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奈良市まちづくり市民会議（第４回）会議次第 
 

平成２１年１２月１８日（金）午後７時～      
奈良市役所 中央棟６階 正庁     

 
 
１ 開会                    ・・・・・・１９：００ 
 
 
 
２ 市民会議からの提案書について（事務局説明） ・・・・・・１９：０５ 
 
 
 
３ グループワーク（分科会ごと）        ・・・・・・１９：１０ 
『奈良市のテーマ別将来都市像づくり（２）』 
目 的：分科会のテーマごとに将来都市像を考える。（意見を深める） 
内 容：前回の話し合いで出た意見をもとに、テーマごとの「将来都市像」（市や

市民生活の姿）を考える。あわせて、「将来都市像」の「背景・必要性」（思

いを馳せた要因、課題など）を整理する。 
目 標：各分科会からの報告となる、テーマごとの「将来都市像」の方向性を整理

する。 
 
 

４ 各分科会の中間発表             ・・・・・・２０：００ 
 ・各分科会から、現時点での議論の内容について発表（５分以内） 
 ・質疑応答（５分以内） 
 
 
 
 
５ 閉会（事務連絡）              ・・・・・・２０：５７ 
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資料 奈良市まちづくり市民会議 提案書の構成（案） 

（１） 提案書の趣旨（前文） 

※市民会議の概要についての説明です。事務局で案を作成します。 

 

 

 

 

 

（２） テーマ別将来像 

※市民会議第３回から第６回前半にかけて、各分科会でまとめていただく内容

です。 

事務局では、委員の皆さんの言葉で表現していただきたいと考えています。

特に②、③については、これまでの話し合いの内容をもとに、第５回までに

皆さん各自で整理してみてください。（第４回に、記入様式を配布します。） 

     

 

 

 

 
 

  
 
 
   

 
 
 
 
  

①【タイトル（テーマ別将来像）】 

 ※各分科会で考えた「テーマ別の奈良市の将来像」が入ります。 

 

「・・・・・・・・・・・・・・・・」 

②【テーマ別将来像を考えた背景（現状と課題）】 

 ※第 2 回・第 3 回で考えた「魅力」・「悩み」等を整理し、分科

会のテーマに関する市の現状や、近年求められていることな

どを簡潔な文章で表現します。 

  例えば…… 

  ◆市の現状から、私たちが考える課題 

 （のばしたいことや、変えていきたいことなど） 

   

③【このテーマに関して、私たちの考える奈良の将来像とは】 

 ※②で示した背景からどのように考えて①にたどりついたか

（どのような理由から、①の将来像がよいと考えたか）、「そ

の将来像が実現した場合、奈良市では誰がどのように過ごし

ているか」の例示などを、簡潔な文章で表現します。 

   また、①をまとめるまでに具体的な取り組みアイデアが出てき

た場合には、代表的なものをここに挙げてもよいでしょう。 

 

各
分
科
会
で
作
成
（
全
部
で
６
組
） 

①【市民会議の位置づけ】 

②【市民会議の流れ（概要）】 

③【提案書の位置づけ・構成】 など 
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（３） 奈良市全体の将来像            

※市民会議第６回後半から第７回にかけて、全体でまとめていただく内容です。 

 これまでの話し合いの内容や、各分科会からの発表などをもとに、第７回ま

でに各自で「奈良市全体の将来像」を考えてみてください。（第６回終了時に、

記入様式を配布します。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

①【奈良市全体の将来像につながるキーワード】 

※第６回後半に、全体の将来都市像を考える材料として事務局

から提供するキーワードの説明です。 

各分科会で考えたテーマ別将来像／市民アンケート結果／奈良市

都市経営戦略会議の「奈良市次期総合計画策定の方針に関する報告

書」にあるキーワード 等 

②【各分科会の考える奈良市全体の将来像】 

※各委員が考えた奈良市全体の将来像（案）をもとに、第７回

前半でグループワーク（分科会ごと）を行い、各班から発表

する内容です。 

◆各分科会の考える奈良市全体の将来像 

◆その背景 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。 

③【全体での意見交換の内容】 

 ※第７回後半の全体での話し合いの内容（④に決めた経緯）を、事

務局で整理します。 

《参考》市民会議提案書の基本構想における位置づけ 

市民会議の提案書

をもとに、基本構想の

｢都市の将来像｣｢基本

方向｣を作成します。 

④【私たちの考える奈良市全体の将来像】 

 ※②・③の結果、市民会議で選んだ将来像です。（複数も可） 

◆・・・・・・・・・・・・・・・ 

◆・・・・・・・・・・・・・・・ 

各
分
科
会
で
作
成
（
全
部
で
６
組
） 
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第４回奈良市まちづくり市民会議 

テ ー マ 別 将 来 像 記 入 用 紙 
 

あなたの所属する分科会での話し合いや、本日の各分科会の発表を踏まえてお書きください。

（資料「提案書の構成（案）」も参考にしてください。） 

お名前（              ）  分科会番号（    ） 

 

