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This study aims to clarify the achievements and challenges of spatial planning for a sub center in a local city with less attention than a 

main center. First, we found that the urban environment has been formed through the following three steps: infrastructure 

development, land-use control, and transit environment and urban design. Then we concluded that there are some challenges such as 

lack of linkages between the plan of infrastructure development and that of transit environment and urban design. This study implies 

that, for a local government, it is meaningful to prepare a spatial plan for a sub center which meets the requirements as follows; 1) 

focusing on a station area, 2) comprehensively including infrastructure development, land-use control, transit environment and urban 

design, 3) concreteness leading to the implementation, 4) management of time, actors and cost of the implementation, and 5) 

monitoring condition of the urban environment. 
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1. 研究の背景と目的 

｢コンパクトシティ＋ネットワーク｣の形成が今日の国の重点

的施策となっている。ネットワーク型都市構造の実現のためには

性質の異なる複数の拠点が階層的に役割分担しながら全体とし

て機能する必要がある。拠点の大半はこれから新規に開発するの

ではなく長年かけて空間形成が進んできている既成市街地であ

るが、今後各拠点の担うべき役割を考えるにあたってはその過程

と実空間の姿を踏まえた空間形成計画の検証が必要であろう。 

近年運用されている拠点整備を後押しする制度をみると、副次

的な拠点については中心拠点と比べ行政による制度的な支援が

必ずしも十分ではなかった。例えば、中心市街地活性化計画制度

はハード･ソフト合わせた｢総合的な取り組み｣を支援する制度で

あるが１自治体あたり１拠点に限られ副次的な拠点には適用さ

れない。駅周辺空間等を対象とするバリアフリー基本構想も総合

的な取り組みであるが重点整備地区は優先度を考慮して選定す

べきとされており(1)１自治体１地区が基本であって、中小規模の

市町村で複数地区を選定するところは少ない。「コンパクトシテ

ィ＋ネットワーク」とそれを実現する立地適正化制度は、副拠点

に対しても制度的支援を行うもので、改めて、副拠点の空間形成

計画のあり方について検討することは有用である。 

拠点に関する研究としては全国の中規模都市を対象に地域拠

点の性質等を類型化した石原ら（2014）1)がある。拠点性の高い

鉄道駅の周辺エリアに着目した研究には、行政による計画におい

て駅周辺まちづくりの位置づけが不十分であるという制度的状

況を指摘したもの 2)、TOD の観点から定量的分析に基づく整備

の方向性を論じたもの 3)などがある。行政による計画と事業の関

係およびその達成状況と課題に関する研究は霜田らの研究 4)は

じめ多数あるが、対象は主に特定の事業や土地利用あるいは主体

に着目したもので、中心拠点と副拠点の計画体系･事業体系の違

いに着目したものはみられない。地方都市の副都心整備に関する 

 

研究に計画の経年調査を行った大南（2008）5)があるが､実空間

の変容の調査分析は試みていない。 

本研究では地方都市の副拠点に着目し、事例分析を通じてこれ

までの空間形成に関わる計画とその実現手段を整理し、それらの

実空間上での達成状況と課題を明らかにすることを目的とする。

その上で副拠点の空間形成をよりよいものにするための計画の

あり方について考察する。 

 

２．研究の方法 

2-1分析の対象 

地方都市において中心市街地に次ぐ拠点であり、以下の特徴

をもつ拠点の周辺エリアを分析の対象とする。 

(ⅰ)鉄道駅を中心とした拠点 

中規模の地方都市における地域拠点の中心施設に鉄道駅が設

定される箇所が最も多い 1)ことから、駅を中心としたエリアであ

ること 

(ⅱ)ある程度の人口と商業集積のある拠点 

中心市街地１か所に都市機能が集約し他の拠点は極端に人口

規模あるいは商業集積が少ない都市構造ではなく、ある程度の人

口と商業集積を分担しうる拠点であること 

上記の要件を満たす地方都市の副拠点の例として、奈良市の

｢副都心｣と位置付けられてきた近鉄大和西大寺駅周辺エリアを

分析の対象とする。当該地は中心市街地から約 5km の距離にあ

る2路線の乗換駅で、一定の駅勢圏人口と商業集積があるエリア

である。30 年以上にわたって土地区画整理事業が施行されてお

り、都市計画決定された市街地再開発事業が中止となったのち地

区計画が策定されるなど行政の主体的な関与がありながら、中心

市街地活性化計画のような総合的な取り組みのない事例である。

駅勢圏人口は約 32,000 人 (奈良市人口=約 36 万人)(2)、鉄道乗降

人数および駅勢圏の商業統計は表1の通りである。 
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2-2研究の方法と構成 

