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「平城宮跡歴史公園「平城宮跡歴史公園「平城宮跡歴史公園「平城宮跡歴史公園    県営公園区域県営公園区域県営公園区域県営公園区域    基本計画（案）」基本計画（案）」基本計画（案）」基本計画（案）」にににに対するパブリックコ対するパブリックコ対するパブリックコ対するパブリックコ

メントメントメントメント結果結果結果結果    

    

1. パブリックコメントの実施概要  （１）『平城宮跡歴史公園 県営公園区域 基本計画（案）』への意見募集の呼びかけ 『平城宮跡歴史公園 県営公園区域 基本計画（案）』（以下、「計画（案）」とします。）について令和 2 年 10 月 1 日（木）から 10 月 31 日（土）までの 3１日間（郵送分は、10 月 31 日の消印有効）にわたり、パブリックコメント（意見募集）を行いました。 実施にあたっての意見募集の呼びかけは、以下のように行いました。  ① 周知用チラシ（概要版）の配布 関係機関の協力を得て、下記の場所において周知用チラシ（概要版）の配布を行いました。 ＜県関係施設＜県関係施設＜県関係施設＜県関係施設＞＞＞＞    ・奈良県庁（県政情報センター、平城宮跡事業推進室、文化財保存課） ・土木事務所（奈良土木事務所） ・総合庁舎（奈良県郡山総合庁舎） ・県民お役立ち情報コーナー（県内 4 箇所） 県立図書情報館（奈良市）、奈良県産業会館（大和高田市）、橿原総合庁舎（橿原市）、 吉野町中央公民館（吉野町） ・県立都市公園（県内 9 箇所） 平城宮跡歴史公園朱雀門ひろば（奈良市）、奈良公園事務所（奈良市）、 大和民俗公園（大和郡山市）、馬見丘陵公園（広陵町、河合町）、 うだアニマルパーク（宇陀市）、大渕池公園（奈良市）、県営福祉パーク（田原本町）、 橿原公苑（橿原市）、まほろば健康パーク（大和郡山市） ・その他施設（県内 2 箇所） 奈良公園バスターミナル（奈良市）、奈良県コンベンションセンター（奈良市） ＜奈＜奈＜奈＜奈良市関係施設良市関係施設良市関係施設良市関係施設＞＞＞＞    ・奈良市役所（都市計画課、公園緑地課、文化財課）、都跡地域ふれあい会館 <<<<平城宮跡内施設平城宮跡内施設平城宮跡内施設平城宮跡内施設>>>>    ・平城宮いざない館（国） ・復原事業情報館（国） ・平城宮跡資料館（奈良文化財研究所） ・遺構展示館（奈良文化財研究所） ・東院庭園（奈良文化財研究所） ＜その他関係施設＜その他関係施設＜その他関係施設＜その他関係施設＞＞＞＞    ・国営飛鳥歴史公園事務所(明日香村)  なお、チラシには、料金受取人払い方式の「ご意見受付ハガキ」を含んでおり、切り取って配布できるような形としました。（チラシ総数 2,500 部） 
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 ② ホームページ 奈良県平城宮跡事業推進室ホームページにリンクを表示し、専用ページから「計画（案）」についての意見募集の呼びかけを行いました。 ホームページからは、専用のメール送信フォームを利用して意見を送付できるような形としました。  ③ その他 報道発表については、令和 2年 10月 1 日（木）に、奈良県政・経済記者クラブ、奈良県文化教育記者クラブに対して、資料を配布しました。 また、県広報誌「県民だより奈良 10 月号」に掲載し、広報を行いました。 加えて、様々な年代の方からご意見をいただけるよう、県内外の大学・大学院を通じて学生に情報提供するとともに、「平城京天平祭・秋」において、イベント来場者に周知用チラシを配布しました。            （２）計画（案）への意見提出方法 ご意見の収集方法は、以下のとおりです。 ① 郵送 周知用チラシ（概要版）に添付のハガキを切り取って送付。 ② ＦＡＸ 周知用チラシ（概要版）をそのまま送信。 ③ 意見募集フォーム 奈良県ホームページ内にある意見募集フォームにご意見を記載して送信。   

「平城京天平祭・秋」での配布の様子 
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2. パブリックコメントの結果  （１）応募数 期間中に 39通のご意見をお寄せいただきました。  （２）ご意見の分類 お寄せいただいたご意見を「計画(案)」の項目別に分類すると、以下 96 件になりました。 なお、ご意見提出時に選択いただいた「表題」は、内容により再分類しています。 意見区分 意見数 1.平城宮跡の概況 0 2.基本理念及び基本方針 4 3.導入すべき機能 0 4.公園区域 0 5.空間配置計画  ①ゾーンニング 10        ②基本動線 9 6.利用・整備計画 ①基本的考え方  5        ②各エリアにおける利用・整備方針と主要施設 42          ③エリア横断的な施設の整備方針 6 7.管理・運営方針 ①基本的考え方 2          ②運営の方針 7          ③維持管理の方針 0          ④管理・運営体制 0 8.段階整備方針 0 9.周辺整備の方向 5 ○その他 6 意見総数 96             
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（３）応募者の内訳 ① 応募媒体 意見の応募媒体としては、奈良県ホームページの意見募集フォームからの応募が全体の約７割近くを占め、郵送での応募は約３割でした。  
     ② 性別 性別は、男性が 67％と 6 割以上を占め、女性は 33％でした。           ③ 年齢層 年齢層は、70 代以上が 26％、60 代が 23％、40 代、50 代が 18％と多くの割合を占めました。             

