殺ががががふえふえふえふえてくるのです。そてくるのです。そてくるのです。そてくるのです。そんんんんなことのないように、なことのないように、なことのないように、なことのないように、阪阪阪阪神神神神・・・・淡淡淡淡路路路路大大大大震震震震災災災災

のときでものときでものときでものときでも自自自自殺殺殺殺ががががふえふえふえふえましたましたましたましたねねねね。あれは。あれは。あれは。あれは皆孤皆孤皆孤皆孤独独独独死死死死です。です。です。です。病気病気病気病気もそうですもそうですもそうですもそうですけけけけれれれれどどどど。そういう。そういう。そういう。そういう

点点点点でもでもでもでもケケケケアをするアをするアをするアをする人人人人をををを聞聞聞聞いていていていて派遣派遣派遣派遣するというようなするというようなするというようなするというような方向方向方向方向も、一つも、一つも、一つも、一つ検討検討検討検討してください。してください。してください。してください。要要要要望望望望

でででで結構結構結構結構です。です。です。です。

２つ２つ２つ２つ目目目目は、新しいは、新しいは、新しいは、新しい集落集落集落集落をつくります。これもをつくります。これもをつくります。これもをつくります。これもどどどどんんんんなななな建物建物建物建物かいうことかいうことかいうことかいうこと聞聞聞聞いてほしい、いてほしい、いてほしい、いてほしい、冷暖冷暖冷暖冷暖

房房房房もももも含め含め含め含めてもう県てもう県てもう県てもう県やややや市がつくって、ここ市がつくって、ここ市がつくって、ここ市がつくって、ここへへへへ入ってくださいというのではなくて。あのお入ってくださいというのではなくて。あのお入ってくださいというのではなくて。あのお入ってくださいというのではなくて。あのおばばばば

ああああちちちちゃゃゃゃんんんんとおじいとおじいとおじいとおじいちちちちゃゃゃゃんんんんはははは友達友達友達友達だからとか、そういうだからとか、そういうだからとか、そういうだからとか、そういう配配配配慮慮慮慮もももも聞聞聞聞きながら、きながら、きながら、きながら、住住住住民民民民のののの声声声声をををを聞聞聞聞いいいい

てててて建建建建ててあててあててあててあげげげげてほしい。てほしい。てほしい。てほしい。野野野野迫迫迫迫川村にこの川村にこの川村にこの川村にこの間間間間行ったら、行ったら、行ったら、行ったら、来来来来月からつくってくれて、もう１２月からつくってくれて、もう１２月からつくってくれて、もう１２月からつくってくれて、もう１２

月に入れますといって月に入れますといって月に入れますといって月に入れますといって喜喜喜喜んんんんでらっしでらっしでらっしでらっしゃゃゃゃいましたいましたいましたいましたけどけどけどけど。。。。十十十十分分分分にににに声声声声をををを聞聞聞聞いてください、これもいてください、これもいてください、これもいてください、これも

要要要要望望望望だだだだけけけけしておきます。しておきます。しておきます。しておきます。

それから、３つそれから、３つそれから、３つそれから、３つ目目目目のののの深層崩壊深層崩壊深層崩壊深層崩壊ののののメカニズメカニズメカニズメカニズムムムムのののの解解解解明となっています明となっています明となっています明となっていますけけけけれれれれどどどど、、、、何何何何のののの意意意意味味味味のののの要要要要

望望望望かいうたら、畑中南部振興監だかいうたら、畑中南部振興監だかいうたら、畑中南部振興監だかいうたら、畑中南部振興監だけけけけではいではいではいではいけけけけないわないわないわないわけけけけです、総です、総です、総です、総合的合的合的合的にいかなにいかなにいかなにいかなけけけけれれれればばばばいいいいけけけけなななな
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いいいいけけけけれれれれどどどども、これ、も、これ、も、これ、も、これ、土木土木土木土木部も部も部も部も聞聞聞聞いてもらわないといいてもらわないといいてもらわないといいてもらわないといけけけけないないないないけけけけれれれれどどどども、３４も、３４も、３４も、３４カカカカ所が所が所が所が砂防ダ砂防ダ砂防ダ砂防ダムムムム

になりになりになりになりややややすい、県が山すい、県が山すい、県が山すい、県が山崩崩崩崩れ、川れ、川れ、川れ、川崩崩崩崩れするところれするところれするところれするところへ指へ指へ指へ指定しているわ定しているわ定しているわ定しているわけけけけです。その８です。その８です。その８です。その８割割割割がつがつがつがつぶぶぶぶ

れている、これ、２４れている、これ、２４れている、これ、２４れている、これ、２４カカカカ所。ということは、地所。ということは、地所。ということは、地所。ということは、地元元元元のののの人人人人がががが言言言言っていた、あれもう山っていた、あれもう山っていた、あれもう山っていた、あれもう山崩崩崩崩れたりれたりれたりれたり、、、、

川川川川どどどどうなりますかとうなりますかとうなりますかとうなりますかと言言言言っていたっていたっていたっていたけけけけれれれれどどどども県はほっておいた。村もそも県はほっておいた。村もそも県はほっておいた。村もそも県はほっておいた。村もそんんんんなになになになに力力力力を入れていなを入れていなを入れていなを入れていな

い。まさかこい。まさかこい。まさかこい。まさかこんんんんななななふふふふうになるとうになるとうになるとうになると思思思思わなかったということが８わなかったということが８わなかったということが８わなかったということが８割割割割です。ということは、そうです。ということは、そうです。ということは、そうです。ということは、そう

いういういういう危険危険危険危険なななな箇箇箇箇所を所を所を所を指指指指定しながらほっておいたということが大きい定しながらほっておいたということが大きい定しながらほっておいたということが大きい定しながらほっておいたということが大きい問問問問題題題題です。だから、私、です。だから、私、です。だから、私、です。だから、私、

議員になったとき、議員になったとき、議員になったとき、議員になったとき、公共公共公共公共事業、事業、事業、事業、土木土木土木土木事業が１，８００億円あって２５事業が１，８００億円あって２５事業が１，８００億円あって２５事業が１，８００億円あって２５％％％％だった。総務部長だった。総務部長だった。総務部長だった。総務部長、、、、

聞聞聞聞いておいてもらったら、今度いておいてもらったら、今度いておいてもらったら、今度いておいてもらったら、今度予予予予算で算で算で算で公共公共公共公共事業の事業の事業の事業の予予予予算が４５０億円から５００億円で１算が４５０億円から５００億円で１算が４５０億円から５００億円で１算が４５０億円から５００億円で１

００００％％％％になりました。になりました。になりました。になりました。前前前前のときは２５のときは２５のときは２５のときは２５％％％％でしたというでしたというでしたというでしたという話話話話でいつも出るわでいつも出るわでいつも出るわでいつも出るわけけけけ。よく。よく。よく。よく考え考え考え考えたら、たら、たら、たら、

こういう災害のこういう災害のこういう災害のこういう災害の予予予予算を、今度補正算を、今度補正算を、今度補正算を、今度補正予予予予算を大算を大算を大算を大分分分分入れた入れた入れた入れたけけけけれれれれどどどど、災害を、災害を、災害を、災害を無無無無視視視視して行して行して行して行政政政政が県がが県がが県がが県がやややや

ってきたという、ってきたという、ってきたという、ってきたという、土木土木土木土木費を費を費を費を削削削削りすりすりすりすぎぎぎぎてたというてたというてたというてたという点点点点もあるわもあるわもあるわもあるわけけけけです。そこらです。そこらです。そこらです。そこら辺辺辺辺も総も総も総も総合的合的合的合的に復に復に復に復

興、復旧の関係で災害本部の会議のとき興、復旧の関係で災害本部の会議のとき興、復旧の関係で災害本部の会議のとき興、復旧の関係で災害本部の会議のとき言言言言ってください。私らもってください。私らもってください。私らもってください。私らも言言言言ううううけけけけれれれれどどどども。そういうも。そういうも。そういうも。そういう

点点点点で、で、で、で、十十十十分考え分考え分考え分考えててててややややってほしいとってほしいとってほしいとってほしいと思思思思います。これは、一います。これは、一います。これは、一います。これは、一応要応要応要応要望望望望だだだだけけけけでででで置置置置いときます。いときます。いときます。いときます。

それから、それから、それから、それから、質問質問質問質問としては、としては、としては、としては、先先先先ほほほほどどどど説明していただいた説明していただいた説明していただいた説明していただいた点点点点でででで、、、、「平成２２年度主「平成２２年度主「平成２２年度主「平成２２年度主要施策要施策要施策要施策の成の成の成の成

果果果果に関する報告書」の２７ページ、市町村に関する報告書」の２７ページ、市町村に関する報告書」の２７ページ、市町村に関する報告書」の２７ページ、市町村財政健財政健財政健財政健全化全化全化全化貸貸貸貸付事業の付事業の付事業の付事業の貸貸貸貸付金は１０億円あるの付金は１０億円あるの付金は１０億円あるの付金は１０億円あるの

ですですですですけけけけれれれれどどどど、副知事も総務部長も、副知事も総務部長も、副知事も総務部長も、副知事も総務部長も聞聞聞聞いていてほしいのですいていてほしいのですいていてほしいのですいていてほしいのですけけけけれれれれどどどども、も、も、も、御御御御所市と上所市と上所市と上所市と上牧牧牧牧町に町に町に町にやややや

っているわっているわっているわっているわけけけけです。これはこれでです。これはこれでです。これはこれでです。これはこれでややややっていただいてっていただいてっていただいてっていただいて喜喜喜喜んんんんでいるのです。ほかの市町村はでいるのです。ほかの市町村はでいるのです。ほかの市町村はでいるのです。ほかの市町村は何何何何

でしないのと、でしないのと、でしないのと、でしないのと、苦苦苦苦しいところがあるのではということで、この基しいところがあるのではということで、この基しいところがあるのではということで、この基しいところがあるのではということで、この基準準準準ははははどどどどういうことか、ういうことか、ういうことか、ういうことか、根根根根

拠拠拠拠ははははどどどどういうういうういうういう形形形形でという、国からの補助金の関係もあるだろうでという、国からの補助金の関係もあるだろうでという、国からの補助金の関係もあるだろうでという、国からの補助金の関係もあるだろうけけけけれれれれどどどども、なも、なも、なも、なぜぜぜぜ御御御御所市と上所市と上所市と上所市と上

牧牧牧牧町だ町だ町だ町だけけけけにににに終終終終わっているのかということです。わっているのかということです。わっているのかということです。わっているのかということです。

もう一つ、そのページの市町村振興のもう一つ、そのページの市町村振興のもう一つ、そのページの市町村振興のもう一つ、そのページの市町村振興の臨時臨時臨時臨時交付金、これも６億３，０００万円です交付金、これも６億３，０００万円です交付金、これも６億３，０００万円です交付金、これも６億３，０００万円ですけけけけれれれれ

どどどど、２６市町村、２６市町村、２６市町村、２６市町村ややややってくれているのだってくれているのだってくれているのだってくれているのだけけけけれれれれどどどども、南部のも、南部のも、南部のも、南部の過疎過疎過疎過疎地域が全部入っているのか地域が全部入っているのか地域が全部入っているのか地域が全部入っているのかどどどど

うか。これ、基うか。これ、基うか。これ、基うか。これ、基準準準準ががががどどどどうなっているのか、そこを教うなっているのか、そこを教うなっているのか、そこを教うなっているのか、そこを教ええええていただきたい。ていただきたい。ていただきたい。ていただきたい。

それと、監査委員が報告しているそれと、監査委員が報告しているそれと、監査委員が報告しているそれと、監査委員が報告している文文文文章章章章ををををずずずずっとっとっとっと読読読読んんんんで、監査で、監査で、監査で、監査結結結結果果果果の報告を谷川監査委員の報告を谷川監査委員の報告を谷川監査委員の報告を谷川監査委員

をはじをはじをはじをはじめめめめ、県会議員も、県会議員も、県会議員も、県会議員も含め含め含め含めててててずずずずっとっとっとっとややややっていました。この監査のっていました。この監査のっていました。この監査のっていました。この監査の結結結結果果果果報告の８ページに、報告の８ページに、報告の８ページに、報告の８ページに、

これ大きなこれ大きなこれ大きなこれ大きな問問問問題題題題になっていたのは、東アジアになっていたのは、東アジアになっていたのは、東アジアになっていたのは、東アジア連携課連携課連携課連携課でででで前前前前の平城遷都１３００年記念事業での平城遷都１３００年記念事業での平城遷都１３００年記念事業での平城遷都１３００年記念事業で

議会で議会で議会で議会で問問問問題題題題になりました。平城になりました。平城になりました。平城になりました。平城京京京京ののののレポレポレポレポーーーートトトト、これがかなりの、これがかなりの、これがかなりの、これがかなりの誤誤誤誤記記記記やややや誤誤誤誤りがあってなってりがあってなってりがあってなってりがあってなって

ないのではないかということで、ないのではないかということで、ないのではないかということで、ないのではないかということで、ええええらいらいらいらい問問問問題題題題になって、議会でになって、議会でになって、議会でになって、議会で問問問問題題題題にしました。この委にしました。この委にしました。この委にしました。この委託託託託

契約契約契約契約のののの履履履履行を、行を、行を、行を、ややややはり地はり地はり地はり地方自方自方自方自治治治治法法法法によるによるによるによる適適適適正な正な正な正な履履履履行を行を行を行をややややっていないのではと、これからこっていないのではと、これからこっていないのではと、これからこっていないのではと、これからこ

んんんんななななややややりりりり方方方方するのかと、今するのかと、今するのかと、今するのかと、今後ど後ど後ど後どういうういうういうういう方向方向方向方向かということもかということもかということもかということも聞聞聞聞かせていただきたい。かせていただきたい。かせていただきたい。かせていただきたい。以以以以上で上で上で上で
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す。す。す。す。

○高野市町村振興課長○高野市町村振興課長○高野市町村振興課長○高野市町村振興課長 ２つあったかと２つあったかと２つあったかと２つあったかと思思思思いますいますいますいますけけけけれれれれどどどども、１つも、１つも、１つも、１つ目目目目のののの財政健財政健財政健財政健全化の全化の全化の全化の貸貸貸貸し付し付し付し付

けけけけの事業でございますの事業でございますの事業でございますの事業でございますけけけけれれれれどどどども、これにつきましては、も、これにつきましては、も、これにつきましては、も、これにつきましては、財政健財政健財政健財政健全化全化全化全化法法法法のののの施施施施行に行に行に行に伴伴伴伴ってってってって御御御御所所所所

市、それから上市、それから上市、それから上市、それから上牧牧牧牧町が町が町が町が早期健早期健早期健早期健全化基全化基全化基全化基準準準準を上を上を上を上回回回回ってしまいまして、ってしまいまして、ってしまいまして、ってしまいまして、財政健財政健財政健財政健全化計画を全化計画を全化計画を全化計画を策策策策定し定し定し定し

ていましてていましてていましてていまして財政健財政健財政健財政健全化に取り組全化に取り組全化に取り組全化に取り組んんんんでいたと。その２つのでいたと。その２つのでいたと。その２つのでいたと。その２つの御御御御所市、それから上所市、それから上所市、それから上所市、それから上牧牧牧牧町につきま町につきま町につきま町につきま

して、して、して、して、早期早期早期早期にににに健健健健全化が全化が全化が全化が図図図図れるようにということで、この２つを対象にさせていただいたとれるようにということで、この２つを対象にさせていただいたとれるようにということで、この２つを対象にさせていただいたとれるようにということで、この２つを対象にさせていただいたと

いうことです。いうことです。いうことです。いうことです。

それから、もう一つの、それから、もう一つの、それから、もう一つの、それから、もう一つの、昨昨昨昨年の年の年の年の臨時臨時臨時臨時交付金でございます交付金でございます交付金でございます交付金でございますけけけけれれれれどどどども、南部地域がすも、南部地域がすも、南部地域がすも、南部地域がすべべべべて入て入て入て入

っているかということだったかとっているかということだったかとっているかということだったかとっているかということだったかと思思思思いますいますいますいますけけけけれれれれどどどども、も、も、も、昨昨昨昨年の南部振興計画で対象にさせて年の南部振興計画で対象にさせて年の南部振興計画で対象にさせて年の南部振興計画で対象にさせて

いただいた地域ということでいきますと、すいただいた地域ということでいきますと、すいただいた地域ということでいきますと、すいただいた地域ということでいきますと、すべべべべて入っております。対象とさせていただいて入っております。対象とさせていただいて入っております。対象とさせていただいて入っております。対象とさせていただい

ております。ております。ております。ております。

その基その基その基その基準準準準ですですですですけけけけれれれれどどどども、も、も、も、幾幾幾幾つかございまして、つかございまして、つかございまして、つかございまして、財政状況財政状況財政状況財政状況のののの非非非非常常常常にににに苦苦苦苦しい地域ということしい地域ということしい地域ということしい地域ということ

で、で、で、で、財政力指財政力指財政力指財政力指数で０数で０数で０数で０．．．．７７７７未未未未満満満満のところということと、それから、ほかにのところということと、それから、ほかにのところということと、それから、ほかにのところということと、それから、ほかに過疎過疎過疎過疎の対象になっの対象になっの対象になっの対象になっ

ている、ている、ている、ている、非非非非常常常常にににに条件条件条件条件不不不不利利利利地域ということで地域ということで地域ということで地域ということで過疎過疎過疎過疎地域、それから地域、それから地域、それから地域、それからへへへへき地になっている、き地になっている、き地になっている、き地になっている、指指指指定定定定

されているところ、そういったところを対象にさせていただいたという、そういった基されているところ、そういったところを対象にさせていただいたという、そういった基されているところ、そういったところを対象にさせていただいたという、そういった基されているところ、そういったところを対象にさせていただいたという、そういった基準準準準

で決で決で決で決めめめめさせていただいたところでございます。させていただいたところでございます。させていただいたところでございます。させていただいたところでございます。

○中島東アジア連携課長○中島東アジア連携課長○中島東アジア連携課長○中島東アジア連携課長 平城平城平城平城京レポ京レポ京レポ京レポーーーートトトトについてでございます。奈良県としてについてでございます。奈良県としてについてでございます。奈良県としてについてでございます。奈良県として発発発発行いた行いた行いた行いた

しました平城しました平城しました平城しました平城京レポ京レポ京レポ京レポーーーートトトトにににに多多多多くのくのくのくの誤誤誤誤記、記、記、記、誤植誤植誤植誤植等の等の等の等の間間間間違違違違いがございましたことにつきましていがございましたことにつきましていがございましたことにつきましていがございましたことにつきまして、、、、

県県県県民民民民のののの皆皆皆皆様様様様、県会の、県会の、県会の、県会の皆皆皆皆様様様様に大に大に大に大変変変変ごごごご迷惑迷惑迷惑迷惑をおかをおかをおかをおかけけけけして申しわして申しわして申しわして申しわけけけけなくなくなくなく思思思思っております。っております。っております。っております。

そのそのそのその原原原原因因因因でございますが、までございますが、までございますが、までございますが、まずずずず、、、、当当当当初初初初平城平城平城平城京レポ京レポ京レポ京レポーーーートトトト、これは日本と東アジアの、これは日本と東アジアの、これは日本と東アジアの、これは日本と東アジアの未来未来未来未来をををを

考え考え考え考える委員会で議る委員会で議る委員会で議る委員会で議論論論論した内した内した内した内容容容容をまとをまとをまとをまとめめめめるということでございました。そのときの議るということでございました。そのときの議るということでございました。そのときの議るということでございました。そのときの議論論論論ですですですです

とか、あるいは委員のとか、あるいは委員のとか、あるいは委員のとか、あるいは委員の論論論論文文文文ななななどどどどを中を中を中を中心心心心にまとにまとにまとにまとめめめめていくということをていくということをていくということをていくということを想想想想定しておりましたが定しておりましたが定しておりましたが定しておりましたが、、、、

さらに内さらに内さらに内さらに内容容容容を充を充を充を充実実実実いたしますたいたしますたいたしますたいたしますためめめめに、内に、内に、内に、内外外外外のののの文文文文献献献献、、、、資料資料資料資料、これも対象にするということに、これも対象にするということに、これも対象にするということに、これも対象にするということに

いたしましたので、そのたいたしましたので、そのたいたしましたので、そのたいたしましたので、そのためめめめの調査、あるいは収の調査、あるいは収の調査、あるいは収の調査、あるいは収集集集集にににに多多多多くのくのくのくの時間時間時間時間がががが割割割割かれたということでかれたということでかれたということでかれたということで、、、、

結結結結果果果果として委として委として委として委託託託託先先先先におきましてにおきましてにおきましてにおきましてチチチチェッェッェッェッククククやややや校正が校正が校正が校正が手手手手薄薄薄薄になりました。県といたしましてもになりました。県といたしましてもになりました。県といたしましてもになりました。県といたしましても、、、、

チチチチェッェッェッェックですとか校正、これが不クですとか校正、これが不クですとか校正、これが不クですとか校正、これが不十十十十分分分分であったというであったというであったというであったというふふふふうにうにうにうに反省反省反省反省いたしております。いたしております。いたしております。いたしております。

これをこれをこれをこれ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、再発再発再発再発防防防防止止止止ということでございますが、今年度から出ということでございますが、今年度から出ということでございますが、今年度から出ということでございますが、今年度から出版版版版物物物物等の等の等の等の制作制作制作制作

を委を委を委を委託託託託するするするする場合場合場合場合、校正、校正、校正、校正作作作作業を業を業を業を複複複複数数数数回回回回行うということ、あるいは校正行うということ、あるいは校正行うということ、あるいは校正行うということ、あるいは校正作作作作業の対象として、業の対象として、業の対象として、業の対象として、誤誤誤誤

字字字字脱脱脱脱字字字字のののの誤誤誤誤りをりをりをりをチチチチェッェッェッェックすること。それから、記クすること。それから、記クすること。それから、記クすること。それから、記載載載載内内内内容容容容、、、、表表表表現現現現、それから一、それから一、それから一、それから一般的般的般的般的な事な事な事な事実実実実関関関関

