
 

  

 様式第２号 

 

会    議    録  

 

 会議の名称  豊中市都市計画審議会（第 1回） 

 開 催 日 時    令和 2年（2020 年）7 月 28日（火） 午前 10時 00分～午前 11時 35分 

開 催 場 所 WEB会議  公 開 の 可 否       可 

 事  務  局 都市計画推進部 都市計画課  傍 聴 者 数      2人 

 

 出 

 

 席 

 

 者 

 委  員 

◎久 隆浩、柳原 崇男、重村 達郎、林 倫子、水上 英雄、 

 森 彰男、五十川 和洋、北之坊 晋次、白岩 正三、高木 公香、 

 中島 紳一、横尾 しずか、大本 眞里、菊池 典子 

（◎会 長） 

 事 務 局 

  

菊池 秀彦 （副市長） 

上野山 雅也 （都市計画推進部長） 

今中 義晃 （同部都市計画課長） 

東良  博之 （同課主幹） 

吉田 隆史 （同課主幹） 

静木 美絵 （同課課長補佐） 

森  崇徳 （同課課長補佐） 

伊藤 久美 （同課係長） 

菊池 剛史  （同課主査） 

髙橋  淳    （同課主査） 

和間 恭子 （同課主査） 

市川 裕子 （同課主事） 

 

そ の 他 

岸本 善樹 （都市計画推進部都市整備課主幹） 

 

 

 



 

  

議   題 

 

 

１.議案第 100号 北部大阪都市計画 新千里北町２丁目地区 地区計画の決定 

原案可決 

 ２.諮問第 29号 都市景観形成推進地区に係る景観計画の変更 

妥当であるとして答申することを可決 

３.諮問第 30号 北部大阪都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更 

異議なしとして答申することを可決 

 

 

審議等の概要 

（主な発言要旨） 
別紙のとおり 
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事務局 長らくお待たせいたしました。 

それでは、ただ今から令和 2年度第 1回「豊中市都市計画審議会」を開催い

たします。本日の審議会は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、WEB

会議での開催とさせていただいており各委員におかれましては、感染拡大防

止にご理解ご協力たまわりありがとうございます。 

また、審議会中事務局は、マスク着用とさせていただきますがご理解賜りま

すようよろしくお願い致します。 

 

事務局 それではまず、定数の確認について、ご報告いたします。 

本日の出席委員は、委員 16 名中 14 名でございまして、過半数に達してお

りますことから、豊中市都市計画審議会条例第 7 条第 2 項の規定によりまし

て、会議は成立いたすものでございます。 

 

それでは、本日の資料の確認をさせていただきます。 

本日の資料は、 

・次第 

・議案書  

・資料 1 北部大阪都市計画地区計画【新千里北町 2 丁目地区 地区計画

の決定】 

・資料 2 都市景観形成推進地区【新千里北町 2丁目地区】 

・資料 3 北部大阪都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（北部大阪

都市計画区域マスタープラン）の変更について 

・別紙（諮問） 

 

また、資料番号はございませんが、委員名簿等を記載した「都市計画審議会

概要」「挙手用紙」「音声不通用紙」となります。 

お手元にございますでしょうか。 

 

事務局 つづきまして、審議会委員の変更がございましたので、改めて審議会委員の

ご紹介をさせていただきます。 

 

お手元の審議会概要の 1ページをご覧ください。 

各選出区分ごとに五十音順となっております。 

 

まず、審議会条例の第 3 条第 1 項第 1 号による「学識経験を有する者」と

して、でございます。 

重村委員でございます。 

林委員でございます。 

本審議会会長の久委員でございます。 

水上委員でございます。 

森委員でございます。 

柳原委員でございます。 

なお、岡委員、会長代理の澤木委員は、本日ご欠席でございます。 

 

事務局 次に審議会条例の第 3条第 1項第 2号による 

「市議会議員」として、 

五十川委員でございます。 

北之坊委員でございます。 
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白岩委員でございます。 

高木委員でございます。 

中島委員でございます。 

横尾委員でございます。 

事務局 最後に、審議会条例の第 3条第 1項第 3号による 

「市民」として、 

大本委員でございます。 

菊池委員でございます。 

 

事務局 委員の紹介は以上でございます。 

それでは会長、よろしくお願いいたします。 

 

会長 それでは議事に入らせていただきます。 

まず、本日の会議録署名委員の指名でございますが、慣例によりまして会長

において指名させていただきます。 

白岩委員と森委員にお願いいたします。 

よろしくお願いいたします。 

 

会長 それでは議案の審議に入らせていただきます。 

本日ご審議いただくのは、お手元の次第に記載しておりますとおり、付議案

件 1件、諮問案件 2件でございます。 

議案第 100 号 「北部大阪都市計画 新千里北町 2 丁目地区 地区計画の決

定」及び諮問第 29号「都市景観形成推進地区に係る景観計画の変更」は、一

連の内容でございますので、一括してご説明頂いた後、それぞれ個別に委員の

皆様にお諮りします。 

それでは、事務局より説明をお願いします。 

 

