
第２回 なら歴史まちづくり推進協議会 議事録 

 

日 時：平成 26年 7月 3日 13：30～15：30 

場 所：奈良市役所中央棟 5階キャンベラの間 

出席者： 

区分 所属 氏名 備考 

委 員 学識経験者 

大阪府立大学 教授 橋爪 紳也 会長 

奈良女子大学 教授 瀬渡 章子  

奈良県立大学特任 教授 田辺 征夫  

奈良女子大学 教授 増井 正哉  

事務局 

奈 良 市 

奈良市観光経済部 部長 川本 了造  

奈良市観光経済部観光振興課奈良町にぎわい課 課長 立石 竪志  

奈良市都市整備部まちづくり指導室 室長 仲谷 裕巳  

奈良市都市整備部まちづくり指導室景観課 課長 松村 誠一  

奈良市都市整備部まちづくり指導室景観課 課長補佐 荻田 勝人  

奈良市都市整備部まちづくり指導室景観課 係長 佐々木 伸夫  

奈良市教育委員会教育総務部文化財課 課長 中井  公  

奈良市教育委員会教育総務部文化財課 係長 山口  勇  

奈良市教育委員会教育総務部文化財課 主務 石田  淳  

奈良市総合政策部総合政策課 課長補佐 徳岡 健治  

コンサルタント 
株式会社スペースビジョン研究所 代表 宮前 洋一  

株式会社スペースビジョン研究所 研究主査 徳勢 貴彦  

資 料：次第 

    配席図 

    奈良市歴史的風致維持向上計画（素案）概要版 

    奈良市歴史的風致維持向上計画（素案）（序論、第１章、第２章、第３章、第４章） 

    奈良町重点区域の区域図 

    なら歴史まちづくり推進協議会スケジュール 

 

１．挨拶 

仲谷まちづくり指導室長： 

 本来であれば都市整備部長の東井が挨拶するところであるが、本日所用のため欠席させていただいて

いるため、代わりに挨拶をさせていただく。 

 本日は、委員の皆様方にはご多忙のなかお集まりいただき感謝する。併せて、平素は奈良市政に格段

のご理解とご協力をいただき厚く御礼申し上げる。 

 奈良市歴史的風致維持向上計画の策定のために設置している「なら歴史まちづくり推進協議会」につ

いては、３月に引き続き、本日が２回目の開催となる。計画内容については、前回協議会後に国との協

議を２回実施し、目指すべき方向性が見えてきたところである。 

 本日協議いただいた内容も、今後計画に反映させていきたいと考えている。忌憚のないご意見をいた

だきますよう宜しくお願いしたい。 

 

