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14 【参考資料】奈良市バリアフリー基本構想策定協議会 

14.1 奈良市バリアフリー基本構想策定協議会設置要綱 

（設置） 

第１条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成１８年法律第９１号。以

下「法」という。）第２６条第１項の規定に基づき、奈良市バリアフリー基本構想策定協議会

（以下「協議会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。 

(1) 市の区域内の重点整備地区（法第２条第２１号に規定する重点整備地区をいう。）につい

て、移動等円滑化に係る事業の重点的かつ一体的な推進に関する基本的な構想（以下「基本

構想」という。）の策定に関すること。 

(2) 基本構想の実施に係る連絡調整に関すること。 

(3) その他基本構想の策定に必要な事項に関すること。 

（組織） 

第３条 協議会は、委員２５名以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。 

(1) 学識経験者 

(2) 障害者等が組織する団体を代表する者 

(3) 公共交通事業者を代表する者 

(4) 奈良県公安委員会の職員 

(5) 関係行政機関の職員 

(6) 市長が適当と認める者 

３ 委員の任期は、基本構想を策定した日までとする。 

（会長及び副会長） 

第４条 協議会に会長及び副会長１人を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

３ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職

務を代理する。 

（会議） 

第５条 協議会の会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。ただし、会長が互選

される前に招集する会議は、市長が招集する。 

２ 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。 

３ 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

 （関係者の出席） 

第６条 会長は、必要があると認めるときは、協議会の会議に関係者の出席を求め、説明又は意

見を聴くことができる。 

（庁内検討委員会） 

第７条 協議会に、基本構想の策定及び実施に関することを検討するため、奈良市バリアフリー

基本構想策定庁内検討委員会を置く。 

（協議結果の報告） 

第８条 会長は、第２条に掲げる事項の協議等を完了したときは、その結果を市長に報告するも

のとする。 

（庶務） 
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第９条 協議会の庶務は、交通政策課において処理する。 

（その他） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、平成２５年３月２５日から施行する。 

（この告示の失効） 

２ この告示は、基本構想を策定した日限り、その効力を失う。 
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14.2 奈良市バリアフリー基本構想策定協議会運営要領 

（趣旨） 

第１条 この要領は、奈良市バリアフリー基本構想策定協議会設置要綱第１条に基づき設置され

た協議会（以下「協議会」という。）の会議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 協議会の会議（以下「会議」という。）は、原則として公開とする。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場合は、非

公開とする。  

２ 協議会は、会議を公開しないことを決定したときは、その理由を明らかにしなければならな

い。  

（傍聴） 

第３条 会議は、前条第１項ただし書の規定により非公開とする場合を除き、傍聴することがで

きる。 

（開催の周知） 

第４条 会議の開催は、原則として、会議開催の日の７日前までに、次に掲げる事項を記載した

書面を、交通政策課及び文書法制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

ページにより周知するものとする。 

（１）会議の名称  

（２）開催日時  

（３）開催場所  

（４）議題  

（５）傍聴を認める者の定員  

（６）傍聴の申込方法  

（７）問合せ先  

（傍聴の手続）  

第５条 会議の傍聴を希望する者は、会議開催予定時刻の３０分前から１０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 会議を傍聴することができる者（以下「傍聴人」という。）の定員は、１０人とする。ただ

し、会議の都合により定員を変更することができる。 

３ 傍聴券（別記第２号様式）は、先着順に交付するものとする。  

４ 傍聴人は、会議の会議場（以下「会議場」という。）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。  

５ 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６条 次に掲げる者は、会議場に入ることができない。  

（１）酒気を帯びていると認められる者  

（２）会議の妨害になると認められる物品を携帯している者  

（３）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）  

第７条 傍聴人は、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。  

（１）所定の場所で傍聴し、みだりに席を離れないこと。  

（２）会議場において発言しないこと。  

（３）議事に対して批評を加え、又は可否を表さないこと。  

（４）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。  

（５）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。  

（６）飲食、飲酒又は喫煙をしないこと。  

（７）写真の撮影、録画、録音又はこれらに類する行為をしないこと。  
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（８）他の傍聴人の迷惑になるような行為をしないこと。  

（９）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８条 傍聴人は、協議会が傍聴を認めないと定めた議題に関する検討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９条 傍聴人がこの要領に違反したときは、会長は、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）  

