
番号 ご意見に対する本市の考え方

1 国によって事業されています京奈和自動車道大和北道路の
ルート及びICの場所については、交通混雑の緩和について
も考慮された大和北道路有識者委員会の提言をもとに決定
されたものと考えております。（仮称）奈良ICについては幹線
道路との接続も考慮し、県によって事業中の都市計画道路
西九条佐保線と接続する計画となっておりますことから、国
道２４号の渋滞緩和に寄与し、通過交通の生活道路への流
入が抑制されるものと考えております。また、ＩＣと鉄道駅付
近に観光用駅前広場、Ｐ＆Ｒ駐車場を整備することにより、
多様な交通手段の選択肢が増えることで、市内中心部の渋
滞緩和に貢献するものと考えております。

番号 ご意見に対する本市の考え方

1 まちづくり基本構想Ｐ１４にありますように「歩行者、自転車
等の安全性確保」を主な取組として掲げており、地区内への
通過交通の流入に対する不安の解消を含めて、今後、「八
条・大安寺地区周辺まちづくり基本計画」などを進める中
で、ハード面とソフト面の両方で各関係管理者などと整備に
向けた協議を進めてまいります。

2 柏木町交差点については、国と奈良県による交差点改良が
計画されております。また、Ｐ１４幹線道路の整備促進を主
な取組として進め、東西方向を含め渋滞解消・緩和に向け、
関係各所と検討・協議してまいります。

3 今後の基本計画策定時に具体的な方針を検討・協議してま
いります。

4 Ｐ１左下の基本構想策定の目的に「、地域住民にも優しい」
を加筆しました。

5 Ｐ１４「基本方針２」に掲載しています、歴史に関する周知等
や、「基本方針３」の子育て世代が住みやすい環境機能や
支援の充実や、文化的環境に配慮した新しい市街地の形成
を考えております。またＰ１５右上に「高齢者や障がい者にも
優しい環境づくり」と記載させていただいております。

6 地区の特性を活かした面的整備の誘導を掲げており、今後
市街化調整区域の市街化編入を図るのに、周辺の用途地
域等について整合性が図れるように検討してまいります。ま
た、今後の具体的な基本計画を策定していく中で、貴重なご
意見として参考にさせていただきます。

7 リニア中央新幹線については、ＪＲ東海が公表している平成
２３年５月の整備計画で「奈良市付近」として決定はされてい
ますが、現段階では具体的な新駅の設置位置が確定してお
らず、北陸新幹線も同じですが、それに対する接続や連携
についてはお示しすることはできません。今後もリニア中央
新幹線の中間駅設置に向けて、ＪＲ平城山駅付近の「郊外
型」とＪＲ及び近鉄奈良駅周辺の「市街地型」の２つの場所
を候補地として、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。

Ｐ３構想エリア内における既設の建物、施設の移設、再配列
も考慮した３０年先のまちづくりを構想すべきである。

八条・大安寺周辺地区まちづくり基本構想（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）

ご意見の概要

主要幹線道路に接続しない地域へのＩＣの設置計画は無理
があり、周辺道路の渋滞など交通事情が悪化し、生活に問
題を発生させると考える。また、鉄道駅と隣接することの意
義やメリットを感じない。

２　まちづくりの基本構想に関すること（１４件）

ご意見の概要

Ｐ１５「ならまち・奈良公園周辺ゾーンとの連結強化」につい
て史跡大安寺旧境内周辺は道路幅が狭く、歩道の未整備
区間が多く存在しており、大安寺小学校の通学エリアも重
なっております。整備にあたっては道路の拡幅や歩道の整
備を前提として、住宅街への渋滞回避車両の流入防止及び
スクールゾーンの設置等も含め検討してほしい。

Ｐ１５「西ノ京ゾーンとの連結強化」について
整備による交通量の増加により、柏木町交差点における渋
滞の発生頻度や度合いの悪化が容易に想定できます。交
差点の整備や信号の時間設定の見直し等を行い、渋滞解
消・緩和に努めることが必要であると考えます。