２．議事 

橋爪会長：次第に従い進めさせていただく。奈良市歴史的風致維持向上計画素案について、事務局より

説明をお願いしたい。 

徳岡補佐：（資料説明 －略－） 



橋爪会長：ご意見、ご質問はあるか。 

第２章については、概ね了承をいただいているということであるが、歴史的風致と歴史的風

土の関係図の修正などに対する意見、また、特に第３章、第４章の部分についての意見があ

ればいただきたい。 

第４章の重点区域の設定について、最も高さ規制を緩和しているＪＲ奈良駅周辺の 40ｍ高度

地区の商業地域が入っていることが気になる。駅まで入れなければならない理由があるのか。 

徳岡補佐：駅まで入れなければならない理由はないが、次の第５章、第６章では、重点区域における実

際の事業に展開していく必要がある。その際、駅前も含めた西側を広く設定することで、事

業への展開が検討し易いと考えているためである。 

     重点区域の区域線については、現段階の事務局案であるため、本会議での先生方の意見をも

とに決定していきたい。ただし、国からは、重点区域の境界は、地物で明示でき、その歴史

的な意味が説明できるものとするよう指示されている。 

橋爪会長：駅の東側を入れるのであれば、西側も入れても良いのではないかと思われる。その方が説明

し易いのではないか。 

川本部長：「奈良町重点区域」という名称は決定しているのか。奈良町は区域全体の１／３～１／４程

度を占めるにすぎず、大半が奈良公園であるため、違和感がある。 

橋爪会長：重点区域の名称について、他の案は検討されたのか。 

徳岡補佐：検討していない。 

田辺委員：名称に関連して、本文では「ならまち」「きたまち」といった記載が多くみられるが、それ

がどの区域にあたるかが示されていない。最初に図示しておいた方が良い。 

瀬戸委員：表記として「奈良町」と「ならまち」の書き分けについては記載があったかと思うが、区域

の説明はされていない。 

徳岡補佐：「ならまち」「きたまち」が出てくる最初の部分で、概ねの図を入れることとする。 

田辺委員：西ノ京は対象にしていないのか。 

徳岡補佐：計画全体として、奈良市の歴史的風致の位置づけのなかでは、「古都奈良を代表する祭礼・

行事にみる歴史的風致」などのなかで、西ノ京についても位置づけているが、重点区域とし

ては位置づけていない。 

川本部長：全体として民俗学的な部分は掲載されているが、自然の記述が少ない。全体を読み切れてい

ないが、月ヶ瀬についての記載はあるのか。 

徳岡補佐：「茶の文化にみる歴史的風致」に記載はある。 

川本部長：月ヶ瀬は梅林である。名勝月瀬梅林は、名勝奈良公園とともに指定された重要なものであり、

それを抜きにして語れないと思う。また、烏梅も入れてほしい。 

増井委員：月ヶ瀬では、地域住民がある期間に梅を植樹し、積極的な景観維持をしてきた地域である。

歴まちの視点からいうと、地域住民が積極的に歴史的風致を形成してきた数少ない例であり、

地域の活動と自然との関わり方の分かり易い例である。 

田辺委員：月瀬梅林は名勝の維持の問題がある。梅の代わりに桜を植えたりしている。そちらを先に解

決しなければならない。 

橋爪会長：他の都市では重点区域の名称はどのように設定しているか。 

増井委員：名称は、そこまで議論されずに設定しているのではないかと思う。しかし、この区域図を見

ると、確かに違和感がある。 

仲谷室長：223 頁の近世の奈良町絵図の範囲をイメージして設定したものである。市としては、奈良町

絵図に含まれる地域をターゲットとしているため、名称も「奈良町重点区域」となっている

状況である。 

中井課長：絵図に記載のある「花山」までの区域を含めたということかと思う。 

徳岡補佐：重点区域は、昔の絵図などの明確な設定根拠を示さなければならない。 



田辺委員：絵図では東側が圧縮されているが、現在の地図におとすと目立ってしまう。 

瀬戸委員：東部の山のエリアの境界はどのように設定しているのか。 

徳岡補佐：名勝奈良公園の区域境界としている。 

橋爪会長：「奈良町及び奈良公園重点区域」で良いのではないか。 

増井委員：絵図などによる境界の歴史的な意味づけが求められていることは分かるが、歴史的風致の分

布や活動の範囲をみると、芝辻などの周辺地域にも広がっている。近世絵図を根拠とすると

外れてしまうような多聞城、芝辻、佐保路付近の古墳や県立大学付近の近代和風建築が集積

している区域、法華寺あたりへの道筋など、奈良市としては力を入れていきたい部分である

