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新県立奈良病院

近鉄郡山駅

京駅

九条駅

ＮＮ

（仮称）新県立奈良病院アクセス道路

（都）城廻り線事業中大和中央道

県道大和郡山環状線

県道枚方大和郡山線 大池県立西ノ京高校

県道枚方大和郡山線（柳町工区）事業中

地下構造病院エリア病院エリア
（（（（都都都都））））石木城線石木城線石木城線石木城線

凡例 ４車線以上２車線１車線 大和中央道 近鉄郡山駅県道枚方大和郡山線（柳町工区） 事業中 （都）城廻り線事業中

1.1. （都）石木城線の概要（都）石木城線の概要

○○新県立奈良病院新県立奈良病院
へのアクセスへのアクセスのの
確保確保

○○北和地域での北和地域での
救急救急搬送の確保搬送の確保

地域住民への質地域住民への質
の高い医療の提の高い医療の提
供を図る供を図る



2.2. 都市計画を定める背景（新県立奈良病院）都市計画を定める背景（新県立奈良病院）

�� 新県立奈良病院新県立奈良病院 移転先移転先 位置図位置図

新県立奈良病院新県立奈良病院

移転先移転先

N



2.2. 都市計画を定める背景（新県立奈良病院）都市計画を定める背景（新県立奈良病院）

�� 新県立奈良病院新県立奈良病院 イメージ図イメージ図



2.2. 都市計画を定める背景（新県立奈良病院）都市計画を定める背景（新県立奈良病院）

�� 新県立奈良病院新県立奈良病院

北和地域の高度医療拠点病院として、北和地域の高度医療拠点病院として、

「患者さんを絶対に断らない命を救う「患者さんを絶対に断らない命を救う

最後の砦」最後の砦」（平成２８年度開院予定）（平成２８年度開院予定）
北和地域

出典：奈良県保健医療計画

奈良医療圏

東和医療圏

西和医療圏

中和医療圏

南和医療圏

■奈良県二次医療圏域図

N

新県立奈良病院

アクセス道路アクセス道路については北和地域全体については北和地域全体

でのでの円滑な救急搬送や災害時におけ円滑な救急搬送や災害時におけ

る代替性る代替性のの確保を重視して確保を重視して計画が必要計画が必要

新新県立奈良県立奈良病院への通過交通を住宅地病院への通過交通を住宅地

等の生活道路に流入させないため、広等の生活道路に流入させないため、広

域的な幹線道路域的な幹線道路のの利用利用をを誘導。誘導。

さらにさらにさらにさらに



2.2. 都市計画を定める背景（新県立奈良病院）都市計画を定める背景（新県立奈良病院）
現状は新県立奈良病院にアクセスする道路が未整備現状は新県立奈良病院にアクセスする道路が未整備

凡 例４車線以上２車線１車線六条山地区周辺の現況バス路線

新県立奈良病院

出典：新県立奈良病院 基本構想・基本計画

N

平成２８年度中の開院に合わせて、早急な整備が必要平成２８年度中の開院に合わせて、早急な整備が必要



3.3. 道路計画の概要道路計画の概要

��奈良市西部や西和医療圏奈良市西部や西和医療圏かか
らは、西側を南北に通過するらは、西側を南北に通過する
４車線の県道枚方大和郡山線４車線の県道枚方大和郡山線
を通り、を通り、西側から新西側から新県立奈良県立奈良
病院に入るアクセス病院に入るアクセスを確保。を確保。

��奈良市東部や大和郡山市街奈良市東部や大和郡山市街
からは、現在整備中の（都）からは、現在整備中の（都）
城廻り線や県道枚方大和郡山城廻り線や県道枚方大和郡山
線の柳町工区を通り、線の柳町工区を通り、南側か南側か
ら新ら新県立奈良県立奈良病院に入るアク病院に入るアク
セスセスを確保を確保。。