分析を行う地理的範囲は駅から半径約500m以内(4)とし、時間

的範囲は1985年から現在までの約30年間とする。 

３章では、空間形成計画（以下｢計画｣）の記述内容から空間

形成施策を読み取り、実現手段としての事業･規制･誘導との関係

を時系列で示して約30年間の流れを追う。 

分析対象の計画と事業･規制･誘導を表 2 に示す。市策定の計

画は多岐にわたるがその中で都市の空間形成に関わる分野の計

画を抽出した。県策定計画は整備開発保全の方針のみ対象地の開

発方針を最初に定めた計画であるため含め、それ以外は市の計画

が県の計画に適合しているとして省く。 

 

 

 

 

 

 

４章では、分析対象とする計画と事業･規制･誘導による空間

形成施策の達成状況を1985年、2000年、2015年の各時点におけ

る地図情報の比較と現地調査、行政担当者へのヒアリングから整

理する。さらに５章で３章と４章の結果をもとに課題の整理と考

察を行う。 

 

３．行政による計画と事業･規制･誘導の時系列整理 

表2に示した10計画について策定時期と提示された空間形成

施策を表3に示す。いずれも施策は文章記述のみで、図面表現が

あるものも概念図程度の精度であって計画対象範囲は示されて

いない。表3の計画と対応する事業･規制･誘導の関係を時系列に

整理したものが図2である。 

3-1第1期：1985年～2000年 

1985 年の県整開保により西大寺駅周辺エリアの商業業務機能

の強化が示され、1986 年より駅北の市街地再開発事業と駅南の

土地区画整理事業がスタートする（図3）。1991年の新総合計画

ではその方向性を明示するかたちで｢副都心｣という表現が初出

し、幹線道路整備･駅前広場整備･宅地整備を施策として示すとと

もに｢商業業務機能の強化｣を土地利用の目標とし民間の参画を

期待する表現となっている。しかし不況で市街地再開発事業は以

後10年停滞したため1999年に奈良市は奈良県公共事業監視委員

会に事業中止の方針案を提出し了承された 6)。土地区画整理事業

は1996年3月末完了予定で幹線道路の整備と宅地造成が駅から

遠い南端より順次進められたが工期が延長され、2000 年時点で

は駅勢圏の範囲はほぼ未着手であった。駅北では都市計画道路の

整備が進められた。1992年には商業地域が拡大された（図4）。

地域課題である鉄道による南北分断の解消は、新総合計画から

2016年の改定都市計画MPまで記載され続けているが､実現手段

としての立体交差事業の予定はない。 

3-2第2期：2001年～2009年 

2001年の第3次総合計画、2002年市都市計画MPにおいても

「副都心」の位置づけのもと商業業務機能の強化が空間形成施策

とされ、対応する事業として幹線道路と駅前広場の整備推進が示

された。市街地再開発事業の中止を経てもなお1991年の新総合

計画を踏襲した内容である。都市計画MPには防災対応を兼ねた

近隣公園の整備が示された。 

2001年から2010年にかけて、4つの地区計画が決定された（図

5）。幹線道路の整備と維持保全を目的とするものが2件（A,C）、

学校跡地をマンションと近隣公園に転用する開発に伴う高度地

区緩和と環境保全を目的とするものが 1 件（B）、中止された再

開発事業のエリアで建築可能な空間範囲を定め建物更新の際の

道路拡幅や駅前広場用地確保を目的とするものが1件（D）であ

る。4地区とも地区計画の目標に「副都心としての位置づけ」が

示され現在まで変更はない。   

この時期に行われた事業は近隣公園の整備、駅北駅前広場の

暫定整備、土地区画整理事業の継続であった。 

3-3第３期：2010～2017年 

2011年の第4次総合計画で副都心の表現が消え､幹線道路の整

備も概ね完了したため南北駅前広場の整備への取り組みが示さ

れた。さらに鉄道上部に架かる歩行者専用道の整備、渋滞緩和、

乗り換え利便に配慮した交通環境改善への取り組みが施策とさ

れた。 

2010 年以降、景観計画、緑の基本計画､環境基本計画､バリア

フリー基本構想が策定され、アーバンデザインや歩行者対応など

