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現建設計画（Ｈ９） 変更案 備 考目 次 目 次序章 序章１ 計画の意義 １ 計画の意義２ 計画作成の方針 ２ 計画作成の方針３ 他の計画との関連 ３ 他の計画との関連４ 計画対象地域及び地域の現況 ４ 計画対象地域及び地域の現況第１章 関西文化学術研究都市（奈良県域）の建設に 第１章 関西文化学術研究都市（奈良県域）の建設に関する基本方針 関する基本方針１ 都市の機能 １ 都市の機能２ 施設等の整備の方向 ２ 施設等の整備の方向３ 都市の地域内の人口の規模及び土地利用の方針 ３ 都市の地域内の人口の規模及び土地利用の方針４ 文化学術研究地区の配置 ４ 文化学術研究地区の配置第２章 文化学術研究地区の名称及び区域 第２章 文化学術研究地区の名称及び区域第３章 各文化学術研究地区の区域内の人口の規模及 第３章 各文化学術研究地区の区域内の人口の規模及び土地の利用に関する事項 び土地の利用に関する事項１ 平城宮跡地区 １ 平城宮跡地区２ 平城・相楽地区（奈良県域） ２ 平城・相楽地区（奈良県域）３ 高山地区 ３ 高山地区４ 北田原地区 ４ 北田原地区第４章 文化学術研究施設の整備に関する事項 第４章 文化学術研究施設の整備に関する事項１ 平城宮跡地区 １ 平城宮跡地区２ 平城・相楽地区（奈良県域） ２ 平城・相楽地区（奈良県域）３ 高山地区 ３ 高山地区第５章 周辺地区の整備及び保全に関する事項 第５章 周辺地区の整備及び保全に関する事項１ 市街地の区域 １ 市街地の区域２ 農業的利用区域 ２ 農業的利用区域３ 緑地区域及び森林 ３ 緑地区域及び森林第６章 公共施設、公益的施設、住宅施設その他の施 第６章 公共施設、公益的施設、住宅施設その他の施設の整備に関する事項 設の整備に関する事項１ 公共施設及び公益的施設の整備 １ 公共施設及び公益的施設の整備２ 住宅施設その他の施設の整備 ２ 住宅施設その他の施設の整備第７章 その他都市建設に関する事項 第７章 その他都市建設に関する事項１ 防災への配慮 １ 防災への配慮２ 環境の保全 ２ 環境の保全３ 文化財の保護 ３ 文化財の保護４ 地価等への配慮 ４ 地価等への配慮５ 良好な景観の形成 ５ 良好な景観の形成６ その他の事項 ６ その他の事項
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現建設計画（Ｈ９） 変更案 備 考序章 序章序章 序章序章 序章序章 序章１ 計画の意義 １ 計画の意義この計画は、関西文化学術研究都市建設促進法第５ この計画は、関西文化学術研究都市建設促進法第５条第１項の規定に基づき作成したもので、関西文化学 条第１項の規定に基づき作成したもので、関西文化学術研究都市（奈良県域）の建設に関する総合的な計画 術研究都市（奈良県域）の建設に関する総合的な計画となるものである。 となるものである。
２ 計画作成の方針 ２ 計画作成の方針この計画は、関西文化学術研究都市の建設に関する この計画は、関西文化学術研究都市の建設に関する基本方針に従い、21世紀初頭を目標に定めたものであ 基本方針に従い、21世紀初頭を目標に定めたものであるが、都市建設の進捗状況その他情勢の変化に応じ、 るが、都市建設の進捗状況その他情勢の変化に応じ、計画事項の追加又は見直しを行って変更するものとす 計画事項の追加又は見直しを行って変更するものとする。 る。
３ 他の計画との関連 ３ 他の計画との関連この計画の作成に当たっては、近畿圏基本整備計画 この計画の作成に当たっては、近畿圏基本整備計画と調和したものとしたほか 奈良県新総合計画 と調和したものとしたほか やまと２１世紀ビジョン ：名称変更、 、 、 、第三次奈良県国土利用計画、 奈良県国土利用計画、奈良県都市計画マスター ：第４次期奈良県国奈良地区近郊整備区域建設計画、金剛生駒区 プラン、奈良地区近郊整備区域建設計画、金剛生駒区 土利用計画の策定を域保全区域整備計画、平城山の辺区域保全区域整備計 域保全区域整備計画、平城山の辺区域保全区域整備計 予定しているため画等との調和に配慮した。 画等との調和に配慮した。 ：マスタープランの追加４ 計画対象地域及び地域の現況 ４ 計画対象地域及び地域の現況この計画は、関西文化学術研究都市建設促進法第２ この計画は、関西文化学術研究都市建設促進法第２条第１項の規定に基づき定められた関西文化学術研究 条第１項の規定に基づき定められた関西文化学術研究都市の地域のうち、奈良県域を対象とする。 都市の地域のうち、奈良県域を対象とする。計画対象域の現況は、次のとおりである。 計画対象域の現況は、次のとおりである。（１）面積及び人口 （１）面積及び人口 ：平成17年度国勢調計画対象地域の面積は、約3,510ha、人口は、約80千 計画対象地域の面積は、約3,510ha、人口は、約81千 査データに修正した人（平成 7年国勢調査）である。 人（平成17年国勢調査）である。 ため（２）地理的条件 （２）地理的条件計画対象地域は、本県北西部の京阪奈丘陵から平城 計画対象地域は、本県北西部の京阪奈丘陵から平城、 、 、 、宮跡を含むその周辺に位置し 地域の北部は京都府に 宮跡を含むその周辺に位置し 地域の北部は京都府に西部は大阪府に接している。 西部は大阪府に接している。
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現建設計画（Ｈ９） 変更案 備 考当該地域は、奈良市市街地に隣接し、大阪、京都の都 当該地域は、奈良市市街地に隣接し、大阪、京都の都心から約20～30kmの距離にあり、 、一 心から約20～30kmの距離にあり、京奈和自動車道、一 ：鉄道・道路の表記般国道24号 同163号 同168号 般国道24号、学研都市連絡道路（同163号 、同168号、 追加、 、 、 ）第二阪奈有料道路、主要地方道奈良生駒線、同大阪生 第二阪奈有料道路、主要地方道奈良生駒線、同大阪生 ：国道163号の名称駒線及び同枚方大和郡山線並びに近畿日本鉄道奈良線 駒線及び同枚方大和郡山線並びに近畿日本鉄道奈良線 統一のため、学研都、 、同東大阪線、同京都線、 西日本旅客 、同京都線、同けいはんな線、西日本旅客 市連絡道路の表記追鉄道関西本線及び同奈良線により京阪神地域の主要都 鉄道関西本線及び同奈良線により京阪神地域の主要都 加市と連結されている。 市と連結されている。 ：平成18年3月27日に「東大阪線」として開業していた長田～生駒間も「けいはんな線」に改称されたため表記の修正（３）自然的条件 （３）自然的条件計画対象地域は、奈良市域においては平城宮跡及び 計画対象地域は、奈良市域においては平城宮跡及びその南側は平地であるが、北側は平城山丘陵一帯のな その南側は平地であるが、北側は平城山丘陵一帯のなだらかな丘陵地である。一部においては住宅開発が進 だらかな丘陵地である。一部においては住宅開発が進んでいるが、平城山丘陵は歴史的風土特別保存地区に んでいるが、平城山丘陵は歴史的風土特別保存地区に指定され、優れた緑地が良く保全されている。 指定され、優れた緑地が良く保全されている。生駒市域においては、おおむね北部から南部にかけ 生駒市域においては、おおむね北部から南部にかけて標高270～100ｍにわたり緩やかに傾斜している。部 て標高270～100ｍにわたり緩やかに傾斜している。部分的には宅地開発が行われているものの、その大部分 分的には宅地開発が行われているものの、その大部分は山林などであり、北西部の大阪府との府県界付近の は山林などであり、北西部の大阪府との府県界付近の一部は、金剛生駒紀泉国定公園及び金剛生駒近郊緑地 一部は、金剛生駒紀泉国定公園及び金剛生駒近郊緑地保全区域に指定され、優れた緑地を有している。 保全区域に指定され、優れた緑地を有している。地域内は、大和川水系及び淀川水系の2つの水系にわ 地域内は、大和川水系及び淀川水系の2つの水系にわかれており、大和川及び淀川の支川である中小の河川 かれており、大和川及び淀川の支川である中小の河川がある。 がある。（４）社会的条件 （４）社会的条件 ：平成12年高山第２計画対象地域は、全域が都市計画区域であり、その 計画対象地域は、全域が都市計画区域であり、その 工区（288ha）が市うち市街化区域は約38％を占めている。 うち市街化区域は約46％を占めている。 街化区域に編入した奈良市域は、平城山の辺区域保全区域一帯を除いて 奈良市域は、平城山の辺区域保全区域一帯を除いて ため表記の修正はそのほとんどが市街化区域であり、サービス業等の はそのほとんどが市街化区域であり、サービス業等の ： 世界でも類をみ「第三次産業の集積が一部でみられるものの、市街化区 第三次産業の集積が一部でみられるものの、市街化区 ない」と言い切れな域の大部分は住宅地である。