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「好感」から「共感」へ。とよなかの景観まちづくり 
 

身近な場所から“いいね！”と感じる景観（＝「好感」）を見つけ、楽しむことができると、ま

ちへの興味や愛着も高まります。さらにひとりの好感がみんなの好感（＝「共感」）になり、理解

し合えるなかまと取り組みの輪を広げていけば、まもり、つくり、そだて、いかしていく「とよ

なかの景観まちづくり」につながります。 

そのためには豊中で暮らす人、お店や工場を営む人、建物を設計したり工事をする事業者、Ｎ

ＰＯ等で活動する人、市役所で公共施設を整備したり、景観やまちづくりの担当者等、みんなで

力を合わせていくことが必要です。 

「とよなかの景観まちづくり」に向けて、ひとりひとりが少しずつ、できることから取り組ん

でいきましょう。そして、あなたも「とよなかの景観まちづくり」を実践していく“景観スタイ

リスト”のひとりになりませんか？ 

 

「とよなかの景観まちづくり」 

  

 

「好感」を

「共感」へ 

「共感」を 

楽しもう 

 

身近な場所から“いいね！”と感じる景観「好感」を見つけませ

んか？そうすれば新たな楽しみ事が増えますよ！ 

ここでは、好感の見つけ方や、楽しみ方の例をご紹介しています。 

            →7～8 ページ 

「好感」は、ひとりでも増やすことができますよ。そしてあな

たの「好感」がみんなの「共感」に高まれば、まちはもっと素

敵になりますね。ここでは、ひとりでも簡単にできる「好感」

の増やし方をご紹介しています。        →9 ページ 

なかまで「共感」を楽しもう！ 

ここでは、なかまづくりや、なかまで「共感」を楽しむための

取り組み例をご紹介しています。                 

                    →10～11ページ 

なかまと一緒なら、まち全体に「共感」の輪を広げることがで

きますよ！ここでは、なかまと一緒に“いいね！”にあふれた

景観まちづくりにつないでいくための取り組みのヒントをご紹

介しています。             →12～14ページ 

「好感」を 

見つけよう 

「共感」の 
輪を広げて 
いこう 
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「好感・共感」の持てる景観まちづくりのススメ 
 

豊中は好感の持てるまち？ 

みなさんは、豊中のまちにどんなイメージをお持ちでしょうか？住宅系の販売広告からキャッ

チコピーの例を抜き出してみました。みなさんのイメージとぴったりくるでしょうか。豊中に住

んでいる人と、外から豊中を見ている人とではイメージが違うかもしれません。 

 

   
 

   

 

 

一般の人を対象に調査した「住みたい街ランキング」では次のような結果が出ています。 

 

もうちょっと人気があってもよいのにと思われましたか。ところが「住んでみて良かった街ラ

ンキング」では次のようです。 

 

どうやら豊中は住んでみてはじめて良さがわかるまちのようです。でもそれだけでよいのでし

ょうか。 

 

１位 芦屋 ２位 京都 ３位 神戸 ４位 三宮 ５位 西宮 ６位 梅田……15位 千里中央…17位 豊中 

「住みたい街ランキング 関西版」（suumo2012年版） 

「住んでみてよかった街ランキング 関西版」（suumo2012年版） 

１位 高槻 ★２位 豊中 ３位 石橋、芦屋 

落ち着きのあるまちなみ（曽根東町） 起伏の豊かな明るいまちなみ（緑丘） 心安らぐくつろぎの空間（服部緑地） 

モダンなまちなみ（新千里西町）   しゃれた外観の研究施設（二葉町）    四季の変化が美しい天竺川 

～北摂らしさとは、潤いに満ちる時間～ 

～モダニズムの趣きと豊かな緑に包まれたゆとりある閑静な住宅街～ 

～体温のある街～ 

～暮らしやすさが、ぎゅっと詰まった駅前の住環境～ 

 (株)リクルート住まいカンパニー 

 (株)リクルート住まいカンパニー 
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好感の持てる豊中をめざして 

豊中にも歴史的な“いわれ”のある場所やなつかしさを感じる場所があります。雑誌で紹介さ

れているお店やおしゃれなデートスポットもあり、あなたの自慢の場所になっていたりしません

か。改めてまちを見てみると、なにげないまちのなかにも、あなたが人に自慢できるような好感

の持てる場所があるはずです。 

好感の持てる場所をみんながたくさん知っているまち。みんなが自分のまちは素敵だと感じな

がら暮らすまち。その気持ちをみんなが誇れるものとしてお互いに共有できれば、まちを訪れた

人にもきっと伝わります。住んでいる人が満足できるまち、訪れる人があこがれるまち。そんな

豊中をめざしませんか。 

   

地域を見まもる寄せ地蔵（熊野町）     おしゃれな店先 花でお出迎え 

 

好感の持てるまちと景観のカンケイ 

かつて、人は自然との関わりを大切にしながら暮らしていました。そんな暮らしの中では、特

別に意識しなくても地域らしい景観が生み出されていました。しかし、自然や地域との関わり方

が変化した現在は、普通の暮らしが地域らしい景観を台無しにしてしまっていることもあります。 

自然や地域との関わりを意識しながら暮らしていくことが、地域らしい景観をつくることにも

つながります。好感の持てる場所を好感の持てる景観にしていく、そのためには私たちが自然や

地域との関わり方を考えていくことが大切です。 

   

  

   

  

竹林をまもりそだてる活動 

（千里竹の会） 

自然を感じながらゆったりと 

過ごす川沿いの散歩道 

地域の企業による河川の清掃活動

（神崎川アドプト・リバー・神州町） 

緑化リーダー会による 

花いっぱいのまちづくり 
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私たちが見つけた好感の持てるまちなみ 

今回の計画づくりでは、市民・事業者・行政の協働により、より魅力的

な景観をまもり、つくり、そだて、いかしていくことができる内容とする

ために、平成 24年度に全 8 回の「豊中 STYLE ワークショップ」を開催

し、有意義なご意見をたくさんいただくことができました。 

その中で、参加者のみなさんと身近にある好感の持てるまちなみを  

見つけあうことができました。 

 

