
Ⅲ 地域別構想
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８ 地域別構想について

８－１．地域別構想について

地域別構想は、本市を構成する地域ごとに将来の市街地イメージを設定し、都市整備に

関連する事項を中心に、それぞれの地域特性を活かした地域整備の施策の方向を明らかに

するものであり、各地域の課題に対応した整備方策を示すことにより、住民にとって身近

なまちづくりの指針となるものである。

また、全体構想と地域別構想との関係は下図のとおりであり、全体構想に示された施策

の方向性は、地域別構想において具体化・詳細化される一方で、地域別構想の内容を全体

構想に反映する必要があることから、相互の有機的な連携を保つことが必要である。

【大和高田市都市計画マスタープランの全体構成】

全体構想

●まちの現況

●まちづくりの課題

●まちづくりの目標

●将来都市構造

●都市整備の方針

地域別構想

●地域の現況

●地域の課題

●地域の将来像

●地域の整備方針

具体化・詳細化

反映
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８－２．地域区分

地域別構想の基礎となる地域は、地域の特性を活かすとともに、地域の生活圏なども考

慮する必要があることから、都市計画基礎調査の調査区を参考に、下記のとおり地域を区

分する。

【地域区分】

地域名 人口

（人）
町丁名

都市中核部地域

（都市核）
11,901

神楽 2丁目、神楽 3丁目、北本町、日之出西本町、 高砂町、

幸町、西町、内本町、三和町、本郷町、大中、大中東町、大

中南町、南本町、永和町、北片塩町、片塩町、礒野東町、礒

野南町、西三倉堂 1丁目

市北西部地域 17,414 大谷、築山、野口、池田、有井、市場、岡崎

市北東部地域 12,743

神楽、神楽 1丁目、池尻、高田、日之出東本町、日之出町、

藤森、土庫、土庫 1丁目、土庫 2丁目、土庫 3丁目、松塚、

大東町、東雲町、材木町、旭北町、昭和町、曙町

市中央部地域 15,538

礒野北町、礒野町、礒野、礒野新町、春日町 1丁目、春日町

2 丁目、栄町、東中、東中 1丁目、東中 2丁目、西三倉堂 2

丁目、中三倉堂 1丁目、中三倉 2丁目、東三倉堂町、旭南町、

今里町、中今里町、南今里町、田井新町、甘田町、蔵之宮町、

田井、今里川合方、今里

市南部地域 10,855
曽大根 1丁目、曽大根 2丁目、 曽大根、南陽町、勝目、出、

西坊城、秋吉、奥田、吉井、根成柿

資料：平成 22年国勢調査
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【地域区分図】

都市中核部

市北西部

市北東部

市中央部

市南部

市域界

地区界

凡例
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【地域区分図（航空写真）】

市北西部

市北東部

都市中核部

都市中央部

市南部

Ｎ
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９ 地域別構想

９－１．都市中核部 地域区分 市街化区域

１．地域の現況

・本市の中央部に位置し、近鉄、ＪＲの主要 3駅を含み、西側のシビ

ックコア地区に囲まれたエリアである。

・本市の都市計画用途地域の商業地域指定は本地域に集中している。

・地域内には、本市の主要な商店街が立地している。

・地域の中央部を（都）中央通り線（整備済み）が南北に走り、県道

大和高田当麻線が東西に走っている。

・地域の西側には広域行政施設や市行政関連施設が集積し、本市のシ

ビックコア地区を形成している。

・近鉄大和高田駅の東側では、ユニチカ工場跡地を活用した商業開発

が行われ、ショッピングセンターが立地している。

２．地域の特性と課題

・平成 12 年から平成 22 年までの 10 年間で人口は 7％減

少しているが、世帯数は 2％増加している。

・少子高齢化の状況について、市平均と比較すると、高

齢化率は高く、年少人口比率は低いなど少子高齢化が

進んでいる。

・鉄道主要 3 駅の駅前広場整備が完了し、ＪＲ高田駅の

南東側に公共駐車場が整備されている。

・地域の中央には、寺内町の面影を色濃く残す地区があ

り、本マスタープランでは「歴史地区」と位置づけて

いる。

・地域の西側を流れる高田川の桜は「高田川千本桜」と

呼ばれ、市民の休養・レクリエーションの場であると

ともに、本市の重要な観光資源となっている。

【地域の課題】

○衰退が著しい商店街や往時の面影を残す歴史地区の再生による都市中核部の活性化

○高田川や大中公園などの豊かな水と緑の環境の活用による潤いのある都心生活の創出

○工業地に住宅が侵入することによる住工混在状態の解消

○歩車道分離ができていない幹線道路の整備と安全な自転車道の整備

【都市中核部の位置】

11.0%

13.2%

11.1%

12.3%

11.8%

12.0%

64.9%

63.0%

66.8%

66.0%

63.7%

64.8%

24.1%

23.8%

22.0%

21.7%

24.5%

23.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

都市中核部

市北西部

市北東部

市中央部

市南部

市平均

年少人口 生産人口 高齢人口

【年齢三区分の状況】

資料：住民基本台帳（H23 年 12 月 1 日）

資料：各年国勢調査

都市中核部

4,994 5,043 5,096

12,789 12,293
11,901

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

H12年 H17年 H22年 H12年 H17年 H22年

人口 世帯数

【人口と世帯の推移】
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３．都市計画施設等の配置状況

道路
今里築山線(国道 165 号)、幸町線、東大路線、神楽線、中央通り線、橿原五

條線（国道 166 号）、大和高田当麻線、本郷大中線都市計画施設

公園 大中公園、幸町公園、馬冷池公園

鉄道駅 近鉄大阪線大和高田駅、ＪＲ和歌山線桜井線高田駅、近鉄南大阪線高田市駅

公共施設

公共機関

奈良地方裁判所、奈良地方検察庁、奈良県高田総合庁舎、葛城労働基準監督

署、葛城税務署、法務局葛城支局、奈良県中和労働会館、奈良県高田子ども

家庭相談センター、高田警察署、中和広域消防組合高田消防署、大和高田市

役所、経済会館、保健センター、図書館、文化会館、総合体育館・武道館、

中央公民館、老人憩いの家

その他

公共施設

公益施設 大和高田郵便局

歴史文化資源 専立寺（市指定）、不動院（国指定）

景観資源 高田川（桜）、大中公園（桜、能舞台）

４．航空写真

Ｎ
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５．地域住民の意向（アンケート調査結果より）

【大和高田市の住み心地】

「満足している」が 14％、「どちらかというと満

足している」が 47％といずれも市平均よりも高い

比率となっている。

【市の将来像】

「医療・福祉が充実したまち」、「商業が盛んな活気

のあるまち」の二つが突出し、60％前後を示している。

市平均より高い値を示しているのは「商業の活性化」、

「良好な住環境を備えたまち」で、地区の特性が出て

いる。

【優先的に取り組むべき施策】

「商店街の活性化」が約 66％で最も多く、次いで

「病院や高齢者施設の整備」（約 49％）が挙げられ、

この二つが突出している。

市平均よりも高い比率を示しているのは「商店街の活性化」と「まち並みや景観の整備」で、地区の

特性が出ている。

【定住意向】

定住意思の合計が 78％、うち「住み続けたい」が

43％で、5地域の中で最も高い比率を示している。

【まちづくりの進め方】

「地域住民主体で行政に頼らない（5％）」、「地域住

民との協働（41％）」は、市中央部とともに高い比率

を示している。

順 項目 比率 市平均

1 医療・福祉が充実したまち 64.4% 70.0%

2 商業が盛んな活気のあるまち 56.4% 47.3%

3 良好な住環境を備えたまち 40.0% 36.8%

4 災害への備えがある安全なまち 32.0% 38.3%

5 道路や公共交通が整った便利なまち 31.6% 41.5%

順 項目 比率 市平均

1 商店街の活性化 65.9% 53.3%

2 病院や高齢者施設の整備 48.7% 54.8%

3 まち並みや景観の整備 23.0% 15.5%

4 防災施設の整備 19.5% 21.2%

5 幹線道路の整備 15.5% 16.5%

項目

住み続けたい 43.0% 39.3%
どちらかというと住み続けたい 34.5% 35.6%

どちらかというと住み続けたくない 18.4% 20.3%
住み続けたくない 4.0% 4.8%

比率

77.5%

22.4%

市平均

74.9%

25.1%

項目 比率 市平均
地域住民が主体で、行政に頼らない 5.1% 3.9%
地域住民が主体で、行政は支援 22.7% 25.4%
地域住民と行政の協働 41.2% 39.5%
地域住民に意見を聞いて行政が主体 31.0% 31.2%

14.0%

10.1%

47.2%

44.3% 37.8%

31.3% 7.5%

7.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

市平均(N=929)

A：都市中核部(N=214)

