
資料１

平成２６年２月１９日現在

番号 氏　　名 区　　分 所属　・　役職 等

1 浦
うら

西
にし

　勉
つとむ

学識経験を有する者
奈良市文化財保護審議会　委員
龍谷大学教授

2 奥田
おくだ

　益三
ますみ

教育委員会が適当と認める者 奈良市社会教育委員会議　委員

3 今西　康乃
いまにし　やすの

教育委員会が適当と認める者 奈良市公民館運営審議会　委員

4 竹平
たけひら

　理恵
りえ

指定候補者を選定しようとする公
の施設を所管する部の長その他の
市職員

教育部長

5 伊東
いとう

　幹子
もとこ

指定候補者を選定しようとする公
の施設を所管する部の長その他の
市職員

教育部次長

※任期　：　委員会設置後から指定候補者の選定についての審査が終了したときまで

奈良市教育委員会指定管理者選定委員会委員

－２－
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○奈良市教育委員会指定管理者選定委員会設置規則 

平成27年３月30日教育委員会規則第８号 

改正 

平成30年３月30日教委規則第３号 

奈良市教育委員会指定管理者選定委員会設置規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、奈良市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成17年

奈良市条例第85号。以下「条例」という。）第５条第２項及び奈良市報酬及び費用弁償に関する

条例（昭和27年奈良市条例第30号）第５条の規定に基づき、教育委員会の指定する指定管理者に

係る奈良市教育委員会指定管理者選定委員会（以下「委員会」という。）の組織及び運営につい

て必要な事項を定めるものとする。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、指定候補者（条例第４条第１項の指定候補者をいう。以下同じ。）の選定につ

いての審査その他指定候補者の選定に関し教育委員会が必要と認める事項を所掌する。 

（組織） 

第３条 委員会は、指定候補者の選定ごとに設置し、委員６人又は５人をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。この場合において、

第２号に掲げる委員の数は、２人以内とする。 

(１) 学識経験を有する者 

(２) 指定候補者を選定しようとする公の施設を所管する部の長その他の市職員 

(３) その他教育委員会が適当と認める者 

３ 委員が公職にあることにより委嘱され、又は任命された場合は、その職を退いたときに委員の

職を失うものとする。 

４ 前項に規定する場合を除き、委員の任期は、委嘱又は任命の日から当該指定候補者の選定につ

いての審査が終了した時までとする。ただし、教育委員会が特別な理由があると認めるときは、

任期中であっても解嘱し、又は解任することがある。 

（委員長） 

第４条 委員会に委員長を置く。 

２ 委員長は、委員の互選により定める。 

３ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 
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４ 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がそ

の職務を代理する。 

（審査） 

第５条 委員会の審査は、委員長が会議を招集して行う。ただし、委員長が互選される前に招集す

る会議は教育長が招集する。 

２ 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 委員長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見又

は説明を聴くことができる。 

（審査の基準） 

第６条 委員会は、条例第４条第１項に規定する選定の基準に従い、指定候補者の選定について審

査しなければならない。 

（報告） 

第７条 委員長は、委員会の審査を行ったときは、その結果を教育委員会に報告するものとする。 

（報酬） 

第８条 市職員以外の委員の報酬の額は、日額10,000円とする。 

（費用弁償） 

第９条 委員の費用弁償の額は、奈良市報酬及び費用弁償に関する条例別表第２に定める額とする。 

（庶務） 

第10条 委員会の庶務は、指定候補者を選定しようとする公の施設を所管する課において処理する。 

（委任） 

第11条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営その他について必要な事項は、委員長が定め

る。 

附 則 

この規則は、平成27年４月１日から施行する。 

附 則（平成30年３月30日教委規則第３号） 

この規則は、平成30年４月１日から施行する。 
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奈良市黒髪山キャンプフィールド施設概要 

 

１ 施設の概要 

名   称 奈良市黒髪山キャンプフィールド 

所 在 地 奈良市奈良阪町１７３１番地 

施設の目的 自然環境の中での野外活動・レクリエーション等を通じて、青少年の心

身の健全な育成を図るために設置する。 

施設の構造等 

① 構造 

キャンプサイト（４ヶ所）、デイキャンプサイト（１ヶ所）、キャンプ

ファイアー場（２ヶ所）、トイレ・シャワー棟（１棟）、トイレ棟（１棟）、

多目的研修棟（１棟）、野外集会所（１ヶ所）、管理棟（１棟）、倉庫棟

（１棟）、防災小屋（１棟）、アスレチック［高床小屋（２ヶ所）、土管

ピラミッド（１ヶ所）、丸太ステップ（１式）］、駐車場 

② 敷地面積 

３６，４９１㎡ 

設置年月日 平成１２年７月２０日 

施設の状況 利用者数 ２，１０７人（令和３年度実績） 

 

２ 業務の範囲 

（１）奈良市黒髪山キャンプフィールドの事業の実施に関すること。 

ア 青少年のキャンプ活動その他の野外活動に関すること。 

イ 青少年のレクリエーション活動に関すること。 

ウ 青少年の指導者の研修に関すること。 

エ その他奈良市黒髪山キャンプフィールドの設置の目的を達成するために必要

な事業。 

（２）奈良市黒髪山キャンプフィールドの使用承認及び使用制限に関すること。 

（３）奈良市黒髪山キャンプフィールドの施設及び附属設備等の維持管理に関すること。 

（４）その他教育委員会が定めること。 

 

３ 管理の基準 

（１）開所日 

ア ４月１日から７月２０日まで及び９月１日から１１月３０日までの土曜日、日

曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休

日 

イ ７月２１日から８月３１日まで 

（２）開所時間 

  終 日 

javascript:void:(0);
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（３）使用者の範囲 

  施設を使用することができる者は、次に掲げる者とする。 

  ア 青少年（３歳以上２５歳以下の者） 

イ 青少年を含む家族及び青少年を主たる構成員とする団体 

ウ 青少年の指導者 

エ その他指定管理者が適当と認める者 

（４）関係法令の遵守 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）、奈良市黒髪山キャンプフィールド条例（平

成１２年奈良市条例第２４号）及び同施行規則（平成１２年奈良市教育委員会規則第

５号）、その他関係法令等を遵守すること。 

（５）情報公開及び個人情報の保護 

奈良市情報公開条例（平成１９年奈良市条例第４５号）及び奈良市個人情報保護条

例（平成２１年奈良市条例第５１号）に基づき、必要な措置を講じること。 
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上深川歴史民俗資料館施設概要 

 

１ 施設の概要 

名   称 上深川歴史民俗資料館 

所  在  地 奈良市上深川町 511番地 

施設の目的  上深川町に伝承される題目立（ユネスコ無形文化遺産 重要無形民俗文化財）

に関する資料（台本・装束・刊行物等）や地域に残る歴史資料、民俗文化財

の収蔵・保管と題目立の伝承活動の拠点施設として、昭和 53年に開館した。 

施設概要   鉄骨造平屋建  面積 110,74㎡ 延床面積 92,2㎡ 

       練舞場 展示室 収蔵庫 研修室 

       

 

２ 業務の範囲 

（１） 上深川歴史民俗資料館の事業の実施に関すること 

①地域の無形民俗文化財 題目立の伝承に関すること 

②地域に残る古文書等の歴史資料、民俗文化財等の収集、整理、保管、公開  

 に関すること 

③文化財、伝統文化に関する研究、会議等の場の提供に関すること 

④その他設置目的を達成するために必要な事業 

（２） 上深川歴史民俗資料館の使用承認及び使用制限に関すること 

（３）上深川歴史民俗資料館の施設の維持管理に関すること 

（４）その他教育委員会が定めること 

 