第１０条 傍聴人には、会議次第その他会長が必要と認めた資料を配布するものとする。ただし、

資料は、退場の際、返還しなければならない。  

（会議） 

第１１条 公共交通事業者を代表する者、奈良県公安委員会及び関係行政機関等の職員のうちか

ら委嘱、又は任命された委員が、やむを得ない事情により会議に出席できないときは、その委

員の指名する当該関係機関等の職員がその委員に代わって会議に出席し、議決に加わることが

できる。 

（会議録の作成及び保存） 

第１２条 会議を開催したときは、要点筆記により会議録を作成する。 

２ 前項の会議録は、会長の承認により確定する。 

３ 会議を公開した場合には、会議録の確定後に、会議録を交通政策課及び文書法制課内の行政

資料コーナーに備え置くものとする。 

４ 会議を公表しなかった場合は、会議の概要を作成し、交通政策課及び文書法制課内の行政資

料コーナーに備え置くものとする。 

５ 第１項の会議録及び前項の会議の概要は、会議が開催された日の属する年度の翌年度の末日

まで備え置くものとする。 

（守秘義務） 

第１３条 委員は、職務上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様

とする。 

（その他）  

第１４条 この要領に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要領は、平成２５年５月１日から施行する。 

（廃止） 

２ この要領は、奈良市バリアフリー基本構想が策定された日限り、その効力を失う。 
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別記  

第１号様式（第５条関係）  

 

第 回奈良市バリアフリー基本構想策定協議会 

 

整理番号     

 

傍 聴 受 付 簿 

 

住 所  

氏 名  

 

第２号様式（第５条関係） 

（表） 

第 回奈良市バリアフリー基本構想策定協議会 

整理番号      

傍 聴 券 

 

（１）会議開始予定時刻１０分前に再度受付前に集合してください。 

（２）会議の冒頭で、会議の公開・非公開の決定を行います。 

・公開となった場合は、職員の指示に従がって入場してください。 

・非公開となった場合は、傍聴できませんのであらかじめご了承ください。 

（３）会議終了後は、配付した資料及び傍聴券を返還し、速やかに退場してくださ

い。 

（４）会議の円滑な運営に支障があると認められる場合には、退場していただくこ

とがあります。 

 

(裏) 

【注意事項】 

１ 次の方は、会議場に入場することができません。 

（１）酒気を帯びていると認められる者  

（２）会議の妨害になると認められる物品を携帯している者 

（３）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  

２ 傍聴するにあたって、次の事項を守ってください。 

（１）所定の場所で傍聴し、みだりに席を離れないこと。  

（２）会議場において発言しないこと。  

（３）議事に対して批評を加え、又は可否を表さないこと。  

（４）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。 

（５）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。  

（６）飲食、飲酒又は喫煙をしないこと。  

（７）写真の撮影、録画、録音又はこれらに類する行為をしないこと。  

（８）他の傍聴人の迷惑になるような行為をしないこと。 

（９）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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14.3 奈良市バリアフリー基本構想策定協議会委員 

 

事務局 

前田 邦彦 交通政策課長 

意見、提案等を求める関係機関等（ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ、ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ） 

  奈良市におけるバリアフリー関係当事者・団体等 

庁内バリアフリー関係部署 

保健福祉部・観光経済部・教育委員会 

 

委員区分 氏 名 所属・役職等 備 考 

学識経験者 

（２名） 

三星 昭宏 関西福祉科学大学客員教授・近畿大学名誉教授 会長 

室﨑 千重 奈良女子大学講師 副会長 

福祉団体・障

がい者団体等 

（５名） 

矢野 修一 奈良市肢体障害者福祉協会推薦  

内藤 恒史 奈良市視覚障害者協会会長  

松本 敬子 奈良市聴覚障害者協会会長  

江崎 真喜 (社福)わたぼうしの会 たんぽぽ相談支援センター長 奈良市地域自立支援協議会

田中 加寿子 地域子育て支援センターsaya  子育て妊産婦 

関係団体等 

（４名） 

竹村 健 奈良市自治連合会会長 自治連合会代表 

渡邊 勉 奈良市万年青年クラブ連合会副会長 高齢者団体代表 

佐保山 曉祥 東大寺 寺務所録事  

鷲見 哲男 奈良市観光協会 専務理事 観光団体代表 

市長が認める

者（２名） 

植田 一夫 和音代表  

山本 善德 ヒューマンヘリテージ㈱ 代表取締役社長 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾂｰﾘｽﾞﾑ事業者 