満足している どちらかというと満足している

どちらかというと不満である 不満である

70.3%

69.0%61.6%

65.3%

54.8%

89.0%

82.5%67.6%

78.0%76.0%

0.0%

50.0%

100.0%
【1位】通勤の便利さ

【2位】小中学校や高校の

通学のしやすさ

【3位】鉄道やバスの公共交通

機関の利用のしやすさ

【4位】病院や診療所の

利用のしやすさ

【5位】住宅地としての

環境の良さ

市全体 都市中核部

97.4%

96.4%

97.4%

95.7%

97.0%

95.1 %

96.0 %

96.5 %

97.0 %

98.5 %

90.0%

95.0%

100.0%

【1位】住宅地としての

環境の良さ

【2位】地震や水害などの

自然災害に対する安全性

【3位】火災等の延焼に

対する安全性
【4位】地区の防犯性

【5位】買い物の便利さ

市全体 都市中核部

【満足度】

地域で満足度が高い５つの項目は、いずれも市

平均を上回っている。

【重要度】

地域で重要度が高い５つの項目のうち市平均を

上回っているのは、1 位の「住宅地としての環

境の良さ」である。
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６．地域の将来像

本地域は、行政施設をはじめ商業・業務・文化施設など、本市の都市機能を支える施設が集積する

地域である。また、本市の玄関口ともいうべき近鉄大阪線大和高田駅をはじめ、近鉄、ＪＲの主要駅

3 駅が立地するなど本市を訪れる人とまちとの結節点を形成している。また地域の中央部に位置する

本町・市町周辺は、往時の繁栄振りを偲ばせる古い商家のまち並みを有する地区であり、本市の貴重

な歴史文化資産が集積する地区である。

その一方で、中心市街地としての機能と魅力が徐々に低下してきているとともに、県道大和高田斑

鳩線が地域の分断要素ともなっているなど、課題も多い地域である。

以上の地域特性などを踏まえて、本地域の将来像を以下のとおり設定する。

７．まちづくりの方針

（1）大和高田市の中心にふさわしい、拠点性の高いにぎわいのあるまちの創出

①商業・業務機能や文化・教養施設など、既存都市機能の集積の活用や充実により、にぎわい拠点を

創出するとともに、さざんかホールとの有機的連携を進め文化振興での拠点地区を形成する

②商店街などの生活利便施設が整っていることを踏まえ、福祉機能の充実を図るなど、総合的な生活

支援拠点を形成する。

（2）歴史文化を活かした落ち着きのあるまちの創出

①専立寺を中心とする本町・市町周辺を「歴史地区」と位置づけ、

旧商家や旧銀行建物のまち並みの維持保全を地元に啓発すると

ともに、新築建物は、周辺の旧民家のデザインと調和するよう

に誘導し、市民が本市の歴史文化を誇れる地区を創出する。

②住民や来訪者が、商店街や歴史地区などを散策・回遊できるよ

う、回遊路を設定するとともに、施設間ネットワークの構築を

推進する。

（3）生活利便性の高い、歩いて暮らせるまちの創出

①地域内の商業業務機能の充実により生活環境の向上を図るとともに、歩行空間のバリアフリー化を

推進し、歩いて暮らせるまちづくりを進め、定住環境の向上を図る。

（4）安全で快適なまちの創出

①地震や洪水に強いまちづくりを推進するとともに、高田川緑地や大中公園とを結ぶ緑道やその他の

施設等とのネットワーク道路の構築を推進し、快適環境に囲まれた本市の中心地域を創出する。

○大和高田市の中心にふさわしい、拠点性の高いにぎわいのあるまち

○歴史文化を活かした落ち着きのあるまち

○生活利便性の高い、歩いて暮らせるまち

○安全で快適なまち

市の中心部にふさわしい、歴史文化と調和した

拠点性の高いにぎわいのあるまち

蔵のように見えて、実は屋上

バルコニーとなっている民家
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８．都市整備の方針

シビックコア地区

・行政施設が集積する地区を位置づける。

・各施設敷地の沿道部分には緑地を設けるとともに、沿道緑化と合わせ

てＪＲ高田駅からシビックコアまで「沿道景観シンボルロード」とし

て沿道緑化を進める。

歴史地区

・専立寺を中心とする本町・市町周辺を「歴史地区」と位置づける。

・旧寺内町を構成していた商家の保全を図るとともに、建物の新築や改

築時には周辺と調和する建物となるよう、地元に働きかけるなど誘導

を行う。

・地区の落ち着いた雰囲気を保全するため、地区周辺を対象に後背地景

観のあり方について地元を交えながら検討する。

商業・業務地区

・地域内で商業系用途地域が指定されている地区を位置づける。

・古くからの商店街が集積していることから、商店街の活性化を図るた

め、地元意向を把握しながら駐車場整備や空き店舗を利用した駐輪場

整備など商店街の利用利便性を高め、市民の日常生活の支援拠点を形

成することを検討する。

・商店街に人を誘導するため、商店街と歴史地区、及び「さざんかホー

ル（文化会館）」を有機的に結びつける「歩行者ネットワーク道路」を

設定し、市民の文化活動振興の拠点地区を形成する。

・「歴史地区」の周辺においては、貴重な歴史地区の後背地となることか

ら、後背地景観のあり方について地元を交えながら検討する。

レクリエーション

地区

・地区の南部に立地する大中公園を位置づける。

・大中公園の施設整備を推進する。

・家族連れで楽しめる公園として、高田川の緑地・千本桜との連携を深

め、本市の快適環境を形成する。

土
地
利
用
の
方
針

既成住宅地区

・地域内の住宅系用途地域のエリアとする。

・地震や洪水などの自然災害について、ハザードマップ等での住民への

啓発を進め、住宅の耐震化、不燃化を促進する。

・狭小な生活道路に囲まれた住宅地については、生活幹線道路の整備を

検討する。
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道路

交通

・交通渋滞緩和のため、本地域で未整備となっている（都）橿原五條線の整備

を促進するとともに、歴史地区への円滑なアクセスルートとして事業中であ

る（都）本郷大中線の円滑な整備を進める。

公園

緑地

・一部供用となっている大中公園は、多くの市民が快適に公園を利用できるよ

う計画的な整備を推進する。

・供用済みとなっている公園については、良好な維持管理に努めるとともに、

施設の老朽化等への対応を図る。

河川

下水道

・地域内を流れる小河川については、親水性を高める整備を検討する。

・公共下水道については、計画的な整備を推進するとともに、公共下水道への

早期接続の啓発を行う。

都
市
施
設
整
備
の
方
針

その他

・上水道施設については、施設の良好な維持管理の視点から、施設の長寿命化

を推進する。

・ごみの分別収集について、市民への啓発を継続して実施し、分別収集の徹底

を図る。

景観形成

・高田川については「高田川河川環境軸」と位置づけ、緑地空間の整備を行う

とともに、「桜オーナー制度」を市民の間に広がるように広報に努める。

・（都）大和高田当麻線のＪＲ高田駅からシビックコア地区までを本市の「沿道

緑化シンボルロード」と位置づけ、沿道緑化を推進するとともに、沿道の無

電柱化を検討する。

・「歴史地区」と位置づけられた本町・市町周辺について、地元と協議しながら、

全国的に見て景観価値の高い旧商家などの保全について啓発を行う。

都市環境

の形成

・商店街に面した空き地や角地の空地などを利用してポケットパークの整備を

行い、買い物客の休憩・交流機能の充実を図るとともに、都市核地区におけ

る緑地環境の向上を図る。

そ
の
他
の
方
針

都市防災

・県の「浸水常襲地域における減災対策緊急プログラム」の対象となっている

地区については、円滑な対策整備を関係機関に働きかける。

・住宅地をはじめ商業地においても、住民や事業者による自主防災組織の結成

を啓発・促進する。
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９．まちづくりの方針図

既存商店街の再生

旧寺内町の面影を

残す地区の再生

歩いて暮らせるまちづくりのエリア

（商店街振興と歴史地区の再生による

中心市街地の活性化）

大中公園の
施設整備

（都）橿原五條線

公共施設集積地として
市民交流機能の充実

交通渋滞解消のための

未整備区間の整備

高田駅東土地区画整理
事業（完了）

道路交通環境改善事業（完了）

高田川の桜

歴史地区のまち並み

大中公園の桜華殿（能舞台）

不動院

天神社の例祭

竜王宮

（都）大和高田当麻線

（都）本郷大中線
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９－２．市北西部 地域区分 市街化区域、市街化調整区域、農業振興地域（農用地含む）

