
第３回 なら歴史まちづくり推進協議会 議事録 

 

日 時：平成 26年 10月 10日 10：00～12：00 

場 所：奈良市役所中央棟 6階第１研修室 

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  

行政関係 

奈良市総合政策部長 岩井 秀臣 欠席 

奈良市観光経済部長 川本 了造  

奈良市都市整備部長 東井 素生  

奈良市教育委員会教育総務部長 西崎 卓哉  

奈良県地域デザイン推進課長 本村 龍平  

奈良県教育委員会文化財保存課長 小槻 勝俊  

文化財所有者 重要文化財 今西家書院 今西 清隆 欠席 

その他 
ＮＰＯ法人文化創造アルカ理事長 倉橋 みどり  

奈良町宿 紀寺の家 藤岡 俊平  

オブザーバー 近畿地方整備局建政部計画管理課長 藤本 真也  

事務局 

奈 良 市 

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  

奈良市総合政策部総合政策課 課長補佐 徳岡 健治  

奈良市観光経済部観光振興課奈良町にぎわい室 室長 立石 竪志  

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  

コンサルタント 
株式会社スペースビジョン研究所 代表取締役 宮前 洋一  

株式会社スペースビジョン研究所 取締役 徳勢 貴彦  

資 料：次第 

    配席図 

    なら歴史まちづくり推進協議会公開要領（案） 

    なら歴史まちづくり推進協議会スケジュール 

    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） 

    歴史まちづくり法の概要 

    旧奈良町での実績（藤岡龍介+藤岡建築研究室）＜取扱注意＞ 

 

１．開会 

事 務 局：只今から第３回なら歴史まちづくり推進協議会を開催させていただく。 

     協議会の公開については、「奈良市審議会等の会議の公開に関する指針」により、会議に諮

って決定することとされているが、決定までの間は、奈良市情報公開条例第 29 条の規定に



基づき、個人情報を扱う場合を除き、「原則として公開」とされているため、公開とさせて

いただく。なお、本日は傍聴人はおられない。 

協議会の開催にあたり、奈良市都市整備部まちづくり指導室長仲谷よりご挨拶申し上げる。 

 

２．挨拶 

仲谷室長：本来であれば、本協議会の事務局を担当する都市整備部長が挨拶するところであるが、部長

も委員の一員であることから、私の方からご挨拶させていただく。 

本日は、委員の皆様にはご多忙のなか、ご出席賜り誠に感謝する。また、平素は奈良市政の

推進にあたり、格段のご理解とご協力をいただき、厚く御礼申し上げる。 

本日の奈良市歴史的風致維持向上計画を策定するために設置した「なら歴史まちづくり推進

協議会」の第３回になる。これまでの２回については、計画策定を主とする協議会として、

有識者の委員を中心に進めてきた。今回からは、「地域における歴史的風致の維持及び向上

に関する法律」に基づく法定協議会として開催させていただく。 

これまでの２回の協議会における議論に加え、国土交通省、文化庁、農林水産省との協議を

合計 7回ほど重ねてきた。ようやく案の作成までこぎつけられ、目指すべき方向性が見えて

きたところである。 

本日協議会で議論いただく計画素案は、ボリュームも多いが、委員の皆様からは忌憚のない

ご意見をいただき、計画に反映させていきたいと考えている。 

なお、本協議会は、計画の作成に向けて開催させていただくとともに、認定後においても、

計画に位置づけられた事業の進捗の管理や評価をお願いすることになる。宜しくお願いした

い。 

 

３．会長の選任・委員紹介・配布資料確認 

事 務 局：これまで計画策定として２回の協議会を開催させていただいたが、そのなかでは橋爪委員に

会長に就任していただいている。事務局としては、引き続き橋爪委員に会長をお引き受けい

ただきたいと提案するがいかがか。 

（異議なし） 

事 務 局：（委員紹介 －略－） 

     （配布資料確認 －略－） 

 