応募数 比率意見募集フォーム 26 67%郵送 13 33%ＦＡＸ 0 0%合計 39 100% 意見募集フォーム67%郵送33%
ＦＡＸ0%

応募数 比率男性 26 67%女性 13 33%合計 39 100% 男性 67％女性 33％

応募数 比率10代以下 0 0%20代 2 5%30代 4 10%40代 7 18%50代 7 18%60代 9 23%70代以上 10 26%合計 39 100%
10代以下0%20代5％ 30代10％40代18％50代18％60代23％

70代以上26％
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④ 居住地 居住地は、地元である奈良県・奈良市が８割以上を占めましたが、京都府や大阪府などの近畿圏内や東京都からもご意見が寄せられました。           ※奈良県内は奈良市以外の市町村、近畿圏内は 奈良県以外の府県、その他は近畿圏以外    
奈良市内54％奈良県内30％

近畿圏内10％その他 3％ 不明 3％応募数 比率奈良市内 21 54%奈良県内 12 30%近畿圏内 4 10%その他 1 3%不明 1 3%合計 39 100%
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3. お寄せいただいたご意見の概要とご意見に対する奈良県の見解・対応  お寄せいただいたご意見の概要とご意見に対する奈良県の見解・対応は以下のとおりです。     
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２．基本理念及び基本方針 ●基本理念及び基本方針の表現が分かりづらい （2） 番号番号番号番号    頂いたご意見の概要頂いたご意見の概要頂いたご意見の概要頂いたご意見の概要 ご意見に対する考え方ご意見に対する考え方ご意見に対する考え方ご意見に対する考え方    
1 

記載の表現は、市民感覚から申し上げて、表現が固すぎて、わかりづらく、愛着もわかない。次のような言い回しにに変更できないか？ 基本理念 “奈良時代を今に感じる”空間の創出 基本方針 ■特別史跡・世界遺産として適切に保存・活用する ■古代国家の歴史や文化を体感・体験する ■古都奈良の歴史・文化を知る拠点を創る ■多様な主体が利活用しやすい空間を創る 

・基本理念及び基本方針は、平成 20 年に策定された「公園基本計画」に則したものであり、その実現に向けて整備していきます。 ・多様な来園者の誰もが楽しめる公園となるよう計画します。（基本計画(案)P7） ・公園整備にあたっては、基本理念及び基本方針に定めた内容を実現するため、国と連携し、図 6「基本計画平面図」に示す整備を目指します。（基本計画(案)P22） 2 県営エリアの公園は、何を以てその目的が達成されるのか、そこまで完成したら平城宮跡事業が落成となるのか、将来のビジョンがわかりにくい。  ●国際的な観光拠点とすることへの期待 （1） 番号番号番号番号    頂いたご意見の概要頂いたご意見の概要頂いたご意見の概要頂いたご意見の概要 ご意見に対する考え方ご意見に対する考え方ご意見に対する考え方ご意見に対する考え方    
3 

基本方針や空間配置計画全体について「国際的に魅力のある新しい観光拠点となることを目指す」ことを明確にすべきではないか。 事由 （１）大極殿を筆頭に今後復原施設の維持メンテナンスに巨額の費用が継続的に発生する。観光収入で自主財源を確保する必要がある。 （２）教育・学習効果の実を上げるためにも、国内外から多数の来場者を迎えることが必要。 （３）復原施設・建物があるだけでは観光資源としては不十分。「宝の持ち腐れ」にしないことが重要。 

・同上 

 ●多く存在する資料館等の施設を縮小や統一をすべき （1） 番号番号番号番号    頂いたご意見の概要頂いたご意見の概要頂いたご意見の概要頂いたご意見の概要 ご意見に対する考え方ご意見に対する考え方ご意見に対する考え方ご意見に対する考え方    4 多く存在する既設の資料室について、縮小や統一をすべき。 ・基本方針に記載のとおり、特別史跡・世界遺産である歴史・文化資産として適切な保存・活用を行うため、必要な施設を整備しています。（基本計画(案)P7） 

※（カッコ）内は分類を行った意見数です。 
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５．空間配置計画 ①ゾーンニング ●多目的エリアに建物は必要ない （4） 番号番号番号番号    頂いたご意見の概要頂いたご意見の概要頂いたご意見の概要頂いたご意見の概要 ご意見に対する考え方ご意見に対する考え方ご意見に対する考え方ご意見に対する考え方    5 建物は遺構を壊すうえ、平城宮のスケールを感じさせるためには、建物がない方がよい。 ・公園の歴史的景観に最大限に配慮しつつ、さらに価値を高めるような施設整備に取り組んでまいります。 ・今回追加する県営公園区域は、平城宮跡の正面玄関及び奈良観光の玄関口として、公園全体の利用、管理・運営の拠点及び歴史・文化交流並びに観光ネットワーク拠点を持ったゾーンとするとともに、朱雀大路の規模を体感し、平城京内から平城宮正門の朱雀門に至るシンボリックな軸を強調し、往時の平城京のスケールを感じさせる広がりのある空間形成を行います。 （基本計画(案)P11） ・来園者の利便性、快適性を満たすためには、様々な施設が必要です。利用サービス施設は需要予測に基づき必要量を算定するとともに、計画上の意義を検討し、利用・管理面から評価を行ったうえで、既存施設も有効活用しながら計画します。（基本計画(案)P14） 