と思う。今後、奈良市が歴史的なまちづくりや景観形成などに力を入れていかなければなら

ない区域であることを考えると、論理として難しいことは分かるが、合併前の旧村落の区域

を基準にするなど、もう少し奈良町周辺の様々な要素を含められるような設定ができれば良

い。 

橋爪会長：奈良町絵図でも書いていないが白い部分はある。「奈良町及び周辺地区」などという名称に

することも考えられる。その場合、どこまで広げるか、次の境界の根拠が問題となる。 

徳岡補佐：絵図に描かれている南側の「能登川」まで入れることも考えられる。 

田辺委員：ここまで細かな図を作成しなければならないのか。 

徳岡補佐：そうである。どこで線を引くかを全て説明しなければならない。 

中井課長：城下町などは線が引きやすい。 

     奈良町絵図にも多聞山は明確に描かれており、聖武・光明の陵墓も記載されているので、そ

こまでは含めても良いかと思う。 

橋爪会長：南は河川を境界にするとして、北には、道だけ描かれている部分もある。そこまで最大限に

拡大するとどの程度広がるかである。 

増井委員：町方・村方の境をそこまで強調しなくても良いかと思う。 

徳岡補佐：道で明確に切ることができれば良い。 

橋爪会長：根拠があって広げられるところは広げていただきたい。検討いただきたい。 

川本部長：Ａ３概要版の計画作成の背景・目的について、観光に係る課題として、平成 21 年に策定し

た「奈良市観光交流推進計画」で掲げた課題が記載されている。そのなかで、「おもてなし

の心に欠ける」とあるが、確かに計画にも課題として記載したが、現在、奈良市では市民な

どがボランティアや行政等と連携して、様々な取り組みを進めている。また、市においても

観光センターに英語だけでなく、中国語や韓国語を話せる職員を配置するなどの様々な努力

をしてきている。当時はそのような課題の記述をしたが、できればそろそろそのような課題

を外していただけると有り難い。 

徳岡補佐：本編では、210 頁に「おもてなしの心を醸成していくことが課題となっている」という記載

としている。概要版は計画には載らない内部資料であり、背景として計画書の記載を抜粋し

て整理したものである。 

川本部長：210頁のような表現であれば良い。 

仲谷室長：「観光振興に係る自助努力や創意工夫に欠ける」という表現は構わないのか。 

川本部長：それは構わない。「おもてなしの心に欠ける」という表現は避けたい。 

田辺委員：これまでも来訪者からそのような批判があったということか。 

川本部長：実際にあったということであるが、商店街を含め、様々な取り組みを実施している。商店街

の店が夜閉まるのが早いという指摘はあったが、先日調べると、夜８時頃にはまだ多くの店

が営業をしていた。夜９時、10時になって閉めるのは、仕方ないと思う。土産物屋が開いて

いなかったので、この点については、例えば５店舗あれば、１店舗１曜日を割り当てて夜遅

くまで開けるような取り組みができないか提案してみようと考えているところである。 

瀬戸委員：「歴史的風土」と「歴史的風致」の用語について、「歴史的風土」の説明は１頁目の注で示さ



れているが、「歴史的風致」の説明は最後の方にならないと出てこない。専門家であれば良

いが、この計画を一般の方々にも読んでもらおうと思うのであれば、最初に「歴史的風致」

の用語の説明があった方が良い。 

田辺委員：「風土」という用語は一般的にもイメージし易いかと思うが、「風致」は分かり難い。 

増井委員：私としても、これまで使ってきた「風致」という用語と比べて、異なる意味で使われている

ように感じる。 

徳岡補佐：「風致地区」の「風致」とは異なる。 

増井委員：そのあたりの用語の扱いについて、明確に書かれたものがない。 

田辺委員：「歴史的風土」のなかに含めてしまって良いような概念であるとも考えられる。 

徳岡補佐：奈良市は古都であるため「歴史的風土」がある点で、他の市町村とは異なる。奈良市で「歴

史的風致」を語る上では、その土台となる「歴史的風土」を記載しなければならない。 

増井委員：一般的な「風土」や「風致」と、法令上の「歴史的風土」や「歴史的風致」の解釈が異なる

ため分かり難い。 

田辺委員：最初に、ここではこのような意味で使うという定義をしておいた方が良い。 

中井課長：これまで法令上の「風土」や「風致」は、風俗を意識していなかった。しかし、歴史まちづ

くり法では、風俗に焦点をあてているため違和感が生じているのだと思う。 

増井委員：この場で今言っても仕方ないことであるが、なぜ活動が風致という用語なるのかが不明であ

る。 