３ 管理の基準 

（１）開館日 

   ①「題目立」の伝承活動に必要な日 

   ②「題目立」の公開日等の定期公開日 

   ③見学希望のあった日 

   ④その他管理等で必要な日 

（２）地方自治法（昭和 22年法律第 67号）及び文化財保存公開施設条例（平成 17年奈 

   良市条例第 127号）、その他関係法令の遵守 

（３）情報公開及び個人情報の保護 

   奈良市情報公開条例（平成 19年奈良市条例第 45号）及び奈良市個人情報保護条例 

   （平成 21年奈良市条例第 51号）に基づき必要な措置を講じること 
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奈良市公民館（２４施設）施設概要 

 

１ 施設の概要 

  【施設の名称及び所在地】 

奈良市生涯学習センター    奈良市杉ケ町２３番地 

奈良市立中部公民館      奈良市上三条町２３番地の４ 

奈良市立西部公民館      奈良市学園南三丁目１番５号 

奈良市立南部公民館      奈良市山町２７番地の１ 

奈良市立三笠公民館      奈良市大宮町四丁目３１３番地の３ 

奈良市立田原公民館      奈良市茗荷町１０７８番地の１ 

奈良市立富雄公民館      奈良市鳥見町二丁目９番地 

奈良市立柳生公民館      奈良市柳生町３４０番地 

奈良市立若草公民館      奈良市川上町５７５番地 

奈良市立登美ケ丘公民館    奈良市中登美ケ丘三丁目４１６２番地の８１ 

               ・１９９４番地の１０ 

奈良市立興東公民館      奈良市大柳生町３６３３番地 

奈良市立春日公民館      奈良市南京終町一丁目８６番地の１ 

奈良市立二名公民館      奈良市学園赤松町３６８４番地 

奈良市立京西公民館      奈良市六条西一丁目３番４３―２号 

奈良市立平城西公民館     奈良市神功四丁目２５番地 

奈良市立伏見公民館      奈良市青野町二丁目１３番４号 

奈良市立富雄南公民館     奈良市中町５０１番地の３ 

奈良市立平城公民館      奈良市秋篠町１４６８番地 

奈良市立飛鳥公民館      奈良市紀寺町９８４番地 

奈良市立都跡公民館      奈良市五条町２０４番地の１ 

奈良市立登美ケ丘南公民館   奈良市中山町西二丁目９２１番地の１ 

奈良市立平城東公民館     奈良市朱雀六丁目９番地の１ 

奈良市立月ヶ瀬公民館     奈良市月ヶ瀬尾山２８１５番地 

奈良市立都祁公民館      奈良市針町２１９１番地 



③―３ 
 

 2 

２ 業務の範囲 

（１）奈良市公民館の事業の実施に関すること。 

ア 協定事業に関すること。 

イ 自主事業に関すること。 

ウ その他公民館の設置目的を達成するために必要な事業。 

（２）奈良市公民館の使用承認及び使用制限に関すること。 

（３）奈良市公民館の施設及び附属設備の維持管理に関すること。 

（４）その他教育委員会が定めること。 

    

３ 管理の基準 

（１）休館日 

ア 月曜日 

イ 国民の祝日（月曜日に当たるときは、その翌日） 

ウ その前日及び翌日が国民の祝日である日（日曜日、月曜日又は火曜日に当たる

日を除く。） 

エ １２月２７日から翌年１月５日まで 

（２）開館時間 

  ア 奈良市生涯学習センター、奈良市立中部公民館及び奈良市立西部公民館の開館

時間は午前９時から午後９時まで 

  イ 上記以外の公民館の開館時間は午前９時から午後５時まで 

（３）関係法令の遵守 

ア 地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

イ 社会教育法（昭和２４年法律第２０７号） 

ウ 奈良市公民館条例（昭和３９年奈良市条例第１３号） 

エ 奈良市公民館条例施行規則（昭和３９年奈良市教育委員会規則第３号）、 

オ 奈良市視聴覚ライブラリーの設置及び管理に関する規則（平成１０年奈良市教

育委員会規則第９号） 

カ その他関係法令等 

を遵守すること。 

（４）情報公開及び個人情報の保護 

奈良市情報公開条例（平成１９年奈良市条例第４５号）及び奈良市個人情報保護条

例（平成２１年奈良市条例第５１号）に基づき、必要な措置を講じること。 
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奈良市黒髪山キャンプフィールド他２施設に係る奈良市教育委員会指定管理者選定委員

会運営要領（案） 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、奈良市教育委員会指定管理者選定委員会設置規則（平成２７年奈良

市教育委員会規則第８号）第１０条の規定に基づき設置する奈良市黒髪山キャンプフィ

ールド他２施設に係る奈良市教育委員会指定管理者選定委員会（以下「委員会」という。）

の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（会議の公開） 

第２条 委員会の会議は、公開とする。ただし、奈良市情報公開条例（平成１９年奈良市

条例第４５号）第２９条各号のいずれかに該当する会議については、非公開とする。 

（開催の周知） 

第３条 公開する会議の開催は、原則として、会議開催の７日前までに、次に掲げる事項

を記載した書面を、地域教育課及び文化財課並びに総務課内の行政資料コーナーに備え

置くとともに、奈良市ホームページに掲載することにより周知するものとする。 

⑴ 会議の名称 

⑵ 開催日時 

⑶ 開催場所 

⑷ 議題 

⑸ 傍聴を認める者の定員 

⑹ 傍聴の申込方法 

⑺ 問い合わせ先 

（傍聴の手続） 

第４条 会議の傍聴を希望する者は、会議の開会の３０分前から１５分前までの間に、傍

聴受付簿（別記第１号様式）に住所及び氏名を記入し、申し込むものとする。 

２ 傍聴券（別記第２号様式）は、先着順に発行するものとする。ただし、傍聴受付簿に

記入した者の数が、前条第５号に定める定員を超える場合は、奈良市黒髪山キャンプフ

ィールド他２施設に係る奈良市教育委員会指定管理者選定委員会委員長（以下「委員長」

とする。）の定める方法により交付できるものとする。 

３ 傍聴券の交付を受けた者（以下「傍聴人」という。）は、傍聴席に入場する際に当該

傍聴券を係員に提示しなければならない。 

４ 傍聴券は、退場の際、返還しなければならない。 

（入場の禁止） 

第５条 次に掲げる者は、傍聴席に入ることができない。 

⑴ 酒気を帯びていると認められる者 

⑵ 会議の妨害になると認められる物品を携帯している者 

⑶ 前２号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれがあると

認められる者 

（傍聴人が守るべき事項） 
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第６条 傍聴者は、係員の指示に従うとともに、次の事項を守らなければならない。 

⑴ みだりに傍聴席を離れないこと。 

⑵ 傍聴席において発言しないこと。 

⑶ 議事に対する批評又は可否を表明しないこと。 

⑷ 鉢巻き、ゼッケン、たすき、腕章の類をする等、示威的行為をしないこと。 

⑸ 私語、談話、拍手、携帯電話等の使用その他騒がしい行為をしないこと。 

⑹ 飲食、飲酒又は喫煙をしないこと。 

⑺ 写真の撮影、録画、録音又はこれに類する行為をしないこと。 

⑻ 他の傍聴人の迷惑になるような行為をしないこと。 

⑼ 前各号に定めるもののほか、会議の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為

をしないこと。 

（傍聴人の退場） 

第７条 傍聴人は、委員会が傍聴を認めないと定めた議題に関する審議等を行おうとする

ときは、速やかに会議場から退場しなければならない。 

２ 傍聴人は、会議終了後は速やかに会議場から退場しなければならない。 

（違反に対する措置） 

第８条 傍聴人がこの要領に違反したときは、委員長は、傍聴人に対して必要な指示を行

い、これに傍聴人が従わない場合は、退場させることができる。 

（傍聴人への資料配布等） 

第９条 傍聴人には、会議次第その他委員長が必要と認めた資料を配布するものとする。 

 （会議録の作成） 

第１０条 委員会の会議録は、会議の公開又は非公開にかかわらず、要点筆記方式で作成

するものとする。 

２ 会議録は、委員長及び委員長の指名する委員１人の署名により確定する。 

３ 会議を公開した場合には、会議録の確定後に、第１項の会議録を地域教育課及び文化

財課並びに総務課の行政資料コーナーに備え置くとともに、奈良市のホームページに掲

載して行うものとする。 

４ 会議を公開しなかった場合には、会議録の確定後に、会議の概要を作成し、当該会議

の概要を地域教育課及び文化財課並びに総務課内の行政資料コーナーに備え置くとと

もに、奈良市のホームページに掲載するものとする。 

５ 第１項の会議録又は前項の会議の概要は、当該会議が開催された日の属する年度の翌

年度の末日まで備え置くとともに、奈良市のホームページに掲載するものとする。 

（委任） 

第１１条 この要領に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定

める。 

附 則 

この要領は、令和 ４年  月  日から施行する。 
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別記 