6 貴重な文化遺産である平城宮跡を人工物で汚すこと自体に反対。昔(50～60 年前)から同宮跡を見てきたが、安物のパ―クのようになってしまい、さらに高床式の建造物を建てるなど愚の骨頂。 7 世界に誇る本物が実在している。しかも機能しているのに何故偽物を作るのか？ 奈良は本物で勝負できているのに、何故に陳腐な建築物を増やしたいか真意がわからない。 
8 新しく巨大な建造物を公園の遺跡があるところに建てる事は反対。お金がかかりすぎ。今のままで良い。 

 ●往時を感じさせる施設整備をすべき （5） 番号番号番号番号    頂いたご意見の概要頂いたご意見の概要頂いたご意見の概要頂いたご意見の概要 ご意見に対する考え方ご意見に対する考え方ご意見に対する考え方ご意見に対する考え方    9 ここを巡ると次第に奈良時代へ誘なわれる、期待感が高められる景観を創出する。 ・今回追加する県営公園区域は、平城京内から平城宮正門の朱雀門に至るシンボリックな軸を強調し、往時の平城京のスケールを感じさせる広がりのある空間形成を行います。 （基本計画(案)P11） ・いただいたご意見を参考にしながら検討を進めてまいります。 10 今回の整備区域からは大極殿の遠望は望むべくもなく、朱雀門さえも遠ざかるため、来訪者からは平城宮跡のすぐそばにいるという印象は、非常に希薄だと考えらる。空間の広大さを感じさせ、かつ天平時代のエキゾチックで華やかな印象を与える工夫が必要。 11 多目的エリアについて、建造物については是非「天平の甍」を少しでも感じられることが望まれる。 



9  

12 観光集客を目指すなら、大切な本物の奈良時代の遺物と条坊を残すような復原をなされることを望む。特に、②多目的エリアは交通渋滞の元にもなる。 13 朱雀大路が拡がり、往時をしのぶ空間が確保されたことは評価できる。しかし、駐車場や便益施設などが多目的エリアに整備されては、せっかくの広々とした空間を意味のないものになる。往時をイメージできる空間にしてもらいたい。  ●外周ゾーンは田園風景に親しむ場所にすべき （1） 番号番号番号番号    頂いたご意見の概要頂いたご意見の概要頂いたご意見の概要頂いたご意見の概要 ご意見に対する考え方ご意見に対する考え方ご意見に対する考え方ご意見に対する考え方    14 外周ゾーンは田園風景に親しむ場所に。水田を眺められる場所にベンチを設置してほしい。昔の人が食べていた古代米や雑穀を植えれば、苗の状態から観察できてよい。もち米を植えて餅つきイベントをするのもよいと思う。 
・外周ゾーンについては、平成 20 年に策定された「公園基本計画」の内容を踏襲しています。 （基本計画(案)P10） ・いただいたご意見を参考に、国とも連 携しながら検討を進めてまいります。                       
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５．空間配置計画 ②基本動線 ●今回追加する県営公園区域と既存区域をつなぐ歩行者動線を確保すべき （4） 番号番号番号番号    頂いたご意見の概要頂いたご意見の概要頂いたご意見の概要頂いたご意見の概要 ご意見に対する考え方ご意見に対する考え方ご意見に対する考え方ご意見に対する考え方    15 安全確保と利便性向上、そして交通渋滞緩和を図るため、朱雀門のある既存エリアと新規整備エリアをつなぐ陸橋または地下通路が必要。 ・今回追加する県営公園区域は、既存公園区域に不足する機能を補う役割もあることから、北と南を結ぶ歩行者動線は重要であると考えており、図 4 に明記します。（基本計画(案)P13） ・いただいたご意見を参考にしながら 検討を進めてまいります。  16 大宮通りを渡る陸橋を整備してほしい。景観を害さず、天平文化を思わせかつ近代的なつくりにしてほしい。大宮通りの歩行者信号は、待ち時間が長すぎる。 17 今回の整備区域と朱雀門エリアとの通行を考えてほしい。 18 主要地方道奈良生駒線(大宮どおり)について、平城宮跡の西端から東端までの間を地下化することが望ましいと考える。なお、道路の地下化が困難な場合は、次善の策として、南北に地下歩道を設置すること希望する。  ●大宮通り両方向から進入できる公園にすべき （1） 番号番号番号番号    頂いたご意見の概要頂いたご意見の概要頂いたご意見の概要頂いたご意見の概要 ご意見に対する考え方ご意見に対する考え方ご意見に対する考え方ご意見に対する考え方    19 大宮通りの大阪方面行き・奈良方面行き両方から進入できる公園にしてほしい。いまの県営エリアへは、進入が不便。 ・今回追加する県営公園区域は、大宮通り大阪方面行き車線から進入できる公園ですので、既存の公園と併せ、両方向からの進入が可能となります。 （基本計画(案)P13）               
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●園内の移動手段を充実すべき （4） 番号番号番号番号    頂いたご意見の概要頂いたご意見の概要頂いたご意見の概要頂いたご意見の概要 ご意見に対する考え方ご意見に対する考え方ご意見に対する考え方ご意見に対する考え方    20 エリア内広いので、自動運転ぜひ！ ・広大な園内を効率よく移動できるよう、自転車及び電気自動車などの園内交通システムの動線を設けます。 （基本計画(案)P12） ・広い公園ですので、いただきましたご意見も含め、来訪者の移動環境の充実が必要と考えており、「移動環境の向上」を追記します。 （基本計画(案)P18） ・いただいたご意見を参考にしながら 検討を進めてまいります。  
21 平城宮跡にやってきたバス運転手などには無料で自転車を貸し出す。平城宮跡の近くは飲食店が多いので、自転車があれば行動範囲が広がり、近隣の飲食店の利用につながる。 22 「レンタサイクル」を行うのであれば、大きく明示して場所をわかるようにしてほしい。 
23 "往時のスケールを感じる空間づくり"という点は、平城宮跡という大規模な歴史公園ならではの良さをさらに生かした計画だと思う。しかし、今ですら歴史体験学習館や資料館などの学習施設、復原建物同士の距離が遠く、アクセスが良くない。国営公園、県営公園が相互作用して、歴史学習を深められるような連携がもっとされていくべきだと感じます。                     
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６．利用・整備計画 ①基本的考え方 ●発掘調査の結果を踏まえ計画すべき （5） 番号番号番号番号    頂いたご意見の概要頂いたご意見の概要頂いたご意見の概要頂いたご意見の概要 ご意見に対する考え方ご意見に対する考え方ご意見に対する考え方ご意見に対する考え方    
24 計画地は、平城宮の南に近く、奈良時代には一等地で、宮外役所や高官の屋敷などがあったことが想定される。計画作成に先だって、まず発掘調査が必要で、その成果をふまえて構想を練るべき。構想を練る段階では、広く県民の意見を聞くべき。 