公共交通事業者 

（４名） 

平林 英明 近畿日本鉄道㈱ 鉄道事業本部 大阪輸送統括部 施設部工務課長 鉄道事業者 

山田 祐士 同 上 （平成２５年１２月２１日付交代） 同 上 

荒木 治 西日本旅客鉄道㈱ 近畿統括本部 企画課 担当課長 鉄道事業者 

山本 敦郎 奈良交通㈱ 自動車事業本部 乗合事業部 運行管理課長 ﾊﾞｽ事業者 

吾妻 孝義 奈良県タクシー協会専務理事 ﾀｸｼｰ事業者代表 

公安委員会 

（３名） 

田原 康弘 奈良県警察本部 交通規制課長  

萬谷 宗正 奈良県奈良警察署長  

二滝 享司 奈良県奈良西警察署長  

関係行政機関 

（４名） 

岡野 正男 国土交通省 近畿運輸局 奈良運輸支局 首席運輸企画専門官  

伊藤 徳男 同 上 （平成２６年２月１日付交代）  

加古 常洋 国土交通省 近畿地方整備局 奈良国道事務所 交通対策課長  

村上 強志 奈良県 県土ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部次長 地域交通課長事務取扱  

堀内 秀格 奈良県 県土ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部 道路環境課長  

奈良市 

（１名） 

中澤 常浩 都市整備部 都市計画室長  

２５名 
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14.4 奈良市バリアフリー基本構想策定協議会の経過 

  

第 1 回奈良市バリアフリー基本構想策定協議会  

日時：平成 25 年 5 月 22 日（水） 13：30～15：40 

場所：奈良市役所北棟 2 階第 16 会議室 

１．開会 

２．委嘱状の伝達 

３．挨拶 

４．各委員紹介及び委員長、副委員長の選出について 

（委員の互選により、会長：三星委員、副会長：室﨑委員に決定） 

５．奈良市バリアフリー基本構想の基本方針及びスケジュール（案）について 

※意見の要点 

・「ベンチ等休憩施設が少ない」というアンケート結果については、重要な課題・柱として取り組む。 

・寺社仏閣のバリアフリーについて、事例を提示して、前向きに盛り上げていくことが重要。 

・幅広く心のバリアフリーを進める仕組みを考えること。 

６．奈良市バリアフリー基本構想の理念について 

※意見の要点 

・基本的な理念は大体了解できる。もう少しバリアフリーとか市民生活とか、この委員会の特徴を出し

たものを入れなければいけない。 

・国際観光都市の特徴は皆さん賛成しているが、それ全体を統合したわかりやすいキャッチフレーズに

変えること。 

７．重点整備地区の選定について 

※意見の要点 

・重点整備地区のエリアは、近鉄奈良・ＪＲ奈良駅周辺で反対はないが、それ以外のところについてど

うするかという意見が出た。重点整備地区の具体的な範囲は次回提示する。 

・はぐくみセンターを追加する。 

８．ワークショップの進め方について 

（ワークショップの進め方について説明） 

※意見の要点 

【参加団体について】 

・ワークショップの団体構成として、知的、精神、発達、これらの方々は入れること。下肢障がいだけで

なくて、上肢、下肢含めて、車いすだけでなくて多様な障がいがあり、可能な限り取り交ぜていただき

たい。 

・高齢者、観光客（外国人）の参加や、委員の方々、市民委員の方々にも是非参加いただきたい。 

９．閉会 
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第 2 回奈良市バリアフリー基本構想策定協議会  

日時：平成 25 年 8 月 20 日（火） 9：30～11：40 

場所：奈良市役所北棟 5 階第 21 会議室 

１．開会 

２．経過報告  

３．基本理念(案)、取り組み方針(案)について 

※意見の要点 

・基本的な方向性については賛成をいただいた。 

・基本理念（案）の「気軽に」という表現は改める。また、必要な文言を含めながらもわかりやすくコンパ

クトな表現を考える。 

・取り組み方針（案）については「子ども」という表現を入れる。 

４．重点整備地区(案)、生活関連施設(案)、生活関連経路(案)の選定 

※意見の要点 

・飛鳥小学校もエリアに含めた方が子どもへの教育にもなるし良いのではないか。 

・範囲をもっと狭くして集中させるべきではないか。広げていくと本来の目的が薄れる。 

・寺社仏閣は観光施設に含めるべきではない。奈良公園は公園として分類すべきではないか。 

・三条通の商店街は大きいので生活関連施設に含めるべきではないか。 

・１００年会館の北側の道路については、範囲に含めるべきかどうか次回報告する。 

５．ワークショップの結果報告と提案 

※意見の要点 

・文字案内の電光掲示板をつけてほしい。 

・車いす利用者にとっての道路に関する問題は道路幅が狭い、凸凹が多い、グレーチングのバーのピ

ッチ幅が広い、である。また、トイレについても障がい者用のトイレに困る。障がい者用トイレが健常者

に使われていることが多く不便になっている。 

・障がい者に対する援助や配慮、手助けする人の理解を増やしてほしい。 

・トイレについては、障がい者用だけでなく、中間的なものをつくれば数を増やせるのではないか。 

・駅前広場に車いす用の乗降場所があればよい。また、介護タクシー専用に停車場所を設けて常時そ

こに停まっているような状態にできれば、障がい者や高齢者の観光を伸ばすために重要な施策にな

るのではないかと思う。 

・高齢になるとタクシーの乗り降りがスムーズにしづらい。 

・バス停部分の歩道はマウントアップとするべき。 

６．重点整備地区の基本方針(案)および整備方針(案) 