一方、市街化調整区域に 域の大部分は住宅地である。一方、市街化調整区域に いため表記の修正は 世界でも類をみない広大な国有 史跡であり は 我が国を代表する 広大な国有の特別史跡であり ：特別史跡平城宮跡、 、 、 、木造の 都城遺跡として 歴史的価値の高い 木造建築から成る都城遺跡として世界史的価値が高い は平成10年に世界文平城宮跡を ことから、世界文化遺産に登録されている平城宮跡を 化遺産に登録されてはじめ、多くの埋蔵文化財等が分布している。 はじめ、多くの埋蔵文化財等が分布している。 いるため表記の追加生駒市域は、中北部が市街化調整区域である ：平成12年高山第２生駒市域は、大部分が市街化調整区域であるが、鹿 。地域の産業は、 工区（288ha）が市ノ台等の大規模住宅開発が進んでいる 地域の産業は 北田原の準工業地域に中小の工場が立地しており、優 街化区域に編入し、。 、北田原の準工業地域に中小の工場が立地しているほか れた技術を有している企業も多い。また、高山では茶 鹿ノ台の大規模住宅、高山では茶筌、 筌、茶器、編針等の地場産業が営まれているが、経営 開発は完了したため茶器、編針等の地場産業が営まれているが、経営の規 の規模は概して小さい。 表記の修正模は概して小さい。 ：北田原工業団地の現状表記を修正
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現建設計画（Ｈ９） 変更案 備 考第第第第１１１１章 関西文化学術研究都市章 関西文化学術研究都市章 関西文化学術研究都市章 関西文化学術研究都市（（（（奈良県域奈良県域奈良県域奈良県域））））のののの 第第第第１１１１章 関西文化学術研究都市章 関西文化学術研究都市章 関西文化学術研究都市章 関西文化学術研究都市（（（（奈良県域奈良県域奈良県域奈良県域））））のののの建設建設建設建設にににに関関関関するするするする基本方針 建設基本方針 建設基本方針 建設基本方針 建設にににに関関関関するするするする基本方針基本方針基本方針基本方針１ 都市の機能 １ 都市の機能本県は、世界に誇り得る貴重な文化的遺産や、それ 本県は、世界に誇り得る貴重な文化的遺産や、それらと一体を成す歴史的風土と恵まれた自然環境をあわ らと一体を成す歴史的風土と恵まれた自然環境をあわせ持っており、日本の国土と歴史の中に特異な位置を せ持っており、日本の国土と歴史の中に特異な位置を占めている。 占めている。このような本県の特性をいかし、次に掲げる諸機能 このような本県の特性をいかし、次に掲げる諸機能の整備及び街づくりを図ることにより、文化・学術・ の整備及び街づくりを図ることにより、本都市の理念 ：基本方針との整合研究、街づくりの融合した都市の実現 である 文化・学術・研究の新たな展開の拠点づくり 第１章１「 」「我が国及び世界の文化・学術・研究の発展及び国民経済の発展への寄与」及び「未来を拓く知の創造都市を目標とする。 の形成」を実現することを目標とする。（１）文化を冠した学術・研究都市として、歴史的・ （１）文化を冠した学術 研究都市として、高度な文 ：基本方針との整合文化的遺産の保存・活用に関する拠点としての機能及 化拠点としての機能 新たな文化・学術・研究の推進 第１章２、 、び今後の学術・研究、産業活動のあり方を先導する機 及び新たな産業の創出を牽引 する機能の整備を図る。 能の整備を図る。２ 文化 学術・研究 （２）国際研究開発拠点として、文化、学術・研究、 ：基本方針との整合（ ） 、 、産業の各側面で地球全体の平和と繁栄に貢献していく 産業の各側面で地球全体の平和と繁栄に貢献していく 第１章２ため、本都市で行う活動の成果を国内だけでなく、世 ため、本都市で行う活動の成果を国内だけでなく、世界に向けて発信する機能の整備を図る。 界に向けて発信する機能の整備を図る。（３）これら諸活動を支える基盤として、文化学術研 （３）これら諸活動を支える基盤として、文化学術研究の中枢にふさわしい心地良さを感じさせるような文 究の中枢にふさわしい自然共生型で先端的学術成果を ：基本方針との整合化の薫る住み良い街づくり 、世界に開かれた 生活の中で実践するような街づくり、世界に開かれた 第１章２街づくりを進める。 街づくりを進める。２ 施設等の整備の方向 ２ 施設等の整備の方向文化学術研究都市にふさわしい機能を総合的に確保 文化学術研究都市にふさわしい機能を総合的に確保するため、防災性の向上及び環境への負荷の低減や自 するため、防災性の向上及び環境への負荷の低減や自然との共生を図りつつ、本県の有する歴史・文化的条 然との共生を図りつつ、本県の有する歴史・文化的条件、自然条件等に配慮して、21世紀初頭までに都市が 件、自然条件等に配慮して、21世紀初頭までに都市が概成するよう、次に掲げる整備等を図る。 概成するよう、次に掲げる整備等を図る。（１）文化学術研究施設等の整備 （１）文化学術研究施設等の整備高度な教育研究施設、創造的研究及び先端的な技術 高度な教育研究施設、創造的研究及び先端的な技術開発を行う施設等の整備・充実を図るとともに、歴史 開発を行う施設等の整備・充実を図るとともに、歴史的・文化的遺産を保存整備しつつ、それらを活用した 的・文化的遺産を保存整備しつつ、それらを活用した文化財、考古学に関する文化学術研究施設等の整備を 文化財、考古学に関する文化学術研究施設等の整備を図る。 図る。
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現建設計画（Ｈ９） 変更案 備 考（２）産業の振興 （２）産業の振興先端的な科学技術分野の教育・研究の成果と人材 先端的な科学技術分野の教育・研究の成果と人材、 、 、 、を活用することにより 産業の活性化を図るとともに を活用することにより 産業の活性化を図るとともに文化・学術・研究の成果をいかす研究開発型産業及び 文化・学術・研究の成果をいかす研究開発型産業及び文化・学術・研究活動を支援する産業の創出、育成を 文化・学術・研究活動を支援する産業の創出、育成を図る。 図る。
（３）居住環境の整備 （３）居住環境の整備文化学術研究都市にふさわしい人間性豊かな安全で 文化学術研究都市にふさわしい人間性豊かな安全で快適な居住環境を確保するため、良好な住宅・宅地等 快適な居住環境を確保するため、良好な住宅・宅地等の整備を推進する。 の整備を推進する。
（４）都市機能の整備 （４）都市機能の整備国際化 、高度情報化、高齢化等経済、社 研究・経済活動のグローバル化、高度情報化、少子会の変化に対応した 、文化学術研究都市 化・高齢化等の著しい進展の中で、文化学術研究都市 ：基本方針との整合にふさわしい公共施設、情報・通信基盤施設を含む都 にふさわしい公共施設、情報・通信基盤施設を含む都 第１章３市機能の総合的な整備を推進する。また、この場合、 市機能の総合的な整備を推進する。また、この場合、住民、研究者等の利便性の確保を図るとともに、国土 市民、研究者等の利便性の確保を図るとともに、国土保全施設の整備や適切な防災対策を図ることなどによ 保全施設の整備や適切な防災対策を図ることなどにより、都市の安全性の確保 に り、都市の安全性の確保及び都市的サービスの向上に配慮する。 配慮する。
（５）広域的な交通施設、情報・通信基盤施設の整備 （５）広域的な交通施設、情報・通信基盤施設の整備国際化、高度情報化に対応して、近畿圏をはじめと 近畿圏をはじめと ：基本方針との整合する国内外の諸都市及び研究開発拠点 と する国内外の諸都市、研究開発拠点及び産業集積地と 第１章３の連携を確保するため、道路、鉄道等の交通施設及び の連携を確保するため、道路、鉄道等の交通施設及び情報・通信基盤施設の整備を推進する。また、交通施 情報・通信基盤施設の整備を推進する。設の整備に伴い必要となる安全施設等の整備を推進するとともに、高度情報通信技術を活用した新しい道路交通システムの導入を図る。本都市（奈良県域）の建設は、学術、産業及び行政 本都市（奈良県域）の建設は、学術、産業及び行政の各分野の協力を基調とし、民間活力を最大限に活用 の各分野の協力を基調とし、民間活力を最大限に活用して進めるとともに、奈良市、生駒市の総合計画等と して進めるとともに、奈良市、生駒市の総合計画等と連携を図って進めるものとする。 連携を図って進めるものとする。
