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観 光 振 興 対 策 特 別 委 員 会 記 録観 光 振 興 対 策 特 別 委 員 会 記 録観 光 振 興 対 策 特 別 委 員 会 記 録観 光 振 興 対 策 特 別 委 員 会 記 録開催日時開催日時開催日時開催日時 平成２９年１１月２９日（水） １３：０２～１５：０１平成２９年１１月２９日（水） １３：０２～１５：０１平成２９年１１月２９日（水） １３：０２～１５：０１平成２９年１１月２９日（水） １３：０２～１５：０１開催場所開催場所開催場所開催場所 第１委員会室第１委員会室第１委員会室第１委員会室出席委員出席委員出席委員出席委員 ８名８名８名８名和田 恵治 委員長和田 恵治 委員長和田 恵治 委員長和田 恵治 委員長亀田 忠彦 副委員長亀田 忠彦 副委員長亀田 忠彦 副委員長亀田 忠彦 副委員長池田 慎久 委員池田 慎久 委員池田 慎久 委員池田 慎久 委員松本 宗弘 委員松本 宗弘 委員松本 宗弘 委員松本 宗弘 委員中川 崇 委員中川 崇 委員中川 崇 委員中川 崇 委員田尻 匠 委員田尻 匠 委員田尻 匠 委員田尻 匠 委員乾 浩之 委員乾 浩之 委員乾 浩之 委員乾 浩之 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 森田 観光局長森田 観光局長森田 観光局長森田 観光局長金剛 まちづくり推進局長 ほか、関係職員金剛 まちづくり推進局長 ほか、関係職員金剛 まちづくり推進局長 ほか、関係職員金剛 まちづくり推進局長 ほか、関係職員傍 聴 者傍 聴 者傍 聴 者傍 聴 者 なしなしなしなし議 事議 事議 事議 事（１）１２月定例県議会提出予定議案について（１）１２月定例県議会提出予定議案について（１）１２月定例県議会提出予定議案について（１）１２月定例県議会提出予定議案について（２）その他（２）その他（２）その他（２）その他＜会議の経過＞＜会議の経過＞＜会議の経過＞＜会議の経過＞○和田委員長○和田委員長○和田委員長○和田委員長 ただいまの説明、またはその他の事項も含めまして、質問があればご発言ただいまの説明、またはその他の事項も含めまして、質問があればご発言ただいまの説明、またはその他の事項も含めまして、質問があればご発言ただいまの説明、またはその他の事項も含めまして、質問があればご発言願います。願います。願います。願います。○池田委員○池田委員○池田委員○池田委員 まず、ジャポニスム２０１８についてです。先ほどの森田観光局長からの説まず、ジャポニスム２０１８についてです。先ほどの森田観光局長からの説まず、ジャポニスム２０１８についてです。先ほどの森田観光局長からの説まず、ジャポニスム２０１８についてです。先ほどの森田観光局長からの説明によると、フランスで開催されるジャポニスム２０１８の開会式に、奈良県への誘客を明によると、フランスで開催されるジャポニスム２０１８の開会式に、奈良県への誘客を明によると、フランスで開催されるジャポニスム２０１８の開会式に、奈良県への誘客を明によると、フランスで開催されるジャポニスム２０１８の開会式に、奈良県への誘客を図るためにプロモーションビデオを作成する、その所要の予算を１２月定例会でというこ図るためにプロモーションビデオを作成する、その所要の予算を１２月定例会でというこ図るためにプロモーションビデオを作成する、その所要の予算を１２月定例会でというこ図るためにプロモーションビデオを作成する、その所要の予算を１２月定例会でということでした。とでした。とでした。とでした。そもそも、このジャポニスムについて、私も含めて、どういったものなのかご存じないそもそも、このジャポニスムについて、私も含めて、どういったものなのかご存じないそもそも、このジャポニスムについて、私も含めて、どういったものなのかご存じないそもそも、このジャポニスムについて、私も含めて、どういったものなのかご存じない方もたくさんおられると思いますので、改めてご説明をお願いします。あわせて、このプ方もたくさんおられると思いますので、改めてご説明をお願いします。あわせて、このプ方もたくさんおられると思いますので、改めてご説明をお願いします。あわせて、このプ方もたくさんおられると思いますので、改めてご説明をお願いします。あわせて、このプロモーションビデオの作成も含めて、奈良県への誘客を図るために、この機会をどのようロモーションビデオの作成も含めて、奈良県への誘客を図るために、この機会をどのようロモーションビデオの作成も含めて、奈良県への誘客を図るために、この機会をどのようロモーションビデオの作成も含めて、奈良県への誘客を図るために、この機会をどのように活用しながら奈良の魅力を大きく発信をしていくのかについて考えをお聞かせください。に活用しながら奈良の魅力を大きく発信をしていくのかについて考えをお聞かせください。に活用しながら奈良の魅力を大きく発信をしていくのかについて考えをお聞かせください。に活用しながら奈良の魅力を大きく発信をしていくのかについて考えをお聞かせください。
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○山中観光プロモーション課長○山中観光プロモーション課長○山中観光プロモーション課長○山中観光プロモーション課長 ジャポニスム２０１８について簡単に概要を説明します。ジャポニスム２０１８について簡単に概要を説明します。ジャポニスム２０１８について簡単に概要を説明します。ジャポニスム２０１８について簡単に概要を説明します。ジャポニスム２０１８は、日仏友好１６０周年に当たる２０１８年に、フランス・パリジャポニスム２０１８は、日仏友好１６０周年に当たる２０１８年に、フランス・パリジャポニスム２０１８は、日仏友好１６０周年に当たる２０１８年に、フランス・パリジャポニスム２０１８は、日仏友好１６０周年に当たる２０１８年に、フランス・パリを中心として開催される政府主導の大規模な日本文化紹介行事です。テーマとしては、ジを中心として開催される政府主導の大規模な日本文化紹介行事です。テーマとしては、ジを中心として開催される政府主導の大規模な日本文化紹介行事です。テーマとしては、ジを中心として開催される政府主導の大規模な日本文化紹介行事です。テーマとしては、ジャポニスム２０１８：響きあう魂と題されています。ャポニスム２０１８：響きあう魂と題されています。ャポニスム２０１８：響きあう魂と題されています。ャポニスム２０１８：響きあう魂と題されています。内容ですけれども、歌舞伎や能、狂言、神楽等の伝統文化の紹介、また、それに加えて内容ですけれども、歌舞伎や能、狂言、神楽等の伝統文化の紹介、また、それに加えて内容ですけれども、歌舞伎や能、狂言、神楽等の伝統文化の紹介、また、それに加えて内容ですけれども、歌舞伎や能、狂言、神楽等の伝統文化の紹介、また、それに加えて現代演劇、美術、漫画、アニメ展、日本映画の上映など、５０を超える公式企画を準備し現代演劇、美術、漫画、アニメ展、日本映画の上映など、５０を超える公式企画を準備し現代演劇、美術、漫画、アニメ展、日本映画の上映など、５０を超える公式企画を準備し現代演劇、美術、漫画、アニメ展、日本映画の上映など、５０を超える公式企画を準備して、期間は２０１８年７月から２０１９年２月までと予定されています。て、期間は２０１８年７月から２０１９年２月までと予定されています。て、期間は２０１８年７月から２０１９年２月までと予定されています。て、期間は２０１８年７月から２０１９年２月までと予定されています。奈良県からは、公式企画として、仏像展示「古都奈良の祈り」が位置づけられています。奈良県からは、公式企画として、仏像展示「古都奈良の祈り」が位置づけられています。奈良県からは、公式企画として、仏像展示「古都奈良の祈り」が位置づけられています。奈良県からは、公式企画として、仏像展示「古都奈良の祈り」が位置づけられています。また、関連では、奈良県出身で世界また、関連では、奈良県出身で世界また、関連では、奈良県出身で世界また、関連では、奈良県出身で世界的的的的にもにもにもにも著著著著名な映画名な映画名な映画名な映画監督監督監督監督のののの河瀬直河瀬直河瀬直河瀬直美美美美監督監督監督監督が現が現が現が現在吉野在吉野在吉野在吉野でででで撮影撮影撮影撮影されているされているされているされている新新新新作映画をオープニン作映画をオープニン作映画をオープニン作映画をオープニンググググにににに合合合合わせて上映されるとわせて上映されるとわせて上映されるとわせて上映されると伺伺伺伺っています。っています。っています。っています。奈良県としても、これらを奈良県としても、これらを奈良県としても、これらを奈良県としても、これらを絶絶絶絶好の機会として好の機会として好の機会として好の機会として捉捉捉捉まえており、仏像展示のほかにもまえており、仏像展示のほかにもまえており、仏像展示のほかにもまえており、仏像展示のほかにも積極的積極的積極的積極的にににに参参参参加したいと考えています。加したいと考えています。加したいと考えています。加したいと考えています。そのそのそのその一一一一つとして、今つとして、今つとして、今つとして、今回補正回補正回補正回補正予算に予算に予算に予算に計計計計上しているのは、上しているのは、上しているのは、上しているのは、ココココンテンンテンンテンンテンツツツツとしては、世界の方がとしては、世界の方がとしては、世界の方がとしては、世界の方が訪訪訪訪れてれてれてれてみみみみたい奈良をテーマに、これまでのたい奈良をテーマに、これまでのたい奈良をテーマに、これまでのたい奈良をテーマに、これまでの社寺社寺社寺社寺だけではなく、伝統行催事や伝統だけではなく、伝統行催事や伝統だけではなく、伝統行催事や伝統だけではなく、伝統行催事や伝統的工芸品的工芸品的工芸品的工芸品、、、、またはまたはまたはまたは自然自然自然自然といったものを、といったものを、といったものを、といったものを、暮暮暮暮らし等にらし等にらし等にらし等に結び結び結び結びつけながらつけながらつけながらつけながら奥深奥深奥深奥深い奈良の魅力を紹介していきい奈良の魅力を紹介していきい奈良の魅力を紹介していきい奈良の魅力を紹介していきたいと考えています。たいと考えています。たいと考えています。たいと考えています。これこれこれこれ以外以外以外以外にもいにもいにもいにもいろろろろいいいいろろろろな機会があれば、奈良県としても誘客にな機会があれば、奈良県としても誘客にな機会があれば、奈良県としても誘客にな機会があれば、奈良県としても誘客に結び結び結び結びつくようつくようつくようつくよう働働働働きかけてきかけてきかけてきかけていきたいと考えています。いきたいと考えています。いきたいと考えています。いきたいと考えています。以以以以上です。上です。上です。上です。○池田委員○池田委員○池田委員○池田委員 ぜひぜひぜひぜひ、この機会を、この機会を、この機会を、この機会を通通通通じて、奈良の魅力をじて、奈良の魅力をじて、奈良の魅力をじて、奈良の魅力を最最最最大大大大限限限限発発発発揮揮揮揮し、し、し、し、効果的効果的効果的効果的に誘客にに誘客にに誘客にに誘客に結び結び結び結びつけられるようつけられるようつけられるようつけられるよう努努努努力をお願いします。また、仏像の展示や力をお願いします。また、仏像の展示や力をお願いします。また、仏像の展示や力をお願いします。また、仏像の展示や河瀬監督河瀬監督河瀬監督河瀬監督の映画の上映、それの映画の上映、それの映画の上映、それの映画の上映、それ以以以以外外外外にもにもにもにも積極的積極的積極的積極的にということですが、にということですが、にということですが、にということですが、詳細詳細詳細詳細があるがあるがあるがある程度固程度固程度固程度固まってきましたら、議会にもまってきましたら、議会にもまってきましたら、議会にもまってきましたら、議会にも報告報告報告報告ををををいただければと思っています。いただければと思っています。いただければと思っています。いただければと思っています。次次次次に、に、に、に、イイイインンンンバウバウバウバウンンンンドドドドについてですが、についてですが、についてですが、についてですが、正倉院正倉院正倉院正倉院展は展は展は展は終終終終わりましたけれども、いまだにわりましたけれども、いまだにわりましたけれども、いまだにわりましたけれども、いまだにイイイインンンンバウバウバウバウンンンンドドドドのののの外国人外国人外国人外国人、、、、訪訪訪訪日観光客が県日観光客が県日観光客が県日観光客が県庁庁庁庁周周周周辺辺辺辺、奈良公、奈良公、奈良公、奈良公園園園園にもたくさんにもたくさんにもたくさんにもたくさん訪訪訪訪れていただいており、れていただいており、れていただいており、れていただいており、活活活活況況況況をををを呈呈呈呈しているわけですけれども、奈良県におけるしているわけですけれども、奈良県におけるしているわけですけれども、奈良県におけるしているわけですけれども、奈良県におけるイイイインンンンバウバウバウバウンンンンドドドド観光客は、観光客は、観光客は、観光客は、目目目目にににに見見見見えてえてえてえて言うまでもなく大言うまでもなく大言うまでもなく大言うまでもなく大幅幅幅幅ににににふふふふえているというえているというえているというえているという感覚感覚感覚感覚をををを持持持持っていますが、っていますが、っていますが、っていますが、具体的具体的具体的具体的に２０１７年のに２０１７年のに２０１７年のに２０１７年の数数数数字字字字を、現を、現を、現を、現段階段階段階段階でどれでどれでどれでどれぐぐぐぐらいらいらいらいふふふふえているのか、えているのか、えているのか、えているのか、何万人ぐ何万人ぐ何万人ぐ何万人ぐらいらいらいらい来来来来ていただいているのかおていただいているのかおていただいているのかおていただいているのかお教教教教ええええください。また、関ください。また、関ください。また、関ください。また、関西西西西ははははＬＣＣＬＣＣＬＣＣＬＣＣ（（（（格安航空格安航空格安航空格安航空会会会会社社社社）が関）が関）が関）が関西空港西空港西空港西空港を中心に、を中心に、を中心に、を中心に、離離離離発発発発着着着着がががが多多多多く、く、く、く、拠拠拠拠点点点点ということもあり、大ということもあり、大ということもあり、大ということもあり、大阪阪阪阪、、、、京京京京都をはじめ、関都をはじめ、関都をはじめ、関都をはじめ、関西各地西各地西各地西各地にににに多多多多くのくのくのくの外国人外国人外国人外国人観光客がお観光客がお観光客がお観光客がお越越越越しになしになしになしになっていることは、っていることは、っていることは、っていることは、数字数字数字数字デーデーデーデータタタタでもいでもいでもいでもいろろろろいいいいろろろろなとこなとこなとこなところろろろで紹介がされていますが、この関で紹介がされていますが、この関で紹介がされていますが、この関で紹介がされていますが、この関西西西西にににに
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おいて大おいて大おいて大おいて大阪阪阪阪、、、、京京京京都と都と都と都と比較比較比較比較して、奈良はどれして、奈良はどれして、奈良はどれして、奈良はどれぐぐぐぐらいの位置にあるのかについても、この機会らいの位置にあるのかについても、この機会らいの位置にあるのかについても、この機会らいの位置にあるのかについても、この機会におにおにおにお教教教教えいただきたいと思います。えいただきたいと思います。えいただきたいと思います。えいただきたいと思います。○中西ならの観光力向上課長○中西ならの観光力向上課長○中西ならの観光力向上課長○中西ならの観光力向上課長 イイイインンンンバウバウバウバウンンンンドドドド観光客についてのお観光客についてのお観光客についてのお観光客についてのお尋ね尋ね尋ね尋ねです。です。です。です。イイイインンンンバウバウバウバウンンンンドドドド観光客は、観光客は、観光客は、観光客は、確確確確かにかにかにかにふふふふえており、平成２８年のえており、平成２８年のえており、平成２８年のえており、平成２８年の数字数字数字数字ですと、ですと、ですと、ですと、対前対前対前対前年年年年比比比比６０６０６０６０％％％％増増増増しの１６５しの１６５しの１６５しの１６５万４，万４，万４，万４，００００００００００００人人人人でした。平成２９年もでした。平成２９年もでした。平成２９年もでした。平成２９年も引引引引きききき続続続続きききき増増増増加加加加傾向傾向傾向傾向で、９月で、９月で、９月で、９月末時点末時点末時点末時点の推の推の推の推計計計計で、で、で、で、既既既既にににに昨昨昨昨年１年間に年１年間に年１年間に年１年間に近近近近い１６０い１６０い１６０い１６０万人万人万人万人という推という推という推という推計値計値計値計値が出ています。が出ています。が出ています。が出ています。また、また、また、また、京京京京都、大都、大都、大都、大阪阪阪阪などとのなどとのなどとのなどとの比較比較比較比較ということですが、ということですが、ということですが、ということですが、京京京京都、大都、大都、大都、大阪阪阪阪にににに比べ比べ比べ比べると、ると、ると、ると、数数数数としてはとしてはとしてはとしては大大大大分少分少分少分少ないですが、ないですが、ないですが、ないですが、全国全国全国全国で９で９で９で９番目番目番目番目で、で、で、で、多多多多くの方くの方くの方くの方 々々々々にににに来来来来ていただいています。ていただいています。ていただいています。ていただいています。一一一一方、たくさん方、たくさん方、たくさん方、たくさん来来来来ていただいているていただいているていただいているていただいている割割割割に、やはりに、やはりに、やはりに、やはり京京京京都、大都、大都、大都、大阪阪阪阪にににに比べ比べ比べ比べるとるとるとると宿泊宿泊宿泊宿泊客が客が客が客が少少少少ないないないないということが大きなということが大きなということが大きなということが大きな課課課課題で、日題で、日題で、日題で、日帰帰帰帰りりりり型型型型からからからから滞在型滞在型滞在型滞在型へのへのへのへの転換転換転換転換が大きなが大きなが大きなが大きな課課課課題であると考えてい題であると考えてい題であると考えてい題であると考えています。ます。ます。ます。以以以以上です。上です。上です。上です。○池田委員○池田委員○池田委員○池田委員 ９月９月９月９月末末末末のののの時点時点時点時点で、もうで、もうで、もうで、もう昨昨昨昨年年年年並み並み並み並みのののの外国人外国人外国人外国人観光客が奈良を観光客が奈良を観光客が奈良を観光客が奈良を訪訪訪訪れていただいていれていただいていれていただいていれていただいているということで、当るということで、当るということで、当るということで、当然然然然のことながら、１０月、１１月、１２月と３のことながら、１０月、１１月、１２月と３のことながら、１０月、１１月、１２月と３のことながら、１０月、１１月、１２月と３カカカカ月で、もしかしたら月で、もしかしたら月で、もしかしたら月で、もしかしたら２００２００２００２００万人近万人近万人近万人近くいくかもしれません。くいくかもしれません。くいくかもしれません。くいくかもしれません。秋秋秋秋の観光シーの観光シーの観光シーの観光シーズズズズンにンにンにンに入入入入るるるる前前前前ですので、ですので、ですので、ですので、最終的最終的最終的最終的な平成な平成な平成な平成２９年の２９年の２９年の２９年の集計集計集計集計を期を期を期を期待待待待したいと思っていますが、やはり日したいと思っていますが、やはり日したいと思っていますが、やはり日したいと思っていますが、やはり日帰帰帰帰り客がり客がり客がり客が多多多多いと、いと、いと、いと、宿泊施設数宿泊施設数宿泊施設数宿泊施設数がががが少少少少ないということもありますが、日ないということもありますが、日ないということもありますが、日ないということもありますが、日帰帰帰帰りからりからりからりから滞在型滞在型滞在型滞在型にというにというにというにという取取取取りりりり組み組み組み組みがががが課課課課題であると、私も題であると、私も題であると、私も題であると、私も認識認識認識認識しています。しています。しています。しています。日本日本日本日本経済新経済新経済新経済新聞の聞の聞の聞のイイイインンンンバウバウバウバウンンンンドドドドの統の統の統の統計計計計リポーリポーリポーリポートトトトですけれども、ですけれども、ですけれども、ですけれども、イイイインンンンバウバウバウバウンンンンドドドドのののの訪訪訪訪問先とし問先とし問先とし問先として、平成２８年に９て、平成２８年に９て、平成２８年に９て、平成２８年に９４４４４１１１１万人万人万人万人がががが訪訪訪訪れた大れた大れた大れた大阪阪阪阪府を府を府を府を筆頭筆頭筆頭筆頭に、第２位がに、第２位がに、第２位がに、第２位が東京東京東京東京都、都、都、都、千葉千葉千葉千葉県、県、県、県、京京京京都府都府都府都府とととと続続続続いており、このいており、このいており、このいており、この４４４４都府県が都府県が都府県が都府県が圧倒的圧倒的圧倒的圧倒的に上位にあるとに上位にあるとに上位にあるとに上位にあると数字数字数字数字でも出ていましたが、平成２９でも出ていましたが、平成２９でも出ていましたが、平成２９でも出ていましたが、平成２９年７月から９月までの年７月から９月までの年７月から９月までの年７月から９月までの調査調査調査調査によると、そのによると、そのによると、そのによると、その４４４４つの都府県のつの都府県のつの都府県のつの都府県の伸び率伸び率伸び率伸び率は、は、は、は、軒並み前軒並み前軒並み前軒並み前年に年に年に年に比べ比べ比べ比べててててママママイナイナイナイナスにスにスにスに転転転転じているというじているというじているというじているという調査結果調査結果調査結果調査結果が出ており、が出ており、が出ており、が出ており、非常非常非常非常にににに興味深興味深興味深興味深く思いました。く思いました。く思いました。く思いました。イイイインンンンバウバウバウバウンンンンドドドド観光客は当観光客は当観光客は当観光客は当然ふ然ふ然ふ然ふえているわけですから、あるえているわけですから、あるえているわけですから、あるえているわけですから、ある意味地意味地意味地意味地方が、奈良県も含めてしっかり方が、奈良県も含めてしっかり方が、奈良県も含めてしっかり方が、奈良県も含めてしっかり頑頑頑頑張張張張って、かなりって、かなりって、かなりって、かなり分散分散分散分散化しているということです。化しているということです。化しているということです。化しているということです。一一一一方で、観光客方で、観光客方で、観光客方で、観光客側側側側のののの立場立場立場立場になるとリになるとリになるとリになるとリピピピピーーーートトトトをされているので、をされているので、をされているので、をされているので、同同同同じとこじとこじとこじところろろろに行くよりはに行くよりはに行くよりはに行くよりは違違違違うとこうとこうとこうところろろろに行ってに行ってに行ってに行ってみみみみようということで、ようということで、ようということで、ようということで、これまで行ったことがないこれまで行ったことがないこれまで行ったことがないこれまで行ったことがない場場場場所を所を所を所を求求求求めて観光周めて観光周めて観光周めて観光周遊遊遊遊をされていると私なりにをされていると私なりにをされていると私なりにをされていると私なりに理解理解理解理解、、、、分析分析分析分析をしをしをしをしているとこているとこているとこているところろろろです。です。です。です。実際実際実際実際、その、その、その、その伸び率伸び率伸び率伸び率でいいますと、でいいますと、でいいますと、でいいますと、新潟新潟新潟新潟県が県が県が県が非常非常非常非常にににに伸び伸び伸び伸びています。ています。ています。ています。ウウウウラジオスラジオスラジオスラジオストクトクトクトクややややハバハバハバハバロフスロフスロフスロフスククククとととと新潟新潟新潟新潟をををを結ぶ夏季限結ぶ夏季限結ぶ夏季限結ぶ夏季限定の定の定の定のチチチチャーャーャーャータタタターーーー便便便便がががが就航就航就航就航したようで、そのことによってロシしたようで、そのことによってロシしたようで、そのことによってロシしたようで、そのことによってロシアからの観光客がアからの観光客がアからの観光客がアからの観光客が随分ふ随分ふ随分ふ随分ふえたというのがえたというのがえたというのがえたというのが理由理由理由理由ということです。また、ということです。また、ということです。また、ということです。また、地震地震地震地震のののの影影影影響が和らい響が和らい響が和らい響が和らい
