
番号 ご意見の概要 ご意見に対する本市の考え方

1 　地域・関係諸団体・諸施設の連携を切に希望します。 　ご意見の内容を受け止め、今後計画を進めるにあたって
は、地域・関係諸団体・諸施設などとの連携に努めてまいり
ます。

番号 ご意見の概要 ご意見に対する本市の考え方

1 　今回の街、道のデザインを構築するときには、奈良県、奈
良市も誘致を進めているリニア新幹線の奈良駅、またその
周辺の街との接続、連携も考えなくてはいけないと思いま
す。

　リニア中央新幹線は、新しい国土軸を形成する高速輸送
鉄道として、全国新幹線鉄道整備法に基づいて整備されて
います。
　その中で、「奈良市附近」を主要な経過地として、昭和48
年に基本計画が決定されました。
　また、平成23年5月の整備計画でも、「奈良市附近」として
決定されています。
　しかしながら、現段階ではその具体的なリニア新駅の設置
位置が確定していないため、それに対する接続や連携につ
いてはお示しすることが出来ません。
　今後もリニア中央新幹線の中間駅設置に向け、積極的な
誘致活動を続け、その設置位置が奈良市内に確定した際に
は、その周辺の街との接続、連携を検討してまいります。

番号 ご意見の概要 ご意見に対する本市の考え方

1 　Ｐ３　計画対象地区内に土地を所有する者としては、基本
構想とは言え、その計画地区の設定は重大な問題であり、
早い段階での協議を希望します。

　土地所有者など、今後必要となる関係者との協議のもと、
計画を進めてまいります。

2 　Ｐ３　（仮称）奈良ＩＣ周辺のまちづくりの方向性や導入機能
などについての基本構想を策定するのが目的なので、対象
地区ありきではなく、まちづくりの方向性や導入機能などの
フレームづくりがなされて初めてその位置や規模が決まるの
ではないでしょうか？
　県道京終停車場薬師寺線の南側の更地のみが対象では
なく、既存の建物がある北側も含めて検討すべきではない
でしょうか？
　よって、基本構想段階での計画対象地区は、概ねの範囲
を円で示す程度がよいのではないでしょうか？

　現在、計画対象地区内は、一部を除き市街化調整区域で
あり、土地利用が制限されております。
　本基本構想では、（仮称）奈良ＩＣとＪＲ関西本線新駅が近
接して整備されるポテンシャルの高い新たな地域拠点が形
成されることの期待を受け、現在市街化調整区域となってい
る区域の一部について合理的な土地利用を行うため、まち
づくりの方向性や導入機能などについての検討をし、基本
計画を策定することにより、計画的な市街化誘導を図ること
を目的としております。
　また既存の市街地につきましては、今後、「奈良県と奈良
市とのまちづくりに関する包括協定書」（※１）により締結さ
れた地区である「八条・大安寺周辺地区まちづくり基本構
想」を策定する予定であり、その中で県道京終停車場薬師
寺線北側も含めて都市機能の向上等に関する検討を進め
てまいります。

3 　Ｐ４　「計画対象地区周辺の土地利用の状況」について、
（都）国道２４号バイパス線や県道京終停車場薬師寺線のう
ち、当該地区に近いエリアにおける商業施設等の状況や隣
接する医療施設等は当該地区のポテンシャルを把握する上
で極めて重要であると思われます。
　このことから、計画対象地区周辺の範囲をもう少し絞り込
んだコメントも追加したらどうでしょうか？

　ご意見を踏まえ、Ｐ４土地利用現況図（Ｈ２６）に「ＪＲ関西
本線新駅から半径５００ｍ圏の範囲」を加筆するとともに、
　「小売業は（都）国道２４号バイパス線沿道に沿道性の高
い商業施設が立地している」を「小売業は（都）国道２４号バ
イパス線沿道に沿道性の高い商業施設が立地しているが、
ＪＲ関西本線新駅から半径５００ｍ圏においては、スーパー
マーケットの立地はない」に変更します。