の交通環境に関する施策が示された。但しデザインの内容や対象

とする地理的範囲の表現がなく、対応する事業は確認できない。

またバリアフリー重点整備地区指定は中心市街地のみであり対

象地内の事業はなかった。 

2016 年に都市計画MPが改定され、対象地の位置づけが「副

都心」から「広域を対象とした地域拠点」に変更され、「歴史観

光の玄関口」の位置づけも示された。基盤整備の施策として土地

区画整理事業の継続 （幹線道路整備と駅前広場整備）のみが示

された。土地利用に関しては「複合利用」｢土地の有効活用｣「ま

ちなか居住の促進」という表現となった。景観計画など各計画の

内容も記載されている。 

この時期の事業は基盤整備の最終段階である南北駅前広場と

歩行者専用道整備で、地権者･鉄道事業者との調整に時間を要し

停滞していたがようやく着手されようとしている。 

図１ 分析対象地の位置 

表2 調査対象とする計画と事業･規制･誘導 

【計画】 【事業･規制・誘導】

・ 奈良県整備開発保全の方針 ・ 地域地区
・ 奈良市総合計画（新・第３次・第4次） ・ 近鉄西大寺駅南土地区画整理事業
・ 奈良市都市計画マスタープラン（MP) ・ 近鉄西大寺駅北地区第一種市街地再開発事業
・ 改定奈良市都市計画マスタープラン ・ 地区計画
・ 奈良市景観計画 ・ 都市計画道路(駅前広場整備事業を含む)
・ 奈良市緑の基本計画 ・ 街路事業(駅前広場整備事業を含む)
・ 奈良市バリアフリー基本構想 ・ 公園整備事業
・ 奈良市環境基本計画 ・ その他個別事業
  

 

 
年間乗降人数 定期 販売額 売場面積

(万人/年) 利用率 (万円/年) (㎡)

1985 9,758,654 56% 1985 4,695,294 64,128 302

2000 8,727,585 50% 1997 7,998,165 69,244 264

2015 8,390,719 44% 2007 7,300,620 69,704 256

統計年次 店舗数

表１ 鉄道乗降人数と駅勢圏の商業統計(3) 
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表3 各計画に示された空間形成施策 

 
　

　 策定時期 　 1985 1991 2001 2002 2010 2011 2011 2012 2014 2016

　 計画名称 上位計画 県 整開保 新総合計画 3次総合計画 都市計画MP  4次総合計画 改定都市計画MP

個別計画 景観計画 緑の基本計画 環境基本計画 BF基本構想

① 　副都心にふさわしい街区形成 ● ● ●

② 　広域対象の地域拠点としての位置づけ 　 　 　 〇

③ 　歴史観光の玄関口にふさわしい環境の整備 　 　 　 〇

④ 　鉄道平面交差の解消 ● 　● ● ● ●

⑤ 　幹線道路の整備（駅北） 〇 〇

⑥ 　幹線道路の整備（駅南） 〇 〇 〇

⑦ 　駅前広場の設置　(駅北） 〇 〇 〇

⑧ 　駅前広場の設置　(駅南） 〇 〇 〇 〇

⑨ 　近隣公園の設置 　 〇 　

⑩ 　商業・業務機能を強化 ● ● ●

⑪ 　複合利用・土地の有効活用・都市機能集積 ●

⑫ 　まちなか居住の促進 ●

⑬ 　ターミナル機能強化　(駅南) 〇 〇

⑭ 　交通渋滞緩和 〇 〇

⑮ 　乗換え利便性の向上 〇

⑯ 　歩行者専用道（南北オーバーパス）整備 　 〇 　

⑰ 　歩行者空間バリアフリー化・自転車利用者の安全 　 〇 〇 〇 〇

⑱ 　災害に強く安全で快適なまち 〇 〇

⑲ 　古都の風格ある景観 (形態、色彩) 〇 〇

⑳ 　歩いて楽しい空間 街路樹、ストリートファニチュア等 〇 〇 〇 〇 〇

〇：主に行政による介入によって実現可能なもの　　●：民間依存が大きいもの BF=バリアフリー

※計画名称の頭につく「奈良市」を略記

位置づけ

基盤整備

土地利用

交通環境・

アーバン

デザイン

 
●計画　　○実現手段(事業・規制・誘導)　　　　　　計画と実現手段の対応関係

S60(1985) H2(1990) H７(1995) H13(2001) H17(2005) H22(2010) H27(2015)