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だだだだ九州九州九州九州のののの熊熊熊熊本県も本県も本県も本県も伸び伸び伸び伸びています。また、ています。また、ています。また、ています。また、秘境秘境秘境秘境がががが人気人気人気人気と言われていると言われていると言われていると言われている徳島徳島徳島徳島県、これも関県、これも関県、これも関県、これも関西空西空西空西空港港港港からからからから徳島徳島徳島徳島なのだなのだなのだなのだろろろろうと思いますが、大きなうと思いますが、大きなうと思いますが、大きなうと思いますが、大きな伸び伸び伸び伸びということです。奈良県ももちということです。奈良県ももちということです。奈良県ももちということです。奈良県ももちろろろろんんんん伸び伸び伸び伸びているわけですけれども、まだまだているわけですけれども、まだまだているわけですけれども、まだまだているわけですけれども、まだまだ頑張頑張頑張頑張ってってってってイイイインンンンバウバウバウバウンンンンドドドド観光客を観光客を観光客を観光客を取取取取りりりり込込込込めるのではないめるのではないめるのではないめるのではないかと思っています。かと思っています。かと思っています。かと思っています。実際実際実際実際、関、関、関、関西空港西空港西空港西空港ががががＬＣＣＬＣＣＬＣＣＬＣＣのののの拠点拠点拠点拠点になっていることも含めて、平成２８年に関になっていることも含めて、平成２８年に関になっていることも含めて、平成２８年に関になっていることも含めて、平成２８年に関西西西西をををを訪訪訪訪れたれたれたれた約約約約１１１１，，，，００００００００００００万人万人万人万人と言われると言われると言われると言われる訪訪訪訪日日日日外国人外国人外国人外国人は、関は、関は、関は、関西経済西経済西経済西経済連連連連合合合合会では２０２０年には１会では２０２０年には１会では２０２０年には１会では２０２０年には１，，，，８０８０８０８０００００万人万人万人万人をををを目指目指目指目指すすすす計計計計画を示しておられ、奈良県を含めて関画を示しておられ、奈良県を含めて関画を示しておられ、奈良県を含めて関画を示しておられ、奈良県を含めて関西全体西全体西全体西全体のののの底底底底上上上上げげげげ、魅力づくり、発、魅力づくり、発、魅力づくり、発、魅力づくり、発信がますます信がますます信がますます信がますます必必必必要になってくると思っています。要になってくると思っています。要になってくると思っています。要になってくると思っています。翻翻翻翻って奈良県ですが、奈良公って奈良県ですが、奈良公って奈良県ですが、奈良公って奈良県ですが、奈良公園園園園だけではなく、だけではなく、だけではなく、だけではなく、滞在型滞在型滞在型滞在型にしていくために、にしていくために、にしていくために、にしていくために、幾幾幾幾つかつかつかつか課課課課題も題も題も題もありますが、県内ありますが、県内ありますが、県内ありますが、県内各地各地各地各地をしっかりとめをしっかりとめをしっかりとめをしっかりとめぐぐぐぐっていただくための観光っていただくための観光っていただくための観光っていただくための観光ルルルルーーーートトトト、周、周、周、周遊コ遊コ遊コ遊コースをースをースをースを設設設設定・提案していく定・提案していく定・提案していく定・提案していく必必必必要があると考えていますが、県としてはどのように考え、要があると考えていますが、県としてはどのように考え、要があると考えていますが、県としてはどのように考え、要があると考えていますが、県としてはどのように考え、取取取取りりりり組組組組んでんでんでんでおられるのでしおられるのでしおられるのでしおられるのでしょょょょうか。うか。うか。うか。○山中観光プロモーション課長○山中観光プロモーション課長○山中観光プロモーション課長○山中観光プロモーション課長 私への質問といたしましては、私への質問といたしましては、私への質問といたしましては、私への質問といたしましては、急増急増急増急増するするするする外国人外国人外国人外国人観光客に観光客に観光客に観光客に対対対対して、いかに周して、いかに周して、いかに周して、いかに周遊型遊型遊型遊型観光観光観光観光ココココースを提案するかとースを提案するかとースを提案するかとースを提案するかと受受受受けとめています。けとめています。けとめています。けとめています。池田委員お池田委員お池田委員お池田委員お述べ述べ述べ述べのののの滞在型滞在型滞在型滞在型観光の観光の観光の観光の形形形形成については、県としても成については、県としても成については、県としても成については、県としても最重最重最重最重要要要要課課課課題と考えており、題と考えており、題と考えており、題と考えており、重点的重点的重点的重点的にににに取取取取りりりり組組組組んでいるとこんでいるとこんでいるとこんでいるところろろろです。です。です。です。具体的具体的具体的具体的には、には、には、には、海外海外海外海外へのへのへのへの旅旅旅旅行会行会行会行会社社社社へのへのへのへのセセセセーーーールルルルスをスをスをスを手手手手がけるがけるがけるがける販売販売販売販売代代代代理理理理機関、いわ機関、いわ機関、いわ機関、いわゆゆゆゆる観光る観光る観光る観光レレレレッッッップや企画プランのプや企画プランのプや企画プランのプや企画プランのササササポーポーポーポートトトトをするランをするランをするランをするランドドドドオオオオペレペレペレペレーーーータタタターを県としてもーを県としてもーを県としてもーを県としても設設設設置して、置して、置して、置して、海外海外海外海外へのへのへのへの旅旅旅旅行会行会行会行会社社社社やメデやメデやメデやメディィィィアにアにアにアに対対対対して、県中して、県中して、県中して、県中南部南部南部南部を含めたを含めたを含めたを含めた視察旅視察旅視察旅視察旅行、いわ行、いわ行、いわ行、いわゆゆゆゆるフるフるフるファァァァムムムムトトトトリリリリッッッップやプやプやプやセセセセーーーールルルルス活ス活ス活ス活動動動動を現を現を現を現在在在在展開しています。展開しています。展開しています。展開しています。肝肝肝肝心の心の心の心のルルルルーーーートトトトの紹介についても、単に観光の紹介についても、単に観光の紹介についても、単に観光の紹介についても、単に観光地地地地だけの紹介にとどまるのではなく、だけの紹介にとどまるのではなく、だけの紹介にとどまるのではなく、だけの紹介にとどまるのではなく、滞在滞在滞在滞在のののの動動動動機づけとなる機づけとなる機づけとなる機づけとなる体体体体験験験験型型型型プロプロプロプロググググラムもあわせて提案しています。ラムもあわせて提案しています。ラムもあわせて提案しています。ラムもあわせて提案しています。例えば、信例えば、信例えば、信例えば、信貴山朝護孫貴山朝護孫貴山朝護孫貴山朝護孫子子子子寺寺寺寺においては、においては、においては、においては、特別特別特別特別祈祈祈祈祷祷祷祷やややや護摩護摩護摩護摩だきが、だきが、だきが、だきが、非常非常非常非常にににに人気人気人気人気です。また、です。また、です。また、です。また、葛城市葛城市葛城市葛城市においては、けはやにおいては、けはやにおいては、けはやにおいては、けはや座座座座でのでのでのでの相撲相撲相撲相撲体体体体験験験験、川、川、川、川西西西西町町町町等では等では等では等では居居居居合合合合いいいい抜抜抜抜きききき体体体体験験験験、、、、吉野吉野吉野吉野町町町町ではスではスではスではスピピピピリリリリチチチチュュュュアアアアルルルルをををを生生生生かした森かした森かした森かした森林林林林セセセセララララピピピピー、明日ー、明日ー、明日ー、明日香村香村香村香村においては、においては、においては、においては、原風景原風景原風景原風景をををを生生生生かしたかしたかしたかした農農農農作作作作業業業業体体体体験験験験ややややレレレレンンンンタサイクルタサイクルタサイクルタサイクル等などを提案しており、等などを提案しており、等などを提案しており、等などを提案しており、参参参参加された方加された方加された方加された方 々々々々からはからはからはからは非常非常非常非常に好に好に好に好評評評評をををを得得得得ておりておりておりております。ただ、やはります。ただ、やはります。ただ、やはります。ただ、やはり知知知知らなかったというおらなかったというおらなかったというおらなかったというお声声声声も聞きますので、池田委員おも聞きますので、池田委員おも聞きますので、池田委員おも聞きますので、池田委員お述べ述べ述べ述べのとおり、のとおり、のとおり、のとおり、しっかりとこのしっかりとこのしっかりとこのしっかりとこの点点点点についても発信、提案していきたいと思っています。についても発信、提案していきたいと思っています。についても発信、提案していきたいと思っています。についても発信、提案していきたいと思っています。以以以以上です。上です。上です。上です。○池田委員○池田委員○池田委員○池田委員 イイイインンンンバウバウバウバウンンンンドドドドのののの取取取取りりりり込み込み込み込み、また、また、また、また滞在型滞在型滞在型滞在型へのへのへのへの転換転換転換転換をををを最重最重最重最重要要要要課課課課題として題として題として題として取取取取りりりり組組組組んんんんでおられるということです。でおられるということです。でおられるということです。でおられるということです。以前以前以前以前から言われていることですけれども、から言われていることですけれども、から言われていることですけれども、から言われていることですけれども、宿泊施設宿泊施設宿泊施設宿泊施設がががが足足足足らならならならな
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いとか、公いとか、公いとか、公いとか、公共交共交共交共交通通通通をはじめ、をはじめ、をはじめ、をはじめ、道路整道路整道路整道路整備がおくれており、なかなか備がおくれており、なかなか備がおくれており、なかなか備がおくれており、なかなか時時時時間が間が間が間が読読読読めないためスムめないためスムめないためスムめないためスムーーーーズズズズにににに移動移動移動移動ができず、どうしても、奈良ができず、どうしても、奈良ができず、どうしても、奈良ができず、どうしても、奈良市市市市の奈良公の奈良公の奈良公の奈良公園園園園やややや東東東東大大大大寺寺寺寺、、、、春春春春日大日大日大日大社社社社だけをだけをだけをだけを見見見見てよそてよそてよそてよそへ行かれるということがこれまでもあり、今もそのようなへ行かれるということがこれまでもあり、今もそのようなへ行かれるということがこれまでもあり、今もそのようなへ行かれるということがこれまでもあり、今もそのような傾向傾向傾向傾向にあると思います。にあると思います。にあると思います。にあると思います。いいいいろろろろいいいいろろろろとととと課課課課題が題が題が題が山山山山積積積積していると思いますが、していると思いますが、していると思いますが、していると思いますが、交交交交通通通通のスムーのスムーのスムーのスムーズズズズなななな移動移動移動移動ははははイイイインンンンバウバウバウバウンンンンドドドドにににに直直直直接接接接関係ないわけですけれども、奈良公関係ないわけですけれども、奈良公関係ないわけですけれども、奈良公関係ないわけですけれども、奈良公園園園園周周周周辺辺辺辺のののの交交交交通通通通が観光シーが観光シーが観光シーが観光シーズズズズンンンンピピピピーーーーク時ク時ク時ク時にはかなりにはかなりにはかなりにはかなり渋渋渋渋滞滞滞滞をして、をして、をして、をして、以前以前以前以前より、より、より、より、イイイインンンンバウバウバウバウンンンンドドドドのののの影影影影響なのか、観光響なのか、観光響なのか、観光響なのか、観光ババババスがたくさんスがたくさんスがたくさんスがたくさん来来来来られているかられているかられているかられているからなのか、いらなのか、いらなのか、いらなのか、いろろろろいいいいろろろろなななな理由理由理由理由はあると思いますが、はあると思いますが、はあると思いますが、はあると思いますが、随分随分随分随分とととと以前以前以前以前よりよりよりよりひひひひどくなって、どくなって、どくなって、どくなって、地地地地域域域域におにおにおにお住住住住まいのまいのまいのまいの住民住民住民住民のののの生生生生活にも活にも活にも活にも支障支障支障支障をををを来来来来しているというおしているというおしているというおしているというお声声声声も聞きます。も聞きます。も聞きます。も聞きます。そこで、そこで、そこで、そこで、イイイインンンンバウバウバウバウンンンンドドドドにかかわらず、観光にかかわらず、観光にかかわらず、観光にかかわらず、観光ババババスススス対対対対策策策策やマやマやマやマイカイカイカイカーーーー対対対対策策策策についてどのようにについてどのようにについてどのようにについてどのように県として県として県として県として取取取取りりりり組組組組んでおられるのか、お聞きします。んでおられるのか、お聞きします。んでおられるのか、お聞きします。んでおられるのか、お聞きします。○上平奈良公園室長○上平奈良公園室長○上平奈良公園室長○上平奈良公園室長 まず、観光まず、観光まず、観光まず、観光ババババスとマスとマスとマスとマイカイカイカイカーのーのーのーの対対対対策策策策についておについておについておについてお答答答答えします。えします。えします。えします。奈良公奈良公奈良公奈良公園園園園周周周周辺辺辺辺のののの渋渋渋渋滞滞滞滞の大きな要の大きな要の大きな要の大きな要因因因因としては、観光としては、観光としては、観光としては、観光ババババスによるものとスによるものとスによるものとスによるものと一一一一般車両般車両般車両般車両によるものによるものによるものによるものがあります。観光があります。観光があります。観光があります。観光ババババスについては、まず現スについては、まず現スについては、まず現スについては、まず現在在在在運運運運用している用している用している用している駐車駐車駐車駐車場場場場予予予予約約約約システムをシステムをシステムをシステムを引引引引きききき続続続続きききき円滑円滑円滑円滑にににに運運運運用し、用し、用し、用し、ババババスのスのスのスの到到到到着時着時着時着時間をずらして間をずらして間をずらして間をずらして交交交交通通通通の平準化を図ります。の平準化を図ります。の平準化を図ります。の平準化を図ります。次次次次に、に、に、に、到到到到着着着着したしたしたしたババババススススについては、現については、現については、現については、現在在在在県県県県庁庁庁庁のののの横横横横でででで整整整整備を進めている備を進めている備を進めている備を進めている、、、、（（（（仮称仮称仮称仮称））））登登登登大大大大路路路路ババババススススタタタターーーーミミミミナルナルナルナルにおいてにおいてにおいてにおいてスムースムースムースムーズズズズにににに降車降車降車降車したしたしたした後後後後、、、、ババババスをスをスをスを郊郊郊郊外外外外のののの駐車駐車駐車駐車場場場場へ誘導することによって、奈良公へ誘導することによって、奈良公へ誘導することによって、奈良公へ誘導することによって、奈良公園園園園内への内への内への内への流流流流入入入入をををを抑制抑制抑制抑制する予定です。なお、する予定です。なお、する予定です。なお、する予定です。なお、ババババススススタタタターーーーミミミミナルナルナルナルについては、平成３１年については、平成３１年については、平成３１年については、平成３１年春春春春のののの運運運運用を予定し用を予定し用を予定し用を予定しています。ています。ています。ています。一一一一般車両般車両般車両般車両については、これまでからについては、これまでからについては、これまでからについては、これまでからチチチチラシ、ポスラシ、ポスラシ、ポスラシ、ポスタタタター、ー、ー、ー、電車電車電車電車の中の中の中の中刷刷刷刷りりりり広広広広告告告告などで、できなどで、できなどで、できなどで、できるだけ公るだけ公るだけ公るだけ公共交共交共交共交通通通通機関を機関を機関を機関を利利利利用してくださいと用してくださいと用してくださいと用してくださいと呼呼呼呼びびびびかけを行っていますが、やかけを行っていますが、やかけを行っていますが、やかけを行っていますが、やむむむむをををを得得得得ずずずず自自自自家家家家用用用用車車車車でででで来訪来訪来訪来訪する観光客にする観光客にする観光客にする観光客に対対対対しては、奈良公しては、奈良公しては、奈良公しては、奈良公園園園園からからからから離離離離れたとこれたとこれたとこれたところろろろにににに車車車車をとめて、をとめて、をとめて、をとめて、ぐぐぐぐるっとるっとるっとるっとババババススススなどをなどをなどをなどを利利利利用するパー用するパー用するパー用するパークククク・アン・アン・アン・アンドドドド・・・・ババババスラスラスラスライドイドイドイドにににに取取取取りりりり組組組組んでおり、今んでおり、今んでおり、今んでおり、今後後後後も推進していきたいも推進していきたいも推進していきたいも推進していきたいと思っています。と思っています。と思っています。と思っています。また、また、また、また、駐車駐車駐車駐車場場場場をををを探探探探すすすす迷走車両迷走車両迷走車両迷走車両については、については、については、については、駐車駐車駐車駐車場場場場案内システムや案内システムや案内システムや案内システムや交交交交通通通通誘導員などを誘導員などを誘導員などを誘導員などを最最最最大大大大限限限限活用して、周活用して、周活用して、周活用して、周辺辺辺辺駐車駐車駐車駐車場場場場へへへへ適切適切適切適切に誘導したいと思っています。に誘導したいと思っています。に誘導したいと思っています。に誘導したいと思っています。例えば、例えば、例えば、例えば、ＪＲＪＲＪＲＪＲ奈良奈良奈良奈良駅付駅付駅付駅付近近近近にはにはにはには民民民民間間間間駐車駐車駐車駐車場場場場を含めを含めを含めを含め約約約約１１１１，，，，００００００００００００台台台台ぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの収収収収容能力がある容能力がある容能力がある容能力があるのですが、のですが、のですが、のですが、繁忙繁忙繁忙繁忙期においても、その期においても、その期においても、その期においても、その駐車駐車駐車駐車容容容容量量量量にはまだにはまだにはまだにはまだ余裕余裕余裕余裕があるというのも現があるというのも現があるというのも現があるというのも現状状状状ですので、ですので、ですので、ですので、これらのこれらのこれらのこれらの駐車駐車駐車駐車場場場場へ誘導することにより、奈良公へ誘導することにより、奈良公へ誘導することにより、奈良公へ誘導することにより、奈良公園園園園周周周周辺辺辺辺にににに車車車車がががが殺到殺到殺到殺到しないよう、しないよう、しないよう、しないよう、渋渋渋渋滞滞滞滞のののの緩緩緩緩和和和和を図っていきたいと考えています。を図っていきたいと考えています。を図っていきたいと考えています。を図っていきたいと考えています。以以以以上です。上です。上です。上です。○池田委員○池田委員○池田委員○池田委員 奈良公奈良公奈良公奈良公園園園園周周周周辺辺辺辺がががが渋渋渋渋滞滞滞滞すると、観光客はもちすると、観光客はもちすると、観光客はもちすると、観光客はもちろろろろん、ん、ん、ん、我我我我 々々々々生生生生活活活活者者者者もももも時時時時間が間が間が間が読読読読めなめなめなめな
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いため、いため、いため、いため、暮暮暮暮らしやらしやらしやらしや経済経済経済経済活活活活動動動動にもにもにもにも影影影影響が出てしまうということですので、うまく誘導してい響が出てしまうということですので、うまく誘導してい響が出てしまうということですので、うまく誘導してい響が出てしまうということですので、うまく誘導していただいて、ただいて、ただいて、ただいて、渋渋渋渋滞滞滞滞をできるだけをできるだけをできるだけをできるだけ緩緩緩緩和できるような和できるような和できるような和できるような対対対対策策策策を、を、を、を、知知知知恵を恵を恵を恵を絞絞絞絞ってってってってぜひぜひぜひぜひ進めていただき進めていただき進めていただき進めていただきたいと思っています。たいと思っています。たいと思っています。たいと思っています。最最最最後後後後に、森田観光局長におに、森田観光局長におに、森田観光局長におに、森田観光局長にお尋ね尋ね尋ね尋ねします。します。します。します。イイイインンンンバウバウバウバウンンンンドドドドにににに向向向向けたけたけたけた総総総総合的合的合的合的なななな戦略戦略戦略戦略やややや施施施施策策策策の展の展の展の展開をどのようにしていくのか、開をどのようにしていくのか、開をどのようにしていくのか、開をどのようにしていくのか、計計計計画、画、画、画、戦略戦略戦略戦略が改めて今が改めて今が改めて今が改めて今後後後後ますますますますますますますます必必必必要になってくると思い要になってくると思い要になってくると思い要になってくると思いますが、お考えをお聞かせいただきたい。ますが、お考えをお聞かせいただきたい。ますが、お考えをお聞かせいただきたい。ますが、お考えをお聞かせいただきたい。○森田観光局長○森田観光局長○森田観光局長○森田観光局長 イイイインンンンバウバウバウバウンンンンドドドドの誘客に関しての奈良県としてのの誘客に関しての奈良県としてのの誘客に関しての奈良県としてのの誘客に関しての奈良県としての戦略戦略戦略戦略についてというおについてというおについてというおについてというお尋尋尋尋ねねねねです。です。です。です。ことしのことしのことしのことしの決決決決算算算算審審審審査査査査特別特別特別特別委員会で委員会で委員会で委員会で知知知知事からも事からも事からも事からも答弁申答弁申答弁申答弁申し上し上し上し上げげげげた内容ですが、池田委員ごた内容ですが、池田委員ごた内容ですが、池田委員ごた内容ですが、池田委員ご指指指指摘摘摘摘のように、今、のように、今、のように、今、のように、今、追追追追いいいい風風風風がががが吹吹吹吹いているこのいているこのいているこのいているこの時時時時期に、１０年先、２０年先を期に、１０年先、２０年先を期に、１０年先、２０年先を期に、１０年先、２０年先を見見見見据据据据えたえたえたえたイイイインンンンバウバウバウバウンンンンドドドドの観光の観光の観光の観光戦略戦略戦略戦略をきちんとをきちんとをきちんとをきちんと立立立立てていかないといけないという問題てていかないといけないという問題てていかないといけないという問題てていかないといけないという問題意識意識意識意識をををを強強強強くくくく持持持持っており、っており、っており、っており、具体的具体的具体的具体的な作な作な作な作業業業業を平成２９年を平成２９年を平成２９年を平成２９年度度度度のののの初初初初めからめからめからめから着手着手着手着手しています。しています。しています。しています。平成２９年８月の平成２９年８月の平成２９年８月の平成２９年８月の市町村市町村市町村市町村長長長長ササササミミミミットットットットで、で、で、で、少少少少しその作しその作しその作しその作業業業業のののの立立立立ち上ち上ち上ち上げげげげ状状状状況況況況を説明しましたが、を説明しましたが、を説明しましたが、を説明しましたが、平成２９年平成２９年平成２９年平成２９年度度度度と平成３０年と平成３０年と平成３０年と平成３０年度度度度の２の２の２の２カカカカ年かけて、２０年先の２０３７年を年かけて、２０年先の２０３７年を年かけて、２０年先の２０３７年を年かけて、２０年先の２０３７年を目目目目標標標標としたとしたとしたとしたイイイインンンンババババウウウウンンンンドドドドの観光の観光の観光の観光戦略戦略戦略戦略を作成することとし、今作を作成することとし、今作を作成することとし、今作を作成することとし、今作業業業業を進めているとこを進めているとこを進めているとこを進めているところろろろです。です。です。です。その内容に関して、まず日その内容に関して、まず日その内容に関して、まず日その内容に関して、まず日帰帰帰帰り観光からり観光からり観光からり観光から滞在型滞在型滞在型滞在型の観光の観光の観光の観光地地地地をををを目指目指目指目指す、す、す、す、ゆゆゆゆっくりっくりっくりっくり滞在滞在滞在滞在してもしてもしてもしてもらう観光らう観光らう観光らう観光地地地地をををを目指目指目指目指すということがすということがすということがすということが一一一一つの大きなテーマです。それとともに、つの大きなテーマです。それとともに、つの大きなテーマです。それとともに、つの大きなテーマです。それとともに、交交交交通通通通のののの利利利利便便便便性性性性をををを高高高高めていくこと、あるいはめていくこと、あるいはめていくこと、あるいはめていくこと、あるいは外国人外国人外国人外国人観光客を観光客を観光客を観光客を気持気持気持気持ちよくもてなすためのちよくもてなすためのちよくもてなすためのちよくもてなすための受入受入受入受入環環環環境境境境のののの整整整整備を備を備を備を進めること、それと奈良県らしい進めること、それと奈良県らしい進めること、それと奈良県らしい進めること、それと奈良県らしい食食食食、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは買買買買いいいい物物物物の楽しの楽しの楽しの楽しみみみみについて、２０年間ですのについて、２０年間ですのについて、２０年間ですのについて、２０年間ですので、で、で、で、結結結結構息構息構息構息の長いの長いの長いの長い取取取取りりりり組み組み組み組みではありますが、ではありますが、ではありますが、ではありますが、具体的具体的具体的具体的にににに充充充充実実実実させていくための、文させていくための、文させていくための、文させていくための、文字字字字どおりどおりどおりどおり戦略戦略戦略戦略をををを立立立立てていくという考え方で進めています。てていくという考え方で進めています。てていくという考え方で進めています。てていくという考え方で進めています。それと、プロモーション、誘客活それと、プロモーション、誘客活それと、プロモーション、誘客活それと、プロモーション、誘客活動動動動に関してですが、観光客をに関してですが、観光客をに関してですが、観光客をに関してですが、観光客を呼呼呼呼び込び込び込び込むむむむこととともに、こととともに、こととともに、こととともに、奈良県にこれまで奈良県にこれまで奈良県にこれまで奈良県にこれまで少少少少なかったビジなかったビジなかったビジなかったビジネネネネス関係のお客をス関係のお客をス関係のお客をス関係のお客を呼呼呼呼び込び込び込び込むむむむこともプロモーションこともプロモーションこともプロモーションこともプロモーション分野分野分野分野のののの大きな大きな大きな大きな課課課課題として題として題として題として捉捉捉捉えています。えています。えています。えています。確確確確かに奈良県内はかに奈良県内はかに奈良県内はかに奈良県内は京京京京都、大都、大都、大都、大阪阪阪阪にににに比べ比べ比べ比べてててて民民民民間企間企間企間企業業業業はははは数数数数はははは少少少少ないのですが、ないのですが、ないのですが、ないのですが、ＭＩＭＩＭＩＭＩＣＣＣＣＥＥＥＥというというというという言言言言葉葉葉葉でよくでよくでよくでよく表表表表現されますが、会議だけではなく、現されますが、会議だけではなく、現されますが、会議だけではなく、現されますが、会議だけではなく、海外海外海外海外企企企企業業業業のののの視察旅視察旅視察旅視察旅行や行や行や行や商談商談商談商談会等の日本へ会等の日本へ会等の日本へ会等の日本へのののの需需需需要は要は要は要は結結結結構構構構あるようで、あるようで、あるようで、あるようで、地地地地方方方方圏圏圏圏でそういうことをやりたいというニーでそういうことをやりたいというニーでそういうことをやりたいというニーでそういうことをやりたいというニーズズズズもももも結結結結構構構構あることあることあることあることがががが最近最近最近最近わかってきましたので、プロモーションのわかってきましたので、プロモーションのわかってきましたので、プロモーションのわかってきましたので、プロモーションの面面面面においては、そういう観光客においては、そういう観光客においては、そういう観光客においては、そういう観光客以外以外以外以外のののの部部部部分分分分、観光客はもち、観光客はもち、観光客はもち、観光客はもちろろろろん、ビジん、ビジん、ビジん、ビジネネネネス客の誘客もしっかりとス客の誘客もしっかりとス客の誘客もしっかりとス客の誘客もしっかりと捉捉捉捉えていきたいと考えています。えていきたいと考えています。えていきたいと考えています。えていきたいと考えています。そういったそういったそういったそういった各各各各個別個別個別個別のののの課課課課題に関して２０年間というめどを題に関して２０年間というめどを題に関して２０年間というめどを題に関して２０年間というめどを立立立立て、しっかりとしたて、しっかりとしたて、しっかりとしたて、しっかりとした戦略戦略戦略戦略をををを立立立立てててて