 

 

 

 
 

  
 
 
 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

①【タイトル（テーマ別将来像）】 

  

②【テーマ別将来像を考えた背景（現状と課題）】 

                                       

                                     

                                     

                                                        

                                      

③【このテーマに関して、私たちの考える奈良市の将来像とは】 

                                                                                  

                                           

                                           

                                       

                                           

                                     

この記入用紙は、平成２２年１月８日（金）必着で、 

事務局（奈良市企画部企画政策課）までお送りください。 

■ファクシミリ 0742-34-4900 

■ 郵  送   〒630-8580  奈良市二条大路南 1-1-1 奈良市役所企画部企画政策課   行 

■電子メール  お名前、分科会番号、①～③の内容をメール本文に記入し、 

kikakuseisaku@city.nara.lg.jp  宛に送信してください。 



 
 
 

    お名前 （            ） 

 

１ 本日の話し合いの感想をお書きください。 

 

 

 

 

 

２ あなたの分科会の中間発表は、自分の思いが反映されたものになりましたか？ 

  

  

  

 

３ 事務局では、今後、通知文書や資料を送るとき、できる限り電子メールを

活用しようと考えています。ご希望の送付方法を１つ選び、○印をつけて

ください。 

  １．郵送のみ   ２．電子メールのみ   ３．電子メールと郵送の両方  

４ その他、ご意見・ご質問などがあれば、ご自由にお書きください。 

 

 

 

 
 

    

奈良市まちづくり市民会議（第４回）のふりかえり 

このシートは、 

お帰りの際、受付の回収ＢＯＸに入れていただくか、 

１２月２４日（木）必着で、事務局（奈良市企画部企

画政策課）までお送りください。 

■ファクシミリ 0742-34-4900 

■ 郵  送   〒630-8580 奈良市二条大路南 1-1-1 

奈良市役所企画部企画政策課   行 

■電子メール  ①～④の内容をメール本文に記入し、kikakuseisaku@city． 

nara.lg.jp 宛に送信してください。 



 

参考資料 分科会別 魅力と悩み 
第２回のグループワークで、委員の皆さんが考えた奈良市の「魅力」と「悩み」（各グループで作成した模造紙の内容）を事務局

で整理し、分科会のテーマに合わせて並べたものです。 

 

「魅力」：奈良市の「魅力」について書いたふせんの内容をまとめたもの 

「悩み」：奈良市の「悩み」について書いたふせんの内容をまとめたもの 

「意見分類」：各グループで「魅力」や「悩み」のふせんをグループ化したときにつけたタイトルをもとに、事務局で 

整理したもの 

「キーワード」：「意見分類」を大きくまとめたキーワード 

（全体まとめ（第２回の最後）で出たキーワードを踏まえ、「意見分類」をまとめるために、 

事務局がつけたキーワード） 

 

 

 

 

 

 

 

■ キーワードと魅力・悩み 

キーワード 意見分類 魅  力 悩  み 

ひと 

人口 

少子 

高齢化 

人口減少 

●人が少ない（人口が少ない） 
 

▲奈良市への人口流入が止まっている(市勢が衰えている) 
▲大阪・京都に近く、購買力、宿泊が流出 
▲人口の他府県への流出がはじまっている 
▲労働人口が流出している 

小さなまち 
●都市の規模が大きすぎない 
●人口流入ない、いいかも、住みやすい 

 

少子化 

子育て 

 ▲出生率が低すぎる 
▲子育て 
▲子育て世帯にとって住みやすいとは言えない 
▲働きにくさ（保育園・学童保育、年少保育等） 
▲子育て支援ネットが弱い 
▲保育料が高い 
▲子どもの遊び場が少ない 
▲地域の自然で遊ぶ場が少ない 

大学生・若者が流出

 ▲子どもが外に出てしまう 
▲若い人達が他都市に流れる 
▲大学・産業の受け皿が少ない、他地域への人の流出 
▲他地域から移住してくる若年層が多くない 

高齢化 

 ▲高齢化が進んでいる 
▲高齢化による社会保障費増加 
▲将来の医療が不安 
▲高齢対策 

医療 

福祉 
医療 

 ▲救急時の医療体制が弱い 
▲医療体制が悪い 
▲病気になった時心配 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１分科会 生きやすいまちづくり 



 

第２分科会 魅力を生かすまちづくり 

■ キーワードと魅力・悩み 

キーワード 意見分類 魅  力 悩  み 

歴史 

 

歴史 

●独自の魅力あふれる、恵まれた世界に誇れる都市(古
都) 