係、これの係、これの係、これの係、これのチチチチェッェッェッェックもクもクもクも確確確確認することということを明記したいと認することということを明記したいと認することということを明記したいと認することということを明記したいと思思思思っております。っております。っております。っております。
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さらに、万が一、成さらに、万が一、成さらに、万が一、成さらに、万が一、成果果果果をををを受受受受けけけけ取った取った取った取った後後後後、、、、提提提提出出出出後後後後にににに間間間間違違違違いがいがいがいが判判判判明したというような明したというような明したというような明したというような場合場合場合場合にににに

は、は、は、は、受受受受託託託託する業者のする業者のする業者のする業者の負担負担負担負担におきまして、におきまして、におきまして、におきまして、速速速速ややややかにこれをかにこれをかにこれをかにこれを回回回回収して収して収して収して再提再提再提再提出し、さらに出し、さらに出し、さらに出し、さらに訂訂訂訂正正正正作作作作

業もするということを明記させると、業もするということを明記させると、業もするということを明記させると、業もするということを明記させると、契約契約契約契約書等で明記するような書等で明記するような書等で明記するような書等で明記するような方向方向方向方向で進で進で進で進めめめ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。当当当当然然然然のことながら、のことながら、のことながら、のことながら、担当担当担当担当しておりますしておりますしておりますしております我我我我 々々々々ののののチチチチェッェッェッェックククク体制体制体制体制もももも十十十十分分分分に充に充に充に充実実実実

させていきたいとさせていきたいとさせていきたいとさせていきたいと思思思思っております。っております。っております。っております。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○藤本委員○藤本委員○藤本委員○藤本委員 高高高高野野野野市町村振興市町村振興市町村振興市町村振興課課課課長、その長、その長、その長、その答答答答弁弁弁弁ではわかりにくい、議員では。ではわかりにくい、議員では。ではわかりにくい、議員では。ではわかりにくい、議員では。根根根根拠拠拠拠、基、基、基、基準準準準をををを

資料資料資料資料請請請請求求求求しますので各委員にしますので各委員にしますので各委員にしますので各委員に渡渡渡渡してください。こういうしてください。こういうしてください。こういうしてください。こういう根根根根拠拠拠拠でこういうでこういうでこういうでこういうふふふふうにしているとうにしているとうにしているとうにしていると

いうことを。その基いうことを。その基いうことを。その基いうことを。その基準準準準の中での中での中での中で無無無無理だから、さっき理だから、さっき理だから、さっき理だから、さっき言言言言っていた０っていた０っていた０っていた０．．．．３３３３パパパパーーーーセント以セント以セント以セント以下下下下とか、とか、とか、とか、

そういうようなことのそういうようなことのそういうようなことのそういうようなことの資料資料資料資料をををを下下下下さい。そさい。そさい。そさい。そんんんんでもうでもうでもうでもう答答答答弁結構弁結構弁結構弁結構ですから。それでですから。それでですから。それでですから。それで見見見見て私らまたて私らまたて私らまたて私らまた

勉勉勉勉強強強強しますので。しますので。しますので。しますので。

それと、もう一つは、そういうそれと、もう一つは、そういうそれと、もう一つは、そういうそれと、もう一つは、そういう財政健財政健財政健財政健全化の全化の全化の全化の貸貸貸貸し付し付し付し付けけけけ事業についても、基事業についても、基事業についても、基事業についても、基準準準準をもうをもうをもうをもう少少少少しししし

緩緩緩緩めめめめて、ほかの市町村にも広がるように広て、ほかの市町村にも広がるように広て、ほかの市町村にも広がるように広て、ほかの市町村にも広がるように広めめめめてください。そういうてください。そういうてください。そういうてください。そういう点点点点もまたもまたもまたもまた要要要要望望望望しておきしておきしておきしておき

ます。ます。ます。ます。答答答答弁弁弁弁あったらあったらあったらあったら答答答答弁弁弁弁してください。してください。してください。してください。

それから、中それから、中それから、中それから、中島島島島東アジア東アジア東アジア東アジア連携課連携課連携課連携課長、私も長、私も長、私も長、私も文文文文化化化化財財財財のののの課課課課長を５年していたのです。そういう長を５年していたのです。そういう長を５年していたのです。そういう長を５年していたのです。そういう

誤誤誤誤記があったらそういう業者を記があったらそういう業者を記があったらそういう業者を記があったらそういう業者を外外外外しなさい。そういういいかしなさい。そういういいかしなさい。そういういいかしなさい。そういういいかげげげげんんんんな業者、な業者、な業者、な業者、問問問問題題題題になっていになっていになっていになってい

るから。それで、金額をるから。それで、金額をるから。それで、金額をるから。それで、金額をどどどどれだれだれだれだけ支け支け支け支払払払払ったのですか。ったのですか。ったのですか。ったのですか。ちちちちょょょょっと、今っと、今っと、今っと、今資料資料資料資料持持持持ってないってないってないってないけけけけれれれれどどどど

ねねねね。この。この。この。このレポレポレポレポーーーートトトト、かなり、かなり、かなり、かなり支支支支払払払払っているでしっているでしっているでしっているでしょょょょう。これ県としていくら金額う。これ県としていくら金額う。これ県としていくら金額う。これ県としていくら金額支支支支払払払払っているっているっているっている

のですか。のですか。のですか。のですか。

それともう一つは、それともう一つは、それともう一つは、それともう一つは、ややややっっっっぱぱぱぱり私もり私もり私もり私も文文文文化化化化財課財課財課財課長をしていたとき、そういう長をしていたとき、そういう長をしていたとき、そういう長をしていたとき、そういう資料資料資料資料をつくられをつくられをつくられをつくられ

たら、そういうたら、そういうたら、そういうたら、そういうミミミミスがあったら、入スがあったら、入スがあったら、入スがあったら、入札札札札から５から５から５から５社社社社あったらその１あったらその１あったらその１あったらその１社社社社は次のときは次のときは次のときは次のとき外外外外しました。しました。しました。しました。

答答答答弁弁弁弁をををを求求求求めめめめます。ます。ます。ます。

○中島東アジア連携課長○中島東アジア連携課長○中島東アジア連携課長○中島東アジア連携課長 経費につきましては、また経費につきましては、また経費につきましては、また経費につきましては、また後後後後日き日き日き日きちちちちんんんんと調と調と調と調べべべべましてご報告いたましてご報告いたましてご報告いたましてご報告いた

します。します。します。します。

業者でございますが、業者でございますが、業者でございますが、業者でございますが、プロポプロポプロポプロポーーーーザザザザルにかかわってルにかかわってルにかかわってルにかかわって契約契約契約契約締結締結締結締結をしていくというをしていくというをしていくというをしていくという具合具合具合具合には、には、には、には、

広く広く広く広く可能可能可能可能性のあるところからできるだ性のあるところからできるだ性のあるところからできるだ性のあるところからできるだけ多け多け多け多くのくのくのくの提提提提案案案案をいただきたいというようなことををいただきたいというようなことををいただきたいというようなことををいただきたいというようなことを考考考考

ええええております。もております。もております。もております。もちちちちろろろろんんんん、、、、間間間間違違違違いのある業者に委いのある業者に委いのある業者に委いのある業者に委託託託託するということがないように、するということがないように、するということがないように、するということがないように、提提提提案案案案すすすす

るるるる際際際際のののの条件条件条件条件につきましても、につきましても、につきましても、につきましても、先先先先ほほほほどどどど申しましたように、申しましたように、申しましたように、申しましたように、複複複複数数数数回回回回校正校正校正校正作作作作業をすると、あるい業をすると、あるい業をすると、あるい業をすると、あるい

は校正は校正は校正は校正作作作作業の対象をき業の対象をき業の対象をき業の対象をきちちちちんんんんとととと誤誤誤誤字字字字脱脱脱脱字字字字ののののチチチチェッェッェッェックもクもクもクも含め含め含め含めて明て明て明て明確確確確化するという化するという化するという化するという方向方向方向方向でででで条件条件条件条件づづづづ

けけけけをしてをしてをしてをして提提提提案案案案をををを求求求求めめめめていくということにしたいとていくということにしたいとていくということにしたいとていくということにしたいと思思思思っております。っております。っております。っております。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○藤本委員○藤本委員○藤本委員○藤本委員 ななななぜぜぜぜ業者を業者を業者を業者を外外外外せないのか、せないのか、せないのか、せないのか、何何何何か業者とのか業者とのか業者とのか業者との深深深深いつながりあるのですか。それがいつながりあるのですか。それがいつながりあるのですか。それがいつながりあるのですか。それが
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一つ。一つ。一つ。一つ。

それともう一つは、金額を、こうしてそれともう一つは、金額を、こうしてそれともう一つは、金額を、こうしてそれともう一つは、金額を、こうして見見見見ているのだているのだているのだているのだけけけけれれれれどどどど金額が金額が金額が金額が載載載載っていない。金額、っていない。金額、っていない。金額、っていない。金額、

これ今日の委員会これ今日の委員会これ今日の委員会これ今日の委員会終終終終わるまでに報告してください。わるまでに報告してください。わるまでに報告してください。わるまでに報告してください。何何何何でこでこでこでこんんんんなこと金額すなこと金額すなこと金額すなこと金額すぐ答ぐ答ぐ答ぐ答ええええられないられないられないられない

の。この。この。この。こんんんんな業者をあなたのとこな業者をあなたのとこな業者をあなたのとこな業者をあなたのとこ使使使使って、こういうって、こういうって、こういうって、こういう誤誤誤誤字字字字のののの多多多多いいいい文文文文章使章使章使章使ってってってって失敗失敗失敗失敗しているのだしているのだしているのだしているのだ

から、このから、このから、このから、この場合場合場合場合いくらいくらいくらいくら支支支支払払払払ったかということ、ったかということ、ったかということ、ったかということ、何何何何で今すで今すで今すで今すぐ答ぐ答ぐ答ぐ答ええええられないのか。そられないのか。そられないのか。そられないのか。そんんんんなななな資料資料資料資料

持持持持っておかないといっておかないといっておかないといっておかないといけけけけない。この委員会ない。この委員会ない。この委員会ない。この委員会終終終終わるまでにわるまでにわるまでにわるまでに資料資料資料資料持持持持ってきなさい。ともかく、もってきなさい。ともかく、もってきなさい。ともかく、もってきなさい。ともかく、も

うこれで私のうこれで私のうこれで私のうこれで私の発言終発言終発言終発言終わりますわりますわりますわりますけけけけれれれれどどどども、これは業者をも、これは業者をも、これは業者をも、これは業者を外外外外すことをすことをすことをすことを検討検討検討検討しなさい。しなさい。しなさい。しなさい。課題課題課題課題をををを言言言言

っておきます。もうっておきます。もうっておきます。もうっておきます。もう結構結構結構結構です。です。です。です。

○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長 中中中中島島島島東アジア東アジア東アジア東アジア連携課連携課連携課連携課長、長、長、長、午午午午前前前前中に中に中に中に終終終終わるわるわるわる予予予予定だ定だ定だ定だけけけけれれれれどどどど、わかりますか、わかりますか、わかりますか、わかりますか。。。。（（（（発発発発

言言言言する者あり）では、お願いしてください。する者あり）では、お願いしてください。する者あり）では、お願いしてください。する者あり）では、お願いしてください。

それから、それから、それから、それから、高高高高野野野野市町村振興市町村振興市町村振興市町村振興課課課課長、これ長、これ長、これ長、これ資料資料資料資料……………………。。。。

○高野市町村振興課長○高野市町村振興課長○高野市町村振興課長○高野市町村振興課長 これですこれですこれですこれですけどけどけどけど、、、、資料資料資料資料にありましたにありましたにありましたにありました臨時臨時臨時臨時交付金の交付金の交付金の交付金の方方方方のののの細細細細かい基かい基かい基かい基準…準…準…準…

…………。。。。

（（（（「「「「両両両両方方方方とも。とも。とも。とも。根根根根拠拠拠拠」と」と」と」と呼ぶ呼ぶ呼ぶ呼ぶ者あり）者あり）者あり）者あり）

わかりました。わかりました。わかりました。わかりました。見見見見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。

○田中地域振興部長○田中地域振興部長○田中地域振興部長○田中地域振興部長 私の所管でございますので、私からも。平城私の所管でございますので、私からも。平城私の所管でございますので、私からも。平城私の所管でございますので、私からも。平城京レポ京レポ京レポ京レポーーーートトトトのののの件件件件につきにつきにつきにつき

ましては、ましては、ましては、ましては、誤誤誤誤りをりをりをりを発発発発見見見見できなかった私できなかった私できなかった私できなかった私どどどどもにもかなりもにもかなりもにもかなりもにもかなり責任責任責任責任があるとがあるとがあるとがあると思思思思います。ですから、います。ですから、います。ですから、います。ですから、

一一一一概概概概に業者だに業者だに業者だに業者だけけけけをををを責責責責めめめめるのではなくて、私たるのではなくて、私たるのではなくて、私たるのではなくて、私たちちちちもももも自自自自戒戒戒戒の念をの念をの念をの念を持持持持って、今って、今って、今って、今後後後後こういうことのこういうことのこういうことのこういうことの

ないようないようないようないよう努努努努めめめめてまいりたいとてまいりたいとてまいりたいとてまいりたいと思思思思います。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、レポレポレポレポーーーートトトトの業者ですの業者ですの業者ですの業者ですけどけどけどけど、数、数、数、数字字字字、、、、手元手元手元手元にございますが、にございますが、にございますが、にございますが、後後後後ほほほほどどどどまたまたまたまた資料資料資料資料でごでごでごでご

提提提提出をしたいと出をしたいと出をしたいと出をしたいと思思思思います。います。います。います。

それと、市町村振興それと、市町村振興それと、市町村振興それと、市町村振興課課課課長がお長がお長がお長がお答答答答ええええしましたしましたしましたしました件件件件につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、後後後後ほほほほど資料ど資料ど資料ど資料でででで皆皆皆皆様方様方様方様方にごにごにごにご

配配配配付したいと付したいと付したいと付したいと思思思思っております。よろしいでしっております。よろしいでしっております。よろしいでしっております。よろしいでしょょょょうか。ありがとうございます。うか。ありがとうございます。うか。ありがとうございます。うか。ありがとうございます。

○小泉委員○小泉委員○小泉委員○小泉委員 簡簡簡簡単単単単にににに質問質問質問質問したいとしたいとしたいとしたいと思思思思います。います。います。います。

１つは、観光１つは、観光１つは、観光１つは、観光問問問問題題題題ですですですですけけけけれれれれどどどども、この９日にも、この９日にも、この９日にも、この９日に溝溝溝溝畑観光畑観光畑観光畑観光庁庁庁庁長長長長官官官官がおがおがおがお見見見見ええええになりました。ごになりました。ごになりました。ごになりました。ご

承承承承知のように、南部での大きな知のように、南部での大きな知のように、南部での大きな知のように、南部での大きな被被被被害に対して害に対して害に対して害に対して非非非非常常常常にににに心心心心をををを痛痛痛痛めめめめられてられてられてられて来来来来られたわられたわられたわられたわけけけけでございでございでございでござい

ますますますますけけけけれれれれどどどども、新も、新も、新も、新聞聞聞聞タタタタイトイトイトイトルでルでルでルでちちちちらっとらっとらっとらっと見見見見ますと、観光ますと、観光ますと、観光ますと、観光庁庁庁庁長長長長官官官官がががが支援支援支援支援約束約束約束約束というというというという形形形形で、県で、県で、県で、県

南部の南部の南部の南部の首首首首長が長が長が長が打撃打撃打撃打撃をををを訴訴訴訴ええええられたと、そしてられたと、そしてられたと、そしてられたと、そして支援支援支援支援をををを約束約束約束約束されたということなのですされたということなのですされたということなのですされたということなのですけけけけれれれれどどどどもももも、、、、

一一一一体ど体ど体ど体どういう内ういう内ういう内ういう内容容容容であったのかなということ、県がそこにであったのかなということ、県がそこにであったのかなということ、県がそこにであったのかなということ、県がそこに同同同同席席席席されておられましたら、そされておられましたら、そされておられましたら、そされておられましたら、そ

の内の内の内の内容容容容を明らかにしていただきたいなというのが１を明らかにしていただきたいなというのが１を明らかにしていただきたいなというのが１を明らかにしていただきたいなというのが１点点点点でございます。でございます。でございます。でございます。
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もう一つは、２９ページにもう一つは、２９ページにもう一つは、２９ページにもう一つは、２９ページに修修修修学学学学旅旅旅旅行等行等行等行等誘致促誘致促誘致促誘致促進事業７３１万５，０００円が上がってお進事業７３１万５，０００円が上がってお進事業７３１万５，０００円が上がってお進事業７３１万５，０００円が上がってお

ります。そこで、ります。そこで、ります。そこで、ります。そこで、ガガガガイドブッイドブッイドブッイドブックをクをクをクを作作作作成されたということなのです成されたということなのです成されたということなのです成されたということなのですけけけけれれれれどどどども、も、も、も、どどどどのような内のような内のような内のような内

容容容容ののののガガガガイドブッイドブッイドブッイドブックで、クで、クで、クで、どどどどれだれだれだれだけけけけのののの冊冊冊冊数をつくられて、数をつくられて、数をつくられて、数をつくられて、どどどどここここへ配布へ配布へ配布へ配布されたのかを、まされたのかを、まされたのかを、まされたのかを、まずずずず教教教教ええええ

てほしいということでございます。この２てほしいということでございます。この２てほしいということでございます。この２てほしいということでございます。この２点点点点でございます。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。

○中山観光局長○中山観光局長○中山観光局長○中山観光局長 先先先先日、日、日、日、溝溝溝溝畑観光畑観光畑観光畑観光庁庁庁庁長長長長官官官官がががが来来来来られまして、られまして、られまして、られまして、意意意意見見見見交交交交換換換換、地、地、地、地元元元元の町村長と、観の町村長と、観の町村長と、観の町村長と、観

光光光光協協協協会の関係の会の関係の会の関係の会の関係の方方方方にしていただいて、新にしていただいて、新にしていただいて、新にしていただいて、新聞聞聞聞のとおりです。進行は私がさせていただきましのとおりです。進行は私がさせていただきましのとおりです。進行は私がさせていただきましのとおりです。進行は私がさせていただきまし

た。それでた。それでた。それでた。それで支援支援支援支援のののの約束約束約束約束ということですが、これ、９月には知事のということですが、これ、９月には知事のということですが、これ、９月には知事のということですが、これ、９月には知事の政府予政府予政府予政府予算算算算要要要要望望望望、９月の、９月の、９月の、９月の末末末末

ですですですですねねねね。。。。現状現状現状現状をそれをそれをそれをそれぞぞぞぞれ関係れ関係れ関係れ関係省省省省庁庁庁庁へへへへ即即即即座座座座に行っているわに行っているわに行っているわに行っているわけけけけですが、そういう中で、今のですが、そういう中で、今のですが、そういう中で、今のですが、そういう中で、今の状状状状

況況況況がががが要要要要望望望望書の中にも記書の中にも記書の中にも記書の中にも記載載載載してあって、してあって、してあって、してあって、実際実際実際実際長長長長官自官自官自官自らららら現現現現地で地地で地地で地地で地元元元元のののの方方方方のごのごのごのご意意意意見見見見をおをおをおをお聞聞聞聞きしたきしたきしたきした

いという、そういういという、そういういという、そういういという、そういうふふふふうなことでして。長うなことでして。長うなことでして。長うなことでして。長官官官官ははははテレビテレビテレビテレビにも出にも出にも出にも出演演演演、かなりされていまして、、かなりされていまして、、かなりされていまして、、かなりされていまして、

先先先先ほほほほどどどどの風の風の風の風評評評評ということですということですということですということですねねねね、さまざまな事、さまざまな事、さまざまな事、さまざまな事実実実実をををを情情情情報報報報提供提供提供提供することによって、長することによって、長することによって、長することによって、長官自官自官自官自らららら

テレビテレビテレビテレビ、、、、ララララジジジジオオオオ出出出出演演演演してしてしてして安安安安全地域、こ全地域、こ全地域、こ全地域、こちちちちらのらのらのらの方方方方のきっのきっのきっのきっちちちちりとしたりとしたりとしたりとした確確確確認を認を認を認を踏踏踏踏ままままええええて、て、て、て、連携連携連携連携しししし

てですが、そういうようなこともてですが、そういうようなこともてですが、そういうようなこともてですが、そういうようなこともややややりますと。りますと。りますと。りますと。

それと、観光それと、観光それと、観光それと、観光庁庁庁庁ははははビビビビジジジジット・ット・ット・ット・ジジジジャャャャパンパンパンパン事業という、そういう事業もありまして、そうい事業という、そういう事業もありまして、そうい事業という、そういう事業もありまして、そうい事業という、そういう事業もありまして、そうい

うううう連携連携連携連携事業について、事業について、事業について、事業について、可能可能可能可能なものについてはなものについてはなものについてはなものについては検討検討検討検討しまししまししまししましょょょょうという、そういうようなおうという、そういうようなおうという、そういうようなおうという、そういうようなお約約約約

束束束束をしていただきました。そういう中で、また、今のをしていただきました。そういう中で、また、今のをしていただきました。そういう中で、また、今のをしていただきました。そういう中で、また、今の状況状況状況状況を取りまとを取りまとを取りまとを取りまとめめめめて、復興、て、復興、て、復興、て、復興、先先先先ほほほほどどどど

本部ありましたが、国の本部ありましたが、国の本部ありましたが、国の本部ありましたが、国の政府要政府要政府要政府要望望望望もももも再再再再度ありますので、そういう中で、きっ度ありますので、そういう中で、きっ度ありますので、そういう中で、きっ度ありますので、そういう中で、きっちちちちりと地りと地りと地りと地元元元元のののの

意意意意見見見見もおもおもおもお聞聞聞聞きしながら、国のきしながら、国のきしながら、国のきしながら、国の方へ支援方へ支援方へ支援方へ支援していただしていただしていただしていただけけけけるものはきっるものはきっるものはきっるものはきっちちちちりしていただこうかなりしていただこうかなりしていただこうかなりしていただこうかな

というようにというようにというようにというように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、それと、それと、それと、先先先先ほほほほどどどどのごのごのごのご質問質問質問質問のもう一のもう一のもう一のもう一点点点点ですが、ですが、ですが、ですが、修修修修学学学学旅旅旅旅行行行行ガガガガイドブッイドブッイドブッイドブックについては、ならのクについては、ならのクについては、ならのクについては、ならの