４．審議 

橋爪会長：次第に従い進めさせていただく。本日は２つの案件がある。 

     １つ目の案件の「なら歴史まちづくり推進協議会公開要領について」に関して、事務局より

説明をお願いしたい。 

事 務 局：（資料説明 －略－） 

橋爪会長：意見等はあるか。 

（意見なし） 

橋爪会長：意見等がないようであるため、提案どおり承認することとして進めさせていただく。 

     続いて、案件２の「奈良市歴史的風致維持向上計画について」であるが、事務局からの説明

の前に、オブザーバーとして出席いただいている近畿地方整備局建政部計画管理課の藤本課

長より、歴史的風致維持向上計画についての説明をお願いしたい。 

藤本課長：（説明 －略－） 

橋爪会長：それでは、事務局より計画素案についての説明をお願いしたい。 

事 務 局：（資料説明 －略－） 

橋爪会長：第１回協議会から参加いただいている委員の方々は、議論の経過を十分に理解いただいてい



ると思うが、本日の第３回協議会から参加いただいた委員の方々には、なぜこのような内容

になっているのかと思われる点もあると思うため、そのような質問もいただきたいと思う。 

     これまでの議論ではいくつかの論点があり、例えば前段部分では、時代の解釈としての重層

性、また中心性と地域性の双方のルーツが読み取れる点、さらに歴史的風土と歴史的風致の

関係という特徴をどのように示すべきかについての様々な意見が出された。また、55頁の図

のように、3つの歴史的風致とそれを細分化した合計 10の歴史的風致という構成についても

議論してきた。後段部分では、特に 202頁以降について、課題がどこにあるか、またその書

き方について意見が出され、それらを受けた形で今後の方針等が整理されている。 

     大きな枠組みでも細かな用語や表現などでも良いので、ご意見をいただきたい。 

増井委員：課題について、207 頁には歴史的風致の維持向上の課題として、市民の意識が低いから高め

ていかなければならないという記載がある。どちらかというと市民が先行して様々な取り組

みをされており、それを自治体が応援するというのが、今のまちづくりの流れかと思う。そ

のあたりのニュアンスが伝わるような書き方にした方が良いと思う。 

     一方、課題のなかに、行政の課題がなくて良いのか。この計画は、様々な制度や資金を使っ

て歴史的風致の維持向上を図っていくものである。計画の後半にあげられている事業リスト

を見ても、広範な分野の様々な主体があり、様々な制度にのった事業が展開されていこうと

している。そのような多様なものを括って、歴史的風致の維持向上を図っていこうとする場

合に、自治体のマネジメントとしての課題はないのかが気になる。新たな組織をつくれとい

うわけではないが、国や県、市の各部局が行う事業などを相互にチェック・点検し、また歴

史的風致の維持向上という大目標に対して外れている事業はないか等を検証するプロセス

があっても良いのではないかと思う。様々な主体がそれぞれの思いをもって事業が展開され

る。その思いは、根本は同じかもしれないが、微妙にズレがある場合もある。その相互調整

をいかに行うかが大切である。 

事 務 局：217頁に計画の推進体制を示している。「なら歴史まちづくり庁内推進本部」は未だ発足して

いないが、この図に示すような連携体制のもとに事業調整を進めていきたいと考えている。

また、この「なら歴史まちづくり推進協議会」を年に１回開催させていただき、計画に基づ

く事業の進捗状況を報告し、評価いただくこととしている。 

増井委員：市のなかの調整だけでなく、国や県をはじめ、社寺や地域の方々などの様々な主体を含めて、

トータルに目標を共有していくことができなければ、良い方向に進まない。計画に示すこと

は難しいのかもしれないが、「目標の共有が必要である」といった方向性だけでも示せれば

良いと思う。 

田辺委員：世界遺産包括的保存管理計画の検討のなかでもそのような議論が出てきている。個別には