●歴史がある 
●シルクロードの終着点として栄えた都の跡 
●京都にはない、捨てられた｢まち｣に漂う滅びゆく美がある
●日本創世記の歴史が豊富 
●｢日本の始まり｣大きなブランド 
●1300 年を超える日本を代表する歴史がある 
●日本史に出てくる地名を身近に目にすることができる 
●国家形成の壮大な歴史的背景と人物 
●古くから継承された神社仏閣 
●身近に世界遺産がある 
●史跡が多い 
●我が国の国宝・重文が多くある 
●保存されている平城宮跡 
●古いものを大切にしている(戦災が無かった) 
●シルクロード、正倉院 
●古いまちなみが残っている 
●文化的歴史的観光資源や寺社のお祭り・イベント等
に恵まれている 

●歴史ロマンの体験で心の癒しを叶える 
●歴史的意識(誇り) 

▲歴史的環境が全体として面的に守られていない 
▲近代の歴史がない 
▲1300 年続いた歴史と自然をトップランナーで守る意

識がない、ＮＯ1がない 
▲歴史的風土の観点場が未整備 
 

奈良のルーツ 
●崇高な理念が存在する 
●奈良は都市計画法での都市でなく国家の都 

 

歴史・物語 
●narrative 物語性 
 

 

文化・伝統 

文化 

文化力 

●1300 年前の有形無形の文化が残っている  
 

▲文化力の育成 
▲文化・教育などで大阪・京都に依存している部分が

ある 

文化財 

歴史と文化財 

文化遺産 

●文化財が多い 
●多くの国宝・重要文化財がある 
●家のすぐそばに豊かな文化財がある 
●市内に８つもある世界遺産 
●世界遺産を活かした防災まちづくり 
●寺社などの文化財が多く、自然も豊か 

▲身近な文化財への認識がうすい 
▲文化財の表示が不足 
▲文化財の汚染(酸性雨・温暖化) 
▲文化財が多い→開発しづらい 
 

伝統文化・伝統行事
●伝統行事が多く残り、再現している行事が多い 
●古い伝統文化が残っている（民族的なものも含め） 

 

文化的イベント 

文化活動 

●文化力で地域の活性化につながっている(史跡めぐ
り、ウォークラリー) 

●遷都 1300 年祭が開催できること 
●市民の文化活動がさかん 

 

伝統技術 
●消えそうな物づくりの伝統が残っている 
●伝統工芸が生き残っている 

▲伝統工芸の伸び悩み 
▲文化遺産のＰＲ不足、仏像など 

 

自然 

自然 

（自然・森林・緑）

自然破壊 

●自然豊かなまち 
●森林 
●原生林がある(国定３つ)（春日山） 
●緑が多い、公園が広い 
●奈良公園・若草山など自然が多い 
●里山 
●平城宮跡が保護されている 
●豊かな自然環境を活かすまちづくり 

▲大切にされない身近な自然環境 
▲原始林(自然)が生かされてない 
▲地域の自然で遊ぶ場が少ない 
▲自然が多い 
▲ため池は奈良の原風景→どんどん消滅 
▲どんどん自然が失われる(主に西部) 
▲奈良市の小公園に緑を増やすこと 
▲あやめ池遊園地跡を野外活動の場に 
▲学園前の蒼池をビオトープに 
▲河川の子どもたちが遊ぶ場をつくること 
▲河川の水質をよくすること 
▲自然破壊を止める方法が市民にない 
▲自然の保全の担当課がない 

自然風景・眺望 
●景観眺望に恵まれている 
 

 

鹿 
●動物(鹿)共生している 
 

▲鹿の事故死、栄養不足(鹿せんべい問題) 
▲奈良公園は広いが楽しむことができない(鹿の糞や

おしっこで臭い) 

のどか 

暮らしやすい 

静か 

空気良い 

●自然と都市が融合している 
●大都会でない 
●まちが小さく、すぐ田園地域や森林に行ける 
●のどかである 
●暮らしやすい生活環境と自然環境が良好 
●静かで空気も良い 

▲田舎→東京・大阪と同じようになってきている 
 

農業 ●農業、大和茶、大和野菜(一部だけ？) ▲農業が減っている 

景観 

まちなみ 

まちの風景 

まちなみ景観破壊 

●風情あるまちなみが残っている地区もある 
●現存する歴史的建造物が映えるまちなみづくり 
●古都、神社、仏閣、世界遺産 
●広い空(高い建物がないこと) 
●風景、まち、格子の家 
●若草山の緑と大仏殿、五重の塔が見える風景 
●自然、すばらしい景観 

▲景観上の混乱(ハデな色の建物・広告・電線・電柱・
看板) 

▲建物の色彩が不揃い 
▲保全と改廃、調和・調整不足 
▲「まちなみ」が平凡、日本全国どこのまちとも同じ。

「なら」らしいデザインを生み出そう 
▲まちが変わりすぎる、リピーターは懐かしいから来る 
▲破壊、まち並み・町屋 
▲景観(大きな道路沿い) 

 