 

事務局 

  

それでは、「新千里北町 2丁目地区」の 2つの案件につきまして、説明させ

ていただきます。 

1つ目は、議案第 100号「北部大阪都市計画新千里北町 2丁目地区地区計画

の決定」について、2 つ目は、諮問第 29 号「都市景観形成推進地区に係る景

観計画の変更」についてでございます。 

なお、1つ目の「地区計画の決定」につきましては議案の承認をいただくこ

と、2つ目の「景観計画の変更」につきましては変更内容が妥当かどうかをご

確認いただきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

こちらをご覧下さい。 

本日ご審議いただきます、新千里北町 2 丁目地区は、千里ニュータウンの

北部に位置しており、住民発意の地区計画としては、13 か所目となるもので

ございます。また、都市景観形成推進地区としましては 6 カ所目となるもの

でございます。 

地区の区域図になります。昭和 40年代前半に、千里ニュータウンの一部と

して開発・整備された低層戸建住宅が建ち並ぶ区域でございます。地区の面積

は約 16．1ヘクタールになります。 

地区の現況写真になります。まち開きから 50年ほど経過し住宅の建て替え

も進んでおりますが、分譲当時の売買条件を踏襲した『自治会の申し合わせ』
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や、市が定める『豊中市千里ニュータウン地区住環境保全に関する基本方針』

に沿って、現在もゆとりのある良好な住環境が継承されています。 

地区の用途地域でございますが、全域が第 1 種低層住居専用地域となって

おります。 

地区の周囲の状況でございますが、北西側は千里緑地、北東側は府道吹田箕

面線、南側は北丘小学校、新千里北町医療センター・近隣センター及び共同住

宅となっております。 

それでは、地区計画等の策定に向けた活動の概要をご説明いたします。 

地区計画等の取り組みにつきましては、平成 27年度に豊中市が実施した「住

環境に関するアンケート」の配布を自治会にご協力いただき、アンケート結果

で住環境の保全が地域で望まれていることが分かりました。それを受け、平成

30年度には出前講座を受講されました。 

令和元年度には、自治会総会において地区計画推進委員会を設置し、地区計

画等の策定を進めることを決定されました。 

そして、ルール案に関する検討会を開催する中で、都市景観形成推進地区

（景観計画）の指定も併せて進めることを決定されました。その後、地区計画

(案)・都市景観形成推進地区(案)の検討にかかる意向調査を実施し、地区の住

民に対して地区計画等制度の理解を深める活動が行われました。 

そして、意向調査の結果をふまえたルール案の再検討を行い、合意形成に向

けた取組みとして地区計画（案）・都市景観形成推進地区（案）の確定にかか

る最終意向確認を実施しました。 

自治会では、この最終意向確認の結果を基に、自治会総会で市に地区計画及

び都市景観形成推進地区（景観計画）の指定を申し出ることを確認され、本年

4月に豊中市土地利用の調整に関する条例及び豊中市都市景観条例に基づき、

地区計画の決定及び都市景観形成推進地区の素案の申し出がなされたもので

ございます。 

 

ここからは、議案第 100 号「北部大阪都市計画新千里北町 2 丁目地区地区

計画の決定」についてご説明させていただきます。 

 

それでは、地区計画の内容についてご説明いたします。詳細につきまして

は、議案書の 3ページ 4ページに記載しております。 

区域の整備・開発及び保全の方針でございますが、「地区計画の目標」とし

て、建築物に関する制限を行うことにより、これまで培われてきた良好な住環

境の維持、保全を図ることをめざし、周辺と調和のとれたまちなみを形成する

こととしております。 

「土地利用の方針」としては、ゆとりある戸建住宅を主体とした住宅地とし

て、良好な住環境の維持、保全を図る、としております。 

「建築物等の整備の方針」では、良好な住環境の形成を図るため、「建築物

等の用途の制限」、「建築物の敷地面積の最低限度」、「壁面の位置の制限」、「建

築物等の高さの最高限度」の 4 点において、必要な基準を設けることとして

おります。 

次に、「地区整備計画」の内容でございますが、建築物等に関する事項の、

「建築物等の用途の制限」につきましては、建築することができる建築物とし

て、 

1．住宅で住宅宿泊事業法第 2条第 5項の届出住宅または 3戸以上の長屋を

除くものとしております。届出住宅とは、民泊のことで、民泊を規制するもの

です。 
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2．住宅で事務所、店舗、その他これらに類する用途を兼ねるもののうち建

築基準法施行令第 130 条の 3 で定めるもの。こちらは第一種低層住居専用地

域で建築可能な全ての兼用住宅を認めているものです。     

3．認知症高齢者グループホームまたは障害者グループホームで延べ面積が

200平方メートル未満のもの。 

4．自治会等の活動の用に供する集会所 

5．診療所（住宅の用途を兼ねるもので、患者の収容施設を有しないもの） 

6．専ら防災のために設ける備蓄倉庫  

7．前各号の建築物に附属するものを、建築することができる建築物として

おります。 

 

敷地面積の最低限度につきましては、230平方メートルとしております。 

 