ににににぎぎぎぎわいづくりわいづくりわいづくりわいづくり課課課課長の長の長の長の方方方方から説明させていただきます。から説明させていただきます。から説明させていただきます。から説明させていただきます。

○山下ならのにぎわいづくり課長○山下ならのにぎわいづくり課長○山下ならのにぎわいづくり課長○山下ならのにぎわいづくり課長 修修修修学学学学旅旅旅旅行の行の行の行のガガガガイドブッイドブッイドブッイドブックでございますが、こクでございますが、こクでございますが、こクでございますが、こちちちちらららら現現現現物物物物

でございます。これを奈良県のでございます。これを奈良県のでございます。これを奈良県のでございます。これを奈良県の魅魅魅魅力力力力、あるいは、あるいは、あるいは、あるいはココココースといったようなものをースといったようなものをースといったようなものをースといったようなものを紹介紹介紹介紹介して、１して、１して、１して、１

万部万部万部万部作作作作成しております。成しております。成しております。成しております。配布先配布先配布先配布先としては、まさしくとしては、まさしくとしては、まさしくとしては、まさしく実際実際実際実際にににに誘致誘致誘致誘致ということにということにということにということに直結直結直結直結するするするする旅旅旅旅行行行行

代代代代理理理理店店店店であるとか、であるとか、であるとか、であるとか、特特特特に関東に関東に関東に関東方方方方面面面面の学校といったようなところに、これをアの学校といったようなところに、これをアの学校といったようなところに、これをアの学校といったようなところに、これをアピピピピールしながールしながールしながールしなが

らららら配布配布配布配布をしておるといったようなをしておるといったようなをしておるといったようなをしておるといったような状況状況状況状況でございます。でございます。でございます。でございます。以以以以上です。上です。上です。上です。

（（（（「「「「会会会会派派派派に１部に１部に１部に１部ずずずずつつつつぐぐぐぐらいらいらいらい届届届届けけけけよ」とよ」とよ」とよ」と呼ぶ呼ぶ呼ぶ呼ぶ者あり）者あり）者あり）者あり）

失礼失礼失礼失礼しました。しました。しました。しました。

○小泉委員○小泉委員○小泉委員○小泉委員 観光観光観光観光庁庁庁庁長長長長官官官官については、そういうことでについては、そういうことでについては、そういうことでについては、そういうことでややややっていただいているということでっていただいているということでっていただいているということでっていただいているということで

ございますので、今ございますので、今ございますので、今ございますので、今後後後後ともまたともまたともまたともまたひひひひとつ県としてとつ県としてとつ県としてとつ県として要要要要望望望望していただきますように、よろしくおしていただきますように、よろしくおしていただきますように、よろしくおしていただきますように、よろしくお
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願いしたいと願いしたいと願いしたいと願いしたいと思思思思います。います。います。います。

もう一つのもう一つのもう一つのもう一つのガガガガイドブッイドブッイドブッイドブックのクのクのクの件件件件なのですなのですなのですなのですけけけけれれれれどどどども、も、も、も、何何何何のののの目的目的目的目的かということだとかということだとかということだとかということだと思思思思うのですうのですうのですうのです。。。。

何何何何のののの目的目的目的目的かとかとかとかと言言言言ったらったらったらったら変変変変ですですですですけけけけれれれれどどどども。ただも。ただも。ただも。ただ単単単単に観光に観光に観光に観光客客客客、、、、修修修修学学学学旅旅旅旅行行行行生生生生をををを来来来来ていただくだていただくだていただくだていただくだけけけけ

ではなしに、ではなしに、ではなしに、ではなしに、ややややはりはりはりはり泊泊泊泊まっていただかなまっていただかなまっていただかなまっていただかなけけけけれれれればばばばいいいいけけけけないというところがないというところがないというところがないというところがややややっっっっぱぱぱぱり主り主り主り主眼眼眼眼ではではではでは

ないかとないかとないかとないかと思思思思うのですよ。そうすると、大うのですよ。そうすると、大うのですよ。そうすると、大うのですよ。そうすると、大体体体体今は交今は交今は交今は交通通通通のののの便便便便がよくなって、東大がよくなって、東大がよくなって、東大がよくなって、東大寺寺寺寺へへへへ行ったり行ったり行ったり行ったり

薬薬薬薬師寺師寺師寺師寺へへへへ行ったり行ったり行ったり行ったり法法法法隆寺隆寺隆寺隆寺へへへへ行ったりして、そして次のところに行ったりして、そして次のところに行ったりして、そして次のところに行ったりして、そして次のところに泊泊泊泊まりに行く、奈良県からまりに行く、奈良県からまりに行く、奈良県からまりに行く、奈良県から

外外外外れていくということになるわれていくということになるわれていくということになるわれていくということになるわけけけけですから、そういうですから、そういうですから、そういうですから、そういうココココースだースだースだースだけけけけではなしに、ではなしに、ではなしに、ではなしに、ややややはりはりはりはり以以以以前前前前

からからからから言言言言われております、いわわれております、いわわれております、いわわれております、いわゆゆゆゆるるるる体体体体験型験型験型験型ををををどどどどうするかと、うするかと、うするかと、うするかと、修修修修学学学学旅旅旅旅行の中で行の中で行の中で行の中で修修修修学学学学旅旅旅旅行行行行生生生生たたたたちちちち

にににに体体体体験験験験をさせていくたをさせていくたをさせていくたをさせていくためめめめに、そういうような内に、そういうような内に、そういうような内に、そういうような内容容容容ののののパンフレットパンフレットパンフレットパンフレットになっているのかになっているのかになっているのかになっているのかどどどどうかうかうかうか

と。と。と。と。例え例え例え例えばばばば学校で学校で学校で学校で体体体体験験験験させるたさせるたさせるたさせるためめめめに、それはに、それはに、それはに、それは例え例え例え例えばばばば今、一今、一今、一今、一生生生生懸懸懸懸命命命命県で県で県で県でややややっていただいていっていただいていっていただいていっていただいてい

ます記ます記ます記ます記紀紀紀紀・・・・万万万万葉葉葉葉プロプロプロプロジジジジェェェェククククトトトトではないですではないですではないですではないですけけけけれれれれどどどども、も、も、も、例え例え例え例えばばばばここの地域にはこういうようここの地域にはこういうようここの地域にはこういうようここの地域にはこういうよう

なななな古古古古事記に関するものがありますよとか、そういったことを知らせながら、事記に関するものがありますよとか、そういったことを知らせながら、事記に関するものがありますよとか、そういったことを知らせながら、事記に関するものがありますよとか、そういったことを知らせながら、例え例え例え例えばばばば文文文文化化化化財財財財

だったらだったらだったらだったら文文文文化化化化財財財財を、奈良をを、奈良をを、奈良をを、奈良をめめめめぐぐぐぐらせていきながら、奈良でらせていきながら、奈良でらせていきながら、奈良でらせていきながら、奈良で泊泊泊泊まると。あるいはまた、昭まると。あるいはまた、昭まると。あるいはまた、昭まると。あるいはまた、昭和和和和

工工工工業業業業団団団団地とか、いろいろな企業とか、地とか、いろいろな企業とか、地とか、いろいろな企業とか、地とか、いろいろな企業とか、伝伝伝伝統工統工統工統工芸品芸品芸品芸品ややややっておられるっておられるっておられるっておられる方方方方 々々々々に対して、こういうに対して、こういうに対して、こういうに対して、こういう

とこがありますよと、こういうとこがありますよと、こういうとこがありますよと、こういうとこがありますよと、こういう体体体体験験験験ができますよというようなができますよというようなができますよというようなができますよというような形形形形で、で、で、で、例え例え例え例えばばばばそこでそこでそこでそこで体体体体験験験験をををを

させて、また奈良県でさせて、また奈良県でさせて、また奈良県でさせて、また奈良県で泊泊泊泊まってまってまってまって帰帰帰帰っていただくと。あるいはっていただくと。あるいはっていただくと。あるいはっていただくと。あるいは農農農農業とか、新谷委員長の地業とか、新谷委員長の地業とか、新谷委員長の地業とか、新谷委員長の地元元元元

だったらおだったらおだったらおだったらお茶茶茶茶がががが有有有有名です名です名です名ですけけけけれれれれどどどども、も、も、も、例え例え例え例えばばばばおおおお茶茶茶茶のののの体体体体験験験験をしてもらうというようないろいろをしてもらうというようないろいろをしてもらうというようないろいろをしてもらうというようないろいろ

なななな形形形形の、いわの、いわの、いわの、いわゆゆゆゆるるるる体体体体験験験験の内の内の内の内容容容容を、を、を、を、ややややはりもっと、つくり上はりもっと、つくり上はりもっと、つくり上はりもっと、つくり上げげげげながら、ながら、ながら、ながら、修修修修学学学学旅旅旅旅行行行行生生生生に対するに対するに対するに対する

パンフレットパンフレットパンフレットパンフレットをつくっていくことが、をつくっていくことが、をつくっていくことが、をつくっていくことが、必要必要必要必要ではないかなとこうではないかなとこうではないかなとこうではないかなとこう思思思思うのですうのですうのですうのですけけけけれれれれどどどども、そうも、そうも、そうも、そう

いういういういう点点点点ではではではではどどどどういうおういうおういうおういうお考え考え考え考えをしておられるのかなということについておをしておられるのかなということについておをしておられるのかなということについておをしておられるのかなということについてお尋ね尋ね尋ね尋ねしておきたいしておきたいしておきたいしておきたい

とととと思思思思います。います。います。います。

○山下ならのにぎわいづくり課長○山下ならのにぎわいづくり課長○山下ならのにぎわいづくり課長○山下ならのにぎわいづくり課長 今、小泉委員がご今、小泉委員がご今、小泉委員がご今、小泉委員がご指指指指摘摘摘摘のとおりでございまして、のとおりでございまして、のとおりでございまして、のとおりでございまして、修修修修学学学学

旅旅旅旅行の行の行の行の誘致誘致誘致誘致という中では、一という中では、一という中では、一という中では、一般的般的般的般的に観光というに観光というに観光というに観光というレレレレベベベベルではなくって、ルではなくって、ルではなくって、ルではなくって、実際実際実際実際に奈良県にに奈良県にに奈良県にに奈良県に来来来来てててて

いただいた学いただいた学いただいた学いただいた学生生生生がががが何何何何らかのらかのらかのらかの体体体体験験験験、、、、文文文文化と化と化と化と融融融融合合合合したしたしたした価値価値価値価値あるあるあるある体体体体験験験験をしてもって、をしてもって、をしてもって、をしてもって、有有有有意意意意義義義義なななな時時時時

間間間間をををを過過過過ごしていただくというのが、一ごしていただくというのが、一ごしていただくというのが、一ごしていただくというのが、一番番番番学校学校学校学校側側側側、、、、修修修修学学学学旅旅旅旅行をする行をする行をする行をする側側側側にとっては一にとっては一にとっては一にとっては一番番番番考え考え考え考えるるるる

ことでございます。ことでございます。ことでございます。ことでございます。

一一一一方方方方、私、私、私、私どどどども行も行も行も行政政政政、奈良県観光を推進する、奈良県観光を推進する、奈良県観光を推進する、奈良県観光を推進する側側側側としては、そういったものを観光としては、そういったものを観光としては、そういったものを観光としては、そういったものを観光側面側面側面側面で一で一で一で一

定とら定とら定とら定とらええええていくというていくというていくというていくという両両両両面面面面があるわがあるわがあるわがあるわけけけけでございますが、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、体体体体験型験型験型験型ののののメニュメニュメニュメニューといーといーといーとい

うのは、おっしうのは、おっしうのは、おっしうのは、おっしゃゃゃゃっていただいているように、っていただいているように、っていただいているように、っていただいているように、喫緊喫緊喫緊喫緊のののの課題課題課題課題といいますか、それをいかにアといいますか、それをいかにアといいますか、それをいかにアといいますか、それをいかにア

ピピピピールしていールしていールしていールしていけけけけるかということが一るかということが一るかということが一るかということが一番重番重番重番重要要要要なななな要要要要素素素素というようにというようにというようにというように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。
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今、今、今、今、ちちちちなみに、今年度になってからですなみに、今年度になってからですなみに、今年度になってからですなみに、今年度になってからですけけけけれれれれどどどども、も、も、も、庁庁庁庁内の関係部局の職員で、いわ内の関係部局の職員で、いわ内の関係部局の職員で、いわ内の関係部局の職員で、いわゆゆゆゆるるるる

修修修修学学学学旅旅旅旅行の行の行の行の誘致誘致誘致誘致ののののプロプロプロプロジジジジェェェェククククトトトトチチチチーーーームムムムを部局を部局を部局を部局横断横断横断横断的的的的に立に立に立に立ちちちち上上上上げげげげさせていただきまして、そさせていただきまして、そさせていただきまして、そさせていただきまして、そ

の中で、の中で、の中で、の中で、旅旅旅旅行業者の行業者の行業者の行業者の目目目目線線線線というようなことではなくて、というようなことではなくて、というようなことではなくて、というようなことではなくて、実際実際実際実際に職員に職員に職員に職員目目目目線線線線から、いかにから、いかにから、いかにから、いかに体体体体験験験験

メニュメニュメニュメニューをーをーをーをどどどどう整う整う整う整ええええていていていていけけけけばばばばよいのかといったようなことも、これはまだ１よいのかといったようなことも、これはまだ１よいのかといったようなことも、これはまだ１よいのかといったようなことも、これはまだ１回回回回、２、２、２、２回回回回、今、今、今、今

年度中に年度中に年度中に年度中に複複複複数数数数回や回や回や回やります。まだ２ります。まだ２ります。まだ２ります。まだ２回回回回しかしかしかしかややややっておりませっておりませっておりませっておりませんんんんが、成が、成が、成が、成果果果果をををを踏踏踏踏ままままええええて、次年度て、次年度て、次年度て、次年度以以以以

降降降降のののの発信発信発信発信素素素素材材材材といいますか、といいますか、といいますか、といいますか、働働働働きかきかきかきかけけけけ素素素素材材材材にしていきたいというようににしていきたいというようににしていきたいというようににしていきたいというように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。

○小泉委員○小泉委員○小泉委員○小泉委員 大大大大体体体体、私の、私の、私の、私の思思思思っているのとっているのとっているのとっているのと同同同同じようなじようなじようなじような方向方向方向方向で県もで県もで県もで県も頑張頑張頑張頑張っていただいているよっていただいているよっていただいているよっていただいているよ

うなうなうなうな感感感感じなのですじなのですじなのですじなのですけけけけれれれれどどどども、も、も、も、具体的具体的具体的具体的ななななメニュメニュメニュメニューをただーをただーをただーをただ単単単単に、ここの県の職員さに、ここの県の職員さに、ここの県の職員さに、ここの県の職員さんんんんがががが考え考え考え考えたたたた

だだだだけけけけではだではだではだではだめめめめなわなわなわなわけけけけでございますから、でございますから、でございますから、でございますから、民間民間民間民間のところでのところでのところでのところでどどどどういうういうういうういうふふふふうにうにうにうに協力協力協力協力をしていただをしていただをしていただをしていただ

くかという、そういうくかという、そういうくかという、そういうくかという、そういう仕仕仕仕組みづくりをきっ組みづくりをきっ組みづくりをきっ組みづくりをきっちちちちりとつくっていかなりとつくっていかなりとつくっていかなりとつくっていかなけけけけれれれればばばば、、、、例え例え例え例えばばばばこういうこういうこういうこういう

ものがありますよといってものがありますよといってものがありますよといってものがありますよといって発信発信発信発信して、ある小学校がして、ある小学校がして、ある小学校がして、ある小学校が来来来来たとする。しかし、それをたとする。しかし、それをたとする。しかし、それをたとする。しかし、それを受受受受けけけけ入れ入れ入れ入れ

ることがることがることがることが十十十十分分分分できないというようなことになれできないというようなことになれできないというようなことになれできないというようなことになればばばばだだだだめめめめになっていくわになっていくわになっていくわになっていくわけけけけですので、そういですので、そういですので、そういですので、そうい

うものをきっうものをきっうものをきっうものをきっちちちちりとつくっていただくというりとつくっていただくというりとつくっていただくというりとつくっていただくというふふふふうに、これはうに、これはうに、これはうに、これは早早早早急急急急にしていかなにしていかなにしていかなにしていかなけけけけれれれればばばば、、、、修修修修

学学学学旅旅旅旅行行行行生生生生対対対対策策策策ではならないだろうし、また、ではならないだろうし、また、ではならないだろうし、また、ではならないだろうし、また、旅旅旅旅行会行会行会行会社社社社だだだだけけけけではなしに、小学校ではなしに、小学校ではなしに、小学校ではなしに、小学校やややや中学校、中学校、中学校、中学校、

あるいはあるいはあるいはあるいは高高高高校のところ校のところ校のところ校のところへ発信へ発信へ発信へ発信をさせていくというようなこともをさせていくというようなこともをさせていくというようなこともをさせていくというようなことも積極積極積極積極的的的的ににににややややっていただきたっていただきたっていただきたっていただきた

いという、これはいという、これはいという、これはいという、これは要要要要望望望望をしておきますので、をしておきますので、をしておきますので、をしておきますので、ひひひひとつよろしくお願いしたいととつよろしくお願いしたいととつよろしくお願いしたいととつよろしくお願いしたいと思思思思います。います。います。います。

○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長 小泉委員、小泉委員、小泉委員、小泉委員、パンフレットパンフレットパンフレットパンフレット、、、、ちちちちょょょょっと今説明しますのでっと今説明しますのでっと今説明しますのでっと今説明しますので早早早早くしてもらおうとくしてもらおうとくしてもらおうとくしてもらおうと

思思思思っていますので。っていますので。っていますので。っていますので。

○今井委員○今井委員○今井委員○今井委員 質問質問質問質問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。

台風１２号の災害復旧の取り組み、いろいろとご台風１２号の災害復旧の取り組み、いろいろとご台風１２号の災害復旧の取り組み、いろいろとご台風１２号の災害復旧の取り組み、いろいろとご苦労苦労苦労苦労されておりますされておりますされておりますされておりますけけけけれれれれどどどども、も、も、も、実実実実は、は、は、は、

この台風の災害になるまこの台風の災害になるまこの台風の災害になるまこの台風の災害になるまええええにににに限限限限界界界界集落集落集落集落の調査に行かれたの調査に行かれたの調査に行かれたの調査に行かれた方方方方、私も行きたかったのですが、、私も行きたかったのですが、、私も行きたかったのですが、、私も行きたかったのですが、

一一一一緒緒緒緒に行に行に行に行けけけけなくて、おなくて、おなくて、おなくて、お話話話話をををを聞聞聞聞かせてもらったことがあります。そこは、そこのかせてもらったことがあります。そこは、そこのかせてもらったことがあります。そこは、そこのかせてもらったことがあります。そこは、そこの集落集落集落集落で４で４で４で４人人人人

しかしかしかしか住住住住んんんんでないと、４でないと、４でないと、４でないと、４人人人人しかしかしかしか住住住住んんんんでない中で、１でない中で、１でない中で、１でない中で、１人人人人がががが欠欠欠欠けけけけたら４たら４たら４たら４人人人人がががが住住住住めめめめなくなるなくなるなくなるなくなる状態状態状態状態がががが、、、、

今今今今起起起起きているというきているというきているというきているというふふふふうにうにうにうに言言言言われておりました。今われておりました。今われておりました。今われておりました。今回回回回、、、、被被被被災を災を災を災を受受受受けけけけましたましたましたました野野野野迫迫迫迫川村な川村な川村な川村などどどどでででで

も５００も５００も５００も５００人人人人というというというという集落集落集落集落のののの状況状況状況状況で、災害がなかったで、災害がなかったで、災害がなかったで、災害がなかった場合場合場合場合でもあと５年、１０年、村が本でもあと５年、１０年、村が本でもあと５年、１０年、村が本でもあと５年、１０年、村が本当当当当にににに

存存存存続できるのかという大きな続できるのかという大きな続できるのかという大きな続できるのかという大きな課題課題課題課題をををを抱抱抱抱ええええているところが大ているところが大ているところが大ているところが大変変変変なななな被被被被災を災を災を災を受受受受けけけけた。その中でのた。その中でのた。その中でのた。その中での

復旧、復興ということになりますので、そういう観復旧、復興ということになりますので、そういう観復旧、復興ということになりますので、そういう観復旧、復興ということになりますので、そういう観点点点点ででででぜひぜひぜひぜひ取り組取り組取り組取り組んんんんでいただきたいといでいただきたいといでいただきたいといでいただきたいとい

うことをお願いしておきたいとうことをお願いしておきたいとうことをお願いしておきたいとうことをお願いしておきたいと思思思思います。います。います。います。

それから、地域振興のところで、市町村のそれから、地域振興のところで、市町村のそれから、地域振興のところで、市町村のそれから、地域振興のところで、市町村の財政財政財政財政のののの支援支援支援支援を県でこのを県でこのを県でこのを県でこの間間間間していただいているしていただいているしていただいているしていただいている

わわわわけけけけですが、全国でですが、全国でですが、全国でですが、全国で赤赤赤赤字字字字のののの団体団体団体団体１３のう１３のう１３のう１３のうちちちち７つが奈良県だったというのがいっとき７つが奈良県だったというのがいっとき７つが奈良県だったというのがいっとき７つが奈良県だったというのがいっとき話話話話題題題題にににに
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なりましたなりましたなりましたなりましたけけけけれれれれどどどども、このも、このも、このも、この間間間間のののの支援支援支援支援で、今で、今で、今で、今現状現状現状現状ではではではではどどどどんんんんななななふふふふうにうにうにうに改善改善改善改善されてきているのかされてきているのかされてきているのかされてきているのか、、、、

わかりましたらおわかりましたらおわかりましたらおわかりましたらお伺伺伺伺いをしたいといをしたいといをしたいといをしたいと思思思思います。います。います。います。

それと、それと、それと、それと、産官産官産官産官学の学の学の学の連携連携連携連携の関係で、の関係で、の関係で、の関係で、先端的研究支援先端的研究支援先端的研究支援先端的研究支援事業と、それから事業と、それから事業と、それから事業と、それから早早早早稲田大学との稲田大学との稲田大学との稲田大学との連携連携連携連携