第１号様式（第４条関係） 

 

奈良市黒髪山キャンプフィールド他２施設に係る奈良市教育委員会指定管理者選定委員会 

 

                               整理番号       

 

傍  聴  受  付  簿 

 

 

 
氏 名 住 所 

１ 
 

 
 

２ 
 

 
 

３ 
 

 
 

４ 
 

 
 

５ 
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第２号様式（第４条関係） 

（表） 

第○回奈良市黒髪山キャンプフィールド他２施設に係る奈良市教育委員会指定管理者選定委員会 

 

                               整理番号       

 

傍  聴  券 

 

 

奈良市黒髪山キャンプフィールド他２施設に係る 

奈良市教育委員会指定管理者選定委員会 

 

 

※入場の際は、傍聴券を係員に提示してください。また、退場の際は、返還してください。 

※会議を傍聴される方は、係員の指示に従うとともに、裏面の注意事項を遵守してください。 
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（裏） 

 

【注意事項】 

 

⑴ 所定の場所で傍聴し、みだりに席を離れないこと。 

⑵ 会議場において発言しないこと。 

⑶ 議事に対して批評を加え、又は可否を表さないこと。 

⑷ 鉢巻き、ゼッケン、たすき、腕章の類をする等、示威的行為をしないこと。 

⑸ 私語、談話、拍手、携帯電話等の使用その他騒がしい行為をしないこと。 

⑹ 飲食、飲酒又は喫煙をしないこと。 

⑺ 写真の撮影、録画、録音又はこれに類する行為をしないこと。 

⑻ 他の傍聴人の迷惑になるような行為をしないこと 

⑼ 前各号に定めるもののほか、会議の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしな

いこと。 
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○奈良市情報公開条例 

平成19年12月25日条例第45号 

改正 

平成24年３月30日条例第８号 

平成25年12月24日条例第78号 

平成27年７月６日条例第28号 

平成28年３月30日条例第11号 

平成29年６月28日条例第25号 

奈良市情報公開条例 

奈良市情報公開条例（平成９年奈良市条例第34号）の全部を改正する。 

目次 

第１章 総則（第１条―第４条） 

第２章 行政文書の開示（第５条―第17条） 

第３章 不服申立て等（第18条―第20条） 

第４章 奈良市情報公開審査会（第21条―第27条） 

第５章 情報公開の総合的推進（第28条―第31条） 

第６章 雑則（第32条―第36条） 

第７章 罰則（第37条） 

附則 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、市民の知る権利を尊重し、行政文書の開示を請

求する権利を明らかにするとともに、情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることに

より、市の保有する情報の一層の公開を図り、もって市の諸活動を市民に説明する責務を全うし、

市政に対する市民の信頼を確保し、公正で開かれた市政を推進することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(１) 実施機関 市長、公営企業管理者、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、

監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。 

(２) 行政文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、フィルム及び電磁
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的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作

られた記録をいう。以下同じ。）であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、

当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。 

ア 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売し、又は頒布すること

を目的として発行されるもの 

イ 図書館、美術館その他これらに類する施設において、当該施設の設置目的に応じて収集し、

整理し、及び保存している図書、記録、図画その他の資料 

（実施機関の責務） 

第３条 実施機関は、この条例の定めるところにより、その保有する情報を積極的に公開するよう

努めなければならない。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされ

ることがないように最大限の配慮をしなければならない。 

（利用者の責務） 

第４条 行政文書の開示を請求しようとする者は、この条例の目的に即して、その権利を正当に行

使するとともに、行政文書の開示を受けたときは、これによって得た情報を適正に使用しなけれ

ばならない。 

第２章 行政文書の開示 

（開示請求権） 

第５条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、行政文書の開示を請求するこ

とができる。 

２ 何人も、この条例に基づく行政文書の開示を請求する権利を濫用してはならない。 

３ 実施機関は、前項に規定する行政文書の開示を請求する権利の濫用に当たる請求があったと認

めるときは、当該請求を拒否することができる。 

４ 実施機関は、第１項の規定による開示の請求（以下「開示請求」という。）が権利の濫用に当

たるかどうかを判断するために必要とされる基準を別に定めるものとする。 

（開示請求の手続） 

第６条 開示請求をしようとする者は、実施機関が定めるところにより、次に掲げる事項を明らか

にして請求しなければならない。 

(１) 開示請求をしようとする者の氏名及び住所（法人その他の団体にあっては、名称、事務所

又は事業所の所在地及び代表者の氏名） 

(２) 開示請求をしようとする行政文書を特定するに足りる事項 
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(３) 前２号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項 

２ 実施機関は、開示請求に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者（以下「開示

請求者」という。）に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合に

おいて、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければな

らない。 

３ 前項前段の場合において、開示請求者が指定された期限までに補正しないときは、実施機関は、

当該開示請求を却下し、開示請求者に対し、その旨を通知するものとする。 

４ 前項の規定は、再度の開示請求を妨げるものではない。 

（行政文書の開示義務） 

第７条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次に掲げる情報（以下

「不開示情報」という。）のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行

政文書の開示をしなければならない。 

(１) 法令又は条例（以下「法令等」という。）の規定により公にすることができないとされて

いる情報 

(２) 個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。）であって、当該情

報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等（文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若

しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第２

項において同じ。）により特定の個人を識別することができるもの（他の情報と照合すること

により、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。）又は特定の個人を識別

することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。

ただし、次に掲げる情報を除く。 

ア 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報 

イ 人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認め

られる情報 

ウ 当該個人が公務員等（国家公務員法（昭和22年法律第120号）第２条第１項に規定する国家

公務員（独立行政法人通則法（平成11年法律第103号）第２条第４項に規定する行政執行法人

の役員及び職員を除く。）、独立行政法人等（独立行政法人等の保有する情報の公開に関す

る法律（平成13年法律第140号）第２条第１項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。）

の役員及び職員、地方公務員法（昭和25年法律第261号）第２条に規定する地方公務員並びに

地方独立行政法人（地方独立行政法人法（平成15年法律第118号）第２条第１項に規定する地
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方独立行政法人をいう。以下同じ。）の役員及び職員をいう。）である場合において、当該