なお、敷地面積の最低限度につきましては、地区計画決定時に現に建築物の

敷地として使用されている土地などで、その全部を一の敷地として使用する

ものについては適用を除外するものとしております。 

 

「壁面の位置の制限」につきましては、建築物の 2 階の外壁又はこれに代

わる柱の面から、北側の隣地境界線までの距離は 3 メートル以上でなければ

ならないとしております。 

 

ただし、北側の隣地境界線のうち真北方向に対する水平角度が 45度未満の

隣地境界線は適用除外としています。 

また、こちらの計画図に示しております自転車歩行者専用道路に接する隣

地境界線、北町 2 丁目第 2 公園に接する隣地境界線の場合は、北側に空間が

確保できることから適用を除外することとしております。 

「建築物等の高さの最高限度」につきましては軒の高さ 7 メートルとして

おります。 

 

次に、備考欄でございますが、ここでは例外規定を定めております。 

既存の建築物に対する制限の緩和として、既存又は工事中の建築物につき

ましては「壁面の位置の制限」および「建築物等の高さの最高限度」を適用し

ないこととしており、また、既存の建築物で「建築物の用途の制限」に適合し

ないものにつきましては従前と同一用途での建替えを認めることとしており

ます。 

最後に、特例による許可としまして、公益上必要な建築物や、地区計画の方

針に適合する建築物として市長が許可したものにつきましては、制限を適用

しないこととしております。 

また、特例による許可としまして、公益上必要な建築物で用途上又は構造上

やむを得ないものや、地区計画の方針に適合する建築物として市長が許可し

たものにつきましては、制限を適用しないこととしております。 

以上が、地区計画の内容でございます。 

 

これらの基準について、新千里北町 2 丁目地区内の土地・建物の権利者に

対して行った最終意向確認の結果および賛同率についてご報告いたします。 

土地・建物権利者数においては、全ての項目で 8 割以上の方が賛同されて

おります。 

また、登記地籍における集計では、全ての項目で全体の 8 割以上の賛同と
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なっております。 

 

それでは、ここからは諮問第 29号の新千里北町 2丁目地区に関する「都市

景観形成推進地区にかかる景観計画の変更」について説明いたします。 

 

本市では、景観法に基づき、計画区域、景観形成に関する方針と共に、行為

の制限として、届出対象行為や景観形成基準等を定め、対象建物の新築や改築

などの際には、市への届出を義務付け、基準を満たしていない場合には、勧告

や変更命令を行うなど、法的な手続きによる実行性を担保しながら、良好な景

観形成を推進していくための役割を担う「景観計画」を規定しており、全市域

を対象とした方針や行為の制限等に関する事項として、高さ 10メートル以上

や建築面積 1,000 平方メートル以上など、大規模建築物等を対象に規制して

います。 

「都市景観形成推進地区」では、これらの規制に加え、さらに地域独自の良

好な景観を守っていくため、景観計画に「区域」及び「方針」、並びに「行為

の制限に関する事項」を新たに追加できる制度となっています。 

まず、名称は、都市景観形成推進地区（新千里北町 2丁目地区）とします。 

区域は図のとおり地区計画と同様の、赤色斜線部分となっております。 

良好な景観の形成に関する方針は、「豊中市全域における良好な景観の形成

に関する方針に基づき、都市景観形成推進地区（新千里北町 2丁目地区）にお

いて色彩等の制限を定めることにより、これまで培われてきた良好な景観を

形成している住宅地を保全し、景観の継承を図ります。」とします。 

 

行為の制限に関する事項のうち、届出を要する行為については、 

 ⅰ 建築物の新築、増築、改築、移転、大規模の修繕、大規模の模様替又

は外観の色彩の過半の変更 

 ⅱ 工作物の新設、増築、改築、移転、又は外観の色彩の過半の変更 

 ⅲ 1,000 平方メートル以上の規模の開発行為 

とします。 

 

景観形成基準についてですが、新千里北町 2 丁目住宅自治会から申し出を

受けた素案の基本的な考え方としましては、現在のまちなみと調和する色彩

基準とすることから、地区内建物の屋根・外壁の色彩調査を行い、その結果を

参考として基準を設定しました。 

 

参考としまして、こちらは地区内建物の状況です。 

 

まず、屋根は「周囲の建物等と形態や色彩、素材などを調和させる」ものと

したうえで、基調色として用いる色彩の範囲は、色味のある有彩色の明度は 6

以下、白色・灰色・黒色など色味のない無彩色は 7以下とします。 

また、有彩色の彩度は、6以下とします。 

次に外壁・塀について、基調色として用いる色彩の範囲として、有彩色・無

彩色共に明度は 4以上 9.5以下とします。 

また、有彩色の彩度ですが、赤色系の 1R～5Rは 4以下、赤色から黄色系の

6R～5Yは 6以下、黄色系の 6Y～10Yは 4以下、GY（黄緑色）・G（緑色）・BG（青

緑色）・B（青色）・PB（青紫色）・P（紫色）・RP（赤紫色）は 2以下とします。 

 