キーワード 意見分類 魅  力 悩  み 

景観 

シャッター 

ポイント 

●シルクロード、正倉院 
●景観眺望に恵まれている 
●地下に眠る千数百年の歴史、可視化していくこと、開発
現場の観光体験 

▲歴史的風土の観点場が未整備 
 

街路樹 

 ▲街路の緑量が少ないのでまちなみに潤いが少ない 
▲街路樹育成による街路の景観向上に行政側の構想力

がない 
▲街路景観が貧弱でまちなみに風格がない 
▲奈良市の街路樹の剪定を考える 

心の 

ふるさと 

・誇り 

心のふるさと・誇り

●奈良に住んでいることに愛着・誇りを持っている人が多
いこと 

●心のふるさとの雰囲気 
●人の心、人としての生き方を教え、育ててきた伝統 
●奈良の良さを知っている、あこがれている全国・全
世界の人がいること 

●歴史的意識(誇り) 

▲奈良に住むことの意義・良さ・誇りが発信できてい
ない 

 

市民自身が魅力を

知らない 

 ▲市民の歴史や伝統、世界遺産等に対する意識の低さ 
▲地域の魅力や価値に対して住んでいる人が無理解 
▲奈良に住むことの意義・良さ・誇りが発信できてい

ない 
▲住宅都市の意識が強くて観光都市の意識がない 
▲身近な文化財への認識がうすい 

観光 

 

観光 

●全国で有名 
●｢日本の始まり｣大きなブランド 
●観光資源が多い（名所・旧跡） 
●文化的歴史的観光資源や寺社のお祭り・イベント等
に恵まれている 

●歴史ロマンの体験で心の癒しを叶える 
●｢大仏｣｢鹿｣｢阿修羅｣有名なキャラクター 

▲観光「もてなしの心」不足 
▲観光誘致の基本的な態度、姿勢が乏しい 
▲集客 
▲観光産業と収益性 
▲美しいと思わない観光地(風景) 
▲埋もれた観光資源の発掘 
▲「魅力」が観光に有効に活かされていない 
▲参加型観光がない、不足 
▲観光の魅力の不十分さ（夜は行くところなし） 
▲観光以外に市をアピールする物がない？ 
▲古くからの｢鹿と大仏｣のイメージ固定化、現代の観

光ニーズに応えていない 
▲観光の忙しいシーズンと暇なシーズンの差が大きい 
▲観光集客都市としては、観光インフラが貧弱 
▲安全な歩道が少ない、観光散策路・通学路、例）一

条通り 
▲外国人観光客対応(特にヨーロッパ・オセアニア) 
▲世界遺産の地上部を横断する民営鉄道の存在 
▲若者が魅力を感じるまち・店が少ない 

宿泊 

 ▲宿泊観光客の伸び悩み 
▲滞在型の観光都市でなく通過型(立ち寄り型)の観光

都市である 
▲大阪・京都に近く、購買力、宿泊が流出 
▲観光客が宿泊せず、金を落とさない。｢奈良市民もそれで

よいと思っている｣と思われている。 
▲宿泊設備が少ない 
▲若い人が泊まりやすいリーズナブルな宿泊設備が少

ない 
▲バックパッカー向きの宿が少ない 

土産・郷土料理 
 ▲魅力のある郷土料理や土産物が少ない(フードフェ

スティバルイベント、今行っている多く) 
▲おみやげ、メイドイン大阪が多い 

まちがコンパクト 
●観光密度が高い、近い 
 

 

情報発信 

情報発信 

 ▲情報が足りてない 
▲情報化が遅い 
▲奈良に住むことの意義・良さ・誇りが発信できてい

ない 
▲文化遺産のＰＲ不足、仏像など 
▲古くからの｢鹿と大仏｣のイメージ固定化、現代の観

光ニーズに応えていない 

情報発信の工夫 
 ▲世界への発信力にあまりアイデアがない 

▲平和への取り組みが鐘つき以外に何が？平和の伝え
方にもっと真剣にならなければ 

都市計画 

都市計画 
●崇高な理念が存在する 
●奈良は都市計画法での都市でなく国家の都 
 

▲都市計画の理念が明確ではない 
▲都市計画アンバランス 
▲都市計画ゾーン分け 

開発 

市街地整備の遅れ 

●都市開発が遅れていて、昔ながらのまちなみが残っ
ているところがある 

 

▲開発と環境保全 
▲市街地整備の遅れ 
▲文化財が多い、高い建物が建てられない、地下が掘りに

くい⇒都市開発が進まない 
▲空地にホテル計画は、位置づけは 
▲塩づけ土地がある 

インフラ 

施設 

●新幹線が来ていない 
 
 
 

▲都市計画限定された公園施設、プール撤去 
▲平城宮跡、奈良公園に清水の流れがない 
▲高架橋、歩道橋、その他工作物 
▲社会的インフラ、焼却場(ゴミ)、斎場(火葬場)が不

足、老朽化 
▲大阪等のごみ捨て場 
▲ＪＲ駅前が淋しい 

街路樹の管理  ▲奈良市の街路樹の剪定を考える 

 



 