情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏

名並びに当該職務遂行の内容に係る部分（当該公務員等の氏名に係る部分を公にすることに

より、当該公務員等の個人の権利利益を不当に害するおそれがあると認められる場合にあっ

ては、当該部分を除く。） 

(３) 法人その他の団体（国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以

下「法人等」という。）に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、

公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害す

ると認められるもの。ただし、事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある危害から人の

生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情

報を除く。 

(４) 公にすることにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防その他の公共の安全と

秩序の維持に著しい支障を及ぼすおそれがある情報 

(５) 市の機関内部若しくは機関相互間又は市の機関と国、独立行政法人等、他の地方公共団体

及び地方独立行政法人（以下「国等」という。）の機関との間における審議、検討又は協議に

関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不

当に損なわれるおそれ、不当に市民等の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利

益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの 

(６) 市の機関又は国等の機関が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、

次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を

及ぼすおそれがあるもの 

ア 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の

把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難

にするおそれ 

イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市又は国等の財産上の利益又は当事者としての地

位を不当に害するおそれ 

ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ 

エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ 

オ 市又は国等が経営する企業に係る事務に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそ

れ 
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（部分開示） 

第８条 実施機関は、開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、

不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、

当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の

情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。 

２ 開示請求に係る行政文書に前条第２号の情報（特定の個人を識別することができるものに限

る。）が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を

識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益

が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれな

いものとみなして、前項の規定を適用する。 

（公益上の理由による裁量的開示） 

第９条 実施機関は、開示請求に係る行政文書に不開示情報（第７条第１号の情報を除く。）が記

録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該

行政文書を開示することができる。 

２ 不開示情報が記録されている行政文書について実施機関が開示することの公益性を判断するに

当たっては、不開示情報の規定によって保護される利益が不当に侵害されることのないよう十分

配慮しなければならない。 

（行政文書の存否に関する情報） 

第10条 開示請求に対し、当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、不

開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該行政文書の存否を明らかにしないで、

当該開示請求を拒否することができる。 

（開示請求に対する措置） 

第11条 実施機関は、開示請求に係る行政文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定を

し、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し実施機関が定める事項を書面により通知し

なければならない。 

２ 実施機関は、開示請求に係る行政文書の全部を開示しないとき（第５条第３項又は前条の規定

により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る行政文書を保有していないときを含む。）は、

開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。 

３ 実施機関は、前２項の規定により開示請求に係る行政文書の全部を開示しない旨の決定又は一

部を開示する旨の決定をしたときは、当該各項に規定する書面にその決定の理由を具体的に記載
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しなければならない。この場合において、その理由がなくなる時期をあらかじめ明示することが

できるときは、当該時期を併せて開示請求者に通知するものとする。 

（開示決定等の期限） 

第12条 前条第１項及び第２項の決定（以下「開示決定等」という。）は、開示請求があった日か

ら起算して15日以内にしなければならない。ただし、第６条第２項の規定により補正を求めた場

合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。 

２ 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同

項に規定する期間を45日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開

示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。 

（開示決定等の期限の特例） 

第13条 開示請求に係る行政文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から起算して60日

以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれ

がある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る行政文書のうちの相当

の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの行政文書については相当の期間内に開示決定

等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第１項に規定する期間内に、開示請求

者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 

(１) 本条を適用する旨及びその理由 

(２) 残りの行政文書について開示決定等をする期限 

（第三者に対する意見書提出の機会の付与等） 

第14条 開示請求に係る行政文書に市、国等及び開示請求者以外の者（以下「第三者」という。）

に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該第三者

に対し、開示請求に係る行政文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出

する機会を与えることができる。 

２ 実施機関は、次のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請

求に係る行政文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する

機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。 

(１) 第三者に関する情報が記録されている行政文書を開示しようとする場合であって、当該情

報が第７条第２号イ又は同条第３号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。 

(２) 第三者に関する情報が記録されている行政文書を第９条第１項の規定により開示しようと

するとき。 
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３ 実施機関は、前２項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該行政文書の開

示に反対の意思を表示した意見書（以下「反対意見書」という。）を提出した場合において、開

示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも２週間を置かなけれ

ばならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、反対意見書を提出した第三者

に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければな

らない。 

（開示の実施） 

第15条 行政文書の開示は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、フィルムについ

ては視聴又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案し

て実施機関が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による行政文書の開示にあっては、実

施機関は、当該行政文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があ

るときは、その写しにより、これを行うことができる。 

２ 行政文書の開示は、実施機関が指定する日時及び場所において行う。ただし、行政文書の写し

の交付（電磁的記録にあっては、実施機関が定める方法により交付される物を含む。第17条にお

いて同じ。）を送付することにより行う場合にあっては、この限りでない。 

３ 開示決定を受けた者は、第11条第１項の書面により指定した日から起算して90日以内に開示請

求をしたすべての行政文書の開示を受けなければならない。ただし、実施機関が正当な理由があ

ると認めるときは、この限りでない。 

４ 前項の規定は、再度の開示請求を妨げるものではない。 

（法令等による開示の実施との調整） 

第16条 実施機関は、法令等の規定により、何人にも開示請求に係る行政文書が前条第１項本文に

規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合（開示の期間が定められている場合

にあっては、当該期間内に限る。）には、同項本文の規定にかかわらず、当該行政文書について

は、当該同一の方法による開示を行わない。ただし、当該法令等の規定に一定の場合には開示を

しない旨の定めがあるときは、この限りでない。 

２ 法令等の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条第１項本文の閲覧とみ

なして、前項の規定を適用する。 

（費用負担） 

第17条 第15条第１項の規定により行政文書の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付

に要する費用を負担しなければならない。 
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第３章 不服申立て等 

（審理員による審理手続に関する規定の適用除外） 

第18条 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る不服申立てについては、行政不服審査法（平

成26年法律第68号）第９条第１項の規定は、適用しない。 

（審査会への諮問等） 

第19条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について不服申立てがあったときは、審査庁（不服

申立てがされた行政庁をいう。以下この章において同じ。）は、次の各号のいずれかに該当する

場合を除き、奈良市情報公開審査会に諮問しなければならない。 

(１) 不服申立てが不適法であり、却下する場合 

(２) 裁決で、不服申立ての全部を認容し、当該不服申立てに係る行政文書の全部を開示するこ

ととする場合（当該行政文書の開示について反対意見書が提出されているときを除く。） 

２ 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第９条第３項において読み替えて適用する同法第29

条第２項の弁明書の写しを添えてしなければならない。 

３ 第１項の規定により諮問をした審査庁は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなけれ

ばならない。 

(１) 不服申立人及び参加人（行政不服審査法第13条第４項に規定する参加人をいう。以下この

章及び次章において同じ。） 

(２) 開示請求者（開示請求者が不服申立人又は参加人である場合を除く。） 

(３) 当該不服申立てに係る行政文書の開示について反対意見書を提出した第三者（当該第三者

が不服申立人又は参加人である場合を除く。） 

４ 第１項の規定により諮問をした審査庁は、当該諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重

して、同項の不服申立てに対する裁決を行わなければならない。 

（第三者からの不服申立てを棄却する場合等における手続） 

第20条 第14条第３項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。 

(１) 開示決定に対する第三者からの不服申立てを却下し、又は棄却する裁決 

(２) 不服申立てに係る開示決定等（開示請求に係る行政文書の全部を開示する旨の決定を除

く。）を変更し、当該不服申立てに係る行政文書を開示する旨の裁決（第三者である参加人が

当該行政文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。） 

第４章 奈良市情報公開審査会 

（情報公開審査会） 
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第21条 第19条第１項の規定による諮問に応じて調査審議するため、奈良市情報公開審査会（以下

「審査会」という。）を置く。 

２ 審査会は、前項のほか、情報公開に関する重要事項について、実施機関の諮問に応じて調査審

議するとともに、実施機関に建議することができる。 

３ 審査会は、委員５人以内で組織する。 

４ 委員は、優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。 

５ 委員の任期は、２年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者

の残任期間とする。 

６ 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。 

７ 第３項から前項までに定めるもののほか、審査会の組織及び運営について必要な事項は、市長

が規則で定める。 

（審査会の調査権限） 

第22条 審査会は、第19条第１項の規定による諮問に係る調査審議を行うため必要があると認める

ときは、処分庁等（開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る実施機関をいう。以下この章に

おいて同じ。）に対し、開示決定等に係る行政文書の提示を求めることができる。この場合にお

いては、何人も、審査会に対し、その提示された行政文書の開示を求めることはできない。 

２ 処分庁等は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。 

３ 審査会は、第19条第１項の規定による諮問に係る調査審議を行うため必要があると認めるとき

は、処分庁等に対し、開示決定等に係る行政文書に記録されている情報の内容を審査会の指定す

る方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。 

４ 第１項及び前項に定めるもののほか、審査会は、不服申立てに係る事件に関し、不服申立人、

参加人又は処分庁等（以下「不服申立人等」という。）に意見書又は資料の提出を求めること、

適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。 

（意見の陳述） 

第23条 審査会は、不服申立人等から申出があったときは、当該不服申立人等に口頭で意見を述べ

る機会を与えなければならない。 

２ 前項の場合においては、不服申立人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭

することができる。 

（意見書等の提出） 

第24条 不服申立人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査
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会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなけれ

ばならない。 

（提出資料等の閲覧等） 

第25条 不服申立人等は、不服申立てに係る事件の調査審議が終結するまでの間、審査会に対し、

第22条第３項若しくは第４項又は前条の規定により審査会に提出された意見書又は資料（以下「提

出資料等」という。）の閲覧（電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載

した書面の閲覧）又は当該提出資料等の写しの交付（電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に

記録された事項を記載した書面の交付）を求めることができる。この場合において、審査会は、

第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その

閲覧又は交付を拒むことができない。 

２ 審査会は、前項の規定による閲覧をさせ、又は同項の規定による交付をしようとするときは、

当該閲覧又は交付に係る提出資料等の提出人の意見を聴くものとする。ただし、審査会がその必

要がないと認めるときは、この限りでない。 

３ 審査会は、第１項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。 

４ 第１項の規定による交付を受ける不服申立人又は参加人は、奈良市行政不服審査法施行条例（平

成28年奈良市条例第９号。以下「審査法施行条例」という。）の例により手数料を納めなければ

ならない。 

５ 審査会は、審査法施行条例の例により前項の手数料を減免することができる。 

（調査審議手続の非公開） 

第26条 審査会の行う第19条第１項の規定による諮問に係る調査審議の手続は、公開しない。 

（答申書の送付等） 

第27条 審査会は、第19条第１項の規定による諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを不

服申立人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。 

第５章 情報公開の総合的推進 

（情報提供施策の充実） 

第28条 市は、その保有する情報を適時に、かつ、適切な方法で市民が得られるよう、情報の提供

に関する施策の充実を図り、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。 

（会議の公開） 

第29条 本市において地方自治法（昭和22年法律第67号）第138条の４第３項の規定に基づき設置す

る審議会その他の附属機関及び実施機関が設置するこれに類する機関（以下「審議会等」という。）
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の会議は、原則として公開するものとする。ただし、次に掲げるものについては、この限りでな

い。 

(１) 法令等の規定により、公開しないこととされているもの 

(２) 不開示情報が含まれる事項について審議、審査、調査等をするもの 

(３) 会議を公開することにより、当該会議の公正かつ円滑な運営に著しい支障が生ずると認め

られる場合で、審議会等の出席委員の３分の２以上の多数の議決により、会議の全部又は一部

を公開しないこととしたもの 

（出資法人の情報公開） 

第30条 市が出資する法人で市長が規則で定めるもの（以下「出資法人」という。）は、この条例

の趣旨にのっとり、その保有する情報の公開に関し必要な措置を講ずるように努めるものとする。 

２ 実施機関は、出資法人に対し、情報公開を推進するため、前項に定める必要な措置を講ずるよ

う指導に努めるものとする。 

（指定管理者の情報公開） 

第31条 地方自治法第244条の２第３項に規定する指定管理者（指定管理者でなくなったものを含む。

以下「指定管理者」という。）は、自己が管理し、又は管理した公の施設（同法第244条第１項に

規定する公の施設をいう。）に関する情報の公開に関し必要な措置を講ずるように努めるものと

する。 

２ 実施機関は、指定管理者に対し、情報公開を推進するため、前項に定める必要な措置を講ずる

よう指導に努めるものとする。 

３ 実施機関は、第１項の情報に係る文書等であって、実施機関が保有していないものについて、

開示請求があったときは、当該指定管理者に対し、当該文書等の提出を求めるものとする。 

４ 前項の規定に基づき提出を受けた文書等については、第２条第２号に規定する行政文書とみな

して、この条例の規定を適用する。 

第６章 雑則 

（行政文書の管理） 

第32条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、行政文書を適正に管理するも

のとする。 

２ 実施機関は、行政文書の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他の行政文書の管理に関

する必要な事項についての定めを設けるものとする。 

（検索資料の作成） 
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第33条 実施機関は、行政文書を検索するための資料を作成し、一般の利用に供するものとする。 

（運用状況の公表） 

第34条 市長は、毎年１回、各実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめ、公表するもの

とする。 

（適用除外） 

第35条 法律の規定により、行政機関の保有する情報の公開に関する法律（平成11年法律第42号）

の規定を適用しないこととされている書類等については、この条例の規定は、適用しない。 

（委任） 

第36条 この条例の施行について必要な事項は、実施機関が定める。 

第７章 罰則 

（罰則） 

第37条 第21条第６項の規定に違反して秘密を漏らした者は、１年以下の懲役又は50万円以下の罰

金に処する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成20年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この条例の規定（附則第６項及び第８項を除く。）は、平成10年４月１日以後に実施機関の職

員が職務上作成し、又は取得した行政文書について適用する。 

３ 第31条の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後に公の施設を管理する

指定管理者について適用し、同条第３項の規定は、施行日以後に指定管理者の職員が作成し、又

は取得した文書等について適用する。 

４ 附則第２項の規定にかかわらず、月ヶ瀬村及び都祁村の編入の日（以下「編入日」という。）

前に月ヶ瀬村情報公開条例（平成13年月ヶ瀬村条例第10号）に規定する実施機関の職員が作成し、

保有し、又は取得した情報については、次に掲げるものを実施機関の職員が職務上作成し、又は

取得した行政文書とみなして、この条例の規定を適用する。 

(１) 平成14年４月１日以後に作成し、保有し、又は取得した情報 

(２) 平成10年４月１日から平成14年３月31日までの間に作成し、保有し、又は取得した情報で、

目録が整備されたもの 

５ 附則第２項の規定にかかわらず、編入日前に都祁村情報公開条例（平成15年都祁村条例第24号）
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に規定する実施機関の職員が作成し、又は取得した行政文書については、平成16年４月１日以後

に作成し、又は取得したものを、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した行政文書とみな

して、この条例の規定を適用する。 

（適用外行政文書の任意開示） 

６ 実施機関は、平成10年４月１日前に実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した行政文書に

ついて行政文書の開示の申出があったときは、これに応ずるように努めるものとする。 

７ 前項の規定にかかわらず、実施機関は、次に掲げるものについて行政文書の開示の申出があっ

たときは、これに応ずるように努めるものとする。 

(１) 編入日前に月ヶ瀬村情報公開条例に規定する実施機関の職員が平成10年４月１日前に作成

し、保有し、又は取得した情報で、目録が整備されたもの 

(２) 編入日前に都祁村情報公開条例に規定する実施機関の職員が平成16年４月１日前に作成し、

又は取得した行政文書で、その検索に必要な目録の整備が終了しているもの 

８ 第17条の規定は、前２項の規定により行政文書の写しの交付を受ける者について準用する。 

９ 附則第２項及び第６項の規定にかかわらず、編入日前に山辺広域行政事務組合の職員が職務上

作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム、磁気テープ、磁気ディスク等であって、編

入日以後において実施機関が保有する行政文書については、この条例の規定は適用しない。 

（経過措置） 

10 この条例の施行の際、この条例による改正前の奈良市情報公開条例（以下「改正前の条例」と

いう。）の規定によりなされている処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなさ

れた処分、手続その他の行為とみなす。 

11 改正前の条例第14条第１項の規定により設置された奈良市情報公開審査会は、第21条第１項の

規定により設置された奈良市情報公開審査会とし、同一性をもって存続するものとする。 

（奈良市個人情報保護条例の一部改正） 

12 奈良市個人情報保護条例（平成13年奈良市条例第55号）の一部を次のように改正する。 

（次のよう略） 

附 則（平成24年３月30日条例第８号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成24年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の奈良市情報公開条例の規定は、この条例の施行の日以後にされた行政
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文書の開示請求について適用し、同日前にされた行政文書の開示請求については、なお従前の例