そして、例外規定として、着色していない木材、漆喰壁、ガラス等の素材に
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よって仕上げられる部分の色彩はこの限りではないものとします。 

なお、見付面積の 10分の 1未満の範囲内で使用される部分の色彩はこの限

りではないものとします。 

 

これらの基準について、新千里北町 2 丁目地区内の土地・建物の権利者に

対して行った最終意向確認の結果および賛同率についてご報告いたします。 

土地・建物権利者数においては、賛同率は 85.6％でした。 

また、登記地籍における集計では、賛同率は 86.2％でした。 

 

いずれも、賛同率は全体の 8 割以上となっており、多数の賛同をいただけ

たものとしております。 

 

続いて、これまでの経過と今後の予定についてでございます。 

まず地区計画・景観計画につきまして、それぞれ条例に基づき、地区計画は

原案を、景観計画は素案を作成し、その縦覧を 5月 12日から 3週間行いまし

たが、双方ともに意見書の提出はございませんでした。 

その後、地区計画については案を作成し、都市計画法に基づく縦覧を 6 月

12日から 2週間おこないましたが、意見書の提出はございませんでした。 

また景観計画については、6 月 29 日に都市景観・屋外広告物審議会で審議

していただき、「妥当である」との答申をいただいております。 

そして、本日の都市計画審議会で審議いただき、承認をいただけましたら、

地区計画については、9月の市議会に地区計画の建築条例を上程し、9月下旬

に地区計画決定の告示と、建築条例の施行を目指してまいりたいと考えてお

ります。 

次に、景観計画については、9月の市議会にて都市景観条例の改正について

上程し、同じく 9 月下旬に景観計画変更の告示と都市景観条例の施行を目指

してまいりたいと考えております。 

 

以上で議案第 100 号「北部大阪都市計画新千里北町 2 丁目地区地区計画の

決定について」ならびに、諮問第 29号「都市景観形成推進地区に係る景観計

画の変更について」の説明を終わらせていただきます。 

 

会長 それでは、ただいまご説明いただきました議案第 100 号と諮問第 29 号の 2

件につきましてご意見、ご質問を賜りたいと思います。 

ご意見、ご質問のある方はお手数ですけれども、挙手用紙をカメラのほうに

お示しをしていただきましたら指名のほうをさせていただきますが、いかが

でしょうか。いかがでしょう。よろしゅうございますか。 

 

〔挙手カードが上がらない〕 

 

会長 それでは、ご質問、ご意見ないようでございますので、採決のほうに移らせ

ていただきたいと思います。 

採決の状況でございますけれども、もし全体をお知りになりたい委員の方

は、ギャラリービューのほうに切りかえていただきましたら全体が映ると思

いますので、よろしくお願いします。 

それではまず、議案第 100 号北部大阪都市計画新千里北町 2 丁目地区地区

計画の決定につきましてお諮りをしたいと思います。もしご異議がございま

したら、挙手カードを上げていただければと思いますが、いかがでございまし
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ょうか。よろしいでしょうか。 

 

〔挙手カードが上がらない〕 

 

会長 それでは、ご異議がないということでございますので、議案第 100 号北部

大阪都市計画新千里北町 2 丁目地区地区計画の決定につきましては議案どお

り決定をさせていただきたいと思います。 

続きまして、諮問第 29号都市景観形成推進地区に係る景観計画の変更につ

きましてご異議ございますでしょうか。ご異議ある方は、挙手カードを上げて

いただければ。よろしゅうございますか。 

 

〔挙手カードが上がらない〕 

 

会長 それでは、ご異議はないようですので、諮問第 29号都市景観形成推進地区

に係る景観計画の変更につきまして妥当である旨答申することといたしま

す。 

 

会長 つぎに、諮問第 30号「北部大阪都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

の変更」について、事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 北部大阪都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更についてご説明

いたします。 

 

はじめに、本案件は、大阪府が北部大阪都市計画区域の整備、開発及び保全

の方針、いわゆる北部大阪都市計画区域マスタープランを変更するにあたり、

都市計画法に基づき、府から本市へ意見の照会があり、方針案の内容が、本市

の都市計画の方針と祖語がないと考えることから、「異議無し」として府へ回

答することについて、本審議会のご意見をお伺いするものです。 

 

本日は画面上でご説明しますが、お配りしております資料では、議案書 30

ページに諮問書、別紙として方針案の本編をお付けしているほか、資料 3 に

概要をまとめておりますので、ご参照ください。 

 

それでは、第 1章 都市計画区域マスタープランの概要についてご説明しま

す。 

 

本区域マスタープランは、都市計画法第 6 条の 2 に基づく「都市計画区域

の整備、開発及び保全の方針」として策定するもので、中長期的視点に立った

都市の将来像を明確にするとともに、その実現に向けて広域的観点から都市

計画の基本的な方針を定めるものです。 

 