Ｐ１４「基本方針～交通～」の歩行者、自転車の安全確保と
しか記載されておらず、具体的な内容や安全確保・対策が
一切検討されていないように感じられる。

Ｐ１居住者及び地権者が安心安全な生活ができるようなま
ちづくりにしなければならない。観光客を増やして騒々しい
街にしてはならない。

Ｐ２観光客等を主体におくのではなく、歴史資材を活用して
文化・生涯教育学習のまちづくりを主体にして、この街に住
みたいとより多くの方が思う街にすべきと考えます。

Ｐ３構想エリアにおいて、関空や広域アクセスを考えるなら、
リニア中央新幹線と北陸新幹線とのアクセスも考慮すべき
と考えます。
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8 Ｐ１５「まちづくり基本構想図」に記載しておりますが、地区全
体の目標として高齢者や障害者にも優しい環境づくりを考え
ております。また、「奈良市まち・ひと・しごと創生総合戦略」
においては観光だけでなく、女性の働き方や子育て環境を
整えることで選ばれるまちをつくることを重点目標に掲げて
おります。また、いきいきと長生きできる“健康長寿“を柱に
据えた取組を展開することも併せて目標に掲げております。

9 Ｐ１６「街づくりの進め方」に記載しておりますが、行政だけで
なく地域住民の方とも積極的に協議を行い、官民協働のま
ちづくりに取り組んでまいります。

10 歴史的資源については、関係機関と検討協議し、資源保
存・活用と地域住民との調和を図ってまいります。

11 Ｐ１６にも掲載しておりますように、充分な情報発信と共有化
を進め、官民協働のまちづくりに取り組んでまいります。

12 早期完成に向けて、事業主体である国に対して現在も働き
かけはしていますが、今後も引き続き要望してまいります。

13 Ｐ１１にも記載しています「川辺のまちづくり」を活用した佐保
川の魅力向上を図る必要があり、またＰ１４「基本方針３」に
も記載しています、「川辺のまちづくり」と連携した官民協働
の取り組み強化を掲載しております。河川整備も含め今後
検討協議を行ってまいります。

14 地区の特性を活かした面的整備の誘導を掲げており、今後
市街化調整区域の市街化編入を図るのに、周辺の用途地
域等について整合性が図れるように検討してまいります。Ｐ
１１右上の暮らしやすさの配慮が必要の枠に「及び、その周
辺を含めた用途地域等」を加筆しました。

番号 ご意見に対する本市の考え方

1 奈良陸運支局検査場跡地は地区の現況（Ｐ１０）では「空閑
地」として、基本構想図（Ｐ１５）では、「公有地の利用促進」と
位置づけており、跡地の活用促進について、今後、管理者
等と協議を行ってまいります。

2 まちづくり基本構想Ｐ１４にありますように「歩行者、自転車
等の安全性確保」を主な取組に掲げており、今後、各関係
管理者などと協議を進めてまいります。

3 まちづくり基本構想Ｐ１４にありますように「歩行者、自転車
等の安全性確保」を主な取組に掲げており、今後、各関係
管理者などと協議を進めてまいります。

ＪＲ京終駅～ＪＲ新駅間は、高齢者が多く、歩道の整備をし
ていただきたいです。

Ｐ５～１１人口が減り、高齢化が進む中で、より多くの高齢者
がこの地で環境、安全安心な生活ができる場所にしなけれ
ばと考えます。また観光産業だけで奈良市はやっていける
のか？観光誘致のために賑わいある遊興施設を設けるの
は反対だと考えます。

Ｐ１４基本方針により本当に便利で安全な賑わいあるまちづ
くりができるのか？一方通行でも不便と感じる人や安全と考
える人もあり、両者が折衷できる案を見出す必要があると考
えます。

Ｐ１５大安寺等の歴史的資源の保存と現生活の利便性が相
反する事が多く、従来のインフラをできるだけ活用・改善して
不足分を加え、また一部を壊してでも街を再構築することが
好ましい場合もあると考えます。

Ｐ１６官民が協働するためには、互いに信頼信用できる関係
を構築することが第一と考えます。

Ｐ１の基本構想の核としては、京奈和自動車道（大和北道
路）の市内完成を提唱します。なぜなら（仮称）奈良ＩＣの利
便性のみを強調しているが、完成していないと地域内通過
車両が増大し、混乱が予想されます。事業主体への働き掛
けも構想に盛り込むべきと考えます。

Ｐ１１地域資源として「佐保川の桜」を挙げておりますが、近
年、訪日外国人の桜鑑賞のため、佐保川流域は大変な混
雑になっているにもかかわらず、河川整備を課題として挙げ
ておりません。