 

 

 

 

  

○千里川（野畑南公園付近） 
身近に水とふれあえる自然環境 

 

○羽鷹池 
ため池のほとりの心安まる憩いの場所 

 

○大石塚古墳と伝統芸能館 
まちの歴史であると共に、遠くから
眺めるみどりのかたまり 

 

○永楽荘桜自治会・新千里南町三丁目住宅自治会 
景観形成協定地区 

みどり豊かで落ち着いた住宅地のまちなみ 
 

○服部緑地 
様々な世代がいろんな過ごし方で 
いやされるみどりの空間 

 

○庄内東町 
古くからのしっとりとした、たたずまい
の残るまちなみ 

 

実はふつうのまちと

思っているところに

も資源がたくさんあ

るんです。 

そこに人の手が加わ

ってこそおもてなし

の心が伝わる良い景

観になりますね。 

岩間雄作さん 
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まもるべき景観、新しくつくる景観、

どのような景観をめざすのか、そのこ

とをみんなで議論し、共有していくこ

とが重要ですね。そうすれば景観づく

りもいろんな方法が考えられますね。 

←○二葉町 
工業地のシンボル的な
デザインの建物 

○大阪音楽大学ザ・カレッ
ジ・オペラハウスと穂積
菰江線→ 

新しい道路と文化の香りの
する建物 

 

○大阪大学 
地域にも開かれた大学 

 

○新千里東町 
みどりと建物とがつくる新しい空間 

 

○新千里北町 
千里ニュータウンのゆとりある空間 

 

○庄内の緑道 
まちなかの水路跡を活用したみどりの
空間 

 

難波健さん 

豊中の景観を大きく分類する

と、自然（川、池、みどり）、

歴史・文化、まちなみ（ニュー

タウン、古くからのまち）です

ね。それぞれに良い資源がある

ので、探せばもっと見つかるで

しょうね。 

山本茂さん 

地域によって特徴が違

っているので、好感の持

てる景観も異なってき

ますよね。 

建物だけではなく、思

いや生活エネルギーが

込められてはじめて良

い景観と感じられるの

ではないでしょうか。 

中井涼平さん 

大阪まちなみ賞パンフレットより 

 

好感の持てる景観資源を収集します 

 

市民のみなさんが地域の景観を再発見する機会にもなるよう、好感の持てる景観資源を広く集め

るとともに、その中から市民選考による「景観スポット」を抽出していく取り組みを行います。 

（→パート２ 28ページ参照） 

市はこんな 

ことをします！ 
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「とよなかの景観まちづくり」 
 

「好感」を見つけよう ～いいものを見つけよう～ 

あなたの身近な場所から、“いいね！”と感じる景観（＝「好感」）を見つけることから始めてみ

ませんか。あなたなりのやり方で楽しむのがいいですね。 

●自然の地形から見つける 

身近なところにも「坂」や「川」、「丘」があります。刀根山や宮山等、市街地の中に「山」も

あります。自宅の周りで地形を感じながら歩いてみましょう。微妙な高低差に気づいたり、思い

がけず見晴らしの良い場所を見つけたり…。新たな「好感」に出会えるかもしれません。 

   

 

  

市内で様々に取り組まれている景観まちづくり。 

その中から、市と協働で景観まちづくりに取り組んでいる代表的な活動をご紹介します。

あわせて、代表の方等に景観に対する思いや活動の秘訣もお聞きしました。次はみなさん

の取り組みを紹介していきたいと考えていますのでよろしくお願いします。 

 

微妙な坂道を感じる 川は身近にある自然 高低差のある水辺の住宅地 

「とよなかの景観まちづくり」に取り組んでいる人に聞きました 

北摂アーカイブス（豊中・箕面地域情報アーカイブ化事業実行委員会） 

 

――昔の写真を収集・整理する活動をされているそうですね。 

市民（ボランティア）と豊中・箕面の市立図書館が協働

で、地域の様々な記録を集め、整理し、ホームページや図

書館等で公開しています。 

――どんなふうに写真を集めておられるのですか？  

「地域フォトエディター」として登録している市民スタ

ッフが、ホームページ等で呼びかけて募った昔の写真をも

とに、今の写真を撮ってきて、まちの移り変わりがわかる

ような資料をつくっています。 

――「地域フォトエディター」の方々の存在が大きいんですね。 

そうですね、月２回程度の土曜日等に図書館で会議をし、

どのような資料づくりをするかを話し合って頂いていま

す。年齢の違うエディターの方々の間でも、１枚の写真を

きっかけに会話がはずむんですよ。世代はちがっても「豊

中のまちが好き」という思いは、一緒なんですね。 

――その他にどんな活動をされていますか？  

講師をお呼びして勉強会もしています。「スイーツ博士に

よるスイーツの街豊中の歴史」等、とても興味深いもので

した。楽しみながら学ぶことも大切にしています。 

――最後に、とよなかの景観まちづくりに向けた思いを一言。 

自分の住んでいるまちの景色を残したいという気持ちを

胸に、現在の風景を探しに行くのもいいのではないでしょ

うか。そうすると、もっと自分のまちに愛着がわいてくる

と思います。 

 

「地
域
の
記
憶
を
、 

地
域
の
記
録
へ
・・・
」 

き 
 

お 

く 

き 
 

ろ 

く 

お話をうかがった人： 

北摂アーカイブス 

事務局 岡町図書館 

西口光夫さん 

桜塚商店街の 

昔（昭和 44 年）と 

今（平成 22 年） 

地域フォトエディターによる 

活動風景 

出典：北摂アーカイブスホームページ 
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●土地の記憶から見つける 

自分のまちの地名の由来を調べてみませんか。先人の風土への思い

や、地域のなりたちを読み取れるかも…。地名をひもといて、まちの

歴史からも景観を楽しむことができます。 

 