（仮称）奈良インターチェンジ周辺まちづくり計画基本構想（素案）に対する意見の概要及び市の考え方

１　計画全般に関すること（１件）

２　計画策定の背景に関すること（１件）

３　地区の現況に関すること（４件）



4 　Ｐ５　「地域の観光資源」について、「ＤＢＪ・ＪＴＢＦアジア８
地域・訪日外国人旅行者の意向調査（平成２７年版）」にお
いて、中国、台湾、香港や東南アジア各国からの観光客に
人気が高いのは桜であると指摘されています。
　このことから、桜の開花時には、関空よりＪＲや京奈和道を
使って訪れた観光客の一部は、当該地区から徒歩または自
転車で佐保川の桜を鑑賞しながらホテルや各観光スポット
に向かうというようなこともイメージされます。
　途中で途切れながらも全延長４ｋｍにも及ぶ桜並木は十
分奈良市の観光スポットの一つであると考えられるので、大
安寺だけでなく佐保川及び桜並木を地域の観光資源として
挙げるとよいと思います。

　ご意見を踏まえ、Ｐ５で「史跡大安寺旧境内などの歴史的
資源が存在」を「史跡大安寺旧境内や佐保川の桜並木など
の地域資源が存在」と変更します。
　また、Ｐ５地域の観光資源の説明文に、以下の加筆を行い
ます。
　・桜の名所である佐保川は、春の季節にはたいへん美し
く、多くの花見客で賑わっており、奈良県景観資産にも登録
されている。
　また、Ｐ５地域観光資源の状況図に、「佐保川の桜並木」を
加筆します。

番号 ご意見の概要 ご意見に対する本市の考え方

1 　県道京終停車場薬師寺線の大安寺付近における水の治
水も従来の問題点を解決する対策案が必要である。
　また、八条五丁目付近も古くから水に浸かりやすいことの
認識が必要であると思います。

　県道京終停車場薬師寺線の大安寺付近における治水に
ついてでございますが、県道南側の八条二丁目の一部は計
画対象地区内となっており、Ｐ２０の計画実現に向けての方
針において「防災対策、浸水対策に配慮したまちづくりを行
う」と掲げておりますとおり、今後実施にあたりましては、こ
れら対策を念頭に進めていくことになります。
　また、県道北側の大安寺三丁目は本計画対象地区外と
なっておりますが、ＪＲ線の高架化にあわせて八条川の河川
改修工事の予定をしており、従来の浸水の問題点が解決さ
れると考えております。
　また、八条五丁目付近についても本計画対象地区外と
なっておりますが、佐保川浸水想定区域に含まれていると
認識しており、既存住宅に対する浸水対策は既に完了済と
なっているものの、今後新たな開発等が計画される際には、
行政指導により隣接水路に排水可能な地盤高さまで上げる
など対策を行う必要があると考えております。

番号 ご意見の概要 ご意見に対する本市の考え方

1 　Ｐ１０　「集約されたまちづくりの課題」で計画対象地区の
用途地域に対して課題を述べているにもかかわらず、「まち
づくりの基本目標」で市街地の形成を述べています。利害関
係者としては、用途地域の変更は重大な問題であり、基本
目標にも表記すべきだと考えます。

　現在、計画対象地区内は、一部を除き市街化調整区域で
あり、土地利用が制限されております。
　本基本構想では、現在市街化調整区域となっている区域
の一部について、まちづくりの方向性や導入機能などにつ
いての基本構想を策定し、都市計画についての取り組み
（土地利用の規制誘導など）を行い、「まちづくりの基本目
標」へ繋げてまいりたいと考えております。

2 　Ｐ１０　当該地区は観光ゲートの一つとして想定されます
が、他の既存ゲート（近鉄奈良駅、ＪＲ奈良駅、大和西大寺
駅）や建設中のゲート（大宮通り新ホテル・交流拠点事業に
よるターミナル、登大路ターミナル）との役割分担においてど
のような位置付けにあるかなどの検討が重要です。
　そうした当該地区の様々なポテンシャルについて、目標設
定や整備方針等を定める前に少しでも触れておくべきと考
えます。

　当該地区の最大の特徴は、Ｐ２「目的」に記載しております
とおり、「大和北道路（仮称）奈良ＩＣとＪＲ関西本線新駅が隣
接して開設され、交通結節点となるポテンシャルの高い新た
な地域拠点が形成される」ことにあります。
　このような特徴を有した既存ゲートや建設中のゲートは奈
良県内に存在せず、奈良県随一の観光ゲートとしての位置
付けになると考えております。
　ご意見いただいております通り、今後新駅周辺における交
通戦略等を検討する際に、既存ゲートや奈良県が検討して
おります登大路ターミナルなどとの整合を図ってまいりま
す。