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現建設計画（Ｈ９） 変更案 備 考３ 都市の地域内の人口の規模及び土地利用の方針 ３ 都市の地域内の人口の規模及び土地利用の方針（１）人口の規模 （１）人口の規模（ ） 、 。 （ ） 、 。本都市 奈良県域 の人口は 約14万人を想定する 本都市 奈良県域 の人口は 約14万人を想定するこのうち、文化学術研究地区における人口は、約7万人 このうち、文化学術研究地区における人口は、約7万人を想定する。 を想定する。（２）土地利用の方針 （２）土地利用の方針本都市（奈良県域）は 「文化学術研究地区」及びそ 本都市（奈良県域）は 「文化学術研究地区」及びそ、 、れ以外の地域である「周辺地区」により構成し、文化 れ以外の地域である「周辺地区」により構成し、文化学術研究地区は、環境の保全に配慮しつつ、分散して 学術研究地区は、環境の保全に配慮しつつ、分散して配置する。 配置する。① 文化学術研究地区 ① 文化学術研究地区防災性の向上、高齢化及び高度情報化への対応、環境 ：基本方針との整合への負荷の低減や自然との共生並びに周辺地区との調 周辺地区との調 第３章２和等に配慮しつつ、文化学術研究施設 の整備・充実 和等に配慮しつつ、文化学術研究施設等の整備・充実及び歴史的・文化的遺産の保存・復元整備を図るとと 及び歴史的・文化的遺産の保存・復原整備を図るとともに、公共施設、公益的施設、住宅施設その他の施設 もに、公共施設、公益的施設、住宅施設その他の施設の一体的整備を推進する。 の一体的整備を推進する。地区内の土地利用については、周辺の市街地、緑地等との調和に配慮し、地区の特性に応じて自然緑地の また、地区の特性に応じ、生態系への保全を図るなど地 影響を最小限にとどめ、自然環境の保全を図るなど地区内の緑の確保に努めるともに、総合的な治水、防災 区内の緑の確保に努めるともに、対策を進めつつ、文化学術研究都市にふさわしい景観 文化学術研究都市にふさわしい景観の形成に努め、良好な研究・生活環境の形成を図る。 の形成に努め、良好な研究・生活環境の形成を図る。さらに、文化学術研究地区の配置の特色をいかし、機能面での有機的な連携のもとに都市的サービス機能の集積する地区センターを文化学術研究地区に分散して整備することにより、多核型の都市機能ネットワークの形成を図る。②周辺地区 ②周辺地区現在の土地利用を尊重し、文化学術研究地区との調 現在の土地利用を尊重し、文化学術研究地区との調和を図ることとし、文化学術研究地区の整備に関連し 和を図ることとし、文化学術研究地区の整備に関連して必要な施設の整備、良好な生活環境の形成等を図る て必要な施設の整備、良好な生活環境の形成等を図るための事業を推進するとともに、自然環境の保全と活 ための事業を推進するとともに、自然環境の保全と活用を図る。 用を図る。４ 文化学術研究地区の配置 ４ 文化学術研究地区の配置文化学術研究地区は、奈良市、生駒市等の既存都市 文化学術研究地区は、奈良市、生駒市等の既存都市とのつながりや都市全体の有機的な連携に配慮し、平 とのつながりや都市全体の有機的な連携に配慮し、平、 （ ）［ ］、 、 （ ）［ ］、城宮跡地区 平城・相楽地区 奈良県域 以上奈良市 城宮跡地区 平城・相楽地区 奈良県域 以上奈良市高山地区、北田原地区［以上生駒市］に配置する。 高山地区、北田原地区［以上生駒市］に配置する。
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現建設計画（Ｈ９） 変更案 備 考第第第第２２２２章 文化学術研究地区章 文化学術研究地区章 文化学術研究地区章 文化学術研究地区のののの名称及名称及名称及名称及びびびび区域 第区域 第区域 第区域 第２２２２章 文化学術研究地区章 文化学術研究地区章 文化学術研究地区章 文化学術研究地区のののの名称及名称及名称及名称及びびびび区域区域区域区域各文化学術研究地区の名称、面積及び区域は、次の 各文化学術研究地区の名称、面積及び区域は、次のとおりとする。 とおりとする。名 称 面積 区 域 名称 積 区 域奈良市法華寺町、佐紀町、二 奈良市法華寺町、佐紀町、二条町一丁目、二条町二丁目、 条町一丁目、二条町二丁目、二条大路南三丁目、二条大路 二条大路南三丁目、二条大路平城宮跡地区 南四丁目、三条大路三丁目及 平城宮跡地区 南四丁目、三条大路三丁目及142ha 142haび三条大路四丁目のうち奈良 び三条大路四丁目のうち奈良県知事が定める区域 県知事が定める区域奈良市神功一丁目、神功二丁 奈良市神功一丁目、神功二丁、 、 、 、 、 、目 神功三丁目 神功四丁目 目 神功三丁目 神功四丁目神功五丁目、神功六丁目、右 神功五丁目、神功六丁目、右京一丁目、右京二丁目、右京 京一丁目、右京二丁目、右京三丁目、右京四丁目、右京五 三丁目、右京四丁目、右京五丁目、 朱雀一丁目、朱雀二丁 丁目、 朱雀一丁目、朱雀二丁、 、 、 、 、 、目 朱雀三丁目 朱雀四丁目 目 朱雀三丁目 朱雀四丁目平城･相楽地区 朱雀五丁目、朱雀六丁目、左 平城･相楽地区 朱雀五丁目、朱雀六丁目、左362ha 362ha京一丁目、左京二丁目、左京 京一丁目、左京二丁目、左京(奈良県域） (奈良県域）三丁目、左京四丁目、左京五 三丁目、左京四丁目、左京五丁目及び左京六丁目の全域並 丁目及び左京六丁目の全域並びに奈良阪町、佐紀町及び歌 びに奈良阪町、佐紀町及び歌姫町のうち奈良県知事が定め 姫町のうち奈良県知事が定める区域 る区域生駒市高山町、鹿畑町及び上 生駒市高山町、鹿畑町及び上町のうち奈良県知事が定める 町のうち奈良県知事が定める高山地区 333ha 高山地区 333ha区域 区域高山地区については、整備のための条件が整った時 ：高山地区におい点で区域の拡大を行う また 北田原地区については 北田原地区については、整 て、現在第２工区以。 、 、整備の条件が整った時点で区域を定める。 備の条件が整った時点で区域を定める。 外の計画はないため奈良県知事が定める区域を示す地形図は、奈良県企 奈良県知事が定める区域を示す地形図は、奈良県地 表記の削除画部学研都市推進室 及び関係市役所に備え付 域振興部地域づくり支援課及び関係市役所に備え付け ：奈良県の組織改正、け、閲覧に供する。 閲覧に供する。 のため表記の修正
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現建設計画（Ｈ９） 変更案 備 考第第第第３３３３章 各文化学術研究地区章 各文化学術研究地区章 各文化学術研究地区章 各文化学術研究地区のののの区域内区域内区域内区域内のののの人口人口人口人口のののの規模及 第規模及 第規模及 第規模及 第３３３３章 各文化学術研究地区章 各文化学術研究地区章 各文化学術研究地区章 各文化学術研究地区のののの区域内区域内区域内区域内のののの人口人口人口人口のののの規模及規模及規模及規模及びびびび土地土地土地土地のののの利用利用利用利用にににに関関関関するするするする事項事項事項事項 びびびび土地土地土地土地のののの利用利用利用利用にににに関関関関するするするする事項事項事項事項各文化学術研究地区の整備の方針、人口の規模及び 各文化学術研究地区の整備の方針、人口の規模及び土地利用計画は、次のとおりとする。 土地利用計画は、次のとおりとする。土地利用計画における機能別土地利用区分は、別表 土地利用計画における機能別土地利用区分は、別表による。 による。１ 平城宮跡地区 １ 平城宮跡地区（１）整備の方針 （１）整備の方針歴史的風土、文化的遺産の保存及び平城宮跡、朱雀 ①歴史的風土の保全大路跡の保存整備を図りつつ、これらに配慮した文化 世界文化遺産にも登録されている特別史跡平城宮跡 ：特別史跡平城宮跡財、考古学に関する文化学術研究施設の充実、強化並 をはじめ、文化遺産とそれらを中心に広がる歴史的風 は平成10年に世界文びに都市的サービス施設等の整備を図る。 土の確実な保存を図る。 化遺産に登録されて②施設整備と管理運営システムの充実 いるため表記の追加2010年の平城遷都1300年を契機として、この地の歴 ：1300年記念事業の史文化の意義と風土の美しさを国内外に示し、理解し 表記追加てもらうために、必要な施設整備と管理運営システム ：都市公園の表記追の充実を図る。 加③文化学術研究施設等の充実・強化等文化財・考古学を中心とした文化学術研究施設の充実・強化並びに都市公園や活用に資する都市サービス施設等の整備を図る。当地区の概成は、21世紀初頭を目標とする。 当区域の概成は、21世紀初頭を目標とする。（２）人口の規模 （２）人口の規模区域内の現況人口は約1千人で、今後の増加は想定し 区域内の現況人口は約1千人で、今後の増加は想定しない。 ない。