による。 

附 則（平成25年12月24日条例第78号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成26年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前に市長が行った処分その他の行為又は市長

に対して行われた申請その他の行為で、公営企業管理者（以下「管理者」という。）が処理する

こととなる事務に係るものは、施行日以後においては、管理者が行った処分その他の行為又は管

理者に対して行われた申請その他の行為とみなす。 

附 則（平成27年７月６日条例第28号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成28年３月30日条例第11号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成28年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第１条の規定による改正後の奈良市情報公開条例の規定は、この条例の施行の日（以下「施行

日」という。）以後にされた開示決定等又は施行日以後にされた開示請求に係る不作為について

適用し、施行日前にされた開示決定等又は施行日前にされた開示請求に係る不作為については、

なお従前の例による。 

附 則（平成29年６月28日条例第25号） 

この条例は、公布の日から施行する。 
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奈良市黒髪山キャンプフィールド他２施設に係る奈良市教育委員会指定管理者

選定委員会審査要領（案） 

 

（目的） 

第１条 この要領は、奈良市教育委員会指定管理者選定委員会設置規則（平成２７年奈

良市教育委員会規則第８号）に基づき設置する奈良市教育委員会指定管理者選定委員

会（以下「委員会」という。）による奈良市黒髪山キャンプフィールド、上深川歴史

民俗資料館及び奈良市公民館２４施設の指定候補者の選定についての審査に関し、必

要な事項を定めるものとする。 

 （審査） 

第２条 委員会は、審査を行うため、奈良市公の施設における指定管理者の指定の手続

等に関する条例（平成１７年奈良市条例第８５号。以下「条例」という。）第４条第

１項各号に掲げる選定の基準に基づき審査項目表を作成するものとする。 

２ 審査項目表の作成に当たっては、当該施設の特性に配慮して審査項目を設定し、配

点を定めるものとする。 

３ 審査は、指定管理者の指定の申請を行った法人その他の団体（以下「申請団体」と

いう。）について、審査項目表に従い、書類審査により評価して行う。 

 （書類審査） 

第３条 書類審査は、委員会の委員（以下「委員」という。）が、条例第３条の規定に

基づき申請団体から教育委員会に提出された申請書等を精査し、審査項目表に定める

審査項目ごとに、指定管理者としての適否を評価し、又は別表１、２に定めるところ

により採点して行なう。 

２ 委員会は、前項の規定に基づく各委員の評価及び採点を集計し、その採点の合計点

数を申請団体の得点として決定する。 

３ 委員長は、書類審査に際して必要があると認めるときは、申請団体の出席を求め、

その意見又は説明を聴くことができる。 

 （審査の結果） 

第４条 委員会は、申請団体が次のいずれにも該当しないときは、当該申請団体を指定

候補者として選定することが適当である旨の決定を行うものとする。 

 (1) 委員の半数以上が「指定管理者としてふさわしくない（適さない）」と評価した

審査項目がある申請団体 

 (2) 委員の半数以上が「劣っている」以下で評価した審査項目が、審査項目の総数の

うち半数以上を占める申請団体（第 1号に該当する申請団体を除く。） 

 (3) その他委員会が選定の基準を満たしていないと判断した申請団体 

２ 委員会は、申請団体が前項各号のいずれかに該当するときは、申請団体が選定の基

準を満たしていない旨の決定を行うものとする。 
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３ 委員会は、第１項の規定に基づく決定に際し、当該申請団体の事業計画書等の内容、

業務を行わせるに当たり改善を促すべき事由等に関し、必要な意見を付けることがで

きる。 

 （補則） 

第５条 この要領に定めるもののほか、奈良市黒髪山キャンプフィールド、上深川歴史

民俗資料館及び奈良市公民館２４施設の指定候補者の選定についての審査に関し必

要な事項は、委員長が定める。 

 

   附 則 

 この要領は、令和４年  月  日から施行する。 

 

別表１（第３条関係） 

評価 点数 

優れている ３ 

妥当である ２ 

劣っている １ 

 

 

別表２（第３条関係） 

評価 点数 

提示金額が今年度予算の９０％未満 ５ 

提示金額が今年度予算の９０％以上９５％未満 ４ 

提示金額が今年度予算の９５％以上１００％未満 ３ 

提示金額が今年度予算の１００％以上１０５％未満 ２ 

提示金額が今年度予算の１０５％以上 １ 

 

 



資料７

奈良市教育委員会指定管理者選定委員会　審査項目表（案）

① 市民による平等利用に対する考え方及び方策

② 個人情報の保護に対する考え方及び方策

③ 法令遵守に対する考え方及び方策

3
事業計画書の内容が公の施設の経費
の縮減が図られるものであること

① 経理の適正性

① 施設の維持管理に対する考え方及び方策

② 施設の安全対策、非常時の対応に対する考え方及び方策

比率

① 事業実施計画 3

② 自主事業実施計画 3

③ 利用の促進、サービスの向上の方策 3

3
事業計画書の内容が公の施設の経費
の縮減が図られるものであること

② 指定管理料の提案額 5 5 13%

③ 職員の配置、勤務体制及び研修計画 3

④ 類似事業の実績、ノウハウ 3

⑤ 財務状況の健全性 3

① 施設の設置目的に対する考え方 3

② 施設の管理運営に対する熱意・意欲 3

③ 苦情・トラブルの対応・防止に対する考え方及び方策 3

④ 地域等における連携、貢献に対する考え方及び方策 3

⑤ 人権・地域・福祉・教育・環境への貢献に対する考え方及び方策 3

38 38 100%

■　採点等の基準

施 設 の 名 称

適否審査

選定の基準 審査項目 適否

1
市民による公の施設の平等利用を確
保できるものであること

適　・　否

適　・　否

適　・　否

適　・　否

4
事業計画書に沿った公の施設の管理
を安定して行う能力を有していること

適　・　否

適　・　否

点数審査

選定の基準 審査項目
点数

満点

2
事業計画書の内容が公の施設の効用
を最大限に発揮させるものであること

9 24%

4
事業計画書に沿った公の施設の管理
を安定して行う能力を有していること

9 24%

　・適否審査　指定管理者としてふさわしければ適、ふさわしくなければ否とする。

　・点数審査　該当する評価に応じて下記のとおり採点する。　　優れている　：　3点　　　妥当である　：　2点　　　劣っている　：　1点

２．指定管理料の提案額の評価・採点は、次のとおりとする。

指定管理料の提案額が今年度予算額の90%未満の額 ： 5点　90%以上95%未満の額 ： 4点　　95%以上100%未満の額 ： 3点
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100%以上105%未満の額　：　2点　　　105%以上の額　：　1点

5
その他効果的に公の施設の設置の目
的を達成することのできる団体であるこ
と

15 39%

合計点

１．審査項目ごとに審査の方法は、次のとおりとする。
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選定の基準

指定の申請を行った団体が、次に定める選定の基準を満たし、効果的に当該公の施設の設
置の目的を達成することができると認めるときは、指定管理者の候補者として選定する。
①市民による公の施設の平等利用を確保できるものであること。
②事業計画書の内容が施設の効用を最大限に発揮させるものであること。
③事業計画書の内容が施設の管理経費の縮減が図られるものであること。
④事業計画書に沿った施設の管理を安定して行う能力を有していること。
⑤その他効果的に公の施設の設置の目的を達成することのできる団体であること。