様々な規制があり、各部局ではしっかりと対応されている。しかし、世界遺産に登録されて

いる古都奈良が、総体として進むべき姿が、市民・行政を含めて共有できていない。このよ

うな開発は良いが、これはダメということが、漠然とでも良いので共有されていなければな

らない。特に県が考えていることと、市が考えていることが根本的に異なるという印象をも

つ。ＪＲ奈良駅前の再開発や三条通の拡幅整備は、皆さんがイメージしている、あるいはこ

の計画に示されている奈良の歴史まちづくりとしてのイメージに合致しているかどうか、市

民も含めて良いと思えるものかどうかである。217 頁に示すような協議会も大切であるが、

もう少し広い意味で、奈良はこうあるべきという考え方やイメージが共有できなければ、協

議会をいくら開催しても意味がない。おそらくこの会議に参加されている委員の皆さんの間

でもイメージが異なると思う。そのため、最終的に事業として形に表れてくると批判が出る

ことになる。そうならないためにも、歴史文化を活かした奈良市のまちづくりをこのように

進めていこうというイメージを共有する努力をしていかなければならない。 

橋爪会長：歴史まちづくり法に基づいて作成されるこの計画に基づいて事業を進めることになるため、



この計画における歴史的風致の考え方を市民、社寺などに伝えていかなければならないとい

う問題意識、そして、何よりもまずは市役所のなかで共有していくことが重要である。書き

方はどうしていけば良いか。 

増井委員：すぐに組織図を描くのは難しく、それができれば皆さん苦労していないと思う。あるプロジ

ェクトのなかで、守備範囲はここまでというのではなく、包括的に考え、様々な事業の相互

チェックや共通の目標像をつくっていくという方向性だけは、この計画のなかで示していけ

れば良いと思う。 

川本委員 先ほど田辺委員から県と市の方向性が異なるというご指摘があったが、参考までに、具体的

にどのあたりが異なるのかを教えていただきたい。 

田辺委員：風致の考え方にしても、世界遺産や名勝といった考え方にしてもそうである。例えば、先般

の若草山のモノレールの件も、県と市とでは発想が大きく異なると思う。 

事 務 局：県事業については、近鉄奈良駅前の大屋根なども、市の方では大分と苦労をした。 

田辺委員：どちらが良い、悪いというわけではない。文化財が大切だから、市民の生活は排除しろとい

うわけではない。文化財を活かしたまちづくり、世界遺産と共に生きるまちづくりが大切で

ある。生活するためには利便性が求められ、奈良では観光のための利便性も求められる。そ

の際、「世界遺産を生かす」という考え方に大きな違いや感覚のズレがある。共通した考え

方をつくらなければ、いつまでたってもこの議論は収まらない。そして、そのイメージをつ

くる努力は、市民から出てくるのが理想であるが、実際はそうはいかないため、行政が主導

してやっていかなければならないと思う。 

瀬渡委員：前回は重点区域の設定範囲の議論があったが、重点区域の設定については、概ねすっきりと

説明ができていると思う。 

     方針に基づいて、事業案が出てきているが、事業が総花的に出てきている感じがする。既存

の事業を方針に突き合わせてみたという印象を受けるが、認定計画としては、そのような整

理で良いのか。何が新しい事業で、何が既存の事業かが分からない。 

橋爪会長：平成 27年度以降の事業をあげられているが、これらは財源が確保できている事業か。 

事 務 局：そうである。歴史的風致の維持向上に資する事業であれば、新たに起こす事業だけでなく、

既存事業も位置づけて良いことになっている。従って、奈良町における「都市景観形成地区

建造物保存整備事業」などの既存の事業も位置づけている。また、261 頁の三条通のやすら

ぎの道から東側の区間を対象とした「三条線電線類美化事業」、262頁の杉ヶ町高畑線からな

らまちセンターまでの街路拡幅整備である「猿沢線街路整備事業」が新しい事業としてあげ