４　地区の課題に関すること（１件）

５　まちづくりの基本方向に関すること（４件）



3 　文化・生涯教育の地域として特徴を出し、居住者の増加と
仕事の場を創造すべきであり、今回の新駅周りだけの構想
ではなく奈良市の未来図を見据えたまちづくりが必要だと考
えます。
　また、平城宮跡、南都七大寺などを巡る史跡回遊遊歩道、
佐保川に古式の遊覧船など、奈良市全体の文化財産を活
かして、住みたい街、訪れたい街にすべきと考えます。

　Ｐ１６に記載しております「土地利用別の導入方針」のとお
り、新たな交通結節点機能を活かし、地域住民のみならず
広域からの利用が可能な文化・スポーツ・レクリエーション
活動等の拠点となる、地域・広域交流施設の誘導を図りた
いと考えております。
　また、商業施設や観光施設の誘導を図ることにより、新た
な雇用の場も確保されるとともに、徒歩圏に新駅が設置され
る利便性を活かし、多世代が歩いて快適に暮らせる住宅地
を提供することにより、居住促進が図られるものと考えてお
ります。
　あわせて、新たな交通結節点機能を活かし、Ｐ１５に記載
しております「将来の観光周遊のイメージ」のように奈良市
の代表的な観光資源である世界遺産などを、新駅を中心に
周遊バスで連結することに加え、ＪＲ線を利用して法隆寺と
の連携も含めた周遊促進を図ってまいりたいと考えておりま
す。

4 　インフラとしてのエネルギーシステムは？情報システム
は？スマートグリッドを考慮したシステムを考慮すべきで、再
生可能エネルギーの利用増、水素社会の到来を考慮すべ
きと考えます。
また、道路の高機能化も必要であると考えます。

　面的整備に関する誘導や計画を行う際に、事業者とともに
省資源化を徹底した環境配慮型都市（スマートシティ）も含
めた検討をしてまいりたいと考えております。
　また、電線共同溝などによる道路の高機能化についても
検討してまいりたいと考えております。

番号 ご意見の概要 ご意見に対する本市の考え方

1 　Ｐ１１　基本目標２：安全・安心で良好な市街地の形成につ
いて、何をもって「安全・安心」と言うのか基本構想において
も具体的に表記すべきと考えます。
　医療・福祉もその重要な要因と考えます。

　「安全・安心」とは、防災、防犯、バリアフリー、交通安全等
について、行政・地域・企業や住民が相互に連携して取り組
むことにより確保されるものと考えております。
　ご意見を踏まえ、Ｐ１１基本目標２の説明項目について、
以下のとおり修正します。
修正前：「防災機能を備えた市街地形成を図る」
修正後：「防災、防犯、バリアフリー、交通安全、健康福祉等
に配慮した安全・安心な市街地形成を図る」

2 　Ｐ１１　「基本理念」について、「いにしえの歴史から未来に
つながる」や「交流都市の創造」というフレーズは、奈良市全
体のことを指しているような印象を受けます。
　当該地区の最大の特徴（強み）は、インターチェンジと駅が
近接することなので、平成２７年１月２７日に県・市で締結さ
れた「奈良県と奈良市とのまちづくりに関する包括協定書」
におけるまちづくりのコンセプト等にある「（仮称）奈良ＩＣ及
びＪＲ関西本線新駅を核として」や「（仮称）奈良ＩＣとＪＲ関西
本線新駅の交通結節点のポテンシャルを活かした」などの
フレーズを用いると、当該地区をよりアピールできると考え
ます。

　Ｐ１１「基本理念」の説明書きにありますとおり、当該地区
につきましては、史跡大安寺旧境内などの歴史的資源や地
域・広域交流拠点機能を有する新たな交通結節点のポテン
シャルを活かした観光周遊拠点（奈良市観光ゲート）の形成
を図り、将来的にもその魅力が持続する「まち」となるよう、
取り組んでまいります。