１．地域の現況

・本市の北西部に位置し、大部分は農地と住宅地から成る田園地域

である。

・地域の北部は、市内で唯一の丘陵地を形成し、馬見丘陵景観保全

地区に指定されている。

・地域の南端部には国道 166 号、その北側には（都）大和高田当麻

線が東西に通り、東側には（都）西大路線が南北に通っている。

・地域内には、7カ所の街区公園が立地している。

・地域の南側国道 166 号沿いでは計画的な住宅開発がなされ、沿道

には大規模商業施設が立地している。

・地域の北側には近鉄大阪線の築山駅が立地しており、駅の南側は

沿道型近隣商業地域に用途指定されている。

・地域の北部には築山古墳があり、さらにその北側は大谷山自然公

園（市立公園）がある。

２．地域の特性と課題

・平成 12 年から平成 22 年までの 10年間で人口は 3％

減少しているが、世帯数は約 5％と伸びを示してい

る。

・少子高齢化の状況について、市平均と比較すると、

高齢化率は高いが年少人口比率は市平均よりも高

く、5地域の中で最も高い比率を示している。

・用途地域指定は住居系が中心であり、住居系以外は、

近鉄築山駅の南側に近隣商業地域が指定されている

のみである。

・丘陵地の景観や自然が残されているのは、本地域の

みであり、貴重な自然空間である。

・市街化調整区域内で区域指定地区に指定されている

のは「北大谷地区」のみである。

【課題】

○本地域にしかない丘陵地の自然環境及び古代の歴史環境の維持保全

○良好な住環境を有する計画的住宅団地や旧住居地区の維持保全

○農地と旧住居地区が一体となった景観の保全

○旧住居地区や狭小なの道路で構成された住宅街区の防災等を考慮した地区内幹線道路の整備

【市北西部の位置】

11.0%

13.2%

11.1%

12.3%

11.8%

12.0%

64.9%

63.0%

66.8%

66.0%

63.7%

64.8%

24.1%

23.8%

22.0%

21.7%

24.5%

23.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

都市中核部

市北西部

市北東部

市中央部

市南部

市平均

年少人口 生産人口 高齢人口

【年齢三区分の状況】

資料：住民基本台帳（H23 年 12 月 1 日）

資料：各年国勢調査

市北西部

5,981 6,086 6,285

17,414
17,998 17,523

0
2,000
4,000

6,000
8,000

10,000
12,000
14,000

16,000
18,000

H12年 H17年 H22年 H12年 H17年 H22年

人口 世帯数

【人口と世帯の推移】
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３．都市計画施設等の配置状況

道路 五ヶ所五位堂線、香芝南回り線、築山大塚線、西大路線、大和高田当麻線

都市計画施設
公園

出屋敷公園、西代公園、野口公園、市場公園、市場第２公園、築山公園、栂

池公園

鉄道駅 近鉄大阪線築山駅

公共施設

公共機関

西部こども会館、子育て支援センター、ハローワーク高田、勤労青少年ホー

ム

その他

公共施設

公益施設 陵西郵便局、大和高田築山局

歴史文化資源 古墳群

景観資源 大谷山自然公園、築山古墳、河川、ため池

４．航空写真

Ｎ
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５．地域住民の意向（アンケート調査結果より）

【大和高田市の住み心地】

「満足している」と「どちらかというと満足し

ている」と回答された方の合計比率は 55％と市平

均とほぼ同じであるが、「満足している」と回答さ

れた方は 7％で 5地域の中で最も低い。

【市の将来像】

「医療・福祉が充実したまち」が突出し、約 74％

ある。次いで「道路や公共交通が整った便利なまち」

が約 50％である。

「商業が盛んな活気のあるまち」以外は、市平

均より高い比率を示している。

【優先的に取り組むべき施策】

「病院や高齢者施設の整備」が約 56％で元も多

く、次いで「商店街の活性化」が約 45％あり、こ

の二つの施策への要望が突出している。

「商店街の活性化」以外は、市平均よりも高い比率を示している。

【定住意向】

定住意思合計が 72％、うち「住み続けたい」が

38％と、市平均よりも低い比率を示している。

【まちづくりの進め方】

市平均とほぼ同等の比率を示しているものの、

「地域住民が主体で、行政は支援（27％）」とする

意向がやや強い。

順 項目 比率 市平均

1 医療・福祉が充実したまち 74.4% 70.0%
2 道路や公共交通が整った便利なまち 49.7% 41.5%

3 災害への備えがある安全なまち 41.5% 38.3%
4 商業が盛んな活気のあるまち 41.0% 47.3%
5 良好な住環境を備えたまち 38.5% 36.8%

順 項目 比率 市平均

1 病院や高齢者施設の整備 56.0% 54.8%
2 商店街の活性化 44.6% 53.3%

3 公共下水道の整備 24.9% 20.3%
4 幹線道路の整備 22.8% 16.5%
5 雨水排水の整備 22.3% 18.4%

項目

住み続けたい 37.6% 39.3%

どちらかというと住み続けたい 34.0% 35.6%

どちらかというと住み続けたくない 21.3% 20.3%

住み続けたくない 7.1% 4.8%
28.4% 25.1%

比率 市平均

71.6% 74.9%

項目 比率 市平均
地域住民が主体で、行政に頼らない 3.7% 3.9%

地域住民が主体で、行政は支援 26.7% 25.4%
地域住民と行政の協働 38.2% 39.5%

地域住民に意見を聞いて行政が主体 31.4% 31.2%

10.1%

7.2%

44.3%

48.1% 35.4%

37.8% 7.8%

9.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

市平均(N=929)

B：市北西部(N=181)

満足している どちらかというと満足している

どちらかというと不満である 不満である

65.3%

61.6%
69.0%

58.2%

70.3%
69.6 %

58.4 %

66.9 %58.6 %

67.4 %

0.0%

50.0%

100.0%
【1位】通勤の便利さ

【2位】田園風景などの

自然景観の豊かさ

【3位】小中学校や高校の

通学のしやすさ

【4位】住宅地としての

環境の良さ

【5位】病院や診療所の

利用のしやすさ

市全体 市北西部

97.4%

96.2%
95.0%

97.0%

97.4%

97.1 %96.0 %

96.0 %

97.7 %

97.1 %

90.0%

95.0%

100.0%
【1位】地区の防犯性

【2位】住宅地としての

環境の良さ

【3位】地区の生活道路の

安全性（幅員等）

【4位】病院や診療所の

利用のしやすさ

【5位】地震や水害などの

自然災害に対する安全性

市全体 市北西部

【満足度】

地域で満足度が高い５つの項目のうち、市平均

を上回っているのは、「田園風景などの自然景観

の豊かさ」である。

【重要度】

地域で重要度が高い５つの項目のうち、市平均を

上回っているのは、「地区の生活道路の安全性」で

ある。
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６．地域の将来像

本地域は、北部に馬見丘陵から連なる丘陵地を有し、北部一帯が馬見丘陵景観保全地区として指定

され、市立公園である大谷山自然公園や深い緑に包まれた築山古墳（磐園陵墓参考地）などが立地し

ているとともに、地域の約半分を農地が占めていることから、自然環境や自然景観が豊かな地域とい

える。

本地域は、住宅系土地利用を中心とする地域であるが、ミニ開発による住宅や狭小な道路で街区を

構成された住宅地など、住環境に関する課題を抱えた地域でもあり、また築山駅南側の近隣商業地域

においては店舗等の集積は見られず、地域住民の生活環境の向上を図ることが求められる。

以上の地域特性などを踏まえて、本地域の将来像を以下のとおり設定する。

７．まちづくりの方針

（1）豊かな自然や緑を保全・育成するまち

①今後の住宅開発においては、緑地面積を確保し、豊かな自然と共生する住宅地の形成を図るととも

に、既存旧住居周辺の農地の安易な宅地化を防止する。

②北部に立地する大谷山自然公園や築山古墳の深い緑が形成する自然環境を保全する。

③既存住宅地で敷地に余裕のある所は、敷地内緑化や沿道緑化を推進する。

（2）快適で生活利便性の高いまち

①地域内の大規模商業施設が近隣商業機能を担っていると見られるため、施設への安全なアクセスル

ートの整備を検討する

②狭隘道路で構成された住宅地については、緊急車両の通行路としても活用できるよう、住宅地に近

いところに地区内幹線道路を整備することを検討する。

③地域内を流れる小河川の親水性を高め、快適空間の形成を図る。

（3）自然災害に強い安全なまち

①耐震壁の少ない農家住宅の耐震性能の向上を図る。

②洪水防除のため、ため池等が持つ防災機能を活用する。

○豊かな自然や緑を保全・育成するまち

○快適で生活利便性の高いまち

○自然災害に強い安全なまち

緑豊かな自然となじむ 暮らしやすいまち
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８．都市整備の方針