・いずれの施設整備を行う場合も、遺跡の保存を前提とし、併せて現況の自然的環境や地形、宮跡の雰囲気を損なうことのないよう景観に配慮します。 ・遺構表示等については、現在未発掘の箇所において新たな発掘成果が得られた場合を含め、その活用、効果を検討、吟味した上で、十分な調査研究に基づき実施します。 （基本計画(案)P14）  25 平城宮跡南側地区は、当時のいわば一等地であり、重要な遺構の存在が予想される。せっかく公有地化したので、まずは発掘調査をていねいに行い、その成果に基づいた土地利用を考えるべき。 

26 ここは平城京跡の大切な遺構が残っている場所だと思うので、全面発掘調査が必要。発掘された埋蔵遺構によって、専門家の意見と県民の多くの意見を参考に、本当に活用すべき整備計画を企画すべきと思う。 

27 発掘調査の前に整備計画を検討するのは不適切。まず発掘調査を完了させてから、調査でわかった当時の区画の性格と、出現した遺構の価値を基本において、整備計画を検討すべき。 28 県営公園区域基本計画（案）に反対。平城京の条坊と条里のあったところであり、大変重要なエリア。先ずは最初にすべきことは全面発掘をすることだと思う。          
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６．利用・整備計画 ②各エリアにおける利用・整備方針と主要施設 ●朱雀大路保全エリアを往時（朱雀大路）の幅員とすべき （4） 番号番号番号番号    頂いたご意見の概要頂いたご意見の概要頂いたご意見の概要頂いたご意見の概要 ご意見に対する考え方ご意見に対する考え方ご意見に対する考え方ご意見に対する考え方    
29 「朱雀大路保全エリア」として、「往事の平城京のスケールを感じさせる広がりのある空間形成を行う。」という計画には全面的に賛成。大路の東側半分は民家が建つために、大路の完全復元は難しいが、一部復元と完全復元とではまったくスケール感の感じ方は変わってくると思う。 

・平成 29年に平城宮跡歴史公園の南側に おいて積水化学工業(株)から工場移転の 意向が示されたことから、跡地活用に関 する検討の場を設け協議した結果、令和 2 年 3月に、積水化学工業(株)、奈良県、奈 良市の 3 者は『平城宮跡歴史公園南側「積 水化学工業(株)所有地」における跡地活 用に関する覚書』を締結し、跡地での公園 整備事業について合意しました。 （基本計画(案)P1） ・そのため、この区域を今回は、県営公園 区域に追加するものです。  
30 県営公園の線引きに当初からフル朱雀大路範囲を含めて、将来、三條通りまでの朱雀大路完全復元の道を確保すべきではないか。 31 朱雀大路保全エリアは、東側に隣接する民有地も含め往時の朱雀大路をカバーできるような都市計画とし、段階的に整備してはどうか。 32 朱雀大路保全エリアについて、朱雀大路を往時の幅員で三条通りまで広げて復原するのがよいと思う。  ●朱雀大路保全エリアはコアジサシが営巣しやすい場所にすべき （1） 番号番号番号番号    頂いたご意見の概要頂いたご意見の概要頂いたご意見の概要頂いたご意見の概要 ご意見に対する考え方ご意見に対する考え方ご意見に対する考え方ご意見に対する考え方    33 朱雀大路保全エリアはコアジサシが営巣しやすい場所にするのがよい。 ・朱雀大路保全エリアは、朱雀大路の遺構部分を将来世代に引き継ぐよう保全したいと考えています。 （基本計画(案)P18）              
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●大宮通りと三条通りを連絡する道路の整備をすべき （2） 番号番号番号番号    頂いたご意見の概要頂いたご意見の概要頂いたご意見の概要頂いたご意見の概要 ご意見に対する考え方ご意見に対する考え方ご意見に対する考え方ご意見に対する考え方    34 今回確保できる朱雀大路を、そのまま車両通行できる一般道路として三條大路と結ぶことにより、公園内駐車場への出入りを確保し、朱雀門ひろばのターミナルの活用が増進するのではないか。 ・広い公園ですので、いただきましたご意見も含め、来訪者の移動環境の充実が必要と考えており、「移動環境の向上」を追記します。 （基本計画(案)P18）  ・今後、具体的な検討を実施します。 35 大宮通りと三条通りは普段から渋滞が起こりやすく、かつ南北を移動できる幹線道路を同地域に少ないため、多目的エリア内に大宮通りと三条通りを南北に結ぶ連絡道路を整備する必要性がある。  ●便益施設等を充実して欲しい（11） 番号番号番号番号    頂いたご意見の概要頂いたご意見の概要頂いたご意見の概要頂いたご意見の概要 ご意見に対する考え方ご意見に対する考え方ご意見に対する考え方ご意見に対する考え方    36 交通と飲食は、'たくさん''長い時間'来てもらうためにとても大事と思う。奈良では、実はおいしい店とか食材が多くあるので、手軽に楽しめる店を集積させてほしい。一年中シェフェスタみたいな。 
・来訪者のアメニティ向上のため、便益施 設を整備します。（基本計画(案)P18）  ・多くのアイデアを頂きましたので参考に させていただき、たくさんの方に楽しん でいただける便益施設を計画いたしま す。 ・また、ご意見のとおり、民間活力を活 用して効率的な管理・運営を実施するこ とは重要ですので、「事業の公益性に配慮 しながら民間活力の導入を検討する」を 追記します。（基本計画(案)P23） 