副都心を目指し都市計画事業に着手 副都心の表現は継続 個別計画による交通環境整備・アーバンデザインの視点
都市基盤整備を最優先で進めた時期 副都心から広域を対象とする地域拠点の位置づけへ転換

　

●85県整開保 ●91新総合計画 　 ●01第3次総合計画 ●11第4次総合計画 ●16改定都市計画MP

●02都市計画MP  

●10景観計画

●11緑の基本計画

  ◆01地区計画(A) ◆08地区計画(C) ●12環境基本計画

◆03地区計画(B) ◆10地区計画(D) ●14バリアフリー基本構想

　 ○10再開発事業中止に伴う都市計画変更

○86駅北市街地再開発事業 （98事業中止)   　○04駅北駅前広場暫定整備事業 ○12駅北駅前広場(都市計画道路) 事業認可

○駅北都市計画道路整備事業 (駅前広場以外は完成)  

○86駅南土地区画整理事業 ○10駅南駅前広場一時供用 2021完了予定

　　　91仮換地指定800区画 ○06近隣公園整備事業 (進捗率86%)

○01用地取得 ○08供用開始
　

■85用途地域 ■92見直し(商業地域増) ■02見直し(商業地域微増)規制･誘導

計 画

事 業

第1期　基盤整備 第2期　土地利用の誘導＋基盤整備継続 第3期 交通環境･アーバンデザイン＋地域拠点への転換

地区計画策定＝土地利用誘導と都市基盤の維持保全

図2 計画と事業・規制・誘導の時系列整理 

図4 用途地域の見直し 

図5 地区計画 

図3 主な事業 

範囲や内容が確認できず地図上に表現できない事業
として街路樹などの緑化関係、色彩サインストリート
ファニチュアなどの景観関係、バリアフリー関係等が
あると考えられる。 
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3-4 小括  

1985年からの約15年間は、都市の成長局面に策定された新総

合計画に沿って「業務商業機能の強化」を空間形成施策とし、都

市計画事業による基盤整備を最優先で進めようとした時期であ

ったといえる。2001年からの約10年間は、副都心の位置づけを

維持し商業業務機能の強化を目指して基盤整備を継続するとと

もに、その実現手段として地区計画の策定を進めた時期であった

といえる。2011 年以降の時期は、交通環境改善やアーバンデザ

インに関する分野別の計画が策定されたことと、対象地を地域拠

点として位置づけ直し､コンパクトシティの概念に沿った拠点形

成への転換が起きたことが特徴である。 

1985年からの約30年間の流れをみると、まず初めに基盤整備

が進められ、基盤整備が半ばできた時点でその維持と土地利用誘

導を目的として地区計画が策定された。近年になると交通環境や

アーバンデザインの観点が強化され、さらにはコンパクトシティ

を志向した拠点形成が今後の施策となった。以上から、対象地の

都市空間は「基盤整備」「土地利用の誘導」「交通環境･アーバン

デザイン」の３ステップで形成されてきているといえる。 

 