第３分科会 活気あるまちづくり 

■ キーワードと魅力・悩み 

キーワード 意見分類 魅  力 悩  み 

産業 

産業 

製造業弱体 

働く場がない 

 ▲地場産業の衰退 
▲目立った産業がなく、税収に結びつかない 
▲誇る｢産業｣がない 
▲新産業創造力少ない 
▲市内に働くところが少ない 
▲製造業が弱体 
▲農業が減っている 

地元活力 

 ▲商業に対する予算が少ない 
▲隣接市の動き(大店設置)に無力すぎる 
▲特徴のない大規模な商業施設 
▲大阪・京都に近く、購買力、宿泊が流出 
▲地元商店街が衰退 
▲大仏商法からの脱却 
▲県内消費の拡大(外で稼いで外で使うのを内で使う) 

若者が楽しむ場所

がない 

 ▲若者が魅力を感じるまち・店が少ない 
▲娯楽施設が少ない 

観光 

観光 

●全国で有名 
●｢日本の始まり｣大きなブランド 
●観光資源が多い（名所・旧跡） 
●文化的歴史的観光資源や寺社のお祭
り・イベント等に恵まれている 

●歴史ロマンの体験で心の癒しを叶える 
●｢大仏｣｢鹿｣｢阿修羅｣有名なキャラクタ
ー 

▲観光「もてなしの心」不足 
▲観光誘致の基本的な態度、姿勢が乏しい 
▲集客 
▲観光産業と収益性 
▲美しいと思わない観光地(風景) 
▲埋もれた観光資源の発掘 
▲「魅力」が観光に有効に活かされていない 
▲参加型観光がない、不足 
▲観光の魅力の不十分さ（夜は行くところなし） 
▲観光以外に市をアピールする物がない？ 
▲古くからの｢鹿と大仏｣のイメージ固定化、現代の観光ニーズに応え
ていない 

▲観光の忙しいシーズンと暇なシーズンの差が大きい 
▲観光集客都市としては、観光インフラが貧弱 
▲安全な歩道が少ない、観光散策路・通学路、例）一条通り 
▲外国人観光客対応(特にヨーロッパ・オセアニア) 
▲世界遺産の地上部を横断する民営鉄道の存在 
▲若者が魅力を感じるまち・店が少ない 

宿泊 

 ▲宿泊観光客の伸び悩み 
▲滞在型の観光都市でなく通過型(立ち寄り型)の観光都市である 
▲大阪・京都に近く、購買力、宿泊が流出 
▲観光客が宿泊せず、金を落とさない。｢奈良市民もそれでよいと思ってい
る｣と思われている。 

▲宿泊設備が少ない 
▲若い人が泊まりやすいリーズナブルな宿泊設備が少ない 
▲バックパッカー向きの宿が少ない 

土産・郷土料理 
 ▲魅力のある郷土料理や土産物が少ない(フードフェスティバルイベ

ント、今行っている多く) 
▲おみやげ、メイドイン大阪が多い 

まちがコンパクト 
●観光密度が高い、近い 
 

 

文化・ 

伝統 

（伝統技術） 

伝統技術 

●消えそうな物づくりの伝統が残っている 
●伝統工芸が生き残っている 

▲伝統工芸の伸び悩み 
▲文化遺産のＰＲ不足、仏像など 

 

都市計画 

都市計画 

●崇高な理念が存在する 
●奈良は都市計画法での都市でなく国家
の都 

 

▲都市計画の理念が明確ではない 
▲都市計画アンバランス 
▲都市計画ゾーン分け 

開発 

市街地整備の遅れ 

●都市開発が遅れていて、昔ながらのまち
なみが残っているところがある 

 

▲開発と環境保全 
▲市街地整備の遅れ 
▲文化財が多い、高い建物が建てられない、地下が掘りにくい⇒都市開
発が進まない 

▲空地にホテル計画は、位置づけは 
▲塩づけ土地がある 

インフラ 

施設 

●新幹線が来ていない 
 
 
 

▲都市計画限定された公園施設、プール撤去 
▲平城宮跡、奈良公園に清水の流れがない 
▲高架橋、歩道橋、その他工作物 
▲社会的インフラ、焼却場(ゴミ)、斎場(火葬場)が不足、老朽化 
▲大阪等のごみ捨て場 
▲ＪＲ駅前が淋しい 

街路樹の管理  ▲奈良市の街路樹の剪定を考える 

 
 



 

第４分科会 人をつくるまちづくり 

■ キーワードと魅力・悩み 

キーワード 意見分類 魅  力 悩  み 

教育 

教育水準 

●教育水準が高い 
●教育水準が高く進学率高い 
 

▲公教育重視していない 
▲塾通いの子が多い 
▲大学・産業の受け皿が少ない、他地域への人の流出 
▲文化・教育などで大阪・京都に依存している部分が

ある 

子育て 
●伸び伸び(→のんびり？)とした子どもが育っている ▲子ども達の体力が低い 

▲青少年活動団体の支援を削減するな 

奈良の歴史・研究 
 ▲日本の歴史が奈良・奈良時代の研究がされていない 

▲国民が学ぶ教科書に奈良はネガティブに 
▲わかりやすい奈良の歴史書をだせ 

その他施設 
●美術館・博物館がある 
 

 