��有効な土地利用や良好な療有効な土地利用や良好な療
養環境を確保するために、一養環境を確保するために、一
部の区間を部の区間を地下構造地下構造。。

新県立奈良病院

近鉄郡山駅

京駅
九条駅

ＮＮ

（仮称）新県立奈良病院アクセス道路
（都）城廻り線事業中大和中央道

県道大和郡山環状線

県道枚方大和郡山線 大池県立西ノ京高校

県道枚方大和郡山線（柳町工区）事業中

地下構造病院エリア病院エリア
（（（（都都都都））））石木城線石木城線石木城線石木城線

凡例 ４車線以上２車線１車線 大和中央道 近鉄郡山駅県道枚方大和郡山線（柳町工区） 事業中 （都）城廻り線事業中
奈良市東部奈良市東部奈良市東部奈良市東部

大和郡山市街大和郡山市街大和郡山市街大和郡山市街

奈良市西部奈良市西部奈良市西部奈良市西部

西和医療圏西和医療圏西和医療圏西和医療圏

地下構造地下構造地下構造地下構造



�� 新県立奈良病院における土地利用計画（案）新県立奈良病院における土地利用計画（案）

3.3. 道路計画の概要道路計画の概要

土地利用計画（案）

病院ゾーン

病院ゾーン

緑地ゾーン

緑地ゾーン

駐車場
駐車場

緑のある車寄せ

緑の広場
遊歩道

潤いのあるエントランス

地下構造の部分を活用し、駐車場や緑地ゾーンを確保地下構造の部分を活用し、駐車場や緑地ゾーンを確保

地下構造地下構造

の部分の部分

N



【【区区 間間】】

（自）奈良市石木町（自）奈良市石木町 ～～ （至）大和郡山市城町（至）大和郡山市城町

【【延延 長長】】

約１，０００ｍ約１，０００ｍ

【【道路区分道路区分】】

第４種２級第４種２級

【【計画交通量計画交通量】】

５，９００台／日５，９００台／日

【【道路構造道路構造】】

車線数車線数 ：： ２車線２車線

車線幅員車線幅員 ：： １車線あたり１車線あたり ３．００ｍ３．００ｍ

標準幅員標準幅員 ：： １０．５ｍ１０．５ｍ

3.3. 道路計画の概要道路計画の概要
（名称：都市計画道路（名称：都市計画道路 石木城線）石木城線）



�� ４－１．計画図４－１．計画図

4.4. 計画の内容計画の内容

都市計画区間

富
雄
川

枚
方
大
和
郡
山
線

地
下
構
造

奈良市大和郡山市



�� ４－２－１．標準横断図４－２－１．標準横断図 （奈良市）（奈良市）

10.5m

7.0m3.5m

3.0m3.0m

0.5m 0.5m

車道 車道自歩道

4.4. 計画の内容計画の内容

北東向き
（富雄川 → 新県立奈良病院）

南東側北西側



�� ４－２－２．標準横断図４－２－２．標準横断図 （奈良市：トンネル部）（奈良市：トンネル部）

7.0m

3.0m 3.0m

車道 車道

0.5m 0.5m

4.4. 計画の内容計画の内容

南向き
（奈良市 → 大和郡山市 向き）

西側東側



�� ４－２－３．標準横断図４－２－３．標準横断図 （大和郡山市）（大和郡山市）

10.5m

3.5m 7.0m

3.0m 3.0m

0.5m 0.5m

車道車道自歩道

4.4. 計画の内容計画の内容

南向き
（奈良市 → 大和郡山市 向き）

西側東側



5.5. （都）石木城線の整備効果（都）石木城線の整備効果

①①北和地域の高度医療拠点である新県立奈良病院への北和地域の高度医療拠点である新県立奈良病院への
自動車、バス等のアクセス確保が可能となり、自動車、バス等のアクセス確保が可能となり、質の高質の高
い医療の効率的な提供い医療の効率的な提供に繋がる。に繋がる。

②②北和地域での円滑な救急搬送の確保が可能となり、北和地域での円滑な救急搬送の確保が可能となり、絶絶
対に断らない救命救急システムの構築対に断らない救命救急システムの構築に繋がる。に繋がる。

③③地下構造の部分を活用し、新県立奈良病院の駐車場や地下構造の部分を活用し、新県立奈良病院の駐車場や
緑地ゾーンを確保することにより、緑地ゾーンを確保することにより、病院敷地の有効な病院敷地の有効な
土地利用・良好な療養環境の確保土地利用・良好な療養環境の確保に繋がるに繋がる。。

④④代替性の確保により代替性の確保により有事の際の病院運営も可能有事の際の病院運営も可能。。

⑤⑤細街路や幅員の狭い県道に流入している通過交通を排細街路や幅員の狭い県道に流入している通過交通を排
除できることから、除できることから、地域の安全確保地域の安全確保等が図られる。等が図られる。



6.6. 環境への影響環境への影響

�� 都市計画区間の中で、環境予測を実施した結果、都市計画区間の中で、環境予測を実施した結果、大気大気
質、騒音、振動質、騒音、振動のすべてにおいてのすべてにおいて環境基準等を満足す環境基準等を満足す
る結果る結果が得られています。が得られています。



6.6. 環境への影響環境への影響

※※環境基準根拠環境基準根拠
二酸化窒素に係る環境基準について二酸化窒素に係る環境基準について
((昭和５３年７月１１日環境庁告示第３８号）昭和５３年７月１１日環境庁告示第３８号）

大気の汚染に係る環境基準について大気の汚染に係る環境基準について
（昭和４８年５月８日環境庁告示第２５号）（昭和４８年５月８日環境庁告示第２５号）

○○0.04580.0458～～0.0462mg/m0.0462mg/m330.10mg/m0.10mg/m33以下以下浮遊粒子状物質浮遊粒子状物質

○○0.02500.0250～～0.0325ppm0.0325ppm
0.040.04～～0.06ppm0.06ppm

もしくはそれ以下もしくはそれ以下
二酸化窒素二酸化窒素

適否適否予測値予測値環境基準環境基準項目項目

�� 大気質大気質（環境基準・予測値）（環境基準・予測値）



�� 騒音騒音（環境基準・予測値）（環境基準・予測値）

6.6. 環境への影響環境への影響

※※環境基準根拠環境基準根拠
騒音に係る環境基準について騒音に係る環境基準について
（平成１０年９月３０日環境庁告示第６４号）（平成１０年９月３０日環境庁告示第６４号）