年 3 月 31日から 6

公募しない場合
申請を求める団体

指定管理者を公募せずに特定の団体に申請を求める。

施設の名称 奈良市黒髪山キャンプフィールド

料金の扱い 使用料は徴収しない。

　令和

（１）開所日
①４月１日から７月２０日まで及び９月１日から１１月３０日までの土曜日、
日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する
休日
②７月２１日から８月３１日まで
（２）開所時間
　　終　日

業務の範囲

管理の基準

1

（１）奈良市黒髪山キャンプフィールドの事業の実施に関すること。
ア　青少年のキャンプ活動その他の野外活動に関すること。
イ　青少年のレクリエーション活動に関すること。
ウ　青少年の指導者の研修に関すること。
エ　その他奈良市黒髪山キャンプフィールドの設置の目的を達成するために必要な事業。
（２）奈良市黒髪山キャンプフィールドの使用承認及び使用制限に関すること。
（３）奈良市黒髪山キャンプフィールドの施設及び附属設備等の維持管理に関すること。
（４）その他教育委員会が定めること。

年間

提出書類

① 奈良市黒髪山キャンプフィールド指定管理者指定申請書（様式第１号）
② 奈良市黒髪山キャンプフィールド指定管理者事業計画書（様式第２号）
③  奈良市黒髪山キャンプフィールド指定管理者収支予算書（様式第３号）
④　団体の定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書（法人以外の団体にあっては、会
則その他これに類する書類の写し及び代表者の住民票の写し）[登記事項証明書及び住民票
の写しは、申請日の３ヶ月以内に交付されたもの]
⑤　団体の前事業年度の事業報告書、収支計算書、貸借対照表その他活動の内容及び財
務の状況がわかる書類（但し、今年度に結成された団体については不要）
⑥　団体の現事業年度の事業計画書、収支予算書その他活動の内容及び財務の状況がわ
かる書類
⑦　団体の役員名簿（様式第４号）
⑧業務の再委託を行なわせる場合、暴力団又は暴力団関係者を再委託先としない旨の誓約
書（様式第７号）

 奈良市黒髪山キャンプフィールドの設置目的を理解し、指定の期間において安全かつ円滑
に管理運営することのできる法人その他の団体
ただし、団体又はその代表者が次の各号に該当する場合は申請することができない。
①地方自治法施行令第167条の4の規定により、奈良市における一般競争入札等の参加を制
限されている者
②奈良市建設工事等入札参加者指名停止措置要領及び奈良市物品購入等の契約に係る
指名停止措置要領に基づき、指名停止を受けている者
③市町村税を滞納している者
④奈良市暴力団排除条例並びに奈良市長、奈良警察署長、奈良西警察署長及び天理警察
署長で締結した奈良市が行う事務事業からの暴力団排除に関する合意書に基づく、排除措
置対象者

申請の資格

月 1

奈良市黒髪山キャンプフィールド運営協議会

募集の方法

日まで指定の期間 令和5 年 4
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年 4

（１)　上深川歴史民俗資料館の事業の実施に関すること。
 ①地域の無形民俗文化財「題目立」（ユネスコ無形文化遺産、重要無形民俗文化財）の伝承
　　に関すること。
 ②地域に残る古文書等の歴史資料、民俗文化財等の収集、整理、保管、公開に関すること。
 ③文化財に関する研究、会議等の場の提供に関すること。
 ④その他設置目的を達成するために必要な事業
(２)　上深川歴史民俗資料館の使用承認及び使用制限に関すること。
(３)　上深川歴史民俗資料館の施設の維持管理に関すること。
(４)　その他市長が定めること。

5 年間

提出書類

①上深川歴史民俗資料館指定管理者申請書（様式第１号）
②上深川歴史民俗資料館指定管理者事業計画書（様式第２号）
③上深川歴史民俗資料館指定管理者収支予算書（様式第３号）
④会則その他これに類する書類の写し
⑤団体の前事業年度の事業報告書、収支計算書、貸借対照表その他活動の内容及び
   財務の状況がわかる書類
⑥団体の現事業年度の事業計画書、収支予算書その他活動の内容及び財務の状況が
   わかる書類
⑦団体の役員名簿その他これに類する書類

上深川歴史民俗資料館の設置目的を理解し、指定の期間、安全かつ円滑に施設を管理運営
することのできる団体。ただし、団体又はその代表者が次の各号に該当する場合は申請するこ
とができない。
①地方自治法施行令第167条の4の規定により、奈良市における一般競争入札等の参加を制
限されている者
②奈良市建設工事等入札参加者指名停止措置要領及び奈良市物品購入等の契約に係る指
名停止措置要領に基づき、指名停止を受けている者
③市町村税を滞納している者
④奈良市長、奈良警察署長、奈良西警察署長及び天理警察署長で締結した暴力団等の介
入の排除に関する合意書に規定する欠格事項に該当する者

申請の資格

奈良市上深川町自治会

指定管理者を公募せずに特定の団体に申請を求める。募集の方法

日まで指定の期間 令和

施設の名称 上深川歴史民俗資料館

料金の扱い 使用料は徴収しない。

令和

（１）開館日 ①「題目立」の伝承活動に必要な日　 ②「題目立」の公開日等の定期公開日
　　　　  　　 ③見学希望のあった日　　　　　　　　　④その他管理等で必要な日
（２）地方自治法及び文化財保存公開条例、その他関係法令の遵守

業務の範囲

管理の基準

15

選定の基準

指定の申請を行った団体が、次に定める選定の基準を満たし、効果的に当該公の施設の設
置の目的を達成することができると認めるときは、指定管理者の候補者として選定する。
①市民による公の施設の平等利用を確保できるものであること。
②事業計画書の内容が施設の効用を最大限に発揮させるものであること。
③事業計画書の内容が施設の管理経費の縮減が図られるものであること。
④事業計画書に沿った施設の管理を安定して行う能力を有していること。

年 3 月 31日から 10

公募しない場合
申請を求める団体

月



日から 3

提出書類

①  奈良市公民館（２４施設）指定管理者指定申請書（様式第１号）
②  奈良市公民館（２４施設）指定管理者事業計画書（様式第２号）
③  奈良市公民館（２４施設）指定管理者収支予算書（様式第３号）
④　団体の定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書（法人以外の団体にあっては、
会則その他これに類する書類の写し及び代表者の住民票の写し）[登記事項証明書及び住
民票の写しは、申請日の３ヶ月以内に交付されたもの]
⑤　団体の前事業年度の事業報告書、収支計算書、貸借対照表その他活動の内容及び財
務の状況がわかる書類（但し、今年度に結成された団体については不要）
⑥　団体の現事業年度の事業計画書、収支予算書その他活動の内容及び財務の状況がわ
かる書類
⑦　団体の役員名簿（様式第４号）
⑧業務の再委託を行なわせる場合、暴力団又は暴力団関係者を再委託先としない旨の誓
約書（様式第７号）

選定の基準

指定の申請を行った団体が、次に定める選定の基準を満たし、効果的に当該公の施設の設
置の目的を達成することができると認めるときは、指定管理者の候補者として選定する。
①市民による公の施設の平等利用を確保できるものであること。
②事業計画書の内容が施設の効用を最大限に発揮させるものであること。
③事業計画書の内容が施設の管理経費の縮減が図られるものであること。
④事業計画書に沿った施設の管理を安定して行う能力を有していること。
⑤その他効果的に公の施設の設置の目的を達成することのできる団体であること。