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ていきたいと考えています。ていきたいと考えています。ていきたいと考えています。ていきたいと考えています。作作作作業業業業の進の進の進の進捗捗捗捗にににに応応応応じて、改めて県議会の議員のじて、改めて県議会の議員のじて、改めて県議会の議員のじて、改めて県議会の議員の皆皆皆皆さん方にごさん方にごさん方にごさん方にご相談相談相談相談をををを申申申申し上し上し上し上げげげげたいと思ってたいと思ってたいと思ってたいと思っています。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。○池田委員○池田委員○池田委員○池田委員 ぜひぜひぜひぜひ２０年間、この２０年間、この２０年間、この２０年間、この追追追追いいいい風風風風がまさにがまさにがまさにがまさに吹吹吹吹いてるときに、しっかりといてるときに、しっかりといてるときに、しっかりといてるときに、しっかりとイイイインンンンバウバウバウバウンンンンドドドドをををを取取取取りりりり込込込込めるよう、まためるよう、まためるよう、まためるよう、また多多多多くの世界中のくの世界中のくの世界中のくの世界中の皆皆皆皆さんに、奈良のさんに、奈良のさんに、奈良のさんに、奈良の奥深奥深奥深奥深い魅力をしっかりとい魅力をしっかりとい魅力をしっかりとい魅力をしっかりと体感体感体感体感していただいて、していただいて、していただいて、していただいて、見見見見ていただいて、ていただいて、ていただいて、ていただいて、感感感感じていただいておじていただいておじていただいておじていただいてお帰帰帰帰りいただけるような、またそれりいただけるような、またそれりいただけるような、またそれりいただけるような、またそれを世界中にを世界中にを世界中にを世界中に広広広広げげげげていただけるようなていただけるようなていただけるようなていただけるような取取取取りりりり組み組み組み組みをお願いしたい。また、今、森田観光局長かをお願いしたい。また、今、森田観光局長かをお願いしたい。また、今、森田観光局長かをお願いしたい。また、今、森田観光局長からおらおらおらお話話話話が出たビジが出たビジが出たビジが出たビジネネネネス客、つまりス客、つまりス客、つまりス客、つまりＭＩＭＩＭＩＭＩＣＣＣＣＥＥＥＥなどについてです。奈良などについてです。奈良などについてです。奈良などについてです。奈良市市市市のマリオのマリオのマリオのマリオットットットットホホホホテテテテルルルルのののの南側南側南側南側に２に２に２に２，，，，００００００００００００人人人人規模の会議規模の会議規模の会議規模の会議場場場場ができます。これをができます。これをができます。これをができます。これを拠点拠点拠点拠点に、今に、今に、今に、今後後後後はそういったはそういったはそういったはそういったココココンンンンベベベベンション誘ンション誘ンション誘ンション誘致致致致にもにもにもにも取取取取りりりり組組組組むむむむことになると思います。いことになると思います。いことになると思います。いことになると思います。いろろろろいいいいろろろろなななな課課課課題はあると思いますけれ題はあると思いますけれ題はあると思いますけれ題はあると思いますけれども、ども、ども、ども、ぜひぜひぜひぜひ戦略戦略戦略戦略的的的的にこのにこのにこのにこの時時時時運運運運にににに乗乗乗乗りおくれないように、しっかりりおくれないように、しっかりりおくれないように、しっかりりおくれないように、しっかり頑張頑張頑張頑張っていただくことをっていただくことをっていただくことをっていただくことをお願いして、私の質問をお願いして、私の質問をお願いして、私の質問をお願いして、私の質問を終終終終わります。よわります。よわります。よわります。よろろろろしくお願いいたします。しくお願いいたします。しくお願いいたします。しくお願いいたします。○今井委員○今井委員○今井委員○今井委員 今、ビジ今、ビジ今、ビジ今、ビジネネネネス客のおス客のおス客のおス客のお話話話話がありましたけれども、先日、がありましたけれども、先日、がありましたけれども、先日、がありましたけれども、先日、全国全国全国全国木材産業振木材産業振木材産業振木材産業振興興興興大会大会大会大会が奈良県で開催され、私もが奈良県で開催され、私もが奈良県で開催され、私もが奈良県で開催され、私も参参参参加しました。加しました。加しました。加しました。次次次次の日がの日がの日がの日が薬師薬師薬師薬師寺寺寺寺をををを見見見見学学学学するスするスするスするスケケケケジジジジュュュューーーールルルルになっになっになっになっていましたので、かなりの方が奈良県におていましたので、かなりの方が奈良県におていましたので、かなりの方が奈良県におていましたので、かなりの方が奈良県にお泊泊泊泊まりをいただきました。まりをいただきました。まりをいただきました。まりをいただきました。その中で、奈良その中で、奈良その中で、奈良その中で、奈良ホホホホテテテテルルルルにににに泊泊泊泊まった方から、奈良の県議会議員にまった方から、奈良の県議会議員にまった方から、奈良の県議会議員にまった方から、奈良の県議会議員に注注注注文がありました。文がありました。文がありました。文がありました。朝朝朝朝、、、、奈良奈良奈良奈良ホホホホテテテテルルルルから奈良公から奈良公から奈良公から奈良公園園園園にににに散散散散歩歩歩歩に行ったときに、に行ったときに、に行ったときに、に行ったときに、荒荒荒荒池の池の池の池の横横横横のののの柵柵柵柵がががが木木木木ではなくて、ではなくて、ではなくて、ではなくて、木木木木にににに見見見見ええええるるるるココココンンンンククククリーリーリーリートトトトのののの柵柵柵柵だったので、だったので、だったので、だったので、ぜひぜひぜひぜひ木木木木のののの柵柵柵柵にしてほしいという要にしてほしいという要にしてほしいという要にしてほしいという要望望望望がありました。改めがありました。改めがありました。改めがありました。改めてててて見見見見ましたら、ましたら、ましたら、ましたら、木木木木の年の年の年の年輪輪輪輪がががが渦巻渦巻渦巻渦巻きになっていたり、きになっていたり、きになっていたり、きになっていたり、見見見見かけはかけはかけはかけは木木木木のようにのようにのようにのように色色色色もももも茶色茶色茶色茶色にしていにしていにしていにしているのですけれども、そうではないのがあり、ほかのとこるのですけれども、そうではないのがあり、ほかのとこるのですけれども、そうではないのがあり、ほかのとこるのですけれども、そうではないのがあり、ほかのところろろろにもそういうようなとこにもそういうようなとこにもそういうようなとこにもそういうようなところろろろがあがあがあがあったのですが、やはり奈良はったのですが、やはり奈良はったのですが、やはり奈良はったのですが、やはり奈良は木木木木がたくさんありますので、そのがたくさんありますので、そのがたくさんありますので、そのがたくさんありますので、その木木木木をををを使使使使ったったったった柵柵柵柵でおもてなしでおもてなしでおもてなしでおもてなしをしていただけたらと思います。をしていただけたらと思います。をしていただけたらと思います。をしていただけたらと思います。２つ２つ２つ２つ目目目目はははは民民民民泊泊泊泊の問題です。の問題です。の問題です。の問題です。前回前回前回前回、田尻委員からもこの、田尻委員からもこの、田尻委員からもこの、田尻委員からもこの話話話話がありましたけれども、日本がありましたけれども、日本がありましたけれども、日本がありましたけれども、日本共共共共産党産党産党産党にもいにもいにもいにもいろろろろいいいいろろろろとととと住民住民住民住民の方からの方からの方からの方から声声声声がががが届届届届いており、いており、いており、いており、夜夜夜夜中に中に中に中に旅旅旅旅行かばんをがらがら行かばんをがらがら行かばんをがらがら行かばんをがらがら引引引引きながきながきながきながらららら民民民民泊泊泊泊のののの場場場場所を所を所を所を探探探探しているしているしているしている外国外国外国外国の観光客の方がいる、ごの観光客の方がいる、ごの観光客の方がいる、ごの観光客の方がいる、ご近近近近所に所に所に所に迷惑迷惑迷惑迷惑がかかっている、がかかっている、がかかっている、がかかっている、道道道道をををを聞くので聞くので聞くので聞くので教教教教えてあえてあえてあえてあげげげげて、そこのて、そこのて、そこのて、そこの場場場場所に行って連所に行って連所に行って連所に行って連絡絡絡絡をしようと思っても、フロンをしようと思っても、フロンをしようと思っても、フロンをしようと思っても、フロントトトトもなくてもなくてもなくてもなくて責任者責任者責任者責任者もいなくて、連もいなくて、連もいなくて、連もいなくて、連絡絡絡絡先だけは先だけは先だけは先だけは書書書書いてあるのですが、いてあるのですが、いてあるのですが、いてあるのですが、電話電話電話電話をしても出ない、連をしても出ない、連をしても出ない、連をしても出ない、連絡絡絡絡先が大先が大先が大先が大阪阪阪阪になっているなど、そういうになっているなど、そういうになっているなど、そういうになっているなど、そういう状状状状況況況況があるということや、があるということや、があるということや、があるということや、最近最近最近最近民家民家民家民家をををを潰潰潰潰してしてしてして新新新新しいしいしいしいゲゲゲゲスススストトトトハウハウハウハウスができているようですけれども、２０スができているようですけれども、２０スができているようですけれども、２０スができているようですけれども、２０人ぐ人ぐ人ぐ人ぐらいらいらいらい入入入入る予定ということですが、とてもる予定ということですが、とてもる予定ということですが、とてもる予定ということですが、とてもそんなにたくさんそんなにたくさんそんなにたくさんそんなにたくさん入入入入れるとはれるとはれるとはれるとは外外外外から思えないようなとこから思えないようなとこから思えないようなとこから思えないようなところろろろに、そうしたものができている、に、そうしたものができている、に、そうしたものができている、に、そうしたものができている、
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そこでそこでそこでそこで働働働働いているいているいているいている人人人人は本当には本当には本当には本当にブブブブララララックックックック企企企企業業業業のようなのようなのようなのような状態状態状態状態でででで働働働働かされているなど、いかされているなど、いかされているなど、いかされているなど、いろろろろいいいいろろろろとそういうとそういうとそういうとそういう苦情苦情苦情苦情が出てきています。が出てきています。が出てきています。が出てきています。国国国国でこのでこのでこのでこの民民民民泊新泊新泊新泊新法法法法がががが制制制制定されておりますけれども、ど定されておりますけれども、ど定されておりますけれども、ど定されておりますけれども、どのようなのようなのようなのような施設施設施設施設がががが対対対対象象象象になっていくのか、また、奈良県ではどのようにになっていくのか、また、奈良県ではどのようにになっていくのか、また、奈良県ではどのようにになっていくのか、また、奈良県ではどのように具体的具体的具体的具体的に進めようとに進めようとに進めようとに進めようとしているのか、そのしているのか、そのしているのか、そのしているのか、その点点点点をおをおをおをお尋ね尋ね尋ね尋ねします。します。します。します。○上平奈良公園室長○上平奈良公園室長○上平奈良公園室長○上平奈良公園室長 荒荒荒荒池の池の池の池の柵柵柵柵に関してですけれども、に関してですけれども、に関してですけれども、に関してですけれども、確確確確かにかにかにかに荒荒荒荒池の池の池の池の歩道歩道歩道歩道には、今井委員には、今井委員には、今井委員には、今井委員おおおお述べ述べ述べ述べのようにのようにのようにのように茶色茶色茶色茶色にににに着着着着色色色色した、した、した、した、転転転転落防止落防止落防止落防止用の用の用の用の柵柵柵柵がががが設設設設置されています。置されています。置されています。置されています。色色色色的的的的にはおかしくにはおかしくにはおかしくにはおかしくないということでしたが、今井委員より、年ないということでしたが、今井委員より、年ないということでしたが、今井委員より、年ないということでしたが、今井委員より、年輪輪輪輪などがおかしいというなどがおかしいというなどがおかしいというなどがおかしいという意見意見意見意見もいただきましもいただきましもいただきましもいただきましたので、たので、たので、たので、木柵木柵木柵木柵にしてはという観にしてはという観にしてはという観にしてはという観点点点点から、から、から、から、再再再再度度度度現現現現場場場場をををを見見見見て、ごて、ごて、ごて、ご報告報告報告報告させていただきたいと思させていただきたいと思させていただきたいと思させていただきたいと思います。います。います。います。以以以以上です。上です。上です。上です。○中西ならの観光力向上課長○中西ならの観光力向上課長○中西ならの観光力向上課長○中西ならの観光力向上課長 民民民民泊泊泊泊については、については、については、については、住宅住宅住宅住宅宿泊宿泊宿泊宿泊事事事事業法業法業法業法が平成２９年６月１６日が平成２９年６月１６日が平成２９年６月１６日が平成２９年６月１６日に公に公に公に公布布布布され、そのされ、そのされ、そのされ、その後後後後、政、政、政、政省令省令省令省令が平成２９年１０月２７日に公が平成２９年１０月２７日に公が平成２９年１０月２７日に公が平成２９年１０月２７日に公布布布布されたことにより、平成３されたことにより、平成３されたことにより、平成３されたことにより、平成３０年３月１５日より事０年３月１５日より事０年３月１５日より事０年３月１５日より事業者業者業者業者からのからのからのからの届届届届出が開出が開出が開出が開始始始始され、平成３０年６月１５日からされ、平成３０年６月１５日からされ、平成３０年６月１５日からされ、平成３０年６月１５日から民民民民泊サ泊サ泊サ泊サービービービービスがスがスがスが解解解解禁禁禁禁されます。されます。されます。されます。今まで今まで今まで今まで旅旅旅旅館業法館業法館業法館業法にににに基基基基づいてづいてづいてづいて宿泊施設宿泊施設宿泊施設宿泊施設はははは登録登録登録登録されていましたが、それされていましたが、それされていましたが、それされていましたが、それ以外以外以外以外に、に、に、に、既既既既存の存の存の存の住宅住宅住宅住宅をををを利利利利用した用した用した用した新新新新たなたなたなたな施設施設施設施設ということで、ということで、ということで、ということで、新新新新たなたなたなたな登録制登録制登録制登録制度度度度がががが始始始始まるということです。まるということです。まるということです。まるということです。以以以以上です。上です。上です。上です。○今井委員○今井委員○今井委員○今井委員 奈良県として、これに関する奈良県として、これに関する奈良県として、これに関する奈良県として、これに関する条条条条例の例の例の例の制制制制定は考えているのか、考えているので定は考えているのか、考えているので定は考えているのか、考えているので定は考えているのか、考えているのであれば、どういうあれば、どういうあれば、どういうあれば、どういう点点点点でものを考えているのかおでものを考えているのかおでものを考えているのかおでものを考えているのかお尋ね尋ね尋ね尋ねします。します。します。します。○中西ならの観光力向上課長○中西ならの観光力向上課長○中西ならの観光力向上課長○中西ならの観光力向上課長 県での県での県での県での検討状検討状検討状検討状況況況況です。です。です。です。本県での本県での本県での本県での民民民民泊泊泊泊ののののササササービスについては、ービスについては、ービスについては、ービスについては、多多多多様様様様化する化する化する化する宿泊宿泊宿泊宿泊ニーニーニーニーズズズズにににに対対対対応応応応するするするする新新新新たなたなたなたな宿泊形宿泊形宿泊形宿泊形態態態態の推進ということと、の推進ということと、の推進ということと、の推進ということと、宿泊宿泊宿泊宿泊客の客の客の客の安全安全安全安全・・・・安安安安心の心の心の心の確確確確保保保保、周、周、周、周辺辺辺辺住民住民住民住民のののの不不不不安解安解安解安解消消消消、、、、トトトトララララブブブブルルルル防止防止防止防止とととということをいうことをいうことをいうことを基基基基本方本方本方本方針針針針として、として、として、として、以以以以下下下下３３３３点点点点について今について今について今について今検討検討検討検討しているとこしているとこしているとこしているところろろろです。です。です。です。まず１つは、まず１つは、まず１つは、まず１つは、条条条条例例例例制制制制定の定の定の定の検討検討検討検討です。です。です。です。法律法律法律法律では、では、では、では、生生生生活活活活環環環環境境境境悪悪悪悪化を化を化を化を防止防止防止防止するためにするためにするためにするために条条条条例によ例によ例によ例によりりりり区域区域区域区域を定めてを定めてを定めてを定めて民民民民泊サ泊サ泊サ泊サービスのービスのービスのービスの営業営業営業営業期間を期間を期間を期間を制制制制限限限限することができると規定されています。奈することができると規定されています。奈することができると規定されています。奈することができると規定されています。奈良に良に良に良にふふふふさわしいさわしいさわしいさわしい民民民民泊泊泊泊のののの制制制制限限限限について、現について、現について、現について、現在在在在検討検討検討検討を進めているとこを進めているとこを進めているとこを進めているところろろろです。です。です。です。また、また、また、また、苦情相談窓口苦情相談窓口苦情相談窓口苦情相談窓口についてもについてもについてもについても検討検討検討検討しています。先ほど今井委員からもご説明がありましています。先ほど今井委員からもご説明がありましています。先ほど今井委員からもご説明がありましています。先ほど今井委員からもご説明がありましたように、したように、したように、したように、騒音騒音騒音騒音等の等の等の等の苦情苦情苦情苦情や、や、や、や、緊緊緊緊急急急急にににに対対対対応応応応するするするする必必必必要がある要がある要がある要があるケケケケースもースもースもースも多多多多いと考えられることいと考えられることいと考えられることいと考えられることから、から、から、から、警警警警察察察察やややや市町村市町村市町村市町村とも連とも連とも連とも連携携携携しながら、そのしながら、そのしながら、そのしながら、その対対対対応応応応体体体体制制制制についてもについてもについてもについても検討検討検討検討しているとこしているとこしているとこしているところろろろです。です。です。です。また、３つまた、３つまた、３つまた、３つ目目目目として、として、として、として、ガガガガイドイドイドイドラララライイイイン等のン等のン等のン等の制制制制定についても定についても定についても定についても検討検討検討検討しています。しています。しています。しています。民民民民泊サ泊サ泊サ泊サービスービスービスービスのののの適切適切適切適切なななな運運運運用を図るためには、用を図るためには、用を図るためには、用を図るためには、制制制制限限限限やややや苦情苦情苦情苦情だけではなく、県としてのだけではなく、県としてのだけではなく、県としてのだけではなく、県としての指指指指導方導方導方導方針針針針を明文化すを明文化すを明文化すを明文化するるるる必必必必要があると考えており、現要があると考えており、現要があると考えており、現要があると考えており、現在在在在検討検討検討検討を行っているとこを行っているとこを行っているとこを行っているところろろろです。です。です。です。
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今今今今後後後後、、、、有有有有識識識識者者者者からのからのからのからの意見意見意見意見聴聴聴聴取取取取やパやパやパやパブブブブリリリリックコックコックコックコメンメンメンメントトトトのののの実施実施実施実施、、、、市町村市町村市町村市町村からのからのからのからの意見意見意見意見聴聴聴聴取取取取等の等の等の等の手続手続手続手続を行った上で、９月議会では１２月議会へのを行った上で、９月議会では１２月議会へのを行った上で、９月議会では１２月議会へのを行った上で、９月議会では１２月議会への条条条条例案上例案上例案上例案上程程程程をををを目目目目途途途途にとにとにとにと知知知知事事事事答弁答弁答弁答弁しましたしましたしましたしましたが、が、が、が、十十十十分分分分なななな検討検討検討検討期間を期間を期間を期間を確確確確保保保保するために、２月議会へのするために、２月議会へのするために、２月議会へのするために、２月議会への条条条条例案の上例案の上例案の上例案の上程程程程にににに向向向向けてけてけてけて検討検討検討検討を進めてを進めてを進めてを進めていきたいと考えています。いきたいと考えています。いきたいと考えています。いきたいと考えています。以以以以上です。上です。上です。上です。○今井委員○今井委員○今井委員○今井委員 京京京京都都都都市市市市でもでもでもでも条条条条例をつくりましたけれども、い例をつくりましたけれども、い例をつくりましたけれども、い例をつくりましたけれども、いろろろろいいいいろろろろ不不不不具合具合具合具合が出てきているとが出てきているとが出てきているとが出てきているということです。いうことです。いうことです。いうことです。管管管管理理理理者者者者がががが施設施設施設施設にににに滞在滞在滞在滞在しているようにすることや、しているようにすることや、しているようにすることや、しているようにすることや、近近近近隣住民隣住民隣住民隣住民にににに対対対対して、ここして、ここして、ここして、ここがががが宿泊施設宿泊施設宿泊施設宿泊施設になるという説明会などをになるという説明会などをになるという説明会などをになるという説明会などを義務義務義務義務づけてほしいというのは、づけてほしいというのは、づけてほしいというのは、づけてほしいというのは、イイイインンンンタタタターーーーネネネネットットットットなどなどなどなどでででで民民民民泊泊泊泊のののの施設施設施設施設が紹介されているのですけれども、が紹介されているのですけれども、が紹介されているのですけれども、が紹介されているのですけれども、住住住住所をきちんと所をきちんと所をきちんと所をきちんと書書書書いていないのです。ごいていないのです。ごいていないのです。ごいていないのです。ご近近近近所の方も、所の方も、所の方も、所の方も、人人人人が出が出が出が出入入入入りするけれどもりするけれどもりするけれどもりするけれども何何何何だだだだろろろろうといううといううといううという感感感感じで、そこがじで、そこがじで、そこがじで、そこが宿泊施設宿泊施設宿泊施設宿泊施設とわからなとわからなとわからなとわからないので、ごいので、ごいので、ごいので、ご近近近近所の方にもわかっていただくような説明会をきちんとする所の方にもわかっていただくような説明会をきちんとする所の方にもわかっていただくような説明会をきちんとする所の方にもわかっていただくような説明会をきちんとする必必必必要があると思っ要があると思っ要があると思っ要があると思っています。ています。ています。ています。それから、奈良県の平成２８年の奈良県それから、奈良県の平成２８年の奈良県それから、奈良県の平成２８年の奈良県それから、奈良県の平成２８年の奈良県宿泊宿泊宿泊宿泊統統統統計調査計調査計調査計調査によると、によると、によると、によると、宿泊宿泊宿泊宿泊者者者者数数数数は２７３は２７３は２７３は２７３万人万人万人万人で、で、で、で、前前前前年に年に年に年に比べ比べ比べ比べて１て１て１て１．．．．６６６６％％％％減減減減少少少少していますが、していますが、していますが、していますが、旅旅旅旅館館館館が１０が１０が１０が１０．．．．１１１１％％％％減減減減少少少少、、、、ホホホホテテテテルルルルは１は１は１は１．．．．８８８８％％％％増増増増加、簡加、簡加、簡加、簡易易易易宿泊宿泊宿泊宿泊所が２所が２所が２所が２．．．．７７７７％増％増％増％増加している加している加している加している状状状状況況況況です。です。です。です。旅旅旅旅館館館館のののの宿泊宿泊宿泊宿泊がががが減減減減っているということっているということっているということっているということを考えると、を考えると、を考えると、を考えると、民民民民泊施設泊施設泊施設泊施設が、本が、本が、本が、本来来来来、、、、業業業業としてやっておりますとしてやっておりますとしてやっておりますとしてやっております旅旅旅旅館館館館ややややホホホホテテテテルルルルがががが閑閑閑閑散散散散としてしまとしてしまとしてしまとしてしまうううう状態状態状態状態にならないように、にならないように、にならないように、にならないように、双双双双方がうまくいくように進めていかないといけないと考えてい方がうまくいくように進めていかないといけないと考えてい方がうまくいくように進めていかないといけないと考えてい方がうまくいくように進めていかないといけないと考えているのですが、考えがありましたらおるのですが、考えがありましたらおるのですが、考えがありましたらおるのですが、考えがありましたらお尋ね尋ね尋ね尋ねしたいと思います。したいと思います。したいと思います。したいと思います。○中西ならの観光力向上課長○中西ならの観光力向上課長○中西ならの観光力向上課長○中西ならの観光力向上課長 先に、先に、先に、先に、民民民民泊泊泊泊の現の現の現の現状状状状について、について、について、について、京京京京都都都都市市市市のおのおのおのお話話話話がありましたが、がありましたが、がありましたが、がありましたが、京京京京都都都都市市市市では、まだでは、まだでは、まだでは、まだ条条条条例はつくられていません。例はつくられていません。例はつくられていません。例はつくられていません。法律法律法律法律そのものがまだですので、そのものがまだですので、そのものがまだですので、そのものがまだですので、条条条条例もこれ例もこれ例もこれ例もこれからということです。今問題になっているからということです。今問題になっているからということです。今問題になっているからということです。今問題になっている多多多多くは、くは、くは、くは、違違違違法法法法なななな民民民民泊泊泊泊、いわ、いわ、いわ、いわゆゆゆゆるるるる旅旅旅旅館業法館業法館業法館業法違違違違反反反反で、で、で、で、許可許可許可許可をををを受受受受けずにけずにけずにけずに人人人人をををを泊泊泊泊めているというものが大めているというものが大めているというものが大めているというものが大半半半半だと思います。そのために、だと思います。そのために、だと思います。そのために、だと思います。そのために、宿泊宿泊宿泊宿泊予予予予約約約約ししししたたたた人人人人だけにだけにだけにだけに場場場場所が所が所が所が教教教教えられて、えられて、えられて、えられて、一一一一般般般般的的的的ににににイイイインンンンタタタターーーーネネネネットットットットでででで見見見見てもわからないてもわからないてもわからないてもわからない状状状状況況況況になってになってになってになっており、よくわからないのでおり、よくわからないのでおり、よくわからないのでおり、よくわからないので近近近近隣隣隣隣の方にの方にの方にの方に迷惑迷惑迷惑迷惑をかけているをかけているをかけているをかけている状状状状況況況況です。です。です。です。そのため、そのため、そのため、そのため、住宅住宅住宅住宅宿泊宿泊宿泊宿泊事事事事業法業法業法業法では、例えばでは、例えばでは、例えばでは、例えば家家家家主が主が主が主が不不不不在在在在ということに関しては、ということに関しては、ということに関しては、ということに関しては、管管管管理理理理者者者者に委に委に委に委託託託託することがすることがすることがすることが義務義務義務義務づけられます。したがって、づけられます。したがって、づけられます。したがって、づけられます。したがって、家家家家主が主が主が主が一一一一緒緒緒緒にににに住住住住んでいないというものにつんでいないというものにつんでいないというものにつんでいないというものについても、いても、いても、いても、宿泊宿泊宿泊宿泊者者者者のののの衛生衛生衛生衛生確確確確保保保保やややや騒音防止騒音防止騒音防止騒音防止等の等の等の等の対対対対策策策策、、、、苦情処苦情処苦情処苦情処理理理理等は、等は、等は、等は、管管管管理理理理者者者者に委に委に委に委託託託託して、そのして、そのして、そのして、その者者者者が行うようが行うようが行うようが行うよう義務義務義務義務づけられていますので、今のような、づけられていますので、今のような、づけられていますので、今のような、づけられていますので、今のような、誰誰誰誰かいるのかわからない、連かいるのかわからない、連かいるのかわからない、連かいるのかわからない、連絡絡絡絡先先先先もわからないことにはならないと考えています。もわからないことにはならないと考えています。もわからないことにはならないと考えています。もわからないことにはならないと考えています。それと、それと、それと、それと、近近近近隣隣隣隣のののの旅旅旅旅館館館館についてですが、奈良県としては、についてですが、奈良県としては、についてですが、奈良県としては、についてですが、奈良県としては、全国全国全国全国とととと比べ比べ比べ比べてててて宿泊宿泊宿泊宿泊客室が客室が客室が客室が非常非常非常非常にににに少少少少ないという中で、観光客のないという中で、観光客のないという中で、観光客のないという中で、観光客の受受受受けけけけ皿皿皿皿となるとなるとなるとなる新新新新たなニーたなニーたなニーたなニーズズズズとしてとしてとしてとして民民民民泊サ泊サ泊サ泊サービスはービスはービスはービスは必必必必要である要である要である要である
