
 

４．基本計画案の作成 

前頁までに整理した基本計画案作成における施設整備方針に沿って基本計画案を作成す

る。 

（1）市場エリア施設基本計画案 

1）施設整備詳細の設定 

整備方針を踏まえ、本市場整備内容を整理する。 

 

図表 4.1 基本計画案作成における施設整備内容の設定 

整備方針 内容 

① 

既存施設の 

利活用 

建物性能やニーズ、効率性

等を評価して機能を満たす

ものは活用 

満たさないものは廃止また

は更新 

耐震性能・効率性を充足する卸売場

棟を積極的に活用する 

卸売場棟以外の施設は効率化を図る

ために原則として更新する 

再整備工事は、市場の継続的な営業

を確保しながら仮設施設が過大にな

らないように計画する 

② 

施設規模の 

縮小 

効率的土地利用 

必要規模に応じたダウンサ

イジング 

場内業者の使用状況・意向を考慮し

た施設規模設定をする 

③ 

施設の適正配

置による効率的

な物流動線の

確保 

場内物流に対応した効率的

な配置 

商品の主な流れは東→西、車両は 

北→南の一方通行を原則とする 

場内車両動線は、一方通行を原則と

して計画する 

卸売場及び荷捌場へ屋根付きトラック

ヤードの設置をする 

適正運営できる駐車場整備を図る 

④ 

コールドチェー

ン化 

温度を適切に管理できる密

閉・閉鎖型低温管理施設の

整備を行う。 

コールドチェーン化を可能とする密閉・

閉鎖型施設としての計画を目指す 

⑤ 

輸出に対応 

輸出に対応可能な設備整備

を行う。 

「ＷＳ等にて検討中」 

 

⑥ 

共同加工 

共同配送 

複数事業者による共同配送・

共同加工により営業の効率

化を図る。 

「ＷＳ等にて検討中」 

 

⑦ 

県民に親しまれ

る市場づくり 

県民の「食」を担う市場として

積極的な市場開放の場を整

備 

「ＷＳ等にて検討中」 

 

次頁より、各施設整備方針の詳細について整理する。 

 



 

［①既存施設の利活用］ 

・卸売場棟は敷地内の中心的大型施設であり耐震性能も有していることから、躯体部分

を残し改修して利用する計画とする。 

・卸売場棟 2階事務所は、施設内部は老朽化しているが建物躯体の活用は可能であり、

内装改修及び OA対応を図ることで継続利用を目指す。 

・卸売棟以外の施設の利活用については、市場全体の効率的な物流動線や各施設の状況

を総合的に考慮し決定するものとする。 

・排水機場は、敷地の必須施設であるため存置する。 

・再整備工事に伴う仮設費用を最小限とするために、市場を営業しながら建替工事が実

施できる計画とする。 

 

［②施設規模の縮小］ 

・卸売場について、必要規模に応じてダウンサイジングを行う。 

・仲卸売場の区画は現状同程度、仲卸売場内の通路は円滑な通行のためターレットトラ

ック（構内運搬用車両）がすれ違える程度の幅を確保する。 

・施設配置の明確化のため卸売場及び仲卸売場は、青果と水産をそれぞれまとめて配置

する。 

・バナナ加工設備は縮小するため、バナナ加工場は整備せずバナナ加工室として青果卸

売場の中に整備する。 

・管理棟・関連商品卸売場棟はともに場内物流動線から独立しており、配置に関する制

約がない。よって、共用スペース等の有効利用の観点から2施設の合築整備を図るも

のとする。 

 

［③施設の適正配置による効率的な物流動線の確保］ 

周辺道路とのアクセス性、市場エリアとの関連性を考慮し、まとまったBtoCエリア用

余剰地創出が可能な配置計画を目指す。 

 

《物流》 

・商品の主な流れは以下のとおりとし、施設内においても以下の動線に対応した平面計

画を図る。 

図表4.2 商品の主な流れ 



 