という事業がありますが、という事業がありますが、という事業がありますが、という事業がありますが、具体的具体的具体的具体的にはにはにはにはどどどどのような中のような中のような中のような中身身身身だったのかおだったのかおだったのかおだったのかお尋ね尋ね尋ね尋ねしたいとしたいとしたいとしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。

それから、それから、それから、それから、民民民民俗俗俗俗博博博博物館物館物館物館です。です。です。です。利利利利用用用用状況状況状況状況もももも見見見見ましたら、ましたら、ましたら、ましたら、利利利利用も減ってきているということ用も減ってきているということ用も減ってきているということ用も減ってきているということ

ですですですですけけけけれれれれどどどども、も、も、も、施設施設施設施設もかなりもかなりもかなりもかなり老朽老朽老朽老朽化しているという化しているという化しているという化しているという点点点点があるとがあるとがあるとがあると思思思思いますが、奈良県のいますが、奈良県のいますが、奈良県のいますが、奈良県の人人人人 々々々々

のののの暮暮暮暮らしを知るという上では、大らしを知るという上では、大らしを知るという上では、大らしを知るという上では、大変貴変貴変貴変貴重重重重なななな施設施設施設施設であるとであるとであるとであると思思思思っております。っております。っております。っております。重重重重要文要文要文要文化化化化財財財財のののの民民民民

家家家家とか大とか大とか大とか大和和和和のののの家家家家そのものを学そのものを学そのものを学そのものを学ぶぶぶぶ場場場場所でもありますし、一所でもありますし、一所でもありますし、一所でもありますし、一番番番番大事な大事な大事な大事な情情情情報報報報発信発信発信発信のののの場場場場としては、としては、としては、としては、

木木木木のののの文文文文化を知らせるという化を知らせるという化を知らせるという化を知らせるという意意意意味味味味でも、このでも、このでも、このでも、この民民民民俗俗俗俗博博博博物館物館物館物館というのは大というのは大というのは大というのは大変変変変大事な大事な大事な大事な場場場場所ではない所ではない所ではない所ではない

かとかとかとかと思思思思います。います。います。います。家家家家にににに眠眠眠眠っておりますたくさっておりますたくさっておりますたくさっておりますたくさんんんんのののの貴貴貴貴重重重重なななな民具民具民具民具ななななどどどどがががが持持持持ちちちち込込込込まれるということまれるということまれるということまれるということ

ですですですですけけけけれれれれどどどども、も、も、も、実際実際実際実際はははは受受受受けけけけ入れのスペースもないのでお入れのスペースもないのでお入れのスペースもないのでお入れのスペースもないのでお断断断断りをしているのがりをしているのがりをしているのがりをしているのが多多多多いというおいというおいというおいというお

話話話話もももも聞聞聞聞いておりますが、たくさいておりますが、たくさいておりますが、たくさいておりますが、たくさんんんん抱抱抱抱ええええておりますそうしたておりますそうしたておりますそうしたておりますそうした資料資料資料資料をををを展示展示展示展示できるスペースとかできるスペースとかできるスペースとかできるスペースとか、、、、

特特特特別別別別展展展展のときとか本のときとか本のときとか本のときとか本当当当当にににに限限限限られておりまして、もっとられておりまして、もっとられておりまして、もっとられておりまして、もっとホホホホーーーームムムムページなページなページなページなどどどどをををを使使使使いまして、そいまして、そいまして、そいまして、そ

れれれれぞぞぞぞれのれのれのれの持持持持っておりますっておりますっておりますっております資料資料資料資料ななななどどどどがたくさがたくさがたくさがたくさんんんんのののの人人人人にににに見見見見ていただていただていただていただけけけけるような、そういうるような、そういうるような、そういうるような、そういう仕方仕方仕方仕方

はははは必要必要必要必要ではないかとではないかとではないかとではないかと思思思思いますので、いますので、いますので、いますので、ぜひぜひぜひぜひそれについてはそれについてはそれについてはそれについては考え考え考え考えていただていただていただていただけけけけないかとないかとないかとないかと思思思思いますいますいますいます。。。。

それと、それと、それと、それと、ややややはり奈良県で、地はり奈良県で、地はり奈良県で、地はり奈良県で、地味味味味ではありますではありますではありますではありますけけけけれれれれどどどども、も、も、も、ずずずずっと大事なっと大事なっと大事なっと大事な役割役割役割役割をしておりましをしておりましをしておりましをしておりまし

たたたた施設施設施設施設ですので、もうですので、もうですので、もうですので、もう少少少少しししし手手手手を入れて光らせるということがを入れて光らせるということがを入れて光らせるということがを入れて光らせるということが必要必要必要必要ではないかとではないかとではないかとではないかと思思思思います。います。います。います。

そのそのそのその点点点点につきましておにつきましておにつきましておにつきましてお尋ね尋ね尋ね尋ねしたいとしたいとしたいとしたいと思思思思います。います。います。います。

それと、観光のことですそれと、観光のことですそれと、観光のことですそれと、観光のことですけけけけれれれれどどどども、も、も、も、家家家家族族族族ななななどどどどで観光に行くで観光に行くで観光に行くで観光に行く場合場合場合場合に、子に、子に、子に、子どどどどもが行きたいもが行きたいもが行きたいもが行きたい場場場場

所に所に所に所に親親親親がついていくというようなのががついていくというようなのががついていくというようなのががついていくというようなのが結構結構結構結構あるとあるとあるとあると思思思思うのです。また、お年うのです。また、お年うのです。また、お年うのです。また、お年寄寄寄寄りとかりとかりとかりとか言え言え言え言えばばばば、、、、

もうもうもうもう余余余余りりりり余命余命余命余命長くない長くない長くない長くないけけけけれれれれどどどどももももどどどどっかに行きたいというようなっかに行きたいというようなっかに行きたいというようなっかに行きたいというような方方方方もたくさもたくさもたくさもたくさんんんんおられて、みおられて、みおられて、みおられて、み

んんんんなでなでなでなで最後最後最後最後の願いをかなの願いをかなの願いをかなの願いをかなええええててててややややりたいとか、いろいろそりたいとか、いろいろそりたいとか、いろいろそりたいとか、いろいろそんんんんなことでなことでなことでなことで連連連連れていくということれていくということれていくということれていくということ

もあるともあるともあるともあると思思思思うのですうのですうのですうのですけけけけれれれれどどどども、すも、すも、すも、すべべべべてのてのてのての人人人人にににに優優優優しい奈良県の観光というしい奈良県の観光というしい奈良県の観光というしい奈良県の観光という視視視視点点点点はははは必要必要必要必要だとだとだとだと思思思思

います。います。います。います。

以以以以前前前前にににに鳥鳥鳥鳥羽羽羽羽に行きましたときに、に行きましたときに、に行きましたときに、に行きましたときに、近鉄近鉄近鉄近鉄鳥鳥鳥鳥羽羽羽羽駅駅駅駅をおりますとをおりますとをおりますとをおりますとベベベベビビビビーーーーカカカカーーーーやややや車車車車いすをいすをいすをいすを駅前駅前駅前駅前でででで

すすすすぐぐぐぐにににに貸貸貸貸し出しをしてくれるというし出しをしてくれるというし出しをしてくれるというし出しをしてくれるという場場場場所な所な所な所などどどどもありました。もありました。もありました。もありました。

それから、それから、それから、それから、人工人工人工人工透透透透析析析析をををを受受受受けけけけているているているている方方方方ががががどどどどこかに行きたいとこかに行きたいとこかに行きたいとこかに行きたいと思思思思いましても、いましても、いましても、いましても、近近近近くにくにくにくに透透透透析析析析をををを

してくれるしてくれるしてくれるしてくれる施設施設施設施設があるというがあるというがあるというがあるという情情情情報も一報も一報も一報も一緒緒緒緒にあれにあれにあれにあれば宿泊ば宿泊ば宿泊ば宿泊ができるとか。ができるとか。ができるとか。ができるとか。例え例え例え例えばホばホばホばホテテテテルのルのルのルのベベベベッッッッ

ドドドド、、、、電動ベ電動ベ電動ベ電動ベッドッドッドッドをををを貸貸貸貸してくれるようなところがわかるというしてくれるようなところがわかるというしてくれるようなところがわかるというしてくれるようなところがわかるという情情情情報もありましたら報もありましたら報もありましたら報もありましたら安心安心安心安心してしてしてして

連連連連れていれていれていれていけけけけたり、子たり、子たり、子たり、子どどどどもさもさもさもさんんんんでしたらアでしたらアでしたらアでしたらアレレレレルルルルギギギギーのーのーのーの食食食食事とか事とか事とか事とか離乳食離乳食離乳食離乳食とか、お年とか、お年とか、お年とか、お年寄寄寄寄りのりのりのりの方方方方でででで
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あれあれあれあればばばば、そうした対、そうした対、そうした対、そうした対応応応応できるようなできるようなできるようなできるようなメニュメニュメニュメニューというようなものもあれーというようなものもあれーというようなものもあれーというようなものもあればばばば助かるのではない助かるのではない助かるのではない助かるのではない

かとかとかとかと思思思思います。います。います。います。

海外海外海外海外ななななどどどどに行きましても、一に行きましても、一に行きましても、一に行きましても、一番番番番困困困困るのがるのがるのがるのがメニュメニュメニュメニューをーをーをーを見見見見ても、一ても、一ても、一ても、一体体体体それがそれがそれがそれがどどどどんんんんなななな食べ食べ食べ食べ物物物物かかかか

がわからないというのがありますので、がわからないというのがありますので、がわからないというのがありますので、がわからないというのがありますので、例え例え例え例えばばばば奈良県の奈良県の奈良県の奈良県の食堂食堂食堂食堂にはいろにはいろにはいろにはいろんんんんなななな外外外外国国国国語語語語ののののメニュメニュメニュメニュ

ーがそろっているとか、ーがそろっているとか、ーがそろっているとか、ーがそろっているとか、点点点点字字字字ののののメニュメニュメニュメニューがそろっているとか、そうしたーがそろっているとか、そうしたーがそろっているとか、そうしたーがそろっているとか、そうした情情情情報とか、報とか、報とか、報とか、車車車車いすいすいすいす

ややややベベベベビビビビーーーーカカカカーでも行ーでも行ーでも行ーでも行けけけけるるるるトイレトイレトイレトイレのののの案案案案内、そうした内、そうした内、そうした内、そうした情情情情報を報を報を報を発信発信発信発信することで、たくさすることで、たくさすることで、たくさすることで、たくさんんんんのののの方方方方にににに

来来来来てもらてもらてもらてもらええええる奈良県になるのではないかとる奈良県になるのではないかとる奈良県になるのではないかとる奈良県になるのではないかと思思思思います。そのいます。そのいます。そのいます。その点点点点で、で、で、で、ぜひぜひぜひぜひどどどどんんんんななななふふふふうにうにうにうに考え考え考え考えてててて

おられるのかおおられるのかおおられるのかおおられるのかお尋ね尋ね尋ね尋ねしたいとしたいとしたいとしたいと思思思思います。います。います。います。

それと、県それと、県それと、県それと、県庁庁庁庁のののの前前前前でよくせでよくせでよくせでよくせんんんんとくとくとくとくんんんんと一と一と一と一緒緒緒緒にににに写真写真写真写真をををを撮撮撮撮っている観光っている観光っている観光っている観光客客客客のののの方方方方をををを見見見見るわるわるわるわけけけけでででで

すすすすけけけけれれれれどどどども、あそこにも、あそこにも、あそこにも、あそこにどどどどこのこのこのこの場場場場所で所で所で所で何何何何年の年の年の年の何何何何月という記念月という記念月という記念月という記念写真撮写真撮写真撮写真撮るときに、よく立てるときに、よく立てるときに、よく立てるときに、よく立て看板看板看板看板

がががが置置置置いてあるところがありますが、そういうのをついてあるところがありますが、そういうのをついてあるところがありますが、そういうのをついてあるところがありますが、そういうのをつけけけけてもらったら、てもらったら、てもらったら、てもらったら、皆皆皆皆ささささんんんん一一一一緒緒緒緒にににに写真写真写真写真をををを

撮撮撮撮ったときに、ったときに、ったときに、ったときに、どどどどこでこでこでこで写真写真写真写真をををを撮撮撮撮ったのかがわかるかともったのかがわかるかともったのかがわかるかともったのかがわかるかとも思思思思います。います。います。います。ガガガガーーーードドドドママママンンンンのののの人人人人とかとかとかとか受受受受

付の付の付の付の方方方方、もう、もう、もう、もう少少少少し奈良らしいようなし奈良らしいようなし奈良らしいようなし奈良らしいような衣装衣装衣装衣装ななななどどどどをしていただいたら、一つの観光スをしていただいたら、一つの観光スをしていただいたら、一つの観光スをしていただいたら、一つの観光スポットポットポットポットにににに

もなるのではないかともなるのではないかともなるのではないかともなるのではないかと思思思思いますので、そのいますので、そのいますので、そのいますので、その点点点点ででででどどどどんんんんななななふふふふうにおうにおうにおうにお考え考え考え考えかおかおかおかお伺伺伺伺いしたいといしたいといしたいといしたいと思思思思いいいい

ます。ます。ます。ます。

○高野市町村振興課長○高野市町村振興課長○高野市町村振興課長○高野市町村振興課長 市町村市町村市町村市町村財政財政財政財政について、よくなっているのかというごについて、よくなっているのかというごについて、よくなっているのかというごについて、よくなっているのかというご質問質問質問質問かとかとかとかと思思思思いいいい

ます。ます。ます。ます。

一つは、一つは、一つは、一つは、実実実実質質質質収収収収支支支支、、、、赤赤赤赤字字字字、、、、黒黒黒黒字字字字のののの話話話話ですですですですけけけけれれれれどどどども、それにつきましては、平成２０年のも、それにつきましては、平成２０年のも、それにつきましては、平成２０年のも、それにつきましては、平成２０年の

決算で全国で１９市町村のう決算で全国で１９市町村のう決算で全国で１９市町村のう決算で全国で１９市町村のうちちちち、奈良県に７市町村あったと、それが平成２１年には、全、奈良県に７市町村あったと、それが平成２１年には、全、奈良県に７市町村あったと、それが平成２１年には、全、奈良県に７市町村あったと、それが平成２１年には、全

国１３市町村のう国１３市町村のう国１３市町村のう国１３市町村のうちちちち５市町村が奈良にあったというような５市町村が奈良にあったというような５市町村が奈良にあったというような５市町村が奈良にあったというような状況状況状況状況でございました。でございました。でございました。でございました。

ついついついつい先先先先日、国で全国の日、国で全国の日、国で全国の日、国で全国の状況状況状況状況速速速速報が平成２２年度の決算が出たのです報が平成２２年度の決算が出たのです報が平成２２年度の決算が出たのです報が平成２２年度の決算が出たのですけけけけれれれれどどどども、これも、これも、これも、これ見見見見てててて

おりますと、平成２１年度全国１３おりますと、平成２１年度全国１３おりますと、平成２１年度全国１３おりますと、平成２１年度全国１３団体団体団体団体あったあったあったあった赤赤赤赤字字字字団体団体団体団体が平成２２年度は８が平成２２年度は８が平成２２年度は８が平成２２年度は８団体団体団体団体に減ってに減ってに減ってに減って

おるということです。県内におきましても、おるということです。県内におきましても、おるということです。県内におきましても、おるということです。県内におきましても、桜桜桜桜井市と平井市と平井市と平井市と平群群群群町が町が町が町が黒黒黒黒字字字字になるということで２になるということで２になるということで２になるということで２

団体団体団体団体減る減る減る減る予予予予定ということになってございます。定ということになってございます。定ということになってございます。定ということになってございます。

それから、平成２０年度から平成２１年度それから、平成２０年度から平成２１年度それから、平成２０年度から平成２１年度それから、平成２０年度から平成２１年度へへへへの決算ですの決算ですの決算ですの決算ですけけけけれれれれどどどども、経も、経も、経も、経常常常常収収収収支支支支比比比比率率率率につきにつきにつきにつき

ましても、ましても、ましても、ましても、ワワワワースースースーストトトトワワワワンンンンからからからから脱脱脱脱却却却却したというしたというしたというしたという話話話話がございまして、さらにがございまして、さらにがございまして、さらにがございまして、さらに状況状況状況状況がよくなってがよくなってがよくなってがよくなって

いるいるいるいる幅幅幅幅はははは非非非非常常常常に大きくなっているということで、一定のに大きくなっているということで、一定のに大きくなっているということで、一定のに大きくなっているということで、一定の効効効効果果果果が出ているというが出ているというが出ているというが出ているというふふふふうにうにうにうに考え考え考え考え

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

○田中地域振興部長○田中地域振興部長○田中地域振興部長○田中地域振興部長 民民民民俗俗俗俗博博博博物館物館物館物館のののの件件件件につきましては、おにつきましては、おにつきましては、おにつきましては、お答答答答ええええいたします。いたします。いたします。いたします。

今井委員からも今井委員からも今井委員からも今井委員からも貴貴貴貴重重重重なななな資料資料資料資料をたくさをたくさをたくさをたくさんんんんごごごご寄寄寄寄贈贈贈贈いただいているといういただいているといういただいているといういただいているというふふふふうにうにうにうに聞聞聞聞き及き及き及き及んんんんでおでおでおでお
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ります。おかります。おかります。おかります。おかげげげげさまで、さまで、さまで、さまで、少少少少し中し中し中し中心心心心部から部から部から部から外外外外れたところにありますが、そのれたところにありますが、そのれたところにありますが、そのれたところにありますが、その重重重重要要要要性を性を性を性を皆皆皆皆様方様方様方様方

にご理にご理にご理にご理解解解解いただいて、たくさいただいて、たくさいただいて、たくさいただいて、たくさんんんんのののの資料資料資料資料がががが集集集集まってきております。それでも、まってきております。それでも、まってきております。それでも、まってきております。それでも、季季季季節とか、そ節とか、そ節とか、そ節とか、そ

れかられかられかられから歴史歴史歴史歴史のののの流流流流れとか、それかられとか、それかられとか、それかられとか、それからテテテテーマ、それらにーマ、それらにーマ、それらにーマ、それらに沿沿沿沿ったったったった展示展示展示展示をををを幾幾幾幾度となく開度となく開度となく開度となく開催催催催をしていをしていをしていをしてい

るのですが、るのですが、るのですが、るのですが、情情情情報報報報発信力発信力発信力発信力がががが非非非非常常常常にににに弱弱弱弱いということはいということはいということはいということは確確確確かでございます。今かでございます。今かでございます。今かでございます。今後後後後もももも皆皆皆皆様方様方様方様方のののの貴貴貴貴

重重重重なそういうなそういうなそういうなそういう資料資料資料資料をををを有効有効有効有効に活用させていただいて、に活用させていただいて、に活用させていただいて、に活用させていただいて、民民民民俗俗俗俗博博博博物館物館物館物館のののの重重重重要要要要性を全国に性を全国に性を全国に性を全国に発信発信発信発信をしをしをしをし

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。

○清水地域政策課長○清水地域政策課長○清水地域政策課長○清水地域政策課長 奈良県奈良県奈良県奈良県先端的研究支援先端的研究支援先端的研究支援先端的研究支援事業についてお事業についてお事業についてお事業についてお尋ね尋ね尋ね尋ねいただいたいただいたいただいたいただいた件件件件でございまでございまでございまでございま

す。す。す。す。

この事業につきましては、奈良この事業につきましては、奈良この事業につきましては、奈良この事業につきましては、奈良先端先端先端先端科科科科学学学学技技技技術術術術大学大学大学大学院院院院大学が中大学が中大学が中大学が中心心心心となって行うとなって行うとなって行うとなって行う先端的先端的先端的先端的なななな共共共共

同研究同研究同研究同研究についてについてについてについて支援支援支援支援をするものでございまして、奈良をするものでございまして、奈良をするものでございまして、奈良をするものでございまして、奈良先端先端先端先端科科科科学学学学技技技技術術術術大学大学大学大学院院院院大学から大学から大学から大学から提提提提案案案案ささささ

れました５つのれました５つのれました５つのれました５つの研究テ研究テ研究テ研究テーマにつきまして、その事業費の一部をーマにつきまして、その事業費の一部をーマにつきまして、その事業費の一部をーマにつきまして、その事業費の一部を支援支援支援支援するというものでござするというものでござするというものでござするというものでござ

います。います。います。います。

奈良奈良奈良奈良先端先端先端先端科科科科学学学学技技技技術術術術大学大学大学大学院院院院大学に対しまして、基金を造成する大学に対しまして、基金を造成する大学に対しまして、基金を造成する大学に対しまして、基金を造成する形形形形で平成２２年度から平成で平成２２年度から平成で平成２２年度から平成で平成２２年度から平成

２４年度の事業として行っていただくこととなっております。２４年度の事業として行っていただくこととなっております。２４年度の事業として行っていただくこととなっております。２４年度の事業として行っていただくこととなっております。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○福井文化・教育課長○福井文化・教育課長○福井文化・教育課長○福井文化・教育課長 早早早早稲田大学との稲田大学との稲田大学との稲田大学との連携連携連携連携事業につきましてご説明申し上事業につきましてご説明申し上事業につきましてご説明申し上事業につきましてご説明申し上げげげげます。ます。ます。ます。

平成２０年１２月に平成２０年１２月に平成２０年１２月に平成２０年１２月に提携提携提携提携しましたしましたしましたしました早早早早稲田大学との稲田大学との稲田大学との稲田大学との連携協連携協連携協連携協定に基づきまして、平成２１年定に基づきまして、平成２１年定に基づきまして、平成２１年定に基づきまして、平成２１年

度からス度からス度からス度からスタタタターーーートトトトしているものでございます。しているものでございます。しているものでございます。しているものでございます。早早早早稲田大学の知稲田大学の知稲田大学の知稲田大学の知的資源的資源的資源的資源を活用することによりを活用することによりを活用することによりを活用することにより、、、、