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と考えています。と考えています。と考えています。と考えています。旅旅旅旅館館館館がががが非常非常非常非常にににに稼稼稼稼働率働率働率働率がががが低低低低いというおいというおいというおいというお話話話話がありましたが、がありましたが、がありましたが、がありましたが、一一一一方で方で方で方でホホホホテテテテルルルルはははは非常非常非常非常にににに高高高高いといいといいといいという中で、奈良県の中でもう中で、奈良県の中でもう中で、奈良県の中でもう中で、奈良県の中でも努努努努力されて力されて力されて力されて稼稼稼稼働率働率働率働率がががが高高高高いとこいとこいとこいところろろろと、と、と、と、努努努努力力力力不足不足不足不足でででで稼稼稼稼働率働率働率働率がががが低低低低いとこいとこいとこいところろろろにににに二二二二分分分分されているというされているというされているというされているという状状状状況況況況であると考えています。であると考えています。であると考えています。であると考えています。民民民民泊泊泊泊についても、についても、についても、についても、多多多多様様様様化する化する化する化する宿泊宿泊宿泊宿泊ニーニーニーニーズズズズにににに対対対対応応応応するするするする新新新新たなたなたなたな宿泊形宿泊形宿泊形宿泊形態態態態の推進ということも上の推進ということも上の推進ということも上の推進ということも上げげげげていますが、ていますが、ていますが、ていますが、一一一一方で方で方で方で宿泊宿泊宿泊宿泊客の客の客の客の安安安安全全全全・・・・安安安安心の心の心の心の確確確確保保保保、周、周、周、周辺辺辺辺住民住民住民住民のののの不不不不安解安解安解安解消消消消、、、、トトトトララララブブブブルルルル防止防止防止防止をををを基基基基本方本方本方本方針針針針として、として、として、として、地地地地域域域域とのとのとのとの調調調調和を和を和を和を図りながら、良質な図りながら、良質な図りながら、良質な図りながら、良質な民民民民泊サ泊サ泊サ泊サービスが提ービスが提ービスが提ービスが提供供供供されるようにされるようにされるようにされるように取取取取りりりり組組組組んでいきたいと考えています。んでいきたいと考えています。んでいきたいと考えています。んでいきたいと考えています。以以以以上です。上です。上です。上です。○今井委員○今井委員○今井委員○今井委員 たくさんたくさんたくさんたくさん課課課課題はありますけれども、今言われたように、題はありますけれども、今言われたように、題はありますけれども、今言われたように、題はありますけれども、今言われたように、地地地地域域域域とのとのとのとの調調調調和や和や和や和や市民市民市民市民のののの暮暮暮暮らしやらしやらしやらしや宿泊宿泊宿泊宿泊者者者者のののの安全安全安全安全がきちんとがきちんとがきちんとがきちんと守守守守られるようなられるようなられるようなられるような形形形形で進めていただきたいと思いますので進めていただきたいと思いますので進めていただきたいと思いますので進めていただきたいと思いますので、よで、よで、よで、よろろろろしくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。以以以以上です。上です。上です。上です。○中川委員○中川委員○中川委員○中川委員 最最最最初初初初に、に、に、に、広域広域広域広域観光の観観光の観観光の観観光の観点点点点からからからから幾幾幾幾つか質問をさせていただきます。つか質問をさせていただきます。つか質問をさせていただきます。つか質問をさせていただきます。関関関関西西西西広域広域広域広域連連連連合合合合について、主要な観光に関する会議について、主要な観光に関する会議について、主要な観光に関する会議について、主要な観光に関する会議体体体体の名の名の名の名簿簿簿簿をををを見見見見ると、奈良県として発言ると、奈良県として発言ると、奈良県として発言ると、奈良県として発言権権権権のあるポスのあるポスのあるポスのあるポストトトトがががが確確確確保保保保できているのだできているのだできているのだできているのだろろろろうかといううかといううかといううかという疑疑疑疑問を問を問を問を抱抱抱抱きました。きました。きました。きました。例えば、はなやか関例えば、はなやか関例えば、はなやか関例えば、はなやか関西西西西・文化・文化・文化・文化戦略戦略戦略戦略会議では、委員１０名のうち奈良県は会議では、委員１０名のうち奈良県は会議では、委員１０名のうち奈良県は会議では、委員１０名のうち奈良県はゼゼゼゼロです。また、ロです。また、ロです。また、ロです。また、関関関関西西西西観光・文化観光・文化観光・文化観光・文化振振振振興計興計興計興計画画画画検討検討検討検討委員会も５名の委員中、奈良県からは委員会も５名の委員中、奈良県からは委員会も５名の委員中、奈良県からは委員会も５名の委員中、奈良県からはゼゼゼゼロです。関ロです。関ロです。関ロです。関西西西西観光本観光本観光本観光本部部部部もももも立立立立ち上がりましたけれども、こちらも１３名のち上がりましたけれども、こちらも１３名のち上がりましたけれども、こちらも１３名のち上がりましたけれども、こちらも１３名の理理理理事、５名の事、５名の事、５名の事、５名の評評評評議員に奈良県からは１議員に奈良県からは１議員に奈良県からは１議員に奈良県からは１人人人人もももも入入入入っていません。ただ、っていません。ただ、っていません。ただ、っていません。ただ、広域広域広域広域連連連連合合合合のののの構構構構成成成成団団団団体体体体としてとしてとしてとして陪陪陪陪席席席席をしているというをしているというをしているというをしているという記記記記述述述述はありはありはありはありますが、せっかくますが、せっかくますが、せっかくますが、せっかく広域広域広域広域観光が大事だという観観光が大事だという観観光が大事だという観観光が大事だという観点点点点でででで荒荒荒荒井井井井知知知知事が事が事が事が参参参参加を加を加を加を表表表表明されて、明されて、明されて、明されて、参参参参加して加して加して加してからも大からも大からも大からも大分分分分たっているわけですけれども、しかるたっているわけですけれども、しかるたっているわけですけれども、しかるたっているわけですけれども、しかるべべべべき発言ができるポスき発言ができるポスき発言ができるポスき発言ができるポストトトトがががが十十十十分分分分にににに確確確確保保保保でででできていないのではないかといった問題きていないのではないかといった問題きていないのではないかといった問題きていないのではないかといった問題意識意識意識意識があります。この現があります。この現があります。この現があります。この現状状状状についてどのような考えについてどのような考えについてどのような考えについてどのような考え方をされているのか、お聞かせください。方をされているのか、お聞かせください。方をされているのか、お聞かせください。方をされているのか、お聞かせください。○山中観光プロモーション課長○山中観光プロモーション課長○山中観光プロモーション課長○山中観光プロモーション課長 今、中川委員がお今、中川委員がお今、中川委員がお今、中川委員がお述べ述べ述べ述べいただいたいただいたいただいたいただいた組組組組織織織織のかかわり方につのかかわり方につのかかわり方につのかかわり方については、いては、いては、いては、確確確確かにかにかにかに構構構構成メン成メン成メン成メンババババーとしては事ーとしては事ーとしては事ーとしては事実実実実そのとおりですが、事そのとおりですが、事そのとおりですが、事そのとおりですが、事務務務務的的的的にはにはにはには参参参参画している画している画している画している部部部部分分分分もありますので、そのもありますので、そのもありますので、そのもありますので、その点点点点でのでのでのでの参参参参画画画画状状状状況況況況が現が現が現が現状状状状でもあります。でもあります。でもあります。でもあります。しかし、今しかし、今しかし、今しかし、今後後後後、関、関、関、関西西西西広域広域広域広域連連連連合合合合にににに参参参参画していますので、その画していますので、その画していますので、その画していますので、その点点点点もももも探探探探りながら進めていきたりながら進めていきたりながら進めていきたりながら進めていきたいと思っていますので、よいと思っていますので、よいと思っていますので、よいと思っていますので、よろろろろしくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。以以以以上です。上です。上です。上です。○中川委員○中川委員○中川委員○中川委員 事事事事務務務務レレレレベベベベルルルルでででで参参参参加されているという加されているという加されているという加されているという話話話話なのですけれども、なのですけれども、なのですけれども、なのですけれども、広域広域広域広域のののの計計計計画を画を画を画を決決決決定定定定するするするする場場場場でしっかりと発言するメンでしっかりと発言するメンでしっかりと発言するメンでしっかりと発言するメンババババーの中に奈良県から出していくことが大事ではないかーの中に奈良県から出していくことが大事ではないかーの中に奈良県から出していくことが大事ではないかーの中に奈良県から出していくことが大事ではないかと考えていますので、改と考えていますので、改と考えていますので、改と考えていますので、改選選選選のののの時時時時期等も期等も期等も期等も影影影影響してくると思いますけれども、奈良県として、響してくると思いますけれども、奈良県として、響してくると思いますけれども、奈良県として、響してくると思いますけれども、奈良県として、
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しっかりとそのようなしっかりとそのようなしっかりとそのようなしっかりとそのような立場立場立場立場もももも確確確確保保保保することについてすることについてすることについてすることについて求求求求めます。めます。めます。めます。たくさん観光に関する会議たくさん観光に関する会議たくさん観光に関する会議たくさん観光に関する会議体体体体がありますけれども、こういう会議がありますけれども、こういう会議がありますけれども、こういう会議がありますけれども、こういう会議体体体体があり、奈良県としがあり、奈良県としがあり、奈良県としがあり、奈良県としてのてのてのての参参参参加加加加形形形形態態態態はこうで、奈良県としてこのようなはこうで、奈良県としてこのようなはこうで、奈良県としてこのようなはこうで、奈良県としてこのような影影影影響を発響を発響を発響を発揮揮揮揮していっていると、そういっしていっていると、そういっしていっていると、そういっしていっていると、そういったリスたリスたリスたリストトトトを提を提を提を提供供供供いただくことはできますか。いただくことはできますか。いただくことはできますか。いただくことはできますか。○山中観光プロモーション課長○山中観光プロモーション課長○山中観光プロモーション課長○山中観光プロモーション課長 少少少少しおしおしおしお時時時時間をいただきますけれども、間をいただきますけれども、間をいただきますけれども、間をいただきますけれども、至至至至急急急急まとめて提出まとめて提出まとめて提出まとめて提出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。○中川委員○中川委員○中川委員○中川委員 広域広域広域広域観光の観観光の観観光の観観光の観点点点点から、２から、２から、２から、２点目点目点目点目の質問です。現の質問です。現の質問です。現の質問です。現在在在在、奈良県の観光の公式、奈良県の観光の公式、奈良県の観光の公式、奈良県の観光の公式サイトサイトサイトサイト、、、、あをによしならあをによしならあをによしならあをによしなら旅旅旅旅ネネネネットットットットをををを前前前前からからからから見見見見ているのですが、モデているのですが、モデているのですが、モデているのですが、モデルコルコルコルコースもあるのですけれども、ースもあるのですけれども、ースもあるのですけれども、ースもあるのですけれども、県県県県境境境境をををを越越越越えたものについてはえたものについてはえたものについてはえたものについては一一一一切切切切扱扱扱扱っていないという現っていないという現っていないという現っていないという現状状状状があります。があります。があります。があります。実際実際実際実際には奈良県のには奈良県のには奈良県のには奈良県の隣接隣接隣接隣接の府県のの府県のの府県のの府県の市町村市町村市町村市町村、例えば、例えば、例えば、例えば十十十十津津津津川川川川村村村村とととと熊野熊野熊野熊野や、や、や、や、天天天天川川川川村村村村、、、、野野野野迫迫迫迫川川川川村村村村とととと高高高高野野野野町町町町、また、また、また、また奥奥奥奥大和大和大和大和地地地地域域域域とととと伊賀伊賀伊賀伊賀市市市市、名、名、名、名張張張張市市市市、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは御御御御所所所所市市市市とととと千千千千早赤早赤早赤早赤阪阪阪阪村村村村、そういったとこ、そういったとこ、そういったとこ、そういったところろろろもいもいもいもいろろろろいいいいろろろろなスなスなスなストトトトーリーーリーーリーーリー性性性性をををを持持持持ってつなってつなってつなってつなげげげげることができるわけで、ることができるわけで、ることができるわけで、ることができるわけで、最近バ最近バ最近バ最近バススススツツツツアーのプランも出アーのプランも出アーのプランも出アーのプランも出始始始始めていめていめていめています。例えばます。例えばます。例えばます。例えば修修修修験道験道験道験道をはじめとした祈りのをはじめとした祈りのをはじめとした祈りのをはじめとした祈りの道道道道やややや癒癒癒癒やしのやしのやしのやしの道道道道、、、、楠楠楠楠木木木木正正正正成をはじめとした成をはじめとした成をはじめとした成をはじめとした南南南南北北北北朝朝朝朝のののの動動動動乱乱乱乱、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは記紀記紀記紀記紀・・・・万葉万葉万葉万葉の神の神の神の神武武武武東東東東征征征征伝説など、ス伝説など、ス伝説など、ス伝説など、ストトトトーリーでつなーリーでつなーリーでつなーリーでつなげげげげてててて回遊回遊回遊回遊していくしていくしていくしていくといったプランもといったプランもといったプランもといったプランも最近最近最近最近出てきています。出てきています。出てきています。出てきています。個別個別個別個別にににに相談相談相談相談があったのですけれども、県があったのですけれども、県があったのですけれども、県があったのですけれども、県庁庁庁庁に、そういった県に、そういった県に、そういった県に、そういった県境境境境をまたいだようなプランをまたいだようなプランをまたいだようなプランをまたいだようなプランについて、について、について、について、補補補補助助助助やややや手手手手助助助助けをいただけないかけをいただけないかけをいただけないかけをいただけないか相談相談相談相談に行ったとこに行ったとこに行ったとこに行ったところろろろ、、、、扱扱扱扱ってもらえなかったとってもらえなかったとってもらえなかったとってもらえなかったといったいったいったいった話話話話も聞いています。そういった観も聞いています。そういった観も聞いています。そういった観も聞いています。そういった観点点点点からの質問、考え方の問いなのですけれども、からの質問、考え方の問いなのですけれども、からの質問、考え方の問いなのですけれども、からの質問、考え方の問いなのですけれども、関関関関西西西西広域広域広域広域連連連連合合合合にもにもにもにも入入入入っており、っており、っており、っており、広域広域広域広域観光をこれから進めていこうという観観光をこれから進めていこうという観観光をこれから進めていこうという観観光をこれから進めていこうという観点点点点でやっているでやっているでやっているでやっているのでしたら、奈良県の周のでしたら、奈良県の周のでしたら、奈良県の周のでしたら、奈良県の周縁縁縁縁部部部部についても、県についても、県についても、県についても、県境境境境をはをはをはをはみみみみ出して、モデ出して、モデ出して、モデ出して、モデルコルコルコルコースを紹介していースを紹介していースを紹介していースを紹介していく、そういったく、そういったく、そういったく、そういった研究研究研究研究をして発信をしていく、そういったをして発信をしていく、そういったをして発信をしていく、そういったをして発信をしていく、そういった積極的積極的積極的積極的な発信も大事なのではないな発信も大事なのではないな発信も大事なのではないな発信も大事なのではないのかと考えていますけれども、現のかと考えていますけれども、現のかと考えていますけれども、現のかと考えていますけれども、現在在在在の考え方、今の考え方、今の考え方、今の考え方、今後後後後どうしていくのかをおどうしていくのかをおどうしていくのかをおどうしていくのかをお答答答答えください。えください。えください。えください。○山中観光プロモーション課長○山中観光プロモーション課長○山中観光プロモーション課長○山中観光プロモーション課長 中川委員お中川委員お中川委員お中川委員お述べ述べ述べ述べのとおり、のとおり、のとおり、のとおり、近近近近隣隣隣隣府県と連府県と連府県と連府県と連携携携携したしたしたした広域広域広域広域的的的的ななななモデモデモデモデルコルコルコルコースについては、周ースについては、周ースについては、周ースについては、周遊型遊型遊型遊型、、、、滞在型滞在型滞在型滞在型の観光につながるものとして、の観光につながるものとして、の観光につながるものとして、の観光につながるものとして、非常非常非常非常にににに重重重重要要要要視視視視ししししています。ています。ています。ています。今の今の今の今の取取取取りりりり組み組み組み組みですけれども、平成３０年に、ですけれども、平成３０年に、ですけれども、平成３０年に、ですけれども、平成３０年に、草創草創草創草創１３００年を１３００年を１３００年を１３００年を迎迎迎迎えるえるえるえる西国西国西国西国三三三三十十十十三三三三所は、所は、所は、所は、近近近近畿畿畿畿２府２府２府２府４４４４県だけではなく県だけではなく県だけではなく県だけではなく岐阜岐阜岐阜岐阜県までつながっており、大県までつながっており、大県までつながっており、大県までつながっており、大変変変変多多多多くの方がくの方がくの方がくの方がゆゆゆゆかりのおかりのおかりのおかりのお寺寺寺寺をめをめをめをめぐぐぐぐられるということで、奈良県内でもられるということで、奈良県内でもられるということで、奈良県内でもられるということで、奈良県内でも４カ４カ４カ４カ所、所、所、所、興興興興福福福福寺南寺南寺南寺南円円円円堂堂堂堂、長、長、長、長谷谷谷谷寺寺寺寺、、、、岡岡岡岡寺寺寺寺、、、、壺壺壺壺阪寺阪寺阪寺阪寺が含が含が含が含まれています。この機会を県としてもまれています。この機会を県としてもまれています。この機会を県としてもまれています。この機会を県としても捉捉捉捉まえたいと、現まえたいと、現まえたいと、現まえたいと、現在在在在、祈りの、祈りの、祈りの、祈りの回回回回廊廊廊廊というというというという冊冊冊冊子をつく子をつく子をつく子をつくっていますけれども、それとあわせて、この作成したっていますけれども、それとあわせて、この作成したっていますけれども、それとあわせて、この作成したっていますけれども、それとあわせて、この作成したココココンテンンテンンテンンテンツツツツを、あをによしならを、あをによしならを、あをによしならを、あをによしなら旅旅旅旅ネネネネ
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ットットットットにににに来来来来年の２月をめどに年の２月をめどに年の２月をめどに年の２月をめどに掲載掲載掲載掲載したいと考えています。したいと考えています。したいと考えています。したいと考えています。また、これまた、これまた、これまた、これ以外以外以外以外にも、今にも、今にも、今にも、今回回回回日本日本日本日本遺遺遺遺産産産産にににに認認認認定された定された定された定された竹竹竹竹内内内内街街街街道道道道や、２０２１年に１や、２０２１年に１や、２０２１年に１や、２０２１年に１４４４４００年００年００年００年ごごごご遠忌遠忌遠忌遠忌をををを迎迎迎迎えるえるえるえる聖聖聖聖徳徳徳徳太太太太子子子子ゆゆゆゆかりのかりのかりのかりの太太太太子子子子道道道道などの企画もありますので、などの企画もありますので、などの企画もありますので、などの企画もありますので、広域広域広域広域的的的的にににに取取取取りりりり組組組組めるめるめるめる企画を奈良県としても企画を奈良県としても企画を奈良県としても企画を奈良県としても情情情情報報報報発信も含めて発信も含めて発信も含めて発信も含めて対対対対応応応応していきたいと考えています。していきたいと考えています。していきたいと考えています。していきたいと考えています。以以以以上です。上です。上です。上です。○中川委員○中川委員○中川委員○中川委員 これをきっかけとして、県これをきっかけとして、県これをきっかけとして、県これをきっかけとして、県境境境境にににに固固固固執執執執することなくすることなくすることなくすることなく全体全体全体全体としてとしてとしてとして流流流流入入入入ががががふふふふえるよえるよえるよえるようなうなうなうな施施施施策策策策をとっていってもらいたいと思っています。をとっていってもらいたいと思っています。をとっていってもらいたいと思っています。をとっていってもらいたいと思っています。次次次次の質問ですが、きの質問ですが、きの質問ですが、きの質問ですが、きょょょょうううう急急急急に連に連に連に連絡絡絡絡いただいたいただいたいただいたいただいた件件件件が２が２が２が２件件件件あり、事あり、事あり、事あり、事前前前前にににに何何何何も言っていないのも言っていないのも言っていないのも言っていないのですけれども、奈良公ですけれども、奈良公ですけれども、奈良公ですけれども、奈良公園園園園のののの植栽植栽植栽植栽についてお聞きします。についてお聞きします。についてお聞きします。についてお聞きします。奈良県が奈良県が奈良県が奈良県が管管管管理理理理をしているをしているをしているをしている木木木木からからからから落落落落ちちちち葉葉葉葉がががが民有民有民有民有地地地地にににに入入入入りりりり込込込込んだり、んだり、んだり、んだり、根根根根がががが塀塀塀塀をををを圧圧圧圧迫迫迫迫をするとをするとをするとをするといったいったいったいった相談相談相談相談がががが以前以前以前以前あり、これについては９月の観光あり、これについては９月の観光あり、これについては９月の観光あり、これについては９月の観光振振振振興対興対興対興対策特別策特別策特別策特別委員会でご委員会でご委員会でご委員会でご答弁答弁答弁答弁いただきいただきいただきいただきました。そこではました。そこではました。そこではました。そこでは景景景景観の観観の観観の観観の観点点点点から大事なから大事なから大事なから大事な木木木木かどうかや、かどうかや、かどうかや、かどうかや、木木木木のののの根根根根っこがっこがっこがっこが塀塀塀塀をををを圧圧圧圧迫迫迫迫するするするする件件件件につにつにつについてはいてはいてはいては個別個別個別個別にににに見見見見てててて対対対対処処処処していきたいとのしていきたいとのしていきたいとのしていきたいとの答弁答弁答弁答弁でした。そのでした。そのでした。そのでした。その答弁答弁答弁答弁を聞きますと、を聞きますと、を聞きますと、を聞きますと、適切適切適切適切にににに管管管管理理理理されているというされているというされているというされているという印印印印象象象象をををを持持持持っていたのですけれども、今っていたのですけれども、今っていたのですけれども、今っていたのですけれども、今回回回回１１月の１１月の１１月の１１月の初初初初旬旬旬旬ごごごごろろろろに県の職員かに県の職員かに県の職員かに県の職員から、そのら、そのら、そのら、その民有民有民有民有地地地地の方に連の方に連の方に連の方に連絡絡絡絡があり、大があり、大があり、大があり、大幅幅幅幅にににに態態態態度度度度がががが変変変変わったと。聞くとこわったと。聞くとこわったと。聞くとこわったと。聞くところろろろによると、それによると、それによると、それによると、それまでまでまでまで若干若干若干若干横横横横柄柄柄柄なななな態態態態度度度度であったのがであったのがであったのがであったのが一転一転一転一転して、して、して、して、迷惑迷惑迷惑迷惑なななな木木木木はははは切切切切らせていただくというらせていただくというらせていただくというらせていただくというふふふふうにこうにこうにこうにころろろろっとっとっとっと変変変変わったと聞いており、わったと聞いており、わったと聞いており、わったと聞いており、前回前回前回前回の９月の観光の９月の観光の９月の観光の９月の観光振振振振興対興対興対興対策特別策特別策特別策特別委員会委員会委員会委員会以以以以降降降降、方、方、方、方針針針針のののの転換転換転換転換ががががあったのでしあったのでしあったのでしあったのでしょょょょうか。うか。うか。うか。○上平奈良公園室長○上平奈良公園室長○上平奈良公園室長○上平奈良公園室長 民民民民間の間の間の間の一一一一般般般般の方でも観光客でもそうですけれども、の方でも観光客でもそうですけれども、の方でも観光客でもそうですけれども、の方でも観光客でもそうですけれども、横横横横柄柄柄柄なななな態態態態度度度度は、は、は、は、基基基基本本本本的的的的には県の職員はしないことがには県の職員はしないことがには県の職員はしないことがには県の職員はしないことが前前前前提になっているのですけれども、方提になっているのですけれども、方提になっているのですけれども、方提になっているのですけれども、方針針針針のののの変変変変換換換換はありはありはありはありません。ません。ません。ません。以以以以上です。上です。上です。上です。○中川委員○中川委員○中川委員○中川委員 横横横横柄柄柄柄かどうかはかどうかはかどうかはかどうかは個個個個人人人人のののの感受感受感受感受性性性性にもよるので、方にもよるので、方にもよるので、方にもよるので、方針針針針がががが変変変変わっていないのでしたわっていないのでしたわっていないのでしたわっていないのでしたら、なら、なら、なら、なぜぜぜぜ現現現現場場場場でででで変変変変わったのかというわったのかというわったのかというわったのかという疑疑疑疑問もありますので、問もありますので、問もありますので、問もありますので、調べ調べ調べ調べておいていただけますでしておいていただけますでしておいていただけますでしておいていただけますでしょょょょうか。また、そのうか。また、そのうか。また、そのうか。また、その経経経経緯緯緯緯について、もしについて、もしについて、もしについて、もし可可可可能であれば能であれば能であれば能であれば時時時時系列系列系列系列でつくっていただければと思でつくっていただければと思でつくっていただければと思でつくっていただければと思います。います。います。います。次次次次に、に、に、に、個別個別個別個別案案案案件件件件でもう１でもう１でもう１でもう１点点点点なのですけれども、奈良県がなのですけれども、奈良県がなのですけれども、奈良県がなのですけれども、奈良県が管管管管理理理理している奈良大仏している奈良大仏している奈良大仏している奈良大仏殿殿殿殿前自前自前自前自動動動動車駐車車駐車車駐車車駐車場場場場からからからから夢夢夢夢風風風風ひろひろひろひろばにばにばにばに抜抜抜抜けるけるけるける橋橋橋橋をつくっていると聞いております。私もをつくっていると聞いております。私もをつくっていると聞いております。私もをつくっていると聞いております。私も見見見見に行きましに行きましに行きましに行きましたが、たが、たが、たが、隣接隣接隣接隣接のののの商商商商店街店街店街店街の方からの方からの方からの方から話話話話を聞いており、そのようなものができるというを聞いており、そのようなものができるというを聞いており、そのようなものができるというを聞いており、そのようなものができるという話話話話はははは特特特特に聞に聞に聞に聞いていないとのことでした。いていないとのことでした。いていないとのことでした。いていないとのことでした。最最最最低低低低限限限限、、、、影影影影響のあるような響のあるような響のあるような響のあるような近近近近くの方にはくの方にはくの方にはくの方には通通通通知知知知はするはするはするはするべべべべきではきではきではきではなかったかというのが１なかったかというのが１なかったかというのが１なかったかというのが１点点点点と、大と、大と、大と、大型バ型バ型バ型バスのスのスのスの通通通通るるるる動動動動線線線線上を、上を、上を、上を、多数多数多数多数の観光客がそのの観光客がそのの観光客がそのの観光客がその橋橋橋橋をををを渡渡渡渡ったったったった後後後後にににに通通通通行していくことになるわけですけれども、事行していくことになるわけですけれども、事行していくことになるわけですけれども、事行していくことになるわけですけれども、事故故故故があったがあったがあったがあった場合場合場合場合には、県にそのには、県にそのには、県にそのには、県にその責任責任責任責任がががが



