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第 二 部 ： 奈 良 ら し い 眺 望 景 観 

 

１．奈良らしい眺望景観の選定 

１．１ 選定の方法 

 奈良らしい眺望景観の選定は以下の流れを基本とし、必要に応じて随時選定を行うこととする。 

 

 ■ 奈良らしい眺望景観の選定の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

きる眺望景観であること 

奈 良 ら し い 眺 望 景 観 

類似する眺望景観の集約・整理 

精 査 ・ 峻 別 

眺望景観のとらえ方への適合状況 

奈良らしい眺望景観の選定の考え方への適合状況 

文献調査 

現地調査 
公  募 

アンケート調査 

ヒアリング調査 

抽  出 

 時間や季節が異なるものや、歴史・文化的背景や住民活動等からみて一体的

な視点場として捉えるべきものを集約・整理する。（時間的、空間的な広がりを

もったものとして捉える） 

 第一部１．２に規定する「眺望景観のとらえ方」に適合することとする。 

 第一部２．３に規定する「奈良らしい眺望景観の選定の考え方に適合するこ

ととする。 

市民意見の聴取 

奈良市景観審議会の意見聴取 

資料２－２ 
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１．２ 第一次選定（平成２３年度選定） 

 １．１で示す流れに従い、４１件の眺望景観を奈良らしい眺望景観に選定した（第一次選定）。具体

の選定手順は以下のとおりである。 

 

【第一次選定の手順】 

抽出 「奈良の眺望景観調査」や「まほろば眺望スポット百選」、「奈良の景観宝地図」、「奈良

市都市計画マスタープラン」などの既往資料、「奈良を感じるすばらしい眺め」の公募（平成

20 年度及び平成 22 年度に実施）、観光客や観光ボランティアガイド、都市計画専門家等へのヒ

アリング（平成 22 年度）をもとに、奈良らしい眺望景観の候補 117 件を抽出した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

精査・峻別 「類似する眺望景観の集約・整理」、本計画で扱う「眺望景観」のとらえ方への

適合状況」、「奈良らしい眺望景観の選定の考え方への適合状況」による峻別を行い 39 件の候

補を選出した。 

市民意見の聴取 39 件の候補をもとに、奈良市ホームページにおける意見聴取（平成 23 年 8

月～9 月）、プレ講座（平成 23 年 9 月 10 日）及び市民講座（平成 23 年 10 月 1 日、8 日、15

日の 3 回）を開催し、追加すべき奈良らしい眺望景観を尋ねた。その結果、16 件があげられ

た。それらについて、同様に精査・峻別を行い、2 件を奈良らしい眺望景観候補に追加し、候

補数は 41 件となった。 

奈良市眺望景観懇談会の意見聴取 「奈良市眺望景観懇談会」における候補 41 件の承認予定。 

奈良市景観審議会の意見聴取 「奈良市景観審議会」における候補 41 件の承認予定。 

 

 

◆既存資料等の収集・整理と現地調査 

（平成 21 年度及び平成 22 年度実施） 
○視点場を抽出し、それらを望む眺望景観を現地調査

により把握した。 
（視点場の抽出に活用した資料） 
・なら写真ガイド（（社）奈良市観光協会） 
・古都奈良の世界遺産（（社）奈良市観光協会） 
・奈良市観光情報センター（（社）奈良市観光協会）

・奈良の景観 宝地図（奈良県） 
・奈良の眺望景観調査（奈良県） 
・奈良市観光マップ（奈良市） 
・奈良 花ごよみ春・夏（奈良市） 
・世界遺産 古都奈良の文化財（奈良市） 
・第１回奈良市緑の基本計画 市民懇話会成果（奈

良市） 
・あなたが選ぶリクエスト展「もう一度見たい入江

作品」（財団法人ならまち振興財団） 
・なぜなぜ奈良の世界遺産（奈良市写真美術館）

・世界遺産のあるまち奈良（（社）奈良市観光協会）

○既存資料より眺望景観を抽出した。 
（眺望景観の抽出に活用した資料） 
・奈良の眺望景観調査（奈良県） 
・まほろば眺望スポット百選（奈良県） 
・名勝奈良公園保存管理・活用計画策定検討調査

報告書（奈良県） 
・奈良の景観宝地図（奈良県） 

◆公募（平成 20 年度及び平成 22 年度実施） 

・募集期間：平成 20 年度：H20.5.1～H20.8.29 
平成 22 年度：H22.8.12～ 

・応募要件：原則として誰でもいつでも景色を眺めるこ

とができる場所 
・応募方法：郵送、FAX、e-mail 
・応募状況：合計 36 件 

 
 