●より深く楽しむために ～背景を知る～ 

景観を見たときに心の中に思い起こされるものは、見る人の知識や体験によっても異なります。

知識や体験を豊かにし、背景にあるものを知ることで景観をより深く楽しむことができます。景

観のなりたちや背景を読み取れば、好感の持てる景観の良さや、いまひとつと思っている景観の

理由がよりはっきりとわかってくるのではないでしょうか。 

〈万葉集にもうたわれている島熊山〉 

万葉集には島熊山をうたった歌があります。島熊

山の夕陽の風景は、この歌を知っているとより感慨

深く味わうことができます。 

 

 

●自分のまちを楽しもう 

家からの眺めや、通勤通学やお買いものの道すがら、まずはあなたが

暮らすまちをじっくり見てみましょう。自分のまちを楽しむためにまち

歩きに出かけてみませんか。 

 

 

●「好感の種」を見つけよう 

なにげない風景の中に、いつもは気づかない「好感の種（候補）」をきっと見つけることができ

ますよ。たまには「好感の種」を見つけに隣町に行ってみるのもいいかもしれません。隣町のい

いところ、あなたが住むまちのいいところ、いろんな姿が見えてくるかも…。 

木陰のある道、眺めの良い場所、すてきなお店等、身近なまちであなたが「いいね！」と思っ

たところを改めて見てみましょう。どんなところが目にとまりましたか。どこが良いのか、考え

てみましょう。「これは良くない」と思ったところと見比べてみるのもいいかもしれません。 

  

まち歩きでこんなところに着目してみるのもおもしろいかも！ 

・どこのお宅の玄関先がおしゃれかな？  

・建物の形や色、材料はどんなのがあるかな？ 

・親しみや温かみのあるしつらえはどんなのかな？ 

島熊山から見た景色 

玉
か
つ
ま 

島
熊
山
の
夕
暮
れ
に 

ひ
と
り
か
君
が 

山
路
越
ゆ
ら
む 

高校野球発祥の地を伝える 

「高校野球メモリアルパーク」 

まち歩きの準備 

チェックリスト 

□地図 

□カメラ（見つけたもの

を撮影します） 

□メモ帳（気づいたこと

はメモしましょう） 

□水筒 

□歩きやすい靴 

好感の持てる景観資源を発信します 

 

みなさんが収集した好感の持てる景観スポットを広報やホームページ等を使って PR し、市民の

みなさんに知ってもらうための取り組みを行います。（→パート２ 28ページ参照） 

市はこんな 

ことをします！ 
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「好感」を「共感」へ ～いいものを共有しよう～ 

好感の持てる景観を増やしていくために、ひとりでもできることがたくさんあります。簡単に

できることから取り組んでみてはいかがでしょうか。そして、あなたの「好感」がみんなも“い

いね！”と思う「好感」になれば、それは「共感」として高まり合って、まちはもっと素敵にな

りますね。 

●身近にできることをやってみよう 

どんなところが良いのかわかったら、今度は身近なところを良くするために工夫してみましょ

う。小さなことでもかまいません。 

 

・あなたのお家も通りから見られていることを忘れてませんか？ 

・玄関先はおしゃれかな？窓辺がさびしくないですか？ 

・もっとあなたらしいお家にするためにはどうしたらいいでしょう？ 

・ご近所さんに「うちもやってみようかな？」なんて言われたら、うれしいですよね。 

 

・あなたのお店はどんなふうに見えていますか？おもてなしの気持ちが表れてい

ますか？ 

・看板はいいデザインですか?量は多すぎませんか?看板を付けている場所はどう

ですか？ 

・もっとおしゃれにするためにはどうしたらいいでしょう？ 

・しゃれた店構えだと、雑誌の取材が増えるかも…。そうしたら、さらに“いい

ね！”と思うお客様が！ 

 

・自慢できる事業所になっていますか？ お客様や取引先を気持ちよくお迎えで

きていますか？ 

・よけいなものが通りから見えてませんか？ サインはどうですか？ 

・もっとよくするにはどうしたらいいでしょう？ 

・「こんなすてきな会社で働いてみたいな」なんて言われると仕事の活力にもつな

がりますよ。 

 

 

 

 

  

好感を楽しむ“景観スタイリスト”をそだてます 
 

大人からこどもまで、各世代を対象に景観まちづくりを学ぶ資料やプログラム

の作成に取り組みます。また、景観デザインの考え方や工夫のしかた等を具体的

な事例により解説する「まちなみづくりの手引き」の普及に取り組みます。 

（→パート２ 30ページ参照） 

市はこんな 

ことをします！ 

 

すっきりきれいなアプローチで 

道行く人にも心地良さを演出しましょう 

家の周りに花を咲かせましょう 

あなたの

お家 

あなたの

お店 

あなたの

事業所・

工場 
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「共感」を楽しもう ～なかまを見つけよう～ 

ひとりでできることもたくさんありますが、共感を楽しめば、自然となかまも集まります。共

感を楽しむことは、なかまづくりの第一歩！そして、なかまと一緒にやれば、さらに楽しみや取

り組みの幅を広げることができます。そんな取り組み方の例をご紹介します。 

・市役所等が開催する景観まちづくりのセミナーや、まち歩き等のイベント

に参加してみましょう。気の合うなかまが見つかるかもしれません。 

・市内で活動されている市民の団体の中には、市役所の取り組みに参加した

ことがきっかけで活動が始まったという例もたくさんあります。 

・何人かのなかまと一緒に、まち探検やタウンウォッチングをやってみまし

ょう。自分とは違う視点でまちを見る人もいたりして、ひとりの時とはま

た違った楽しみ方ができます。 

・みんなの関心のあるテーマでまち歩きをするとさらに楽しめます。食べ歩

きでも、歴史探訪でも、写真撮影でも。まちを楽しむことは景観を楽しむ

ことにもつながります。 

 