県県県県政政政政のののの特特特特定定定定課題課題課題課題に対に対に対に対応応応応していくことをしていくことをしていくことをしていくことを目目目目途途途途にににに実施実施実施実施しているものでございまして、４事業、しているものでございまして、４事業、しているものでございまして、４事業、しているものでございまして、４事業、

８００万円の委８００万円の委８００万円の委８００万円の委託託託託でででで実施実施実施実施したところでございます。したところでございます。したところでございます。したところでございます。

全事業の、ここの調査全事業の、ここの調査全事業の、ここの調査全事業の、ここの調査テテテテーマは、１ーマは、１ーマは、１ーマは、１点目点目点目点目が、県内が、県内が、県内が、県内社寺社寺社寺社寺等に等に等に等に伝伝伝伝わるわるわるわる美術品美術品美術品美術品の調査の調査の調査の調査研究研究研究研究、２、２、２、２

点目点目点目点目は、は、は、は、門門門門前前前前町の町の町の町の景景景景観ま観ま観ま観まちちちちづくり、これはづくり、これはづくり、これはづくり、これは桜桜桜桜井市の井市の井市の井市の初瀬初瀬初瀬初瀬地地地地区区区区でででで実施実施実施実施しております。また、しております。また、しております。また、しております。また、

３３３３点目点目点目点目は、記は、記は、記は、記紀紀紀紀からからからから探探探探す奈良のす奈良のす奈良のす奈良の魅魅魅魅力力力力、観光、観光、観光、観光素素素素材材材材の調査、そして４事業の調査、そして４事業の調査、そして４事業の調査、そして４事業目目目目がががが吉野吉野吉野吉野材材材材をををを生生生生かしかしかしかし

たたたた木木木木質質質質空空空空間デ間デ間デ間デザザザザインインインインのののの提提提提案案案案の４つでございます。の４つでございます。の４つでございます。の４つでございます。

○村上ならの魅力創造課長○村上ならの魅力創造課長○村上ならの魅力創造課長○村上ならの魅力創造課長 奈良県観光の推進を奈良県観光の推進を奈良県観光の推進を奈良県観光の推進を図図図図っていく上で、っていく上で、っていく上で、っていく上で、身身身身体体体体障障障障害者の害者の害者の害者の方や高方や高方や高方や高齢齢齢齢

者、また者、また者、また者、また赤赤赤赤ちちちちゃゃゃゃんんんん連連連連れのれのれのれの方方方方ななななどどどど、広くとら、広くとら、広くとら、広くとらええええててててハハハハンデンデンデンディキャィキャィキャィキャップップップップあるあるあるある方方方方についての観光振についての観光振についての観光振についての観光振

興を興を興を興を図図図図っていく上で対っていく上で対っていく上で対っていく上で対応応応応するのがするのがするのがするのが非非非非常常常常に大事ではないのかということだとに大事ではないのかということだとに大事ではないのかということだとに大事ではないのかということだと思思思思いますいますいますいますけけけけれれれれどどどど

も、も、も、も、ババババリリリリアアアアフフフフリリリリーに関するーに関するーに関するーに関する情情情情報の報の報の報の提供や提供や提供や提供や、、、、人的人的人的人的なななな支援支援支援支援といったといったといったといったソソソソフトフトフトフト対対対対応応応応事業も事業も事業も事業も非非非非常常常常にににに重重重重

要要要要なななな課題課題課題課題であるとであるとであるとであると考え考え考え考えております。ております。ております。ております。

そうしたことから、平成２２年度には観光そうしたことから、平成２２年度には観光そうしたことから、平成２２年度には観光そうしたことから、平成２２年度には観光ババババリリリリアアアアフフフフリリリリーマーマーマーマップップップップをををを作作作作成いたしまして、県成いたしまして、県成いたしまして、県成いたしまして、県

内の内の内の内の障障障障害を害を害を害を持持持持つつつつ人や高人や高人や高人や高齢齢齢齢者はじ者はじ者はじ者はじめめめめ、す、す、す、すべべべべてのてのてのての人人人人がががが安心安心安心安心して県内各地に出かして県内各地に出かして県内各地に出かして県内各地に出かけけけけられるようにられるようにられるようにられるように、、、、
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寺社寺社寺社寺社やややや観光観光観光観光施設施設施設施設、、、、宿泊宿泊宿泊宿泊施設施設施設施設ののののババババリリリリア対ア対ア対ア対応状況応状況応状況応状況を調査してを調査してを調査してを調査して掲掲掲掲載載載載したものでございまして、観したものでございまして、観したものでございまして、観したものでございまして、観

光光光光案案案案内所内所内所内所や道や道や道や道のののの駅駅駅駅、東、東、東、東京京京京の奈良まほろの奈良まほろの奈良まほろの奈良まほろば館ば館ば館ば館でもでもでもでも配布配布配布配布しているところでございます。しているところでございます。しているところでございます。しているところでございます。

その中には、その中には、その中には、その中には、車車車車いすのいすのいすのいすの貸貸貸貸し出しがありますとか、アし出しがありますとか、アし出しがありますとか、アし出しがありますとか、アレレレレルルルルギギギギーーーーメニュメニュメニュメニューだとーだとーだとーだと思思思思うのですがうのですがうのですがうのですが、、、、

特特特特別別別別食食食食、、、、依依依依頼頼頼頼があれがあれがあれがあればばばば特特特特別別別別食食食食メニュメニュメニュメニュー対ー対ー対ー対応応応応できますというようなできますというようなできますというようなできますというような旅館旅館旅館旅館ややややホホホホテテテテルのルのルのルの状況状況状況状況もももも掲掲掲掲

載載載載してございますが、私の記してございますが、私の記してございますが、私の記してございますが、私の記憶憶憶憶のののの限限限限り、り、り、り、電動ベ電動ベ電動ベ電動ベッドッドッドッドがあるかがあるかがあるかがあるかどどどどうかという調査はした記うかという調査はした記うかという調査はした記うかという調査はした記憶憶憶憶

がございませがございませがございませがございませんんんんので、それは今ので、それは今ので、それは今ので、それは今後後後後のののの課題課題課題課題ということにさせていただきたいとということにさせていただきたいとということにさせていただきたいとということにさせていただきたいと思思思思います。います。います。います。

また、また、また、また、昨昨昨昨年１２月には県の年１２月には県の年１２月には県の年１２月には県の支援支援支援支援によりによりによりによりババババリリリリアアアアフフフフリリリリー観光ー観光ー観光ー観光案案案案内所というものが奈良市内所というものが奈良市内所というものが奈良市内所というものが奈良市下三下三下三下三

条条条条町に開町に開町に開町に開設設設設されておりまして、されておりまして、されておりまして、されておりまして、ババババリリリリアアアアフフフフリリリリー観光のごー観光のごー観光のごー観光のご相談相談相談相談やややや問問問問いいいい合合合合わせ、わせ、わせ、わせ、専専専専用用用用ホホホホーーーームムムムペーペーペーペー

ジの開ジの開ジの開ジの開設設設設、、、、支援支援支援支援のスのスのスのスタタタタッフッフッフッフに県が取り組に県が取り組に県が取り組に県が取り組んんんんでいるところでございます。ここにつきましてでいるところでございます。ここにつきましてでいるところでございます。ここにつきましてでいるところでございます。ここにつきまして

は、は、は、は、例え例え例え例えばタばタばタばタククククシシシシーのーのーのーの手手手手配配配配が５２５円でありますとか、が５２５円でありますとか、が５２５円でありますとか、が５２５円でありますとか、旅館旅館旅館旅館のののの手手手手配配配配が１，０００円が１，０００円が１，０００円が１，０００円幾幾幾幾らでらでらでらで

ありますとかいうことで、ありますとかいうことで、ありますとかいうことで、ありますとかいうことで、有有有有料料料料ではございますではございますではございますではございますけけけけれれれれどどどども、そういうも、そういうも、そういうも、そういう手手手手配配配配をするとともに、をするとともに、をするとともに、をするとともに、

同同同同行観光の行観光の行観光の行観光の依依依依頼頼頼頼があったがあったがあったがあった場合場合場合場合ははははタタタタククククシシシシーにーにーにーに同同同同乗乗乗乗してしてしてして同同同同行観光するという組行観光するという組行観光するという組行観光するという組織織織織をををを支援支援支援支援いたしいたしいたしいたし

ております。ております。ております。ております。

また、本年９月、また、本年９月、また、本年９月、また、本年９月、最最最最近近近近ですですですですけけけけれれれれどどどども、も、も、も、点点点点字字字字で奈良大で奈良大で奈良大で奈良大和和和和路路路路観光観光観光観光ガガガガイドブッイドブッイドブッイドブックをクをクをクを作作作作成したと成したと成したと成したと

ころでございまして、これはころでございまして、これはころでございまして、これはころでございまして、これは視視視視聴覚障聴覚障聴覚障聴覚障害の害の害の害の方方方方にも奈良観光を知っていただくきっかにも奈良観光を知っていただくきっかにも奈良観光を知っていただくきっかにも奈良観光を知っていただくきっかけけけけになになになにな

るよう、県内のるよう、県内のるよう、県内のるよう、県内の支援支援支援支援学校、学校、学校、学校、盲聾盲聾盲聾盲聾学校学校学校学校初初初初めめめめ全国の全国の全国の全国の盲聾盲聾盲聾盲聾学校、学校、学校、学校、公公公公立立立立図図図図書書書書館館館館等に等に等に等に配布配布配布配布したところしたところしたところしたところ

でございます。これでございます。これでございます。これでございます。これ現現現現物物物物ですですですですけけけけれれれれどどどども、全２も、全２も、全２も、全２巻巻巻巻、、、、社社社社団法人団法人団法人団法人奈良県奈良県奈良県奈良県視視視視覚障覚障覚障覚障害者害者害者害者福祉福祉福祉福祉協協協協会にお会にお会にお会にお

願いしまして、願いしまして、願いしまして、願いしまして、非非非非常常常常にににに格格格格安安安安でつくっていただきまして、でつくっていただきまして、でつくっていただきまして、でつくっていただきまして、先先先先日もこの日もこの日もこの日もこのガガガガイドブッイドブッイドブッイドブックにつきまクにつきまクにつきまクにつきま

しては、奈良市でしては、奈良市でしては、奈良市でしては、奈良市で視視視視聴覚障聴覚障聴覚障聴覚障害者サ害者サ害者サ害者サポポポポーーーートトトトボボボボランテランテランテランティィィィアのアのアのアの方方方方から、東から、東から、東から、東京京京京からのからのからのからのググググルールールーループプププのののの案案案案

内に活用しますと、ありがとうございましたというようなお内に活用しますと、ありがとうございましたというようなお内に活用しますと、ありがとうございましたというようなお内に活用しますと、ありがとうございましたというようなお礼礼礼礼のののの手紙手紙手紙手紙もいただいておりまもいただいておりまもいただいておりまもいただいておりま

す。また、す。また、す。また、す。また、電話電話電話電話でもごでもごでもごでもご紹介紹介紹介紹介、またお、またお、またお、またお礼礼礼礼のののの電話電話電話電話もかかっているところでございます。今もかかっているところでございます。今もかかっているところでございます。今もかかっているところでございます。今後後後後もももも、、、、

おもてなしのさらなるおもてなしのさらなるおもてなしのさらなるおもてなしのさらなる向向向向上は、奈良県観光、上は、奈良県観光、上は、奈良県観光、上は、奈良県観光、どどどどこの観光でもそうだとこの観光でもそうだとこの観光でもそうだとこの観光でもそうだと思思思思いますいますいますいますけけけけれれれれどどどども、も、も、も、

地域地域地域地域間間間間競争競争競争競争にににに勝勝勝勝っていくたっていくたっていくたっていくためめめめにも大にも大にも大にも大変変変変重重重重要要要要なななな課題課題課題課題であるとであるとであるとであると思思思思いますので、県と観光事業者いますので、県と観光事業者いますので、県と観光事業者いますので、県と観光事業者

がががが共同共同共同共同して取り組して取り組して取り組して取り組んんん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存存存存じます。じます。じます。じます。

あと、せあと、せあと、せあと、せんんんんとくとくとくとくんんんんののののフフフフィィィィギギギギュュュュアのアのアのアの横横横横に立てに立てに立てに立て看板看板看板看板をををを置置置置くというごくというごくというごくというご提提提提案案案案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れれれどどどど

も、立ても、立ても、立ても、立て看板看板看板看板等につきましては、等につきましては、等につきましては、等につきましては、庁庁庁庁舎舎舎舎管理管理管理管理規則規則規則規則で定で定で定で定めめめめられておりますので、これにつきまられておりますので、これにつきまられておりますので、これにつきまられておりますので、これにつきま

しては、管しては、管しては、管しては、管財課財課財課財課のののの方方方方とごとごとごとご相談相談相談相談させていただきたいとさせていただきたいとさせていただきたいとさせていただきたいと思思思思います。います。います。います。

さらに、さらに、さらに、さらに、ちちちちょょょょっと一っと一っと一っと一括括括括してしてしてして答答答答ええええさせていただきますさせていただきますさせていただきますさせていただきますけけけけれれれれどどどども、も、も、も、ガガガガーーーードドドドママママンンンンのののの制制制制服服服服でござでござでござでござ

いますいますいますいますけけけけれれれれどどどども、そのような観も、そのような観も、そのような観も、そのような観点点点点もももも重重重重要要要要だとはだとはだとはだとは思思思思いますいますいますいますけけけけれれれれどどどども、正も、正も、正も、正面面面面玄玄玄玄関の関の関の関のガガガガーーーードドドドママママンンンン

の業務につきましては、正の業務につきましては、正の業務につきましては、正の業務につきましては、正面面面面玄玄玄玄関での関での関での関での人人人人、、、、シカシカシカシカ、、、、自自自自動車動車動車動車のののの安安安安全全全全確保確保確保確保というのが第一の業務というのが第一の業務というのが第一の業務というのが第一の業務
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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、機動機動機動機動性を性を性を性を考え考え考え考えますと、ますと、ますと、ますと、ちちちちょょょょっといささかっといささかっといささかっといささか困難困難困難困難なななな面面面面もあるのではないかもあるのではないかもあるのではないかもあるのではないか

なとなとなとなと思思思思いますので、ご理いますので、ご理いますので、ご理いますので、ご理解解解解いただいただいただいただけけけけれれれればばばばありがたいとありがたいとありがたいとありがたいと思思思思います。います。います。います。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○今井委員○今井委員○今井委員○今井委員 ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。

市町村の市町村の市町村の市町村の財政財政財政財政のことはいろいろ説明いただいたのですのことはいろいろ説明いただいたのですのことはいろいろ説明いただいたのですのことはいろいろ説明いただいたのですけけけけれれれれどどどど、、、、結結結結局、今の奈良県で局、今の奈良県で局、今の奈良県で局、今の奈良県で赤赤赤赤字字字字

団体団体団体団体ははははどどどどれれれれぐぐぐぐらいになっているか、そのあたりもうらいになっているか、そのあたりもうらいになっているか、そのあたりもうらいになっているか、そのあたりもう少少少少し明し明し明し明確確確確におにおにおにお伺伺伺伺いしたいといしたいといしたいといしたいと思思思思います。います。います。います。

民民民民俗俗俗俗博博博博物館物館物館物館につきましては、いいものですので、もっとにつきましては、いいものですので、もっとにつきましては、いいものですので、もっとにつきましては、いいものですので、もっと多多多多くのくのくのくの人人人人にににに来来来来てもらてもらてもらてもらええええるようにるようにるようにるように、、、、

ぜひぜひぜひぜひ力力力力を入れていただきたいとを入れていただきたいとを入れていただきたいとを入れていただきたいと思思思思います。います。います。います。

それから、奈良それから、奈良それから、奈良それから、奈良先端先端先端先端科科科科学学学学技技技技術術術術大学大学大学大学院院院院大学の関係です大学の関係です大学の関係です大学の関係ですけけけけれれれれどどどども、も、も、も、具体的具体的具体的具体的ににににどどどどんんんんななななテテテテーマでーマでーマでーマで

あるのか、またあるのか、またあるのか、またあるのか、また後後後後でよろしいのででよろしいのででよろしいのででよろしいので資料資料資料資料をいただきたいとをいただきたいとをいただきたいとをいただきたいと思思思思います。お願いします。います。お願いします。います。お願いします。います。お願いします。

それから、それから、それから、それから、ババババリリリリアアアアフフフフリリリリーの観光のーの観光のーの観光のーの観光の問問問問題題題題が、ごく一部のこういうこともが、ごく一部のこういうこともが、ごく一部のこういうこともが、ごく一部のこういうこともややややっていますよとっていますよとっていますよとっていますよと

いうことではなく、奈良県に行ったらだれでもいうことではなく、奈良県に行ったらだれでもいうことではなく、奈良県に行ったらだれでもいうことではなく、奈良県に行ったらだれでも安心安心安心安心して観光できますよという、もっとそして観光できますよという、もっとそして観光できますよという、もっとそして観光できますよという、もっとそ

れがれがれがれがメメメメインインインインにににに押押押押し出せるような、そういうような取り組みに広し出せるような、そういうような取り組みに広し出せるような、そういうような取り組みに広し出せるような、そういうような取り組みに広げげげげていただていただていただていただけけけけたらというこたらというこたらというこたらというこ

とをとをとをとを要要要要望望望望します。します。します。します。

○高野市町村振興課長○高野市町村振興課長○高野市町村振興課長○高野市町村振興課長 県内の県内の県内の県内の赤赤赤赤字字字字団体団体団体団体ということですということですということですということですけけけけれれれれどどどども、平成２２年度の決算でも、平成２２年度の決算でも、平成２２年度の決算でも、平成２２年度の決算で

３３３３団体団体団体団体になるとになるとになるとになる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。

○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 それでは、それでは、それでは、それでは、何何何何点点点点かおかおかおかお伺伺伺伺いしたいといしたいといしたいといしたいと思思思思います。います。います。います。

最最最最初初初初に災害からの復旧復興ということでご報告がございました。それに関してに災害からの復旧復興ということでご報告がございました。それに関してに災害からの復旧復興ということでご報告がございました。それに関してに災害からの復旧復興ということでご報告がございました。それに関して少少少少しおしおしおしお聞聞聞聞

きしたいときしたいときしたいときしたいと思思思思っています。っています。っています。っています。先先先先ほほほほどどどど今井委員からもありました今井委員からもありました今井委員からもありました今井委員からもありましたけけけけれれれれどどどども、も、も、も、限限限限界界界界集落集落集落集落であるとであるとであるとであると

か、大か、大か、大か、大変変変変人人人人口が減口が減口が減口が減少少少少したしたしたした困難困難困難困難な地域であるということから、ここでの復興はな地域であるということから、ここでの復興はな地域であるということから、ここでの復興はな地域であるということから、ここでの復興はややややはりはりはりはり特特特特別別別別のののの

手手手手だてがだてがだてがだてが要要要要るとるとるとると思思思思っておりますが、とりわっておりますが、とりわっておりますが、とりわっておりますが、とりわけけけけ、、、、ややややはり山はり山はり山はり山間間間間でででで暮暮暮暮らしていらしていらしていらしていけけけける地域づくりとる地域づくりとる地域づくりとる地域づくりと

いうことにいうことにいうことにいうことに当当当当たっていただきたいとたっていただきたいとたっていただきたいとたっていただきたいと思思思思っています。その中で、１っています。その中で、１っています。その中で、１っています。その中で、１点点点点は、は、は、は、生生生生業、業、業、業、産産産産業業業業支援支援支援支援とととと

いうことで上いうことで上いうことで上いうことで上げげげげられているのですられているのですられているのですられているのですけけけけれれれれどどどども、今も、今も、今も、今回回回回の災害もそうですし、東日本の大の災害もそうですし、東日本の大の災害もそうですし、東日本の大の災害もそうですし、東日本の大震震震震災を災を災を災を

見見見見ましても、ましても、ましても、ましても、ややややはりはりはりはり多多多多くのくのくのくの方方方方 々々々々がマがマがマがマイナイナイナイナスからの出スからの出スからの出スからの出発発発発ではなくて、せではなくて、せではなくて、せではなくて、せめめめめててててゼゼゼゼロロロロからの出からの出からの出からの出発発発発

にしてほしいということを申されております。これまでのにしてほしいということを申されております。これまでのにしてほしいということを申されております。これまでのにしてほしいということを申されております。これまでの借借借借金の上に、さらに金の上に、さらに金の上に、さらに金の上に、さらに借借借借金を金を金を金を重重重重ねねねね

ていくというありていくというありていくというありていくというあり方方方方では、では、では、では、到到到到底底底底年年年年齢齢齢齢のののの問問問問題題題題もありますし、立もありますし、立もありますし、立もありますし、立ちちちち直直直直るということがるということがるということがるということが難難難難しいとしいとしいとしいと

いうことで、このいうことで、このいうことで、このいうことで、この点点点点で、今で、今で、今で、今政府政府政府政府のののの方方方方でもでもでもでも二二二二重重重重ロロロローーーーンンンン対対対対策策策策ですとか、そうしたことが議ですとか、そうしたことが議ですとか、そうしたことが議ですとか、そうしたことが議論論論論ささささ

れてきているわれてきているわれてきているわれてきているわけけけけですですですですけけけけれれれれどどどども、奈良県でもも、奈良県でもも、奈良県でもも、奈良県でもぜひぜひぜひぜひこのこのこのこの点点点点をををを留留留留意意意意していただきたいとしていただきたいとしていただきたいとしていただきたいと思思思思ってってってって

いるのですが、このことが１つ。いるのですが、このことが１つ。いるのですが、このことが１つ。いるのですが、このことが１つ。

それから、もう一つは、知事のそれから、もう一つは、知事のそれから、もう一つは、知事のそれから、もう一つは、知事の方方方方でも新しいでも新しいでも新しいでも新しい十津十津十津十津川村の川村の川村の川村の構構構構想想想想をををを打打打打ちちちち出されておられます出されておられます出されておられます出されておられます。。。。

これからこれからこれからこれからどどどどんんんんなところにおなところにおなところにおなところにお住住住住まいをまいをまいをまいを求求求求めめめめて、て、て、て、どどどどういうういうういうういうふふふふうにうにうにうに居住居住居住居住していくのかにつきまししていくのかにつきまししていくのかにつきまししていくのかにつきまし
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ては、ては、ては、ては、当当当当然然然然そこにそこにそこにそこに住住住住んんんんでいるでいるでいるでいる方方方方が主が主が主が主人公人公人公人公ですから、ですから、ですから、ですから、皆皆皆皆ささささんんんんががががどどどどんんんんなななな暮暮暮暮らしを立てていくのらしを立てていくのらしを立てていくのらしを立てていくの