られる。実際のところ、新たなハード事業はこの２事業しかない。奈良市も財政的に厳しい

ため、既存の事業を活用しながら、この計画に位置づけ、歴史的風致の維持向上を図ってい

きたいと考えている。 

橋爪会長：新規事業が出てくれば追加していくのか。 

事 務 局：そうである。年に１度、本協議会を開催させていただく。そのなかで議論をいただきながら、

新たな事業の追加も考えていきたい。また、最後に掲載している歴史的風致形成建造物につ

いても、追加指定の案なども出し、議論いただきたいと考えている。 

橋爪会長：中長期的な構想段階の事業は、現段階では計画には載せられないということか。 

事 務 局：そうである。 

     行政としては、市民の方々の取り組みを支援していきたいが、どうしても財源がないのが現

状である。そのようななかでも、55 頁の 10 本の柱のなかで、拾えるものは拾いながら、特

に重点区域内については、国費をいただきながら事業を進め、今後も随時追加していくこと

を想定している。 

橋爪会長：251 頁に「各種事業を優先的かつモデル的に展開し、その効果を市全域に波及させていく」

とあるが、ここであげられている事業のどれが「モデル」であり、全市に広げていく事業な



のか。またどれが重点区域だけの事業なのか。 

事 務 局：253 頁以降の事業ごとの整理には、それぞれ地図を掲載し、各事業が重点区域のどこで行わ

れるかを示している。重点区域内で行う事業については、認定後、優先的に実施していく事

業である。 

瀬渡委員：事業間の重みづけやグルーピングをするわけではないのか。 

事 務 局：重点区域内での市民による観光や文化財、まちづくりなどに係る取り組みをできる限り拾い

上げて支援をしていきたいということが基本的な考え方である。 

     例えば、266 頁の「伝統建築文化継承事業」は、奈良町の伝統的な建物の相談を受け、修理

の仕方を伝えていこうという事業である。まずは奈良町でモデル的に実施し、これが定着す

れば、その他の伝統的な建物が残る地域でも進めていこうという事業である。 

川本委員：55 頁の図について、「歴史を尊び、風土を愛でる」の下に「文学・芸術活動にみる歴史的風

致」が位置づけられているが、「豊かな生活を支える」の下に位置づけた方が良いのではな

いか。 

奈良の場合、歴史や文化財と並んで「文化」が特徴であると思うが、「文化」の部分の位置

づけが弱いように感じる。高畑サロンなどとして人が集まるなかで、奈良の魅力が紹介され

てきた背景のなかで、最近は「文化」と「観光」とが混同されてしまっている。「文化」の

側面に光を当てていかなければならない。良い「文化」があれば、自ずと「観光」が展開し、

発展する。今まで様々な「文化」的な活動をされてきた方々がいることで、現在の「観光」

がある。「文化」として「茶の文化」だけを特出しするのもどうかと思う。「文化」とはもっ

と広いものである。協議会の構成メンバーに「文化」の担当が入っていないことも気になる。

現在、国家プロジェクトの東アジア文化都市の選定を金沢市と争っていると聞いている。将

来にわたって「文化」を大切にするまちづくりが大切である。 

橋爪会長：東アジア文化都市は、今年は横浜市であるが、奈良市は何年の選定を目指しているのか。 

川本委員： 2017年かと思う。 

橋爪会長：「茶の文化」を特出しすることについては、以前も意見が出されており、市の意向もあると

聞いている。「文学・芸術活動にみる歴史的風致」がここで良いのかどうかという意見も含

め、事務局で考えがあれば教えていただきたい。 

事 務 局：「文学・芸術活動にみる歴史的風致」の位置づけについては、「豊かな生活を支える」という

側面もあるが、元々高畑に文化人が集まってきたきっかけは、奈良の歴史的な側面やその風

土に誘われたためと考えられることから、「歴史を尊び、風土を愛でる」のなかに位置づけ

ることとしている。 

     「文化」はかなり広い概念であり、本計画に全てを位置づけるのは難しい。本計画には、歴