（３）土地利用計画 （３）土地利用計画①土地利用の考え方（別図ー１参照） ①土地利用の考え方（別図ー１参照） ：基本方針との整合特別史跡指定区域及び歴史的風土特別保存地区を含 特別史跡指定区域及び歴史的風土特別保存地区を含 第４章２む主要地方道奈良生駒線（阪奈道路）の北側一帯及び む主要地方道奈良生駒線（阪奈道路）の北側一帯及び ：都市公園の表記追同線南側の 朱雀大路復元区域については、 同線南側の史跡朱雀大路復原区域については、歴史的 加風土の保存に十分配慮しつつ、特別史跡平城宮跡等の ： 史跡」の表記を「史跡の発掘調査、保 都市公園としての整備をはじめ、史跡の発掘調査、保 追加存・復元整備を図るとともに、歴史的風土の保存に十 存・ 整備を図るとともに、 ：都市公園の整備に分配慮しつつ、文化財、考古学に関する文化学術研究 文化財、考古学に関する文化学術研究 ついても歴史的風土施設の充実・整備を図るための文化学術研究ゾーンと 施設の充実・整備を図るための文化学術研究ゾーンと の保存について十分する。 する。 配慮が必要であるたまた、同線南側の 朱雀大路復元区域を除く地域 また、同線南側の史跡朱雀大路復原区域を除く地域 め表記の修正については 本地区の特性及び交通利便性をいかして については 本地区の特性及び交通利便性をいかして ：復原以外の整備も、 、 、 、研究交流の場の提供に配慮した都市的サービス施設等 研究交流の場の提供に配慮した都市的サービス施設等 実施されることがあを整備するためのセンターゾーンとする。 を整備するためのセンターゾーンとする。 るため 「復原」の表記削除②機能別土地利用面積 ②機能別土地利用面積機能別土地利用面積は、次のとおりとする。 機能別土地利用面積は、次のとおりとする。文化学術研究ゾーン 139ha 文化学術研究ゾーン 139haセンターゾーン 3ha センターゾーン 3ha
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現建設計画（Ｈ９） 変更案 備 考２ 平城・相楽地区（奈良県域） ２ 平城・相楽地区（奈良県域）（１）整備の方針 （１）整備の方針平城・相楽地区（京都府域）と一体の文化学術研究 平城・相楽地区（京都府域）と一体の文化学術研究地区であり、大規模な住宅地としての整備とあわせて 地区であり、良好な住宅地との調和に配慮しつつ、 ：基本方針との整合生活関連等の研究、研修を行う文化学術研究施設、都 生活関連等の研究、研修を行う文化学術研究施設、都 第４章２市的サービス施設等の整備を推進し、本都市における 市的サービス施設等の整備を推進し、本都市における複合的都市機能を備えた先導的地区としての整備・充 複合的都市機能を備えた先導的地区としての整備・充実を図る。 実を図る。
（２）人口の規模 （２）人口の規模区域内の人口は、約38千人を想定する。 区域内の人口は、約38千人を想定する。
（３）土地利用計画 （３）土地利用計画①土地利用の考え方（別図ー２参照） ①土地利用の考え方（別図ー２参照）平城１号線、平城２号線及び平城４号線を地区の骨 平城１号線、平城２号線及び平城４号線を地区の骨格となる道路とし、区域の大部分は良好な環境を有す 格となる道路とし、区域の大部分は良好な環境を有する住宅地ゾーンとする。また、近畿日本鉄道京都線の る住宅地ゾーンとする。また、近畿日本鉄道京都線の東側に公園・緑地ゾーンを配置するとともに、国道24 東側に公園・緑地ゾーンを配置するとともに、国道24号沿道には文化学術研究ゾーンを、高の原駅前には本 号沿道には文化学術研究ゾーンを、高の原駅前には本都市の先導的地区にふさわしいセンターゾーンをそれ 都市の先導的地区にふさわしいセンターゾーンをそれぞれ配置する。 ぞれ配置する。②機能別土地利用面積 ②機能別土地利用面積機能別土地利用面積は、次のとおりとする。 機能別土地利用面積は、次のとおりとする。文化学術研究ゾーン 11ha 文化学術研究ゾーン 11ha住宅地ゾーン 328ha 住宅地ゾーン 328haセンターゾーン 17ha センターゾーン 17ha公園・緑地ゾーン 6ha 公園・緑地ゾーン 6ha
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現建設計画（Ｈ９） 変更案 備 考３ 高山地区 ３ 高山地区（１）整備の方針 （１）整備の方針奈良先端科学技術大学院大学及び通信・放送機構奈 奈良先端科学技術大学院大学 ：基本方針との整合良リサーチセンターを中心に、 情報通信、バ を中心に、主として情報通信、バ 第４章２イオサイエンス、 イオサイエンス、ライフサイエンス、環境、ものづく ：奈良県科学技術振材料等の先端的な科学技術分野を対象とする文化 り、材料等の先端的な科学技術分野を対象とする文化 興指針で列挙してい学術研究施設等、 住宅施設及び 学術研究施設・研究開発型産業施設等、住宅施設及び る重点研究開発分野自然環境をいかした総合公園の整備を図るとともに、 自然環境をいかした総合公園の整備を図るとともに、 の項目追加地理的条件をいかし、本都市の中心地区である精華・ 地理的条件をいかし、本都市の中心地区である精華・ ：高山第１工区の企西木津地区との機能的な連携の強化を図る。また、区 西木津地区との機能的な連携の強化を図る。また、 業立地促進のため域の南側において、整備の条件が整った時点で、京阪 「研究開発型産業施奈新線計画との整合性に留意しつつ、 大阪 本都市の大阪 設等」の表記追加方面からの玄関口としてふさわしい複合的都市機能の 方面からの玄関口としてふさわしい複合的都市機能の ： けいはんな線」「整備を図る。 整備を図る。 は、学研奈良登美ヶ当面の区域の概成は、平成25年を目標とする。 当面の区域の概成は、平成25年を目標とする。 丘まで開通したため、高山地区から表記の削除（２）人口の規模 （２）人口の規模当面の区域内の人口は、約24千人を想定する。 当面の区域内の人口は、約24千人を想定する。
（３）土地利用計画 （３）土地利用計画①土地利用の考え方（別図ー3参照） ①土地利用の考え方（別図ー3参照）当面の区域は、区域内を北住区と南住区の2住区で構 当面の区域は、区域内を北住区と南住区の2住区で構成し、道路については、東西幹線として、一般国道163 成し、道路については、東西幹線として、本地区と号から精華・西木津地区へ 接続する高山東西線（仮 精華・西木津地区とを接続する高山東西線 ：学研都市連絡道路称）を整備するとともに、南北幹線として高山南北線 を整備するとともに、南北幹線として高山南北 （一般国道163号）（仮称）を整備する。また、公園・緑地については、 線 を整備する また 公園・緑地については と高山東西線とは、。 、 、地区内外からの連続性や利便性を考慮したうえで配置 地区内外からの連続性や利便性を考慮したうえで配置 直接接続していないし、整備する。 し、整備する。 ため表記の修正両幹線の交差する利便性の高い位置には文化学術研 両幹線の交差する利便性の高い位置には文化学術研 ：H14.8に都決済み究ゾーンを配置して、既成の文化学術研究ゾーンとの 究ゾーンを配置して、既成の文化学術研究ゾーンとの であるため「仮称」一体的整備を図る。 一体的整備を図る。 の表記削除なお、区域の南側において、京阪奈新線計画との整 なお、 ： けいはんな線」「合性に留意しつつ、大阪方面からの玄関口としてふさ 本都市の大阪方面からの玄関口としてふさ は、学研奈良登美ヶわしい複合的都市機能を有した土地利用を図る。 わしい複合的都市機能を有した土地利用を図る。 丘まで開通したため、高山地区から表記の削除② 機能別土地利用面積 ② 機能別土地利用面積当面の区域内の機能別土地利用面積は、次のとおり 当面の区域内の機能別土地利用面積は、次のとおりとする。 とする。文化学術研究ゾーン 約 78ha 文化学術研究ゾーン 約 78ha住宅地ゾーン、公園・緑地ゾーン 約255ha 住宅地ゾーン、公園・緑地ゾーン 約255ha
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現建設計画（Ｈ９） 変更案 備 考４ 北田原地区 ４ 北田原地区（１）整備の方針 （１）整備の方針高山地区の機能と関連した産業施設及び文化学術研 高山地区の機能と関連した産業施設及び文化学術研究施設等の整備を図る。 究施設等の整備を図る。 ： 適切な土地利用「なお、各々の文化学術研究地区は、 なお、各々の文化学術研究地区は、適切な土地利用 方針のもと ・ 計、」「整備の条件が整った地区から都市全体の 方針のもと、整備の条件が整った地区から都市全体の 画的」の表記追加、 。 、 、 。整合性に留意しつつ 段階的に整備を進める 整合性に留意しつつ 計画的 段階的に整備を進める