・玄関先や窓辺、敷際に花やみどりを飾ったり、夜にイルミネーションを飾

ったり。自宅の前の通りを素敵にする取り組みも、おとなりさんと一緒に

やれば効果は倍増します。 

           

・ガーデニング好きのなかまと一緒に、自宅の庭を開放して自由に見てもら

うオープンガーデンという取り組みもあります。うまく PR すれば思いも

よらない遠いところから見に来てくれる人もいたり、訪れてくれた人との

会話も楽しいものです。 

・みんなで見つけたいいものを多くの人に知らせましょう。互いに情報交換す

ればあなたの好感の持てる景観もどんどん増えること間違いなし。マップや

冊子をつくったり、キャンドルイベントに取り組んでいるグループもありま

す。いろんな情報を交換してまちを楽しみましょう。 

なかまを

見つける 

みんなで

まちを 

楽しむ 

みんなで

まち歩き

をする 

おとなりさん

と一緒に 

通りを飾る 

自慢の庭を 

公開する 

埋もれた 

いいものに 

光を当てる 

地域の歴史をひもときながらのまち歩き 

通りに沿ってみんなで緑化しています 

（東豊中町の緑地協定） 
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・あなたとなかまの楽しみをもっと広げましょう。誰でも参加できる楽しいイ

ベントを企画すれば、たくさんの人が来てくれるかもしれません。おすすめ

のまちを体験するおもしろいプログラム（例えば歴史的施設を使って、音楽

会や手芸ワークショップを開催する等）を企画してみましょう。まちへの思

いに共感してくれる人を一気に増やすことができるチャンスです。 

・市と協定を結んで道路や川を清掃したり（例えばアダプト制度を活用する

等）、市と協力して違法広告の撤去をしているグループもあります。美しい

まちづくり、あなたも始めてみませんか。 

  

市と一緒に 

取り組む 

誰でも参加で

きるイベント

を企画する 

アダプト制度を活用した美しいまちづくり 

（新千里西町） 

 

「とよなかの景観まちづくり」に取り組んでいる人に聞きました 

特定非営利活動法人 とよなか市民環境会議 アジェンダ 21 

企画屋本舗 
 

――どんな活動をされているか、教えて頂けますか？ 

とよなかの環境やまちなみを大切にするには、まずまち

を好きになることが必要ではないか？との思いから、「わが

まち豊中再発見！」をテーマにまち歩きのイベント等を企

画・実施しています。大人を対象とした「ちょっといい豊

中みつけにいこかウォーク」と、親子を対象とした「環境

びっくり箱・エコツアー」を年に一回ずつ行い、何げない

地域の魅力を見つけることで、まちを見つめ直してもらう

活動をしています。 

――企画はどんな雰囲気で進められているのですか？ 

いろんな人が集まりワイワイやっていますが、特に企画

の時が一番楽しいですね。イベント企画にはじめて参加し

て、楽しさにはまってしまい、そのまま参加し続けてくれ

たメンバーもいます。 

――活動を続けるのは難しいところもあると思うのですが？  

メンバーの多くが現役です。仕事で忙しいのですが、「行

ける時に行く」というスタンスや、インターネットも活用

して気軽に参加しやすい形で続けているのがいいのかもし

れませんね。 

――最後に、これからの活動に向けて一言。 

実際にそのまちへ行って地元の人に話を聞くと、「へぇ～

豊中にこんなところがあるんや」と、はじめて知ることが

たくさんあるんですよ。そうして地域の歴史や文化・環境

を知って、価値を見直すことが大切だと思います。 
 

※とよなか市民環境会議とは、市の環境基本計画策定時に協働で環境問題に取り組む組織として発足。その後、関わった

メンバーが自分たちでできることを続けたいという思いから特定非営利活動法人として自立し、活動を続けています。 

 

「ま
ち
を
知
れ
ば 

 
 

豊
中
が
好
き
に
な
る
！
」 

お話をうかがった 

新開悦子さん、今井文子さん 

エコツアー 

全日空整備見学会 

 

阪大待兼祭と博物館めぐり 
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「共感」の輪を広げていこう ～なかまの輪を広げよう～ 

なかまといっしょに、まち全体に「共感」の輪を広げていきませんか。「共感」にあふれるまち

にしようとする気持ちがなかまを集め、なかまとともにまち全体に取り組みを広げれば「景観ま

ちづくり」につながりますね。 

●あなたの思いを地域の思いに 

あなたやなかまの思いを広げ、まち全体の取り組みにしていくとより効果的です。少しずつ活

動を広げ、なかまを増やしながら、みんなの「好感」をつくっていきましょう。 

あなたやなかまの熱い思いが地域のみんなの「共感」となり、地域の思いになったとき、景観

まちづくりがはじまります。 

 

●みんなが好感・共感の持てるのはどんなまち？ 

あなたの地域では、みんながどんなふうに暮らしていきたいと考えているのでしょう？地域で

まもっていきたい「好感」はありますか？また、地域で困っていることはありませんか？ 

みんながめざしたいのはどんなまちなのか、それぞれの思いを出し合い、対話を重ねてみんな

が好感・共感の持てるまちの将来像を共有しましょう。 

 

●どうしたら実現できるかな？ 

みんながめざしたいまちの将来像を共有できたら、実現していくための方法を考えましょう。 

まちなみについてのルールをつくることも一つの方法です。地域で合意したルールは景観形成

協定や都市景観形成推進地区のほか、地区計画等のしくみを使って、みんなのルールにすれば好

感・共感の持てるまちへの道筋のできあがりです。 

  
好感の持てる景観資源を共有します 

 

市民が選好した景観スポットを、みんなで共有する景観スポットへと高めていくため、景観スポ

ットをめぐるまち歩きや景観スポットを題材にしたスケッチイベント等を開催します。 

（→パート２ 28ページ参照） 

市はこんな 

ことをします！ 

 

共感の輪を広げる“景観スタイリスト”をそだてます 

 