37 散歩の顧客を対象に、朝早くから開いている施設があってもいい（モーニング・カフェ含む）。 38 スターバックス・コーヒーのようなメジャーなカフェで朱雀門や遣唐使船を見ながらお茶をすることこそ、県民が真に求めている憩いだと思う。 39 コンビニや ATM、コインランドリーのような機能の施設が、公園の中にあってもいい。 40 ターミナルに自動販売機が置かれると思うが、サービスエリアにあるようなミル・ドリップ式のコーヒー、ドリンクを飲んでみたい。 41 団体客（教育旅行を含む）の昼食場所が必要では。昼食のメニューには工夫を凝らして欲しい。 42 販売される商品の価格帯は、抑えたものにしてほしい。庶民でも買いやすいものを多く取り扱ってほしい。 43 便益施設は、園内に加え、周辺施設も含め需給バランスにあった整備をすべき。 
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44 地元の農産物が買える道の駅を作ってほしい。 45 物販店や地元住民も利用できる「コストコ」的な店やアウトレットモールも併設できればありがたい。地元住民も一緒に楽しめる施設にしてほしい。 46 スーパーマーケット、ドラッグストアなどを柔軟に併設してほしい。  ●駐車場の整備への期待 （9） 番号番号番号番号    頂いたご意見の概要頂いたご意見の概要頂いたご意見の概要頂いたご意見の概要 ご意見に対する考え方ご意見に対する考え方ご意見に対する考え方ご意見に対する考え方    47 多目的エリアの休憩施設、便益施設等は必要最小限にとどめ、駐車場等の充実を図るような計画としてほしい。駐車場等では、レンタサイクルでの宮跡周遊や、サイクリストの奈良周遊の拠点となるよう配慮された施設計画とされたい。 
・多目的エリアには、来訪者の利便性を満 たすよう、駐車場を整備します。 （基本計画(案)P18）  ・いただいたご意見を参考にしながら 検討を進めてまいります。  48 春秋の学習旅行シーズンは現在の駐車スペースでは不足し、周辺に渋滞を引き起こしかねないため、特に大型バスの駐車スペースを十分に確保すべき。 49 駐車場がいい。施設へ行ったり、イベントへ行く時、交通面でいつもなやむ。 50 駐車場が少ないので、駐車場も必要とは思う。 51 交通ターミナルを整備するのであれば、余計な区画を当初からつくるのではなく、そこを管理する実務者レベルに意見聴取してから区割りを行うべき。「停めやすさ」を第一とした駐車場設計にしてほしい。 52 バイクを停車させるところを増やしてほしい。 53 まずは駐車場の整備である。 54 駐車場は一般車無料、バスは有料。合わせて「朱雀門ひろば」も同対応が望ましい。可能ならバスも無料が良いかも（他との差別化）。 55 駐車場の混雑緩和につながる動線の設計、地下の活用などを検討すべき。  
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●休憩施設の整備への期待 （7） 番号番号番号番号    頂いたご意見の概要頂いたご意見の概要頂いたご意見の概要頂いたご意見の概要 ご意見に対する考え方ご意見に対する考え方ご意見に対する考え方ご意見に対する考え方    56 ベンチをできる限りたくさん設置して頂きたい。芝生にハンモックも。 ・多目的エリアには、来訪者の快適性を満 たすよう、休憩施設を整備します。 （基本計画(案)P18）  ・いただいたご意見を参考にしながら 検討を進めてまいります。 57 休憩施設では、無線 LANや電源を利用できるようにしてスマホやタブレットで観光情報を調べたりホテルや店の予約ができるようになるとよい 58 学習旅行をはじめとした団体利用者の雨天時の昼食スペースが不足しているため、これに対応した施設（たとえば屋根をかけた簡易の吹き抜け施設でも可）もあるとよい。 59 観光や学習利用だけでなく、子育て世代をはじめとした地域の市民の憩いの場となるよう、大きな芝生広場などの緑を多く内包した空間整備をするのが望ましい。 60 休憩施設にはフードコートのように椅子と机がたくさんあったほうがよい。休憩施設が屋内であれば wifiを使えるようにして、旅行会社の関係者や引率の教員などが事務作業に使るように。 61 座ってゆっくりできる空間を増やしてほしい。また、全天候に対応できるような屋根のある広々とした空間でのんびりしてみたい。 62 団体で着座できる場所がほしい。  ●遊戯施設を整備すべき （3） 番号番号番号番号    頂いたご意見の概要頂いたご意見の概要頂いたご意見の概要頂いたご意見の概要 ご意見に対する考え方ご意見に対する考え方ご意見に対する考え方ご意見に対する考え方    63 小さい子ども達の為に遊具を整備してほしい。 ・基本理念「古都奈良の歴史的・文化的景観の中で、平城宮跡の保存と活用を通じて、“奈良時代を今に感じる”空間を創出する。」に基づき、宮跡の雰囲気を損なうことがないよう景観に配慮しながら、小さな子ども達も楽しめる多目的エリアとなるよう検討してまいります。 （基本計画(案)P14）（基本計画(案)P18） 64 小さなこどもが伸び伸び遊べる遊具を設置してほしい。 65 片隅でもいいので、大勢の子供たちが集まって体を使って思い切り遊べ、親御さんも別のことをしながら見守れるようなことができれば、とても賑わいのある場所になるのではないか。 
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●運動施設を整備すべき （3） 番号番号番号番号    頂いたご意見の概要頂いたご意見の概要頂いたご意見の概要頂いたご意見の概要 ご意見に対する考え方ご意見に対する考え方ご意見に対する考え方ご意見に対する考え方    
66 追加される多目的エリアについては宮跡に滞在してもらうモチベーションアップと、滞在時間を長くとってもらえるよう屋外ワークアウトスペースを設けるのがよいと思う。観光プラスの要素として、スポーツができれば滞在理由もでき、リピーターにもなってくれる。 