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現建設計画（Ｈ９） 変更案 備 考第第第第４４４４章 文化学術研究施設章 文化学術研究施設章 文化学術研究施設章 文化学術研究施設のののの整備整備整備整備にににに関関関関するするするする事項 第事項 第事項 第事項 第４４４４章 文化学術研究施設章 文化学術研究施設章 文化学術研究施設章 文化学術研究施設のののの整備整備整備整備にににに関関関関するするするする事項事項事項事項１ 平城宮跡地区 １ 平城宮跡地区当地区においては、歴史的・文化的遺産を保存、整 当地区においては、歴史的・文化的遺産を保存、整 」備しつつ、 備しつつ、それらの活用と歴史的風土の保全に配慮し ：1300年記念事業のて、2010年の平城遷都1300年を機に、日本の歴史文化 表記追加・美しさを国内外に示し、理解してもらうための恒久それらの活用と歴史的風土の保存に配慮した 的施設とシステムの整備を積極的に推進する。また、文化財、考古学に関する文化学術研究施設の充実、強 文化財、考古学に関する文化学術研究施設の充実、強 ： 世界でも類をみ「化を図るため、次に掲げる施設の整備を進める。 化を図るため、次に掲げる施設の整備を進める。 ない」と言い切れないため表記の修正：文化庁において平成20年5月30日に 特「（１）特別史跡平城宮跡保存整備 （１）特別史跡平城宮跡保存整備 別史跡平城宮跡保存世界でも類をみない広大な国有 史跡であり、 我が国を代表する 広大な国有の特別史跡であり、 整備基本構想推進計また木造の 都城遺跡としては世界 的にも 木造建築から成る都城遺跡としては世界史的にも 画」策定されたこと歴史的価値の高い 価値が高いことから、世界文化遺産にも登録さ による表記追加平城宮跡を保存するため、特別史跡平城宮跡 れている平城宮跡を保存するため、特別史跡平城宮跡 ：特別史跡平城宮跡保存整備基本構想 保存整備基本構想及び特別史跡平城宮跡保存整備基本 は平成10年に世界文に基づき、 建物等の 構想推進計画に基づき、遺構を保存しつつ、建物等の 化遺産に登録されて復元、遺構の修復等を行うとともに、平城宮跡全体に 復原、遺構の修復等 、都市公園として いるため表記追加ついてオープンサイトミュージアムとしての整備を進 整備を進める。 ：都市公園の表記追める。 加（２） 朱雀大路復元整備 （２）史跡朱雀大路 整備 ： 史跡」の表記の「平城宮朱雀門と羅城門とを結ぶ都大路であり、平城 平城宮朱雀門と羅城門とを結ぶ都大路であり、平城 追加京における条坊制の中心を成す朱雀大路について、朱 京における条坊制の中心を成す朱雀大路について、史 ：都市公園の表記追雀大路復元整備計画 跡平城京朱雀大路跡の整備を特別史跡平城宮跡保存整 加備と一体的に行うとともに、都市公園として整備を進 ：復原を含む幅広いめる。 意味で「整備」と表また、主要地方道奈良生駒線（阪奈道路）の南側の 記に基づき復元整備を進める。 地域においても、史跡朱雀大路の 整備を進める。 ：特別史跡平城旧跡の国営公園事業が具（３）特別史跡平城宮跡をはじめとする本県の豊富な （３）特別史跡平城宮跡をはじめとする本県の豊富な 体化してきたため表歴史的・文化的遺産を研究フィールドに、国際的水準 歴史的・文化的遺産を研究フィールドに、国際的水準 記の追加の文化財、考古学に関する総合的な研究等を行うため の文化財、考古学に関する総合的な研究等を行うため ：独立行政法人化にの施設の整備・充実を図る。このため、 の施設の整備・充実を図る。このため、独立行政法人 よる表記の修正奈良国立文化財研究所の整備・充実を 国立文化財機構奈良 文化財研究所の整備・充実を図る。 図る。
２ 平城・相楽地区（奈良県域） ２ 平城・相楽地区（奈良県域）周辺の住宅地との調和に配慮しつつ、主として生活 周辺の住宅地との調和に配慮しつつ、主として生活関連、情報関連分野の研究開発を行う民間等の研究施 関連、情報関連分野の研究開発を行う民間等の研究施設及びこれらに関連する研修施設等の整備・充実を図 設及びこれらに関連する研修施設等の整備・充実を図る。 る。
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現建設計画（Ｈ９） 変更案 備 考３ 高山地区 ３ 高山地区奈良先端科学技術大学院大学及び通信・放送機構奈 奈良先端科学技術大学院大学 ：基本方針との整合良リサーチセンターを中心に、 情報通信、バ を中心に、主として情報通信、バ 第４章２イオサイエンス、 イオサイエンス、ライフサイエンス、環境、ものづく ：奈良県科学技術振材料等の先端的な科学技術分野を対象とする文化 り、材料等の先端的な科学技術分野を対象とする文化 興指針で列挙してい学術研究施設等の整備・充実を図るため、次に掲げる 学術研究施設等の整備・充実を図るため、次に掲げる る重点研究開発分野施設の整備・充実を図る。 施設の整備・充実を図る。 の項目追加（１）奈良先端科学技術大学院大学 （１）奈良先端科学技術大学院大学先端科学技術分野における高度な基礎研究を推進す 先端科学技術分野における高度な基礎研究を推進するとともに、大学、企業等において先端科学技術分野 るとともに、大学、企業等において先端科学技術分野の研究開発に携わる人材を組織的に養成することを目 の研究開発に携わる人材を組織的に養成することを目的とする奈良先端科学技術大学院大学の整備・充実を 的とする奈良先端科学技術大学院大学の整備・充実を図る。 図る。（２）通信・放送機構奈良リサーチセンター ：基本方針との整合高度通信・放送技術の実用化に向けての先導的な研 第４章２究開発を行うことを目的とする通信・放送機構奈良リサーチセンターの整備・充実を図る。（３）高山サイエンスプラザ （２）高山サイエンスプラザ(財)奈良先端科学技術大学院大学支援財団等が行う (財)奈良先端科学技術大学院大学支援財団等が行う産学交流や地域交流などの活動拠点として、高山サイ 産学交流や地域交流などの活動拠点として、高山サイエンスプラザの整備・充実を図る。 エンスプラザの整備・充実を図る。（４）民間研究施設等 （３）民間研究施設等奈良先端科学技術大学院大学及び精華・西木津地区 奈良先端科学技術大学院大学及び精華・西木津地区の各施設との連携強化を図り、本地区の拠点性を高め の各施設との連携強化を図り、本地区の拠点性を高めるため、民間研究施設等の整備・充実を図る。 るため、民間研究施設等の整備・充実を図る。
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現建設計画（Ｈ９） 変更案 備 考第第第第５５５５章 周辺地区章 周辺地区章 周辺地区章 周辺地区のののの整備及整備及整備及整備及びびびび保全保全保全保全にににに関関関関するするするする事項 第事項 第事項 第事項 第５５５５章 周辺地区章 周辺地区章 周辺地区章 周辺地区のののの整備及整備及整備及整備及びびびび保全保全保全保全にににに関関関関するするするする事項事項事項事項周辺地区においては、次のとおり整備、保全する。 周辺地区においては、次のとおり整備、保全する。１ 市街地の区域 １ 市街地の区域（１）文化学術研究地区の整備に関連して必要な施設 （１）文化学術研究地区の整備に関連して必要な施設の整備方針 の整備方針既に市街地を形成している区域においては、現況の 既に市街地を形成している区域においては、現況の土地利用形態を尊重しつつ、文化学術研究地区との調 土地利用形態を尊重しつつ、文化学術研究地区との調和を図ることを基本として、良好な生活環境の形成に 和を図ることを基本として、良好な生活環境の形成に必要な道路、交通安全施設等、河川、公園、緑地、水 必要な道路、交通安全施設等、河川、公園、緑地、水道、下水道等の整備を推進する。 道、下水道等の整備を推進する。（２）文化学術研究地区の整備に関連して整備が必要 （２）文化学術研究地区の整備に関連して整備が必要となる地区の整備方針 となる地区の整備方針近畿日本鉄道奈良線、同京都線及び同橿原線の結節 近畿日本鉄道奈良線、同京都線及び同橿原線の結節点であり、平城宮跡地区の玄関口として機能する大和 点であり、平城宮跡地区の玄関口として機能する大和、 、 、 、西大寺駅周辺においては 駅前の整備を図るとともに 西大寺駅周辺においては 駅前の整備を図るとともに商業機能等の整備を含む市街地整備を促進する。 商業機能等の整備を含む市街地整備を促進する。 ：けいはんな線の開また、同けいはんな線の開業に伴い、学研奈良登美 業にともない、駅周ヶ丘駅、学研北生駒駅及び白庭台駅の周辺において市 辺の整備促進に関す街地整備を促進する。 る表記の追加今後、都市化の進行に伴い計画的な市街地整備の検 ：市街地整備の検討討が必要となる区域においては、農林業との調整等を に関して、農林業と行い、整備計画の具体化を図り、段階的、計画的な整 の調整に関する表記備の推進を図る。 