住商複合地区

・近鉄築山駅から南に延びる近隣商業地域を位置づける。

・周辺住民を対象とする最寄り品店舗の立地を誘導する。

軽工業地区

・地場産業の工場が立地する区域を位置づける。

・地場産業であることから、現況の土地利用を継続することを基本とす

るが、自然環境に恵まれた本地区の特性を損なうことがないように、

周辺の景観との調和を考慮する。

景観保全地区

・馬見丘陵景観保全地区を位置づける。

・馬見丘陵の南側に存在する古墳及び池沼等により形成される県の代表

的な景観の保全を図る。

旧住居地区

（集落地区）

・地区内の道路や水路、公園等の身近な生活環境の整備を推進し、地区

にふさわしい住環境の形成を図る。

・地区周辺における住宅開発等については、地区にふさわしい景観を形

成するよう誘導する。

・地区の落ち着いたたたずまいを維持するため、分家住宅等のデザイン

や色彩について周辺と調和を図るよう、地元に啓発を行う。

・耐震壁の少ない農家住宅の耐震性能の向上を図るため、耐震診断の実

施について啓発を継続実施する。

農業地区

・農業の保全と振興を図ることを基本とする区域である。

・市街化調整区域において区域指定地区に指定された区域については、

無秩序な市街化の防止を図り、良好な住宅環境を形成するため、区域

ごとの土地利用計画を策定することを検討する。

既成住宅地区

・地域内の住宅系用途地域のエリアを基本とする。

・地震や洪水などの自然災害について、ハザードマップ等での住民への

啓発を進め、住宅の耐震化、不燃化を促進する。

・狭小な生活道路に囲まれた住宅地については、生活幹線道路の整備を

検討する。

土
地
利
用
の
方
針

計画的住宅地区

・既成住宅地のうち、比較的良好な住環境を有する低層戸建て住宅団地

を位置づける。

・現在の住環境を維持することを目的に、敷地の細分化を防ぐため、地

区計画や建築協定などの導入を検討する。
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道路

交通

・都市核地区の高田川東岸の交通量が増えており、高田川の自然環境を維持す

るために、本地域で未整備となっている（都）西大路線の整備を促進する。

・既存道路を活用し、地区内幹線道路を設定し、地区内幹線道路ネットワーク

を構築する。

公園

緑地

・供用済みとなっている公園については、良好な維持管理に努めるとともに、

施設の老朽化等への対応を図る。

河川

下水道

・地区内を流れる小河川については、親水性を高める整備を検討する。

・公共下水道整備認可区域については、計画的な整備を推進するとともに、公

共下水道への早期接続の啓発を行う。

・認可区域外については、公共水域の水質確保のため、生活雑排水と汚水とを

処理する合併処理浄化槽の設置を誘導する。

都
市
施
設
整
備
の
方
針

その他

・上水道施設については、施設の良好な維持管理の視点から、施設の長寿命化

を推進する。

・ごみの分別収集について、市民への啓発を継続して実施し、分別収集の徹底

を図るとともに、ごみの不法投棄の防止と監視体制の強化を図る。

景観形成

・旧住居地区景観と農地景観とが一体となって農村景観を形成していることか

ら、旧住居の屋根並みや壁面の色彩等に配慮することを啓発する。

・農業地区で新たに開発等を行う場合は、周辺の農業景観・旧住居地区景観と

の調和を図るように誘導する。

都市環境

の形成

・地区内にあるため池について、防災機能を活用や自然の循環機能、生物生息

環境の学習の場として活用するとともに、親水性の高い整備を推進し、地区

の快適環境の創出を図る。

そ
の
他
の
方
針

都市防災

・県の「浸水常襲地域における減災対策緊急プログラム」の対象となっている

市場地内については、円滑な対策整備を関係機関に働きかける。

・住宅地や住商複合地区においては、住民や事業者による自主防災組織の結成

を啓発・促進する。

・耐震壁の少ない農家住宅に対して耐震診断の促進を図り耐震改修を実施する

よう啓発を行い、既存旧住居地区の耐震性能の向上を図る。
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９．まちづくりの方針図

現在の良好な

住環境の保全

現在の良好な

住環境の保全

農地と一体となった

旧住居地の景観保全

防災対策として地区内

幹線道路ネットワーク

の構築

現在の自然環境を

保全する区域

住宅開発等については地区計画等の導入

を誘導し住環境の形成と維持を図る

緑化等、周辺環境と

の調和を図る

有井環濠集落

築山古墳
大谷山自然公園の紅葉

計画的に整備された住宅地
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９－３．市北東部 地域区分 市街化区域、市街化調整区域、農業振興地域（農用地含む）

１．地域の現況

・本市の北東部に位置し、大部分は農地と住宅地から成る田園地域で

ある。

・地域の北部は、平成 23 年に市街化区域に編入された新市街地が２

カ所ある。

・地域の中央部では比較的規模の大きい工業系土地利用がなされてい

る。また、ＪＲ高田駅の東側には近隣商業地域が指定されているが、

商業集積の度合いは低い。

・地域の中央部には広域幹線道路である中和幹線が東西に通り、（都）

今里築山線が南北に通っている。

・地域の南部にはＪＲ桜井線が通っているが駅はない。

・地域内には、3カ所の街区公園と 3カ所の近隣公園が立地している。

２．地域の特性と課題

・平成 12 年から平成 22 年までの 10 年間で人口は 7％減

少しているが、世帯数は約 4％と伸びている。

・少子高齢化の状況について、市平均と比較すると、高

齢化率も年少人口比率も市平均よりも低くい。

・用途地域指定は住居系が中心であり、新しく市街化区

域に編入された区域は住居地域に指定されている。

・準工業地域、工業地域にしてされている地区の周辺は

住居地域となっている。

・市街化調整区域内で区域指定地区に指定されているの

は「藤森地区」と「池尻地区」であり、いずれも中和

幹線沿道を含んでいる。

【課題】

○新市街地における周辺土地利用と整合を図った土地利用の推進

○住工混在地区における良好な住環境の保全と形成

○区域指定地区における良好な住宅地開発の誘導

【市北東部の位置】

11.0%

13.2%

11.1%

12.3%

11.8%

12.0%

64.9%

63.0%

66.8%

66.0%

63.7%

64.8%

24.1%

23.8%

22.0%

21.7%

24.5%

23.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

都市中核部

市北西部

市北東部

市中央部

市南部

市平均

年少人口 生産人口 高齢人口

【年齢三区分の状況】

資料：住民基本台帳（H23 年 12 月 1 日）

【人口・世帯の推移】

資料：各年国勢調査

市北東部

12,743

4,650 4,764 4,823

13,713
13,310

0

2,000
4,000

6,000
8,000

10,000
12,000

14,000
16,000
18,000

H12年 H17年 H22年 H12年 H17年 H22年

人口 世帯数
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３．都市計画施設等の配置状況

道路 中和幹線、今里築山線（国道 165 号）
都市計画施設

公園 土庫公園、東雲公園、東運動公園、曙公園、曙第２公園、常光寺池公園

鉄道駅 松塚駅

公共施設

公共機関

市民運動場、土庫市営墓地、児童館その他

公共施設

公益施設 （医）健生会土庫病院、大和高田東雲簡易局、大和高田旭北局

歴史文化資源 藤森環濠集落、池尻環濠集落

景観資源 河川、ため池

４．航空写真

Ｎ
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５．地域住民の意向（アンケート調査結果より）

【大和高田市の住み心地】

「満足している」「どちらかというと満足してい

る」と回答された方の合計比率は 60％と市平均よ

りも高く、「満足している」と回答された方の比率

11％も市平均より高い。

【市の将来像】

「医療・福祉が充実したまち」が突出し、約 69％

ある。次いで「商業が盛んな活気のあるまち」、「災

害への備えがある安全なまち」、「道路や公共交通が

整った便利なまち」が約 40～45％で続いている。

市平均より高い比率を示しているのは「災害への備えがある安全なまち」、「道路や公共交通が整った便

利なまち」、「身近なところで水や緑に親しめるまち」である。

【優先的に取り組むべき施策】

「病院や高齢者施設の整備」が約 61％で最も多

く、次いで「商店街の活性化」が約 45％あり、こ

の二つの施策への要望が突出している。

市平均より高い比率を示しているのは「病院や高齢者施設の整備」「防災施設の整備」、「教育文化施設

の整備」、「電車やバスなどの公共交通の充実」であり、「商店街の活性化」が平均よりも低くなっている。

【定住意向】

「住み続けたい」とする積極的定住意向は、市

平均より低いが、定住意思合計 77％は市平均より

も高い。

【まちづくりの進め方】

「地域住民が主体で、行政は支援」とする意向

が 31％と 5 地域のなかで最も高い比率を示してお

り、住民主体の意識が強い。

順 項目 比率 市平均

1 病院や高齢者施設の整備 60.9% 54.8%

2 商店街の活性化 45.4% 53.3%

3 防災施設の整備 24.7% 21.2%

4 教育文化施設の整備 19.5% 15.8%

5 電車やバスなどの公共交通の充実 17.8% 16.7%

順 項目 比率 市平均

1 医療・福祉が充実したまち 69.0% 70.0%

2 商業が盛んな活気のあるまち 45.4% 47.3%

3 災害への備えがある安全なまち 43.7% 38.3%

4 道路や公共交通が整った便利なまち 42.5% 41.5%

5 身近なところで水や緑に親しめるまち 28.7% 19.2%

項目

住み続けたい 38.1% 39.3%

どちらかというと住み続けたい 38.6% 35.6%
どちらかというと住み続けたくない 19.9% 20.3%

住み続けたくない 3.4% 4.8%

76.7% 74.9%

23.3% 25.1%

比率 市平均

項目 比率 市平均

地域住民が主体で、行政に頼らない 1.8% 3.9%

地域住民が主体で、行政は支援 31.0% 25.4%

地域住民と行政の協働 36.2% 39.5%

地域住民に意見を聞いて行政が主体 31.0% 31.2%

11.4%

10.1%

48.7%

44.3% 37.8%

32.9% 7.0%

7.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

市平均(N=929)