史的風致の定義としての歴史的な建造物と人の活動の一体性が求められることから、ここで

は、文化のなかでも、文学と芸術に注目して、それが写真や映画などに繋がっているという

形で整理している。 

川本委員：写真や映画まさに豊かな生活を支えるものではないか。 

事 務 局：基本的に歴史的風致を維持向上させるためのものとして、写真や映画、高畑サロンなどを捉

えている。一般的な現代芸術などは、当然「豊かな生活を支える」のなかに入るかと思う。 

橋爪会長：これまでの有名な作家や画家などの先生方は、歴史や風土を愛でて作品をつくってきたとい

う活動の背景に基づいて整理しているということである。今の市民の方々の活動もその関係

のもとに整理されており、基本的には大成された作家や画家などの側からの考え方が中心に

なっていると捉えれば良いかと思う。 

本村課長：計画を作成して認定を受けると国の支援が受けられるが、今回奈良市が計画を作成して、ど

のような国の支援を受けようとされているのか。歴史的風致形成建造物は分かり易いと思う

ので、事業について教えていただきたい。 



事 務 局：256 頁に示している「都市景観形成地区建造物保存整備事業」について、現在、南側の奈良

町都市景観形成地区 49.3ha については、「街なみ環境整備事業」として補助を受けながら事

業を進めている。北側の奈良きたまち地区についても、本計画に基づき、同様に「街なみ環

境整備事業」として補助を受けながら進めていきたいと考えている。他の事業については、

先ほども説明させていただいたように、多くが既存の事業である。そのなかでも新規に起こ

す「三条線電線類美化事業」と「猿沢線街路整備事業」については、本計画に位置づけるこ

とにより、舗装や街路灯の高質化といった「効果促進」として補助を受けていきたいと考え

ている。 

増井委員：歴史的風致形成建造物の指定の手続きは、どのような手続きを経て、どのようなスケール感

で進めるのか。 

事 務 局：重点区域内には、ここに挙げている指定候補以外にも数多くの歴史的な建造物がある。詳細

な手順までは詰められていないが、本計画を市民に理解いただきながら、重要な建造物があ

れば指定し、国の補助を受けながら修理・修景を進めたいと考えている。 

     法定協議会に事業計画等を説明・諮問し、また文化財保護審議会への諮問等も必要となる。

従って、指定に向けて１年程度調整を行った上で歴史的風致形成建造物に指定し、その次の

年度に修理・修景事業等を実施していくことになると考えている。 

増井委員：地域で大切にされている建物の修理・修景は、市民にとって最も分かり易く、歴史的風致の

価値の共有などの事業効果も高い事業であると思う。できる限り早めに措置できるようにし

ていただきたい。文化財の指定や登録をした後で指定の手続きを進めるのか。それとも、都

市景観形成建築物等の指定や景観重要建造物の指定などの指定制度と関連づけていくのか。

また、歴史的風致形成建造物の指定は別のフローをつくっていくのか。 

事 務 局：別のフローをつくっていきたいと考えている。また、当然補助する場合には新たな要綱をつ

くらなければならないので、検討していく。 

     263 頁に「伝統的建築物等調査事業」を挙げている。これまでも奈良女子大学の協力のもと

に、奈良町の北側から順次調査を進めてきた。しかし、南側の区域はまだ調査ができていな

いため、残りの区域の調査を進め、重点区域内の歴史的な建造物の把握をしていきたいと考

えている。まだ計画段階であり、財政的な問題もあるため詳細は未定である。 

橋爪会長：285 頁の指定対象の項目に、「昭和中期以前」という表現があるが、具体的に何年以前と書

かないのか。 

事 務 局：歴史まちづくり法に基づく歴史的建造物は、築 50 年を経ていることが目安とされており、

昭和 20～30 年代の建物と考えて、「昭和中期以前」としている。 

橋爪会長：50 年以上経つと登録文化財の対象にもなる。「昭和中期以前」と書くと、後々「昭和後期以