・基本理念「古都奈良の歴史的・文化的景観の中で、平城宮跡の保存と活用を通じて、“奈良時代を今に感じる”空間を創出する。」に基づき、宮跡の雰囲気を損なうことがないよう景観に配慮しながら、多様な来園者に楽しんで頂けるよう検討してまいります。 （基本計画(案)P14）（基本計画(案)P18） 67 無料で様々な世代が安心して楽しめる簡単なスケートボード・スポーツ施設を併設し、その需要を満たすとともに、遠方からそれ目的の顧客を誘客できるよう工夫してほしい。 68 現在も多くの人がジョギングやウォーキングに利用している。ランニングコースの整備や距離表示などすると、より需要も増えると思う。  ●ドッグラン等を整備すべき （2） 番号番号番号番号    頂いたご意見の概要頂いたご意見の概要頂いたご意見の概要頂いたご意見の概要 ご意見に対する考え方ご意見に対する考え方ご意見に対する考え方ご意見に対する考え方    69 屋内に飼い犬を連れて入れるような施設としてほしい。 ・基本理念「古都奈良の歴史的・文化的景観の中で、平城宮跡の保存と活用を通じて、“奈良時代を今に感じる”空間を創出する。」に基づき、宮跡の雰囲気を損なうことがないよう景観に配慮しながら、多様な来園者に楽しんで頂けるよう検討してまいります。 （基本計画(案)P14） 70 「ドッグラン」があるとよい。              
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６．利用・整備計画 ③エリア横断的な施設の整備方針 ●花を中心とした（植栽）の整備を充実すべき （5） 番号番号番号番号    頂いたご意見の概要頂いたご意見の概要頂いたご意見の概要頂いたご意見の概要 ご意見に対する考え方ご意見に対する考え方ご意見に対する考え方ご意見に対する考え方    71 芝生や花、植物の空間・種類を増やしてほしい。平城宮跡全体と時期をあわせた植栽の管理、こまめな芝生の状態管理をしてほしい。 ・植栽は、眺望の確保や宮跡にふさわしい景観づくりを第一とし、併せて緑陰を設けるなど公園利用の快適性を実現するため、配置や密度に配慮した植栽を行います。 ・植物種については、往時からあるものを用いることを原則とし、万葉植物を導入した積極的な景観演出を行います。 （基本計画(案)P20） ・いただいたご意見も参考にしながら、当エリアにふさわしい植栽について検討してまいります。 
72 万葉植物を中心としながら、四季折々に花のあふれたエリアを設けると、自然に人がひき寄せられるかと思う。 73 景観を損なわない緑化やミスト散水など、夏季の暑さに対応する施設の整備を検討してもらいたい。 
74 

全体を「花の公園」に出来ないか。 事由 （１）緑地ゾーンも「奈良時代を今に感じる」全体のコンセプトに合致する必要がある。多様なものを盛り込んでコンセプトが曖昧な雑多なゾーンにするよりも、大規模な花の公園で統一し公園だけでも訴求力のあるものにする。 （２）「芝生の奈良公園」に対して「花の平城宮（公園）」として訴求し、平城宮を思わせる要素を盛り込む。観光的には視覚に訴えることも重要で、花と復元建物の取り合わせは訴求力があるのでは。 （３）奈良県北部には大規模なフラワーパークがなく新しい魅力となる。馬見丘陵公園の運営ノウハウも活かせるのではないか。 75 観光客や地元の人々に愛される公園になってほしい。公園としても花と緑と水辺以外にもうひと工夫。歴史にこだわる必要はないと思う。          



19  

●わかりやすいサインの整備について （1） 番号番号番号番号    頂いたご意見の概要頂いたご意見の概要頂いたご意見の概要頂いたご意見の概要 ご意見に対する考え方ご意見に対する考え方ご意見に対する考え方ご意見に対する考え方    
76 平城宮跡の南の入口であるため、第一次大極殿の方までわかりやすく大きく案内がなされるような仕組みづくりをしてほしい。どこに何があるのか、俯瞰できる仕組みを構築してほしい。 