景観セミナー等において、地域の景観の魅力を地域の方々に伝えるための学習の機会をつくった

り、こどもたちが楽しみながら景観を知り、学ぶことのできるイベントを実施します。 

（→パート２ 30ページ参照） 

市はこんな 

ことをします！ 

 

景観形成に関するルールづくり等の取り組みを支援します 

 

地区にお住まいの住民や働く事業者のみなさんが、自分たちのまちの景観をよりよいものにして

いくための取り組みを支援します。そのため、景観に関するみなさんの意識を高める取り組みを行

いつつ、みなさんの景観まちづくりの取り組みを支援します。地域で共有されたルールは各種制度

を活用して位置づけ、担保していきます。  （→パート２ 32ページ参照） 

市はこんな 

ことをします！ 
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まち歩きで みんなで 見つけた 共感の持てる景観 

「豊中 STYLE ワークショップ」でまち歩きをしました。みんなで歩いてみると、日頃は気づ

かなかったまちの良い部分が見えてきました。 

 

 

 

  

人や自転車で活気のある風
景がいいね 

 

中の様子がうかがえるセン

スの良いお店がいいね 

店内の商品を見え

るようにして看板

を控えめにしてい

るのがいいね 

まちの歴史を
感じるスポッ
トがいいね 

 

散歩したくなるよう

な先の見えない路地

がいいね 

 
 

道路側の敷地に花を飾る、歩

いている人への気遣いがい

いね 

良く人の目に触れる所の景

観って重要ですよね。 

駅前の人通りの多い所でも

市民が花とみどりを管理し

て、うるおいのあるまちをつ

くっていますよ。 

私たちが取り組んでいる緑化活動も含

めて、市内では様々に景観に関する活

動が行われていますね。 

そんな活動も豊中の良い景観づくりに

つながっているのだと思いますよ。 

酒井邦介さん 

熊谷邦夫さん 

籔本圭一さん 

住んでいる人の心が伝わってくる

景観って美しいですね。 

最近では軽視されがちな人とのつ

ながりも景観の重要な要素ですよ。 

“景観スタイリスト”の活動を支援します 

 

“景観スタイリスト”が活躍できる機会をつくったり、必要な情報を提供します。また、景観ス

タイリストが地域の景観まちづくりの取り組みで活躍できるよう、必要な情報等の提供を行う等、

活動を支援します。  （→パート２ 31ページ参照） 

市はこんな 

ことをします！ 
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まちの中には見る人や使う人への配慮や工夫がたくさんあります。 

～こんな景観がもっと増えるといいな！～  

 

 

 

 

  
小さなスペースや意外な 
ところも緑化できるんだ！ 

公と民が協力し合えば広い
空間って生まれるんだね 
 

手入れされたみどりは住ん
でいる人の心が伝わるなあ 

おしゃれな塀で道行く人を 
楽しませているね 

こんな看板のお店なら入っ
てみたいよね 

駅前もみどりでいっぱいにな
っていくね 

昔ながらの雰囲気が残るお店、
大切に残していきたいね 

少しの気配りで心和むよね 

こんなみどりいっぱい、花いっ
ぱいの施設が増えるといいな 

「とよなかの景観まちづくり」に取り組んでいる人に聞きました 

豊中緑化リーダー会 
 
――豊中緑化リーダー会はどのような組織ですか？ 

花とみどりの相談所が開催する「緑化リーダー養成講座」

を修了した方々が、地域で花みどりあふれるまちづくりに

取り組む市民の皆様と共に活動を広げています。 

――どんな活動をされているのですか？ 

豊島公園の花壇や、千里・千成等の市の施設に、そして市

内の様々な場所でプランターに花を植え管理をしたりと、花

いっぱいのまちなみづくりに取り組んでいますし、個々でも

活動しています。花は種からそだてているんですよ。 

 また、地域の幼稚園や学校で子どもたちと一緒に花づく

りをしたり、豊中でイベントを行う時にステージ用の装花

を提供したり・・・花づくりの活動の輪がどんどん広がっ

てきていますね。 

――活動の中でご苦労もありますか？ 

花は生きていますから、毎日の水やりや手入れが必要で

す。メンバーで交代しながらやっていますが、もっとたく

さんの花好きの方に養成講座に参加してもらい、なかまに

加わってほしいな、と思っています。 

――最後に、とよなかの景観まちづくりに向けた思いを一言。 

豊中では花とみどりの基礎学習の場が提供されていま

す。リーダー会では市民活動として地域の方々と共に種か

ら花苗をそだて、公園の一角を使わせて頂く代わりに花壇

の管理を行う等、行政とのパートナーシップ、つまり「協

働」で取り組んでいます。この協働のスタイルは豊中らし

い方法としてどんどん成長していけば、と思っています。 

「花
を
通
じ
て
、
豊
中
を 

す
て
き
な
ま
ち
に
・・・。
」 

お話をうかがった 

籔本圭一さん、酒井邦介さん、辻 学さん 

 

花を育てる講座も開催しています 

 

人通りの多い所に花やみどりで 

うるおいを 
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地区で取り組む「とよなかの景観まちづくり」モデル例 
 

地区で取り組む「とよなかの景観まちづくり」は、地区の特性や課題に応じて様々な展開が考

えられます。ここでは、地区で景観まちづくりに取り組んでいく時の進め方のモデル例を示して

います。（地域の特性や課題に応じ、景観形成に関する様々な手法を活用しながら、住民合意のも

と、まもるべきまちのルールを定めている地区や団体は資料編Ｐ66～67 に掲載していますので、

ご参照ください。） 
 

あこがれの住宅地をめざして ～良好な住環境をまもる～ 

こんなまちです 

・計画的に開発されたみどり豊かでゆったり

とした閑静な戸建て住宅地です。 

こんなことが問題になっていました 

・相続等にともなって敷地が分割され、敷地

内のみどりも少なくなり、まちなみにゆと

りがなくなってきました。あるとき、外観

に派手な色彩を使った建物が建てられてし

まいました。 

・今後は住民の高齢化が進んだり、空き家も

増えてくるのではないかと心配でした。 

こんな取り組みを始めました！ 

・若い世代の呼び込みにも配慮しながら、敷地の使い方や建物についてのルールをつくること

にし、専門家の派遣等、市の支援も受けながら勉強会を始めました。 

・市とも相談しながら、ルールは地区計画として定めてもらうことにしました。そして、地区

計画をめざして具体的なルールの内容を議論し、みんなで合意することができました。いま

では閑静な住宅地としてのブランドも高まってきました。 

 

