「だれひとり取り残さない！」
プロジェクト
（奈良市ユニバーサルデザインマスタープラン）

（ 案）

『多様なつながりが生み出す共生のまち』を目指して
２０２０年東京オリンピック・パラリンピックの
開催に先立ち、国では「ユニバーサルデザイン２０２０
行動計画」を策定し、さまざまな心身の特性や考え方
を持つすべての人々が相互に理解を深め、支え合う
ことのできる社会を目指し、あらゆる障壁を取り除き、だれ
もが安全で快適に移動できる「ユニバーサルデザイン
のまちづくり」を強 く推 進 しているところです。
本市におきましては、これまで「奈良市バリアフリー基本構想」の策定や「奈良市
バリアフリー特定事業計画」に基づき、当事者団体の方や公共交通事業者、学識
経験者、関係行政機関などを交えた協議会に諮りながら、進捗管理等を行って
まいりましたが、このたび、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する
法律（バリア フリー法 ）」の改正に おいて、 「 共生社会の実 現」と「 社会的障壁の 除去」
が基本理念として明記され、市全体のバリアフリー方針を定めるマスタープラン
制度が創設されたことを受け、本市の移動等における円滑化にむけた方向性を
示すものとして、『奈良市ユニバーサルデザインマスタープラン』を策定いたし
ました。
本マスタープランでは、既存の基本構想における基本理念・取り組み方針を引き
継ぎ、持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の理念である、『だれひとり取り残さない！』
をスローガンに、地域における多様なつながりによる共生のまちを目指し、市内
全域における面的・一体的なユニバーサルデザインによる環境の整備を進めて
まいります。さらに、年齢や障害の有無などにかかわらず、すべての人が思いやり
の精神をはぐくむ「こころのバリアフリー」を推進し、安全に安心して暮らせる社会
の 実 現 に 向 け て 取 り 組 ん で ま い り ま す。
結びに、本マスタープ ランの策定にあたり まして、貴重なご意見 やご提言、多大な
ご協 力 をいただきましたすべての皆 様 に心 から感 謝 申 し上 げます。
令和２年３月

奈良市長
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