・案内サインなどは、それぞれの目的に応じ、施設配置や利用動線等を勘案しながら、適切な位置に設置します。また、サインを設ける際には、併せて平城宮（平城京）における位置等を示し、来園者が平城宮跡（平城京）にいることを意識できるような工夫を行います。 （基本計画(案)P21）  ・頂きましたご意見も参考にして具体的 な検討を実施します。   ７．管理・運営方針 ①基本的考え方 ●環境保全活動の充実すべき （1） 番号番号番号番号    頂いたご意見の概要頂いたご意見の概要頂いたご意見の概要頂いたご意見の概要 ご意見に対する考え方ご意見に対する考え方ご意見に対する考え方ご意見に対する考え方    
77 防犯・防災から清掃・樹木剪定・除草などの環境保全活動を地域住民、NPOと行政機関との協働体を組織し安全・安心な公園を構築する。 

・地域住民やＮＰＯをはじめ多様なボランティア参画を促進するシステムを整備し、管理・運営の充実を図っていきます。 （基本計画(案)P23）  ・いただいたご意見を参考にしながら 検討を進めてまいります。  ●民間の知恵・ノウハウを生かした運営にすべき （1） 番号番号番号番号    頂いたご意見の概要頂いたご意見の概要頂いたご意見の概要頂いたご意見の概要 ご意見に対する考え方ご意見に対する考え方ご意見に対する考え方ご意見に対する考え方    
78 シンボルゾーンについて ご指摘の通り運営ソフトが生命線だと思う。その場合、教育・学習を含む「観光の視点」で国内外の人が魅力を感じてくれるかどうかを判断基準にすべきではないか。そのためには民間の知恵・ノウハウを導入する必要があると思う。 

・民間活力を活用して効率的な管理・運営 を実施することは重要ですので、「事業の 公益性に配慮しながら民間活力の導入を 検討する」を追記します。 （基本計画(案)P23）        



20  

７．管理・運営方針 ②運営の方針 ●施設案内、最新の知見に基づく歴史・文化情報等の広報を充実すべき （3） 番号番号番号番号    頂いたご意見の概要頂いたご意見の概要頂いたご意見の概要頂いたご意見の概要 ご意見に対する考え方ご意見に対する考え方ご意見に対する考え方ご意見に対する考え方    79 細かく「ナビ」で案内がなされるような施設にしてほしい。現県営エリアへは、ナビに入れてみたものの、到達できなかった。 ・公園の施設案内はもとより、平城京全般に関する最新の知見に基づく歴史・文化情報、古都奈良の観光情報等を積極的に発信していきます。 （基本計画(案)P24）  ・なお、VR等の体験型コンテンツは、拠点施設エリアに整備する歴史体験学習館において提供することを検討しています。 ・いただいたご意見を参考にしながら 検討を進めてまいります。 80 一般の観光地と異なり、歴史で来訪者を増やすには、予習を通じて知識を得て、知的好奇心を高めることが重要だと思う。そのためにはウェブサイトをわかりやすくしたり、コンテンツの充実、今の時代なら現場での VRや ARの活用も有効ではないか。 81 施設の案内冊子をわかりやすいものにしてほしい。  ●イベントの充実をすべき （1） 番号番号番号番号    頂いたご意見の概要頂いたご意見の概要頂いたご意見の概要頂いたご意見の概要 ご意見に対する考え方ご意見に対する考え方ご意見に対する考え方ご意見に対する考え方    
82 伝統芸能、地域の祭りなども開催したら楽しいのでは？ USJと提携して、'出張USJ'のイベントとか。 

・往時の歴史・文化を楽しみながら知ることができるよう、また、平城宮跡の知名度を向上させ、来訪のきっかけづくりや新たな魅力発見の機会とすることをねらいとして、多種多様なイベントなどを企画・実施します。 （基本計画(案)P24）  ・今後も平城京天平祭をはじめとした様々な企画を行ってまいります。            
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●展示施設を充実すべき （1） 番号番号番号番号    頂いたご意見の概要頂いたご意見の概要頂いたご意見の概要頂いたご意見の概要 ご意見に対する考え方ご意見に対する考え方ご意見に対する考え方ご意見に対する考え方    
83 全国にある史跡や歴史公園、例えば吉野ケ里遺跡や三内丸山遺跡と比較すると、大極殿や朱雀門といった立派な建物や展示館には模型や役人の暮らしのパネル展示はあるのですが、当時の人々の暮らしの疑似体験できるような等身大の常設展示があるとより理解が深まると思う。 

・屋内展示については、歴史・文化の体感・体験をわかりやすく、興味をかき立てるような見せ方の工夫を行います。 （基本計画(案)P24） ・なお、ご意見にある当時の人々の暮らしの疑似体験できるような展示は、拠点施設エリアに整備する歴史体験学習館において提供することを検討しています。  ●お年寄りからお子様まで幅広い年代が楽に移動できるようにすべき （2） 番号番号番号番号    頂いたご意見の概要頂いたご意見の概要頂いたご意見の概要頂いたご意見の概要 ご意見に対する考え方ご意見に対する考え方ご意見に対する考え方ご意見に対する考え方    
84 施設周辺を周遊する「インフラ」を整えてほしい。民間企業と組して「鹿のロボットがひく人力車」のようなものを開発し、お年寄りからお子様まで幅広い年代が「平城宮跡」を楽に移動できる「インフラ」の発着場としての機能を付加してほしい。 