橋爪会長：１頁の下に「歴史的風土」が注で説明されているので、ここに「歴史的風致」の説明を加え

ると良い。 

瀬戸委員：一般的な使い方との違いを含めて記載いただきたい。 

田辺委員：第２章であげている歴史的風致には、奈良市内の指定文化財のうち、基本的なものは全て入

っているのか。 

中井課長：全ての指定文化財を文章で入れ込むことは無理である。一覧表の形で掲載するしかない。 

橋爪会長：話は戻るが 131頁に月瀬梅林の記載が１行だけある。 

立石室長：「社寺・名所・旧跡への探訪にみる歴史的風致」には記載があるが、先ほどの指摘のような

人との関わりであれば「伝統的な工芸と産業にみる歴史的風致」に記載しなければならない。 

橋爪会長：両方に記載いただければ良いかと思う。 

     細かいことであるが、131 頁の図で、天皇陵が「観光客の来訪」と記載していることは問題

ないか。 

増井委員：聖武天皇陵を訪れる人は多いと思う。 

橋爪会長：お墓であり、「観光」ではなく「巡拝」などの表現にしなければならないのかもしれない。

宮内庁が見たときに、「観光」という表現をすると意見が出たりしないか危惧される。 

田辺委員：社寺も「観光」ではないと言われるかと思う。 

橋爪会長：全体にそのあたりの表現に気を付けて修正いただきたい。 

     第２章についてであるが、顕彰碑などの石碑については入れなくて良いのか。平城宮跡の部

分には碑が記載されているが、その他にはないのか。 

田辺委員：ＪＲ奈良駅の前にも石碑がある。他にも社寺には数多くの石碑がある。 

中井課長：歌碑は最近のものが多い。 

瀬戸委員：道標なども数多く見られる。 

増井委員：奈良市が市民企画事業で整備された道標もある。 

田辺委員：三条通の交差点、南都銀行の向かいに大きな碑があり、指定文化財であったと思うがどこに

いったのか。 

石田主務：銘が刻まれた弥勒と涅槃の石仏である。三条会館の一画に移されている。鎌倉時代のもので

あり、市の指定文化財である。 



橋爪会長：そのようなタイプの建造物が出てきていないことが気になった。 

増井委員：奈良町にぎわい室で分布図などは作成していないのか。 

立石委員：作成していない。 

中井課長：第２章は細かな点まで記載しだすと、奈良検定のテキストのようになってしまい、際限がな

い。実際に事業計画に結びつけるところを強調する形で、コンパクトにまとめていかなけれ

ばならない。 

橋爪会長：既に教科書的な厚みに達している。 

徳岡補佐：国からはこの厚みについても言われている。 

田辺委員：最終的にはどのような形で公表していくのか。一般市民向けに公表するのか。 

徳岡補佐：そうである。 

仲谷室長：パブリックコメントに出すのも大変である。 

     別冊の資料集などはあるのか。 

徳岡補佐：指定等文化財の一覧を資料集として付ける。 

田辺委員：それは付けなければならない。 

増井委員：重点区域においてイメージされている事業に照らして漏れ落ちているものがないかが重要に

なる。将来的に景観整備を行おうと考えている場所や文化財の指定や登録をして補助をした

い資産などが漏れ落ちていると良くない。 

徳岡補佐：事業については、本会議後に各課にヒアリングを実施する予定である。それに基づいて対象

エリアも再検討しなければならないと考えている。しかし、ヒアリングでどこまでの事業を

出してもらえるかが問題である。前回、平成 21 年度に基礎調査を実施した際には全く出て

こなかった。 

仲谷室長：行政だけでなく民間活力の活用も考えなければならない。市民が取り組もうとしていること

があれば、それに対して支援していくことも考えられる。 

増井委員：基金的な運用の仕方はできないのか。まちづくり交付金のように多様な事業に活用できれば

良いが、趣旨が異なるのか。 

徳岡補佐：難しいと思われる。 

     交付金も大幅に削減されてきており、今年は 60％程度カットされている。 

橋爪会長：新たな仕組みをつくって、異なる形で交付金が出される可能性はある。それを見据えておく

ことも考えられる。 

増井委員：そこで文化遺産などはキーワードになる可能性が高い。 

田辺委員：事業として何を実施したいかをもとに、計画本文を記載していった方が早いのではないか。

これまでの補助制度では対象にならなかったが、このようなものに対して補助が欲しいとい

うことを出していければ良い。 

増井委員：第２章では、町会所など、これまでの景観行政や文化財行政で対象としてこなかったものも

挙げられている。そのようなものを事業化すれば予算を付けてもらいやすくなるかと思う。 