---- 11113333 ----

あるというあるというあるというあるという理解理解理解理解でいいのでしでいいのでしでいいのでしでいいのでしょょょょうか。うか。うか。うか。○上平奈良公園室長○上平奈良公園室長○上平奈良公園室長○上平奈良公園室長 まず、まず、まず、まず、夢夢夢夢風風風風ひろひろひろひろばへ行くばへ行くばへ行くばへ行く橋橋橋橋のののの建建建建設設設設については、については、については、については、商商商商店街店街店街店街の方に説明をの方に説明をの方に説明をの方に説明をしています。私が説明のしています。私が説明のしています。私が説明のしています。私が説明の場場場場におりました。間におりました。間におりました。間におりました。間違違違違ったったったった情情情情報報報報がががが入入入入ったのかと思っています。ったのかと思っています。ったのかと思っています。ったのかと思っています。大大大大型バ型バ型バ型バスススス駐車駐車駐車駐車場場場場の中で、の中で、の中で、の中で、夢夢夢夢風風風風ひろひろひろひろばのばのばのばの橋橋橋橋をををを渡渡渡渡って事って事って事って事故故故故があったらどうするのかというがあったらどうするのかというがあったらどうするのかというがあったらどうするのかという話話話話についても、川についても、川についても、川についても、川沿沿沿沿いをいをいをいをぐぐぐぐるっとるっとるっとるっと回回回回ってってってってトイレトイレトイレトイレのほうへ行くのほうへ行くのほうへ行くのほうへ行く形形形形をとっていますので、事をとっていますので、事をとっていますので、事をとっていますので、事故故故故はははは基基基基本本本本的的的的にはにはにはには起起起起こるようなこるようなこるようなこるような状状状状況況況況にはなっていないと思いますし、もしにはなっていないと思いますし、もしにはなっていないと思いますし、もしにはなっていないと思いますし、もし万一万一万一万一のときにというこのときにというこのときにというこのときにということで、とで、とで、とで、保保保保険険険険等も等も等も等も歩歩歩歩くとこくとこくとこくところろろろにはにはにはには掛掛掛掛けております。それは奈良公けております。それは奈良公けております。それは奈良公けております。それは奈良公園全体園全体園全体園全体もももも掛掛掛掛けていますが、けていますが、けていますが、けていますが、あくまであくまであくまであくまで万一万一万一万一のことで、現のことで、現のことで、現のことで、現状状状状としては、まず事としては、まず事としては、まず事としては、まず事故故故故がががが起起起起こるようなこるようなこるようなこるような状態状態状態状態にはなっていません。にはなっていません。にはなっていません。にはなっていません。以以以以上です。上です。上です。上です。○中川委員○中川委員○中川委員○中川委員 実際実際実際実際には説明をされているということでしたので、行きには説明をされているということでしたので、行きには説明をされているということでしたので、行きには説明をされているということでしたので、行き違違違違いもあったのかといもあったのかといもあったのかといもあったのかと思いますので、思いますので、思いますので、思いますので、時時時時系列系列系列系列のののの書面書面書面書面をいただけたらと思います。をいただけたらと思います。をいただけたらと思います。をいただけたらと思います。安全安全安全安全面面面面についての考え方もあわについての考え方もあわについての考え方もあわについての考え方もあわせてせてせてせて記載記載記載記載いただけたらと思います。いただけたらと思います。いただけたらと思います。いただけたらと思います。次次次次に、観光事に、観光事に、観光事に、観光事業業業業のののの偏偏偏偏在在在在の観の観の観の観点点点点から質問します。から質問します。から質問します。から質問します。会会会会派派派派の中でもの中でもの中でもの中でも話話話話があったのですけれども、奈良があったのですけれども、奈良があったのですけれども、奈良があったのですけれども、奈良市市市市にばかり力をにばかり力をにばかり力をにばかり力を入入入入れれれれ過ぎ過ぎ過ぎ過ぎではないかと。ではないかと。ではないかと。ではないかと。私も奈良私も奈良私も奈良私も奈良市市市市選選選選出の議員としては大出の議員としては大出の議員としては大出の議員としては大変変変変言いづらいとこ言いづらいとこ言いづらいとこ言いづらいところろろろではありますが、ではありますが、ではありますが、ではありますが、人人人人口ベ口ベ口ベ口ベースでも奈ースでも奈ースでも奈ースでも奈良県の良県の良県の良県の４分４分４分４分の３は奈良の３は奈良の３は奈良の３は奈良市市市市以外以外以外以外ですから、県ですから、県ですから、県ですから、県税税税税のののの分分分分配配配配の観の観の観の観点点点点からも、奈良からも、奈良からも、奈良からも、奈良市市市市内でい内でい内でい内でいろろろろいいいいろろろろなななな事事事事業業業業をやりをやりをやりをやり過ぎ過ぎ過ぎ過ぎではないのか。平ではないのか。平ではないのか。平ではないのか。平城城城城宮跡宮跡宮跡宮跡や奈良公や奈良公や奈良公や奈良公園園園園など、県がなど、県がなど、県がなど、県が直直直直接管接管接管接管理理理理をするをするをするをする場場場場所もあっ所もあっ所もあっ所もあってのてのてのての話話話話だと考えていますけれども、それだと考えていますけれども、それだと考えていますけれども、それだと考えていますけれども、それ以外以外以外以外についても奈良についても奈良についても奈良についても奈良市市市市がががが多多多多いのではないかといっいのではないかといっいのではないかといっいのではないかといった観た観た観た観点点点点からの質問です。からの質問です。からの質問です。からの質問です。奈良奈良奈良奈良市市市市内で内で内で内でイイイイベベベベンンンントトトトを開催し、を開催し、を開催し、を開催し、猿沢猿沢猿沢猿沢イイイインのような所でンのような所でンのような所でンのような所で外国人外国人外国人外国人の観光客にの観光客にの観光客にの観光客に泊泊泊泊まってもらい、まってもらい、まってもらい、まってもらい、そこから中そこから中そこから中そこから中南南南南和へ和へ和へ和へ南南南南下下下下してもらうといった考え方もあると思いますけれども、県の観光のしてもらうといった考え方もあると思いますけれども、県の観光のしてもらうといった考え方もあると思いますけれども、県の観光のしてもらうといった考え方もあると思いますけれども、県の観光のあり方としてどのような考え方をしているのか、中あり方としてどのような考え方をしているのか、中あり方としてどのような考え方をしているのか、中あり方としてどのような考え方をしているのか、中南南南南和に和に和に和に波及波及波及波及するするするする面面面面もあると考えてやっもあると考えてやっもあると考えてやっもあると考えてやっているのかおているのかおているのかおているのかお伺伺伺伺いします。いします。いします。いします。○中西ならの観光力向上課長○中西ならの観光力向上課長○中西ならの観光力向上課長○中西ならの観光力向上課長 奈良奈良奈良奈良市市市市は県は県は県は県外外外外からのアからのアからのアからのアクセクセクセクセスがよく、奈良公スがよく、奈良公スがよく、奈良公スがよく、奈良公園園園園や平や平や平や平城城城城宮跡宮跡宮跡宮跡など、観光など、観光など、観光など、観光資源資源資源資源がががが集集集集中しているため、観光客が中しているため、観光客が中しているため、観光客が中しているため、観光客が集集集集まりやすいまりやすいまりやすいまりやすい地地地地域域域域であることから、奈良へであることから、奈良へであることから、奈良へであることから、奈良へいらっしいらっしいらっしいらっしゃゃゃゃる観光客のる観光客のる観光客のる観光客のゲゲゲゲーーーートウトウトウトウエエエエーと位置づけて、ーと位置づけて、ーと位置づけて、ーと位置づけて、一一一一定の定の定の定の重重重重きを置いてきを置いてきを置いてきを置いて取取取取りりりり組組組組んで進めるんで進めるんで進めるんで進める必必必必要要要要性性性性はあると考えています。はあると考えています。はあると考えています。はあると考えています。一一一一方、奈良県観光の方、奈良県観光の方、奈良県観光の方、奈良県観光の課課課課題である日題である日題である日題である日帰帰帰帰り観光からのり観光からのり観光からのり観光からの脱却脱却脱却脱却をををを実実実実現するためには、中川委員お現するためには、中川委員お現するためには、中川委員お現するためには、中川委員お述べ述べ述べ述べのように、奈良のように、奈良のように、奈良のように、奈良市市市市にににに集集集集まる観光客をいかに県内まる観光客をいかに県内まる観光客をいかに県内まる観光客をいかに県内各地各地各地各地に周に周に周に周遊遊遊遊させてさせてさせてさせて滞在時滞在時滞在時滞在時間を間を間を間をふふふふやすかやすかやすかやすかということで、ということで、ということで、ということで、宿泊宿泊宿泊宿泊につなにつなにつなにつなげげげげることがることがることがることが必必必必要であると考えています。そのため、観光局にお要であると考えています。そのため、観光局にお要であると考えています。そのため、観光局にお要であると考えています。そのため、観光局にお



---- 11114444 ----

いても、いても、いても、いても、実際実際実際実際に今、中に今、中に今、中に今、中南南南南和和和和地地地地域域域域に観光客にに観光客にに観光客にに観光客に足足足足をををを運運運運んでもらうんでもらうんでもらうんでもらう取取取取りりりり組み組み組み組みとして、ビジとして、ビジとして、ビジとして、ビジタタタターーーーズズズズビビビビュュュューローを中心にーローを中心にーローを中心にーローを中心に着地型旅着地型旅着地型旅着地型旅行行行行商商商商品品品品のののの造造造造成、成、成、成、販売販売販売販売にににに取取取取りりりり組組組組んでおり、んでおり、んでおり、んでおり、着実着実着実着実にににに実実実実績績績績をををを重ね重ね重ね重ねてててています。います。います。います。また、また、また、また、急増急増急増急増するするするする外国人外国人外国人外国人観光客の観光客の観光客の観光客の受入受入受入受入環環環環境境境境のののの整整整整備も備も備も備も急急急急務務務務であると考え、今年であると考え、今年であると考え、今年であると考え、今年度度度度、、、、Ｗｉ－ＦＷｉ－ＦＷｉ－ＦＷｉ－Ｆｉｉｉｉスポスポスポスポットットットットのののの設設設設置を、置を、置を、置を、橿橿橿橿原市原市原市原市今井今井今井今井町町町町や、や、や、や、宇陀宇陀宇陀宇陀市市市市松松松松山山山山地地地地区区区区、、、、吉野吉野吉野吉野町町町町吉野吉野吉野吉野山山山山において、において、において、において、市町村市町村市町村市町村と連と連と連と連携携携携して進めていますし、明日して進めていますし、明日して進めていますし、明日して進めていますし、明日香村香村香村香村、、、、天天天天川川川川村村村村、川上、川上、川上、川上村村村村、、、、東吉野東吉野東吉野東吉野村村村村ではではではでは宿泊施設宿泊施設宿泊施設宿泊施設ののののＷｉ－Ｗｉ－Ｗｉ－Ｗｉ－ＦｉＦｉＦｉＦｉ整整整整備も備も備も備も支支支支援援援援しています。しています。しています。しています。また、県また、県また、県また、県下下下下の１１のの１１のの１１のの１１の地地地地域域域域でででで市町村市町村市町村市町村、観光、観光、観光、観光協協協協会、会、会、会、商商商商店街店街店街店街が、が、が、が、外国人受入外国人受入外国人受入外国人受入環環環環境境境境のののの整整整整備に係る備に係る備に係る備に係る取取取取りりりり組み組み組み組みをされたをされたをされたをされた場合場合場合場合にににに補補補補助助助助金を金を金を金を支支支支給給給給してしてしてして支支支支援援援援しています。しています。しています。しています。また、奈良大また、奈良大また、奈良大また、奈良大立立立立山山山山まつりは奈良まつりは奈良まつりは奈良まつりは奈良市市市市でででで実施実施実施実施するするするするイイイイベベベベンンンントトトトではありますが、県内ではありますが、県内ではありますが、県内ではありますが、県内各地各地各地各地の行催の行催の行催の行催事を事を事を事を披露披露披露披露していただくことで、していただくことで、していただくことで、していただくことで、実際実際実際実際の本の本の本の本場場場場のののの祭祭祭祭りのりのりのりの場場場場へへへへ足足足足をををを運運運運んでいただくということで、んでいただくということで、んでいただくということで、んでいただくということで、観光客の県内周観光客の県内周観光客の県内周観光客の県内周遊遊遊遊につなにつなにつなにつなげげげげるということもるということもるということもるということも目指目指目指目指しており、あったかもんしており、あったかもんしており、あったかもんしており、あったかもんググググランプリでは、ランプリでは、ランプリでは、ランプリでは、各各各各市町村市町村市町村市町村がががが工工工工夫夫夫夫をををを凝凝凝凝らして、らして、らして、らして、地地地地元元元元のののの食材食材食材食材をををを利利利利用したご当用したご当用したご当用したご当地グル地グル地グル地グルメを発メを発メを発メを発掘掘掘掘、、、、創造創造創造創造、発信して、、発信して、、発信して、、発信して、地地地地域ブ域ブ域ブ域ブランランランランドドドドをををを確立確立確立確立するということもするということもするということもするということも目的目的目的目的としており、県内としており、県内としており、県内としており、県内全全全全域域域域の観光の観光の観光の観光振振振振興興興興、、、、地地地地域振域振域振域振興興興興とととといういういういう目的目的目的目的もあわせてもあわせてもあわせてもあわせて持持持持っているものです。っているものです。っているものです。っているものです。以以以以上です。上です。上です。上です。○中川委員○中川委員○中川委員○中川委員 着地型着地型着地型着地型の企画については、今言われたものが主たるものということなのでしの企画については、今言われたものが主たるものということなのでしの企画については、今言われたものが主たるものということなのでしの企画については、今言われたものが主たるものということなのでしょょょょうか、それとはうか、それとはうか、それとはうか、それとは別別別別にににに着地型着地型着地型着地型のののの商商商商品品品品をつくって、それが好をつくって、それが好をつくって、それが好をつくって、それが好評評評評だということなのでしだということなのでしだということなのでしだということなのでしょょょょうか。うか。うか。うか。○中西ならの観光力向上課長○中西ならの観光力向上課長○中西ならの観光力向上課長○中西ならの観光力向上課長 ビジビジビジビジタタタターーーーズズズズビビビビュュュューローを中心に、県内ーローを中心に、県内ーローを中心に、県内ーローを中心に、県内各地各地各地各地をめをめをめをめぐぐぐぐっていたっていたっていたっていただく、だく、だく、だく、外国人向外国人向外国人向外国人向け、け、け、け、国国国国内内内内向向向向けも含めて、そういうけも含めて、そういうけも含めて、そういうけも含めて、そういう商商商商品品品品をつくっていって、それをビジをつくっていって、それをビジをつくっていって、それをビジをつくっていって、それをビジタタタターーーーズズズズビビビビュュュューローでーローでーローでーローで直直直直接接接接売売売売るのもそうですし、るのもそうですし、るのもそうですし、るのもそうですし、旅旅旅旅行会行会行会行会社社社社の方にもの方にもの方にもの方にも売売売売っているというっているというっているというっているという形形形形でででで広広広広めてめてめてめていこうというものです。いこうというものです。いこうというものです。いこうというものです。○中川委員○中川委員○中川委員○中川委員 猿沢猿沢猿沢猿沢イイイインにンにンにンに宿泊宿泊宿泊宿泊をされた方やをされた方やをされた方やをされた方や訪訪訪訪れた方にれた方にれた方にれた方に対対対対して、して、して、して、ババババスを出して中スを出して中スを出して中スを出して中南南南南和をめ和をめ和をめ和をめぐぐぐぐってもらおうといったってもらおうといったってもらおうといったってもらおうといった施施施施策策策策も行っていたかと思いますけれども、今どのようなも行っていたかと思いますけれども、今どのようなも行っていたかと思いますけれども、今どのようなも行っていたかと思いますけれども、今どのような状態状態状態状態でしでしでしでしょょょょうか、うか、うか、うか、数値的数値的数値的数値的なものが今なければ、またなものが今なければ、またなものが今なければ、またなものが今なければ、また後後後後でもでもでもでも結結結結構構構構ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども教教教教えていただきたい。えていただきたい。えていただきたい。えていただきたい。○中西ならの観光力向上課長○中西ならの観光力向上課長○中西ならの観光力向上課長○中西ならの観光力向上課長 猿沢猿沢猿沢猿沢イイイインをンをンをンを拠点拠点拠点拠点とした、とした、とした、とした、ババババススススツツツツアーですが、県内の中アーですが、県内の中アーですが、県内の中アーですが、県内の中南南南南和和和和に周に周に周に周遊遊遊遊するものをするものをするものをするものを昨昨昨昨年年年年度度度度からからからから実実実実証証証証的的的的にににに実施実施実施実施しており、大和しており、大和しており、大和しており、大和郡郡郡郡山市山市山市山市から奈良公から奈良公から奈良公から奈良公園園園園へ行くへ行くへ行くへ行くココココーーーース、ス、ス、ス、當麻當麻當麻當麻寺寺寺寺からからからから相撲相撲相撲相撲体体体体験験験験のけはやのけはやのけはやのけはや座座座座へ行くへ行くへ行くへ行くココココース、明日ース、明日ース、明日ース、明日香村香村香村香村、、、、桜桜桜桜井井井井市市市市にににに果果果果物物物物狩狩狩狩りや日本りや日本りや日本りや日本酒酒酒酒体体体体験験験験するするするするココココース、ース、ース、ース、吉野吉野吉野吉野のほうではのほうではのほうではのほうでは天天天天川川川川村村村村のごのごのごのごろろろろごごごごろろろろ水水水水ココココースなどを行い、ースなどを行い、ースなどを行い、ースなどを行い、販売販売販売販売状状状状況況況況から観から観から観から観光客の光客の光客の光客の反応反応反応反応をををを十十十十分確認分確認分確認分確認できました。今年できました。今年できました。今年できました。今年度度度度中に中に中に中に段階的段階的段階的段階的にににに終終終終了了了了する予定ですが、する予定ですが、する予定ですが、する予定ですが、人気人気人気人気のののの高高高高かかかかったったったった當麻當麻當麻當麻寺寺寺寺・けはや・けはや・けはや・けはや座座座座ココココースについては、ースについては、ースについては、ースについては、民民民民間事間事間事間事業者業者業者業者がががが引引引引きききき継継継継いでいただけるということいでいただけるということいでいただけるということいでいただけるということ
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で、県のほうではで、県のほうではで、県のほうではで、県のほうでは一一一一旦旦旦旦終終終終了了了了いたしますが、いたしますが、いたしますが、いたしますが、人気人気人気人気のあるのあるのあるのあるココココースについてはースについてはースについてはースについては民民民民間で間で間で間で引引引引きききき継継継継いでいでいでいで実施実施実施実施ということで考えています。ということで考えています。ということで考えています。ということで考えています。以以以以上です。上です。上です。上です。○中川委員○中川委員○中川委員○中川委員 平成３０年３月平成３０年３月平成３０年３月平成３０年３月末末末末で県としてはで県としてはで県としてはで県としては一一一一旦旦旦旦終終終終了了了了するけれども、するけれども、するけれども、するけれども、民民民民間で間で間で間で一部続一部続一部続一部続けていけていけていけていくということでしくということでしくということでしくということでしょょょょうか。うか。うか。うか。関連しまして、今、中関連しまして、今、中関連しまして、今、中関連しまして、今、中南南南南和の和の和の和の話話話話もありましたが、観光案内のもありましたが、観光案内のもありましたが、観光案内のもありましたが、観光案内の外国外国外国外国語語語語対対対対応応応応の現の現の現の現状状状状についてについてについてについて質問します。質問します。質問します。質問します。日本政府観光局、日本政府観光局、日本政府観光局、日本政府観光局、ＪＪＪＪＮＴＯＮＴＯＮＴＯＮＴＯのののの認認認認定定定定外国人外国人外国人外国人観光案内所というものがあります。観光案内所というものがあります。観光案内所というものがあります。観光案内所というものがあります。ＪＲＪＲＪＲＪＲ奈良奈良奈良奈良駅駅駅駅前前前前の観光案内所もそうですけれども、の観光案内所もそうですけれども、の観光案内所もそうですけれども、の観光案内所もそうですけれども、少少少少なくともなくともなくともなくとも英語英語英語英語にににに対対対対応応応応しているしているしているしている施設施設施設施設が奈良県内で１が奈良県内で１が奈良県内で１が奈良県内で１２２２２カカカカ所あり、そのうち中所あり、そのうち中所あり、そのうち中所あり、そのうち中南南南南和は和は和は和は４カ４カ４カ４カ所しかないという現所しかないという現所しかないという現所しかないという現状状状状があります。そのうちがあります。そのうちがあります。そのうちがあります。そのうち香香香香芝芝芝芝イイイインンンンタタタターのーのーのーのササササービスービスービスービスエエエエリアの上がりリアの上がりリアの上がりリアの上がり下下下下がりで１がりで１がりで１がりで１カカカカ所ずつというのが所ずつというのが所ずつというのが所ずつというのがカウカウカウカウンンンントトトトされていますので、されていますので、されていますので、されていますので、実実実実態態態態はははは橿橿橿橿原市原市原市原市に１に１に１に１カカカカ所、こちらは所、こちらは所、こちらは所、こちらは英語英語英語英語にににに対対対対応応応応できるスできるスできるスできるスタッタッタッタッフがフがフがフが常常常常駐駐駐駐しています。もう１しています。もう１しています。もう１しています。もう１カカカカ所は所は所は所は吉野吉野吉野吉野町町町町に１に１に１に１カカカカ所、こちらは所、こちらは所、こちらは所、こちらは常常常常駐駐駐駐ではないけれども、ではないけれども、ではないけれども、ではないけれども、何何何何らかの方らかの方らかの方らかの方法法法法でででで英語英語英語英語にににに対対対対応応応応できるできるできるできるというものです。というものです。というものです。というものです。翻翻翻翻って、奈良って、奈良って、奈良って、奈良市市市市にはにはにはには英語英語英語英語に加えて２言に加えて２言に加えて２言に加えて２言語語語語までまでまでまで常時対常時対常時対常時対応可応可応可応可能な能な能な能なカカカカテテテテゴゴゴゴリーリーリーリー３が２３が２３が２３が２カカカカ所あり、それと所あり、それと所あり、それと所あり、それと比べ比べ比べ比べると中ると中ると中ると中南南南南和においては、この和においては、この和においては、この和においては、この外国外国外国外国語語語語対対対対応応応応というというというという環環環環境境境境がががが不十不十不十不十分分分分ではないかと考えています。ではないかと考えています。ではないかと考えています。ではないかと考えています。ビジビジビジビジタタタターーーーズズズズビビビビュュュューローの本ーローの本ーローの本ーローの本部部部部がががが猿沢猿沢猿沢猿沢イイイインにンにンにンに移移移移ったわけですけれども、中ったわけですけれども、中ったわけですけれども、中ったわけですけれども、中南南南南和にこそビジ和にこそビジ和にこそビジ和にこそビジタタタターーーーズズズズビビビビュュュューローも力をどんどんーローも力をどんどんーローも力をどんどんーローも力をどんどん入入入入れていかなければならないと考えています。れていかなければならないと考えています。れていかなければならないと考えています。れていかなければならないと考えています。例えば、大和例えば、大和例えば、大和例えば、大和八八八八木駅木駅木駅木駅前前前前やややや橿橿橿橿原原原原神神神神宮宮宮宮前前前前駅駅駅駅前前前前、大和上、大和上、大和上、大和上市駅市駅市駅市駅前前前前などなどなどなど入入入入りりりり口口口口となるとなるとなるとなる拠点拠点拠点拠点駅駅駅駅にににに分分分分室室室室をををを設設設設置したり、そこまでいかなくてもス置したり、そこまでいかなくてもス置したり、そこまでいかなくてもス置したり、そこまでいかなくてもスタッタッタッタッフを１フを１フを１フを１人人人人置く等、奈良県置く等、奈良県置く等、奈良県置く等、奈良県全体全体全体全体をををを見見見見るるるるべべべべきききき立場立場立場立場として、スとして、スとして、スとして、スタッタッタッタッフのフのフのフの配配配配置や置や置や置やＩＩＩＩＴＴＴＴ機機機機器器器器のののの貸貸貸貸し出しなども含めて行っていくし出しなども含めて行っていくし出しなども含めて行っていくし出しなども含めて行っていく必必必必要があると考え要があると考え要があると考え要があると考えています。ています。ています。ています。外国外国外国外国語語語語対対対対応応応応の観の観の観の観点点点点から、どのような現から、どのような現から、どのような現から、どのような現状状状状があり、考え方をされているのかおがあり、考え方をされているのかおがあり、考え方をされているのかおがあり、考え方をされているのかお伺伺伺伺いします。いします。いします。いします。○中西ならの観光力向上課長○中西ならの観光力向上課長○中西ならの観光力向上課長○中西ならの観光力向上課長 中川委員お中川委員お中川委員お中川委員お述べ述べ述べ述べのとおり、のとおり、のとおり、のとおり、外国外国外国外国語語語語対対対対応応応応できる観光案内所はできる観光案内所はできる観光案内所はできる観光案内所は北北北北和には和には和には和には多多多多くありますが、中くありますが、中くありますが、中くありますが、中南南南南和には和には和には和には少少少少ないという現ないという現ないという現ないという現状状状状があります。案内をできる方、があります。案内をできる方、があります。案内をできる方、があります。案内をできる方、語語語語学学学学のできる方をいかにのできる方をいかにのできる方をいかにのできる方をいかに確確確確保保保保するのかがするのかがするのかがするのかが一番一番一番一番のののの課課課課題だと思っています。題だと思っています。題だと思っています。題だと思っています。現現現現在在在在、、、、橿橿橿橿原市原市原市原市、明日、明日、明日、明日香村香村香村香村、、、、高高高高取取取取町町町町がががが共共共共同同同同してしてしてして構構構構造造造造改改改改革革革革特区制特区制特区制特区制度度度度をををを利利利利用した用した用した用した飛鳥飛鳥飛鳥飛鳥認認認認定定定定通通通通訳訳訳訳ガガガガイドイドイドイドをををを育育育育成する事成する事成する事成する事業業業業にににに取取取取りりりり組組組組んでおられます。県でも周んでおられます。県でも周んでおられます。県でも周んでおられます。県でも周遊遊遊遊観光に観光に観光に観光に寄与寄与寄与寄与するものとしてするものとしてするものとしてするものとして補補補補助助助助金を出していますが、こういう金を出していますが、こういう金を出していますが、こういう金を出していますが、こういう市町村市町村市町村市町村のののの取取取取りりりり組み組み組み組みにより、により、により、により、地地地地域域域域でのでのでのでの通通通通訳訳訳訳ガガガガイドイドイドイドががががふふふふえてえてえてえてくると、観光案内所に置くスくると、観光案内所に置くスくると、観光案内所に置くスくると、観光案内所に置くスタッタッタッタッフとして活用することもできると思っていますので、県フとして活用することもできると思っていますので、県フとして活用することもできると思っていますので、県フとして活用することもできると思っていますので、県としても、そういうとしても、そういうとしても、そういうとしても、そういう形形形形でででで市町村市町村市町村市町村と連と連と連と連携携携携して、して、して、して、外国人外国人外国人外国人の観光案内がの観光案内がの観光案内がの観光案内が広広広広がってくることにがってくることにがってくることにがってくることに対対対対しししし