C：市北東部(N=158)

満足している どちらかというと満足している

どちらかというと不満である 不満である

【満足度】

地域で満足度が高い５つの項目のうち、住宅地

としての環境のよさや通勤や買い物の便利さは

市平均を上回っている。

【重要度】

地域で重要度が高い５つの項目すべてが、市

平均を上回っている。

70.3%

49.4%

65.3%

61.6%69.0%

57.3 %

64.5 %

65.0 %

72.9 %

57.2 %

0.0%

50.0%

100.0%
【1位】通勤の便利さ

【2位】住宅地としての

環境の良さ

【3位】病院や診療所の

利用のしやすさ
【4位】買い物の便利さ

【5位】小中学校や高校の

通学のしやすさ

市全体 市北東部

96.4%

97.4%97.0%

96.2%

97.4%

97.4 %

98.7 %

99.3 %

99.3 %

99.3 %

90.0%

95.0%

100.0%

【1位】地震や水害などの

自然災害に対する安全性

【2位】火災等の延焼に

対する安全性

【3位】地区の防犯性
【4位】住宅地としての

環境の良さ

【5位】病院や診療所の

利用のしやすさ

市全体 市北東部
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６．地域の将来像

本地域は、北部と東部に市街化調整区域が広がり、南部は市街化区域となっている。

市街化区域は住居系用途地域指定が中心となっているが、その中で住居系土地利用に囲まれるよう

に工業系用途指定区域が指定されている。

地域の北部は広陵町に接し、県道大和高田斑鳩線沿道及び中和幹線沿道の土地利用の整合を図るた

め新たに市街化区域に編入された地区を含むとともに、中和幹線沿道に区域指定地区が指定されてお

り、今後交通条件等の向上により開発圧力が高まるものと予測される。

一方、市街化調整区域の旧住居地区では、寺社が点在するなど落ち着いたたたずまいを見せており、

生活環境の整備に加えて良好な居住環境の維持が求められる。

以上の地域特性などを踏まえて、本地域の将来像を以下のとおり設定する。

７．まちづくりの方針

（1）旧住居地と新しい住宅地が共存するまち

①区域指定地区における住宅開発等については、周辺の旧住居との調和を図るとともに、ゆとりある

良好な住宅地を形成するよう誘導を行い、定住魅力のある地域の形成を図る。

②新しい市街化区域における住宅開発については、緑地面積を確保し、豊かな自然と共生する住宅地

の形成を図る。

③区域指定地区以外の農地は、本地域における居住環境を豊かにする自然環境要素として保全を図る。

（2）快適で生活利便性の高いまち

①新しい市街化区域においては、既存の沿道型近隣商業施設の立地状況を勘案しながら新しい商業施

設を誘導し、生活利便性の向上を図ることにより、定住魅力のある地域の形成を図る。

②市街化区域内の工業地及び周辺については、工場敷地の緑化等を啓発するとともに、生活道路の整

備推進を検討する。

③既存旧住居など、狭隘な道路で構成された住宅地については緊急車両の通行路としても活用できる

よう、住宅地に近いところに地区内幹線道路を整備することを検討する。

④地域内を流れる小河川の親水性を高め、快適空間の形成を図る。

（3）自然災害に強い安全なまち

①耐震壁の少ない農家住宅の耐震性能の向上を図る。

②洪水防除のため、ため池等が持つ防災機能を活用する。

○旧住居地区と新しい住宅地が共存するまち

○快適で生活利便性の高いまち

○自然災害に強い安全なまち

古いものと新しいものが共存する定住環境を有するまち
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８．都市整備の方針

既成住宅地区

・地区内の住宅系用途地域のエリアを位置づける。

・狭小な生活道路に囲まれた住宅地については、生活幹線道路の整備を

検討する。

・地震や洪水などの自然災害について、ハザードマップ等での住民への

啓発を進め、住宅の耐震化、不燃化を促進する。

沿道型住商複合地区

・新しく市街化区域に編入した地区を位置づける。

・沿道型近隣商業施設の立地を誘導し、地区内外の住民の生活利便性の

向上を図る。

・交通利便性の高い地区として、定住魅力ある都市型住宅の供給を図る。

住工共生地区

・工業地域のなかで住宅と工場が混在している地区を位置づける。

・工場敷地内の緑化を啓発し、周辺の居住環境の向上を図る。

農業地区

・農業の保全と振興を図ることを基本とする区域を位置づける。

・市街化調整区域において区域指定地区に指定された区域については、

無秩序な市街化の防止を図り、良好な住宅環境を形成するため、区域

ごとの土地利用計画を策定することを検討する。

土
地
利
用
の
方
針

旧住居地区

（集落地区）

・地区内の道路や水路、公園等の身近な生活環境の整備を推進し、地区

にふさわしい住環境の形成を図る。

・地区周辺における住宅開発等については、地区にふさわしい景観を形

成するよう誘導する。

・地区の落ち着いたたたずまいを維持するため、分家住宅等のデザイン

や色彩について周辺と調和を図るよう、地元に啓発を行う。

・耐震壁の少ない農家住宅の耐震性能の向上を図るため、耐震診断の実

施について啓発を継続実施する。



132

道路

交通

・地区内に存在する住工共生地区の交通環境を整序するため、（都）今里築山線

の整備を検討するとともに、住宅地内における生活道路の整備を推進し居住

環境の向上を図る。

・県道大和高田桜井線は、交通量が増加傾向にあることから、交通渋滞を緩和

するとともに、交通安全を図るため、一部狭小区間の拡幅整備について県と

協議を行う。

公園

緑地

・葛城川沿川について、うるおいのある地域の形成を図るため、葛城川河川緑

地としての整備を検討する。

・新市街地等においては、居住環境向上のため、開発公園の設置を誘導する。

・供用済みとなっている公園については、良好な維持管理に努めるとともに、

施設の老朽化等への対応を図る。

河川

下水道

・地区内を流れる小河川については、親水性を高める整備を検討する。

・公共下水道整備認可区域については、計画的な整備を推進するとともに、公

共下水道への早期接続の啓発を行う。

・認可区域外については、公共水域の水質確保のため、生活雑排水と汚水とを

処理する合併処理浄化槽の設置を誘導する。

都
市
施
設
整
備
の
方
針

その他

・上水道施設については、施設の良好な維持管理の視点から、施設の長寿命化

を推進する。

・ごみの分別収集について、市民への啓発を継続して実施し、分別収集の徹底

を図るとともに、ごみの不法投棄の防止と監視体制の強化を図る。

景観形成

・旧住居地区景観と農地景観とが一体となって農村景観を形成していることか

ら、旧住居地区の屋根並みや壁面の色彩等に配慮することを啓発する。

・農業地区で新たに開発等を行う場合は、周辺の農業景観・旧住居地区景観と

の調和を図るように誘導する。

・中和幹線から二上山を正面に望むことができることから、沿道景観や眺望景

観の形成に配慮する。

都市環境

の形成

・地区内にあるため池について、防災機能を活用や自然の循環機能、生物生息

環境の学習の場として活用するとともに、親水性の高い整備を推進し、地区

の快適環境の創出を図る。

そ
の
他
の
方
針

都市防災

・住宅地や住商複合地区においては、住民や事業者による自主防災組織の結成

を啓発・促進する。

・耐震壁の少ない農家住宅に対して耐震診断の促進を図り耐震改修を実施する

よう啓発を行い、既存旧住居地区の耐震性能の向上を図る。
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９．まちづくりの方針図

工場の敷地内緑化を啓発し、

住工の共生を図る

住宅と沿道商業施設など、周辺の土

地利用と整合を図った整備の推進

（地区計画区域）
農地と一体となった旧

住居地区の景観保全

農業地区

農業地区

農業地区農業地区

葛城川河川緑地の形成を図る

大きなおかげ燈籠 高田城址の石碑と片塩小学校

藤森環濠集落

池尻環濠集落

(都)中和幹線
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９－４．市中央部 地域区分 市街化区域、市街化調整区域、農業振興地域（農用地含む）