大阪府では、北部、東部、南部、大阪の 4つの都市計画区域があり、各区域

について区域マスタープランが策定されており、北部、東部、南部都市計画区

域に係るものは大阪府が策定し、大阪都市計画区域に係るものは、権限移譲に

より大阪市が策定するものとなっています。 

なお、4つの都市計画区域の範囲は画面にお示しするとおりで、本市は北部

大阪都市計画区域に属し、この区域は、本市を含む合計 7 市 3 町が対象とな
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っています。 

次に、本都市計画区域マスタープランの目標年次ですが、10年後の令和 12

年としています。 

続いて、本都市計画区域マスタープランの位置づけですが、第 5 次大阪府

国土利用計画に適合するとともに、その他府の関連諸計画と整合を図るもの

で、平成 28年の大阪府都市計画審議会答申の「大阪府における都市計画のあ

り方」を反映したものとなっており、府や市が行う都市計画決定や市町村が定

める都市計画マスタープランは、本都市計画区域マスタープランに即する必

要があります。 

続いて、改定の経緯・背景についてですが、まず、現行都市計画区域マスタ

ープランの目標年次が令和 2年であること、次に、国における、立地適正化計

画制度の創設や農地を都市の中にあるべきものと位置付けるなどの動き、府

において、第 5次大阪府国土利用計画の策定などの動きがあり、今回、それら

を踏まえて変更を行うものです。 

次に、大阪の都市の概要についてご説明します。 

まず、大阪府の人口の推移と予測についてですが、平成 27年国勢調査の結

果での大阪府の人口は約 884万人で、府の推計では計画目標年次の令和 12年

には約 833万人まで減少すると予測されています。 

大阪府全体や東部および南部大阪では、平成 27年時点で既に減少期に入っ

ていますが、北部大阪では令和 2 年まで微増し、その後緩やかに減少する予

測となっており、この傾向は、本市の将来人口推計と一致しています。 

 

次に、北部大阪における年齢 3区分別の人口割合ですが、10年後の令和 12

年には 

高齢者人口が 29％、生産年齢人口は 58.9％、年少人口は 12.1％と推計され

ており、少子・高齢化の進行が予測されています。 

なお、本市の令和 12年の推計についても、概ね同様の傾向にあります。 

 

つぎに大阪の都市の構造についてですが、 

主要な鉄道駅周辺や幹線道路沿道には、大規模商業施設等の多様な都市機

能が集積し、鉄道駅から半径 1㎞圏である駅勢圏の人口割合は、全区域で 60％

超となっていることから、概ね鉄道駅を中心にして都市機能や人口が集積し

た都市構造を形成しているといえます。 

 

次に大阪府全体の土地利用の状況についてですが、まず、平成 30年の土地

利用区分別面積については、表の（ ）内に示す 10年前からの増減値を見る

と、全区域において、住宅地面積は増加、工業用地、農地・森林の面積は減少

しています。 

次に、住宅数と空き家率の増減では、全区域において、住宅数の増加ととも

に、空き家率も高くなっています。 

 

また、大阪府全域の企業の本社機能の転入・転出件数をみると、過去 10年

にわたり、 

転出が転入を上回っています。 

 

次に第 2 章都市づくりの目標についてですが、人口減少・少子高齢化の進

行による都市活力の低下を防ぐとともに、都市間競争に打ち勝つ魅力あふれ

る都市づくり、ニーズがより多様化していく府民生活を支える都市づくりを
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進めるため、基本目標として 3点、 

・国際競争に打ち勝つ強い大阪の形成、 

・安全・安心で生き生きと暮らせる大阪の実現、 

・多様な魅力と風格ある大阪の創造 

を目標として定めており、これら 3 つの目標を実現するための方向性とし

て、大阪都市圏の成長を支える都市基盤の強化などの 6 つの方向性を示し、

さらに、目標実現のための視点として 

・大阪にふさわしいネットワーク性の高い都市づくりの推進 

・多様な主体の連携・協働による都市マネジメントの推進 

の 2つの視点を定めています。 

 

続いて、第 3 章 区域区分の決定に関する方針についてですが、市街化区

域内における既成市街地の再整備や低未利用地の活用等により、市街地の無

秩序な拡大の抑制に努めることを基本とするなどの方針を定めています。 

 

続いて、第 4章 主要な都市計画の決定の方針についてご説明します。 

 

まず「土地利用に関する方針」については、立地特性に応じた土地利用とし

て、現在の土地利用状況を踏まえつつ、各地域の立地特性を活かした都市づく

りを行い、豊かさを享受できる都市を形成することなどの方針を定めていま

す。 

 

また「市街化区域の土地利用」として、主要な用途の配置については、商業・

業務地では、主要な鉄道駅周辺等の中心市街地において、土地の有効・高度利

用を促進し、さらなる都市機能の集積を図ること 

工業・物流業務地では、住工混在市街地において、周辺住宅地の環境保全に

配慮しつつ、操業環境の維持や居住環境との共存を図ること 

住宅地では、地域が持つ歴史、文化、都市景観等の資源を活かし、住民・企

業・まちづくり活動団体等と協働して魅力あるまちづくりを行うこと 

などの方針を定めています。 

 