の追加２ 農業的利用区域 ２ 農業的利用区域農用地として利用することが適当な農業的利用区域 農用地として利用することが適当な農業的利用区域においては、農業者の意向を適切に把握しつつ、蚕食 においては、農業者の意向を適切に把握しつつ、蚕食的な市街化の防止を図り、良好な生活環境を備えた都 的な市街化の防止を図り、良好な生活環境を備えた都市近郊型農業地域としての整備・保全を図る。 市近郊型農業地域としての整備・保全を図る。３ 緑地区域及び森林 ３ 緑地区域及び森林緑地区域においては、本都市にふさわしい自然環境 緑地区域においては、本都市にふさわしい自然環境の保全とその活用を図る。このため、本都市（奈良県 の保全とその活用を図る。このため、本都市（奈良県域）の貴重な緑地である平城山丘陵一帯の歴史的風土 域）の貴重な緑地である平城山丘陵一帯の歴史的風土特別保存地区については、古都における歴史的風土の 特別保存地区については、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法に基づき、その保存を図る。 保存に関する特別措置法に基づき、その保存を図る。生駒市北西部の金剛生駒紀泉国定公園及び金剛生駒近 生駒市北西部の金剛生駒紀泉国定公園及び金剛生駒近郊緑地保全区域については、自然公園法等に基づき、 郊緑地保全区域については、自然公園法等に基づき、その保全、活用を図る。 その保全、活用を図る。また、森林については、国土の保全、生活環境の保 また、森林については、国土の保全、生活環境の保全・形成等の機能を高度に発揮させるため、適切な整 全・形成等の機能を高度に発揮させるため、適切な整備・保全を図る。 備・保全を図る。
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現建設計画（Ｈ９） 変更案 備 考第第第第６６６６章 公共施設章 公共施設章 公共施設章 公共施設、、、、公益的施設公益的施設公益的施設公益的施設、、、、住宅施設住宅施設住宅施設住宅施設そのそのそのその 第第第第６６６６章 公共施設章 公共施設章 公共施設章 公共施設、、、、公益的施設公益的施設公益的施設公益的施設、、、、住宅施設住宅施設住宅施設住宅施設そのそのそのその他他他他のののの施設施設施設施設のののの整備整備整備整備にににに関関関関するするするする事項 他事項 他事項 他事項 他のののの施設施設施設施設のののの整備整備整備整備にににに関関関関するするするする事項事項事項事項防災性の向上及び住民や研究者の利便性の向上、環境 防災性の向上及び市民や研究者の利便性の向上、環境への負荷の低減や自然との共生並びにパイロット・モ への負荷の低減や自然との共生並びに知の創造 ：基本方針との整合デル都市の形成等に配慮しつつ、次の施設の整備を推 都市の形成等に配慮しつつ、次の施設の整備を推 第８章進する。 進する。１ 公共施設及び公益的施設の整備 １ 公共施設及び公益的施設の整備（１）交通施設 （１）交通施設①広域交通施設 ①広域交通施設関西国際空港、 国土幹線軸、近畿圏 関西国際空港、大阪国際空港、国土幹線軸、近畿圏 ：基本方針との整合の主要都市及び研究開発拠点等との連絡の強化を図る の主要都市及び研究開発拠点等との連絡の強化を図る 第８章１ため、次のとおり所要の施設整備を推進する。 ため、次のとおり所要の施設整備を推進する。ア 道路 ア 道路京奈和自動車道及び一般国道１６３号の整備を進め 京奈和自動車道、学研都市連絡道路（一般国道１６るとともに、隣接地域において近畿自動車道名古屋神 ３号）及び大和中央道等の ：他府県域で行う道戸線 第二名神高速道路 等の整備を推進する また 整備を推進する。 路事業は記載しない（ ） 。 、学研都市連絡道路（仮称）の計画の具体化を図る。 ため表記の削除さらに、安全、快適な道路利用を促進するため、Ｖ さらに、安全、快適な道路利用を促進するため、交 ：基本方針との整合ＩＣＳ 道路交通情報通信システム 等の整備を図る 通安全施設等の整備及びＩＴＳ（高度道路交通システ 第８章１（ ） 。 ム）を推進する。 ：広域幹線道路の表記追加イ 鉄道 イ 鉄道京都、大阪及び奈良の各都心との連絡性の強化を図 京都、大阪及び奈良の各都心との連絡性の強化を図るため、近畿日本鉄道東大阪線生駒駅から延伸し、同 るため、今後の本都市の施設立地や活動展開、交通基 ：基本方針との整合京都線高の原駅に連絡する京阪奈新線について、輸送 盤としての役割等を勘案し、近畿日本鉄道けいはんな 第８章１、 需要の動向等を踏まえた段階的整備を図る。 線の乗降客の増加対策等その利活用を促進するとともに、学研奈良登美ヶ丘駅から同京都線高の原駅に連絡する延伸について検討を進める。②地域交通施設等 ②地域交通施設等文化学術研究地区相互の連携、周辺地区の調和ある 文化学術研究地区相互の連携、周辺地区の調和ある発展及び都市と広域交通施設との接続を図るため、 発展及び都市と広域交通施設との接続を図るため、景 ：基本方針との整合幹線道路、 観・安全性に配慮した枚方大和郡山線等の幹線道路、 第８章１補助幹線道路の整備 補助幹線道路の整備、バス路線網及び交通安全施設等 ：地域幹線道路の表を推進するとともに、駅前広場の整備等鉄道駅 の整備を推進するとともに、駅前広場の整備等鉄道駅 記追加「 」を中心とする交通結節機能を強化する。また、文化学 を中心とする交通結節機能を強化する。また、文化学 ： バス路線網及び術研究地区内の幹線道路等の整備を図る。 術研究地区内の幹線道路等の整備を図る。 の表記追加さらに、道路の整備とあわせて電線共同溝等の整備を推進するとともに、バス輸送網、交通安全施設等の整備を推進する。
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現建設計画（Ｈ９） 変更案 備 考ア 幹線道路、補助幹線道路 ア 幹線道路、補助幹線道路幹線道路及び補助幹線道路として、次に掲げる施設 幹線道路及び補助幹線道路として、次に掲げる施設等の整備を推進する。 等の整備を推進する。一般国道 １６８号 一般国道 １６８号主要地方道 枚方大和郡山線、奈良精華線 主要地方道 枚方大和郡山線、奈良精華線都市計画道路 高山東西線（仮称 、高山南北線（仮 都市計画道路 高山東西線 、高山南北線 ：H14.8に都決済み）称 、高山北廻り線（仮称 、大和中 、高山北廻り線 、大和中 であるため「仮称」） ）央道、西大寺一条線、一条富雄線、三 央道、西大寺一条線、一条富雄線、三 の表記削除条菅原線、奈良西幹線、高山富雄小泉 条菅原線、奈良西幹線、高山富雄小泉、 、線、隣接地域における奥柳登美ヶ丘線、 線 隣接地域における奥柳登美ヶ丘線宛ノ木線、谷田小明線 宛ノ木線、谷田小明線イ 駅前広場等 イ 駅前広場等都市の建設を支援、補完するとともに、玄関口とし 都市の建設を支援、補完するとともに、玄関口としてふさわしい駅前広場の整備等鉄道駅を中心とする交 てふさわしい駅前広場の整備等鉄道駅を中心とする交通結節機能の強化を進める。 通結節機能の強化を進める。 ：西大寺駅を大和西近鉄 西大寺駅北においては、駅前広場、ターミ 近鉄大和西大寺駅北においては、駅前広場、ターミ 大寺駅に表記の修正ナル等の総合的な整備を図る。 ナル等の総合的な整備を図る。 ：近鉄学園前駅南に隣接地域におけるＪＲ奈良駅周辺、近鉄 西大寺 隣接地域におけるＪＲ奈良駅周辺、近鉄大和西大寺 ついてはH13.3に市駅南、生駒駅北口及び近鉄学園前駅南においては、駅 駅南及び生駒駅北口 においては、駅 街地再開発が終了し前広場、ターミナル等の総合的な都市基盤施設の整備 前広場、ターミナル等の総合的な都市基盤施設の整備 整備は完了しているを図る。 を図る。 ため表記の削除また、学研北生駒駅（西口）の駅前広場の整備につ ：けいはんな線開業いては、駅周辺の市街地整備の状況にあわせた整備を に伴う駅前広場の表促進する。 記追加ウ バス輸送網 ウ バス交通鉄道網を補完するバス輸送網については、安全性、 コミュニティバスを含む路線網について、安全性、利便性及び快適性 の 快適性及び鉄道との乗り継ぎ等の利便性の ：基本方針との整合向上に配慮しつつ、輸送需要に対応した整備・充実を 向上に配慮しつつ、輸送需要に対応した整備・充実を 第８章１図る。 図る。エ 交通安全施設等 エ 交通安全施設等都市内の安全、円滑な道路交通を確保するため、駐 都市内の安全、円滑な道路交通を確保するため、駐車場 及び交通安全施設等の整備を推進する。 車場、駐輪場及び交通安全施設等の整備を推進する。 ：自転車の駐輪場対策のため表記の追加（２）水資源開発施設 （２）水資源開発施設都市建設に伴う水需要の増大に対処し、水資源の確 都市建設に伴う水需要の増大に対処し、水資源の確保を図るため、都市の地域外における大滝ダム、比奈 保を図るため、都市の地域外における大滝ダム ：実態に合わせるた知ダム、川上ダム等の建設を進めるとともに、紀ノ川 の建設 めダムの建設・調査水系の県内上流ダムについて調査を促進する。 を促進する。 の表記修正