１．地域の現況

・本市の中央部に位置し、高田川と葛城川に挟まれた地域は市街化区

域となっており、高田川の西側と葛城川の東側は田園地域となって

いる。

・地域の北部は都市核に接し、住居系用途地域指定が多い。

・地域の幹線道路沿いでは沿道型の準工業地域が指定されているが、

沿道商業施設が多く立地している。

・地域の中央部には国道 24 号が南北を通り県南部の五條市と結ぶ幹

線道路となっている。また東西方向には国道 165 号が東西を通り橿

原市とを結ぶ幹線道路となっている。

・地域の北西部から南東部にかけて近鉄南部にはＪＲ桜井線が通って

おり南端部に浮孔駅が立地している。

・地域内には、都市計画公園は「今里公園」が１カ所整備されている

のみである。

２．地域の特性と課題

・平成12年から平成22年までの10年間で人口は10％

減少し、世帯数も 1％減少している。

・少子高齢化の状況について、市平均と比較すると、

高齢化率は低く、年少人口比率は市平均よりも高く

なっている。

・用途地域指定は住居系が中心であり、地域の西端部

に第 1種中高層住居専用地域が指定されている。

・幹線沿道は準工業地域に指定されているが、沿道サ

ービス施設の土地利用が主になっている。

・市街化調整区域内で区域指定地区に指定されている

のは「田井地区」であり、国道 24 号大和高田バイ

パスに近い位置にある。

【課題】

○国道 165 号線の拡幅整備の促進

○密集市街地の解消策の検討と推進

○市民の憩いの場として、また散策路として葛城川の環境整備

○幹線道路沿道地区における都市型住宅の立地誘導

【市中央部の位置】
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24.1%

23.8%

22.0%

21.7%

24.5%

23.2%
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都市中核部
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市中央部
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市平均

年少人口 生産人口 高齢人口

【年齢三区分の状況】

資料：住民基本台帳（H23 年 12 月 1 日）

【人口・世帯の推移】

資料：各年国勢調査
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３．都市計画施設等の配置状況

道路 （都）西大路線、（都）橿原五條線、国道 24 号、国道 165 号、国道 166 号
都市計画施設

公園 今里公園

鉄道駅 近鉄南大阪線浮孔駅

公共施設

公共機関

高田土木事務所、大和高田市立病院、市立看護専門学校、大和高田市訪問看

護ステーション、大和高田クリーンセンター

その他

公共施設

公益施設 大和高田曽大根局

歴史文化資源 静御前の墓（伝承）

景観資源 河川、ため池

４．航空写真

Ｎ
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５．地域住民の意向（アンケート調査結果より）

【大和高田市の住み心地】

「満足している」が 10％、「どちらかというと満

足している」が 38％と、どちらも市平均よりも低

い。

【市の将来像】

「医療・福祉が充実したまち」が突出し、約 74％

ある。次いで「商業が盛んな活気のあるまち」が約

50％である。

市平均より高い比率を示しているのは、「医療・福祉が充実したまち」、「災害への備えがある安全なま

ち」、「良好な住環境を備えたまち」であり、「道路や公共交通が整った便利なまち」が市平均を下回って

いる。

【優先的に取り組むべき施策】

「商店街の活性化」が約 60％で最も多く、次いで

「病院や高齢者施設の整備」が約 54％あり、この二

つの施策への要望が突出している。

市平均よりも高い比率を示しているのは、「商店街の活性化」、「雨水排水の整備」、「防災施設の整備」

である。

【定住意向】

定住意思合計は、市平均とほぼ同等であるが、「住

み続けたい」とする積極的な定住意向は 39％で都市

中核部の 43％に次いで高い比率を示している。

【まちづくりの進め方】

「地域住民が主体で行政に頼らない」が 5％、「地

域住民との協働」は 43％で、都市中核部とともに高

い比率を示している。

順 項目 比率 市平均

1 商店街の活性化 60.1% 53.3%

2 病院や高齢者施設の整備 54.3% 54.8%

3 雨水排水の整備 26.1% 18.4%

4 防災施設の整備 22.3% 21.2%

5 公共下水道の整備 19.1% 20.3%

順 項目 比率 市平均

1 医療・福祉が充実したまち 74.2% 70.0%

2 商業が盛んな活気のあるまち 49.5% 47.3%

3 災害への備えがある安全なまち 41.9% 38.3%

4 良好な住環境を備えたまち 38.7% 36.8%

5 道路や公共交通が整った便利なまち 35.5% 41.5%

項目

住み続けたい 39.2% 39.3%

どちらかというと住み続けたい 34.9% 35.6%
どちらかというと住み続けたくない 20.1% 20.3%
住み続けたくない 5.8% 4.8%

25.9% 25.1%

比率 市平均

74.1% 74.9%

項目 比率 市平均
地域住民が主体で、行政に頼らない 5.1% 3.9%
地域住民が主体で、行政は支援 21.3% 25.4%
地域住民と行政の協働 42.7% 39.5%
地域住民に意見を聞いて行政が主体 30.9% 31.2%

9.6%

10.1%

38.4%

44.3% 37.8%

45.2% 6.8%

7.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

市平均(N=929)

D：市中央部(N=177)