かということを、みかということを、みかということを、みかということを、みずずずずからからからから発発発発案案案案されることが第一だとされることが第一だとされることが第一だとされることが第一だと思思思思います。そういう観います。そういう観います。そういう観います。そういう観点点点点ではではではではどどどどうおうおうおうお

考え考え考え考えになってらっしになってらっしになってらっしになってらっしゃゃゃゃるのかということをおるのかということをおるのかということをおるのかということをお伺伺伺伺いしたいといしたいといしたいといしたいと思思思思います。います。います。います。

それともう一それともう一それともう一それともう一点点点点、これは、これは、これは、これは要要要要望望望望ですですですですけけけけれれれれどどどども、ここにもも、ここにもも、ここにもも、ここにも載載載載っております記っております記っております記っております記録録録録の整の整の整の整備備備備、ある、ある、ある、ある

いは次いは次いは次いは次世世世世代代代代へへへへのののの継承継承継承継承ということで書いていただいているのですが、ということで書いていただいているのですが、ということで書いていただいているのですが、ということで書いていただいているのですが、同同同同じような明じような明じような明じような明治治治治２２年２２年２２年２２年

の大災害がございました。そのときの災害記の大災害がございました。そのときの災害記の大災害がございました。そのときの災害記の大災害がございました。そのときの災害記録録録録という本がありますという本がありますという本がありますという本がありますねねねね。私も、それを。私も、それを。私も、それを。私も、それを読読読読まままま

せていただきましたが、本せていただきましたが、本せていただきましたが、本せていただきましたが、本当当当当ににににリリリリアルで、そのときアルで、そのときアルで、そのときアルで、そのときどどどどのくらいののくらいののくらいののくらいの雨雨雨雨がががが降降降降ってってってって実際実際実際実際ににににどどどどういういういうい

うううう形形形形で災害にで災害にで災害にで災害に遭遭遭遭われたのか、本われたのか、本われたのか、本われたのか、本当当当当にににに詳詳詳詳しいしいしいしい状況状況状況状況がわかりましたし、またそのがわかりましたし、またそのがわかりましたし、またそのがわかりましたし、またその当時当時当時当時、、、、救救救救援援援援活活活活

動動動動ががががどどどどういうういうういうういうふふふふうに行われて、うに行われて、うに行われて、うに行われて、どどどどのののの道道道道路路路路をつくって、をつくって、をつくって、をつくって、どどどどのののの道道道道路路路路から入られたかというから入られたかというから入られたかというから入られたかという問問問問題題題題

ですとか、地ですとか、地ですとか、地ですとか、地質質質質調査も行われまして、山が調査も行われまして、山が調査も行われまして、山が調査も行われまして、山が崩崩崩崩れたれたれたれた原原原原因因因因、あるいは、あるいは、あるいは、あるいはどどどどういう地ういう地ういう地ういう地質質質質であるのかであるのかであるのかであるのか

というようなことまでというようなことまでというようなことまでというようなことまで詳詳詳詳しくしくしくしく解解解解明されたことが報告をされておりました。そういうものを明されたことが報告をされておりました。そういうものを明されたことが報告をされておりました。そういうものを明されたことが報告をされておりました。そういうものを、、、、

ややややはり今はり今はり今はり今後後後後にににに生生生生かしていくっていうことがかしていくっていうことがかしていくっていうことがかしていくっていうことが非非非非常常常常に大事だと、それに大事だと、それに大事だと、それに大事だと、それ読読読読んんんんでででで思思思思ったのですったのですったのですったのですけけけけれれれれ

どどどども、今も、今も、今も、今回回回回のこの記のこの記のこの記のこの記録録録録ということはということはということはということは非非非非常常常常にににに重重重重要要要要だとだとだとだと思思思思いますので、そのいますので、そのいますので、そのいますので、その点点点点、、、、ぜひぜひぜひぜひとも次とも次とも次とも次代代代代

にににに生生生生かしていかしていかしていかしていけけけけるようにしていただきたいということをお願いしたいとるようにしていただきたいということをお願いしたいとるようにしていただきたいということをお願いしたいとるようにしていただきたいということをお願いしたいと思思思思います。います。います。います。

それから、もう１それから、もう１それから、もう１それから、もう１点目点目点目点目ですですですですけけけけれれれれどどどども、これは観光局なのですが、も、これは観光局なのですが、も、これは観光局なのですが、も、これは観光局なのですが、先先先先ほほほほどどどど大国委員から平大国委員から平大国委員から平大国委員から平

城遷都１３００年城遷都１３００年城遷都１３００年城遷都１３００年祭祭祭祭のことについてのことについてのことについてのことについて質問質問質問質問がございました。一がございました。一がございました。一がございました。一時的時的時的時的なおなおなおなお祭祭祭祭りにしないで、りにしないで、りにしないで、りにしないで、やややや

はりそれがはりそれがはりそれがはりそれが将来将来将来将来の観光にの観光にの観光にの観光に生生生生かされていくということをかされていくということをかされていくということをかされていくということを目指目指目指目指してこられたとしてこられたとしてこられたとしてこられたと思思思思うのです。そうのです。そうのです。そうのです。そ

ういうういうういうういう点点点点でいいますと、ことしはでいいますと、ことしはでいいますと、ことしはでいいますと、ことしは特特特特別別別別ないろいろな事ないろいろな事ないろいろな事ないろいろな事情情情情がありますがありますがありますがありますけけけけれれれれどどどども、なかなかきも、なかなかきも、なかなかきも、なかなかき

びしいものがあるとびしいものがあるとびしいものがあるとびしいものがあると思思思思っています。私はこの一大っています。私はこの一大っています。私はこの一大っています。私はこの一大イイイイベベベベントントントントというか、１００億円というよというか、１００億円というよというか、１００億円というよというか、１００億円というよ

うな大きなお金をかうな大きなお金をかうな大きなお金をかうな大きなお金をかけけけけててててややややった事業ですから、経った事業ですから、経った事業ですから、経った事業ですから、経済済済済波波波波及及及及効効効効果果果果ががががどどどどうであったという総うであったという総うであったという総うであったという総括括括括はははは

出されております出されております出されております出されておりますけけけけれれれれどどどども、一も、一も、一も、一過過過過性にしないという性にしないという性にしないという性にしないという点点点点で、で、で、で、何何何何がががが問問問問題題題題であったのかというこであったのかというこであったのかというこであったのかというこ

とについてきとについてきとについてきとについてきちちちちんんんんと総と総と総と総括括括括をしていただいて、今をしていただいて、今をしていただいて、今をしていただいて、今後同後同後同後同じような取り組みをなさったときに教じような取り組みをなさったときに教じような取り組みをなさったときに教じような取り組みをなさったときに教

訓訓訓訓になるようなまとになるようなまとになるようなまとになるようなまとめめめめをしていただきたいとをしていただきたいとをしていただきたいとをしていただきたいと思思思思っております。っております。っております。っております。

先先先先ほほほほどどどどごごごご答答答答弁弁弁弁をををを聞聞聞聞いておりましたら、いておりましたら、いておりましたら、いておりましたら、民間民間民間民間のののの方方方方 々々々々とのとのとのとの協働協働協働協働の関係ができたということでの関係ができたということでの関係ができたということでの関係ができたということで

教教教教訓訓訓訓をををを述述述述べべべべられておられましたられておられましたられておられましたられておられましたけけけけれれれれどどどども、大事なことだとも、大事なことだとも、大事なことだとも、大事なことだと思思思思います。います。います。います。ややややはり、一はり、一はり、一はり、一過過過過性とし性とし性とし性とし

ないたないたないたないためめめめには、には、には、には、住住住住民民民民みみみみずずずずからがそのおからがそのおからがそのおからがそのお祭祭祭祭りにも取り組りにも取り組りにも取り組りにも取り組むむむむという、そういうことがという、そういうことがという、そういうことがという、そういうことが非非非非常常常常に大に大に大に大

事ではないかなと、私は事ではないかなと、私は事ではないかなと、私は事ではないかなと、私は思思思思っているのですっているのですっているのですっているのですけけけけれれれれどどどども、こうしたも、こうしたも、こうしたも、こうした点点点点ででででどどどどうなのかということうなのかということうなのかということうなのかということ

についてについてについてについて伺伺伺伺っておきたいとっておきたいとっておきたいとっておきたいと思思思思います。います。います。います。

それから、もう一それから、もう一それから、もう一それから、もう一点点点点は、は、は、は、安安安安堵堵堵堵町に町に町に町に富富富富本本本本憲憲憲憲吉吉吉吉記念記念記念記念館館館館がございます。このがございます。このがございます。このがございます。この方方方方はははは人間人間人間人間国宝とし国宝とし国宝とし国宝とし

てはじてはじてはじてはじめめめめて日本で認定されたお一て日本で認定されたお一て日本で認定されたお一て日本で認定されたお一人人人人でございます。でございます。でございます。でございます。近近近近代代代代陶陶陶陶芸芸芸芸のののの巨匠巨匠巨匠巨匠といわれるといわれるといわれるといわれる方方方方で、私もで、私もで、私もで、私も
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行かせていただきました行かせていただきました行かせていただきました行かせていただきましたけけけけれれれれどどどども、も、も、も、非非非非常常常常に立に立に立に立派派派派なななな施設施設施設施設だとだとだとだと思思思思うのですが、うのですが、うのですが、うのですが、最最最最近近近近、地、地、地、地元元元元のののの宮宮宮宮

本議員から本議員から本議員から本議員から聞聞聞聞いたのですいたのですいたのですいたのですけけけけれれれれどどどども、運営なさっているも、運営なさっているも、運営なさっているも、運営なさっている方方方方ががががややややはりはりはりはり非非非非常常常常に運営がに運営がに運営がに運営が困難困難困難困難にににに陥陥陥陥っっっっ

ているということで、ているということで、ているということで、ているということで、存存存存続が続が続が続が難難難難しいという事しいという事しいという事しいという事態態態態にににに陥陥陥陥っているということをっているということをっているということをっているということを聞聞聞聞きました。町きました。町きました。町きました。町

を挙を挙を挙を挙げげげげて、て、て、て、ややややはりはりはりはり存存存存続をしていきたいということで続をしていきたいということで続をしていきたいということで続をしていきたいということで頑張頑張頑張頑張っておられるそうですっておられるそうですっておられるそうですっておられるそうですけけけけれれれれどどどども、も、も、も、

なかなかなかなかなかなかなかなか財政的財政的財政的財政的にもにもにもにも困難困難困難困難というというというというふふふふうなおうなおうなおうなお話話話話もももも聞聞聞聞いております。私はいております。私はいております。私はいております。私はややややはりこの地域の観光はりこの地域の観光はりこの地域の観光はりこの地域の観光

のののの資源資源資源資源としてもですし、としてもですし、としてもですし、としてもですし、実際実際実際実際にににに富富富富本さ本さ本さ本さんんんんの業の業の業の業績績績績というというというという点点点点でででで見見見見ましても、奈良県にとって大ましても、奈良県にとって大ましても、奈良県にとって大ましても、奈良県にとって大

事なものだと事なものだと事なものだと事なものだと思思思思いますので、いますので、いますので、いますので、何何何何とかこの大とかこの大とかこの大とかこの大切切切切なななな資源資源資源資源をををを存存存存続していくことができるように、続していくことができるように、続していくことができるように、続していくことができるように、

いろいろいろいろんんんんなななな形形形形でででで支援支援支援支援をををを考え考え考え考えていただていただていただていただけけけけないかなとないかなとないかなとないかなと思思思思っております。っております。っております。っております。ぜひぜひぜひぜひそのそのそのその点点点点、、、、検討検討検討検討していしていしていしてい

ただきたいとただきたいとただきたいとただきたいと思思思思うのですがいかがでしうのですがいかがでしうのですがいかがでしうのですがいかがでしょょょょうか。うか。うか。うか。

○畑中南部振興監○畑中南部振興監○畑中南部振興監○畑中南部振興監 今の山村委員から復興、復旧に関しまして、大きく２今の山村委員から復興、復旧に関しまして、大きく２今の山村委員から復興、復旧に関しまして、大きく２今の山村委員から復興、復旧に関しまして、大きく２点点点点あったとあったとあったとあったと思思思思いいいい

ます。一つは、ます。一つは、ます。一つは、ます。一つは、生生生生業なり業なり業なり業なり産産産産業業業業支援支援支援支援のののの話話話話、それからもう一つの新しい地域、それからもう一つの新しい地域、それからもう一つの新しい地域、それからもう一つの新しい地域集落集落集落集落づくりについづくりについづくりについづくりについ

てのおてのおてのおてのお話話話話だったとだったとだったとだったと思思思思います。います。います。います。生生生生業なり業なり業なり業なり産産産産業業業業支援支援支援支援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れれれどどどども、今、委員おも、今、委員おも、今、委員おも、今、委員お述述述述べべべべのののの

ように、大ように、大ように、大ように、大変変変変集落集落集落集落自自自自身身身身のののの厳厳厳厳しいしいしいしい状況状況状況状況のところで大きな災害がのところで大きな災害がのところで大きな災害がのところで大きな災害が起起起起こっているわこっているわこっているわこっているわけけけけでございまでございまでございまでございま

すので、この今のすので、この今のすので、この今のすので、この今の現状現状現状現状のののの生生生生活を活を活を活をどどどどうしていくのかと、うしていくのかと、うしていくのかと、うしていくのかと、非非非非常常常常に大きなに大きなに大きなに大きな課題課題課題課題だと今認だと今認だと今認だと今認識識識識してごしてごしてごしてご

ざいます。そのたざいます。そのたざいます。そのたざいます。そのためめめめに、まに、まに、まに、まずずずず地域の地域の地域の地域の実態実態実態実態なりをなりをなりをなりを把握把握把握把握した上で、県としてした上で、県としてした上で、県としてした上で、県としてどどどどのようにできるのようにできるのようにできるのようにできる

のかということにつきまして、関係部局とも調整し進のかということにつきまして、関係部局とも調整し進のかということにつきまして、関係部局とも調整し進のかということにつきまして、関係部局とも調整し進めめめ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ございます。てございます。てございます。てございます。

それから、また、今それから、また、今それから、また、今それから、また、今後後後後のののの産産産産業なり業なり業なり業なり雇雇雇雇用の用の用の用の創創創創造ということも造ということも造ということも造ということも非非非非常常常常に大事かとに大事かとに大事かとに大事かと思思思思ってございってございってございってござい

ます。地域のます。地域のます。地域のます。地域の生生生生活を活を活を活を支え支え支え支える上ではる上ではる上ではる上では非非非非常常常常にににに産産産産業がなくては地域の業がなくては地域の業がなくては地域の業がなくては地域の再生再生再生再生はははは困難困難困難困難だとだとだとだと思思思思ってござってござってござってござ

いますので、いますので、いますので、いますので、ややややはり観光なりはり観光なりはり観光なりはり観光なり林林林林業なりの地域業なりの地域業なりの地域業なりの地域産産産産業の振興を業の振興を業の振興を業の振興を図図図図っていくということを今っていくということを今っていくということを今っていくということを今後後後後のののの

復興についての大きな復興についての大きな復興についての大きな復興についての大きなポイントポイントポイントポイントとととと考え考え考え考え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。

それから、２つそれから、２つそれから、２つそれから、２つ目目目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けどけどけどけども、新しいも、新しいも、新しいも、新しい集落集落集落集落づくりにつきましては、委員が今おづくりにつきましては、委員が今おづくりにつきましては、委員が今おづくりにつきましては、委員が今お

っしっしっしっしゃゃゃゃいましたように、いましたように、いましたように、いましたように、当当当当然然然然地地地地元元元元の市町村なり地域におの市町村なり地域におの市町村なり地域におの市町村なり地域にお住住住住まいのまいのまいのまいの方方方方 々々々々のごのごのごのご意意意意見見見見をををを聞聞聞聞かせてかせてかせてかせて

いただくことはいただくことはいただくことはいただくことは非非非非常常常常に大事なことだと認に大事なことだと認に大事なことだと認に大事なことだと認識識識識してございます。その上で、そういうことがしてございます。その上で、そういうことがしてございます。その上で、そういうことがしてございます。その上で、そういうことが可可可可

能能能能であるのかであるのかであるのかであるのかどどどどうかということについて、よくうかということについて、よくうかということについて、よくうかということについて、よく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ございます。てございます。てございます。てございます。

以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○中山観光局長○中山観光局長○中山観光局長○中山観光局長 今、ご今、ご今、ご今、ご質問質問質問質問ありました観光についてですが、ありました観光についてですが、ありました観光についてですが、ありました観光についてですが、先先先先ほほほほどどどども１３００年の成も１３００年の成も１３００年の成も１３００年の成果果果果

をををを生生生生かしてという、そういう観かしてという、そういう観かしてという、そういう観かしてという、そういう観点点点点でおでおでおでお話話話話しさせていただきましたが、その中でも一しさせていただきましたが、その中でも一しさせていただきましたが、その中でも一しさせていただきましたが、その中でも一過過過過性に性に性に性に

しないという、そういう観しないという、そういう観しないという、そういう観しないという、そういう観点点点点ででででどどどどうううう考え考え考え考えているかということですが、ているかということですが、ているかということですが、ているかということですが、ややややはり奈良の観光とはり奈良の観光とはり奈良の観光とはり奈良の観光と

いうのは、基いうのは、基いうのは、基いうのは、基幹幹幹幹産産産産業であるということだと業であるということだと業であるということだと業であるということだと思思思思います。いろいろ観光がいます。いろいろ観光がいます。いろいろ観光がいます。いろいろ観光が農農農農業に業に業に業に結結結結びついたりびついたりびついたりびついたり、、、、

商商商商業に業に業に業に結結結結びついたり、地びついたり、地びついたり、地びついたり、地場産場産場産場産業業業業へへへへ結結結結びついております。そういうびついております。そういうびついております。そういうびついております。そういう意意意意味味味味で、で、で、で、民間民間民間民間とのとのとのとの協働協働協働協働とととと



---- 33332222 ----

いうのは大いうのは大いうのは大いうのは大切切切切かなと。かなと。かなと。かなと。

それと、もう一それと、もう一それと、もう一それと、もう一点点点点は、は、は、は、ややややはり観光ということははり観光ということははり観光ということははり観光ということは何何何何かといいましたら、地域のかといいましたら、地域のかといいましたら、地域のかといいましたら、地域の魅魅魅魅力力力力をををを高め高め高め高め

るというそういうるというそういうるというそういうるというそういう点点点点、それがま、それがま、それがま、それがまずずずず第１第１第１第１点点点点。それと。それと。それと。それと人人人人をををを引引引引きつきつきつきつけけけけるという、るという、るという、るという、引引引引きききき寄寄寄寄せるといせるといせるといせるとい

う。う。う。う。産産産産業ということでは、所業ということでは、所業ということでは、所業ということでは、所得得得得をををを確保確保確保確保するということですが。するということですが。するということですが。するということですが。ややややはり地域のはり地域のはり地域のはり地域の魅魅魅魅力力力力をををを高め高め高め高めるるるる

というのは、記というのは、記というのは、記というのは、記紀紀紀紀・・・・万万万万葉葉葉葉もそうですが、地域にはそのもそうですが、地域にはそのもそうですが、地域にはそのもそうですが、地域にはその住住住住んんんんでいるでいるでいるでいる方自方自方自方自身身身身がががが気気気気づいていないづいていないづいていないづいていない

魅魅魅魅力力力力もたくさもたくさもたくさもたくさんんんんありまして、そのありまして、そのありまして、そのありまして、その魅魅魅魅力力力力を地を地を地を地元元元元のののの方方方方がががが誇誇誇誇れないと、よそかられないと、よそかられないと、よそかられないと、よそから人来人来人来人来てくださいてくださいてくださいてください

ということは、ということは、ということは、ということは、人人人人がががが来来来来るはるはるはるはずずずずがありませがありませがありませがありませんんんん。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、地域ので、地域ので、地域ので、地域の魅魅魅魅力力力力をををを高め高め高め高めてててて引引引引きつきつきつきつ

けけけけていきたいと。そういうていきたいと。そういうていきたいと。そういうていきたいと。そういう引引引引きつきつきつきつけけけけるにはるにはるにはるには積極積極積極積極的的的的なななな情情情情報報報報発信発信発信発信、観光、観光、観光、観光プロモプロモプロモプロモーーーーシシシションョンョンョンが大が大が大が大切切切切

だとだとだとだと思思思思います。います。います。います。

それともう一それともう一それともう一それともう一点点点点は、は、は、は、要要要要は、一は、一は、一は、一過過過過性というか、性というか、性というか、性というか、継継継継続という観続という観続という観続という観点点点点ですが、ですが、ですが、ですが、ややややはり、それは所はり、それは所はり、それは所はり、それは所

得得得得に収入につながっていかないと、に収入につながっていかないと、に収入につながっていかないと、に収入につながっていかないと、単単単単ににににイイイイベベベベントントントントをして、一をして、一をして、一をして、一時期時期時期時期にににに多多多多くのくのくのくの方方方方がががが来来来来られるとられるとられるとられると

いうことでは地域のいうことでは地域のいうことでは地域のいうことでは地域の発展発展発展発展がないと。がないと。がないと。がないと。ややややっっっっぱぱぱぱりりりり持持持持続続続続的的的的な観光といいますか、な観光といいますか、な観光といいますか、な観光といいますか、産産産産業が大業が大業が大業が大切切切切だとだとだとだと

いう、そういういう、そういういう、そういういう、そういうふふふふうなことではうなことではうなことではうなことではリリリリピピピピーーーータタタターが一ーが一ーが一ーが一番番番番大大大大切切切切だとだとだとだと思思思思います。います。います。います。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にににに満満満満

足足足足をををを持持持持ってってってって帰帰帰帰っていただくという、そういう観光を進っていただくという、そういう観光を進っていただくという、そういう観光を進っていただくという、そういう観光を進めめめめたいとたいとたいとたいと思思思思っています。それがまっています。それがまっています。それがまっています。それがまずずずず