高度規制に課題があると考えます。集合住宅等の整備がな
されれば、地区内人口の減少抑制にもなるのではないかと
考えます。

３　整備方針に関すること（１９件）

ご意見の概要

奈良陸運支局検査場の跡地は、現在、荒地となっています
が、活用促進すべきと思います。（運動公園、ソーラー発電
所（メガソーラー））。

ザ・ビッグエクストラ大安寺店と三洋堂書店間は、道路を横
断する人が多く、危険なため、横断歩道を設置していただき
たいです。
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4 Ｐ１４「基本方針３」にも掲載しておりますが、地区の特性を
活かした地区計画の決定を明記しております。今後は土地
利用計画の進捗に合わせ、市街化区域への編入について
の協議・検討をしてまいりたいと考えます。

5 まちづくり基本構想Ｐ１４にありますように「歩行者、自転車
等の安全性確保」を主な取組に掲げており、今後、各関係
管理者などと協議を進めてまいります。

6 幹線道路の不足、通過交通の生活道路への流入について
は、課題としてＰ１１等に挙げており、幹線道路の整備促進
を主な取組として進め、「通過交通流入に対する不安解消」
に向け、関係各所と協働し進めてまいります。

7 浸水に対しては、Ｐ１１に「浸水対策が不足している」の課題
を挙げており、Ｐ１５「まちづくり構想図」として、安全安心な
環境確保に取り組んでまいります。

8 Ｐ１３に基本方針として「歴史・文化・自然的資源のポテン
シャルを活かし、国内外からの集客・交流を促進する魅力あ
ふれる都市空間の創出」、Ｐ１５基本構想図において、済生
会病院南側において「地区の特性を活かした面的整備」とし
て、今後ご意見を参考にさせていただき取り組んでまいりま
す。

9 Ｐ１３基本方針で「広域交通の結節点を拠点とし、地区内の
回遊性、利便性と周辺拠点との連携、アクセス性の向上を
図り、多様な活動を支え活性化する交通環境を形成」を挙
げており、今後の基本計画策定の際、ご意見を参考にさせ
ていただき、検討・協議させていただきます。

10 Ｐ１４基本方針で「歩行者、自転車等の安全確保」を挙げて
おり、歩行者・自転車通行の安全確保に努めます。

11 今後具体的な基本計画を策定していく中で、貴重なご意見
として参考にさせていただきます。

12 Ｐ１３まちづくりのコンセプトとして、『「交通」、「交流」、「居
住」環境に優れた賑わいあるまち』と掲げておりますとおり、
新たな交通結節機能の利便性を活かし、多様な交流拠点
や多世代居住を生み出す街としていきます。
Ｐ５でお示ししておりますとおり、Ｈ２７．１０における「年齢別
人口割合」でも、当地区内は市内全域に比べ３０代以下の
若い世代の居住率が高く、「地区内における人口増加町丁」
でも過去１０年間で人口が増加しており、そのポテンシャル
の高さが確認できます。
資料の表示方法は、今後の基本計画作成時の参考にさせ
ていただきます。

13 以下の８項目に記載させていただきます。

市街化調整区域である岩井川沿いの農地、休閑地、市有
地等を含めた構想エリア区域については、「物流拠点、小規
模商業、工場、その他サービス業等」を誘致できる「準工業・
工業地等」としての土地利用が望まれる。
都市基盤の整備手法としては民間活力による区画整理事
業、過密住居地は住環境等小規模環境整備事業の適用に
よる合併事業施行により整備すべきと考えます。

県道京終停車場薬師寺線は交通量が多く、渋滞や交通事
故が発生しております。、緊急車両も通行しますので、拡幅
が困難であれば一方通行も検討してもらい、改善すべきと
考えます。

東西（六条・京終）南北（西九条・大宮）幹線道路を新駅供用
開始までに整備し、生活道路を利用しなくてもいいように幹
線道路の整備を図るべきと考えます。

昔は、多くのため池と雨水調整機能を有した田んぼ１２０町
歩あったが、現在はその半分以下になっており、防災上、浸
水対策が必要と考えます。

奈良らしい「水と歴史風土」をマッチングさせた計画が良く、
例えば、佐保川左岸（済生会病院南側）を降雨時には遊水
機能をもった公園づくりや大安寺西小学校東に位置する「水
辺の学校」のような親水性のある佐保川にできないか考え
てほしい。

自転車道を整備し、既存の県設置自転車道に接続して新駅
付近に仮称レンタサイクルセンターを置くことにより、ＪＲと自
転車で奈良県北部の観光周遊ルートを設定（奈良市自転車
道路網計画策定）。併せて、「歴史の道」を整備あるいは重
用する。東大寺から法隆寺までの観光を自転車道の利用促
進により、健康増進、環境美化に繋げる。