満足している どちらかというと満足している

どちらかというと不満である 不満である

【満足度】

地域で満足度が高い５つの項目は、いずれも市

平均を上回っている。

【重要度】

地域で重要度が高い５つの項目すべてが、市

平均を上回っている。

54.8%

57.7%
65.3%

70.3%

69.0%

58.8 %

63.3 % 70.4 %

75.9 %

81.2 %

0.0%

50.0%

100.0%

【1位】小中学校や高校の

通学のしやすさ

【2位】通勤の便利さ

【3位】病院や診療所の

利用のしやすさ

【4位】保育園や幼稚園の

利用のしやすさ

【5位】鉄道やバスの公共交通
機関の利用のしやすさ

市全体 市中央部

95.0%

95.7%
96.4%

97.4%

97.4%

97.0 %

97.1 %

98.1 %

98.8 %

99.4 %

90.0%

95.0%

100.0%

【1位】地震や水害などの
自然災害に対する安全性

【2位】地区の防犯性

【3位】火災等の延焼に

対する安全性
【4位】買い物の便利さ

【5位】地区の生活道路の
安全性（幅員等）

市全体 市中央部
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６．地域の将来像

本地域は、高田川と葛城川の間の中心部が市街化区域となっており東部と西部が市街化調整区域と

なっている。

市街化区域は住居系用途地域指定が中心となっている。また幹線道路沿道は準工業地域に指定され

ているものの、沿道サービス施設が中心になっている。

主要道路沿道以外は、ほぼ住宅地で構成されている地域であるが、多くの住宅地は小規模でスプロ

ール的に宅地化が行われたため、地域の基盤施設整備の遅れが目立っている。

また地域北東部の国道 165 号沿いにはパチンコ店や風俗営業施設が立地しており、今後の交通量の

増大に伴う土地利用転換圧力に対する適切な誘導が望まれる。

以上の地域特性などを踏まえて、本地域の将来像を以下のとおり設定する。

７．まちづくりの方針

（1）安全・快適で生活利便性の高いまち

①狭隘道路や行き止まり道路などで構成された住宅地については緊急車両の通行路としても活用でき

るよう、住宅地内の地区内幹線道路を整備することを検討する。

②幹線道路の拡幅・歩道整備に努め、歩行空間の安全性を高めることにより、都市核における商業機

能との連携強化を図る。

③地域内を流れる小河川の親水性を高め、安全で快適な住環境の形成を図る。

（2）自然環境と住宅地が共存するまち

①区域指定地区における住宅開発等については、周辺の旧住居地区との調和を図るとともに、ゆとり

ある良好な住宅地を形成するよう誘導を行い、定住魅力のある新しい住宅地の形成を図る。また、

区域指定地区以外の農地は、本地域における居住環境を豊かにする自然環境要素として保全を図

る。

②市街化区域内農地を活用し、公園や緑地の整備を図るとともに、行き止まり道路で構成された住宅

地に対する防災機能を持たせることなども検討する。

（3）自然災害に強い安全なまち

①耐震壁の少ない農家住宅の耐震性能の向上を図る。

②洪水防除のため、ため池等が持つ防災機能を活用する。

○安全・快適で生活利便性の高いまち

○自然環境と住宅地が共存するまち

○自然災害に強い安全なまち

安全安心の快適居住のまち
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８．都市整備の方針

既成住宅地区

・地区内の住宅系用途地域のエリアを基本に位置づける。

・地震や洪水などの自然災害について、ハザードマップ等での住民への

啓発を進め、住宅の耐震化、不燃化を促進する。

・狭小な生活道路に囲まれた住宅地については、生活幹線道路の整備を

検討する。

計画的住宅地区

・既成住宅地のうち、比較的良好な住環境を有する低層戸建て住宅団地

を位置づける。

・現在の住環境を維持することを目的に、敷地の細分化を防ぐため、地

区計画や建築協定などの導入を検討する。

・計画的住宅地としての良好な景観の維持保全を図るため地区計画等の

導入を検討する

沿道型住商複合地区

・国道 24 号、国道 165 号沿道を位置づける。

・沿道型近隣商業施設の立地を誘導し、地区内外の住民の生活利便性の

向上を図る。

・交通利便性の高い地区として、定住魅力ある都市型住宅の供給を図る。

農業地区

・農業の保全と振興を図ることを基本とする区域を位置づける。

・市街化調整区域において区域指定地区に指定された区域については、

無秩序な市街化の防止を図り、良好な住宅環境を形成するため、区域

ごとの土地利用計画を策定することを検討する。

土
地
利
用
の
方
針

旧住居地区

（集落地区）

・地区内の道路や水路、公園等の身近な生活環境の整備を推進し、地区

にふさわしい住環境の形成を図る。

・地区周辺における住宅開発等については、地区にふさわしい景観を形

成するよう誘導する。

・地区の落ち着いたたたずまいを維持するため、分家住宅等のデザイン

や色彩について周辺と調和を図るよう、地元に啓発を行う。

・耐震壁の少ない農家住宅の耐震性能の向上を図るため、耐震診断の実

施について啓発を継続実施する。
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道路

交通

・主要幹線道路については、交通渋滞の解消と歩行者の安全確保の視点から一

部狭小区間について整備を検討する。

・地区内幹線道路ネットワークと併せて歩行者ネットワーク及びサイクリング

ネットワークの構築を検討する。

公園

緑地

・高田川や葛城川の緑地や遊歩道整備等を図り、市民の憩いの場として河川緑

地の形成に努める。

・供用済みとなっている公園については、良好な維持管理に努めるとともに、

施設の老朽化等への対応を図る。

河川

下水道

・高田川や葛城川だけでなく、地域内を流れるその他普通河川についても親水

機能を有する遊歩道等整備を図り、市民の散策路機能だけでなく、地震災害

時の避難経路としての活用も検討する。

・公共下水道整備認可区域については、計画的な整備を推進するとともに、公

共下水道への早期接続の啓発を行う。

・認可区域外については、公共水域の水質確保のため、生活雑排水と汚水とを

処理する合併処理浄化槽の設置を誘導する。

都
市
施
設
整
備
の
方
針

その他

・上水道施設については、施設の良好な維持管理の視点から、施設の長寿命化

を推進する。

・ごみの分別収集について、市民への啓発を継続して実施し、分別収集の徹底

を図るとともに、ごみの不法投棄の防止と監視体制の強化を図る。

景観形成

・高田川、葛城川の桜並木を延長し、市民の協力を得ながら本市の優れた河川

景観の形成を図る。

・旧住居地区景観と農地景観とが一体となって農村景観を形成していることか

ら、旧住居地区の屋根並みや壁面の色彩等に配慮することを啓発する。

・農業地区で新たに開発等を行う場合は、周辺の農業景観・旧住居地区景観と

の調和を図るように誘導する。

都市環境

の形成

・地区内にあるため池について、防災機能を活用や自然の循環機能、生物生息

環境の学習の場として活用するとともに、親水性の高い整備を推進し、地区

の快適環境の創出を図る。
そ
の
他
の
方
針

都市防災

・狭隘道路や行き止まり道路で構成されている住宅街区については、ソフトな

施策も含め実情に応じた効果的な対策を検討する。

・県の「浸水常襲地域における減災対策緊急プログラム」の対象となっている

栄町、春日町、東三倉堂町地内については、円滑な対策整備を関係機関に働

きかける。

・住宅地や住商複合地区においては、住民や事業者による自主防災組織の結成

を啓発・促進する。

・耐震壁の少ない農家住宅に対して耐震診断の促進を図り耐震改修を実施する

よう啓発を行い、既存旧住居地区の耐震性能の向上を図る。
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９．まちづくりの方針図

幹線道路沿道地区として、沿道サービス

施設や都市型住宅の立地誘導を図る

現在の良好な

住環境の保全
高田川河川緑地と

して、市民の憩いの

場の創出

葛城川河川緑地として

市民の憩いの場の創出

農地と一体となった旧

住居地区の景観保全

農業地区

農業地区

静御前の墓

幹線道路沿道地区として、沿道サービス

施設や都市型住宅の立地誘導を図る

旧住居地区と農地の景観幹線道路沿道の現況
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９－５．市南部 地域区分 市街化区域、市街化調整区域、農業振興地域（農用地含む）

１．地域の現況

・本市の南部に位置し、大部分が農地から成る田園地域であるが、平

成 23 年 6 月に京奈和自動車道の沿道地域の一部を市街化区域に編

入している。

・地域の北部と西部が市街化区域にあり住居系主体に一部工業系用途

が指定されている。地域の中央部では比較的規模の大きい工業系土

地利用がなされているが西部の沿道準工業地域では大規模商業施

設が立地している。

・地域の東西両端部には広域幹線道路である橿原五條線と京奈和自動

車道が南北に通り、中央部には県道大和高田御所線が通るなど南北

の幹線軸が通っている。

・地域の北東部には近鉄南大阪線が通っているが駅はない。

・地域内には、市民のスポーツ・レクリエーションの場として大和高

田総合公園が立地している。

２．地域の特性と課題

・平成 12 年から平成 22 年までの 10 年間で人口は 8％減少

し、世帯数は約 2％増加している。

・少子高齢化の状況について、市平均と比較すると、高齢

化率は高く、年少人口比率は市平均よりも低くなってい

る。高齢化率は、5地域の中で最も高い比率である。

・用途地域指定は住居系が中心であり、新しく市街化区域

に編入された区域は住居地域に指定されている。

・工業地域に指定されている地区の周辺は住居地域となっ

ているが、沿道型準工業地域では商業系用途の建物中心

に土地利用がされている。

・市街化調整区域内で区域指定地区に指定されているのは

「出地区」、「曽大根地区」、「西坊城地区」、「吉井地区」、

「秋吉地区」、「奥田地区」、「根成柿地区」、「勝目地区」

の合計 8地区であり、農地面積の相当部分を占めている。

【課題】

○新市街地における、周辺土地利用と整合を図った土地利用の推進

○区域指定地区における良好な住宅地開発の誘導

○段階的な道路ネットワークの形成に向けた地区内幹線道路の整備

○市民の憩いの場として、また散策路として葛城川の環境整備

【市南部の位置】
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64.9%
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66.8%
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【年齢三区分の状況】

資料：住民基本台帳（H23 年 12 月 1 日）

【人口・世帯の推移】

資料：各年国勢調査
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３．都市計画施設等の配置状況

道路 橿原五條線（国道 24号）、京奈和自動車道
都市計画施設

公園 大和高田総合公園

鉄道駅 －

公共施設

公共機関

高田消防署南出張所、高田警察署奥田駐在所その他

公共施設

公益施設 大和高田出簡易局、（医）西井会、中井記念病院、天満郵便局

歴史文化資源 奥田の蓮取り行事

景観資源 弁天池

４．航空写真

Ｎ
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５．地域住民の意向（アンケート調査結果より）

【大和高田市の住み心地】

「満足している」が 8％、「どちらかというと満

足している」が 40％と、いずれも市平均よりも低

く、5地域の中でも最も低い。

【市の将来像】

「医療・福祉が充実したまち」が突出し、約 69％

ある。次いで「道路や公共交通が整った便利なまち」

が約 48％、「商業が盛んな活気のあるまち」が約

42％と続いている。

市平均よりも高い比率を示しているのは、「道路や公共交通が整った便利なまち」、「良好な住環境を備

えたまち」である。

【優先的に取り組むべき施策】

「病院や高齢者施設の整備」が約 55％で最も多

く、次いで「商店街の活性化」が約 46％あり、こ

の二つの施策への要望が突出している。

また、「公共下水道の整備」は約 32％で、他地域に比べて高い比率を示している。

【定住意向】

定住意思合計は市平均よりやや下回っている。

特に「住み続けたい」とする積極的な定住意思は

36％で、5地域の中で最も低い。

【まちづくりの進め方】

いずれの項目も市平均とほぼ同じで、突出した

意向は見られない。

順 項目 比率 市平均
1 医療・福祉が充実したまち 68.9% 70.0%
2 道路や公共交通が整った便利なまち 48.1% 41.5%
3 商業が盛んな活気のあるまち 41.7% 47.3%
4 良好な住環境を備えたまち 38.8% 36.8%

5 災害への備えがある安全なまち 35.0% 38.3%

順 項目 比率 市平均
1 病院や高齢者施設の整備 54.6% 54.8%
2 商店街の活性化 45.9% 53.3%
3 公共下水道の整備 32.2% 20.3%
4 電車やバスなどの公共交通の充実 23.9% 16.7%

5 防災施設の整備 20.5% 21.2%

項目

住み続けたい 36.4% 39.3%

どちらかというと住み続けたい 37.3% 35.6%

どちらかというと住み続けたくない 22.5% 20.3%

住み続けたくない 3.8% 4.8%

73.7% 74.9%

26.3% 25.1%

比率 市平均

項目 比率 市平均

地域住民が主体で、行政に頼らない 3.6% 3.9%

地域住民が主体で、行政は支援 25.9% 25.4%

地域住民と行政の協働 39.1% 39.5%

地域住民に意見を聞いて行政が主体 31.5% 31.2%

8.0%

10.1%

39.7%

44.3% 37.8%

44.2% 8.0%

7.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

市平均(N=929)