前」などと変更していかなければならない。時代に拘らなくても良いかと思う。 

事 務 局：「概ね 50 年」という記載にしたい。 

橋爪会長：比較的新しい建物であっても伝統的な祭礼を守るための建物であれば、50 年経っていなくて

も指定の対象にしても良いのではないか。特に修景などで新しくされた建物は早めに手をう

っても良いと思う。 

事 務 局：現在実施している奈良町都市景観形成地区の補助金では、昭和中期以前であれば補助率が高

く設定されている。それと連動させたものである。 

橋爪会長：補助率が低いものでも、守らなければならない建物もある。 

事 務 局：表現は検討させていただく。 

本村委員：重点区域の考え方について、奈良町を中心に設定を考えられているが、223 頁の図を見ると、

平城宮跡周辺地域や西ノ京地域にも集積がみられる。これらの区域も指定する又は指定区域

を拡大してつなげ、貪欲に支援を受けにいくという考えはなかったのか。 

事 務 局：検討当初は、準重点区域といった概念を設定して平城宮跡周辺地域や西ノ京地域もあげてい



たが、国との協議のなかで、法律にない用語を用いないよう指摘があり削除している。「重

点区域の考え方」の項目には、平城宮跡周辺地域や西ノ京地域の追加・見直しという考え方

を示している。 

橋爪会長：本日から参加いただいている委員の方々にもご意見いただきたい。 

藤岡委員：私は 2 歳から奈良町で育っているが、父が藤岡建築研究室という設計事務所をやっており、

30 年間、奈良町で町家や文化財の修復・再生に関わってきた。これまでも奈良町都市景観形

成地区の修景事業や平成 25 年からの内部改修補助事業などを活用させていただき、非常に

有効な制度であると感じている。まちを守っていくためには、現在の暮らしに合わせた形で

修理・修景しながら残していくことが重要であると思う。一部の修理・修景事例であるが、

参考資料を配布しているのでご覧いただきたい。 

倉橋委員：私は 3 年前に奈良きたまちに移り住み、まちづくり活動に参加させていただいている。最初

の増井委員と田辺委員の意見に関連するが、漠然としたキャッチフレーズでも良いので、奈

良に暮らす人たちが、どこを目指せば良いかを共有することが大切であると思う。歴史を大

切にするといっても、何時代の歴史を大切にするのかという議論がある。その議論の結果「重

層的」という言葉を用いていると思うが、平成の今、5 年後、10 年後、20 年後にどのよう

な奈良にしていきたいかを、常識的なことではなく、より奈良らしさのあるもので表せない

かと感じる。それは色でも良く、例えば、自然に馴染む若草色が映えるようなものを目指す

といった表現でも良いと思う。具体的な事業計画と併せて、漠然とで良いので、共通して目

指すイメージが示せると良い。 

西崎部長：計画は最終的には市の名前で出ることになると思うが、この協議会で計画が策定されると捉

えたら良いのか。委員はどのような立場で、どのようにこの計画を見れば良いのか。 

     もう一点、協議会は計画の実行の状況を「評価」することになっているが、それはどのよう

に考えれば良いのか教えていただきたい。 

事 務 局：法律上は、法定協議会は「歴史的風致維持向上計画の作成及び変更に関する協議並びに認定

歴史的風致維持向上計画の実施に係る連絡調整を行うための協議会」とされている。基本的

には協議会と一緒に作成したという考え方である。 

西崎部長：協議会での議論をもとに市が策定したということで良いのか。 

藤本課長：法的には、市町村が策定する計画であり、市町村は、「協議会を組織することができる」と

規定している。そして協議会を組織した場合には、「協議の結果を尊重しなければならない」

とされている。つまり、市町村が策定し、それに対する意見を協議会に諮り、諮った場合に

はその意見を尊重するということである。 

橋爪会長：堺市では、計画の作成段階は「計画協議会」という名称で、計画策定後は「維持向上協議会」