６　まちづくり基本構想に関すること（２件）



番号 ご意見の概要 ご意見に対する本市の考え方

1 　Ｐ１２　「道路等骨格図」について、京奈和自動車道、（都）
西九条佐保線、県道京終停車場薬師寺線、市道南部第９０
号線に加えて、佐保川右岸・左岸も併せて道路計画をすべ
きと考えます。（左岸については遊歩道として整備中）

　いただいたご意見については、奈良県による遊歩道整備
や、広域自転車ネットワーク等との整合を図りつつ、今後、
「奈良県と奈良市とのまちづくりに関する包括協定書」により
締結された「八条・大安寺周辺地区」において「八条・大安寺
周辺地区まちづくり基本構想」などを策定する際の参考とさ
せていただきます。

2 　Ｐ１２　「道路等骨格図」について、将来市道南部第９０号
線他の東西道路が整備されたとしても、（仮称）奈良ＩＣから
奈良公園方面へのアクセスは、片側２車線の（都）西九条佐
保線がメインになると思われます。
　また、平城宮跡を表示すべきであり、市道南部第９０号線
他のコメントはそのままにして、（都）西九条佐保線のコメン
トを「奈良市中心部、平城宮跡、ならまち・奈良公園周辺へ
のアクセス道路」とした方がよいと考えます。

　本市におきましては、大和北道路（仮称）奈良ＩＣに隣接し
て観光用Ｐ＆Ｒ駐車場を設けることにより、大和北道路を利
用して来訪される観光客の鉄道、バスなどへの交通転換を
当計画地において促進し、奈良市内中心市街地での渋滞
緩和に繋げることを目指しております。
　また、（都）西九条佐保線のコメントについてでございます
が、ご意見を踏まえ以下のとおり修正します。
　Ｐ１２　（都）西九条佐保線のコメント
　修正前：「奈良市中心部とのアクセス道路」
　修正後：「奈良市中心部、平城宮跡ゾーンとのアクセス道
路」

3 　Ｐ８　関連計画でも交通問題が挙げられているが、Ｐ＆Ｒ
駐車場よりも、車両の往来がかなりの問題になると思いま
す。
　今回の構想でも周辺の整備計画方針によっては莫大な交
通量の増加が見込まれるので、その辺りを十分考慮して構
想を練っていただきたいと思います。

　本市におきましては、大和北道路（仮称）奈良ＩＣに隣接し
た観光用Ｐ＆Ｒ駐車場を設けることにより、大和北道路を利
用して来訪される観光客の鉄道、バスなどへの交通転換を
当計画地において促進し、奈良市内中心市街地での渋滞
緩和に繋げることを目指しております。
　今後、観光用Ｐ＆Ｒ駐車場の利用促進に資するソフト面の
開発などにも取り組み、その効果の向上を図ってまいりま
す。

4 Ｐ１３　「奈良市内中心市街地への渋滞緩和を図る」とされて
いるが、ＪＲ新駅を中心とした開発後の交通量等を検討し考
慮することを記載すべきと考えます。
　不確かな開発行為によっては、交通渋滞や不法駐車等を
招く恐れもあり、この点についても検討をお願いしたいと思
います。

　現在のまちづくり計画基本構想の段階では、各ゾーンや施
設の具体的な規模を定めておらず、それに伴う交通量等の
数字をお示しすることが出来ません。
　今後、面的整備の計画を進める際には、関係機関と交通
戦略も含めて検討してまいります。

5 　Ｐ１３　当該地区の最大の役割は、交通結節点としてＰ＆Ｒ
用の駐車場を確保することだと思います。
　訪日外国人客数がもう少しで２０００万人に達するまでにな
りましたが、さらに倍増も夢ではないと言われています。
　そのような状況の中で、Ｐ＆Ｒ用駐車場はこの容量で足り
るでしょうか？
　他観光ゲートとの相互連携を図りながら、需要の変化にフ
レキシブルに対応できるゾーニングが重要であると考えま
す。

　Ｐ８に記載しております「⑥交通問題解消の検討方向」のと
おり、奈良市内交通渋滞の抜本的解消策として、中心市街
地の外側に３方面別のパーク＆ライド駐車場等の設置が必
要と奈良中心市街地交通処理対策検討委員会で検討され
ており、計画対象地区は南方向の受け口として想定されて
おります。
　今後、現在運用中の観光用Ｐ＆Ｒ駐車場の利用実績や平
成２８年３月３０日に開催された「第２回　明日の日本を支え
る観光ビジョン構想会議」で示された、２０２０年に４０００万
人訪日という新たな訪日外国人の目標値などを参考にしな
がら、その規模等について適正な計画をしてまいりたいと考
えております。