継続的な住環境の保全をめざして ～良好な住環境をまもる～ 

こんなまちです 

・計画的に開発された閑静な戸建て住宅地で、分譲当初から建築協定が定められています。 

こんなことが問題になっていました 

・住民が委員会をつくって建築協定を運営し、分譲当初の住環境をまもってきました。 

・最近は住民の高齢化が進み、建築協定を運用するための委員会の役員のなり手が少なくなっ

て活動も難しくなってきていました。 

モデル例１ 

モデル例 2 
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こんな取り組みを始めました！ 

・市からのアドバイスもあり、建築協定で定めているルールを地区計画として定めることをめ

ざすことにし、勉強会を始めました。 

・専門家の派遣等、市の支援も受けながら、地区計画の内容について議論し、ルールを合意す

ることができました。 

取り組みのステップアップ！ 

・地区計画をめざす取り組みを進めたことで、住民のまちづくりに対する意識も高まりました。

地区計画では建物の用途や大きさ等にルールを定めましたが、建物の色彩や形態等のデザイ

ンについてもルール化を望む声が高まってきました。 

・そこで、建物のデザイン等に関するルールについても議論し、合意した内容を都市景観形成

推進地区として定めてもらうよう、市に申し出をしました。 

・ルールを定めることで、建て替えにおいても周辺に配慮した質の高いデザインが採り入れら

れ、落ち着きのある住宅地のまちなみが保たれました。  

「とよなかの景観まちづくり」に取り組んでいる人に聞きました 

千里ニュータウンの住環境保全に取り組む 

新千里南町３丁目住宅自治会 

 

――どんなことがきっかけでとりくみをはじめられたのですか？ 

私たちのまち千里ニュータウンでは、分譲時に良好なま

ちなみをつくるための様々な決まりが設けられていまし

た。10年間の期限付きだったのですが、まちなみをまもり

そだてていくために、その決まりごとを自治会の申し合わ

せ事項として継続させ、大切にまもってきました。でも、

時を経て、申し合わせだけでは、いろいろと課題もでてき

たので、私たちのまちにふさわしい形として、景観形成協

定を結びました。 

――取り組みが評価されて賞を受けられたそうですね？ 

豊中市の第４回都市デザイン賞のほか、住宅生産振興財

団主催の「すまいのまちなみコンクール」でも賞をいただ

きました。そのことで住んでいるみんなの意識も高まった

と感じています。 

――最近ではどんな活動に取り組んでおられますか？  

何十年と行っているゴミ拾いや、違法広告物の除却に引

き続き取り組んでいるほか、天竺川にホタルがすめるよう

にする「天竺川ホタルの会」の活動、地域の公園や緑地の

みどりを管理する「咲かそう会」の活動などなど、人の輪

が広がるにつれて活動の幅も広がってきました。 

――最後に、とよなかの景観まちづくりに向けた思いを一言。 

地域のことにいろいろ関わることが生きがいにもなって

いますし、楽しい出来事もいっぱいなんですよ。 

 

バス通りの銀杏並木 

公園や歩道空間で 

自主管理している花壇 

 

「地
域
に
関
わ
っ
て
・・・
、 

人
の
輪
が
広
が
っ
て
・・・」 
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地域の誇りを再生する ～歴史資源をいかした地域らしい環境づくり～ 

こんなまちです 

・昔からの集落の面影を残しているまちです。 

こんなことが問題になっていました 

・建物の建て替えが進み、みんなの記憶にあ

る懐かしい地域の風景がなくなりつつあり

ました。 

・古くからの住民と、新たに住むことになっ

た住民との間のコミュニケーションが不足

し、祭り等の伝統行事も地域全体で取り組

むことができなくなってきていました。 

こんな取り組みを始めました！ 

・新旧住民の交流のきっかけもかねて「まち歩き」のイベント等を行い、まちで見つけたいい

ところをマップにしたりしながら、わがまち意識をそだてていくことにしました。 

・地域の風情を大切にするため、建物の形状や色彩等デザインのルールづくりに取り組み、景

観形成協定を締結しました。 

  

モデル例 3 

「とよなかの景観まちづくり」に取り組んでいる人に聞きました 

特定非営利活動法人 とよなか・歴史と文化の会のみなさん 

 

――歴史・文化を伝える活動をはじめるきっかけは何ですか？ 

原田城跡・旧羽室家住宅の市取得を受けて、その保全活

用について市民・行政一体の検討会が持たれました。その

後、任意団体を立ち上げて地域の文化遺産の保全活用を目

指した活動を始めました。市の施設・敷地の整備構想にも

積極的に関わり、整備完成を待って私達がその管理・運営

を受託（平成 21 年 11 月）するところとなり現在に至っ

ています。 
 

――どんなことをされているのですか？ 

原田城跡や旧羽室家住宅の見学案内に加え、講座・学習

会・演奏会・展示会等、「人との出会い・学ぶ楽しさ・文化

とのふれあい」をテーマにいろいろな催しを開催して、こ

どもから高齢者までの交流の場づくりを目指しています。

また、身近なまちを知っていただく「豊中まち案内ガイド」

を定期的におこなっています。 
 

――「活動をしていて良かった」と思えることは何ですか？ 

原田しろあと館を偶然訪れた方同士が知り合いになり、

楽しんで頂けたというお声を聞きました。歴史・文化が人

をつなぐきっかけになると、嬉しいですね。 
 

――最後に、とよなかの景観まちづくりに向けた思いを一言。 

これらの活動をつうじて豊中の魅力を地元の人、訪れる

人達に伝え知っていただく事がわがまちの誇りを高める事

になると考えています。 

 