徳岡補佐：町会所などを歴史的風致形成建造物に指定すれば、修理や修景に補助は出る。 

増井委員：祭りの際に景観的に核になるお旅所などの建物や、高山市の祭りの地と図の関係にみられる

ような祭りの背景となる町並み自身も歴史的風致にとって重要である。おん祭を調べたこと

がないので分からないが、奈良町の歴史的な町並みや周辺の山並みと一体となった行事の風

景や、行事で必ず使われる場所やいつも写真が撮られる場所などがあれば、計画本文に記載

しておくと、説明し易くなるのかと思う。 

     伝統的な祭礼・行事の課題の記述は、担い手や活力が失われているなどの記述が中心になっ

ているかと思うが、歴史的風致の視点からすると、活動の背景となる家並み自身が相応しく

ないものになっていることや神事に使われる川やお旅所が相応しくないものになっている

といったことが課題としてあげられれば良いと思う。 



     高畑地域の文学や映画が、なぜ国から歴史的風致でないと言われるのかが疑問である。 

徳岡補佐：歴史的風致は、同じ活動が続いているものとされている。現在、高畑に文学者が訪れて文学

作品を書いているということはなく、活動が途切れてしまっている。しかし、高畑地域には

良好な歴史的風土があり、そこから見る景色も美しく、それを求めて文学者が集まってきた

地であることから、どうしても歴史的風致として位置づけておきたい地域である。そのため、

文学だけでなく、様々な芸術活動を含めた大きな文学・芸術活動という括りで捉え、サロン

文化も様々な教室として続けられていることなどから、説明としては苦しいが、国からは了

承いただいているところである。 

増井委員：志賀直哉邸を含めた高畑地域の町並みについては、文学の舞台となってきたということで価

値づけられてきているとは思うが、それと歴史的風致とは別であるということか。 

徳岡補佐：継続的な活動がないということで、歴史的風致としては難しいということである。 

橋爪会長：祭礼のルートが時代によって変化し、そのために町並みも変化したということはあるのかと

思う。京都市では、祇園祭が神事としての意味合いが変わり、イベント化してしまっている

ことをユネスコから指摘され、後祭を復活することになった。 

瀬戸委員：歴史的風致の特色の説明では「ひと」や「営み」をキーワードとしているが、それが方針に

はどのように反映されているのか。 

徳岡補佐：218頁に「基本方針と方策」を示している。アでは、「奈良市の町家や民家の特性を踏まえた

保存修理の環境を整えるための住民や所有者、設計者・大工・左官などの職人等に対する講

習会などによる意識啓発」、また、次頁のイでは、「学校教育との連携や各種イベントの開催

などによる地域の伝統や文化に触れ合える機会の提供」「担い手の育成による伝統的活動の

継承や地域への誇りや愛着の醸成につなげていく」などとして「ひと」や「営み」に係る方

針を記載している。実際にそれをどのような事業として実施していくかは今後検討していく

予定である。 

瀬戸委員：奈良町地域の出身の方は、奈良町に愛着をもち、住み続ける人が多い。小学校でも歴史学習

などに積極的に取り組まれており、重要なことであると思う。 

橋爪会長：218～219頁は、文字面だけであるが重要である。 

増井委員：歴史的風致が成り立つ条件として「ひと」が大きく取り上げられているなかで、確かにバラ

ンスを欠くのではないかという印象は受ける。課題で書いてあることが、必ずしも方針に反

映されているかというとそうではないように思われる。 

瀬戸委員：実際に小学校などでは、様々な取り組みをされている。観光都市奈良として、外国の方も多

く来られるので英語学習を早くから取り入れるなど、小さな頃から意識が醸成される環境を

つくろうとしており、そのようなことが大切であると思う。直接的に文化財の保存や環境の

形成に関わっている人だけでなく、一般の生活者の意識を醸成し、すそ野を広げていくこと

が重要である。 

橋爪会長：廿日市市の宮島では、後継者がいないため、観光客が宮島を気に入って定住し、担い手にな

ってもらわなければならないということを議論している。一方、京都市では、リタイアした

世代がマンションなどに住んでくれている。市民向けのプログラムが多いが、観光客をどう

取り込むかが重要である。 

田辺委員：奈良市では、外から学園前から西に移り住んできた新市民と旧市民の意識の違いなどが問題

視されてきた。最近は、外から旧市街に移り住むような事例は増えているのか。 