平和の伝え方 
 ▲平和への取り組みが鐘つき以外に何が？平和の伝え

方にもっと真剣にならなければ 

地域 

づくり 

・コミュニ

ティ 

コミュニティ 

人間関係 

●人と人のつながり 
●伝統行事が多く、それを支えるコミュニティが健在 
 

▲コミュニティない？あるかどうかわかりにくい 
▲住民の高齢化で住民コミュニティの継続が困難 
▲コミュニティの育成 
▲市民参加型の伝統的祭りがない 
▲地域社会では人間関係が希薄化している 
▲世代間交流がない 

地域活動 

 ▲地域活動推進の基盤整備 
▲地域団体の育成 
▲市民参画、協働まだまだこれから 
▲公民館が指定管理制になって地域の市民活動が出て

いない 

自治意識の低下 

 ▲みんなが自分のことだけ考える 
▲地域を支えあう生活意識の希薄 
▲地元の現状や将来に強い関心を持ち、まちづくりに

積極的に取り組んでいる人が多くない 

地域間交流 
 ▲西部・東部・南部地区との交流が少ない 

▲東部と西部が分断しているような感じ 
▲棲み分け、横のつながりが少ない 

市民意識 

人の気質 

保守的 

のんびり 

●信心深い人が多い 
●万葉歌 
●排他的ではない 

▲地域を支えあう生活意識の希薄 
▲保守的、遅れている 
▲独立心がない 
▲棲み分け、横のつながりが少ない 
▲東部と西部が分断しているような感じ 

市民自身が魅力を

知らない 

 ▲市民の歴史や伝統、世界遺産等に対する意識の低さ 
▲地域の魅力や価値に対して住んでいる人が無理解 
▲奈良に住むことの意義・良さ・誇りが発信できてい

ない 
▲住宅都市の意識が強くて観光都市の意識がない 
▲身近な文化財への認識がうすい 

関心低い（市政・環

境問題等） 

 ▲環境問題に対する意識がまだまだ低い 
▲行政に対する信頼度 
▲奈良在住大阪府民が多い(市政に無関心) 
▲市民の将来期待感が低い 

人材を 

生かす 

人生かし 

きれていない 

 ▲老春パス、老人を外に出そう 
▲市がまちの人材をコミュニティ生かしていない 
▲住民の高齢化で住民コミュニティの継続が困難 
▲若い人達の意見を聞くべき(会議で) 

協働  ▲市民参画、協働まだまだこれから 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

第５分科会 住みやすいまちづくり 

■ キーワードと魅力・悩み 

キーワード 意見分類 魅  力 悩  み 

安全・安心 

（安全 

・防災） 

自然災害 
●自然災害が少ない(盆地の良さ) 
●地震や水害等の備えが出来ている 

▲地震火災や自然災害への備えが十分でない(災害に
強いまちづくり) 

防災 ●世界遺産を活かした防災まちづくり  

治安 
●治安が良く、子ども・女性にも安心 
●犯罪が少ない 

 

安心（高齢者対策・

人柄等） 

●高齢者優遇策無料バス等 
●奈良サポートネットがある 
●市民の人柄が暖かい 
●行政の対応が良い 

 

住環境 
住みやすさ 

●大阪神戸京都と近く、通学・通勤・買物に便利 
●近隣の他都市と比較すると｢住みたいまち｣である可
能性を有する 

●夜が早い、そして静か 
●住環境が良い(便利・物価も)自然豊か 
●人口流入ない、いいかも、住みやすい 
●都市の規模が大きすぎない 
●高い建物が少ない 
●歴史遺産も多く、自然環境にも恵まれた良好な住環境 
●まちが小さく、すぐ田園地域や森林に行ける 

 

ベッドタウン 
●奈良市は出稼ぎでもっている(ベッドタウン化、他県
に働きに行っている) 

▲奈良在住大阪府民が多い(市政に無関心) 
 

交通 

交通利便性 
●大阪・京都へ交通が便利 
 

▲近鉄駅前送迎者用場所ない 
▲物流アクセスが悪い 

人・自転車にやさし

くない 

 ▲道路が狭い（歩道のないところがある） 
▲自転車にやさしい道ではない 
▲歩道などに放置された自転車・植栽の管理  
▲弱者に優しいまちづくりが不十分（例：歩道に傾斜多い 
▲交通自転車レーンや駐輪場が少ない 