低未利用地については、都市計画諸制度等の活用により、低未利用地の適正

な活用が図られるよう検討すること、優良な農地については、生産緑地制度の

活用等により、優良な農地の保全・活用を促進することなどの方針を定めてい

ます。 

 

次に、「都市施設の整備に関する方針」についてご説明します。 

まず、交通施設に関する方針として、国土軸や環状交通機能の強化、広域拠

点施設や国土軸へのアクセスの強化、関西圏の連携強化等、鉄道・道路ネット

ワークの充実・強化を進めることを基本としています。 

 

都市高速鉄道等については、北大阪急行の延伸等、鉄道ネットワークの充実

に向けた取組み等 

道路については、広域連携強化や物流の効率化、国土軸強化に資する新名神

高速道路等のインフラ整備の推進や耐震対策等の防災対策、歩行者・自転車走

行空間確保等の安全対策等  

空港については、大阪国際空港について、環境と調和した都市型空港として

活用が図られるよう、空港運営事業者との連携等 
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を進めるなどの方針を定めています。 

 

次に、河川整備の方針では、「人命を守ることを最優先」とする基本理念の

もと、「逃げる」「凌ぐ」「防ぐ」各施策を効率的・効果的に組み合わせるトー

タルマネジメントにより対策を推進することを基本とし、洪水リスク情報の

共有、河川への流出を抑制する雨水貯留・浸透事業、治水施設の整備等 を進

めるなどの方針を定めています。 

 

次に、下水道整備の方針では、老朽化施設の改築更新を優先的に進めなが

ら、水質の改善や浸水対策に取り組むことを基本とし、10 年に一度の降雨に

対する雨水施設の整備、局所的な集中豪雨による都市型水害対策等を推進す

るなどの方針を定めています。 

 

次に、公園整備の方針としては、大阪の活力と魅力を高め、府民の豊かで安

全・安心な生活を支えるとともに、みどりの少ない大阪の貴重な自然環境を保

全することを基本とし、民間の資金やノウハウを活用したにぎわいづくり、防

災公園の整備等を推進するなどの方針を定めています。 

 

次に、「市街地開発事業に関する方針」についてですが、産業や暮らしを支

える都市環境を整備し、地域資源を活かしたより質の高い都市づくりを推進

することを基本とし、主要な鉄道駅周辺等の既成市街地では、人・企業を呼び

込むにぎわいある都市の創出、駅前等の生活拠点となる市街地では、居住、商

業に加え、文化、医療、福祉、子育て等の生活支援機能の充実、主要幹線道路

沿道等の大規模低未利用地では、工業・流通業務施設等の誘導を進めるなどの

方針を定めています。 

 

次に、「その他の方針」についてですが、まず、都市防災に関する方針とし

て、土砂災害・洪水・浸水対策については、土石流やがけ崩れ等による災害の

発生の恐れのある区域における、新たな土地利用を原則抑制すること、浸水深

50 ㎝以上の床上浸水が想定される地域を、「洪水リスクを特に留意すべき地

域」とし、新たな開発行為を事業者等が検討する機会をとらえ、洪水リスク情

報を詳細に周知することなどを定めています。 

 

次に、耐震化については、土木構造物やライフラインの耐震化を推進し、あ

わせて鉄道施設の耐震化を促進することなどの方針を定めています。 

 

居住環境に関する方針として、駅前周辺中心地や既成市街地での建替えを

促進し、良質な住宅・宅地ストックの流通や、空き家の有効活用を促進するこ

と、住宅や生活道路等のバリアフリー化、建築物等の耐震化を推進することな

どの方針を定めています。 

 

また、「その他の方針」では、このほかに、みどり、都市環境、都市景観に

関する方針を定めています。 

 

次に第 5章 「都市づくりの推進に向けて」 ですが、ここでは、成熟社会

において、さらに生活の質を高めていくための都市づくりの観点として、産・

公・民・学が目標を共有し、総合的に都市を計画、整備、管理・運営する協働・

連携の仕組みづくりの促進、民間が主体になってまちづくりや地域経営を積
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極的に行う、エリアマネジメントの取組みの促進、都市マネジメントに ICT技

術を活用し、都市全体の観点から最適化を図るスマートシティの取組みの推

進などを定めています。 

 

以上が区域マスタープランについての概要説明となります。 

本市の都市計画マスタープランは、区域マスタープランに即して策定して

いるものですが、今回の変更案に照らし合わせても、本市の方針と齟齬がない

と考えるため、大阪府の意見照会に対し、「異議なし」として回答したいと考

えています。 

 

最後に、スケジュールですが、令和 2年 1月 20日に、法に基づく大阪府公

聴会を行い、公述申出はありませんでした。 

5月 12日に大阪府から本市へ意見の照会があり、5月 18日から 2週間、法

に基づく案縦覧を行い、意見書提出はありませんでした。 

本日の豊中市都市計画審議会でご意見をお伺いしたのち、本市から大阪府

へ回答を行い、8 月 28 日に開催予定の大阪府都市計画審議会に付議され、10

月頃に国の同意を経て、告示される予定となっています。 

 