 

・商品の入荷から出荷までの物流動線の効率化を図るため、卸売場、仲卸売場、荷さば

き場、加工場等の施設機能は集約・隣接して計画する。 

 

《大型車両通路》 

・敷地内の効率的な車両動線を確保するため、敷地出入口に入場用、退出用等を設定

する。 

・2号進入路から市場内への進入路はピーク時の大型車交通による影響が大きいため、

混雑や滞留緩和に向けた対応（工夫）を行う。 

・卸売及び荷捌・買荷保管棟に設置する屋根付きのトラックヤードは、停車帯を含め

た十分な通路の幅を確保する。 

・荷捌・買荷保管棟とトラックヤードの間には、利用実態を踏まえた台車用通路（加

工場・冷蔵庫棟側）を確保する。 

・柔軟な車両動線確保のため、建物内には商品の移動方向（東→西）に通路を設置す

る。 

 

《駐車場》 

・卸売場棟の屋上は有効的土地利用の観点から引き続き駐車場として利用する。 

・卸売場棟屋上駐車場の台数増加対応として、卸売場棟の屋上駐車場へのアプローチ

としてランプウェイを 2か所設置することを目指す。 

・敷地端部の小区画駐車場は、十分な管理が実施しづらいため極力計画しないことと

する。 

・適切な駐車場運営のため、車両出入口に駐車場ゲートを設置し、敷地内車両の入退

場について管理を行う計画とする。 

 

［④コールドチェーン化］ 

・コールドチェーン化可能な配置とした密閉・閉鎖型施設とする。 

・コールドチェーン化対応範囲及び各エリアの温度設定については、事業者の意向を踏

まえた計画とする。 

 

［⑤輸出に対応］            「検討中」 

 

［⑥共同加工・共同配送］      「検討中」 

 

［⑦県民に親しまれる市場づくり］ 「検討中」 

・「食」の情報発信を担う市場として県民が市場と親しめる場を整備する。 

 

 

 

 



 

2）敷地ゾーニング計画 

市場敷地内のゾーニング計画において、市場機能としては既存卸売場棟を中心に集約する

ことで施設間の各動線の合理化を図る。卸売場・卸売場内冷蔵庫・仲卸売場・荷捌場・買荷保

管所・冷蔵庫棟・加工場から成る場内物流に関わる一連の施設を集約した市場機能棟として

の再整備を目指す。また、市場機能棟の整備に合わせて、管理棟・関連商品卸売場棟・廃棄

物処理棟・特高受変電棟・上水道設備といった場内物流からは独立している機能を、市場機

能棟の周辺に配置し運営の効率化を図る。また、市場機能の集約を図ることで、敷地北側に

まとまった余剰スペースを創出する。 

 

図表 4.3敷地内ゾーニングイメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

3）施設計画 

（ⅰ）施設整備面積の設定 

各施設の面積規模は、市場内事業者への整備後希望面積に関する調査結果及び使用実

態から以下のように設定する。なお、これらの設定面積は基本計画策定時の設定値であり、整

備面積は今後の施設設計時に改めて市場内事業者の意向を踏まえ決定する。 

 

図表 4.4 整備面積規模設定 

 現状面積（㎡） 整備面積（㎡） 

卸売場 
青果 9,620  

水産 4,738  

卸売場 ２階事務所 4,998  

仲卸売場 
青果 4,689  

水産 3,684  

荷捌場 
青果 1,491  

水産 497  

買荷保管所 3,225  

加工場 
青果 

2,182 
 

水産  

冷蔵庫棟 
青果 

7,081 
 

水産  

管理・関連商品売場棟 10,258  

合計 52,463  

 

施設整備方針より、市場機能棟内仲卸売場規模、通路仕様、車両動線について、以下のよ

うに設定する。 

 