徳岡補佐：施策はうっていないが、増えている。現在、人口政策のプロジェクト会議を立ち上げ、その

なかで定住促進や雇用促進を検討していこうとしているところである。 

橋爪会長：その契機のひとつが観光であり、大学生なのかと思う。京都の祇園祭も大学生に頼まなけれ

ば続けられないということがあり、大学生が卒業して、京都で仕事を見つけることができれ

ば、定住促進につながると考えている。 



田辺委員：人が入れ替わるということも考えていかなければならない。 

中井課長：奈良の旧市街地に人が住み始めているが、皮肉なことに、それを呼び込んでいるのは三条通

などのマンションである。 

橋爪会長：京都市では、法律の緩和を受けて、町家やお寺に宿泊してもらうといった取り組みを進めて

おり、景観を守りながら定住を促進しようとしている。 

増井委員：今井町ではこの 5 年間に 20 件くらい空き家が活用されている。例えば、奈良町に 100～200

件の空き家があったとして、それを活用すれば町が元気になるのであれば、歴史的な市街地

を壊さずに、法的な部分も含めて積極的に活用し、既存の町家等で受け入れていくことを視

野に入れておく必要がある。きたまちファンやならまちファンがネットワークを形成してお

り、自ら空き家情報を発信したりしている現状もある。 

田辺委員：今井町が成功しているというのは、今井町の町家が住みやすいということがあるのか。 

増井委員：住みやすいわけではない。全国を探せば、町家に住みたいという人は 20人くらいいる。 

橋爪会長：建物内部をどこまで現代的に改造できるかということも関係するかと思う。 

増井委員：現代的に改造したいというニーズもあるが、現在は、現代的にしない方が良いという人も多

くなってきている。 

橋爪会長：人口政策に対する居住政策と連携できれば良い。 

田辺委員：きめ細かに、かつ上手に謳っていただきたい。 

     方針の後に、関連施策との連携として、施策の内容が列挙されているが、方針を定めて盛り

上がった後に出てくるのが他法令ばかりというのはどうかと思う。必要なのかもしれないが、

扱いを上手にしなければ焦点がぼけてしまう。扱いをどうしたら良いかはわからないが、一

工夫していただきたい。 

橋爪会長：この計画を推進していくために、どう連携するか、それぞれの既存の計画をこのように連携

して欲しいということまでは記載しなくて良いのか。連携するという意思表示だけでおいて

おくというフォーマットなのか。 

中井課長：連携という用語がよくないのかもしれない。これまでも既存の計画や制度を様々作成してき

たが、それをうまく使いきれていないから、この計画に合わせてうまく使っていこうという

趣旨かと思う。 

橋爪会長：他の都市も連携と書かれているのか。 

徳岡補佐：そうである。 

田辺委員：方針の前に位置づけてはどうか。 

徳岡補佐：重点区域に係る施策であるため、重点区域の設定の後に位置づけなければならない。 

橋爪会長：226頁に、「４．重点区域における良好な景観の形成に関する施策との連携」の項目が、どの

ような位置づけかが示されずに、列挙されていることが問題かと思う。 

中井課長：この計画を推進するために、既存の計画や制度を最大限活用していくという趣旨のことを示

せば良い。 

田辺委員：エッセンスをまとめたコンパクトな概要版が必要である。 

徳岡補佐：最終的には、Ａ４版両面で歴史的風致と事業とを整理しなければならない。それをホームペ

ージに掲載する。 

橋爪会長：元林院の花街には行政は何も支援をしていないのか。 

立石室長：伝統文化という面からの支援であれば容易かと思うが、産業としての支援に行政がどこまで

関われるかが難しい。京都市や金沢市のように、行政が積極的に花街の産業に関わって支援

をしている例もあるが、現在の奈良の花街は、衰退しきっている。また、一枚岩になってい

れ行政も支援し易いが、個別に動いている状況である。現在、芸子さんは４名であり、舞子

さんはおられない。規模の大小の問題はあるが、限られた旦那を相手にしながらも、業とし

て成り立っているのは確かである。それを積極的に市が売り出していくべきかどうかという



問題がある。 

橋爪会長：京都市の祇園でも、存続が危ぶまれた時期はあったが、学校法人を設立して、全国から集め

る形で立て直した歴史がある。 

立石室長：コアな方々は利用されるが、一般的な需要がないため、そのなかでどのように生き残るかで

ある。 

橋爪会長：建物は文化財ではないのか。 

立石室長：文化財ではないが、先日、奈良町都市景観形成地区を元林院と南市の一部まで拡大していた