以上で、北部大阪都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更について

の説明を終わります。 

 

会長 それでは、ただいまの諮問第 30号につきましてご意見、ご質問がございま

したら挙手カードを上げていただければと思いますが、いかがでしょうか。 

 

委員 全般的な意見、そのものに反対するわけではないし、特に異議はないんです

けども、感想として、きれいごとというか、そつのない言葉が並んでいるだけ

で具体的なところがはっきりしない感じがしています。 

例えば第 5章の都市づくりの推進に向けての 50ページのところで、都市マ

ネジメントにＩＣＴ技術を活用し、都市全体の観点から最適化を図るスマー

トシティの取り組みの推進、これは具体的にどんなことをするのかというの

がイメージとしてよくわからないです。 

それから、例えば第 4 章で空港については大阪国際空港について環境と調

和した都市型空港として活用が図られる、そのこと自身はいいんですけども、

例えば具体的に騒音対策について何か進化があるのか、そういうところもど

うも見えてこない。これから具体化策というのはこれを踏まえて出るんでし

ょうけども、何かどうも総体としてそういう感じを少し思いました。 

以上です。 

 

会長 ありがとうございます。 

もし、豊中市で何かこんなことを考えてますよというお話がございました

ら、具体的に聞かせていただいたらと思いますが、ございますでしょうか。 

 

事務局 まず、こちらの区域マスタープランでございますが、基本的には大阪府が広

域的な視点から定める都市計画の基本的な方針となっておりますので、あま

り個別具体的なことというのはこの区域マスタープランの中で定められない

というようなところがございます。この区域マスタープランに基づき示され

た方針に基づいて各部局のほうで取り組みを進めていくという形になりま
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す。 

ＩＣＴの活用等につきましては、このコロナウイルスのこともございまし

て、今、豊中市でもＩＣＴ活用や業務改革を進めていっているところでござい

ます。本日のウェブ会議もそのような取り組みの一環でございまして、今後行

政のほうでもさまざまなそういう取り組みを進めていく形になるものでござ

います。 

空港につきましては、当然環境対策に万全を期して活用を図っていくとい

うのが本市の立場でございますので、そういう形での活用を考えております。

具体的な策については、関西国際空港や神戸空港を合わせた 3 空港の活用の

あり方の議論の中で整理をされていくものというふうに考えております。 

 

会長 具体的なものは大阪府なり豊中市のほうで考えていただくということにな

ろうかと思いますけれども、方針自身は先ほども委員がおっしゃったように

いいのかなというご意見を賜りました。 

例えばＩＣＴの活用でいうと、今全国的に交通関係ではマース、ＭａａＳと

いいますけれども、スマホなんかも使いながらバス、鉄道、それからレンタカ

ーとか、そういうものが一連として情報として入手できて、連携を図りながら

より便利になるような、そういうシステムの導入をしようということを考え

ておりますので、恐らく大阪府の方も、それから豊中市のほうもゆくゆくはこ

ういう形で最先端のＩＣＴ技術を使いながら公共交通がもっと便利に使える

ようになっていくというのが 1 つ具体的な例かと思います。かなり今ＩＣＴ

の技術も先進的なものは進んできておりますので、そんなものをどんどんこ

こ数年で取り入れていただければというように思います。よろしいでしょう

か。 

ほか、いかがでしょう、ご質問、ご意見ございませんでしょうか。 

 

委員 ちょっと観点が変わるかもわかりませんけども。 

1960年代、古い話ですが、もう 60年ほど前、大阪府が発行した千里ニュー

タウンという冊子を見ますと、昭和 44年、古い話ですが、その当時、開発当

時の航空写真が出ています。これを見ますと、あれからもう 65年ほどたちま

すが、町というのはよくなったなと思います。あの千里の丘陵地帯が全国で初

めて開発をされた中で、坊主になってしまい、道ができ、その中にいろんな施

設をつくってきましたけれども、なかなか緑の回復ができないだろうと考え

ておりましたが、今現在考えてみますと、この状態がころっと変わっておりま

す。今、豊中市も、昔から文教都市、それから都市として栄えるという目標を

持っていましたが、それに沿ってやってきたのではないかと思います。我々が

皆でこの町をつくり上げてきたということが言えるのではないかと思いま

す。 

特に千里の一帯は緑被率が大きいです。豊中市の場合は緑被率はご案内の

とおり 14．4％というようなことと聞いておりますが、大体全国平均で 15％

になれば良好な環境であると、こういうように言われています。もうあと少し

ですが、なかなかその少しが、1％を上げるということになると大変なことで

す。豊中市は 36．6平方キロ、3，660ヘクタールで 14．4％と、緑被率を 15％

にしようと思いましたら、大分ヘクタールが要ります。これは大変なことなん

です。ご承知のとおり農地も減ってまいりました。今ご案内のとおり農地の例

を言いますと、市内の農地では大体 60ヘクタールぐらい、あわせて例えば市

外へ出ておるのも 60ヘクタールぐらいです。といいますのは、ニュータウン

もでき、またインターチェンジができ、道路ができると、自然と緑被率が減っ
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てこざるを得ない、こういう状態の中でのまちづくりを考えていただいてい