狭い「歴史の道」を西ノ京から大安寺・ＪＲ京終駅へ歩いて
いる団体を見かけるが、自動車と混在しており危険であるた
め、歩道を設置しなくてはならない。

学校の運動場を使えず、公園においても野球等の遊び場が
無いように思えますので、広くて安全な遊び場を考えてほし
い。

街全体、地域の未来のイメージがつかめない。
どのような雰囲気、環境の街になるのか、
人口数・構成、人・車・物の流れは？イメージをビジュアルで
わかり易く説明すべきである。

　（都）西九条佐保線等の公聴会で私が述べた意見をもっと
考慮していただきたい。まちづくりの構想の何処に活かされ
ているのか不明である。
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Ｐ１３まちづくりのコンセプトとして、『「交通」、「交流」、「居
住」環境に優れた賑わいあるまち』と掲げておりますとおり、
新たな交通結節機能の利便性を活かし、多様な交流拠点
や多世代居住を生み出す街としていきます。

Ｐ１１で「通過交通が、市道や狭隘な県道といった生活道路
に流入している」や「東西南北の幹線道路がない」といった
課題を挙げ、
Ｐ１５で「通過交通流入に対する不安解消」や「幹線道路の
不足解消」といった取組を挙げています。

浸水に対しては、Ｐ１０、１１に「浸水対策が不足している」等
の課題を挙げており、Ｐ１４基本方針ごとの主な取組として、
「基本方針１」に防災に配慮した新しい市街地の形成、「基
本方針３」に浸水等の自然災害への対策強化と記載してお
り、改善に取り組んでまいります。

　今後の具体的な基本計画を策定していく中で、貴重なご意
見として参考にさせていただきます。

Ｐ１４基本方針ごとの主な取組として「歩行者、自転車等の
安全確保」を、Ｐ１５基本構想図で「安全・安心な環境確保」
を挙げており、今後の具体的な基本計画を策定していく中
で、貴重なご意見として参考にさせていただきます。

Ｐ１５で「鉄道事業者との連携」と取組を挙げています。

Ｐ１４で「生活用駅前広場をＪＲ新駅西口に整備」、「観光用
駅前広場をＪＲ新駅東口に整備」、「市街地の慢性的渋滞の
緩和に貢献する観光用パーク＆ライド駐車場の整備」と取
組を挙げています。
Ｐ１５で「観光周遊拠点の形成」や「市内中心部の渋滞緩
和」、「交通結節機能の確保」と取組を挙げています。

Ｐ１４で「健康福祉施設の誘導」、「健康づくりに資する場の
創出」、「健康増進イベントの開催」といった取組を挙げ、
Ｐ１５で「健康増進の場づくり」と取組をあげています。

14 Ｐ１４で「公共交通等による観光周遊ネットワークの形成」、
「歴史的資源の保存と継承」、「文化的資源の利用者増加に
資するイベント等の開催」、「防災や歴史的、文化的環境に
配慮した新しい市街地の形成」と取組を挙げ、　Ｐ１５で「観
光周遊拠点の形成」、「文化的資源の活用」、「歴史的資源
の保存と活用」と取組を挙げており、今後の基本計画策定
の際、ご意見を参考にさせていただき、検討・協議させてい
ただきます。

15 平成２３年５月の整備計画で「奈良市付近」として決定はさ
れていますが、現段階では具体的な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
示しすることはできません。

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と考えま
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。

道路だけでなく、河川水の流れにも注意が必要である。

自転車用道路も考えた方が良いと考えます。

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。

ＪＲ高架下の通行や有効利用の検討が必要である。

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。

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。

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。今回の新駅回りだけの構想でなく
奈良市の未来図を見据えた街作りが必要である。また、平
城旧跡、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、訪れたい街にすべしと考えます。

　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ならない。
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16 再生可能エネルギー等に関しましては、今後の基本計画策
定の際、ご意見を参考にさせていただき、検討・協議させて
いただきます。

17 Ｐ１４で「観光・交流に貢献する商業施設の誘導」、「地域対
象商業施設の誘導」と取組を挙げており、　用途地域による
建築物の用途制限の範囲内でのビジネスは可能と考えて
います。