公共交通 
 ▲公共交通の弱体化 

▲周辺のバス路線が衰退 

渋滞 

 ▲道路渋滞 
▲休日の交通渋滞 
▲交通マイカーが多すぎる 
▲都心、自動車に寛容すぎる 

道路標識 
 ▲交通・観光道路標識や案内板が少ない 

▲道路標識がない、わかりにくい 

観光ルート 
 ▲観光ルートがわからない 

▲散歩・遊歩の楽しい「みち」「まちなみ」を 

道路建設 
 ▲道路建設優先 

▲世界遺産の下に道路を通すのは世界中でここだけでは！ 

生活環境 

意外と便利 
●連携できる特徴ある近接都市の存在(京都(学研都市
含む)、大阪、神戸、和歌山) 

 

表示・町名 
 ▲町名の表示が少ない 

▲歴史ある町名をかえるな 

下水処理・廃棄物処

理・斎場等 

●ごみや下水の処理が適切である 
 

▲ゴミ問題、廃棄物 
▲社会的インフラ、焼却場(ゴミ)、斎場(火葬場)が不

足、老朽化、葬式が不便 

楽しむところ・広

場・遊び場 

 ▲若者の楽しみ少ない 
▲娯楽施設が少ない 
▲学校など公共施設の開放 
▲奈良公園は広いが楽しむことができない(鹿の糞や

おしっこで臭い) 
▲子どもの遊び場が少ない、減った 
▲地域の自然で遊ぶ場が少ない 
▲スポーツやレクリエーションの楽しむところが不足 
▲プール 

地球環境 
自然保全・自然破壊

 ▲環境問題に対する意識がまだまだ低い 
▲自然破壊を止める方法が市民にない 
▲地球温暖化対策が不十分、国の中期目標(温室効果ガ

ス 25％削減)への地方自治体の対応 
▲自然の保全の担当課がない 

交通渋滞 
 ▲交通渋滞が多い 

▲観光シーズンでの乗用車の混雑 

都市計画 

都市計画 
●崇高な理念が存在する 
●奈良は都市計画法での都市でなく国家の都 
 

▲都市計画の理念が明確ではない 
▲都市計画アンバランス 
▲都市計画ゾーン分け 

開発 

市街地整備の遅れ 

●都市開発が遅れていて、昔ながらのまちなみが残っ
ているところがある 

 

▲開発と環境保全、市街地整備の遅れ 
▲文化財が多い、高い建物が建てられない、地下が掘りに

くい⇒都市開発が進まない 
▲空地にホテル計画は、位置づけは 
▲塩づけ土地がある 

インフラ 

施設 

●新幹線が来ていない 
 
 
 

▲都市計画限定された公園施設、プール撤去 
▲平城宮跡、奈良公園に清水の流れがない 
▲高架橋、歩道橋、その他工作物 
▲社会的インフラ、焼却場(ゴミ)、斎場(火葬場)が不

足、老朽化 
▲大阪等のごみ捨て場 
▲ＪＲ駅前が淋しい 

街路樹の管理  ▲奈良市の街路樹の剪定を考える 



 

第６分科会 市民と行政とのまちづくり 

■ キーワードと魅力・悩み 

キーワード 意見分類 魅  力 悩  み 

行政運営 

 

財政 

●通勤に便利で外での稼ぎから税収が入る 
 

▲個人の税負担は大きい 
▲税収の減少（大企業がない、人口の減少） 
▲サラリーマンが退職して、年金生活者が増えている 
▲市政の健全化(赤字財政解消) 
▲お金はないと行政は言う 

その他行政運営 

 ▲公用車はエコカーにすべき 
▲縦割り行政の弊害 
▲職員自らが収益を考えない、法令履行のチェックな

し 
▲市職員の業務革新 
▲成長戦略の欠落、総バナ的事業 
▲塩漬けの土地 
▲自然の保全の担当課がない 
▲公民館が指定管理制になって地域の市民活動が出て

いない 

市議会・審議会 
 ▲市議会運営がよくわからない、不透明 

▲各審議会を透明に 
▲議員の素質に疑問がある 

人材を 

生かす 

人生かし 

きれていない 

 ▲老春パス、老人を外に出そう 
▲市がまちの人材をコミュニティ生かしていない 
▲住民の高齢化で住民コミュニティの継続が困難 
▲若い人達の意見を聞くべき(会議で) 

協働  ▲市民参画、協働まだまだこれから 

情報発信 

 

情報発信 

 ▲情報が足りてない 
▲情報化が遅い 
▲奈良に住むことの意義・良さ・誇りが発信できてい

ない 
▲文化遺産のＰＲ不足、仏像など 
▲古くからの｢鹿と大仏｣のイメージ固定化、現代の観

光ニーズに応えていない 

情報発信の工夫 
 ▲世界への発信力にあまりアイデアがない 

▲平和への取り組みが鐘つき以外に何が？平和の伝え
方にもっと真剣にならなければ 

 

 