１１１１点目点目点目点目のごのごのごのご質問質問質問質問です。です。です。です。

それともう一それともう一それともう一それともう一点点点点ですが、ですが、ですが、ですが、安安安安堵堵堵堵町にあります町にあります町にあります町にあります富富富富本本本本憲憲憲憲吉吉吉吉記念記念記念記念館館館館のことですが、委員おっしのことですが、委員おっしのことですが、委員おっしのことですが、委員おっしゃゃゃゃ

るとおり、そのるとおり、そのるとおり、そのるとおり、その方方方方はははは人間人間人間人間国宝にも認定されまして、国宝にも認定されまして、国宝にも認定されまして、国宝にも認定されまして、先先先先日からも県立日からも県立日からも県立日からも県立美術館美術館美術館美術館でででで富富富富本本本本憲憲憲憲吉吉吉吉展展展展をををを

しておりましたが、しておりましたが、しておりましたが、しておりましたが、安安安安堵堵堵堵町を町を町を町を生家生家生家生家としてとしてとしてとして再生再生再生再生されたされたされたされたユニユニユニユニークな記念ークな記念ークな記念ークな記念館館館館であります。県の観であります。県の観であります。県の観であります。県の観

光の光の光の光の独自独自独自独自性ということであったら、性ということであったら、性ということであったら、性ということであったら、文文文文化観光化観光化観光化観光面面面面からもからもからもからも魅魅魅魅力的力的力的力的な記念な記念な記念な記念館館館館であるというであるというであるというであるというふふふふうにうにうにうに

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。

県としては、県としては、県としては、県としては、富富富富本本本本憲憲憲憲吉吉吉吉のののの近近近近代代代代陶陶陶陶芸芸芸芸、、、、偉偉偉偉大なる大なる大なる大なる功功功功績績績績、、、、精精精精神神神神をををを守守守守りりりり伝伝伝伝ええええたいと、そういう観たいと、そういう観たいと、そういう観たいと、そういう観

点点点点で県立で県立で県立で県立美術館美術館美術館美術館でででで展展展展覧覧覧覧会も行ったわ会も行ったわ会も行ったわ会も行ったわけけけけですが、この記念ですが、この記念ですが、この記念ですが、この記念館館館館はははは個個個個人人人人所所所所有有有有というというというという面面面面で、ごで、ごで、ごで、ご質問質問質問質問

の運営の運営の運営の運営面面面面にかなりしにかなりしにかなりしにかなりしんんんんどどどどいということですが、いということですが、いということですが、いということですが、ややややはりそういう観はりそういう観はりそういう観はりそういう観点点点点ですので、ですので、ですので、ですので、どどどどういうういうういうういう支支支支

援援援援のののの方法方法方法方法、運営についてあるのかいうのは、今、運営についてあるのかいうのは、今、運営についてあるのかいうのは、今、運営についてあるのかいうのは、今後研究後研究後研究後研究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思思思います。います。います。います。

先先先先ほほほほどどどど申しましたように、申しましたように、申しましたように、申しましたように、先先先先日の県立日の県立日の県立日の県立美術館美術館美術館美術館のののの富富富富本本本本憲憲憲憲吉吉吉吉展展展展では、では、では、では、安安安安堵堵堵堵町の町の町の町の方へ方へ方へ方へ行ってい行ってい行ってい行ってい

ただくたただくたただくたただくためめめめにそういうにそういうにそういうにそういうチチチチララララシシシシとか、とか、とか、とか、富富富富本本本本憲憲憲憲吉吉吉吉記念記念記念記念館館館館とか、そとか、そとか、そとか、そちちちちららららへへへへ誘誘誘誘導導導導するようなそういするようなそういするようなそういするようなそうい

う取り組みはしたりしております。う取り組みはしたりしております。う取り組みはしたりしております。う取り組みはしたりしております。

それと、それと、それと、それと、安安安安堵堵堵堵町という観町という観町という観町という観点点点点では、では、では、では、歩歩歩歩く奈良というく奈良というく奈良というく奈良というホホホホーーーームムムムページページページページ掲掲掲掲載載載載していますが、一つしていますが、一つしていますが、一つしていますが、一つ

ののののココココースで、推ースで、推ースで、推ースで、推奨コ奨コ奨コ奨コースで入れていまして、できるだースで入れていまして、できるだースで入れていまして、できるだースで入れていまして、できるだけ多け多け多け多くのくのくのくの方方方方に知っていただく、行っに知っていただく、行っに知っていただく、行っに知っていただく、行っ

ていただくというそういうていただくというそういうていただくというそういうていただくというそういう展展展展開が大開が大開が大開が大切切切切かなと。かなと。かなと。かなと。
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誘誘誘誘客客客客という観という観という観という観点点点点ですが、東ですが、東ですが、東ですが、東京京京京の奈良まほろの奈良まほろの奈良まほろの奈良まほろば館ば館ば館ば館では、県立では、県立では、県立では、県立美術館美術館美術館美術館でででで富富富富本本本本憲憲憲憲吉吉吉吉展展展展のののの期間期間期間期間中中中中

ににににセミナセミナセミナセミナーを行ったり、関ーを行ったり、関ーを行ったり、関ーを行ったり、関心心心心をををを持持持持っていただくっていただくっていただくっていただく方方方方を広を広を広を広めめめめたいという、そういう取り組みもたいという、そういう取り組みもたいという、そういう取り組みもたいという、そういう取り組みも

しています。そういうことでしています。そういうことでしています。そういうことでしています。そういうことで以以以以上です。上です。上です。上です。

○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 これからの取り組みですので、これからの取り組みですので、これからの取り組みですので、これからの取り組みですので、ぜひぜひぜひぜひともともともとも留留留留意意意意してしてしてしてややややっていただきたいとっていただきたいとっていただきたいとっていただきたいと思思思思っっっっ

ております。大ております。大ております。大ております。大変変変変参考参考参考参考になるになるになるになる例例例例は、旧山は、旧山は、旧山は、旧山古古古古志村なのです志村なのです志村なのです志村なのですけけけけれれれれどどどども、あそこは３年も、あそこは３年も、あそこは３年も、あそこは３年間間間間避避避避難指難指難指難指

示示示示が続いていたということで、が続いていたということで、が続いていたということで、が続いていたということで、帰帰帰帰ってくるまでにってくるまでにってくるまでにってくるまでに相相相相当当当当長い長い長い長い闘闘闘闘いがありましたいがありましたいがありましたいがありましたけけけけれれれれどどどども、３も、３も、３も、３

年たって年たって年たって年たって人人人人口２，０００口２，０００口２，０００口２，０００人人人人の村でしたが７の村でしたが７の村でしたが７の村でしたが７割割割割のののの方方方方がががが帰帰帰帰ってこられたと。たとってこられたと。たとってこられたと。たとってこられたと。たとええええ数数数数戸戸戸戸であっであっであっであっ

てもてもてもても集落集落集落集落をををを残残残残されたということで、本されたということで、本されたということで、本されたということで、本当当当当に１に１に１に１カカカカ所にみ所にみ所にみ所にみんんんんなななな集集集集めめめめるとか、るとか、るとか、るとか、安安安安全なところに全なところに全なところに全なところに住住住住

めめめめというというというというふふふふうなうなうなうな押押押押しつしつしつしつけけけけではなくって、村のではなくって、村のではなくって、村のではなくって、村の人人人人が数が数が数が数戸戸戸戸でも一でも一でも一でも一緒緒緒緒にににに住住住住みたいとみたいとみたいとみたいと言え言え言え言えば集落ば集落ば集落ば集落をををを

つくられると。つくられると。つくられると。つくられると。自分自分自分自分たたたたちちちちがががが帰帰帰帰れるように復旧をしてほしいと。れるように復旧をしてほしいと。れるように復旧をしてほしいと。れるように復旧をしてほしいと。どどどどこかあてがわれるのではこかあてがわれるのではこかあてがわれるのではこかあてがわれるのでは

なくて、なくて、なくて、なくて、住住住住めめめめるるるる場場場場所を復旧してほしいのだという所を復旧してほしいのだという所を復旧してほしいのだという所を復旧してほしいのだという要要要要望望望望を出されて、を出されて、を出されて、を出されて、政府政府政府政府もいろいろもいろいろもいろいろもいろいろ抵抵抵抵抗抗抗抗がががが

あったようですあったようですあったようですあったようですけけけけれれれれどどどども、その願いをも、その願いをも、その願いをも、その願いを聞聞聞聞き入れてもらうように県もき入れてもらうように県もき入れてもらうように県もき入れてもらうように県も頑張頑張頑張頑張ってくれたというってくれたというってくれたというってくれたという

ことで、本ことで、本ことで、本ことで、本当当当当にそういういいにそういういいにそういういいにそういういいややややりりりり方方方方ができているのではないかとができているのではないかとができているのではないかとができているのではないかと思思思思います。います。います。います。

そこでは、そこでは、そこでは、そこでは、ややややはり定はり定はり定はり定住住住住するするするする人人人人ををををどどどどんんんんどどどどんんんんふやふやふやふやそうというよりも、交そうというよりも、交そうというよりも、交そうというよりも、交流人流人流人流人口を口を口を口をふやふやふやふやしていしていしていしてい

くということで、都市のくということで、都市のくということで、都市のくということで、都市の人人人人と山村との交と山村との交と山村との交と山村との交流人流人流人流人口を口を口を口をふやふやふやふやしていくということで、していくということで、していくということで、していくということで、棚棚棚棚田とか観田とか観田とか観田とか観

光とか、いろいろな光とか、いろいろな光とか、いろいろな光とか、いろいろな形形形形で関わってもらうで関わってもらうで関わってもらうで関わってもらう人人人人ををををふやふやふやふやしていくということを進していくということを進していくということを進していくということを進めめめめてきて、いろてきて、いろてきて、いろてきて、いろ

いろいろいろいろ注注注注目目目目がががが集集集集まってくるということでまってくるということでまってくるということでまってくるということで元元元元気気気気が出ているのだとが出ているのだとが出ているのだとが出ているのだと聞聞聞聞いておりますので、いておりますので、いておりますので、いておりますので、ぜひぜひぜひぜひとととと

もそういうもそういうもそういうもそういう点点点点をををを参考参考参考参考にしていただきたいとにしていただきたいとにしていただきたいとにしていただきたいと思思思思っています。っています。っています。っています。

せせせせんんんんだって、だって、だって、だって、十津十津十津十津川村長とお川村長とお川村長とお川村長とお話話話話をさせていただきました。をさせていただきました。をさせていただきました。をさせていただきました。何何何何度か災害が度か災害が度か災害が度か災害が起起起起こってからこってからこってからこってから訪訪訪訪

問問問問させてもらっているのですさせてもらっているのですさせてもらっているのですさせてもらっているのですけけけけれれれれどどどども、も、も、も、先先先先日、復興のことについてお日、復興のことについてお日、復興のことについてお日、復興のことについてお話話話話しになりましたとしになりましたとしになりましたとしになりましたと

きに、村長は、なきに、村長は、なきに、村長は、なきに、村長は、なぜぜぜぜ私た私た私た私たちちちちがこのような不がこのような不がこのような不がこのような不利利利利なななな条件条件条件条件の山村にの山村にの山村にの山村に住住住住み続み続み続み続けけけけていくのかと、そのていくのかと、そのていくのかと、そのていくのかと、その

存存存存在在在在意意意意義義義義ということをということをということをということを考え考え考え考えていきたいということをおっしていきたいということをおっしていきたいということをおっしていきたいということをおっしゃゃゃゃいました。いました。いました。いました。非非非非常常常常に大事なことに大事なことに大事なことに大事なこと

だとだとだとだと思思思思ったのですったのですったのですったのですねねねね。今の都市と山村との関係で。今の都市と山村との関係で。今の都市と山村との関係で。今の都市と山村との関係で言言言言いましたら、いましたら、いましたら、いましたら、ややややはりはりはりはり非非非非効効効効率率率率なものはなものはなものはなものは切切切切

りりりり捨捨捨捨てられていくということで、てられていくということで、てられていくということで、てられていくということで、どどどどんんんんどどどどんんんん山村が山村が山村が山村が置置置置きききき去去去去りにされていくりにされていくりにされていくりにされていく状態状態状態状態があります。があります。があります。があります。

でも、そういうでも、そういうでも、そういうでも、そういう効効効効率率率率優優優優先先先先のありのありのありのあり方方方方で本で本で本で本当当当当に日本がに日本がに日本がに日本が守守守守れるのかということをれるのかということをれるのかということをれるのかということを言言言言われたのではわれたのではわれたのではわれたのでは

ないかとないかとないかとないかと思思思思っています。っています。っています。っています。ややややはり、山がはり、山がはり、山がはり、山が丈丈丈丈夫で夫で夫で夫でちちちちゃゃゃゃんんんんと管理されているからと管理されているからと管理されているからと管理されているから下下下下流流流流にににに住住住住むむむむ私た私た私た私た

ちちちちがががが恩恵恩恵恩恵恩恵をををを受受受受けけけけてててて生生生生活できているということもありますし、活できているということもありますし、活できているということもありますし、活できているということもありますし、ややややはりそういうはりそういうはりそういうはりそういう思思思思いというのいというのいというのいというの

を本を本を本を本当当当当に大に大に大に大切切切切にしていくということを、このにしていくということを、このにしていくということを、このにしていくということを、この際際際際県としても県としても県としても県としてもぜひぜひぜひぜひ考え考え考え考えていっていただきたいていっていただきたいていっていただきたいていっていただきたい

とととと強強強強くお願いしたいとくお願いしたいとくお願いしたいとくお願いしたいと思思思思います。います。います。います。

それから、観光のことにつきましては、今、観光局長からごそれから、観光のことにつきましては、今、観光局長からごそれから、観光のことにつきましては、今、観光局長からごそれから、観光のことにつきましては、今、観光局長からご答答答答弁弁弁弁いただきました。いただきました。いただきました。いただきました。ややややはははは
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り、地域のり、地域のり、地域のり、地域の魅魅魅魅力力力力をををを高め高め高め高めるというるというるというるという点点点点で、で、で、で、住住住住んんんんでいるでいるでいるでいる人人人人がががが誇誇誇誇りにりにりにりに思思思思ええええるような取り組みというるような取り組みというるような取り組みというるような取り組みという

のはのはのはのは非非非非常常常常に大事な観に大事な観に大事な観に大事な観点点点点だと私もだと私もだと私もだと私も思思思思います。います。います。います。誇誇誇誇りをりをりをりを持持持持ってもらってもらってもらってもらええええる奈良県であるということる奈良県であるということる奈良県であるということる奈良県であるということ

が、観光でもが、観光でもが、観光でもが、観光でも魅魅魅魅力力力力をををを高め高め高め高めていくということで、これはていくということで、これはていくということで、これはていくということで、これは単単単単に奈良をに奈良をに奈良をに奈良を売売売売り出すというだり出すというだり出すというだり出すというだけけけけではではではでは

なくて、なくて、なくて、なくて、住住住住んんんんでいるでいるでいるでいる人人人人のののの実実実実感感感感としてそうとしてそうとしてそうとしてそう思思思思ええええるような奈良をつくっていくということにつるような奈良をつくっていくということにつるような奈良をつくっていくということにつるような奈良をつくっていくということにつ

ながっていくのではないかとながっていくのではないかとながっていくのではないかとながっていくのではないかと思思思思っています。っています。っています。っています。

あとは、あとは、あとは、あとは、富富富富本本本本憲憲憲憲吉吉吉吉のことにつきましては、のことにつきましては、のことにつきましては、のことにつきましては、ぜひぜひぜひぜひとも県としてとも県としてとも県としてとも県としてどどどどういうことができるかとういうことができるかとういうことができるかとういうことができるかと

いうことがあろうかということがあろうかということがあろうかということがあろうかと思思思思うのですうのですうのですうのですけけけけれれれれどどどども、運営についてのアも、運営についてのアも、運営についてのアも、運営についてのアイデイデイデイデアとか、知アとか、知アとか、知アとか、知恵恵恵恵ですとかですとかですとかですとか、、、、

そういうものを大いに出していただきたいとそういうものを大いに出していただきたいとそういうものを大いに出していただきたいとそういうものを大いに出していただきたいと思思思思っていますので、っていますので、っていますので、っていますので、ぜひぜひぜひぜひよろしくお願いしたよろしくお願いしたよろしくお願いしたよろしくお願いした

いといといといと思思思思います。います。います。います。

○田中委員○田中委員○田中委員○田中委員 それでは、それでは、それでは、それでは、幾幾幾幾つかつかつかつか指指指指摘摘摘摘とととと要要要要望望望望といいますか、ごといいますか、ごといいますか、ごといいますか、ご検討検討検討検討いただきたいいただきたいいただきたいいただきたい点点点点をををを述述述述べべべべささささ

せていただきます。せていただきます。せていただきます。せていただきます。

大国委員からご大国委員からご大国委員からご大国委員からご指指指指摘摘摘摘あったことはあったことはあったことはあったことは非非非非常常常常に大に大に大に大切切切切なことですし、奈良県なことですし、奈良県なことですし、奈良県なことですし、奈良県へへへへのののの来訪来訪来訪来訪者、者、者、者、宿泊宿泊宿泊宿泊者者者者

がががが随随随随分分分分と減っているというのは、これも数と減っているというのは、これも数と減っているというのは、これも数と減っているというのは、これも数値値値値でででで示示示示されていることで、それをされていることで、それをされていることで、それをされていることで、それをどどどどううううややややってってってってカカカカ

ババババーできるか、ーできるか、ーできるか、ーできるか、どどどどういうういうういうういうふふふふうなうなうなうな方向方向方向方向でででで他他他他府府府府県の減県の減県の減県の減少少少少率率率率よりも奈良のよりも奈良のよりも奈良のよりも奈良の方方方方が減が減が減が減少少少少率率率率少少少少ないといないといないといないとい

ううううふふふふうにできるかというのは、うにできるかというのは、うにできるかというのは、うにできるかというのは、具体的具体的具体的具体的なななな方策方策方策方策だとだとだとだと思思思思うのですうのですうのですうのですねねねね。その中に、記。その中に、記。その中に、記。その中に、記紀紀紀紀・・・・万万万万葉葉葉葉のののの

テテテテーマがあるとーマがあるとーマがあるとーマがあると思思思思います。ことしいます。ことしいます。ことしいます。ことし具体的具体的具体的具体的なななな方策方策方策方策についてのについてのについてのについての答答答答ええええを出していただを出していただを出していただを出していただけけけけるというるというるというるという

ことですことですことですことですけけけけれれれれどどどども、も、も、も、ややややはり、はり、はり、はり、魅魅魅魅力的力的力的力的なななな形形形形ででででぜひぜひぜひぜひともともともとも具体的具体的具体的具体的ななななテテテテーマをつくっていただいてーマをつくっていただいてーマをつくっていただいてーマをつくっていただいて、、、、

そこでお進そこでお進そこでお進そこでお進めめめめいただきたいといただきたいといただきたいといただきたいと思思思思います。います。います。います。

これはこれはこれはこれは陳陳陳陳情的情的情的情的なななな意意意意味味味味もあるのですが、奈良県の東部でありますもあるのですが、奈良県の東部でありますもあるのですが、奈良県の東部でありますもあるのですが、奈良県の東部であります宇陀宇陀宇陀宇陀地域も地域も地域も地域も歴史歴史歴史歴史的的的的なななな意意意意味味味味

では記では記では記では記紀紀紀紀・・・・万万万万葉葉葉葉の中で大きなの中で大きなの中で大きなの中で大きな位位位位置置置置をををを占占占占めめめめているとているとているとていると思思思思いますので、平たいますので、平たいますので、平たいますので、平たんんんん部だ部だ部だ部だけけけけの観光といの観光といの観光といの観光とい

うことではなくて、うことではなくて、うことではなくて、うことではなくて、吉野吉野吉野吉野やややや宇陀宇陀宇陀宇陀のことについてものことについてものことについてものことについても十十十十分分分分におにおにおにお触触触触れいただきたいというれいただきたいというれいただきたいというれいただきたいというふふふふうにうにうにうに

お願いをしておきます。お願いをしておきます。お願いをしておきます。お願いをしておきます。

それで、その中にそういうそれで、その中にそういうそれで、その中にそういうそれで、その中にそういう来訪来訪来訪来訪者を者を者を者をふやふやふやふやしていく、していく、していく、していく、宿泊宿泊宿泊宿泊者を者を者を者をふやふやふやふやしていくという中で、していくという中で、していくという中で、していくという中で、

わたくしは１０年ほわたくしは１０年ほわたくしは１０年ほわたくしは１０年ほどどどど前前前前に奈良県のに奈良県のに奈良県のに奈良県のホホホホテテテテルにルにルにルにエエエエキキキキスススストラトラトラトラベベベベッドッドッドッドをををを持持持持ちちちち込込込込むむむむというというというという条例条例条例条例をををを改改改改

正されました。私は正されました。私は正されました。私は正されました。私は反反反反対したのです対したのです対したのです対したのですけけけけれれれれどどどども、そのも、そのも、そのも、その当時当時当時当時、、、、多分多分多分多分業業業業界界界界からのごからのごからのごからのご指指指指摘摘摘摘もあってもあってもあってもあって、、、、

エエエエキキキキスススストラトラトラトラベベベベッドッドッドッドをををを修修修修学学学学旅旅旅旅行行行行生生生生に対してに対してに対してに対して持持持持ちちちち込込込込むむむむことをことをことをことを許許許許すというすというすというすというふふふふうなうなうなうな案案案案件件件件でありましでありましでありましでありまし

た。た。た。た。要要要要するに、今はするに、今はするに、今はするに、今は宿泊宿泊宿泊宿泊の１の１の１の１人当人当人当人当たりのたりのたりのたりの占占占占有有有有面面面面積積積積というのがありますというのがありますというのがありますというのがありますけけけけれれれれどどどども、それをも、それをも、それをも、それを割割割割

ってでも２ってでも２ってでも２ってでも２人人人人宿泊宿泊宿泊宿泊の部の部の部の部屋屋屋屋に１つ入れるというに１つ入れるというに１つ入れるというに１つ入れるという条件条件条件条件緩緩緩緩和和和和するというそういうするというそういうするというそういうするというそういう条例条例条例条例であったとであったとであったとであったと