18 Ｐ１１で「通過交通が、市道や狭隘な県道といった生活道路
に流入している」や「東西南北の幹線道路がない」といった
課題を挙げ、Ｐ１５で「通過交通流入に対する不安解消」や
「幹線道路の不足解消」といった取組を挙げています。
また、Ｐ１４で「多世代が安全、安心、快適に生活できる住宅
地の形成」、「浸水等の自然災害への対策強化」と取組を挙
げ、Ｐ１５で「高齢者や障がい者にも優しい環境づくり」、「安
全・安心な環境確保」と取組を挙げています。

19 今後の具体的な基本計画を策定していく中で、貴重なご意
見として参考にさせていただきます。

番号 ご意見に対する本市の考え方

1 Ｐ１４「基本方針１」に記載しておりますが、公共交通等によ
る観光周遊ネットワークの形成を考えており、今後の貴重な
ご意見として参考にさせていただきます。

2 Ｐ１５にも掲載しておりますが、佐保川においても文化的又
は自然的資源の活用を構想しております。今後地域の特性
へも配慮した、具体的な基本計画を策定していく中で、貴重
なご意見として参考にさせていただきます。

3 今後具体的な基本計画を策定していく中で、貴重なご意見
として参考にさせていただきます。

4 今後具体的な基本計画を策定していく中で、貴重なご意見
として参考にさせていただきます。

5 今後具体的な基本計画を策定していく中で、貴重なご意見
として参考にさせていただきます。

6 今後ソフト面のご意見も含めて、整備の手法を検討・協議さ
せていただきます。

7 一つのご意見として参考にさせていただき、関係各所と調整
します。

既存の道、住宅が新たな道、街とどのように繋がるのか？
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。
京終・薬師寺線の大安寺付近では道幅が狭く、タクシー、救
急車を呼ぶことも憚れる。
高齢者に安心がない。
八条五丁目付近は古くから水に浸かりやすいこともあり、水
の治水も従来の問題点を解決する対策案が必要と考えま
す。

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導入すべき。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。道
路の高機能化も必要と考えます。

商業地域といってもどのような商業をイメージしているか不
明。
家内工業、個人事業の様なビジネスなら仕事場と住居が分
離しないで同一になる可能性が高いと考えます。

京終・薬師寺線の南側の空き地の利用を考えられている
が、既存の建物がある北側も含めた再開発が必要と考えま
す。

４　計画実現に向けての方針に関すること（８件）

ご意見の概要

Ｐ７に記載の観光特性を改善するのに、ＳＮＳの環境変化に
も対応でき、”奈良ならでは”の観点から奈良市活性化の計
画案を作成しました。内容は超小型電気自動車モビリティー
等で社寺・自然・町の３要素で「南都七大寺巡り」を行うもの
です。

地区内に園地又は緑地を設け、佐保川を活用して「緑道」の
グリーンベルト回廊を構想します。因みに植栽するのは牡
丹・芍薬等奈良のイメージを発信できる植生を提案します。
新駅などにより利便性が飛躍的に向上し、同時に急速な宅
地開発及び施設の進出により、環境・景観・人情も大きく変
化すると思いますので、残された環境を有効活用してほしい
と考えます。

自転車観光を推進するため、レンタサイクルを奈良市に宿
泊した時は無料にする。

空家、使っていない部屋をゲストハウスや高齢者の家の一
部を若者に貸し「次世代下宿」に利用転向可能な施策補助
を条例化する。近鉄奈良・ＪＲ奈良駅の利用者はホテル旅
館、新駅利用者は次世代下宿を。そして新駅駅前には、大
型風呂等を誘致する。

新駅には、行政出張所・郵便局等金融関係と地元食材を扱
う道の駅のようなシステムを設置して地元振興を図る。

計画区域において月に２日ほど公共乗り物以外の一般自
動車の乗り入れ禁止デーを設定し、車社会から人と自転車
の奈良市に変えていく社会に。そして健康長寿日本一を目
指すまちになってもらいたい。

旧大安寺領は八条・柏木・大安寺で構成されており、新駅は
ほぼ旧大安寺領の中心に位置するため新駅の名称は、大
和・大安寺駅が最適である。
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8 今後具体的な基本計画を策定していく中で、貴重なご意見
として参考にさせていただきます。

ミニバス路線網を設定して、高齢者が利用しやすい低床式
ミニバスを奈良市のモデル事業をして参画する。利用者が
乗りたいところや降りたいところで乗り降り可能なミニバス利
用できないか。
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