「原
田
し
ろ
あ
と
館
で 

歴
史
と
文
化
に
親
し
む
」 

 

原田しろあと館（旧羽室家住宅） 

阪
急
曽
根
駅 

そね坂通り 

原田しろあと館 
（原田城跡・旧羽室家住宅） 

一方通行→ 

生垣前に 

案内板 

北 
↑ 

原田しろあと館への道順 

※駅から西へ 500 メートル、

徒歩 7～8 分のところに 

あります 

ホームページ URL http://www5.ocn.ne.jp/~thc0117/ 

活動の 

風景 
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取り組みのステップアップ！ 

・地域の祭りを新しい住民も参加できるように開放的な運営にし、また協定の学習会等を開催

する中で、これまではあまりみられなかった新旧住民の交流もしだいに活発になっていきま

した。 

 

地域に愛される商店街をめざして ～もてなしのまちなみづくり～ 

こんなまちです 

・駅前で店舗や事務所等が立地している商店街です。 

こんなことが問題になっていました 

・かつてはにぎわった商店街ですが、地元のお店で買い物をする人も少なくなり、空き店舗等

も見られるようになっていました。 

・多くの人が訪れる地域の顔・玄関口にも関わらず、屋外広告物が乱立し、まちなみにも統一

感がないことが課題になっていました。 

こんな取り組みを始めました！ 

・商店街を活性化していくため、まずは商店

街と市が一緒になって活性化に向けた将

来ビジョンを議論しました。 

・そして、ビジョンに基づいてみんなで取り

組みを始めました。100 円商店街やバル

等いろんなアイデアが出され、できること

から実現化していきました。 

・にぎわいが少しずつ戻ってきたことから、

今度は商店街らしいまちなみをつくろう

ということになりました。そこで、快適な

通りのデザインや屋外広告物等のまちなみ形成に関するルールをつくることにしました。 

・市とも協力して、商店街がめざすまちなみに応じた道路や街灯等のデザインも検討していく

ことになりました。 

取り組みのステップアップ！ 

・商店街の活動をさらに広げていくため、周辺の自治会が取り組むイベント等に商店街として

も協力することにし、地域全体のまちづくりという観点から取り組みを進めていくことにし

ました。 

・その結果、地域住民が空き店舗で交流スペースを運営する等、地域とのつながりもこれまで

以上に強くなり、地元の買い物客も増えていきました。 

  

モデル例 4 
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気持ちよく働き住めるまちづくり ～工場地でのうるおいのまちなみづくり～ 

こんなまちです 

・工場や住宅が建ち並んだ地区です。 

こんなことが問題になっていました 

・工場の周りが雑然とし、みどりも少なくま

ちなみにうるおいがないことが課題になっ

ていました。 

・また、周囲に住宅が増えてきて、住民から

苦情が寄せられるケースも増え、工場が操

業しにくくなってきていました。 

・このため、事業主や従業者からも、事業所

の操業環境や就業環境の改善の声が出てき

ていました。 

こんな取り組みを始めました！ 

・工場の事業主が集まって話し合い、事業所のまわりの清掃活動をしたり、敷地内や敷際を緑

化するルールをつくることにしました。 

・市と協働して工場の操業環境の改善や維持、うるおいのあるまちをめざすルールを地区計画

として定めることにしました。 

取り組みのステップアップ！ 

・これまで地域住民とはあまり交流がなかったのですが、工場でどんなものを作っているのか

知ってもらおうと、工場見学会を企画したり、小学校の社会見学の受け入れ等をすることに

しました。 

・その結果、地域住民とのコミュニケーションも深まり、苦情等のトラブルも少なくなりまし

た。 

 

地域の道路や公園を自分たちで美しく ～地域力でとりくむ景観まちづくり～ 

こんなまちです 

・駅に近く利便性の高い住宅地です。 

こんなことが問題になっていました 

・駅に近いこともあって地域内の幹線道路は人通りも多く、沿道にはのぼりやポスター等が乱

雑に設置されたり、違法な広告物が出される等、環境の悪化が進んでいました。 

  

モデル例 5 

モデル例 6 
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こんな取り組みを始めました！ 

・違法簡易広告物追放推進団体制度（とよな

か美はり番）を活用して、自治会の有志等

で広告物の撤去の取り組みを行うことにし

ました。 

・また、アダプト制度を活用して市と協定を

結び、自治会で幹線道路の清掃や緑化を行

うことにしました。 

・こうした活動を進めた結果、住民の意識が

高まってきたので、まちなみ形成や交通に

関するルールづくりに取り組んでいくこと

にしました。 

取り組みのステップアップ！ 

・地域の若い人たちにももっと活動に参加してほしいと考え、自治会の行事として、桜の季節

に近くの公園で花見大会を開催したところ、こども連れで若い世代の人も参加されました。

終わったあとはみんなで楽しくおしゃべりしながら後片付けと公園の掃除をやりました。 

・それをきっかけに世代を超えた交流が深まり、道路の清掃にもたくさんの人が参加してくれ

るようになりました。いまでは掃除が終わったあとのお茶とおしゃべりを楽しみに参加する

人もいます。 

  
「とよなかの景観まちづくり」に取り組んでいる人に聞きました 

神崎川アドプト・リバー・神州町（三國製薬工業株式会社） 

 