４．空間形成施策の達成状況 

本章では表 3 で示した空間形成施策ごとに実空間上での達成

状況を確認する。３章で示された「基盤整備」「土地利用の誘導」

「交通環境･アーバンデザイン」の３つのステップに着目し、以

下の各節で地図情報の時点比較と現地調査、行政担当課へのヒア

リング(5)から得た内容を記す。 

4-1 基盤整備（表3の項目：④～⑨） 

基盤整備の進展について、経年変化を図6に示す。 

都市計画道路は、副都心の形成を目指して1986年に着手し駅

前広場の一部を残して完成している（項目⑤,⑥）。 

駅北駅前広場は用地買収が難航し、また駅南駅前広場は歩行

者専用道の工事ヤードとして利用するためにいずれも長期にわ

たり暫定整備状態が続いている（項目⑦,⑧）。 

近隣公園が2008年にでき､同時に街路が整備された（項目⑨）。

土地区画整理事業区域内には区画道路が整備された。 

鉄道による南北分断解消については、連続立体交差事業は鉄

道車庫との近接性等の物理的な難しさから鉄道事業者が消極的

で、具体化の動きはこれまで全くない（項目④）。 

4-2 土地利用の誘導（表3の項目：⑩～⑫） 

土地利用の経年変化を図7に示す。(a)では大型SCが増床､駅

前に商業ビルが 1 棟できたが、(e)では足元に商業的な賑わいを

持たない単一機能のマンションやサ高住が建ち始めている（項目

⑩）。市街地再開発事業の中止区域で地区計画を策定したが土地

利用の変化はみられない。(c),(d)は商業地域であるが低層住宅主

体の土地利用に変わりはない。駅の近くには空地が多くあり時間

貸し駐車場が多数できている（項目⑪）。(f)では築40年超の公団

住宅中心の土地利用のままほぼ変わらない。(b)では高校と工場

の跡地がマンションになった（項目⑫）。 

市の所有地･保留地はなく公共施設の立地予定はない。 

 

4-3 交通環境・アーバンデザイン（表3の項目：⑬～⑳） 

施策が実空間においてどう実現されているか、現地調査と行

政担当課へのヒアリング（『』で表記(5)）から確認した。 

｢ターミナル機能強化」(項目⑬)は駅南北の駅前広場が未完成

であるため実現していない。『完成後は空港や県立医療センター

へのバスの発着等を検討する』とのことであった。 

｢交通渋滞緩和」(項目⑭)は、鉄道立体化による施策という点

では未達成で、踏切待ちの渋滞を緩和できていない。都市計画道

路の完成部分では渋滞はない。 

｢乗り換え利便性の向上｣(項目⑮)は、駅前広場と公共交通の活

用を想定したものでありまだ実現できていない。医療機関の送迎

バスが頻繁に路上停車し､駅前広場の完成が待たれる。また計画

にないが駅の近くに時間貸し平面駐車場が多数でき､パーク&ラ

イドの利便性が高くなっている。 

｢歩行者専用道の整備｣(項目⑯)は国土交通省の要綱(6)に沿って

鉄道事業者と調整し平成33年度末完成予定である。 

｢歩行者空間バリアフリー化」「歩行者･自転車利用者の安全」

(項目⑰)は、都市計画道路が整備された箇所では歩道幅員が十分

確保されており駅南では歩道切欠きの制限を定めた地区計画に

より歩道の連続性が確保されている。但し自転車レーンは設けら

れていない。南北の駅前広場が長らく未完成であることやバリア

フリー基本構想で検証調査は行われたが重点整備地区から外れ

たため事業の予定がないことから、駅周辺で信号のない横断歩道

や幅員の狭い歩道など問題のある状況が続いている。 

｢災害に強く安全で快適なまち｣（項目⑰）は近隣公園整備後

の計画であり､施策と対応する実現手段が明確でない。｢古都の風

格ある景観(形態･色彩)｣(項目⑲)は､地区計画 C に色彩の制限規

定があり今後建設される建物に効力を発揮する。景観計画では具

体的な誘導や規制の内容が示されていないため『（実現手段の）

策定が必要』との認識であった。 

｢歩いて楽しい空間､街路樹､ストリートファニチュア等」(項目

⑳)のうち街路樹については、駅北の都市計画道路沿道では植樹

済みであるが樹種やデザインの統一性がなく電線に当たってい

る箇所があるなど調整を要する。駅南の都市計画道路では植栽帯

が確保されているが植樹は未実施であり『駅前広場完成後に管理

部局との調整のうえ事業化する』予定である。ストリートファニ

チュアや歩いて楽しい空間に関する取り組みは見られない。 

4-4 小括 

以上の分析により、空間形成施策の達成状況には、計画に対

応した実現手段が伴って達成しているもの(A)、実現手段はある

が時間がかかる、あるいは経済環境が合わないために未達成のも

の(B-1)、想定外の結果が表れたもの(B-2)､現況を計画が後追いし

ているもの(B-3)、実現手段がなく未達成のもの(C)に分類できる

(表4)。 
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2015年2000年1985年

高度利用商業

中層(足元商業＋住宅)