6 　Ｐ１４　西口広場の機能を表のとおり整備するとなると、ＪＲ
奈良駅西口駅前広場と同等の広さが必要になると思うが、
基本構想の中に簡単な形態を記載した方が良いのではな
いか。

　まちづくり基本構想におきましては、西口広場で必要と考
えられる機能についてのみ記載しております。
　そのレイアウト等につきましては、今後、バス事業者やタク
シー事業者等と協議のうえ決定してまいりたいと考えており
ます。

7 　Ｐ１５　東口広場について、基本構想とはいえ、ＪＲ奈良駅
と同等又は超えるほどの高機能を盛り込むことを危惧しま
す。
　バスバースに加えてＰ＆Ｒ駐車場を行うには現行の奈良
市役所の実績を検討材料として添付すべきと考えます。

　まちづくり基本構想においては、新たな交通結節点のポテ
ンシャルを活かした観光周遊拠点として必要と考えられる機
能を記載しております。
　「現行のＰ＆Ｒ実績を検討材料として添付すべき」とのご意
見についてでございますが、基本構想の段階においては、
必要と考えられる機能等についての検討とし、今後の計画
の中で数的検討をしてまいりたいと考えております。

７　整備方針に関すること（１７件）



8 　Ｐ１５　バスバースについて、観光シャトルバスに加え循環
バスが想定されていますが、当該地区の特性（強み）を活か
す非常に良い方針だと思います。ただ、概念図「将来の観光
周遊のイメージ」の小循環についても大循環と同様に内回
り、外回りの両方がある方が望ましいと思います。
　また、レンタサイクルポートの設置も、他の観光ゲートと連
携し大いに進めていくべき方針だと思う。
　合せて余裕のある駐輪場についても触れる方がよいと考
えます。

　ご意見をいただいている「奈良観光小循環バスの内回り、
外回りの設定」についてでございますが、今後、その運用に
ついて具体的な協議をバス事業者と行う際の参考とさせて
いただきます。
　また、レンタサイクルポートについてでございますが、いた
だいたご意見を参考に、他の観光ゲートへも同様にサイク
ルポート（貸出、返却拠点）を設けるなど、今後運用手法に
ついて検討し、来訪者の滞在時間延長につなげてまいりた
いと考えております。

9 Ｐ１６　交流施設について、既存施設との様々な連携・調和
が考えられます。
　基本計画までに地域自治会、関係施設等、また「大安寺
西地区まちづくり協議会」等を活用いただくことにより官民協
同で作り上げることを希望します。

　ご意見の内容を受け止め、今後の計画を進めてまいりま
す。

10 　Ｐ１７　健康福祉機能について、既存病院も既に複合機能
病院として、急性期病院だけでなく「回復期リハビリテーショ
ン病棟」を有し稼働しています。
　また、「訪問看護ステーション」を設置し２４時間３６５日の
医療が提供されています。２０２５年問題も考慮しながら、今
後の方針決定には既存病院の参加も促すべきと考えます。

　いただいたご意見を参考にさせていただきます。

11 　Ｐ１７　駅前の総合病院として、済生会奈良病院が将来、
増床や医療機能の拡充をすることが有り得、これは当該地
区のポテンシャルを上げるうえでも歓迎すべきことであり、
「健康福祉機能」を「医療健康福祉機能」とすることを提案し
ます。

　Ｐ１７「整備方針ー土地利用別整備方針」において、健康
福祉機能で考えられる施設を複数示しておりますが、ご意
見としていただいた「医療機能」についても、排除するもので
はないと考えております。

12 　Ｐ１８　「景観に配慮したまちづくり」について、大池からの
眺望景観は重要であるとの認識との下で、高度規制につい
て公益性も含めて多元的に検討する必要があると考えま
す。

　今後も大池からの眺望景観に配慮（高度地区指定）しつ
つ、周辺環境とも調和した景観形成を検討してまいります。

13 　Ｐ１９　どのような雰囲気、環境の街になるのか、人口数・
構成、人・車・物の流れも含めて街全体、地域の未来のイ
メージが掴めない。
　イメージをビジュアルでわかり易く説明すべき。