・仲卸売場の区画は現状同等の 40㎡程度とし、2階建てとする。 

・仲卸場内の通路は、5.6m以上を確保する。 

・卸売場内冷蔵庫は、商品搬入側と搬出側に90度停車できる配置とする。 

・加工場・冷蔵庫棟は、商品搬入側は縦列停車とし、搬出側は90度停車とする。 

・加工場・冷蔵庫棟内の通路は、6mを確保する。 

・卸売及び荷捌・買荷保管棟に設置する屋根付きのトラックヤードは、12.6m 

（≒停車帯3.3m×2＋通路3.0m×2）の幅を確保する。 

・荷捌・買荷保管棟とトラックヤードの間には、台車用通路（加工場・冷蔵庫棟側） 

として2mを確保する。 

・建物内には商品の流れ方向（東→西）に10ｍ程度の通路を設置する。 

 

検討中 



 

（ⅱ）市場機能棟計画案 

基本計画案作成における施設整備方針より、市場機能棟計画案作成における視点を抽出

した。なお、本計画案は「４．基本計画案の作成 (4) 市場エリア工事実施手順に係る基本計

画案」も含めて検討したものである。 

 

卸売場棟計画案作成における視点 

・商品の主な流れは東→西、車両は北→南の一方通行を原則とし、物流及び人の動線の効

率化を図る 

・コールドチェーン化対応を図るため、密閉・閉鎖可能な施設とする。 

・水産卸売業者が使用する閉鎖型冷蔵庫を卸売場内に隣接して設置する 

・卸売場及び荷捌場には、屋根付きトラックヤードを設置する。 

 

 

図表 4.5 施設新設・改修状況 

卸売場 既存卸売場を改修（一部屋根付きトラックヤードとして利用） 

卸売場内冷蔵庫 既存水産卸売場東側に隣接して新設 

仲卸売場 既存仲卸売場を改修 

買荷保管・荷捌場 既存卸売場棟庇下部を改修（東側）・改修部に隣接して新設（西側） 

加工場・冷蔵庫棟 新設（既存卸売場棟と一体化） 

管理・関連施設棟 新設（既存卸売場棟と一体化） 

 

なお、管理棟・関連商品卸売場棟は付帯設備施設ではあるが、共用スペース及び屋上スペ

ースの有効利用の観点から合築として案を作成した。 

  



 

4）敷地内駐車場及び車両動線計画 

駐車場計画に検討条件以下のように設定する。 

・市場内各事業者への利用状況調査と使用実態を勘案し、敷地内駐車場として○○台以上

の確保を目標とする。 

・駐車場として利用されている既存の卸売場棟屋上に加え、市場機能棟屋上部分について

も、駐車場として活用するものとする。 

・市場内駐車場の利用実態を把握するため、敷地で出入口部にゲートを設置する。 

 

車両動線計画に検討条件以下のように設定する。 

・商品の主商品の主な流れは東→西、車両は北→南の一方通行を原則とする 

・卸売場及び荷捌場へ屋根付きトラックヤードの設置をする 

・適正運営できる駐車場整備をする 

・ランプウェイを２か所設置する。 

・ＢtoＣエリア用余剰地を考慮した市場施設の最適配置をする 

 

以上を踏まえ、市場再整備における敷地内駐車場及び車両動線計画案を以下に示す。な

お、本計画案は「４．基本計画案の作成 (4) 工事実施手順に係る基本計画案」も含めて検

討したものである。 

 

図表 4.6 敷地利用計画案 

  



 

（2）市場エリア構造基本計画案 

市場再整備における構造設計時に留意が必要な項目を整理する。 

1）市場機能棟の構造検討 

市場機能棟は、既存卸売棟の構造躯体を活用しつつ、買荷保管・荷捌場、加工場・冷蔵庫

棟等を併設し一体の施設としての整備を計画している。建築物の構造としては、以下の項目

に留意し設計を進める必要がある。 

・既存卸売棟構造躯体利用部分と新設部分が隣接する箇所については、構造的に縁を

切りつつ、各棟の変異を考慮した離隔を確保すること。 

・既存卸売棟構造躯体利用部分下に新たに低層の建築及び設備を設置する際は、既存構

造躯体への影響を考慮し、必要に応じて基礎など地中構造物においても離隔を確保する

こと。 

 