低層商業

低層住宅(アパート含む)

中層住宅

社寺・田畑・道路・公園・学校・空地

サ高住

駐車場 駐輪場

空地（区画整理後）

工場

分析対象ゾーン：
商業地域内 (a),(c),(d),(e) 
第一種住居地域内 (b)
第二種中高層住居専用地域内 (f)

秋篠川以東は空間的に分断しているため、
駅の西南の第一種低層住居専用地域は
社寺が多く風致地区であるため、除外した。

都市計画道路に面した単一機能のマンショ
ンと時間貸し駐車場(2015年8月 筆者撮影)

商業地域の拡大
(項目⑩)

商業床の
増加(項目⑩)

まちなか居住
(項目⑫)

複合利用･土地の
有効活用･都市機
能集積 (項目⑪) 
(未達成)

(a)

(b)
(c)

(d)

(e)
(f)

秋篠川
各時点における住宅地図より筆者作成

図7 土地利用の変遷 ( 項目⑩～⑫ ) 

図6 基盤整備の進展 ( 項目④～⑨ ) 

2015年2000年1985年

都市計画道路
(項目⑥)
(2010年完成)

都市計画道路
(項目⑤)(2004年完成)

南駅前広場(項目⑧)
(暫定供用＝車両不可)

近隣公園(項目⑨)
(2008年完成)

北駅前広場(項目⑦)
(暫定供用)

土地区画整理事業に
よる区画道路

区画道路

鉄道立体化
(項目④)

(予定なし)

駅への主要な
アクセス道路

駅への主要な
アクセス道路

鉄道(平面)

都市計画道路

都市計画道路

南北駅前広場
未整備部分

街路樹デザインの要調整箇所(項目⑳)極端にせまい歩道､信号がなく危険な横断歩道 (項目⑰)

パーク＆ライドに便利な
駅前駐車場 (項目⑮)

医療機関の送迎バスを待つ
高齢者の列 (項目⑮)

暫定整備の駅前広場 (項目⑬)

植樹未実施の植栽帯 (項目⑳) 暫定整備の駅前広場 (項目⑬) 歩行者専用道整備
イメージ図＊(項目⑯)

写真は筆者撮影(2015年8月) （ *は出典奈良市）

鉄道立体化による踏切
での渋滞解消が達成さ
れていない (項目⑭)

図8 交通環境・アーバンデザインに関する現況 ( 項目⑬～⑳ ) 
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５．結論 