という名称に変更している。奈良市では、今回の第３回から法定協議会に移行したというこ

とである。 

西崎部長：「評価」はどのように考えれば良いのか。 

事 務 局：歴史的風致形成建造物を指定した場合は、どのように管理していくかといった報告等をして、

それに対する意見をいただきたいと考えている。 

     認定を受けた後は、認定計画に基づき事業を進めていくが、西ノ京地域などを新たに重点区

域に加えていく場合などは、協議会に諮っていくこととなる。 

橋爪会長：次年度実施する事業が毎年議題にあがってきて、評価をするのか。 

事 務 局：そうである。 

西崎部長：協議会の意見を尊重してつくられた計画について、毎年、その進捗を改めて協議会の場で評

価をしていくということか。かつ、評価であるので、評価したものを市議会などで報告して

いくということか。 

事 務 局：そうである。その評価書をもってさらに議論いただくことになる。 



橋爪会長：計画の作成を担った協議会が、先々の計画の進捗等の評価も担っていくということである。 

事 務 局：市が依頼して協議いただいているため、協議会が責任を負うことはない。 

田辺委員：今の議論は認定された上での話であるが、計画を作成すれば大体認定を受けられるのか。 

藤本課長：事前に本省との協議を重ねられており、そこで色々な意見をいただいていると思う。その意

見にしっかりと対応いただければ認定に向けた手続きが進められると思う。 

事 務 局：今後のスケジュールについて説明させていただく。スケジュール表をご覧いただきたい。 

     計画作成に向けた取り組みは、平成 25 年 9 月頃から開始している。平成 25 年 9 月 11 日に

第１回の国協議を行い、そこから 2～3 ヶ月に１回の間隔で国協議を行い、今年度に入って

からは月１回の国協議を行っている。本日第３回のなら歴史まちづくり協議会を開催させて

いただいており、本日いただいた意見を踏まえて、次回は 10 月 29 日に国協議を行う。そこ

で概ねの了解が得られれば、11 月 6 日の建設委員会での報告を経て、パブリックコメントを

実施する予定である。11 月 10 日には法に基づき、奈良市文化財保護審議会にかけて意見を

いただく。パブコメ等の意見を踏まえて、12 月には再度、最終計画書をもって国協議を行う。

1 月には本協議会を再度開催してご意見をいただき、1 月中旬には認定申請ができればと考

えている。このスケジュール表では、3 月に「計画認定認証式」と書いているが、国からは

順調にいけば 2 月末には計画認定を出せるであろうと聞いている。しかし、計画認定の日程

は、同時に計画作成を進めている向日市の進捗にもより、また認証式には市長の出席が必須

であることから、3 月議会との関係もある。しかし、遅くとも 4 月には認定をいただける予

定である。 

橋爪会長：おおよそ時間がきているが、他に意見はないか。 

増井委員：計画についての広報をしっかりとやって欲しい。関連してきたまちが新たに地区指定される

こともある。価値を理解されていない方に知らしめるといった書きぶりではなく、これを機

会に行政と市民等とが一緒に価値を共有していきましょうといった書きぶりでアナウンス

していただきたい。 

橋爪会長：フォーラムなど様々な方法があるので、うまく伝えて欲しい。 

     その他に意見はないか。 

（意見なし） 

橋爪会長：意見もないようであるため、これで審議の方は締めさせていただく。 

 

５．その他・閉会 

橋爪会長：先ほどのスケジュールの説明にもあったが、１月中旬には認定申請を予定されているため、

次回協議会は新年早々の開催となる。 

事 務 局：日程調整をさせていただいた結果、次回協議会は、1 月 9 日（金）10：00 から、奈良市役所

中央棟６階の政庁で開催させていただくことに決定した。 

改めて連絡をさせていただく。宜しくお願いしたい。 

橋爪会長：それでは以上で本日の協議会を閉会させていただく。 

 