◆アンケート・ヒアリング調査（平成 22 年度実施）

○都市計画学会国際シンポジウム参加者アンケート調査

・実 施 日：Ｈ22.8.29～30 
・回答状況：日本人 29 名、外国人 56 名 

○観光客アンケート調査 
・実 施 日：Ｈ22.9.18～19 
・回答状況：日本人 100 名、外国人 50 名 

○観光ボランティアガイドヒアリング調査 
・実 施 日：Ｈ22.9.27 及びＨ22.10.7 
・回答者数：合計 4 名 

    奈良国際交流ボランティア協会 
    奈良 SGG クラブ 
    NPO 法人なら・観光ボランティアガイドの会 
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 奈良らしい眺望景観の一覧は以下のとおりである。 

■ 奈良らしい眺望景観一覧 

番号 眺望景観の名称 番号 眺望景観の名称 

001 奈良県庁屋上広場から奈良市街地、山並
み、社寺等への眺望 022 大宮橋及び佐保川沿いから若草山への眺

望 

002 大仏池池畔から東大寺大仏殿への眺望 023 水上池池畔から若草山等の山並みへの眺
望 

003 東大寺二月堂裏参道から東大寺二月堂へ
の眺望 024 平城宮跡から東大寺大仏殿、若草山等の山

並みへの眺望 

004 東大寺二月堂から奈良市街地への眺望 025 平城宮跡から大極殿、朱雀門への眺望 

005 若草山から奈良市街地への眺望 026 近鉄奈良線から大極殿、朱雀門への眺望 

006 奈良奥山ドライブウェイ（雑司町区間）か
ら東大寺大仏殿への眺望 027 歴史の道から垂仁天皇陵への眺望 

007 白毫寺から奈良市街地への眺望 028 大池（勝間田池）池畔から薬師寺三重塔へ
の眺望 

008 奈良奥山ドライブウェイ展望所から奈良
盆地への眺望 029 薬師寺境内の眺望 

009 奈良町から興福寺五重塔への眺望 030 唐招提寺境内の眺望 

010 奈良町から春日山等の山並みへの眺望 031 秋篠川堤防から薬師寺への眺望 

011 荒池池畔から興福寺五重塔、御蓋山、春日
山への眺望 032 あやめ新橋から若草山等の山並みへの眺

望 

012 知事公舎前道路から若草山への眺望 033 羅城門橋から朱雀門、大極殿への眺望 

013 東大寺戒壇院前道路から東大寺戒壇堂へ
の眺望 034 山村町から奈良市街地、若草山等の山並み

への眺望 

014 春日野園地及び浮雲園地から若草山、東大
寺大仏殿・南大門への眺望 035 柳生の里の眺望 

015 鷺池池畔から浮見堂への眺望 036 田原地区の茶畑、田園風景の眺望 

016 猿沢池池畔から興福寺五重塔・南円堂への
眺望 037 貝那木山城跡から都祁野盆地への眺望 

017 ＪＲ奈良駅を含む三条通から春日大社一
の鳥居、御蓋山、春日山への眺望 038 三陵墓古墳群史跡公園から都祁野盆地、都

祁野岳への眺望 

018 近鉄奈良駅前を含む大宮通りから若草山
への眺望 039 月瀬梅林の眺望 

019 奈良阪（県道木津横田線）から東大寺大仏
殿への眺望 040 霊山寺境内から大和平野及び山並みへの

眺望 

020 
西安の森、若草中学校付近から東大寺大仏
殿、興福寺五重塔、若草山等の山並みへの
眺望 

041 追分梅林から奈良市街地及び山並みへの
眺望 

021 一条通から転害門への眺望 合計４１件 
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２．奈良らしい眺望景観カルテ 

 次頁以降、奈良らしい眺望景観 41 件それぞれについて、次の３点を整理した奈良らしい眺望景観カ

ルテを掲載する。 

 

 ○ 眺望景観の概要 

  眺望景観の写真、視点場及び視対象の位置、眺望景観の類型、眺望景観の構成（視点場、視

対象、眺望空間） 

 ○ 眺望景観の奈良らしさ 

  目に見える景観の特性、心で感じる景観の特性、情報としての景観の特性 

 ○ 保全・再生・活用の視点 

  守るための視点、整えるための視点、活かすための視点、法的な位置付け 

 

 なお、奈良らしい眺望景観カルテは、今後の保全・活用にあたっての視点を導く行政資料として活用

するだけでなく、多くの人が閲覧できるよう奈良市ホームページ上に公開し、奈良らしさや保全・活用

の視点を共有していくための資料として積極的に活用していく。また、併せて、市民等からの情報提供

をもとに充実させていくこととする。 

 

 

 

 

＜以下、奈良らしい眺望景観 41 件のカルテを掲載 －略－＞ 

 

 

 

 

 

 