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てててて取取取取りりりり組組組組んでいきたいと考えています。んでいきたいと考えています。んでいきたいと考えています。んでいきたいと考えています。以以以以上です。上です。上です。上です。○中川委員○中川委員○中川委員○中川委員 飛鳥飛鳥飛鳥飛鳥認認認認定定定定通通通通訳訳訳訳ガガガガイドイドイドイドもそうですけれども、明日もそうですけれども、明日もそうですけれども、明日もそうですけれども、明日香香香香地地地地域域域域も大も大も大も大変変変変外国人外国人外国人外国人にににに人気人気人気人気のののの地地地地域域域域ですので、そういったとこですので、そういったとこですので、そういったとこですので、そういったところろろろにも力をにも力をにも力をにも力を入入入入れていっていただければと思いますので、れていっていただければと思いますので、れていっていただければと思いますので、れていっていただければと思いますので、橿橿橿橿原市原市原市原市、明日、明日、明日、明日香村香村香村香村、、、、高高高高取取取取町町町町が行うということですけれども、ビジが行うということですけれども、ビジが行うということですけれども、ビジが行うということですけれども、ビジタタタターーーーズズズズビビビビュュュューローとしてはーローとしてはーローとしてはーローとしてはどういったどういったどういったどういった立場立場立場立場なのか、もうなのか、もうなのか、もうなのか、もう一度一度一度一度お願いできますでしお願いできますでしお願いできますでしお願いできますでしょょょょうか。うか。うか。うか。○中西ならの観光力向上課長○中西ならの観光力向上課長○中西ならの観光力向上課長○中西ならの観光力向上課長 ビジビジビジビジタタタターーーーズズズズビビビビュュュューローに関しては、観光案内というーローに関しては、観光案内というーローに関しては、観光案内というーローに関しては、観光案内という形形形形でででで特特特特にににに取取取取りりりり組組組組んでいるものではなく、んでいるものではなく、んでいるものではなく、んでいるものではなく、猿沢猿沢猿沢猿沢イイイインにビジンにビジンにビジンにビジタタタターーーーズズズズビビビビュュュューローの事ーローの事ーローの事ーローの事務務務務局がありますが、局がありますが、局がありますが、局がありますが、観光案内は県で観光案内は県で観光案内は県で観光案内は県で直直直直営営営営で行っていますので、ビジで行っていますので、ビジで行っていますので、ビジで行っていますので、ビジタタタターーーーズズズズビビビビュュュューローとして案内ーローとして案内ーローとして案内ーローとして案内業務業務業務業務にににに取取取取りりりり組組組組んでいるわけではありません。んでいるわけではありません。んでいるわけではありません。んでいるわけではありません。したがって、ビジしたがって、ビジしたがって、ビジしたがって、ビジタタタターーーーズズズズビビビビュュュューローがいーローがいーローがいーローがいろろろろいいいいろろろろなとこなとこなとこなところろろろへ行って観光案内にへ行って観光案内にへ行って観光案内にへ行って観光案内に取取取取りりりり組組組組むむむむとととということは、現いうことは、現いうことは、現いうことは、現時点時点時点時点で考えていません。で考えていません。で考えていません。で考えていません。○中川委員○中川委員○中川委員○中川委員 観光の観光の観光の観光の全体的全体的全体的全体的な予算のかけ方について、観光事な予算のかけ方について、観光事な予算のかけ方について、観光事な予算のかけ方について、観光事業業業業のののの費費費費用用用用対効果対効果対効果対効果というものがというものがというものがというものがなかなかなかなかなかなかなかなか計計計計算しにくいわけですけれども、どのような算しにくいわけですけれども、どのような算しにくいわけですけれども、どのような算しにくいわけですけれども、どのような計計計計算をして事算をして事算をして事算をして事業業業業予算を算出している予算を算出している予算を算出している予算を算出しているのかお聞かせください。また、のかお聞かせください。また、のかお聞かせください。また、のかお聞かせください。また、我我我我が会が会が会が会派派派派、日本、日本、日本、日本維維維維新新新新の会の川田議員から観光のの会の川田議員から観光のの会の川田議員から観光のの会の川田議員から観光の寄与寄与寄与寄与度度度度といといといというものをうものをうものをうものを求求求求めていますが、そのことについてもおめていますが、そのことについてもおめていますが、そのことについてもおめていますが、そのことについてもお伺伺伺伺いします。いします。いします。いします。○中西ならの観光力向上課長○中西ならの観光力向上課長○中西ならの観光力向上課長○中西ならの観光力向上課長 観光予算の観光予算の観光予算の観光予算の積み積み積み積み上上上上げげげげ方、出し方についてのご質問です。方、出し方についてのご質問です。方、出し方についてのご質問です。方、出し方についてのご質問です。観光については、観光については、観光については、観光については、個個個個 々々々々の事の事の事の事業業業業についてについてについてについて必必必必要要要要額額額額をををを精精精精査査査査して、県して、県して、県して、県全体全体全体全体の観光事の観光事の観光事の観光事業業業業のためにのためにのためにのために必必必必要な要な要な要な額額額額をををを積み積み積み積み上上上上げげげげており、ており、ており、ており、全体全体全体全体でででで幾幾幾幾らということではなく、らということではなく、らということではなく、らということではなく、個個個個 々々々々の事の事の事の事業業業業のののの積み積み積み積み上上上上げげげげによりによりによりにより予算要予算要予算要予算要求求求求しています。しています。しています。しています。寄与寄与寄与寄与度度度度ということについては、今ということについては、今ということについては、今ということについては、今来来来来られている観光客の方が県の事られている観光客の方が県の事られている観光客の方が県の事られている観光客の方が県の事業業業業のののの結果結果結果結果としてとしてとしてとして来来来来らららられたのか、その他でれたのか、その他でれたのか、その他でれたのか、その他で来来来来られたのか、なかなか出しにくいということで、いられたのか、なかなか出しにくいということで、いられたのか、なかなか出しにくいということで、いられたのか、なかなか出しにくいということで、いろろろろいいいいろろろろ研究研究研究研究はしはしはしはしていますが、ていますが、ていますが、ていますが、結結結結論論論論としては出せていないというとことしては出せていないというとことしては出せていないというとことしては出せていないというところろろろが現が現が現が現状状状状です。です。です。です。以以以以上です。上です。上です。上です。○中川委員○中川委員○中川委員○中川委員 そうしましたら、そうしましたら、そうしましたら、そうしましたら、人人人人件費件費件費件費などはなどはなどはなどは別別別別のののの話話話話ですけれども、ですけれども、ですけれども、ですけれども、個個個個 々々々々の事の事の事の事業業業業についてについてについてについて必必必必要な要な要な要な額額額額をををを積み積み積み積み上上上上げげげげているということですけれども、事ているということですけれども、事ているということですけれども、事ているということですけれども、事業業業業はどのようにはどのようにはどのようにはどのように選選選選定をしていくのか、定をしていくのか、定をしていくのか、定をしていくのか、考え方はあるのでし考え方はあるのでし考え方はあるのでし考え方はあるのでしょょょょうか。うか。うか。うか。○中西ならの観光力向上課長○中西ならの観光力向上課長○中西ならの観光力向上課長○中西ならの観光力向上課長 まず、まず、まず、まず、個個個個 々々々々の事の事の事の事業業業業については、については、については、については、ベベベベースであるースであるースであるースである前前前前年年年年度度度度の事の事の事の事業業業業についてについてについてについて検検検検証証証証し、し、し、し、必必必必要のないものは要のないものは要のないものは要のないものは削削削削ることもありますし、このることもありますし、このることもありますし、このることもありますし、この分分分分はははは伸伸伸伸ばしていこうと、ばしていこうと、ばしていこうと、ばしていこうと、局内でしっかり議局内でしっかり議局内でしっかり議局内でしっかり議論論論論をして、その中でをして、その中でをして、その中でをして、その中で優優優優先先先先順順順順位をつけながら位をつけながら位をつけながら位をつけながら積み積み積み積み上上上上げげげげていくという作ていくという作ていくという作ていくという作業業業業でででです。す。す。す。○中川委員○中川委員○中川委員○中川委員 前前前前年年年年度度度度の事の事の事の事業業業業のののの結果結果結果結果をををを見見見見てててて足足足足したりしたりしたりしたり引引引引いたりという考え方でいたりという考え方でいたりという考え方でいたりという考え方で選選選選んでいって、んでいって、んでいって、んでいって、
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項項項項目目目目をつくっていくということでしをつくっていくということでしをつくっていくということでしをつくっていくということでしょょょょうか。うか。うか。うか。○中西ならの観光力向上課長○中西ならの観光力向上課長○中西ならの観光力向上課長○中西ならの観光力向上課長 そういうそういうそういうそういう部分部分部分部分もありますし、もありますし、もありますし、もありますし、イイイインンンンバウバウバウバウンンンンドドドドなど、いなど、いなど、いなど、いろろろろいいいいろろろろな問題、な問題、な問題、な問題、新新新新しい問題が出てきますので、それらにしい問題が出てきますので、それらにしい問題が出てきますので、それらにしい問題が出てきますので、それらに対対対対応応応応するものとしてするものとしてするものとしてするものとして新新新新たにつくっていくたにつくっていくたにつくっていくたにつくっていくということもあります。いということもあります。いということもあります。いということもあります。いろろろろいいいいろろろろな要な要な要な要素素素素をををを組み合組み合組み合組み合わせながら、わせながら、わせながら、わせながら、全体全体全体全体の予算をの予算をの予算をの予算を積み積み積み積み上上上上げげげげていていていていくということです。くということです。くということです。くということです。○中川委員○中川委員○中川委員○中川委員 なるほどと思うなるほどと思うなるほどと思うなるほどと思う面面面面もあるのですけれども、もあるのですけれども、もあるのですけれども、もあるのですけれども、一一一一方、方、方、方、決決決決算算算算審審審審査査査査特別特別特別特別委員会におい委員会におい委員会におい委員会において、川田委員からもありましたて、川田委員からもありましたて、川田委員からもありましたて、川田委員からもありました寄与寄与寄与寄与度度度度のののの計計計計算ですが、例えば日本算ですが、例えば日本算ですが、例えば日本算ですが、例えば日本全国全国全国全国や関や関や関や関西全体西全体西全体西全体としてことしてことしてことしてこれだけれだけれだけれだけふふふふえていると。えていると。えていると。えていると。一一一一方で、奈良県としてこれだけ方で、奈良県としてこれだけ方で、奈良県としてこれだけ方で、奈良県としてこれだけふふふふえているという中で、どれだけがえているという中で、どれだけがえているという中で、どれだけがえているという中で、どれだけが奈良県の観光事奈良県の観光事奈良県の観光事奈良県の観光事業業業業のののの寄与寄与寄与寄与したしたしたした結果結果結果結果であったのか、そういったものもであったのか、そういったものもであったのか、そういったものもであったのか、そういったものも分析分析分析分析をしていかなけれをしていかなけれをしていかなけれをしていかなければならないのではないかと、そういった観ばならないのではないかと、そういった観ばならないのではないかと、そういった観ばならないのではないかと、そういった観点点点点からの質問がありましたけれども、そのからの質問がありましたけれども、そのからの質問がありましたけれども、そのからの質問がありましたけれども、その後後後後、、、、寄与寄与寄与寄与のののの計計計計算に算に算に算に向向向向けての方けての方けての方けての方針針針針は定まりましたでしは定まりましたでしは定まりましたでしは定まりましたでしょょょょうか。うか。うか。うか。○中西ならの観光力向上課長○中西ならの観光力向上課長○中西ならの観光力向上課長○中西ならの観光力向上課長 今今今今来来来来られている観光客がられている観光客がられている観光客がられている観光客が何何何何をきっかけにをきっかけにをきっかけにをきっかけに来来来来られたかアンられたかアンられたかアンられたかアンケケケケーーーートトトトをとっているのですが、例えば、奈良県のをとっているのですが、例えば、奈良県のをとっているのですが、例えば、奈良県のをとっているのですが、例えば、奈良県のホホホホームームームームペペペページをージをージをージを見見見見ましたという方だと県のましたという方だと県のましたという方だと県のましたという方だと県の施施施施策策策策がががが効効効効いているとわかるのですが、いているとわかるのですが、いているとわかるのですが、いているとわかるのですが、一番多一番多一番多一番多いのは、いつもいのは、いつもいのは、いつもいのは、いつも来来来来ているからとか、好きだかているからとか、好きだかているからとか、好きだかているからとか、好きだからで、らで、らで、らで、最近外国人最近外国人最近外国人最近外国人の方での方での方での方で多多多多いのはいのはいのはいのは口口口口ココココミミミミややややＳＮＳＳＮＳＳＮＳＳＮＳ情情情情報報報報をををを見見見見たという方がたという方がたという方がたという方が多多多多いのです。そのいのです。そのいのです。そのいのです。そのＳＮＳＳＮＳＳＮＳＳＮＳ情情情情報報報報はははは前前前前にににに来来来来た方がた方がた方がた方が満満満満足足足足したということだと思うのです。したということだと思うのです。したということだと思うのです。したということだと思うのです。受入受入受入受入環環環環境境境境のののの整整整整備など、備など、備など、備など、満満満満足足足足してしてしてして帰帰帰帰ってもらうことがってもらうことがってもらうことがってもらうことが一番一番一番一番だと思っているのですが、それが県のどのだと思っているのですが、それが県のどのだと思っているのですが、それが県のどのだと思っているのですが、それが県のどの施施施施策策策策がががが効効効効いていていていて満満満満足足足足されたのか、アンされたのか、アンされたのか、アンされたのか、アンケケケケーーーートトトトというのはというのはというのはというのは一一一一つのつのつのつの切切切切りりりり口口口口かと思ったのですが、かと思ったのですが、かと思ったのですが、かと思ったのですが、結果結果結果結果をををを見見見見ているているているていると、そこからまた出すのはと、そこからまた出すのはと、そこからまた出すのはと、そこからまた出すのは難難難難しいということで、しいということで、しいということで、しいということで、試試試試行行行行錯誤錯誤錯誤錯誤をををを重ね重ね重ね重ねているているているている段階段階段階段階です。です。です。です。以以以以上で上で上で上です。す。す。す。○中川委員○中川委員○中川委員○中川委員 京京京京都都都都市市市市の観光局から観光客の観光局から観光客の観光局から観光客の観光局から観光客向向向向けのアンけのアンけのアンけのアンケケケケーーーートトトト、そんなア、そんなア、そんなア、そんなアルバイトルバイトルバイトルバイトもやったなもやったなもやったなもやったなと思い出しながら聞いていたのですけれども、と思い出しながら聞いていたのですけれども、と思い出しながら聞いていたのですけれども、と思い出しながら聞いていたのですけれども、細細細細かい議かい議かい議かい議論論論論にににに入入入入っていくかと思いますので、っていくかと思いますので、っていくかと思いますので、っていくかと思いますので、個別個別個別個別にアンにアンにアンにアンケケケケーーーートトトトのののの検討状検討状検討状検討状況況況況お聞かせていただけたらと思っています。お聞かせていただけたらと思っています。お聞かせていただけたらと思っています。お聞かせていただけたらと思っています。次次次次に、に、に、に、国国国国との関係について質問します。との関係について質問します。との関係について質問します。との関係について質問します。２０２０年のオリン２０２０年のオリン２０２０年のオリン２０２０年のオリンピックピックピックピック・パラリン・パラリン・パラリン・パラリンピックピックピックピックにににに向向向向けてなのですけれども、けてなのですけれども、けてなのですけれども、けてなのですけれども、昨昨昨昨年の年の年の年の夏夏夏夏に、に、に、に、２０２０年のオリン２０２０年のオリン２０２０年のオリン２０２０年のオリンピックピックピックピック・パラリン・パラリン・パラリン・パラリンピックピックピックピックまでにまでにまでにまでに全国全国全国全国で２０で２０で２０で２０万万万万件件件件の文化の文化の文化の文化イイイイベベベベンンンントトトトをををを実施実施実施実施するという発するという発するという発するという発表表表表を文化を文化を文化を文化庁庁庁庁が行いました。その文化が行いました。その文化が行いました。その文化が行いました。その文化イイイイベベベベンンンントトトトのののの一部一部一部一部はははは五五五五輪輪輪輪憲章憲章憲章憲章が開催が開催が開催が開催国国国国に文に文に文に文化プロ化プロ化プロ化プロググググラムのラムのラムのラムの実施実施実施実施をををを義務義務義務義務づけており、づけており、づけており、づけており、総総総総体体体体としてロンとしてロンとしてロンとしてロンドドドドンオリンンオリンンオリンンオリンピックピックピックピックを上を上を上を上回回回回るるるる数値目数値目数値目数値目標標標標、、、、４４４４年間で文化年間で文化年間で文化年間で文化イイイイベベベベンンンントトトトを２０を２０を２０を２０万万万万件件件件というのを文化というのを文化というのを文化というのを文化庁庁庁庁が文化プロが文化プロが文化プロが文化プロググググラムラムラムラム基基基基本本本本構構構構想想想想にににに盛盛盛盛りりりり込み込み込み込みました。そのました。そのました。そのました。その後後後後、、、、約約約約１年１年１年１年以以以以上たちまして、２０２０年までもう上たちまして、２０２０年までもう上たちまして、２０２０年までもう上たちまして、２０２０年までもう少少少少しというとこしというとこしというとこしというところろろろになになになにな
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ってきたのですけれども、日本ってきたのですけれども、日本ってきたのですけれども、日本ってきたのですけれども、日本全国全国全国全国で文化で文化で文化で文化イイイイベベベベンンンントトトト２０２０２０２０万万万万件件件件と、と、と、と、全体全体全体全体のののの参参参参加加加加者者者者は５は５は５は５，，，，００００００００００００万人万人万人万人、そして２０２０年の、そして２０２０年の、そして２０２０年の、そして２０２０年の来来来来日日日日者者者者数数数数２２２２，，，，００００００００００００万人万人万人万人をををを国国国国としてとしてとしてとして掲掲掲掲げげげげていますけれども、ていますけれども、ていますけれども、ていますけれども、奈良県として、この奈良県として、この奈良県として、この奈良県として、この数値目数値目数値目数値目標標標標にどのようににどのようににどのようににどのように取取取取りりりり組組組組んできたのか、その進んできたのか、その進んできたのか、その進んできたのか、その進捗状捗状捗状捗状況況況況のののの数値数値数値数値をどをどをどをどのようにのようにのようにのように把握把握把握把握をしているのか、その現をしているのか、その現をしているのか、その現をしているのか、その現状状状状についてお聞きします。についてお聞きします。についてお聞きします。についてお聞きします。○桐田文化振興課長○桐田文化振興課長○桐田文化振興課長○桐田文化振興課長 奈良県での奈良県での奈良県での奈良県での取取取取りりりり組み組み組み組み状状状状況況況況ですが、まずは大会ですが、まずは大会ですが、まずは大会ですが、まずは大会組組組組織織織織委員会、オリパラ委員会、オリパラ委員会、オリパラ委員会、オリパラ事事事事務務務務局、文化局、文化局、文化局、文化庁庁庁庁からからからから各各各各都都都都道道道道府県、政府県、政府県、政府県、政令市令市令市令市にににに対対対対して文化プロして文化プロして文化プロして文化プロググググラムのラムのラムのラムの認認認認証証証証制制制制度度度度の周の周の周の周知知知知依頼依頼依頼依頼ががががありました。それをありました。それをありました。それをありました。それを受受受受けて、本県としてもけて、本県としてもけて、本県としてもけて、本県としても市町村市町村市町村市町村、県、県、県、県庁各課庁各課庁各課庁各課にににに制制制制度度度度の周の周の周の周知知知知を行ったとこを行ったとこを行ったとこを行ったところろろろです。です。です。です。現現現現在在在在の進の進の進の進捗状捗状捗状捗状況況況況ですが、文化ですが、文化ですが、文化ですが、文化振振振振興課興課興課興課で所で所で所で所管管管管をしていますをしていますをしていますをしていますｂｅｙｏｎｄｂｅｙｏｎｄｂｅｙｏｎｄｂｅｙｏｎｄ２０２０の２０２０の２０２０の２０２０の認認認認証件証件証件証件数数数数については、平成２９年１１月２については、平成２９年１１月２については、平成２９年１１月２については、平成２９年１１月２４４４４日現日現日現日現在在在在で、で、で、で、全国全国全国全国で２で２で２で２，，，，３６３６３６３６４４４４件件件件、、、、近近近近畿畿畿畿では２８０では２８０では２８０では２８０件件件件、、、、そのうち県内のそのうち県内のそのうち県内のそのうち県内の申申申申請請請請についてはムジーについてはムジーについてはムジーについてはムジーククククフフフフェェェェスススストトトトならならならなら及及及及び国び国び国び国民民民民文化文化文化文化祭祭祭祭、、、、全国全国全国全国障障障障害害害害者者者者芸芸芸芸術・術・術・術・文化文化文化文化祭祭祭祭など、など、など、など、全体全体全体全体ののののイイイイベベベベンンンントトトトとしてそれとしてそれとしてそれとしてそれぞぞぞぞれ１れ１れ１れ１件件件件ずつ、そのほかずつ、そのほかずつ、そのほかずつ、そのほか計計計計１２１２１２１２件件件件となっています。となっています。となっています。となっています。以以以以上です。上です。上です。上です。○中川委員○中川委員○中川委員○中川委員 国国国国から要から要から要から要請請請請やややや数値目数値目数値目数値目標標標標などのなどのなどのなどの話話話話はありますでしはありますでしはありますでしはありますでしょょょょうか。奈良県としてのうか。奈良県としてのうか。奈良県としてのうか。奈良県としての目目目目標標標標、、、、そういったものはありませんか。そういったものはありませんか。そういったものはありませんか。そういったものはありませんか。○桐田文化振興課長○桐田文化振興課長○桐田文化振興課長○桐田文化振興課長 国国国国からは、からは、からは、からは、全体全体全体全体として、２０として、２０として、２０として、２０万万万万件件件件をををを目目目目標標標標にするというにするというにするというにするという目目目目標標標標設設設設定はさ定はさ定はさ定はされていますが、れていますが、れていますが、れていますが、各各各各都都都都道道道道府県に府県に府県に府県に対対対対してしてしてして個別個別個別個別のののの目目目目標標標標設設設設定はありません。定はありません。定はありません。定はありません。以以以以上です。上です。上です。上です。○中川委員○中川委員○中川委員○中川委員 そうしましたら、文化プロそうしましたら、文化プロそうしましたら、文化プロそうしましたら、文化プロググググラムなどのラムなどのラムなどのラムなどの取取取取りりりり組み組み組み組みがががが分分分分かるかるかるかる資料資料資料資料を提出願いまを提出願いまを提出願いまを提出願います。す。す。す。次次次次に、奈良大に、奈良大に、奈良大に、奈良大立立立立山山山山まつりについて、どのように事まつりについて、どのように事まつりについて、どのように事まつりについて、どのように事後後後後にににに検検検検証証証証をするのかという観をするのかという観をするのかという観をするのかという観点点点点で、今で、今で、今で、今の考え方がありましたらお聞かせください。の考え方がありましたらお聞かせください。の考え方がありましたらお聞かせください。の考え方がありましたらお聞かせください。○中西ならの観光力向上課長○中西ならの観光力向上課長○中西ならの観光力向上課長○中西ならの観光力向上課長 奈良大奈良大奈良大奈良大立立立立山山山山まつりについては、まつりについては、まつりについては、まつりについては、昨昨昨昨年も年も年も年も経済効果経済効果経済効果経済効果というというというという形形形形で、で、で、で、南南南南都都都都経済経済経済経済研究研究研究研究所の所の所の所の協協協協力でお出ししました。力でお出ししました。力でお出ししました。力でお出ししました。イイイイベベベベンンンントトトト単単単単体体体体のののの経済効果経済効果経済効果経済効果は出しにくい、は出しにくい、は出しにくい、は出しにくい、難難難難しいしいしいしいというというというという話話話話でしたので、出すとすればでしたので、出すとすればでしたので、出すとすればでしたので、出すとすれば昨昨昨昨年のような年のような年のような年のような形形形形になると考えています。になると考えています。になると考えています。になると考えています。以以以以上です。上です。上です。上です。○中川委員○中川委員○中川委員○中川委員 昨昨昨昨年のような年のような年のような年のような形形形形でというのは、でというのは、でというのは、でというのは、南南南南都都都都経済経済経済経済研究研究研究研究所に所に所に所に協協協協力いただいた力いただいた力いただいた力いただいた資料資料資料資料のようのようのようのようなななな形形形形でということなのか、でということなのか、でということなのか、でということなのか、南南南南都都都都経済経済経済経済研究研究研究研究所の出した所の出した所の出した所の出した数字数字数字数字は、は、は、は、参参参参考考考考資料資料資料資料というというというという形形形形で観光で観光で観光で観光振振振振興興興興対対対対策特別策特別策特別策特別委員会のメン委員会のメン委員会のメン委員会のメンババババーにーにーにーに配配配配付付付付をされましたが、そのをされましたが、そのをされましたが、そのをされましたが、その資料資料資料資料は、県は、県は、県は、県庁庁庁庁内でどのような内でどのような内でどのような内でどのような扱扱扱扱い、い、い、い、評評評評価価価価をををを受受受受けているのでしけているのでしけているのでしけているのでしょょょょうか。うか。うか。うか。○中西ならの観光力向上課長○中西ならの観光力向上課長○中西ならの観光力向上課長○中西ならの観光力向上課長 南南南南都都都都経済経済経済経済研究研究研究研究所の所の所の所の資料資料資料資料は、観光は、観光は、観光は、観光振振振振興対興対興対興対策特別策特別策特別策特別委員会でもお委員会でもお委員会でもお委員会でもお配配配配りして、県りして、県りして、県りして、県庁庁庁庁内にも内にも内にも内にも共有共有共有共有していますし、していますし、していますし、していますし、南南南南都都都都経済経済経済経済研究研究研究研究所の所の所の所の冊冊冊冊子や子や子や子やイイイインンンンタタタターーーーネネネネットットットットでも公でも公でも公でも公