・施設整備のバリアフリー化などに加え、高齢者や障害者等の利用に配慮した園内交通システムの導入や機器のレンタル、人的サポートなどを行います。 （基本計画(案)P24） ・特に当エリアの位置を考慮し、多目的エリアの利用・整備計画に「移動環境の向上」を追記します。 （基本計画(案)P18） ・また、民間活力を活用して効率的な管理・ 運営を実施することは重要ですので、「事 業の公益性に配慮しながら民間活力の導 入を検討する」を追記します。 （基本計画(案)P23）  85 車椅子で通路などを通りやすくなるよう、丹念に設計してほしい。「トヨタ記念館」のように、フリーで使える車椅子を一定の場所へ常設しておいてほしい。              
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９．周辺整備の方向 ●バス等、アクセス環境を充実して欲しい （5） 番号番号番号番号    頂いたご意見の概要頂いたご意見の概要頂いたご意見の概要頂いたご意見の概要 ご意見に対する考え方ご意見に対する考え方ご意見に対する考え方ご意見に対する考え方    86 一般交通機関（バス）をもっと利便性のあるものにしてほしい。現在は一時間に一回程度。 ・平城宮跡の公園整備を円滑に進めていく上で、宮跡内を縦横断する道路や鉄道の移設をどのように実現していくかが課題と認識しています。 ・加えて、整備に伴い増大していくと予想される来園者のアクセス性の向上を適切に図っていくことが重要であります。 ・そのため、公園整備の進捗と周辺交通の状況を踏まえた奈良市内の交通ネットワークの再構築、近鉄大和西大寺駅からのアクセス路の安全確保の取組を検討しています。 （基本計画(案)P28）  ・いただいたご意見を参考にしながら 検討を進めてまいります。 

87 大和西大寺駅からの導線に工夫をこらしてほしい。大和西大寺駅との間に「シャトルバス」を運行してほしい。 88 周辺住民や商店などに配慮をお願いしたい。車両通行問題など。 89 現状でも大宮通りは朝夕渋滞している。まず、その打開策をとらねば、更なる渋滞を招くと思う。 90 近鉄電車の宮跡外へのルート変更の提案がありますが、これには反対する。宮跡内の雄大な景色の中を電車が走ることがとても大きな PRとなっている。駅の移転や臨時駅の増設で対処できればと考える。                  
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○．その他 ●意見募集の方法について （1） 番号番号番号番号    頂いたご意見の概要頂いたご意見の概要頂いたご意見の概要頂いたご意見の概要 ご意見に対する考え方ご意見に対する考え方ご意見に対する考え方ご意見に対する考え方    
91 一方的なパブリックコメント実施ではなく、ヒアリングによるニーズ調査を行うべき。 

・パブリックコメントは県の政策形成過程における透明性及び公正性の向上を図ることを目的に実施しています。 ・今後も必要に応じて、ヒアリング、アンケートなどによるご意見やアイデアをいただきながら、計画や整備を進めてまいります。  ●その他について （1） 番号番号番号番号    頂いたご意見の概要頂いたご意見の概要頂いたご意見の概要頂いたご意見の概要 ご意見に対する考え方ご意見に対する考え方ご意見に対する考え方ご意見に対する考え方    
92 積水化学工業の移転をめぐっては、県、奈良市、企業の三者が同市中ノ川町に移転することで覚え書きを交わし、これを受け、市の子会社・土地開発公社は用地の先行取得に 100億円を投じていた。計画はとん挫し、市民みんなの財政が被った実害は甚大であり、これを不問して計画を進めてはならない。 

・今回追加する区域は、大宮通り南側であり、県が県営公園として整備するものです。 ・関西学術研究都市構想の一環として史跡朱雀大路および二条大路復元計画が立てられ、奈良市が工場移転用地を購入したが工場移転に至らなかったという記録があります。 ・なお、大宮通り北側の史跡朱雀大路および二条大路の整備は、奈良市と国による公園整備事業によって完了しています。  ●防災対応施設の整備について （2） 番号番号番号番号    頂いたご意見の概要頂いたご意見の概要頂いたご意見の概要頂いたご意見の概要 ご意見に対する考え方ご意見に対する考え方ご意見に対する考え方ご意見に対する考え方    93 多目的エリアには、駐車場と芝生広場を整備し、市民のスポーツやレクリエーション利用に供するほか、災害時には避難場所とする。正倉院風ログハウスを吉野の間伐材を利用して建て、非常時用の備蓄を行う倉庫にすればどうであろう。 
・平城宮跡歴史公園は、奈良市地域防災計画において広域避難場所に位置づけられております。 （基本計画(案)P5）  94 災害に備えて、調理ができる施設を作ってほしい。プロパンガスかバーベキュー用の薪か燃料で使えるもの。   
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●ドローン飛行できる場所を明示してほしい （1） 番号番号番号番号    頂いたご意見の概要頂いたご意見の概要頂いたご意見の概要頂いたご意見の概要 ご意見に対する考え方ご意見に対する考え方ご意見に対する考え方ご意見に対する考え方    95 ドローン飛行できる場所を明示してほしい。 ・現在、飛行可能な模型、エンジン付模型（小型無人機(ドローン)含む）は、公園内への持込みを禁止しています。  ●閉館時間を延長して欲しい。 （1） 番号番号番号番号    頂いたご意見の概要頂いたご意見の概要頂いたご意見の概要頂いたご意見の概要 ご意見に対する考え方ご意見に対する考え方ご意見に対する考え方ご意見に対する考え方    
96 夜遅くまでひらいており「月見」ができるような施設となればよい。夏期は開館時間を延長するなど、ひらいている時間の濃淡をつけてほしい。 

・基本計画の中で月見等様々なレクリエーションを楽しむことの可能なエリアとして、東緑地エリア（緑地ゾーン）を定めています。 （基本計画(案)P16）  ・閉館時間については、コストにも配慮し ながら、多くの来園者に楽しんでいただ けるよう検討してまいります。  