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現建設計画（Ｈ９） 変更案 備 考（３）水道及び下水道 （３）水道及び下水道ア 水道 ア 水道都市建設に伴う人口の増加及び文化学術研究施設等 都市建設に伴う人口の増加及び文化学術研究施設等の立地による水需要に対処するため、県営水道用水供 の立地による水需要に対処するため、県営水道用水供給事業をはじめ、奈良市営水道及び生駒市営水道の整 給事業をはじめ、奈良市営水道及び生駒市営水道の整備を推進する。 備を推進する。イ 下水道 イ 下水道都市建設に伴う人口の増加に対処するとともに、公 都市建設に伴う人口の増加に対処するとともに、公共用水域の水質保全、浸水の防除等を図るため、公共 共用水域の水質保全、浸水の防除等を図るため、公共下水道等の整備を推進する。 下水道等の整備を推進する。なお、周辺地区における小規模集落については、必 なお、周辺地区における小規模集落については、必要に応じて集落単位に下水道の検討を行い、整備の推 要に応じて集落単位に下水道の検討を行い、整備の推進に努める。 進に努める。（４）国土保全施設 （４）国土保全施設都市建設に伴う河川の流量増に対処し、流域の治水 都市建設に伴う河川の流量増に対処し、流域の治水、 、 、 、 、 、安全度の確保を図るため 一級河川大和川 同佐保川 安全度の確保を図るため 一級河川大和川 同佐保川同富雄川、同竜田川、同秋篠川、同山田川、同菰川、 同富雄川、同竜田川、同秋篠川、同山田川、同菰川、同押熊川等について、周辺の自然環境や景観との調和 同押熊川等について、周辺の自然環境や景観との調和、 。 、 。に配慮しつつ 河道改修等治水施設の整備を推進する に配慮しつつ 河道改修等治水施設の整備を推進するあわせて大和川流域整備計画等により、流域の保水・ あわせて大和川流域整備計画等により、流域の保水・遊水機能の維持・増進等に配慮しつつ、調整池及び雨 遊水機能の維持・増進等に配慮しつつ、調整池及び雨水貯留浸透施設等の設置による流出抑制を行い、総合 水貯留浸透施設等の設置による流出抑制を行い、総合的な治水対策の推進を図る。 的な治水対策の推進を図る。、 、河川空間は貴重なオープンスペースであることから 河川空間は貴重なオープンスペースであることから親水空間の創出等良好な河川環境の整備を推進する。 親水空間の創出等良好な河川環境の整備を推進する。土砂災害を防止するため、砂防指定地等の良好な管 土砂災害を防止するため、砂防指定地等の良好な管理を図るとともに、土石流危険渓流、地すべり危険箇 理を図るとともに、土石流危険渓流、地すべり危険箇、 、 、 、所 急傾斜地崩壊危険箇所等の整備を行うことにより 所 急傾斜地崩壊危険箇所等の整備を行うことにより土砂災害対策の推進を図る。 土砂災害対策の推進を図る。また、山地災害を防止するため、山地災害危険地区 また、山地災害を防止するため、山地災害危険地区の整備を推進する。 の整備を推進する。
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現建設計画（Ｈ９） 変更案 備 考（５）公園、緑地等 （５）公園、緑地等歴史的・文化的環境をいかしたアメニティ機能の形 歴史的・文化的環境をいかしたアメニティ機能の形成 及び都市内の良好な住環境の形 成、生物多様性の保全及び都市内の良好な住環境の形 ：公園緑地等は、生成を図るため、 公園、緑地等 成を図るため、犯罪防止にも配慮の上、公園、緑地等 物多様性の保存の観の積極的な保全・整備を推進する。このため、平城宮 の積極的な保全・整備を推進する。このため、平城宮 点からも重要である跡地区において、歴史的・文化的遺産の保存・整備と 跡地区において、歴史的・文化的資産の保存・活用を ため表記の追加の調和に配慮した朱雀大路緑地の整備を進めるととも 図るため都市公園として 整備を進めるととも ：犯罪防止の観点かに、高山地区においては、自然環境に配慮した本都市 に、高山地区においては、自然環境に配慮した本都市 ら表記の追加のモニュメントとなるような総合公園の整備を図る。 のモニュメントとなるような総合公園の整備を図る。 ：都市公園の分野でまた、平城・相楽地区（奈良県域）等において、地 また、平城・相楽地区（奈良県域）等において、地 は、歴史的・文化的区住民の身近な利用に供する住区基幹公園等の整備・ 区住民の身近な利用に供する住区基幹公園等の整備・ 「資産」という表現充実を図る。 充実を図る。 を用いるため表記の修正：都市公園の表記追加（６）廃棄物処理施設 （６）廃棄物処理施設都市建設に伴う廃棄物の増大に対処するため、発生 都市建設に伴う廃棄物の増大に対処するため、発生抑制や資源リサイクルを進めるための方策を検討しつ 抑制や資源リサイクルを進めるための方策を検討する ：焼却施設等の処理。つ、必要に応じ、焼却施設等の処理施設の拡充整備を 施設の拡充整備の予図る。また、し尿、雑排水処理については、下水道に また、し尿、雑排水処理については、下水道による 定がないため表記のよる整備との調整を図りながら合併処理浄化槽等の導 整備との調整を図りながら合併処理浄化槽等の導入に 削除入について検討を進める。 ついて検討を進める。（７）教育施設、厚生施設及び行政サービス施設 （７）教育施設、厚生施設及び行政サービス施設都市内の人口定着に対応して、小学校、幼稚園等の 都市内の人口定着に対応して、小学校、幼稚園等の教育施設、保育所等の厚生施設、及び警察施設、消防 教育施設、保育所等の厚生施設、及び警察施設、消防防災施設、郵便施設等の行政サービス施設の整備を推 防災施設、郵便施設等の行政サービス施設の整備を推進する。 進する。（８）文化施設及び商業施設 （８）文化施設及び商業施設都市建設に伴う人口の増加に対応して、平城・相楽 都市建設に伴う人口の増加に対応して、平城・相楽地区（奈良県域）のセンター地区の整備・充実を図る 地区（奈良県域）の地区センターの整備・充実を図る ：基本方針との整合とともに、文化施設及び商業施設の整備を推進する。 とともに、文化施設及び商業施設の整備を推進する。 第８章１（９）スポーツ・レクリェーション施設 （９）スポーツ・レクリェーション施設都市住民が健康で充実した生活を送れるよう、スポ 市民 が健康で充実した生活を送れるよう、スポ ：基本方針との整合ーツ・レクリェーション施設の整備を推進する。 ーツ・レクリェーション施設の整備を推進する。 第８章１（１０）情報・通信基盤施設 （１０）情報・通信基盤施設高度な文化・学術・研究等の活動、産・学・官等の 高度な文化・学術・研究等の活動、産・学・官等の交流活動を支援するとともに、高水準の都市生活を確 交流活動を支援するとともに、高水準の都市生活を確保するため、映像情報メディアとしてのＣＡＴＶ網を 保するため、 本都市内及び本都市と他の地域を結ぶ ：基本方針との整合はじめ、本都市内及び本都市と他の地域を結ぶ情報・ 情報・通信基盤施設の整備を推進し、高度な情報・通 第８章１通信基盤施設の整備を推進する。 信体系を形成する。
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現建設計画（Ｈ９） 変更案 備 考（１１）都市エネルギー供給施設 （１１）都市エネルギー供給施設文化・学術・研究等の活動、住民生活その他の都市 文化・学術・研究等の活動、市民生活その他の都市 ：基本方針との整合活動に必要なエネルギー需要に対応するため、電気、 活動に必要なエネルギー需要に対応するため、省資源 第８章１ガス等の 供給施設の整備 環境負荷の低減に配慮したエネルギー供給施設の整備を推進する。 を推進する。