だいた。同地区に指定されることで、条件はあるが、建物の改修等に対する補助制度を活用

でき、町並みを保全できるようになった。空き家を使えるようにするための補助であるため、

現在住んでいる人が住み易くするという補助制度の本来の趣旨とは若干異なるものである。

しかし、使っていただくことで残るため、少しずつでも力にはなっている。 

橋爪会長：当面の大きな節目の年などはあるのか。 

徳岡補佐：春日大社の式年造替くらいである。 

橋爪会長：他の多くの都市では、2020年の東京オリンピックに向けて、様々な予算がつくという想定の

もとに、その付近の年を目標年次として計画を立てられている場合が多い。 

田辺委員：2020年は「日本書紀」完成 1300年くらいである。 

橋爪会長：重点区域に関係するものであると良い。何年度までにこれをするという工程表が最後にある

と締め括り易い。 

中井課長：興福寺金堂は平成 30年（2018）であるため、少し早い。 

田辺委員：市制何年というのはないのか。 

中井課長：市制 100年は世界遺産登録として、実施済みである。 

増井委員：奈良公園の名勝指定は大正 11年（1922）である。 

宮前代表：奈良公園を重点区域に入れることについて、県との調整は図れているのか。 

徳岡補佐：現在の協議会は策定のための組織であるが、今後法定協議会に移行すると、県も入ってくる

ことになる。 

橋爪会長：重点区域の名称も「奈良町及び奈良公園重点区域」とすると、意見が出るかもしれない。 

田辺委員：最終的に計画策定の仕上げの段階で、県がどこまで責任をもって関与してもらえるかが見え

ないということである。 

中井課長：奈良公園については、現在県が奈良公園の大改造計画を行おうとしている。ここでの議論の

内容と奈良公園を管轄する県との温度差が大きい。 

田辺委員：奈良公園の保存管理計画もしっかりとつくられたにもかかわらず、保存管理計画の方向性と

は異なるものが数多く出てきている。 

宮前代表：「奈良町及び奈良公園」は、一体となってひとつの歴史的風致を構成しており、一本で語ら

なければならないことを、この場で確認し、明確にしておきたい。 

橋爪会長：221 頁の「重点区域の考え方」の記述も、奈良町についてしか書いていないので、奈良公園

のことも追加していければ良い。 

中井課長：現在、古都風致の許認可権をもっているのは市であるが、奈良公園一帯の許認可を県でコン

トロールするために、「奈良公園観光特区」を設定して手続きを緩和しようと、水面下で調

整し出している。 

増井委員：奈良公園についていうと、実際、歯止めをかけているのは市の景観行政だけである。 

徳岡補佐：220 頁に示すように、最終的には学識経験者、文化財所有者、県や市の関連部局などから成

る法定協議会を設置して、毎年事業進捗の評価をしていくことになる。10月頃には必ず法定

協議会を立ち上げなければならないと国からは言われているため、調整を進めていく。 

橋爪会長：国は法定協議会に入らないのか。 

徳岡補佐：事業を実施するなかで、国の交付金の関係もあるため、近畿地方整備局の都市調整官等をオ



ブザーバーとして入れるように言われている。 

橋爪会長：本庁の方に入ってもらえないのか。その方が予算は取り易いと思う。 

田辺委員：睨みをきかせられる人を一人引き込んで、学識経験者として入れておく方法もあると思う。 

宮前代表：古都もかかっているため、依頼すれば入っていただけるのではないか。 

徳岡補佐：検討させていただく。 

橋爪会長：細かい点であるが、220 頁の図中、「奈良市事業担当課」と「奈良県事業担当課」の順序は、

法定協議会の構成委員の順序と同じにしておいた方が良いと思う。 

徳岡補佐：今後のスケジュールについて説明させていただく。 

     本日 7月 3日に第２回協議会を開催いただいたが、7月 29～30日に 3省が視察に来られるこ

とになっている。その後、8月 22日に 3省協議を行い、その 1ヶ月後に再度 3省協議を行う。

そして、10月に第 3回協議会を開催させていただきたいと考えている。第 3回協議会を受け

て、パブリックコメントをかけ、奈良市文化財保護審議会における審議の後、再度協議会を

開催させていただき、計画認定申請を行う予定である。 

（日程調整） 

徳岡補佐：次回協議会は 10月 10日（金）10：00～12：00に開催させていただく。なお、改めて開催案

内を送らせていただき、場所等をご連絡させていただく。 

佐々木係長：第２回なら歴史まちづくり推進協議会を終了させて頂く。 