　まちづくり基本構想においては、新たな交通結節点のポテ
ンシャルを活かし、基本目標を満足するゾーニング及び考え
られる施設を示しております。
　ご指摘いただいている「人口数・構成、人・車・物の流れ」
については、今後、そのゾーニング内における施設や区画
道路などの配置計画が進むとともに具体化してくる項目で
あると考えております。

14 　Ｐ１９　「土地利用構想」について、駅前に諸施設が集中し
ていたとしても他地区と断絶している場合、なにかしら寂しさ
を感じることから、当該地区に接する県道京終停車場薬師
寺線や（都）西九条佐保線沿道との連続性が重要であると
思うため、少なくとも、商業施設は沿道に配置すべきである
と考えます。

　いただいたご意見を参考に、今後計画を進めてまいりま
す。

15 　Ｐ１９　商業ゾーンといっても、どのような商業をイメージし
ているかが不明であり、家内工業、個人事業のようなビジネ
スならば仕事場と住居が分離しないで同一になる可能性が
高いと考えます。

　Ｐ１６「商業施設の導入方針」に記載しておりますとおり、
交通結節点の持つ集客力を活用し、地域のにぎわいへの
寄与や地域住民の生活利便性を確保する等の機能を有し
た商業施設の誘導を考えております。
　また、地区の目標を達成するため、きめ細やかな規制誘
導を行うことができる地区計画の導入を検討してまいりたい
と考えております。

16 　Ｐ１９　既存の道、住宅が、新たな道や街とどのように繋が
るのかが不明であるが、場合によっては移設、改築し機能・
環境を向上させることも必要であると考えます。
　県道京終停車場薬師寺線は大安寺付近では道幅が狭く、
タクシーや救急車を呼ぶことも憚れる状況で、高齢者に安
心な状態にありません。

　既存の道路や水路については、今後、「八条・大安寺周辺
地区まちづくり基本構想」などを進める中で、改良などを要
する箇所の抽出を行い、各管理者などと協議し検討を進め
てまいります。



17 　Ｐ１９　「整備方針ー土地利用構想」について、駅前に諸施
設が集中していたとしても、他地区と断絶している場合、な
にかしら寂しさを感じるので、当該地区に接する県道京終停
車場薬師寺線や（都）西九条佐保線沿道との連続性が重要
であると考えます。
　少なくとも、商業施設は観光用Ｐ＆Ｒ駐車場とされている
部分も含め、県道京終停車場薬師寺線や（都）西九条佐保
線の沿道に配置すべきと考えます。

　Ｐ１９「整備方針ー土地利用構想」で交通施設ゾーンとして
いる区域のうち、東口広場・観光用Ｐ＆Ｒ駐車場としている
箇所については、京奈和自動車道地下部の事業化が今後
控えており、将来の円滑な事業を確保するための建築制限
を受けております。
　このことから、その箇所への商業施設の誘導は困難であり
ますが、（都）西九条佐保線沿道への商業施設の配置誘導
に関しましては、いただいたご意見を参考に、今後検討して
まいりたいと考えております。

番号 ご意見の概要 ご意見に対する本市の考え方

1 Ｐ２０　「計画対象地区の面的整備」について、浸水対策は
極めて重要と考えるが、民間活力による土地区画整理事業
のみを事業の成否とするのは如何なものか。

　当該地区の面的整備を進めていくにあたっては、全体を面
的整備できる土地区画整理事業を民間活力の下で進めて
いくことが最も有効な手段であると考えております。

番号 ご意見の概要 ご意見に対する本市の考え方

1 　都市施設の都市計画変更に関する公聴会（※２）で公述さ
れた意見が、まちづくり構想のどこに活かされているのかが
不明。

　《公聴会で公述いただいた主な内容》

　
　
　

《まちづくり基本構想への反映状況など》

　・まちづくりの考え方の重要な要素としては、その地域とし
ての特徴を出し、子孫に残したいまちづくりをすべき。

　・Ｐ１１「基本目標２」で、「奈良の風格や地域らしさを重視
し、安全で安心かつ環境に配慮したまちづくりを行う。」と明
記しております。

　・県道京終停車場薬師寺線は車の双方向の運行が不可
であり、大安寺南側の道路も旧国道２４号に出る手前で首
が絞まるが如くの状況であり、大安寺の西駐車場南西角の
四つ角は車の流れが大変危険である。