――神崎川の清掃に取り組んでおられるそうですね。 

毎月従業員全員で会社内の掃除を行っているのですが、２

ヶ月に一度は神崎川の川沿いにも範囲を広げて、掃除してい

ます。熱心な人は毎月、川沿いを掃除しに行ってますよ。 

――どんなきっかけではじまったのですか？ 

2005 年に大阪府から“アドプト・リバー・プログラム

の取り組みに参加しませんか？”と呼びかけがあり、私た

ちも地域へ貢献したい、という想いがあって始めました。 

 いざ始めてみると、社内のコミュニケーションを高める

ことにもつながっていいですね。 

――「活動をしていて良かった」と思えることは何ですか？ 

職場の周りがきれいになることは、やはり気持ちがいい

ですね。たまに通りすがりの人が「ご苦労様」と言ってく

れるのも、嬉しいものですよ。近くの別の企業さんでもア

ドプト・リバー・プログラムに取り組まれていて、工場の

まちなみもだいぶイメージが変わったのではないかなと思

っています。 

――最後に、これからの活動に向けて一言。 

ひとりでやるのは照れくさい面がありますが、みんなで

やれば取り組みやすいと思います。 

 これからは、もっと参加率を上げるための工夫もしてい

きたいですね。 

 

お話をうかがった人： 

田中正流さん、井上良二さん 

「
地
域
と
と
も
に
・・・。 

み
ん
な
で
清
掃
活
動
か
ら
」 

清掃活動の様子 

アドプト・リバーに取り組んでいる

ことを示す看板 
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民有地のみどりを地域の憩いの場にする ～みどりの拠点づくり～ 

こんなまちです 

・身近に豊かな自然がありゆとりのある落ち

着いた戸建住宅地です。 

こんなことが問題になっていました 

・地域内にはため池やまとまったみどりがあ

りますが、個人の所有地のため地域住民が

立ち入ることができないという点が残念で

した。 

こんな取り組みを始めました！ 

・地域の環境についてみんなで話し合いをしている中で、ため池を地域の住民が憩える場にし

ようというアイデアが出されました。 

・そこで、ため池や周辺の土地所有者に協力してもらい、市民緑地制度を活用して地域住民の

憩いの場として活用することにしました。 

モデル例 7 

「とよなかの景観まちづくり」に取り組んでいる人に聞きました 

住環境をまもるルールを定めた永楽荘桜自治会 

 

――どんなことがきっかけで、取り組みをはじめられたのですか？ 

私たちのまちは、みどりが多く小鳥の鳴き声もよく聞こ

えますし、桜の時期は美しい並木が通りを彩る、とてもす

てきな住環境です。この環境をまもり、いつまでも続いて

ほしいと思い、自治会の有志数人で声をかけていったのが

始まりです。いろいろと困難もありましたけど、当時の50

戸全員の同意を得て、まちなみをまもり、そだてる景観形

成協定を結ぶことができました。 

――「活動をしていて良かった」と思えることは何ですか？ 

このルールづくりをきっかけに地域のコミュニケーショ

ンや絆が深まりました。今では自治会活動も活発になり、

清掃活動のほか親睦のためのいろんな活動に広がりまし

た。そのおかげで念願の自治会館もできましたし。 

――活動がうまくいく「秘けつ」ってあるんですか？  

住民がみんな、ひとりでも多くの友達をつくるように心

がけることが、地域がうまくいく秘けつではないでしょう

か。私たちの地域では、道で出会う人とは誰とでも一言だ

けでもお話をするようにしていますよ。 

――最後に、とよなかの景観まちづくりに向けた思いを一言。 

最近ではこの地区が校区の中でも人気の高い地域になっ

てきました。これからも住民の絆を大切に、みんなの力で

この住環境をまもっていきたいですね。 

 

「
今
の
環
境
を
ま
も
り
た
い
と
思
わ
な
い
？
」

と
い
う
呼
び
か
け
か
ら
は
じ
ま
り
ま
し
た 

自治会での 

古紙回収も 

コミュニティを 

充実させる 

大切な場面です 

自治会の親睦会では、昔あそびで 
子どもたちも楽しんでいます 



22 

 

   

 

 

あなたの身近なところでも「とよなかの景観まちづくり」を実践している地区があります。

第６回豊中デザイン賞では、活動部門として、景観まちづくりに熱心に取り組んでいる地区、

お手本となる地区を表彰しましたのでご紹介します。 

 
 

 

 

 

 

 

 

新千里東町近隣センターの空店舗利用事業を通じて、千里ニ

ュータウンのさまざまな地域コミュニティづくりに取り組んで

います。街角広場での情報交流やまちづくりイベントにより、

今では地域住民の「行きつけの場所」として定着しています。 

活動場所：新千里東町近隣センター内 

活動団体：ひがしまち街角広場運営委員会 

 

 

 

「花いっぱい」運動による美しく快適な沿道景観・歩行空

間づくりや、待ち時間が楽しめるバス・スポット・パーク事

業などにより、緑や花であふれ、地域住民のふれあいの場と

して親しまれるまちづくりを進めています。 

活動場所：豊中ロマンチック街道周辺（桜の町他､府道豊中亀岡線沿道） 

活動団体：豊中ロマンチック街道周辺 

｢地域の魅力・顔づくりプロジェクト｣推進連絡協議会 

 

 

 

住むまちに愛着と誇りが持てるようなまちづくりをめざ

し、地域住民と協働で手作りイルミネーション「夢ナリエ豊

南」や校庭緑化事業を進め、環境や景観に配慮した活動を行

っています。 

活動場所：豊中市立豊南小学校周辺地域 

活動団体：豊中市立豊南小学校 

 

◆豊中市都市デザイン賞とは？ 

豊中市の環境などと調和し、安全で個性をいかした優れた建物、広告物、まちなみやう

るおいのある美しいまちづくりのための自主的な活動などを募集・表彰することで、都市

景観の向上と都市景観に関する意識の高揚を図る事業です（おおむね５年おきに開催）。 
 

 

ひがしまち街角広場 ～住民が集う、いきいきとした景観づくり～ 

 

豊中ロマンチック街道周辺「地域の魅力・顔づくりプロジェクト」 ～親しみのある通りの景観づくり～ 

 

豊中市立豊南小学校「誇りあるふる里豊南」作戦 ～地域みんなで緑をふやす景観づくり～ 

 

  

地区で取り組む「とよなかの景観まちづくり」実践例 
～豊中市都市デザイン賞を受賞した、すぐれた活動事例から～ 

 