以上の分析より、近鉄大和西大寺駅周辺エリアの空間形成計

画の達成状況と課題を整理し、副拠点の空間形成をよりよいもの

にするための計画のあり方について考察する。 

5-1空間形成の過程と達成状況 

対象地の都市空間は約 30 年間で「基盤整備」「土地利用の誘

導」「交通環境･アーバンデザイン」の3ステップで形成されてき

ていることがわかった。今後は「コンパクトシティ＋ネットワー

ク」のコンセプトのもと地域拠点としての空間形成をめざす方針

が示されている。 

空間形成施策の達成状況の分析からは、実現手段が伴って計

画通りに実現できている部分が確認された一方で、実現手段はあ

っても空間実態が計画と異なっている部分、そもそも実現手段が

用意できていない部分がみられた。 

5-2副拠点の空間形成計画上の課題 

３章、４章より、近鉄大和西大寺駅周辺エリアの空間形成計

画とその実現について、以下のような課題が挙げられる。 

（１）基盤整備と交通環境・アーバンデザインの連携欠如 

基盤整備と交通環境･アーバンデザインは密接な関係がある。

交通環境やアーバンデザインの施策の達成状況をみると、鉄道立

体化のように実現手段をもたない基盤整備の施策が妨げになっ

ていること、長期間を要する基盤整備の完了までの交通環境に問

題が生じていること（暫定的な措置がないこと）など、基盤整備

と交通環境･アーバンデザインの連携の欠如に伴う課題が確認さ

れた。 

（２）土地利用の計画と現状趨勢の乖離 

当初副都心としての位置付けの中で商業用途を想定した駅直

近の土地利用については、現実には商業用途を含まないマンショ

ンが建設されたり、パーク＆ライドに利用される平面駐車場が供

されたりしている。前者は近年の「まちなか居住」施策に合致す

る方向であるし、後者は商業的土地利用が進まないために交通結

節点としての機能が駅直近の土地利用に現れてきたものである。 

土地利用は社会経済環境の影響を大きく受けるものである。

計画と現状趨勢との乖離を解消するためには、土地利用の動向を

随時モニタリングし、それを踏まえて土地利用方針を柔軟に見直

すことも必要であることが示唆される。 

（３）鉄道立体化事業の実現困難性 

鉄道立体化は地域の要望ではあるが、それを前提とした空間

形成施策が長年積み残されている。今後の社会経済環境下での実

現可能性を客観的に評価し、判断しなければならない。 

5-3総合的な空間形成計画とその要件 

近鉄西大寺駅周辺の今後の空間形成計画において、5-2で提示

した３つの課題に対応するためには、それぞれの課題に個別に対

応するのではなく、総合的に計画を見直す必要がある。その際に

は以下の点が重要であると考えられる。 

●少なくとも基盤整備、土地利用、交通環境、アーバンデザイン

を総合的に扱う必要があり、他の分野についても必要に応じて含

める。そのことにより、各施策の課題を施策全体の中で検討する

ことができ施策間の調整につながるとともに、施策同士の相乗効

果も期待される。さらには施策が総合的に示されることは民間投

資の誘導にもつながる。 

●計画の内容が、事業や規制と明瞭につながる具体性を持つこと

が必要である。 

●施策の実施時期、手順、所要期間、実施主体、費用などの情報

をとりまとめた進行管理が必要である。そうすることにより、長

い期間を要する施策を「待たない」取り組みが可能となる。 

●空間の実態や計画の実現状況をモニタリングする仕組みを持

つ。その上で、特に土地利用誘導については現状趨勢に合わせた

計画の見直しを行う。そのことにより、暫定的な土地利用を誘導

することも含め社会経済環境の影響も考慮した柔軟な対応が可

能となる。 

●これだけの内容を総合的かつ具体的に扱うには、計画の対象を

駅周辺のエリアに絞り込む必要がある。 

今後、自治体が立地適正化計画を策定し、都市の副拠点の空間

形成に取り組む過程においては、以上の要点をおさえた総合的な

空間形成計画の策定が重要な役割を果たし得ることを本研究は

示唆している。なお、他都市の副拠点についても同様の分析を行

い、副拠点の空間形成計画に関する一般的知見を得ることは、今

後の課題である。 
 

【補注】 
(1)「バリアフリー基本構想作成に関するガイドブック『4-3重点整備地区

の設定』」国土交通省総合政策局安心生活政策課 平成28年9月.  

(2)駅勢圏人口は駅から800mの範囲にかかる町丁目(市街地調整区域を多
く含む2町を除く)を対象とした平成22年国勢調査データを使用。奈良市
人口は平成29年4月1日現在の住民基本台帳データを使用。  

(3)鉄道乗降人数と駅勢圏商業統計の出典：「統計なら」各年度版  
(4)図3,4,5,6,7,8に描いた円弧の半径は500m 

(5)2015年5月2日奈良市都市計画課,景観課,交通政策課,総合政策課にヒア
リング(於:奈良市役所)、2017年3月17日奈良市西大寺駅周辺整備事務所
にヒアリング(於:西大寺駅周辺整備事務所) 

(6)平成21年6月国土交通省「自由通路の整備及び管理に関する要綱」 
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表4 実現手段の有無と空間形成施策の達成状況 

　 (A) (B-1) (B-2) (B-3) (C) 

対応する実現手段 あ り あ り あ り あ り な し

達成状況 達成 未達成 想定外の結果 計画が後追い 未達成

基盤整備完了待ち

BF重点整備地区外

色彩規制(地区計画) 基盤整備完了待ち

街路樹(一部) 景観計画に規制なし

商業業務強化
(1985～)

駅北商業増床
再開発事業の

中止区域

まちなか居住
(2016～)

学校跡地のマン
ション転用(2008)

鉄道立体化

アーバンデザイン

交通環境
都計道完成部分の

広い歩道
パーク&ライドの

利便性向上

基盤整備

土地
利用

商業想定箇所
にマンションや
平面駐車場

都市計画道路・公園 駅前広場
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