E：市南部(N=199)

満足している どちらかというと満足している

どちらかというと不満である 不満である

【満足度】

地域で満足度が高い５つの項目のうち、自然景

観や自然環境の豊かさ、住宅地としての環境のよ

さが市平均を上回っている。

【重要度】

地域で重要度が高い５つの項目のうち、「買い物

の便利さ」や「病院や診療所の利用しやすさ」、「地

区の生活道路の安全性」市平均を上回っている。

66.3 %

58.2%

61.6%

57.7%

65.3%

51.5%

54.7 %

55.3 %
56.5 %

57.3 %
0.0%

50.0%

100.0%

【1位】田園風景などの
自然景観の豊かさ

【2位】住宅地としての

環境の良さ

【3位】緑や水の
自然環境の豊かさ

【4位】病院や診療所の
利用のしやすさ

【5位】保育園や幼稚園の

利用のしやすさ

市全体 市南部

95.7%

95.0%

97.4% 97.4%

96.2%

95.9 %

96.6 % 97.2 %

97.7 %

98.3 %

90.0%

95.0%

100.0%
【1位】買い物の便利さ

【2位】病院や診療所の
利用のしやすさ

【3位】地震や水害などの
自然災害に対する安全性

【4位】地区の防犯性

【5位】地区の生活道路の
安全性（幅員等）

市全体 市南部
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６．地域の将来像

本地域は、大和高田バイパス以北の西部と（都）橿原五條線沿道に市街化区域が指定され、その他

は市街化調整区域となっている。

市街化区域は住居系用途地域指定が中心となっているが、その中に一部工業系用途地域が指定され

ている。また、沿道型準工業地域では大規模商業施設が立地している。

京奈和自動車道沿道では平成 23 年 6 月に市街化区域に編入された地区があり、また市街化調整区

域の多くが区域指定地区に指定されていることから、今後広域幹線道路の供用など交通条件等の変化

により開発圧力が高まるものと予測される。

一方、市街化調整区域の既存旧住居地区では、寺社が点在するなど落ち着いたたたずまいを見せて

おり、生活環境の整備に加えて良好な居住環境の維持が求められる。

以上の地域特性などを踏まえて、本地域の将来像を以下のとおり設定する。

７．まちづくりの方針

（1）旧住居地区と新しい住宅地が農業を通じて共生するまち

①区域指定地区における住宅開発等については、周辺の旧住居地区との景観的調和を図るとともに、

農園付き住宅などによる農業者とのコミュニケーションを図り、農業を介したコミュニティの形成

を図り、定住魅力のある地域の形成を図る。

②新しい市街化区域における住宅開発については、緑地面積を確保し、豊かな自然と共生する住宅地

の形成を図る。

③区域指定地区以外の農地は、本地域における居住環境を豊かにする自然環境要素として保全を図る。

（2）快適で生活利便性の高いまち

①新しい住宅地においては、近隣型商業施設の立地を誘導し、生活利便性の向上を図ることにより、

定住魅力の高いまちの形成を図る。

②地域住民の自家用車による移動手段が多いことから、幹線道路へ寄りつきやすい地区内幹線道路の

整備を図る。

③市街化区域内の工業地及び周辺については、工場敷地の緑化等を啓発するとともに、生活道路の整

備推進を検討する。

④地域内を流れる小河川の親水性を高め、快適空間の形成を図る。

（3）自然災害に強い安全なまち

①耐震壁の少ない農家住宅の耐震性能の向上を図る。

②洪水防除のため、ため池等が持つ防災機能を活用する。

○旧住居地区と新しい住宅地が農業を通じて共生するまち

○快適で生活利便性の高いまち

○自然災害に強い安全なまち

農住共生の新しい生活を提案するまち
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８．都市整備の方針

既成住宅地区

・地区内の住宅系用途地域のエリア及び市街化調整区域における計画的

住宅開発地を基本に設定する。

・地震や洪水などの自然災害について、ハザードマップ等での住民への

啓発を進め、住宅の耐震化、不燃化を促進する。

・狭小な生活道路に囲まれた住宅地については、生活幹線道路の整備を

検討する。

沿道型住商複合地区

・新しく市街化区域に編入した地区及び既存の幹線道路沿道住商複合地

を位置づける。また、京奈和自動車道の供用に伴う開発動向を見極め

ながら、市街化区域の拡大も検討する。

・沿道型商業施設の立地を誘導し、地区内外の住民の生活利便性の向上

を図る。

・交通利便性の高い地区として、定住魅力ある都市型住宅の供給を図る。

住工共生地区

・市街化区域内の工業地域を位置づける。

・工場敷地内の緑化を啓発し、周辺の居住環境の向上を図る。

旧住居地区

・地区内の道路や水路、公園等の身近な生活環境の整備を推進し、地区

にふさわしい住環境の形成を図る。

・地区周辺における住宅開発等については、地区にふさわしい景観を形

成するよう誘導する。

・地区の落ち着いたたたずまいを維持するため、分家住宅等のデザイン

や色彩について周辺と調和を図るよう、地元に啓発を行う。

・耐震壁の少ない農家住宅の耐震性能の向上を図るため、耐震診断の実

施について啓発を継続実施する。

農業地区

・農業の保全と振興を図ることを基本とする区域である。

・市街化調整区域において区域指定地区に指定された区域については、

無秩序な市街化の防止を図り、良好な住宅環境を形成するため、区域

ごとの土地利用計画を策定することを検討する。

・区域指定地区における住宅開発等については、農園付き住宅など、農

業者とのコミュニケーションを図り、農業を介したコミュニティの形

成を図ることができる新しい住宅地の形成を図る。

土
地
利
用
の
方
針

レクリエーション地区

・大和高田市総合公園を位置づける。

・屋内温水プールや多目的グラウンド、テニスコートなどのスポーツ施

設があり、市民の健康づくりの場として、またレクリエーションの場

として、葛城川沿川整備と一体となって整備を図る。
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道路

交通

・本地域における都市計画道路は、地域の西端部に設定されていることから、

大和高田バイパスへのアクセスルートとして、葛城川堤防道路や市道などの

活用を検討する。また、地区内幹線道路である県道大和高田御所線の交通安

全対策について県を交えて検討する。

・既存道路を活用して地区内幹線道路を設定し、地区内幹線道路ネットワーク

を構築する。

・区域指定地区内における開発については、行き止まり道路で街区を構成しな

いように、取り付け道路は 2カ所とすることなどを指導していく。

公園

緑地

・大和高田総合運動公園の市民利用率をより高めるため、葛城川沿川を環境緑

地軸として設定し、遊歩道の整備を図る。

・今後の住宅開発等においては、公園・緑地の確保に努める。

河川

下水道

・地域内を流れる小河川については、親水性を高める整備を検討する。

・本地域はほとんどが公共下水道認可区域外であることから、公共水域の水質

確保のため、生活雑排水と汚水とを処理する合併処理浄化槽の設置を誘導す

る。

都
市
施
設
整
備
の
方
針

その他

・上水道施設については、施設の良好な維持管理の視点から、施設の長寿命化

を推進する。

・ごみの分別収集について、市民への啓発を継続して実施し、分別収集の徹底

を図るとともに、ごみの不法投棄の防止と監視体制の強化を図る。

景観形成

・旧住居地区景観と農地景観とが一体となって農村景観を形成していることか

ら、旧住居地区の屋根並みや壁面の色彩等に配慮することを啓発する。

・農業地区で新たに開発等を行う場合は、周辺の農業景観・旧住居地区景観と

の調和を図るように誘導する。

都市環境

の形成

・地域内にあるため池について、防災機能を活用や自然の循環機能、生物生息

環境の学習の場として活用するとともに、親水性の高い整備を推進し、地域

の快適環境の創出を図る。

そ
の
他
の
方
針

都市防災

・県の「浸水常襲地域における減災対策緊急プログラム」の対象となっている

吉井地内については、円滑な対策整備を関係機関に働きかける。

・住宅地や住商複合地区においては、住民や事業者による自主防災組織の結成

を啓発・促進する。

・耐震壁の少ない農家住宅に対して耐震診断の促進を図り耐震改修を実施する

よう啓発を行い、既存旧住居地区の耐震性能の向上を図る。
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９．まちづくりの方針図

沿道サービス施設や

都市型住宅の供給を

図る。

（地区計画区域）
農地と一体となった

旧住居地の景観保全

沿道サービス施設の

充実を図る

工場敷地内緑化を啓

発し、周辺の居住環

境の向上を図る

農業地区

農業地区

農業地区

市民の健康の維持保全と

ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ活動を支援する

沿川の遊歩道整備を図

り総合公園と一体とな

ったレクリエーション

空間を創出する

奥田の蓮取り行事奥田の蓮池（弁天池）

名称寺

天満神社

ため池の景観

大和高田バイパス
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道
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