２ 住宅施設その他の施設の整備 ２ 住宅施設その他の施設の整備（１）住宅施設の整備 （１）住宅施設の整備平城・相楽地区（奈良県域）においては、文化学術 平城・相楽地区（奈良県域）においては、文化学術、 、研究都市にふさわしい快適な居住環境を確保するため 研究都市にふさわしい快適な居住環境を確保するため緑の確保 に配慮した安全で快適な環境を有 緑の確保と犯罪防止に配慮した安全で快適な環境を有 ：犯罪防止の観点かする住宅地の整備を推進する。 する住宅地の整備を推進する。 ら表記の追加高山地区における住宅施設の整備に当たっては、奈 高山地区における住宅施設の整備に当たっては、奈良先端科学技術大学院大学及び研究施設の関係者用住 良先端科学技術大学院大学及び研究施設の関係者用住宅を含め、アメニティと利便性に富んだ良好な住環境 宅を含め、アメニティと利便性に富んだ良好な住環境の形成を図るとともに、国際化、高度情報化、高齢化 の形成を図るとともに、国際化、高度情報化、高齢化の進展 に配慮した先進的な都市機能を有 の進展及び犯罪防止に配慮した先進的な都市機能を有 ：犯罪防止の観点かした安全でゆとりある街づくりを行う。また、防犯灯 した安全でゆとりある街づくりを行う。また、防犯灯 ら表記の追加の設置など防犯 に配慮する。 の設置など犯罪防止に配慮する。 ：犯罪防止の観点から表記の追加（２）その他の施設 （２）その他の施設文化学術研究地区内においては、各文化学術研究地 文化学術研究地区内においては、各文化学術研究地区等との連携に配慮しつつ、県内産業の活性化を図る 区等との連携に配慮しつつ、県内産業の活性化を図るため、文化・学術・研究の成果をいかす研究開発型産 ため、文化・学術・研究の成果をいかす研究開発型産業施設及び文化・学術・研究活動を支援する産業施設 業施設及び文化・学術・研究活動を支援する産業施設等の整備を推進する。 等の整備を推進する。また、平城宮跡地区のセンターゾーンにおいては、 また、平城宮跡地区のセンターゾーンにおいては、周辺の歴史的風土や自然環境に配慮しつつ、文化財、 周辺の歴史的風土や自然環境に配慮しつつ、文化財、考古学に関する研究・交流を支援する施設の整備を図 考古学に関する研究・交流を支援する施設の整備を図る。 る。さらに、平城・相楽地区のセンターゾーンにおいて さらに、平城・相楽地区のセンターゾーンにおいては、文化・学術・研究活動を支援する業務施設等の整 は、文化・学術・研究活動を支援する業務施設等の整備を推進する。 備を推進する。
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現建設計画（Ｈ９） 変更案 備 考第第第第７７７７章章章章 そのそのそのその他都市建設他都市建設他都市建設他都市建設にににに関関関関するするするする事項 第事項 第事項 第事項 第７７７７章章章章 そのそのそのその他都市建設他都市建設他都市建設他都市建設にににに関関関関するするするする事項事項事項事項１ 防災への配慮 １ 防災への配慮国土保全施設、交通・通信基盤及び防災拠点施設の 国土保全施設、交通・通信基盤及び防災拠点施設の整備推進並びに 建物の耐震性の確保等によ 整備推進並びに公共施設、建物の耐震性の確保等によ ：基本方針との整合り地震、風水害等の災害に強い都市の形成に配慮する り地震 風水害等の災害に強い都市の形成に配慮する 第９章１、 。とともに、広域的な連携のもとに 災害応急体制の また、広域的な連携として確立された災害応急体制に確立に配慮する。 より災害等に対応する。２ 環境の保全 ２ 環境の保全（１）都市の建設に当たっては、国の環境基本計画、 （１）都市の建設に当たっては、国の環境基本計画、奈良地域公害防止計画、奈良県環境総合計画等との整 奈良地域公害防止計画、奈良県環境総合計画等との整合を図るとともに、必要に応じて環境影響評価を実施 合を図るとともに、必要に応じて環境影響評価を実施するなどにより、公害の防止はもとより、資源・エネ するなどにより、環境の保全について適正に配慮し、ルギーの効率的な利用など環境への負荷の少ない循環 環境への負荷の少ない持続可能な都市の建設を推進す ：基本方針との整合を基調とした都市システムの構築及び自然環境や歴史 る。 第９章１的風土の保全を図るなど豊かな自然環境と共生したうるおいややすらぎのある都市づくりを進め、持続的な発展が可能な都市の構築に努める。（ ） 、 （ ） 、２ 主要幹線道路沿道における環境保全を図るため ２ 主要幹線道路沿道における環境保全を図るため必要に応じて、道路整備や沿道土地利用における総合 必要に応じて、道路整備や沿道土地利用における総合的な環境保全施策の実施を図る。 的な環境保全施策の実施を図る。（３）都市建設に伴う公共用水域の水質汚濁を防止す （３）都市建設に伴う公共用水域の水質汚濁を防止するため、生活排水処理施設の整備として、下水道の整 るため、生活排水処理施設の整備として、下水道の整備促進、下水道整備計画との整合のとれた合併処理浄 備促進、下水道整備計画との整合のとれた合併処理浄化槽の設置促進等を行うとともに、排水規制及び総量 化槽の設置促進等を行うとともに、排水規制及び総量規制の徹底、監視体制の整備等を行う。 規制の徹底、監視体制の整備等を行う。、 。 、 。また 化学物質による地下汚染等の未然防止を図る また 化学物質による地下汚染等の未然防止を図る（４）都市の建設に際しては、自然環境の保全とその （４）都市の建設に際しては、自然環境の保全とその活用に配慮し、優れた緑地空間の保全、公園、緑地の 活用に配慮し、優れた緑地空間の保全、公園、緑地の整備等を進めるとともに、歴史的風土及び自然景観と 整備等を進めるとともに、歴史的風土及び自然景観と調和した、潤いとやすらぎのある快適な環境の形成を 調和した、潤いとやすらぎのある快適な環境の形成を図る。 図る。３ 文化財の保護 ３ 文化財の保護都市の建設に当たっては、文化財保護法、古都にお 都市の建設に当たっては、文化財保護法、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法及び都市計 ける歴史的風土の保存に関する特別措置法及び都市計画法等の関係法令に基づき、 画法等の関係法令に基づき、世界遺産の緩衝地帯とな ：特別史跡平城宮跡貴重な遺跡等の歴 っている地域にも十分配慮しつつ、貴重な遺跡等の歴 は平成10年に世界文史的・文化的遺産の保存及びこれらと一体をなす歴史 史的・文化的遺産の保存及びこれらと一体をなす歴史 化遺産に登録されて的風土や自然景観の保全に努める。 的風土や自然景観の保全に努める。 いるため表記の追加
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現建設計画（Ｈ９） 変更案 備 考４ 地価等への配慮 ４ 地価等への配慮国土利用計画法や研究開発地区をはじめとする都市 国土利用計画法や都市計画法 ：基本方針との整合計画制度等の土地利用関係法令を適切に運用する等に 等の土地利用関係法令を適切に運用する等に 第９章４より、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るととも より、適正 な土地利用の確保を図るとともに、土地の投機的取引や地価の高騰が生ずることがな に、土地の投機的取引や地価の高騰が生ずることがないよう配慮する。 いよう配慮する。
５ 良好な景観の形成 ５ 良好な景観の形成本県の恵まれた歴史、文化、自然環境との調和を図 本県の恵まれた歴史、文化、自然環境との調和を図るとともに、関係者の合意に基づき電線類の地中化、 るとともに、地区計画、景観計画等による街並みの形緑化及び沿道施設、建築物のデザイン誘導並びに個性 成・保全を図る等、 ：基本方針との整合豊かな街づくりを図る等により、良好な都市景観の形 良好な都市景観を形 第９章５成に配慮する。 成 する。
６ その他の事項 ６ その他の事項都市の建設に当たっては、人々の交流を基調とした 都市の建設に当たっては、人々の交流を基調とした、 、 、 、地域コミュニティの形成に配慮するとともに 国際化 地域コミュニティの形成に配慮するとともに 国際化高度情報化及び高齢化の進展など社会情勢の変化・進 高度情報化及び高齢化の進展など社会情勢の変化・進展に対応した活力ある地域社会の実現をめざす。 展に対応した活力ある地域社会の実現をめざす。別表 別表機能別土地利用区分 整 備 内 容 機能別土地利用区分 整 備 内 容主として、文化学術研究施設 主として、文化学術研究施設の集積、研究開発型産業、文化 の集積、研究開発型産業、文化文化学術研究ゾーン 学術研究活動を支援する産業の 文化学術研究ゾーン 学術研究活動を支援する産業の振興を図るべきゾーン 振興を図るべきゾーン主として、文化学術研究都市 主として、文化学術研究都市にふさわしい人間性豊かな快適 にふさわしい人間性豊かな快適な居住空間を確保するため、良 な居住空間を確保するため、良住宅地ゾーン 好な住宅・宅地等の整備を図る 住宅地ゾーン 好な住宅・宅地等の整備を図るべきゾーン べきゾーン主として、センターゾーンに 主として、センターゾーンにふさわしい文化学術研究施設、 ふさわしい文化学術研究施設、都市的サービス施設その他の施 都市的サービス施設その他の施センターゾーン 設を計画的に整備し、文化学術 センターゾーン 設を計画的に整備し、文化学術研究都市地区のセンター地区と 研究都市地区のセンター地区として整備すべきゾーン して整備すべきゾーン一定規模以上の公園・緑地等 一定規模以上の公園・緑地等公園・緑地ゾーン を整備すべきゾーン 公園・緑地ゾーン を整備すべきゾーン