思思思思います。これは、います。これは、います。これは、います。これは、修修修修学学学学旅旅旅旅行行行行生生生生がががが将来将来将来将来奈良を奈良を奈良を奈良を訪訪訪訪れるれるれるれるリリリリピピピピーーーータタタターになるとーになるとーになるとーになると思思思思うのですうのですうのですうのですねねねね。。。。修修修修

学学学学旅旅旅旅行に行ったときに行に行ったときに行に行ったときに行に行ったときに非非非非常常常常に奈良県の対に奈良県の対に奈良県の対に奈良県の対応悪応悪応悪応悪かったということになりますと、これはかったということになりますと、これはかったということになりますと、これはかったということになりますと、これは将来将来将来将来
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もう一度もう一度もう一度もう一度泊泊泊泊まっていただまっていただまっていただまっていただけけけけるということはるということはるということはるということは非非非非常常常常にににに困難困難困難困難になってまいります。そういうになってまいります。そういうになってまいります。そういうになってまいります。そういう意意意意味味味味

で、この部局だで、この部局だで、この部局だで、この部局だけけけけではなくてではなくてではなくてではなくて担当担当担当担当の部局はの部局はの部局はの部局は別別別別になりますので、になりますので、になりますので、になりますので、ぜひぜひぜひぜひとも観光というとも観光というとも観光というとも観光という側面側面側面側面かかかか

ら、そのら、そのら、そのら、その辺辺辺辺のところについても１度ごのところについても１度ごのところについても１度ごのところについても１度ご検討検討検討検討いただきたいといただきたいといただきたいといただきたいと思思思思います。います。います。います。

エエエエキキキキスススストラトラトラトラベベベベッドッドッドッドですですですですけけけけれれれれどどどども、も、も、も、可動ベ可動ベ可動ベ可動ベッドッドッドッドについても、これもについても、これもについても、これもについても、これも非非非非常常常常に大に大に大に大切切切切なことだとなことだとなことだとなことだと

思思思思いますから、いますから、いますから、いますから、起起起起きたりきたりきたりきたり背背背背中の部中の部中の部中の部分分分分をををを起起起起き上がらせることができるという、そういうき上がらせることができるという、そういうき上がらせることができるという、そういうき上がらせることができるという、そういう意意意意味味味味

でのでのでのでの可動ベ可動ベ可動ベ可動ベッドッドッドッドについてもについてもについてもについても十十十十分分分分なななな配配配配慮慮慮慮ががががややややはりされるはりされるはりされるはりされるべべべべきだろうときだろうときだろうときだろうと思思思思いますので、よろしいますので、よろしいますので、よろしいますので、よろし

くお願い申し上くお願い申し上くお願い申し上くお願い申し上げげげげます。ます。ます。ます。

奈良を奈良を奈良を奈良をめめめめぐぐぐぐるるるる方方方方 々々々々の中には、の中には、の中には、の中には、ややややはりはりはりはり最最最最近近近近観光観光観光観光客客客客の１の１の１の１人当人当人当人当たりのたりのたりのたりの使使使使われる金額というのはわれる金額というのはわれる金額というのはわれる金額というのは

かなりかなりかなりかなり少少少少なくなってきています。これは奈良県だなくなってきています。これは奈良県だなくなってきています。これは奈良県だなくなってきています。これは奈良県だけけけけにににに限限限限っておらっておらっておらっておらずずずず、各地域とも、各地域とも、各地域とも、各地域ともココココスススストトトトをををを

引引引引きききき下下下下げげげげてそれてそれてそれてそれぞぞぞぞれのれのれのれの方方方方がががが旅旅旅旅行しようかという行しようかという行しようかという行しようかという動動動動きにきにきにきに変変変変わってきております。そこで、わってきております。そこで、わってきております。そこで、わってきております。そこで、めめめめ

ぐぐぐぐっていく上で、っていく上で、っていく上で、っていく上で、電電電電気気気気自自自自転転転転車車車車、これの、これの、これの、これの利利利利用というのはかなり用というのはかなり用というのはかなり用というのはかなり意意意意味味味味があった、があった、があった、があった、配配配配置置置置をしていをしていをしていをしてい

ただいてよかったとただいてよかったとただいてよかったとただいてよかったと思思思思っております。これももうっております。これももうっております。これももうっております。これももう少少少少し充し充し充し充実実実実をしていただきたいとをしていただきたいとをしていただきたいとをしていただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。

それから、そういうそれから、そういうそれから、そういうそれから、そういうめめめめぐぐぐぐる中で、５００円ですか、１，０００円る中で、５００円ですか、１，０００円る中で、５００円ですか、１，０００円る中で、５００円ですか、１，０００円近近近近いお金を出していお金を出していお金を出していお金を出してガガガガイイイイ

ドドドドをををを聞聞聞聞けけけけるるるる器器器器具具具具がありますがありますがありますがありますけけけけれれれれどどどども、そういうものをも、そういうものをも、そういうものをも、そういうものを利利利利用しての用しての用しての用してのツツツツーーーーリリリリンンンンググググをををを楽楽楽楽しまれるしまれるしまれるしまれる

というというというというふふふふうなうなうなうな方方方方が、そういうが、そういうが、そういうが、そういう試試試試みをしていただいたのですが、みをしていただいたのですが、みをしていただいたのですが、みをしていただいたのですが、最最最最近近近近はスマーはスマーはスマーはスマートフォントフォントフォントフォン、、、、電電電電

話機話機話機話機をををを使使使使ってそれが行ってそれが行ってそれが行ってそれが行ええええるということで、いろいろと進るということで、いろいろと進るということで、いろいろと進るということで、いろいろと進めめめめていただいております。ていただいております。ていただいております。ていただいております。

奈良県も奈良県も奈良県も奈良県も機機機機種種種種によってによってによってによってどどどどうなのか、私もうなのか、私もうなのか、私もうなのか、私も詳詳詳詳しいことはわかりませしいことはわかりませしいことはわかりませしいことはわかりませんんんんけけけけれれれれどどどども、わざわざも、わざわざも、わざわざも、わざわざ

それをそれをそれをそれを借借借借りなくても、りなくても、りなくても、りなくても、自分自分自分自分のののの持持持持っているスマーっているスマーっているスマーっているスマートフォントフォントフォントフォンでそういう観光の説明、でそういう観光の説明、でそういう観光の説明、でそういう観光の説明、ガガガガイドイドイドイドがががが

聞聞聞聞けけけけるというるというるというるというふふふふうなことについてもうなことについてもうなことについてもうなことについても着着着着目目目目していただきたい、このようにお願いしておきましていただきたい、このようにお願いしておきましていただきたい、このようにお願いしておきましていただきたい、このようにお願いしておきま

す。す。す。す。

それから、もう一つは、それから、もう一つは、それから、もう一つは、それから、もう一つは、ホホホホテテテテルのルのルのルの誘致誘致誘致誘致のののの問問問問題題題題であります。であります。であります。であります。先先先先ほほほほどどどども申し上も申し上も申し上も申し上げげげげましたようましたようましたようましたよう

に、に、に、に、ホホホホテテテテルをルをルをルを使使使使ってってってって旅旅旅旅行される行される行される行される場合場合場合場合、東、東、東、東京京京京都でも大都でも大都でも大都でも大阪阪阪阪府府府府でも、でも、でも、でも、ホホホホテテテテルルルル代代代代が、が、が、が、物物物物すごくすごくすごくすごく安安安安くくくく

なってしまっています。一なってしまっています。一なってしまっています。一なってしまっています。一方方方方では、３万円、５万円というでは、３万円、５万円というでは、３万円、５万円というでは、３万円、５万円というホホホホテテテテルもございますルもございますルもございますルもございますけけけけれれれれどどどども、も、も、も、

片片片片方方方方ででででホホホホテテテテルルルル代代代代が１が１が１が１泊泊泊泊数数数数千千千千円というところも円というところも円というところも円というところも随随随随分分分分ととととふえふえふえふえてまいりました。てまいりました。てまいりました。てまいりました。二二二二極極極極化している化している化している化している

とととと思思思思ええええるのでするのでするのでするのですけけけけれれれれどどどども、奈良も奈良も、奈良も奈良も、奈良も奈良も、奈良も奈良公公公公園の園の園の園の周周周周りに、奈良りに、奈良りに、奈良りに、奈良公公公公園を園を園を園をロロロロケケケケーーーーシシシションョンョンョンとできるよとできるよとできるよとできるよ

うなうなうなうな遊遊遊遊休休休休施設施設施設施設があるのではないか、そういうところは、いわがあるのではないか、そういうところは、いわがあるのではないか、そういうところは、いわがあるのではないか、そういうところは、いわゆゆゆゆるるるる高高高高額ないい額ないい額ないい額ないい宿泊宿泊宿泊宿泊施設施設施設施設。ま。ま。ま。ま

た、このた、このた、このた、この間間間間も知事のも知事のも知事のも知事の答答答答弁弁弁弁の中でおっしの中でおっしの中でおっしの中でおっしゃゃゃゃっておられましたっておられましたっておられましたっておられましたけけけけれれれれどどどども、県営も、県営も、県営も、県営ププププールのールのールのールの後後後後の新の新の新の新

しいしいしいしいホホホホテテテテルのルのルのルの誘致誘致誘致誘致については、については、については、については、機動機動機動機動的的的的に運用ができるようないいに運用ができるようないいに運用ができるようないいに運用ができるようないいホホホホテテテテルをルをルをルをぜひぜひぜひぜひともおつくともおつくともおつくともおつく

りいただきたい、このようなことをお願い申し上りいただきたい、このようなことをお願い申し上りいただきたい、このようなことをお願い申し上りいただきたい、このようなことをお願い申し上げげげげましてましてましてまして終終終終わります。わります。わります。わります。

○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長 以以以以上、上、上、上、要要要要望望望望でございますので、お願いしておきます。でございますので、お願いしておきます。でございますので、お願いしておきます。でございますので、お願いしておきます。



---- 33336666 ----

それから、平城それから、平城それから、平城それから、平城京レポ京レポ京レポ京レポーーーートトトトにつきまして、中につきまして、中につきまして、中につきまして、中島島島島東アジア東アジア東アジア東アジア連携課連携課連携課連携課長の長の長の長の方方方方から。から。から。から。

○中島東アジア連携課長○中島東アジア連携課長○中島東アジア連携課長○中島東アジア連携課長 藤本委員からご藤本委員からご藤本委員からご藤本委員からご質問質問質問質問のありました平城のありました平城のありました平城のありました平城京レポ京レポ京レポ京レポーーーートトトトの経費でござの経費でござの経費でござの経費でござ

います。います。います。います。制作制作制作制作経費、これは調査、経費、これは調査、経費、これは調査、経費、これは調査、編集編集編集編集、、、、執執執執筆筆筆筆含め含め含め含めてでございますが４００万円。それからてでございますが４００万円。それからてでございますが４００万円。それからてでございますが４００万円。それから

印刷印刷印刷印刷の経費、これは全の経費、これは全の経費、これは全の経費、これは全体版体版体版体版、、、、完完完完全全全全版版版版として２，０００部つくりました。それをとして２，０００部つくりました。それをとして２，０００部つくりました。それをとして２，０００部つくりました。それを抜粋抜粋抜粋抜粋するするするする形形形形

で日本で日本で日本で日本語語語語、、、、英英英英語語語語、中国、中国、中国、中国語語語語、、、、韓韓韓韓国国国国語語語語、４、４、４、４カカカカ国国国国語語語語にににに翻訳翻訳翻訳翻訳いたしましてつくりましたいたしましてつくりましたいたしましてつくりましたいたしましてつくりました要要要要約約約約版版版版といといといとい

うものがございます。これが１，４００部でございます。全うものがございます。これが１，４００部でございます。全うものがございます。これが１，４００部でございます。全うものがございます。これが１，４００部でございます。全体版体版体版体版、、、、要要要要約約約約版合版合版合版合わせましてわせましてわせましてわせまして印印印印

刷刷刷刷経費で５７６万円、平城経費で５７６万円、平城経費で５７６万円、平城経費で５７６万円、平城京レポ京レポ京レポ京レポーーーートトトト全全全全体体体体でででで合合合合計９７６万円でございます。計９７６万円でございます。計９７６万円でございます。計９７６万円でございます。

なお、この中にはなお、この中にはなお、この中にはなお、この中には訂訂訂訂正に係ります正に係ります正に係ります正に係ります再再再再調査ですとか書き調査ですとか書き調査ですとか書き調査ですとか書き直直直直しですとか、あるいはしですとか、あるいはしですとか、あるいはしですとか、あるいは印刷印刷印刷印刷したしたしたした

ものをものをものをものを回回回回収して収して収して収して提提提提出し出し出し出し直直直直す、このすす、このすす、このすす、このすべべべべての経費はての経費はての経費はての経費は含含含含まれておりませまれておりませまれておりませまれておりませんんんん。す。す。す。すべべべべて委て委て委て委託託託託する業する業する業する業

者の者の者の者の方方方方のののの負担負担負担負担ということにいたしました。ということにいたしました。ということにいたしました。ということにいたしました。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○藤本委員○藤本委員○藤本委員○藤本委員 わかりました。わかりました。わかりました。わかりました。慎慎慎慎重重重重ににににややややってください。よろしくってください。よろしくってください。よろしくってください。よろしく頼頼頼頼んんんんでおきます。でおきます。でおきます。でおきます。

総務部長、それで、総務部長、それで、総務部長、それで、総務部長、それで、ややややっっっっぱぱぱぱりこりこりこりこんんんんななななんんんん、１，０００万円ほ、１，０００万円ほ、１，０００万円ほ、１，０００万円ほどどどどの金をの金をの金をの金を使使使使うのに、うのに、うのに、うのに、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり

業者をきっ業者をきっ業者をきっ業者をきっちちちちり選り選り選り選んんんんで、正で、正で、正で、正式式式式な入な入な入な入札札札札してきっしてきっしてきっしてきっちちちちりりりりややややってもらうことをってもらうことをってもらうことをってもらうことを要要要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。

以以以以上です。上です。上です。上です。

○岩田委員○岩田委員○岩田委員○岩田委員 代表代表代表代表質問質問質問質問でも観光振興についていろいろおでも観光振興についていろいろおでも観光振興についていろいろおでも観光振興についていろいろお話話話話しさせていただきました。しさせていただきました。しさせていただきました。しさせていただきました。先先先先ほほほほ

どどどどからからからからずずずずっとっとっとっと聞聞聞聞いている中で、観光局長がいている中で、観光局長がいている中で、観光局長がいている中で、観光局長が話話話話しましたが、しましたが、しましたが、しましたが、ややややはり県の職員さはり県の職員さはり県の職員さはり県の職員さんんんんもいろいろもいろいろもいろいろもいろいろ

こういうこういうこういうこういう形形形形で大で大で大で大変勉変勉変勉変勉強強強強されていますと私はそうされていますと私はそうされていますと私はそうされていますと私はそう思思思思うわうわうわうわけけけけですですですですけけけけれれれれどどどども。も。も。も。ややややはり県だはり県だはり県だはり県だけけけけではではではでは

この観光振興、なかなかこの観光振興、なかなかこの観光振興、なかなかこの観光振興、なかなか難難難難しい。そしい。そしい。そしい。そんんんんな中で、な中で、な中で、な中で、先先先先ほほほほど言ど言ど言ど言われましたように、われましたように、われましたように、われましたように、ややややはり各市町はり各市町はり各市町はり各市町

村の地村の地村の地村の地元元元元のののの人人人人たたたたちちちちがががが自分自分自分自分たたたたちちちちの地の地の地の地元元元元の中での中での中での中で誇誇誇誇れる、また本れる、また本れる、また本れる、また本当当当当にこれはにこれはにこれはにこれは来来来来てもらわないといてもらわないといてもらわないといてもらわないとい

けけけけない、ない、ない、ない、来来来来てもらてもらてもらてもらええええるなというようなことの認るなというようなことの認るなというようなことの認るなというようなことの認識識識識が一が一が一が一番番番番大事というようなことを大事というようなことを大事というようなことを大事というようなことを質問質問質問質問でもでもでもでも

言言言言いましたが、いましたが、いましたが、いましたが、ややややはり市町村のはり市町村のはり市町村のはり市町村の担当担当担当担当者を一者を一者を一者を一堂堂堂堂に１に１に１に１回回回回集集集集まっていただいて、このまっていただいて、このまっていただいて、このまっていただいて、このポポポポスススストトトト１３１３１３１３

００年の記００年の記００年の記００年の記紀紀紀紀・・・・万万万万葉葉葉葉というというというという形形形形の中で、観光局長のの中で、観光局長のの中で、観光局長のの中で、観光局長の方方方方からみからみからみからみんんんんなななな集集集集まっていただいて、そしまっていただいて、そしまっていただいて、そしまっていただいて、そし

て地て地て地て地元元元元がということを説明して、そしてがということを説明して、そしてがということを説明して、そしてがということを説明して、そして要要要要望望望望があれがあれがあれがあればばばば、あ、あ、あ、あんんんんまりまりまりまり押押押押しつしつしつしつけけけけはできないはできないはできないはできないけけけけれれれれ

どどどど、私は本、私は本、私は本、私は本当当当当はははは押押押押しつしつしつしつけけけけてもいいなてもいいなてもいいなてもいいな思思思思うのは、私はうのは、私はうのは、私はうのは、私は天天天天理市でされたときに理市でされたときに理市でされたときに理市でされたときに参加参加参加参加したときにしたときにしたときにしたときに

聞聞聞聞いて、ああ、なるほいて、ああ、なるほいて、ああ、なるほいて、ああ、なるほどどどどというように、私もというように、私もというように、私もというように、私も恥恥恥恥ずずずずかしいかしいかしいかしい話話話話やけやけやけやけれれれれどどどど、これは、これは、これは、これは自自自自身勉身勉身勉身勉強強強強不不不不足足足足

でありましたが日本でありましたが日本でありましたが日本でありましたが日本武尊武尊武尊武尊とととと景景景景行行行行天皇天皇天皇天皇のののの親親親親子のつながりをそこの中でいろいろ子のつながりをそこの中でいろいろ子のつながりをそこの中でいろいろ子のつながりをそこの中でいろいろ聞聞聞聞いて、ああいて、ああいて、ああいて、ああ

というようなというようなというようなというような思思思思いもしました。いもしました。いもしました。いもしました。

そういうそういうそういうそういう意意意意味味味味において、今において、今において、今において、今後後後後、、、、押押押押しつしつしつしつけけけけもももも余余余余りできないとりできないとりできないとりできないと思思思思いますいますいますいますけけけけれれれれどどどど、各市町村の、各市町村の、各市町村の、各市町村の

中で県の中で県の中で県の中で県の方方方方のののの勉勉勉勉強強強強されたことのされたことのされたことのされたことの映映映映像像像像をををを見見見見せて、あのときもせて、あのときもせて、あのときもせて、あのときも映映映映像像像像、、、、天天天天理市のことをみ理市のことをみ理市のことをみ理市のことをみんんんんなななな見見見見

せてくれました。そういうことをせてくれました。そういうことをせてくれました。そういうことをせてくれました。そういうことをどどどどんんんんどどどどんんんんややややっていただいたら一っていただいたら一っていただいたら一っていただいたら一番番番番いいのかなというよういいのかなというよういいのかなというよういいのかなというよう
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なななな思思思思いがします。そいがします。そいがします。そいがします。そんんんんな計画があるのであれな計画があるのであれな計画があるのであれな計画があるのであればばばば、観光局長、、観光局長、、観光局長、、観光局長、ちちちちょょょょっとっとっとっと答答答答ええええていただきたいていただきたいていただきたいていただきたい

と。と。と。と。

○中山観光局長○中山観光局長○中山観光局長○中山観光局長 来来来来年ですが、２０１２年が年ですが、２０１２年が年ですが、２０１２年が年ですが、２０１２年が古古古古事記事記事記事記編編編編ささささんんんん１３００年ということですので１３００年ということですので１３００年ということですので１３００年ということですので、、、、

来来来来年本年本年本年本格格格格的的的的に進に進に進に進めめめ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思思思思います。います。います。います。古古古古事記、日本書事記、日本書事記、日本書事記、日本書紀紀紀紀、万、万、万、万葉葉葉葉集集集集だだだだけけけけじじじじゃゃゃゃなくて、なくて、なくて、なくて、やややや

っっっっぱぱぱぱり奈良というのは都がり奈良というのは都がり奈良というのは都がり奈良というのは都が発発発発祥祥祥祥の地ですので、いろの地ですので、いろの地ですので、いろの地ですので、いろんんんんなななな魅魅魅魅力力力力まだまだいっまだまだいっまだまだいっまだまだいっぱぱぱぱいあるといあるといあるといあると思思思思いいいい

ますので、そういうますので、そういうますので、そういうますので、そういうふふふふうなこと、うなこと、うなこと、うなこと、魅魅魅魅力力力力を広を広を広を広めめめめる、それに観光る、それに観光る、それに観光る、それに観光客客客客をそれををそれををそれををそれを通通通通じてじてじてじて誘誘誘誘客客客客するとするとするとすると

いう、そういういう、そういういう、そういういう、そういうふふふふうな市町村、関係うな市町村、関係うな市町村、関係うな市町村、関係団体団体団体団体との会との会との会との会合合合合もももも積極積極積極積極的的的的に計画していきたいとに計画していきたいとに計画していきたいとに計画していきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。

以以以以上です。上です。上です。上です。

○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長○新谷委員長 それでは、これをもそれでは、これをもそれでは、これをもそれでは、これをもちちちちまして地域振興部まして地域振興部まして地域振興部まして地域振興部・・・・観光局の審査を観光局の審査を観光局の審査を観光局の審査を終終終終わります。わります。わります。わります。

午午午午後後後後につきましては、１につきましては、１につきましては、１につきましては、１時時時時１５１５１５１５分再分再分再分再開することとして開することとして開することとして開することとして休憩休憩休憩休憩をいたします。ありがとうごをいたします。ありがとうごをいたします。ありがとうごをいたします。ありがとうご

ざいました。ざいました。ざいました。ざいました。