2）屋上駐車場の構造検討 

市場機能棟の屋上は駐車場としての活用を想定しているため、新設部分の荷重設定及びラ

ンプウェイの構造としては、以下の項目に留意し設計を進める必要がある。 

・新設部分の屋上荷重設定に関し、屋上駐車場範囲検討に合わせて整理すること。 

・ランプウェイは安全性を確保するため、現行の基準を満足する性能にて整備する。 

 

（3）市場エリア設備基本計画案 

市場再整備における設備設計時に留意が必要な項目を整理する。 

1）コールドチェーン化に伴う設備検討 

市場機能棟は密閉・閉鎖型施設とし、商品動線上の温度管理が行える設備の導入を計

画している。建築物の設備としては、以下の項目に留意し設計を進める必要がある。 

・部屋、エリアごとに設定した温度管理が行なうことができる空調設備及び温度管理

のための測定装置を検討する。 

・外気及び異なるエリアが隣接する部分は、シャッター等を設けることで、室内の温度

管理が行いやすい環境が実現できる計画とする。 

 

2）敷地内インフラに関する設備計画 

特高受変電棟新設及び上下水設備新設に伴い、再整備後必要な電気及び水道の需要量

を整理し、必要設備規模を検討する。また、既存設備利用から新設設備利用に切り替える際

に必要となる仮設設備などの検討も併せて行う。 

 

（4）市場エリア工事実施手順に係る基本計画案 

市場再整備における工事実施手順の計画案を作成する。市場を営業しながら工事を実施す

ることを前提とし、再整備に伴う機能移転及び仮設施設の有無を含め検討し、比較して工事

実施手順を決定する。なお、工事実施手順は、今後の施設設計時に改めて検討する。  



 

仮設あり工事実施手順と仮設なし工事実施手順を比較したものを下記表に示す。 

 

図表 4.7 工事実施手順の比較  

 

 よって、工事実施手順を比較した結果、より優位性のある「仮設あり」工事実施手順にて計画を作

成した。 

 

  

項目  計画案（仮設あり） 計画案（仮設なし）

仮設

あり
・仮設A 荷捌場用
・仮設Ｂ卸売場・仲卸売場西用
・仮設Ｃ卸売場・仲卸売場東用
（新設　荷捌場・買荷保管・冷蔵庫・加工場・管理棟・
  関連施設棟の躯体利用）

なし

工期（設計+工事） 4年10カ月 7年11カ月
建設費※（税抜き） 約197億円（受変電・上下水道施設　20億円込み） 約200億円（受変電・上下水道施設　20億円込み）

工事費の概要
仮設なしと比較し
・仲卸棟が既存施設の改修となるため、コストが下がる。
・仮設建物の建設・解体費が発生するため、コストが上がる。

仮設ありと比較し
・仲卸棟が新設整備となるため、コストが上がる。
・仮設建物が不要となるため、コストが下がる。

施工時の利便性 ・商品の経路が短くなり、動線に制約が生じにくい。 ・商品の経路が長くなる場合があり、動線に制約が生じる。

メリット

・工期が短い。
・施工時の市場としての利便性が確保されやすい。
・仮設を使用するため、整備完了時の卸売場と仲卸売場が
　現状と同じ場所での整備となる。
・ヒトやモノの動きについて、東側から西側へのワンウェイ
　動線が実現しやすい。