近隣商業・商業地域近隣商業・商業地域

準工業・工業地域準工業・工業地域

第１種第１種・第２種・第２種住居地域住居地域

準住居地域準住居地域

第１種・第２種低層住居専用地域第１種・第２種低層住居専用地域

第１種・第２種中高層住居専用地域第１種・第２種中高層住居専用地域

２車線以下２車線以下

用途地域の区分等用途地域の区分等

背背

後後

地地

○○４９～６３ｄｂ４９～６３ｄｂ６５ｄｂ以下６５ｄｂ以下昼間昼間ＢＢ
地域地域 ○○３９～５５３９～５５ｄｂｄｂ６０ｄｂ以下６０ｄｂ以下夜間夜間

－－－－６０ｄｂ以下６０ｄｂ以下昼間昼間AA
地域地域 －－－－５５ｄｂ以下５５ｄｂ以下夜間夜間

CC
地域地域

近接空間近接空間

－－－－６５ｄｂ以下６５ｄｂ以下昼間昼間

○○５０～６６ｄｂ５０～６６ｄｂ７０ｄｂ以下７０ｄｂ以下昼間昼間

○○４０～６０ｄｂ４０～６０ｄｂ６５ｄｂ以下６５ｄｂ以下夜間夜間

－－－－６０ｄｂ以下６０ｄｂ以下夜間夜間

適否適否予測値予測値環境基準環境基準時間区分時間区分

※※昼間は６時～２２時、夜間は２２時～６時昼間は６時～２２時、夜間は２２時～６時

※※用途地域外の地域についてはＢ地域として評価用途地域外の地域についてはＢ地域として評価 官民境界：道路区域と隣接する土地との境界線背 後 地：官民境界から15m離れた地点
道路区域 15m

近接空間



6.6. 環境への影響環境への影響

�� 振動振動（環境基準・予測値）（環境基準・予測値）

近隣商業・商業地域・近隣商業・商業地域・

準工業・準工業・ 工業地域工業地域

第１種・第２種第１種・第２種

低層住居専用地域、低層住居専用地域、

第１種・第２種第１種・第２種

中高層住宅専用地域、中高層住宅専用地域、

第１種第１種・第２種・第２種住居地域住居地域、、

準住居地域及びその他の地域準住居地域及びその他の地域

夜間夜間

昼間昼間

夜間夜間

昼間昼間

時間区分時間区分

○○2525～～4040dbdb6060dbdb以下以下

－－－－70db70db以下以下第２種第２種
区域区域

○○2525～～4040dbdb6565dbdb以下以下

第１種第１種
区域区域

－－－－65db65db以下以下

適否適否予測値予測値環境基準環境基準用途地域の区分等用途地域の区分等

※※昼間は午前８時～午前７時、夜間は午後７時～午前８時昼間は午前８時～午前７時、夜間は午後７時～午前８時

※※環境基準根拠環境基準根拠
振動規制法（昭和５１年６月１０日法律第６４号）振動規制法（昭和５１年６月１０日法律第６４号）
第１６条第１項の規定に基づく道路交通振動に係る限度第１６条第１項の規定に基づく道路交通振動に係る限度

※※用途地域外の地域については第１種区域として評価用途地域外の地域については第１種区域として評価



7.7. 都市計画の手続き都市計画の手続き

�� ７－１７－１ 都市計画で定める内容都市計画で定める内容

○路線○路線

縮尺縮尺１／２，５００１／２，５００の地図上に、の地図上に、

位置位置およびおよび区域区域を表示を表示

○基本的な構造○基本的な構造

道路の道路の車線数車線数、、幅員幅員、、構造形式構造形式（高架、平面等）（高架、平面等）



�� ７－２７－２ 都市計画の手続きの流れ（１）都市計画の手続きの流れ（１）

都市計画原案の立案都市計画原案の立案

地元説明会地元説明会

都市計画案の作成都市計画案の作成

公告・縦覧公告・縦覧
意見書の提出意見書の提出

（県）（県）

（２週間）（２週間）

現在は現在は
この段階です。この段階です。

7.7. 都市計画の手続き都市計画の手続き



�� ７－２７－２ 都市計画の手続きの流れ（２）都市計画の手続きの流れ（２）

関係市関係市
（奈良市・大和郡山市）（奈良市・大和郡山市）

の意見の意見

奈良県都市計画審議会奈良県都市計画審議会

都市計画の決定の告示都市計画の決定の告示

7.7. 都市計画の手続き都市計画の手続き