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開されています。あれが開されています。あれが開されています。あれが開されています。あれが絶対絶対絶対絶対ということではなく、ということではなく、ということではなく、ということではなく、一一一一つの出し方として提示をしていただつの出し方として提示をしていただつの出し方として提示をしていただつの出し方として提示をしていただいたと思いますし、私どももいたと思いますし、私どももいたと思いますし、私どももいたと思いますし、私どもも非常非常非常非常にににに参参参参考になったと考えています。考になったと考えています。考になったと考えています。考になったと考えています。以以以以上です。上です。上です。上です。○中川委員○中川委員○中川委員○中川委員 ということは、ということは、ということは、ということは、参参参参考考考考資料資料資料資料のののの一一一一つというつというつというつという評評評評価価価価で、それで、それで、それで、それ以以以以上のものでも、それ上のものでも、それ上のものでも、それ上のものでも、それ以以以以下下下下のものでもないということでしのものでもないということでしのものでもないということでしのものでもないということでしょょょょうか。ほかにうか。ほかにうか。ほかにうか。ほかに特特特特にににに経済効果経済効果経済効果経済効果をををを計計計計算したものがなかった算したものがなかった算したものがなかった算したものがなかったように思いますので、そういうことなのかと思いますが。ように思いますので、そういうことなのかと思いますが。ように思いますので、そういうことなのかと思いますが。ように思いますので、そういうことなのかと思いますが。○中西ならの観光力向上課長○中西ならの観光力向上課長○中西ならの観光力向上課長○中西ならの観光力向上課長 奈良大奈良大奈良大奈良大立立立立山山山山まつり単まつり単まつり単まつり単独独独独のののの経済効果経済効果経済効果経済効果を出すのはを出すのはを出すのはを出すのは難難難難しいと考えしいと考えしいと考えしいと考えており、ており、ており、ており、南南南南都都都都経済経済経済経済研究研究研究研究所に所に所に所に相談相談相談相談したとこしたとこしたとこしたところろろろ、こういう出し方があると提示していただいた、こういう出し方があると提示していただいた、こういう出し方があると提示していただいた、こういう出し方があると提示していただいたということです。ということです。ということです。ということです。○中川委員○中川委員○中川委員○中川委員 南南南南都都都都経済経済経済経済研究研究研究研究所の公開しているものに所の公開しているものに所の公開しているものに所の公開しているものに書書書書いてあるのですけれども、あれは県いてあるのですけれども、あれは県いてあるのですけれども、あれは県いてあるのですけれども、あれは県からからからから依頼依頼依頼依頼をしてつくってもらったということでしをしてつくってもらったということでしをしてつくってもらったということでしをしてつくってもらったということでしょょょょうか。うか。うか。うか。また、また、また、また、経済効果経済効果経済効果経済効果のののの計計計計算の算の算の算の仕仕仕仕方ですけれども、私も方ですけれども、私も方ですけれども、私も方ですけれども、私も経済経済経済経済学学学学部部部部でやっていたのですけれども、でやっていたのですけれども、でやっていたのですけれども、でやっていたのですけれども、経済効果経済効果経済効果経済効果というのは、というのは、というのは、というのは、普普普普通通通通はははは正正正正のののの経済効果経済効果経済効果経済効果だけをだけをだけをだけを積み積み積み積み上上上上げげげげるものなのです。これだけるものなのです。これだけるものなのです。これだけるものなのです。これだけ効果効果効果効果があっただがあっただがあっただがあっただろろろろうというのをうというのをうというのをうというのを産業産業産業産業連関連関連関連関表表表表ををををぐぐぐぐるるるるぐぐぐぐるるるる回回回回してしてしてして積み積み積み積み上上上上げげげげていくのですけれども、ていくのですけれども、ていくのですけれども、ていくのですけれども、そのそのそのその一一一一方で、方で、方で、方で、負負負負のののの経済効果経済効果経済効果経済効果、プラスに、プラスに、プラスに、プラスに対対対対してマしてマしてマしてマイナイナイナイナスのスのスのスの経済効果経済効果経済効果経済効果もあるのですが、もあるのですが、もあるのですが、もあるのですが、数字数字数字数字にににに出てこないので、出てこないので、出てこないので、出てこないので、完完完完全全全全なものではないというなものではないというなものではないというなものではないという見見見見方もあります。方もあります。方もあります。方もあります。例えば、奈良大例えば、奈良大例えば、奈良大例えば、奈良大立立立立山山山山まつりでいいますと、おまつりでいいますと、おまつりでいいますと、おまつりでいいますと、お店店店店であったり、あるいはであったり、あるいはであったり、あるいはであったり、あるいは帰帰帰帰りのりのりのりの店店店店であったであったであったであったり、そこでり、そこでり、そこでり、そこで消消消消費費費費をするわけですけれども、そのかわりに、をするわけですけれども、そのかわりに、をするわけですけれども、そのかわりに、をするわけですけれども、そのかわりに、財財財財布布布布はははは同同同同じですから、ほかのとじですから、ほかのとじですから、ほかのとじですから、ほかのとこここころろろろでででで消消消消費費費費をするをするをするをする額額額額がががが減減減減っているのだったら、それは加っているのだったら、それは加っているのだったら、それは加っているのだったら、それは加味味味味しないといけない。そのしないといけない。そのしないといけない。そのしないといけない。そのイイイイベベベベンンンントトトトの関連での関連での関連での関連で使使使使われたからといって、そればかりわれたからといって、そればかりわれたからといって、そればかりわれたからといって、そればかり積み積み積み積み上上上上げげげげていったからといって、そのていったからといって、そのていったからといって、そのていったからといって、その経済経済経済経済効果効果効果効果がががが純純純純然然然然たるものとしてあったわけではないといったたるものとしてあったわけではないといったたるものとしてあったわけではないといったたるものとしてあったわけではないといった見見見見方もできるわけです。そういっ方もできるわけです。そういっ方もできるわけです。そういっ方もできるわけです。そういったたたた経済効果経済効果経済効果経済効果に関する考え方があるわけですけれども、観光局としては、に関する考え方があるわけですけれども、観光局としては、に関する考え方があるわけですけれども、観光局としては、に関する考え方があるわけですけれども、観光局としては、経済効果経済効果経済効果経済効果についてについてについてについての考え方はありますか。の考え方はありますか。の考え方はありますか。の考え方はありますか。○中西ならの観光力向上課長○中西ならの観光力向上課長○中西ならの観光力向上課長○中西ならの観光力向上課長 南南南南都都都都経済経済経済経済研究研究研究研究所に所に所に所に依頼依頼依頼依頼したのかというしたのかというしたのかというしたのかという話話話話ですが、ですが、ですが、ですが、相談相談相談相談に行に行に行に行ったとこったとこったとこったところろろろ、やって、やって、やって、やってみみみみましましましましょょょょうとなったもので、うとなったもので、うとなったもので、うとなったもので、特特特特にお金をにお金をにお金をにお金を払払払払ってやっていただいたといってやっていただいたといってやっていただいたといってやっていただいたということではありません。うことではありません。うことではありません。うことではありません。経済効果経済効果経済効果経済効果について、プラスのについて、プラスのについて、プラスのについて、プラスの面面面面もマもマもマもマイナイナイナイナスのスのスのスの面面面面もあるというおもあるというおもあるというおもあるというお話話話話ですが、ですが、ですが、ですが、南南南南都都都都経済経済経済経済研究研究研究研究所に出していただいた所に出していただいた所に出していただいた所に出していただいた分分分分は、当は、当は、当は、当然積み然積み然積み然積み上上上上げげげげですのでプラスしかないのですが、ですのでプラスしかないのですが、ですのでプラスしかないのですが、ですのでプラスしかないのですが、一一一一方で、奈方で、奈方で、奈方で、奈良大良大良大良大立立立立山山山山まつりの会まつりの会まつりの会まつりの会場場場場だけのだけのだけのだけの経済効果経済効果経済効果経済効果ではないということです。ではないということです。ではないということです。ではないということです。来来来来られた方が県内でいられた方が県内でいられた方が県内でいられた方が県内でいろろろろいいいいろろろろなとこなとこなとこなところろろろでででで使使使使っていただいたお金も含めて出しているということで、もともと奈良大っていただいたお金も含めて出しているということで、もともと奈良大っていただいたお金も含めて出しているということで、もともと奈良大っていただいたお金も含めて出しているということで、もともと奈良大立立立立山山山山まつりは、奈良県のまつりは、奈良県のまつりは、奈良県のまつりは、奈良県の最最最最大の大の大の大のウイウイウイウイーーーーククククポポポポイイイインンンントトトトである観光客のである観光客のである観光客のである観光客の最最最最もももも少少少少ないないないない時時時時期に期に期に期に宿泊宿泊宿泊宿泊客客客客



---- 22220000 ----

をををを呼呼呼呼び込び込び込び込むむむむ目的目的目的目的で、で、で、で、新新新新たにたにたにたに消消消消費費費費をををを喚起喚起喚起喚起するためにするためにするためにするために実施実施実施実施したしたしたしたイイイイベベベベンンンントトトトですので、本県にとっですので、本県にとっですので、本県にとっですので、本県にとってマてマてマてマイナイナイナイナスのスのスのスの影影影影響は響は響は響は非常非常非常非常にににに少少少少ないと考えています。ないと考えています。ないと考えています。ないと考えています。以以以以上です。上です。上です。上です。○中川委員○中川委員○中川委員○中川委員 帰帰帰帰りにりにりにりに新新新新大大大大宮宮宮宮やややや西西西西大大大大寺寺寺寺の周の周の周の周辺辺辺辺のおのおのおのお店店店店でででで食食食食べべべべてててて帰帰帰帰ったというったというったというったという話話話話も聞いています。も聞いています。も聞いています。も聞いています。奈良奈良奈良奈良市市市市内においては、そういった内においては、そういった内においては、そういった内においては、そういった効果効果効果効果もあったと思いますけれども、先日、もあったと思いますけれども、先日、もあったと思いますけれども、先日、もあったと思いますけれども、先日、一一一一般般般般質問で質問で質問で質問で荒荒荒荒井井井井知知知知事に、こういった事に、こういった事に、こういった事に、こういった各地各地各地各地のののの祭祭祭祭りをりをりをりを寄寄寄寄せるようなせるようなせるようなせるようなイイイイベベベベンンンントトトトを奈良を奈良を奈良を奈良市市市市だけでやるのはもっただけでやるのはもっただけでやるのはもっただけでやるのはもったいないではないかと、中いないではないかと、中いないではないかと、中いないではないかと、中南南南南和などでやってもいいのではと聞いたとこ和などでやってもいいのではと聞いたとこ和などでやってもいいのではと聞いたとこ和などでやってもいいのではと聞いたところろろろ、今のとこ、今のとこ、今のとこ、今のところろろろ考え考え考え考えていないというていないというていないというていないという答弁答弁答弁答弁でしたが、でしたが、でしたが、でしたが、経済効果経済効果経済効果経済効果については、もちについては、もちについては、もちについては、もちろろろろん奈良ん奈良ん奈良ん奈良市市市市周周周周辺辺辺辺がメーンになるがメーンになるがメーンになるがメーンになるということについては、どのような考え方をされていますか。ということについては、どのような考え方をされていますか。ということについては、どのような考え方をされていますか。ということについては、どのような考え方をされていますか。○中西ならの観光力向上課長○中西ならの観光力向上課長○中西ならの観光力向上課長○中西ならの観光力向上課長 当当当当然然然然、、、、経済効果経済効果経済効果経済効果をををを見見見見ますと、現ますと、現ますと、現ますと、現実実実実として、奈良として、奈良として、奈良として、奈良市市市市周周周周辺辺辺辺に奈に奈に奈に奈良大良大良大良大立立立立山山山山まつりに関してはまつりに関してはまつりに関してはまつりに関しては集集集集中しているということは中しているということは中しているということは中しているということは想想想想像できます。像できます。像できます。像できます。一一一一方で、その方で、その方で、その方で、その同同同同じ日に、例えば長じ日に、例えば長じ日に、例えば長じ日に、例えば長谷谷谷谷寺寺寺寺や大神神や大神神や大神神や大神神社社社社でもアンでもアンでもアンでもアンケケケケーーーートトトトをとると、奈良大をとると、奈良大をとると、奈良大をとると、奈良大立立立立山山山山まつりをまつりをまつりをまつりを見見見見たついでにたついでにたついでにたついでに来来来来たという方もたという方もたという方もたという方も結結結結構構構構いることがわかっています。そういういることがわかっています。そういういることがわかっています。そういういることがわかっています。そういう意味意味意味意味で、で、で、で、奈良大奈良大奈良大奈良大立立立立山山山山まつりを機にいまつりを機にいまつりを機にいまつりを機にいろろろろいいいいろ回ろ回ろ回ろ回っていただいている方もいると考えていますし、奈良っていただいている方もいると考えていますし、奈良っていただいている方もいると考えていますし、奈良っていただいている方もいると考えていますし、奈良大大大大立立立立山山山山まつりは、その日だけではなく、そういう伝統行事やあったかもんについて、そのまつりは、その日だけではなく、そういう伝統行事やあったかもんについて、そのまつりは、その日だけではなく、そういう伝統行事やあったかもんについて、そのまつりは、その日だけではなく、そういう伝統行事やあったかもんについて、その効果効果効果効果がががが後後後後 々々々々、県内、県内、県内、県内各地各地各地各地にににに広広広広がっていくことをがっていくことをがっていくことをがっていくことを目指目指目指目指したしたしたした祭祭祭祭りですので、そういうりですので、そういうりですので、そういうりですので、そういう効果効果効果効果も期も期も期も期待待待待しているとこしているとこしているとこしているところろろろです。です。です。です。以以以以上です。上です。上です。上です。○中川委員○中川委員○中川委員○中川委員 そういったそういったそういったそういった効果効果効果効果もももも一一一一定はあったと思っています。定はあったと思っています。定はあったと思っています。定はあったと思っています。細細細細かい議かい議かい議かい議論論論論になりますので、アンになりますので、アンになりますので、アンになりますので、アンケケケケーーーートトトトのとり方や、そういったとこのとり方や、そういったとこのとり方や、そういったとこのとり方や、そういったところろろろについて、について、について、について、資料資料資料資料をいただけたらと思っています。をいただけたらと思っています。をいただけたらと思っています。をいただけたらと思っています。以以以以上です。上です。上です。上です。議案についてですが、議案についてですが、議案についてですが、議案についてですが、触触触触れる文化れる文化れる文化れる文化財財財財レレレレプリプリプリプリカカカカ製製製製作活用事作活用事作活用事作活用事業業業業ですけれども、ですけれども、ですけれども、ですけれども、橿橿橿橿原原原原考古考古考古考古学学学学研研研研究究究究所に所に所に所に保保保保存している存している存している存している三角縁三角縁三角縁三角縁神神神神獣鏡獣鏡獣鏡獣鏡について２について２について２について２点レ点レ点レ点レプリプリプリプリカカカカをををを製製製製作とありますが、どのような作とありますが、どのような作とありますが、どのような作とありますが、どのようなものなのか説明をお願いします。ものなのか説明をお願いします。ものなのか説明をお願いします。ものなのか説明をお願いします。せっかく２せっかく２せっかく２せっかく２点点点点つくるのでしたら、今つくるのでしたら、今つくるのでしたら、今つくるのでしたら、今残残残残っているもの、っているもの、っているもの、っているもの、同同同同じものを２じものを２じものを２じものを２点点点点つくってもつくってもつくってもつくっても仕仕仕仕方が方が方が方がないと思います。１ないと思います。１ないと思います。１ないと思います。１点点点点は今あるもののは今あるもののは今あるもののは今あるもののレレレレプリプリプリプリカカカカで、もう１で、もう１で、もう１で、もう１点点点点は、本当にできた当は、本当にできた当は、本当にできた当は、本当にできた当初初初初ののののぴぴぴぴかかかかぴぴぴぴかのかのかのかの姿姿姿姿といったといったといったといった別別別別のののの次次次次元元元元のものを１のものを１のものを１のものを１枚枚枚枚ずつつくるという観ずつつくるという観ずつつくるという観ずつつくるという観点点点点もももも教教教教育育育育的的的的なななな効果効果効果効果があると思があると思があると思があると思い、聞いておこうと思いました。い、聞いておこうと思いました。い、聞いておこうと思いました。い、聞いておこうと思いました。○谷垣文化資源活用課長○谷垣文化資源活用課長○谷垣文化資源活用課長○谷垣文化資源活用課長 今今今今回回回回つくりますつくりますつくりますつくりますレレレレプリプリプリプリカカカカについては、については、については、については、精巧精巧精巧精巧な文化な文化な文化な文化財財財財にににに実際実際実際実際にににに触触触触れ、れ、れ、れ、重重重重さなど質さなど質さなど質さなど質感感感感をををを体体体体験験験験することにより、文化することにより、文化することにより、文化することにより、文化財財財財を身を身を身を身近近近近にににに感感感感じでいただこうと思っていまじでいただこうと思っていまじでいただこうと思っていまじでいただこうと思っていますが、すが、すが、すが、同同同同じものを２じものを２じものを２じものを２点点点点つくるのか、つくるのか、つくるのか、つくるのか、三角縁三角縁三角縁三角縁神神神神獣鏡獣鏡獣鏡獣鏡も１３も１３も１３も１３枚枚枚枚あるので、あるので、あるので、あるので、違違違違うデうデうデうデザザザザイイイインのものンのものンのものンのものを２を２を２を２点点点点つくるのか、今つくるのか、今つくるのか、今つくるのか、今手手手手元元元元にににに資料資料資料資料をををを持持持持っていませんので、っていませんので、っていませんので、っていませんので、確認確認確認確認してご連してご連してご連してご連絡絡絡絡いたします。いたします。いたします。いたします。
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○中川委員○中川委員○中川委員○中川委員 調べ調べ調べ調べてわかりましたらてわかりましたらてわかりましたらてわかりましたら報告報告報告報告いただけたらと思います。いただけたらと思います。いただけたらと思います。いただけたらと思います。最最最最後後後後に、ジャポニスム２０１８について、に、ジャポニスム２０１８について、に、ジャポニスム２０１８について、に、ジャポニスム２０１８について、意見意見意見意見ですけれども、今ですけれども、今ですけれども、今ですけれども、今回回回回奈良県から奈良県から奈良県から奈良県からギギギギメメメメ東東東東洋洋洋洋美術美術美術美術館館館館に仏像をに仏像をに仏像をに仏像を持持持持っていくと聞いています。っていくと聞いています。っていくと聞いています。っていくと聞いています。法法法法隆隆隆隆寺寺寺寺からからからから失失失失われた仏像もわれた仏像もわれた仏像もわれた仏像も向向向向こうにありますこうにありますこうにありますこうにありますし、そういったものをあわせて展示するといった企画も今し、そういったものをあわせて展示するといった企画も今し、そういったものをあわせて展示するといった企画も今し、そういったものをあわせて展示するといった企画も今後後後後のののの参参参参考になると思います。考になると思います。考になると思います。考になると思います。もう１もう１もう１もう１点点点点ですけれども、今ですけれども、今ですけれども、今ですけれども、今回回回回、、、、法法法法隆隆隆隆寺寺寺寺とはまたとはまたとはまたとはまた別別別別のおのおのおのお寺寺寺寺からからからから持持持持っていくとっていくとっていくとっていくと漏漏漏漏れ聞いてはれ聞いてはれ聞いてはれ聞いてはいるのですが、かつているのですが、かつているのですが、かつているのですが、かつて法法法法隆隆隆隆寺寺寺寺で聞いたで聞いたで聞いたで聞いた話話話話ですけれども、ですけれども、ですけれども、ですけれども、百百百百済済済済観観観観音音音音像を像を像を像を巡巡巡巡回回回回展示中に展示中に展示中に展示中にひびひびひびひびがががが入入入入ったと聞きました。こちらは文化ったと聞きました。こちらは文化ったと聞きました。こちらは文化ったと聞きました。こちらは文化庁庁庁庁からからからから依頼依頼依頼依頼をされて、日本をされて、日本をされて、日本をされて、日本全国全国全国全国をををを回回回回ったときに、ったときに、ったときに、ったときに、実実実実ははははひびひびひびひびがががが入入入入りましたということです。文化りましたということです。文化りましたということです。文化りましたということです。文化庁庁庁庁からの要からの要からの要からの要請請請請で展示をして、で展示をして、で展示をして、で展示をして、巡巡巡巡回回回回中に中に中に中に破損破損破損破損をしたをしたをしたをしたので、文化ので、文化ので、文化ので、文化庁庁庁庁の中ではの中ではの中ではの中では微妙微妙微妙微妙なななな扱扱扱扱いになり、うやいになり、うやいになり、うやいになり、うやむむむむやになりかけたのですけれども、当やになりかけたのですけれども、当やになりかけたのですけれども、当やになりかけたのですけれども、当然然然然、、、、法法法法隆隆隆隆寺寺寺寺ははははひひひひどくどくどくどく怒怒怒怒りまして、文化りまして、文化りまして、文化りまして、文化庁庁庁庁長長長長官官官官ににににクレクレクレクレームをームをームをームを入入入入れたというれたというれたというれたという話話話話を聞いています。を聞いています。を聞いています。を聞いています。そのそのそのその教教教教訓訓訓訓として、展示をするというのは、図として、展示をするというのは、図として、展示をするというのは、図として、展示をするというのは、図書館書館書館書館とととと一一一一緒緒緒緒ですけれども、ですけれども、ですけれども、ですけれども、破損破損破損破損をををを全全全全くくくく伴伴伴伴わわわわないものではないといった観ないものではないといった観ないものではないといった観ないものではないといった観点点点点もももも一一一一つつつつ頭頭頭頭のののの片隅片隅片隅片隅に置いていただき、に置いていただき、に置いていただき、に置いていただき、ぜひぜひぜひぜひとも今とも今とも今とも今回回回回の展示にの展示にの展示にの展示においてもおいてもおいてもおいても細細細細心の心の心の心の注注注注意意意意をををを払払払払うことをお願いしたいということをうことをお願いしたいということをうことをお願いしたいということをうことをお願いしたいということを申申申申し上し上し上し上げげげげ、いい、いい、いい、いい意味意味意味意味でプでプでプでプレッレッレッレッシャーをシャーをシャーをシャーを与与与与えておきまして、私からの発言をえておきまして、私からの発言をえておきまして、私からの発言をえておきまして、私からの発言を終終終終わります。わります。わります。わります。以以以以上です。上です。上です。上です。○和田委員長○和田委員長○和田委員長○和田委員長 委員長からお願いですが、中川委員から出た関委員長からお願いですが、中川委員から出た関委員長からお願いですが、中川委員から出た関委員長からお願いですが、中川委員から出た関西西西西広域広域広域広域連連連連合合合合の観光にかかわの観光にかかわの観光にかかわの観光にかかわるるるる参参参参加の加の加の加の仕仕仕仕方について中川委員に方について中川委員に方について中川委員に方について中川委員に資料資料資料資料を提示する、これは関を提示する、これは関を提示する、これは関を提示する、これは関西西西西広域広域広域広域連連連連合合合合のののの状状状状況況況況がわかってがわかってがわかってがわかっているいるいるいる人人人人が県議会でが県議会でが県議会でが県議会で少少少少ないので、ないので、ないので、ないので、我我我我々全々全々全々全員に員に員に員に回回回回してください。よしてください。よしてください。よしてください。よろろろろしくしくしくしく頼頼頼頼みみみみます。ます。ます。ます。○亀田副委員長○亀田副委員長○亀田副委員長○亀田副委員長 池田委員からの質問に池田委員からの質問に池田委員からの質問に池田委員からの質問に対対対対しての森田観光局長のごしての森田観光局長のごしての森田観光局長のごしての森田観光局長のご答弁答弁答弁答弁の中で、観光の中で、観光の中で、観光の中で、観光振振振振興興興興を図っていくのに、当を図っていくのに、当を図っていくのに、当を図っていくのに、当然然然然のことながら、奈良県はのことながら、奈良県はのことながら、奈良県はのことながら、奈良県は価価価価値値値値のののの高高高高い観光い観光い観光い観光資源資源資源資源がたくさんありますがたくさんありますがたくさんありますがたくさんありますので、それをので、それをので、それをので、それを利利利利用してどんどん進めていただいていますし、その中でもビジ用してどんどん進めていただいていますし、その中でもビジ用してどんどん進めていただいていますし、その中でもビジ用してどんどん進めていただいていますし、その中でもビジネネネネス客にもス客にもス客にもス客にも着着着着眼眼眼眼してというしてというしてというしてという話話話話があったときに、があったときに、があったときに、があったときに、ふふふふと思ったのですが、観光と思ったのですが、観光と思ったのですが、観光と思ったのですが、観光振振振振興興興興を図っていく中で、スポを図っていく中で、スポを図っていく中で、スポを図っていく中で、スポーーーーツツツツの観の観の観の観点点点点もももも一一一一つつつつ入入入入れてほしいと思います。れてほしいと思います。れてほしいと思います。れてほしいと思います。既既既既にもうにもうにもうにもう入入入入っていますということでしたらいっていますということでしたらいっていますということでしたらいっていますということでしたらいいのですけれども、いのですけれども、いのですけれども、いのですけれども、タイタイタイタイムリーなムリーなムリーなムリーな話話話話で、で、で、で、実実実実は、今は、今は、今は、今週週週週の月の月の月の月曜曜曜曜日からシン日からシン日からシン日からシンガガガガポーポーポーポールルルルから中から中から中から中高生高生高生高生が５０が５０が５０が５０人人人人ほど、１ほど、１ほど、１ほど、１週週週週間、明日間、明日間、明日間、明日香村香村香村香村のののの民民民民泊泊泊泊をををを利利利利用して用して用して用して柔柔柔柔道道道道のののの合宿合宿合宿合宿にににに来来来来られています。られています。られています。られています。到到到到着着着着されてから、２日されてから、２日されてから、２日されてから、２日目目目目のきのうののきのうののきのうののきのうの午午午午前前前前中は観光しているらしく、シン中は観光しているらしく、シン中は観光しているらしく、シン中は観光しているらしく、シンガガガガポーポーポーポールルルルから５から５から５から５００００人人人人もももも来来来来て観光していることを、今て観光していることを、今て観光していることを、今て観光していることを、今ふふふふとととと答弁答弁答弁答弁を聞きながら思いました。スポーを聞きながら思いました。スポーを聞きながら思いました。スポーを聞きながら思いました。スポーツツツツでででで合宿合宿合宿合宿へへへへ来来来来たたたた人人人人に観光してもらうということも大きなに観光してもらうということも大きなに観光してもらうということも大きなに観光してもらうということも大きな着着着着眼眼眼眼点点点点ではないのかと。それも観光ではないのかと。それも観光ではないのかと。それも観光ではないのかと。それも観光振振振振興興興興にスにスにスにスポーポーポーポーツツツツをををを利利利利用するということに用するということに用するということに用するということに使使使使っていただけたらと、今っていただけたらと、今っていただけたらと、今っていただけたらと、今ふふふふと思いましたので、と思いましたので、と思いましたので、と思いましたので、意見意見意見意見としとしとしとしてててて述べ述べ述べ述べました。ごました。ごました。ごました。ご意見意見意見意見があればお聞きしたいと思います。があればお聞きしたいと思います。があればお聞きしたいと思います。があればお聞きしたいと思います。○三原スポーツ振興課長○三原スポーツ振興課長○三原スポーツ振興課長○三原スポーツ振興課長 今、亀田副委員長からご今、亀田副委員長からご今、亀田副委員長からご今、亀田副委員長からご指指指指摘摘摘摘がありました、がありました、がありました、がありました、国際国際国際国際交流交流交流交流、スポー、スポー、スポー、スポー