5 年 月 31

申請の資格

 奈良市公民館（２４施設）の設置目的を理解し、指定の期間において安全かつ円滑に管理
運営することのできる法人その他の団体
ただし、団体又はその代表者が次の各号に該当する場合は申請することができない。
①地方自治法施行令第167条の4の規定により、奈良市における一般競争入札等の参加を
制限されている者
②奈良市建設工事等入札参加者指名停止措置要領及び奈良市物品購入等の契約に係る
指名停止措置要領に基づき、指名停止を受けている者
③市町村税を滞納している者
④奈良市暴力団排除条例並びに奈良市長、奈良警察署長、奈良西警察署長及び天理警
察署長で締結した奈良市が行う事務事業からの暴力団排除に関する合意書に基づく、排除
措置対象者
公募しない場合
申請を求める団体

令和 81

指定管理者の募集に関する事項　　　　　⑧―３

施設の名称 奈良市公民館　２４施設　（別紙のとおり）

募集の方法 指定管理者を公募せずに特定の団体に申請を求める。

年間日まで年 3指定の期間

管理の基準

（１）休館日
①　月曜日
②　国民の祝日（月曜日に当たるときは、その翌日）
③　その前日及び翌日が国民の祝日である日（日曜日、月曜日又は火曜日に当たる日を除
く。）
④　１２月２７日から翌年１月５日まで
（２）開館時間
　　①　奈良市生涯学習センター、奈良市立中部公民館及び奈良市立西部公民館の開館
時間は午前９時から午後９時まで
　　②　上記以外の公民館の開館時間は午前９時から午後５時まで

4 月

公益財団法人奈良市生涯学習財団

業務の範囲

（１）奈良市公民館の事業の実施に関すること。
（２）奈良市公民館の使用承認及び使用制限に関すること。
（３）奈良市公民館の施設及び附属設備の維持管理に関すること。
（４）その他教育委員会が定めること。

料金の扱い 利用料金制を適用せず、使用料を市の歳入とする。

　令和



別紙1（方針が同一の場合）

奈良市立平城東公民館

奈良市立飛鳥公民館

奈良市立田原公民館

17

10

奈良市立中部公民館

奈良市立西部公民館

22

12

13

20

奈良市立南部公民館

奈良市立都跡公民館

6

奈良市立富雄公民館

奈良市立三笠公民館

19

16

18

11

施設の名称 施設の名称

奈良市立登美ケ丘南公民館奈良市生涯学習センター 21

15

1

3

7

2

4

5

9

奈良市立平城公民館

奈良市立富雄南公民館

奈良市立伏見公民館

奈良市立若草公民館

奈良市立登美ケ丘公民館

奈良市立柳生公民館

奈良市立平城西公民館

奈良市立京西公民館

奈良市立春日公民館

奈良市立二名公民館

奈良市立興東公民館

23

27

31

8

14

奈良市立月ヶ瀬公民館

24

25

26

28

29

30

32

33

34

35

36

37

38

39

40



資料９ 

1/4 

○奈良市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例 

平成17年９月30日条例第85号 

改正 

平成21年12月20日条例第51号 

平成28年３月30日条例第11号 

平成29年３月29日条例第５号 

奈良市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、本市の公の施設における地方自治法（昭和22年法律第67号。以下「法」とい

う。）第244条の２第３項に規定する指定管理者（以下「指定管理者」という。）の指定の手続等

に関し必要な事項を定めるものとする。 

（公募の告示等） 

第２条 市長又は教育委員会（以下「市長等」という。）は、指定管理者を公募により指定しよう

とするときは、その旨を告示するとともに、次に掲げる事項を市の広報紙又はホームページによ

り公表するものとする。 

(１) 公の施設の名称、所在地及び概要 

(２) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲 

(３) 指定予定期間 

(４) 指定管理者に支払う公の施設の管理に係る経費及び利用料金に関する事項 

(５) 指定管理者の指定申請を行うことができる団体の資格 

(６) 第４条第１項に規定する指定候補者の選定の基準及び方法 

(７) 指定管理者の指定申請の方法 

(８) その他市長等が必要と認める事項 

（指定申請） 

第３条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長等に

提出しなければならない。 

(１) 名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地 

(２) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の名称 

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 

(１) 管理の業務の事業計画書及び収支予算書 
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(２) 定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書（法人以外の団体にあっては、会則等） 

(３) 団体の財務の状況及び活動の内容を明らかにすることのできる書類 

(４) その他市長等が必要と認める書類 

（選定の基準及び方法） 

第４条 市長等は、前条第１項の規定による申請の内容を次に掲げる基準に照らして総合的に考慮

した上、公の施設の管理を行わせるのに最も適当であると認めた団体を指定候補者として選定し、

議会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。 

(１) 市民の平等利用が確保されること。 

(２) 事業計画書及び収支予算書の内容が、公の施設の効用を最大限に発揮するとともに管理経

費の縮減が図られるものであること。 

(３) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。 

(４) その他市長等が公の施設の性質又は目的に応じて定める基準 

２ 市長等は、前項の規定に基づく指定に際し、指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の

管理上必要な条件を付けることができる。 

３ 市長等は、指定管理者を指定したときは、その旨を告示するものとする。 

（指定管理者選定委員会） 

第５条 前条第１項の規定による指定候補者の選定について審査するため、奈良市指定管理者選定

委員会を設置する。 

２ 前項の委員会の組織及び運営について必要な事項は、市長等が定める。 

（協定の締結） 

第６条 指定管理者は、指定期間の開始前に、市長等と公の施設の管理に関する協定を締結しなけ

ればならない。 

（秘密保持及び個人情報の保護） 

第７条 指定管理者の役員及び職員並びにこれらの者であった者は、公の施設の管理の業務に関し

て知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用し、若しくは不当な目的に使用してはな

らない。 

２ 指定管理者は、公の施設の管理の業務を行うに当たっては、奈良市個人情報保護条例（平成21

年奈良市条例第51号）第11条並びに奈良市特定個人情報保護条例（平成27年奈良市条例第30号）

第12条及び第13条に規定するところにより個人情報（特定個人情報を含む。）を適切に管理しな

ければならない。 
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（市長等による管理） 

第８条 市長等は、次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれの公の施設に係る条例（以下

この条において「施設条例」という。）の規定にかかわらず、管理の業務の全部又は一部を自ら

行うことができる。 

(１) 第３条第１項の規定による申請がなかったとき又は同項の規定による申請を行った団体の

いずれもが第４条第１項各号に掲げる基準を満たさなかったとき。 

(２) 法第244条の２第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の

業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 

(３) 指定管理者が管理の業務の全部又は一部を行うことが困難となった場合において必要があ

ると認めるとき。 

２ 前項の場合において、施設条例に指定管理者に利用料金（法第244条の２第８項に規定する利用

料金をいう。）を当該指定管理者の収入として収受させる旨の規定があるときは、市長は、当該

利用料金に相当する額を使用料として当該公の施設を利用する者から徴収することができる。 

３ 前項の場合において、市長は、施設条例の規定の例により、同項の使用料の全部又は一部を減

免し、又は還付することができる。 

（委任） 

第９条 この条例の施行について必要な事項は、市長等が定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成21年12月20日条例第51号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成22年４月１日から施行する。 

附 則（平成28年３月30日条例第11号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成28年４月１日から施行する。 

附 則（平成29年３月29日条例第５号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成29年４月１日から施行する。 

（奈良市温泉施設条例の一部改正） 

２ 奈良市温泉施設条例（平成17年奈良市条例第42号）の一部を次のように改正する。 
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（次のよう略） 



資料１０ 

 

奈良市教育委員会指定管理選定委員会に関する全体スケジュール（予定） 

施設名 黒髪山キャンプフィールド 上深川歴史民俗資料館 
奈良市公民館  

２４施設 

公募・非公募 非公募 

第１回 選定委員会 １０月３１日 

第２回 選定委員会 

（書類審査） 

１１月７日 

指定候補者の決定 

教育委員会へ結果報告 １１月 

議会提出 １２月 

 