７．今後のスケジュールと方向性 

※意見の要点 

【次回までの課題について】 

・整備方針案として持ち帰って、分科会、市、当事者、事業者の方で対応方針を検討していきたい。 

・差別解消法については次回福祉部局から話題提供いただく。 

８．閉会 
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第３回奈良市バリアフリー基本構想策定協議会 

日時：平成 25 年 11 月 26 日（火） 13：30～15：50 

場所：奈良市役所北棟 2 階第 16 会議室 

1. 開会 

※意見の要点 

・調整中のものは、三星会長と事務局とで調整し、まとまり次第委員に報告する。 

2. 経過報告 

※意見の要点 

・主な観光資源をルートでつないで、そのルートを完全にバリアフリー化してはどうか。 

3. 重点整備地区の整備方針（案）について 

※意見の要点 

・生活関連施設の選定の基準を記述すべき。 

・保育園、病院等についても別途手立てを考えて入れるべき。 

・旅館・ホテル、税務署、交番についても検討すること。 

・市立病院は重要施設であるので別途考慮すべき。 

・実際に義務にならない(生活関連施設とならない)施設や住宅など、みんなでやっていこうという努力

の部分も考えてほしい。 

・エレベーターやホテルに、聴覚障がい者対応の設備を設置してほしい。 

・情報提供も含めて、常に 新のバリアフリーに対応できるような仕掛けが必要である。 

・工事中に、来訪者にわかりやすいような表示・情報提供等について実行できるよう工夫、検討が必

要。 

・連携の考え方と周遊の考え方、総合的な情報提供の考え方を整理する必要がある。 

・情報が集約でき、フレッシュな情報として発信できるシステムが必要である。 

4. 奈良市におけるバリアフリーに関する取り組みについて 

※意見の要点 

・基本的な方向性に賛成をいただいた。 

・周遊ルートしての推進と事業をどのように推進していくか考えて欲しい。 

・奈良市もてなしのまちづくり条例との調整を行う。 

5. 今後のスケジュール 

※意見の要点 

・施設の整備の優先順位を示してほしい。 

・絵に描いた餅にならないよう、人材と予算を考えて実現できる時期を発表してほしい。 

6. 閉会 
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第 4 回奈良市バリアフリー基本構想策定協議会 

日時：平成 26 年 2 月 28 日（金） 9：30～11：40 

場所：奈良市役所北棟 5 階第 21 会議室 

1. 開会 

2. 経過報告 

3. パブリックコメントでの意見の概要および回答（案）について 

※意見の要点 

・パブリックコメントの回答に了承いただいた。修正は事務局と会長に一任させていただく。 

・公共性の高い施設については建物個々の計画の中で、調整をうまく入れることができればよいと思

う。 

・10 章の情報バリアフリーの色覚異常の方への対応の表現に弱視者も含めた表現にしてはどうか。 

・駅の無人化には、障がい者だけでなく高齢者や子供たち、きっぷのトラブル、ホーム上の駅の安全確

保等にすぐ対応できないので不安。 

・必要なときにやさしい気持ちでお互いに助け合うこころのバリアフリーもあれば、社会システムとして

構築していかなければならないバリアフリーの問題もある。トータルで考えて、必要なこころのバリア

フリーが推進できるようにして欲しい。 

・ホテル・旅館については、既存不適格事項の改善を求める主旨の記述を加えたい。 

・バリアフリーを推進するならば、基本構想に基づいて条例化することも必要。 

・移動する権利については、鉄道事業者だけではなく、社会で権利を保証することが必要。 

・障がい者間のコミュニケーションを図っていくことも大切。 

・大きな目的が果たせるような柔軟な対応ができる仕組みが出来ればと思う。 

・他市の事例を参考にしてほしい。 

・奈良市バリアフリー基本構想（案）が、「奈良市バリアフリー基本構想」として了承となる。 

4. 今後の推進体制について 

※意見の要点 

・これからもこのメンバーで引き続きお願いしたい。 

 

5. 閉会 

 