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ツツツツをををを絡絡絡絡めたスポーめたスポーめたスポーめたスポーツツツツツツツツーリーリーリーリズズズズム、あるいはム、あるいはム、あるいはム、あるいは東京東京東京東京オリンオリンオリンオリンピックピックピックピック・パラリン・パラリン・パラリン・パラリンピックピックピックピックにににに向向向向けて、けて、けて、けて、キキキキャンプャンプャンプャンプ招招招招致致致致等に等に等に等に取取取取りりりり組組組組んでいるとこんでいるとこんでいるとこんでいるところろろろです。今です。今です。今です。今タイタイタイタイムリーなおムリーなおムリーなおムリーなお話話話話をいただき、きをいただき、きをいただき、きをいただき、きょょょょうはうはうはうは委員会がありますのでできませんでしたけれども、シン委員会がありますのでできませんでしたけれども、シン委員会がありますのでできませんでしたけれども、シン委員会がありますのでできませんでしたけれども、シンガガガガポーポーポーポールルルルからからからから来来来来られたられたられたられた皆様皆様皆様皆様に、に、に、に、交交交交流流流流というというというという意味意味意味意味でおでおでおでお届届届届けけけけ物物物物をををを午午午午前前前前中にさせていただいたとこ中にさせていただいたとこ中にさせていただいたとこ中にさせていただいたところろろろです。です。です。です。今、今、今、今、東京東京東京東京オリンオリンオリンオリンピックピックピックピック・パラリン・パラリン・パラリン・パラリンピックピックピックピックにににに向向向向けてけてけてけてホホホホスススストタウトタウトタウトタウンンンン制制制制度度度度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。ススススイイイイムムムムピピピピア奈良でシンア奈良でシンア奈良でシンア奈良でシンガガガガポーポーポーポールルルルの水の水の水の水泳泳泳泳チチチチームが、３年ームが、３年ームが、３年ームが、３年前前前前にににに合宿合宿合宿合宿されたというされたというされたというされたという経経経経緯緯緯緯があり、があり、があり、があり、県と大和県と大和県と大和県と大和郡郡郡郡山市山市山市山市ががががホホホホスススストタウトタウトタウトタウンのンのンのンの登録登録登録登録をしているとこをしているとこをしているとこをしているところろろろです。スポーです。スポーです。スポーです。スポーツツツツだけではなく、そだけではなく、そだけではなく、そだけではなく、そのような機会をのような機会をのような機会をのような機会を通通通通じて、ビジじて、ビジじて、ビジじて、ビジネネネネス、ス、ス、ス、教教教教育育育育、文化、そういった、文化、そういった、文化、そういった、文化、そういった交流交流交流交流につながるよう、スポーにつながるよう、スポーにつながるよう、スポーにつながるよう、スポーツツツツののののセクセクセクセクションとしてもションとしてもションとしてもションとしても意識意識意識意識してしてしてして取取取取りりりり組組組組んでいるとこんでいるとこんでいるとこんでいるところろろろです。です。です。です。また、観光局や関係また、観光局や関係また、観光局や関係また、観光局や関係部部部部局とも連局とも連局とも連局とも連携携携携をし、スポーをし、スポーをし、スポーをし、スポーツツツツがががが一一一一つのつのつのつの切切切切りりりり口口口口になり、になり、になり、になり、多多多多様様様様な方な方な方な方面面面面でででで交流交流交流交流、つながりができるように連、つながりができるように連、つながりができるように連、つながりができるように連携携携携してしてしてして取取取取りりりり組組組組んでいきたいと考えているとこんでいきたいと考えているとこんでいきたいと考えているとこんでいきたいと考えているところろろろです。です。です。です。以以以以上です。上です。上です。上です。○亀田副委員長○亀田副委員長○亀田副委員長○亀田副委員長 初初初初日は、日は、日は、日は、天天天天理理理理大大大大学学学学のののの柔柔柔柔道道道道部部部部のののの練習練習練習練習にににに参参参参加されたということで、加されたということで、加されたということで、加されたということで、見見見見に行っに行っに行っに行ったのですが、たのですが、たのですが、たのですが、目目目目のののの前前前前でリオのオリンでリオのオリンでリオのオリンでリオのオリンピックピックピックピックで金メで金メで金メで金メダダダダルルルルをとった大をとった大をとった大をとった大野野野野選選選選手手手手がががが練習練習練習練習していたり、していたり、していたり、していたり、学生学生学生学生チチチチャンャンャンャンピピピピオンがずらっといる中にシンオンがずらっといる中にシンオンがずらっといる中にシンオンがずらっといる中にシンガガガガポーポーポーポールルルルの中の中の中の中高生高生高生高生がががが入入入入って、って、って、って、一一一一緒緒緒緒にににに組組組組んでんでんでんで練習練習練習練習してもらっており、これはすごい思い出になるだしてもらっており、これはすごい思い出になるだしてもらっており、これはすごい思い出になるだしてもらっており、これはすごい思い出になるだろろろろうし、シンうし、シンうし、シンうし、シンガガガガポーポーポーポールルルルはははは柔柔柔柔道後道後道後道後進進進進国国国国であであであであるらしいのですが、観光だけではなく、いるらしいのですが、観光だけではなく、いるらしいのですが、観光だけではなく、いるらしいのですが、観光だけではなく、いろろろろいいいいろろろろなことにつながっていくきっかけになるなことにつながっていくきっかけになるなことにつながっていくきっかけになるなことにつながっていくきっかけになると思います。と思います。と思います。と思います。また、もうまた、もうまた、もうまた、もう既既既既にににに取取取取りりりり組組組組んでいただいている、上んでいただいている、上んでいただいている、上んでいただいている、上北北北北山村山村山村山村のののの自転自転自転自転車車車車ののののレレレレースや、ースや、ースや、ースや、ＫｏｂｏＫｏｂｏＫｏｂｏＫｏｂｏＴｒａｉｌＴｒａｉｌＴｒａｉｌＴｒａｉｌなどはなどはなどはなどは宿泊宿泊宿泊宿泊をををを伴伴伴伴うスポーうスポーうスポーうスポーツイツイツイツイベベベベンンンントトトトなので、ほかの企画もどんどん考えていたなので、ほかの企画もどんどん考えていたなので、ほかの企画もどんどん考えていたなので、ほかの企画もどんどん考えていただけたらとだけたらとだけたらとだけたらと意見意見意見意見としてとしてとしてとして申申申申し上し上し上し上げげげげて、私の質問をて、私の質問をて、私の質問をて、私の質問を終終終終わります。よわります。よわります。よわります。よろろろろしくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。しくお願いします。○谷垣文化資源活用課長○谷垣文化資源活用課長○谷垣文化資源活用課長○谷垣文化資源活用課長 先ほど中川委員からご質問があった先ほど中川委員からご質問があった先ほど中川委員からご質問があった先ほど中川委員からご質問があった件件件件について、について、について、について、確認確認確認確認ができまができまができまができましたのでおしたのでおしたのでおしたのでお答答答答えします。えします。えします。えします。レレレレプリプリプリプリカカカカ製製製製作事作事作事作事業業業業についてですけれども、つくるものの１についてですけれども、つくるものの１についてですけれども、つくるものの１についてですけれども、つくるものの１点点点点が忠が忠が忠が忠実レ実レ実レ実レプリプリプリプリカカカカ作成で、そ作成で、そ作成で、そ作成で、それが２９れが２９れが２９れが２９号鏡号鏡号鏡号鏡ですけれども、それについては今のですけれども、それについては今のですけれども、それについては今のですけれども、それについては今の状態状態状態状態を忠を忠を忠を忠実実実実にににに再再再再現したもので、これはま現したもので、これはま現したもので、これはま現したもので、これはまさにさにさにさにレレレレプリプリプリプリカカカカとしてつくります。としてつくります。としてつくります。としてつくります。もう１もう１もう１もう１点点点点については、については、については、については、鋳造製鋳造製鋳造製鋳造製作作作作復元鏡復元鏡復元鏡復元鏡で、で、で、で、４４４４号鏡号鏡号鏡号鏡という、またという、またという、またという、また違違違違うううう鏡鏡鏡鏡ですけれども、こですけれども、こですけれども、こですけれども、これは、つくられた当れは、つくられた当れは、つくられた当れは、つくられた当時時時時のののの重重重重さ、質さ、質さ、質さ、質感感感感をををを体体体体験験験験していただくもので、つくられた当していただくもので、つくられた当していただくもので、つくられた当していただくもので、つくられた当時時時時のののの状態状態状態状態ででででつくりますので、先ほどの中川委員からお問いかけいただいたことにつくりますので、先ほどの中川委員からお問いかけいただいたことにつくりますので、先ほどの中川委員からお問いかけいただいたことにつくりますので、先ほどの中川委員からお問いかけいただいたことに対対対対して、そのして、そのして、そのして、その両両両両方を方を方を方を味味味味わえるようなわえるようなわえるようなわえるような形形形形でつくるということで、今でつくるということで、今でつくるということで、今でつくるということで、今回回回回予算要予算要予算要予算要求求求求をしているというごをしているというごをしているというごをしているというご報告報告報告報告です。です。です。です。以以以以
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上です。上です。上です。上です。○和田委員長○和田委員長○和田委員長○和田委員長 これをもちまして質問をこれをもちまして質問をこれをもちまして質問をこれをもちまして質問を終終終終わりたいと思います。わりたいと思います。わりたいと思います。わりたいと思います。それでは、それでは、それでは、それでは、理理理理事事事事者者者者の方はごの方はごの方はごの方はご退退退退出願います。出願います。出願います。出願います。（（（（理理理理事事事事者者者者退席退席退席退席））））本日の委員会を本日の委員会を本日の委員会を本日の委員会を受受受受けまして、委員間けまして、委員間けまして、委員間けまして、委員間討討討討議を行いたいと思います。委員間議を行いたいと思います。委員間議を行いたいと思います。委員間議を行いたいと思います。委員間討討討討議も議も議も議もイイイインンンンタタタターーーーネネネネットットットット中中中中継継継継を行っていますので、マを行っていますので、マを行っていますので、マを行っていますので、マイクイクイクイクをををを使使使使って発言願います。って発言願います。って発言願います。って発言願います。まず、当委員会では、所まず、当委員会では、所まず、当委員会では、所まず、当委員会では、所管管管管事項である観光力の事項である観光力の事項である観光力の事項である観光力の向向向向上に関することを上に関することを上に関することを上に関することを調査調査調査調査、、、、審審審審査査査査することすることすることすることとされています。本日おとされています。本日おとされています。本日おとされています。本日お配配配配りしたりしたりしたりした資料資料資料資料は、観光力のは、観光力のは、観光力のは、観光力の向向向向上に関する上に関する上に関する上に関する課課課課題、題、題、題、取取取取りりりり組み組み組み組みの方の方の方の方向向向向をををを踏踏踏踏まえて、まえて、まえて、まえて、初初初初度度度度委員会、県内委員会、県内委員会、県内委員会、県内調査調査調査調査、９月の委員会に出された、９月の委員会に出された、９月の委員会に出された、９月の委員会に出された意見意見意見意見等について等について等について等について整整整整理理理理をしたもをしたもをしたもをしたものです。どうのです。どうのです。どうのです。どうぞぞぞぞごごごご意見意見意見意見等していただきたいと思います。等していただきたいと思います。等していただきたいと思います。等していただきたいと思います。また、これまでに委員また、これまでに委員また、これまでに委員また、これまでに委員各各各各位から出された位から出された位から出された位から出された意見意見意見意見、要、要、要、要望望望望をはじめ、観光力のをはじめ、観光力のをはじめ、観光力のをはじめ、観光力の向向向向上にかかる上にかかる上にかかる上にかかる課課課課題について、題について、題について、題について、意見意見意見意見のののの交交交交換換換換をしていただきたいと思います。をしていただきたいと思います。をしていただきたいと思います。をしていただきたいと思います。それでは、それでは、それでは、それでは、皆皆皆皆さん、ご発言願います。さん、ご発言願います。さん、ご発言願います。さん、ご発言願います。私から１私から１私から１私から１点点点点、、、、皆皆皆皆さんに提さんに提さんに提さんに提起起起起したいのですが、きしたいのですが、きしたいのですが、きしたいのですが、きょょょょう、奈良県の観光う、奈良県の観光う、奈良県の観光う、奈良県の観光振振振振興興興興は奈良は奈良は奈良は奈良市市市市にににに比重比重比重比重がががが随分随分随分随分かかっているのではないか、このことで委員の中から発言がありました。私はこれかかっているのではないか、このことで委員の中から発言がありました。私はこれかかっているのではないか、このことで委員の中から発言がありました。私はこれかかっているのではないか、このことで委員の中から発言がありました。私はこれをををを比重比重比重比重がかかっているということから、さらにがかかっているということから、さらにがかかっているということから、さらにがかかっているということから、さらに一一一一歩歩歩歩踏踏踏踏み込み込み込み込んで、県の観光んで、県の観光んで、県の観光んで、県の観光施施施施策策策策、そして県、そして県、そして県、そして県とととと市町村市町村市町村市町村との連との連との連との連携携携携の観光の観光の観光の観光施施施施策策策策、それから、それから、それから、それから市町村市町村市町村市町村独独独独自自自自におにおにおにお任任任任せをする観光せをする観光せをする観光せをする観光施施施施策策策策、こういった、こういった、こういった、こういったことのすことのすことのすことのすみ分み分み分み分けというのか、事けというのか、事けというのか、事けというのか、事務務務務がどうなっているのか、このがどうなっているのか、このがどうなっているのか、このがどうなっているのか、この点点点点を問うておくを問うておくを問うておくを問うておく必必必必要がある要がある要がある要があるのではないか。それは予算ののではないか。それは予算ののではないか。それは予算ののではないか。それは予算の組み組み組み組み方、あるいは方、あるいは方、あるいは方、あるいは施施施施策策策策のののの組み立組み立組み立組み立て方、て方、て方、て方、実施実施実施実施のののの仕仕仕仕方にかかって方にかかって方にかかって方にかかってくると思うので、くると思うので、くると思うので、くると思うので、意見意見意見意見としてとしてとしてとして申申申申し上し上し上し上げげげげますが、これについても、委員間ますが、これについても、委員間ますが、これについても、委員間ますが、これについても、委員間討討討討議ですので、議ですので、議ですので、議ですので、皆皆皆皆さん方のさん方のさん方のさん方の意見意見意見意見があればいただきたいと思います。があればいただきたいと思います。があればいただきたいと思います。があればいただきたいと思います。今お今お今お今お配配配配りしたこのりしたこのりしたこのりしたこの資料資料資料資料についてもどうでしについてもどうでしについてもどうでしについてもどうでしょょょょうか。うか。うか。うか。○中川委員○中川委員○中川委員○中川委員 こちらのこちらのこちらのこちらの資料資料資料資料は１２月の本会議では１２月の本会議では１２月の本会議では１２月の本会議で報告報告報告報告をされるをされるをされるをされる資料資料資料資料ということでしということでしということでしということでしょょょょうか。うか。うか。うか。発言、質問、要発言、質問、要発言、質問、要発言、質問、要望望望望をををを全部全部全部全部ここにまとめているというここにまとめているというここにまとめているというここにまとめているという理解理解理解理解でいいのでしでいいのでしでいいのでしでいいのでしょょょょうか。うか。うか。うか。○和田委員長○和田委員長○和田委員長○和田委員長 ２年間、２年間、２年間、２年間、特別特別特別特別委員会は委員会は委員会は委員会は続続続続きます。その中間きます。その中間きます。その中間きます。その中間報告報告報告報告をするためのをするためのをするためのをするための一一一一定のまとめ定のまとめ定のまとめ定のまとめを、６月の委員会を、６月の委員会を、６月の委員会を、６月の委員会編編編編成から今日までの成から今日までの成から今日までの成から今日までの歩歩歩歩みみみみをををを整整整整理理理理しました。これをまたしました。これをまたしました。これをまたしました。これをまた了了了了としていただくとしていただくとしていただくとしていただくならば、さらにならば、さらにならば、さらにならば、さらに後半後半後半後半期の期の期の期の半半半半年を年を年を年を追追追追加して、加して、加して、加して、来来来来年の６月議会に中間年の６月議会に中間年の６月議会に中間年の６月議会に中間報告報告報告報告としてまとめさせてとしてまとめさせてとしてまとめさせてとしてまとめさせていただきます。いただきます。いただきます。いただきます。○中川委員○中川委員○中川委員○中川委員 はい、わかりました。はい、わかりました。はい、わかりました。はい、わかりました。○亀田副委員長○亀田副委員長○亀田副委員長○亀田副委員長 観光力の観光力の観光力の観光力の向向向向上に関することから上に関することから上に関することから上に関することから少少少少しししし外外外外れるかもしれないのですが、誘客れるかもしれないのですが、誘客れるかもしれないのですが、誘客れるかもしれないのですが、誘客



---- 22224444 ----

のためのプロモーションに関することとのためのプロモーションに関することとのためのプロモーションに関することとのためのプロモーションに関することと左左左左側側側側にあります。この中に、スポーにあります。この中に、スポーにあります。この中に、スポーにあります。この中に、スポーツツツツを活用したを活用したを活用したを活用した誘客を誘客を誘客を誘客を入入入入れていただいてもいいかと思います。れていただいてもいいかと思います。れていただいてもいいかと思います。れていただいてもいいかと思います。○和田委員長○和田委員長○和田委員長○和田委員長 ２つの要２つの要２つの要２つの要望望望望、、、、意見意見意見意見が出ています。が出ています。が出ています。が出ています。○今井委員○今井委員○今井委員○今井委員 奈良大奈良大奈良大奈良大立立立立山山山山まつりですけれども、まつりですけれども、まつりですけれども、まつりですけれども、地地地地元元元元のののの人人人人たちの要たちの要たちの要たちの要望望望望でやりたいというものでやりたいというものでやりたいというものでやりたいというものと、県がと、県がと、県がと、県が集集集集客客客客目的目的目的目的で企画をして、で企画をして、で企画をして、で企画をして、最最最最初初初初、、、、義務義務義務義務的参的参的参的参加のような加のような加のような加のような形形形形でででで入入入入ってきているものと、ってきているものと、ってきているものと、ってきているものと、過渡過渡過渡過渡期に期に期に期に来来来来ているというているというているというているという印印印印象象象象をををを受受受受けているのですけれども、けているのですけれども、けているのですけれども、けているのですけれども、若草若草若草若草山山山山焼焼焼焼きがきがきがきが去去去去年から年から年から年から入入入入ってってってっているのですが、ことしもまたいるのですが、ことしもまたいるのですが、ことしもまたいるのですが、ことしもまた若草若草若草若草山山山山焼焼焼焼きをきをきをきを入入入入れるということで、れるということで、れるということで、れるということで、若草若草若草若草山山山山焼焼焼焼きをきをきをきを入入入入れるなられるなられるなられるなら入入入入れるということでしないと、よそかられるということでしないと、よそかられるということでしないと、よそかられるということでしないと、よそから人人人人をををを呼呼呼呼ぼぼぼぼうというのであれば、うというのであれば、うというのであれば、うというのであれば、来来来来年の予定、日年の予定、日年の予定、日年の予定、日程程程程がそのときそのときにこがそのときそのときにこがそのときそのときにこがそのときそのときにころろろろこここころろろろ変変変変わっていけば、わっていけば、わっていけば、わっていけば、人人人人をををを集集集集めるにしても、企画をするにしてめるにしても、企画をするにしてめるにしても、企画をするにしてめるにしても、企画をするにしても、はっきりしないのではないかと思いますので、奈良大も、はっきりしないのではないかと思いますので、奈良大も、はっきりしないのではないかと思いますので、奈良大も、はっきりしないのではないかと思いますので、奈良大立立立立山山山山まつりには、まつりには、まつりには、まつりには、若草若草若草若草山山山山焼焼焼焼きをきをきをきをセットセットセットセットにするということをきちんとにするということをきちんとにするということをきちんとにするということをきちんと決決決決めてやるめてやるめてやるめてやるべべべべきではないのかときではないのかときではないのかときではないのかと感感感感じましたので、じましたので、じましたので、じましたので、意見意見意見意見だけだけだけだけ申申申申し上し上し上し上げげげげます。ます。ます。ます。○和田委員長○和田委員長○和田委員長○和田委員長 おっしおっしおっしおっしゃゃゃゃったとおりで、ったとおりで、ったとおりで、ったとおりで、検討検討検討検討します。します。します。します。○池田委員○池田委員○池田委員○池田委員 ききききょょょょうの質問でもうの質問でもうの質問でもうの質問でも触触触触れたように、県内をれたように、県内をれたように、県内をれたように、県内を広広広広く周く周く周く周遊遊遊遊していこうと思うと、やはしていこうと思うと、やはしていこうと思うと、やはしていこうと思うと、やはりりりり道路道路道路道路網網網網のののの整整整整備であるとか、公備であるとか、公備であるとか、公備であるとか、公共交共交共交共交通通通通機関の機関の機関の機関のババババスやスやスやスや電車電車電車電車ののののネネネネットットットットワワワワーーーークククク、、、、体体体体系系系系づくりがづくりがづくりがづくりが必必必必要だと思います。要だと思います。要だと思います。要だと思います。ききききょょょょうも質問しようと思ったら、うも質問しようと思ったら、うも質問しようと思ったら、うも質問しようと思ったら、担担担担当当当当課課課課長が出長が出長が出長が出席席席席でないのででないのででないのででないので控控控控えたのですけれども、例えたのですけれども、例えたのですけれども、例えたのですけれども、例えばえばえばえば道路道路道路道路のののの整整整整備について質問したいという備について質問したいという備について質問したいという備について質問したいという場合場合場合場合は、は、は、は、特別特別特別特別に委員長から出に委員長から出に委員長から出に委員長から出席席席席をををを求求求求めていただめていただめていただめていただくことはくことはくことはくことは可可可可能でし能でし能でし能でしょょょょうか。うか。うか。うか。○和田委員長○和田委員長○和田委員長○和田委員長 はい、はい、はい、はい、可可可可能です。ただし、他の委員会に所能です。ただし、他の委員会に所能です。ただし、他の委員会に所能です。ただし、他の委員会に所属属属属しており、しており、しており、しており、同時同時同時同時開催ならば、開催ならば、開催ならば、開催ならば、向向向向こうのほうをこうのほうをこうのほうをこうのほうを優優優優先となります。先となります。先となります。先となります。○池田委員○池田委員○池田委員○池田委員 わかりました。わかりました。わかりました。わかりました。○和田委員長○和田委員長○和田委員長○和田委員長 これをもちまして、委員間これをもちまして、委員間これをもちまして、委員間これをもちまして、委員間討討討討議を議を議を議を終終終終わります。わります。わります。わります。それでは、これをもちまして本日の委員会をそれでは、これをもちまして本日の委員会をそれでは、これをもちまして本日の委員会をそれでは、これをもちまして本日の委員会を終終終終わります。わります。わります。わります。