計画の名称 資料 市ホームページ

全般
奈良市第3次総合計画【後期基本計画】
奈良市第3次総合計画【後期基本計画】実施計画

あり あり

市町村合併関連 新市建設計画 あり あり

安心・安全 奈良市安全安心まちづくり基本計画 あり あり

奈良市地域防災計画 あり あり

奈良市耐震改修促進計画 あり あり

奈良市国民保護計画 あり あり

文化・文化財 文化 奈良市文化振興計画 あり あり

奈良市地域福祉計画 あり あり

奈良市次世代育成支援行動計画 あり あり

老人保健福祉計画及び第4期介護保険事業計画 あり あり

奈良市障がい者福祉基本計画（障害福祉計画含む） あり -

奈良市21健康づくり あり あり

奈良市食育推進計画 あり あり

食品衛生 奈良市食品衛生監視指導計画 あり

奈良市環境基本計画 あり -

奈良市生活排水処理基本計画 あり あり

奈良市水道事業中長期計画 あり あり（水道局HP）

奈良市都市景観形成基本計画 あり あり

（仮称）奈良市景観計画 - 策定経過あり

奈良市街路景観美化整備計画（計画編）報告書 あり -

緑の基本計画 - 策定経過あり

交通 奈良市交通安全計画 あり あり

第５期分別収集計画 あり あり

奈良市一般廃棄物処理基本計画 あり あり

一般廃棄物処理実施計画 あり -

奈良市地域循環型社会形成推進地域計画 あり -

新奈良ブランド開発計画 あり あり

観光交流推進計画 - 策定経過あり

奈良市中心市街地活性化基本計画 あり あり

農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想 あり -

都市計画マスタープラン あり あり

緑の基本計画（再掲） - 策定経過あり

奈良市教育ビジョン あり あり

奈良市小中一貫教育基本計画 あり
あり（まなび・かがやき

ネット）

奈良市学校規模適正化実施方針
中学校区別実施計画（案）

あり あり

奈良市子ども読書活動推進計画 あり あり

奈良市人権文化推進計画 - あり

よりそい高めあうために
～奈良市人権教育推進についての指針～

あり あり

奈良市男女共同参画計画実施計画 あり -

奈良市行財政改革大綱
奈良市行財政改革実施計画

あり あり

土地開発公社の経営の健全化に関する計画 あり あり

http://www.city.nara.nara.jp

http://www.h2o.nara.nara.jp/

http://www.naracity.ed.jp/

　※今後策定する予定の計画は斜字で表記しています。

観光・商工

　※「資料」欄が「あり」のものは、会議室内に冊子を置いていますので、自由にご覧ください。

市政全般

平成21年12月現在奈良市の計画一覧（分野ごと）

安全安心・防
災・消防

健康健康・保健・
食品衛生

防災

分野

都市計画

人権

教育

環境・景観・
交通・ごみ

景観

ゴミ

都市計画・
開発

観光

商工等

環境

　・奈良市ホームページ　　

　・まなび・かがやきネット

　・奈良市水道局ホームページ

福祉福祉

財政・行財政 行財政

人権・男女共同
参画

教育

男女共同参画



その他資料

分野 計画の名称 資料 市ホームページ

統計なら　2008年版 あり あり

市政概要　平成21年度（2009年度） あり -

市民意識調査 奈良市民意識調査報告（抜粋） あり あり

良好な住環境の形成による定住の促進（都市の持つ
付加価値を高め、定住人口の増加をめざす方策）に
ついての提言

あり あり

奈良市次期総合計画策定の方針に関する報告書 あり あり

近隣コミュニティ形成に向けての提言 あり あり

奈良観光振興の基本方針と早急に取組むべき対策
に関する提言

あり あり

協働型社会形成部会　報告書（提言） あり あり

平城遷都1300年記念事業に向けての「文化観光集客
都市づくり」について（提言）

あり あり

行財政改革推進に関する建議 あり あり

社会潮流分析 あり あり

将来フレームの検討 あり あり

上位計画・関連計画の整理 あり あり

市民アンケート あり あり

中学生アンケート あり あり

平成20年度　審議会等委員の選任状況調 あり -

行政資料コーナーの閲覧用資料一覧 あり あり

奈良県少子化実態調査結果報告書　2009年3月 あり あり

奈良市次期総合計画
基礎調査　成果品
（平成20年度実施）

奈良市都市経営戦略
会議からの提言

統計資料

　※「資料」欄が「あり」のものは、会議室内に冊子を置いていますので、自由にご覧ください。

その他資料

平成21年12月現在



参考資料 奈良市ホームページの紹介（ http://www.city.nara.nara.jp/ ） 

 
①：総合計画に関する様々なコンテンツへの入口です。（まちづくり市民会議の会議録等もこの中にあ

ります。総合計画 → 第４次総合計画 → まちづくり市民会議 の順にクリックしてください。） 
②：現在策定中の条例や計画に関するコンテンツへの入口です。 
③：奈良市の人口や統計資料に関するコンテンツへの入口です。（「統計なら」の内容もこの中にあり

ます。） 
④：奈良市の条例や規則の検索画面への入口です。 

他にも、様々な情報が公開されています。ぜひご活用ください。 

① 

② 

③ 

④ 

例えば…… 
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