　

　・Ｐ６「地区の現況　地域交通の状況」において、「県道京
終停車場薬師寺線の大安寺集落のある狭隘区間は家屋が
連担し、対面交通が困難になっている。」と明記するととも
に、Ｐ２０「計画実現に向けての方針　基盤整備の取り組み
東西道路の整備」において、「東西軸を繋ぐ交通ネットワー
ク、観光ルートを奈良県と奈良市が協働で事業に取り組む」
と明記しております。

　・道路だけでなく、河川水の流れにも注意が必要。

　

　・Ｐ９「地域の課題」の中で「浸水想定区域に含まれている」
と明記するとともに、Ｐ２０「計画実現に向けての方針　基盤
整備の取り組み　計画対象地区の面的整備」において、「防
災対策、浸水対策に配慮したまちづくり」と明記しておりま
す。

　・自転車用道路も考えた方が良い。 　・Ｐ１９「整備方針　土地利用構想」において、自転車ネット
ワークの提案を行っております。

　・安全確保のため車道と歩行者道路の分離の検討も必要
であるとともに、美観にも配慮すべきである。

　・Ｐ１１「まちづくり基本構想ー基本理念・基本目標」におい
て、「多様な世代が歩いて快適に暮らせる」と明記するととも
に、今後必要に応じて「美観」への配慮も検討してまいりま
す。

　・ＪＲ高架下の通行や有効利用の検討が必要である。 　・東西の駅前広場を繋ぐ通路、高架下利用については、今
後、奈良県、鉄道事業者とともに検討してまいります。
　

　・ＪＲ新駅の東・西ロータリーへの交通アクセス、駐車場の
構想はどうなっているのか。

　・西口・東口広場への交通アクセスについては、Ｐ１２「整
備方針ー道路等骨格図」に明記しております。
また、観光用Ｐ＆Ｒ駐車場については、Ｐ１３「整備方針ー土
地利用別整備方針」に機能を明記するとともに、Ｐ１９「整備
方針ー土地利用構想」において、「東口広場、観光用Ｐ＆Ｒ
駐車場」のゾーンを明記しております。

　・加速する高齢化社会における人間の生涯教育研修の
場、健やかで安心な老後生活が出来るまちづくりを考え、
人々が集まり住みたくなる地域になることを期待する。

　・Ｐ１１「まちづくり基本構想ー基本理念・基本目標　基本目
標２」において、「子供から高齢者までの多世代が安全・安
心に生活できる良好な市街地の形成を図る。」とするととも
に、Ｐ１６～Ｐ１７「整備方針ー土地利用別整備方針　土地利
用別の導入方針」において、「交流施設」として「子どもから
高齢者まで、多世代が交流できる住民のコミュニティ活動を
支援する施設を誘導する」、「住宅機能」として「徒歩圏に新
駅が設置される利便性を活かし、若者、子育て世代や高齢
者等多世代の居住を促進し、安心して歩いて快適に暮らせ
る持続的なまちの形成を図る。」、「健康福祉機能」として「自
然的資源を活かし、健康づくりに資する施設を誘導する。」と
明記しております。

８　計画実現に向けての方針に関すること（１件）

９　計画書の構成、文章表現等に関すること（１件）



※１

※２

　平成２７年１月２７日に、奈良市内における持続的発展や活性化を企図したまちづくりに資するため、奈良県及び奈良市が
相互に情報や意見の交換に努め、協働により取り組むことが可能な事項について緊密に連携し協力することを目的とした「奈
良県と奈良市とのまちづくりに関する包括協定書」が締結され、奈良市内４地区においてまちづくり基本構想が策定されること
となります。
　「八条・大安寺周辺地区」もその中の一つであり、その詳しい内容については、http://www.pref.nara.jp/（奈良県ホームペー
ジ）をご覧ください。

　平成２７年６月１４日に、奈良市役所６階正庁にて、大和都市計画道路（西九条佐保線他５路線）及び大和都市高速鉄道
（JR関西本線）に関する都市計画の変更案を作成するための公聴会が、奈良県と奈良市の共同で開催されました。