・卸売業者等の移転が1回で完了する。

デメリット
・仮設を使用するため、仮設建物にかかる費用が発生する。
・卸売業者等が整備期間中に2回移転する必要がある。

・工期が長い。
・施工時に市場としての利便性がやや劣る。
・玉突き工事となるため、整備完了時の卸売場と仲卸売場が
　現状と異なる場所での整備となる。
・加工場及び冷蔵庫棟を卸売場東側に整備するため、ヒトや
　モノのワンウェイ動線が確保しづらい。
（場内南西に位置する既存継続利用予定の加工場と新設の
　加工場と離れてしまい、分断される）



 

（5）賑わい創出エリア導入機能 

BtoCエリア施設に導入する機能としては以下のとおりである。 

 

Food Hall（食物販＋飲食） ～奈良の魅力を体感できる食～ 

食文化発祥の地として、奈良の個性ある食材や奈良の食文化など、食を満喫できる

施設として次のコンテンツを導入する。 

 

〇まほろばマーケット＆キッチン 

市場で購入した食材や、施設内の植物工場からの手摘み野菜を用いたメニューなど、活きている

食材を感じながら、その場で多様な食を楽しめるイートインコーナーや手ぶら BBQ コーナーを設置す

る。 

 

〇奈良の kuramoto  

清酒発祥の地として、県下の蔵元の日本酒・地ビール等をすべて取り揃え、日本酒ソムリエ等と

話をしながら楽しめる日本酒バル（立飲み）や販売店を設置する。 

 

〇ならまちダイニング＆クッキングスクール 

こだわりの大和野菜を用いたフレンチや、奈良でしか食べることのできない郷土料理、食文化発祥

の地としての古代メニューの提供等、アレンジが効いた和洋中多様なレストランを整備する。 

また、食べるだけでなく、これらのメニューについてプロのシェフから学ぶことができるクッキングスクールを

開催する。 

 

〇大和のスイーツマーケット 

奈良発祥のわらび餅やくず餅、『林神社』で行われる『饅頭まつり』などに加え、近年では『氷室神

社』に代表されるかき氷など、いにしえのお菓子と寺社との関係に着目した菓子文化の発信拠点とし

て整備する。 

  



 

イベント広場・アリーナ ～五感で楽しめるエンターテイメント～ 

若い世代や広域からの観光客を呼び込める多様なエンターテイメントが実施できる

施設として次のコンテンツを導入する。 

 

〇奈良の良いとこどりイベントの開催 

奈良県の食を一同に会する施設として、奈良食祭、C'festa 等といった奈良県下の食の祭典

などを開催するとともに、県下で開催されている芸術文化イベントやコンサートなど、多様なイベント

を開催する。 

 

〇演劇で楽しむ奈良 

奈良県の歴史や文化について理解を深められるよう、記紀万葉を題材とした演劇、2.5 次元ミ

ュージカルなど、子供から外国人まで、奈良県の歴史や文化に関心がない人たちをも惹きつける演

劇として上演する。 

 

〇ニュースポーツ・エンターテイメントの開催 

E-sports や金魚の産地として全国金魚すくい選手権など、屋内で誰もが気軽に体験できると

ともに、ニュースポーツや屋内スポーツの試合等も観戦可能な空間（アリーナ）を整備する。 

 

 

観光客とビジネス客をターゲットとした宿泊施設  

～癒しとくつろぎのリラクゼーション空間～ 

外国人観光客や計画地周辺を訪れるビジネスマンを対象に、癒しやくつろぎのリラ

クゼーション施設として次のコンテンツを導入する。 

 

〇Medical Spa まほろば 

薬草の集散地として栄えた奈良の薬草風呂を中心に、主に外国人観光客が、ここでしか体験

できないエステやマッサージ等を楽しむことができるリラクゼーションの空間を整備する。 

 

〇まほろば inn 

増加する外国人観光客にも利用しやすく、また、奈良市場ならびに近接する昭和工業団地を

訪れるビジネス客からの利用も期待されるような、ターゲットに適した宿泊施設を整備する。 

 

 