ますが、緑被率というのは生活環境上重要な役目を果たすものだと思います。 

そこで 1 点、この場でふさわしいかどうかわかりませんが、学校の統廃合

というのが今行われています。この間、自衛隊のところが開発化されました

ね。僕は、よく頑張ったと思うんです。あれだけの緑を残しながらまちづくり

をするためには、恐らく職員も大変であっただろうと思います。南部のほうで

言いますと、3校を 1校にする。そうしますと、今ある学校が更地になるわけ

です。そのときに、良好なまちづくりに、人口も減少してくる状態ですので、

良好なまちづくりにしていただきたいです。用途変更せず、今のままで良好な

住宅環境をつくっていただくということに徹していただきたいと思います。

というのは、北部大阪の中でも、豊中の場合は北と南とは差があります。もち

ろん準工業地域とかいろいろな差もありますけれども、用途地域を変えず、今

のままで住宅地域の、例えば野田小学校がある、住宅地域でいいものをつくっ

てあげたい。島田小学校も同じにしたい。南小学校も同じ、庄内西小学校も同

じです。そういうふうな方法でこれからどうか住みやすい北部大阪の豊中を

つくっていただきたいと思います。 

以上です。 

会長 ありがとうございます。今回、大阪府の区域マスタープランのお話がござい

ましたけれども、これを受けて豊中市の都市計画マスタープラン、さらにそれ

を受けての各事業の展開に関してのご意見、ご要望かと思います。 

先ほど緑被率のお話がございましたけれども、緑被率にカウントできるの

は公園緑地に指定されないと面積としてはカウントできませんけれど、景観

的には例えば公共施設とか住宅地を整備するときに、そこに緑をしっかりと

植えていただく、あるいは街路樹もしっかりとっていただくということで、景

観的に緑豊かな景観ができ上がりますので、そういうところも踏まえて、また

委員のご指摘、それぞれの事業に生かしていただければと思います。 

ほか、ご質問、ご意見ございませんでしょうか。 

 

委員 さっき、今日の 23ページにあります第 4章 4－2、都市設備の整備に関する

方針のところでございますけれども、公園整備の方針というところで、今、豊

中市は南北、そして東西と、北は千里中央を中心に開発が進んでおります。南

部は南部開発という形で、西のほうは空港を中心にして曽根からの延伸する

ということですけれども、東の緑地公園、ここの開発が出ていないようでござ

います。基本的な考え方としては、緑の少ない大阪の貴重な自然環境を保全す

ると書いてありますけれども、具体的に豊中市に位置し、ただし大阪府が管轄

されてるということだと思います。こういうものを豊中市に帰属していただ

いて、まさに豊中市だけではなしに北摂の核になり得るような設備にこれか

ら変貌できるんではないでしょうか。もちろんここに書いてありますように、

防災公園の役柄ももちろん兼ね備えて、スポーツ全体を網羅できるような公

園にいろんな設備を整備すれば今後大きな核になり得る公園だと思いますの

で、その辺のところを少しお聞かせ願えればありがたいと思っております。 

以上でございます。 

 

会長 いかがでしょうか。 
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事務局 ご意見ありがとうございます。服部緑地につきましては、委員のご指摘のと

おり、豊中市にとどまらず、北部大阪の拠点となる公園でございます。その中

でも、今大阪府のほうで、この区域マスのほうに書かれておりますが、34 ペ

ージのところ、都市活力、魅力を生み出す公園づくりということで、民間活力

を使って魅力ある公園づくりを進めていこうというふうな形で大阪府のほう

で取り組みをされているというようなこともお聞きしております。 

また、一方で防災公園というような位置づけもございますので、防災公園と

しての機能充実も図っていかれるというふうにお聞きをしております。 

 

委員 どうもありがとうございます。 

 

会長 私のほうからも一言ですけれども、服部緑地があの位置にできた経緯とい

うのは、実は 1930年代の大阪緑地計画というのに位置づけられておりまして、

それと同じ位置づけになっているのが今で言うと鶴見緑地、それから久宝寺

緑地、そして大泉緑地、この 4つの大阪府営の公園が 1930年代当時の大阪緑

地計画に位置づけられてでき上がった公園でございます。 

もともとは大阪市の無秩序な拡大を防ぐために、まだ当時そのあたりまで

市街化が進んでませんでしたので、ここに大きなグリーンベルトをつくって、

そして市街地の拡大を防ごうというもくろみでつくった計画。しかしながら、

全ては実現しないようになりまして、先ほど言いましたように 4 つの先行的

につくられた緑地が大阪府営公園として今も位置づいているということでご

ざいます。ですので、大阪府営ということで大阪府が特に重要視した公園緑地

ということでございますので、今後も服部緑地を委員におっしゃっていただ

きましたように、有効活用させていただきながら豊中市としての資源として

も十分活用できますように、豊中市と大阪府が連携しながら活用を進めてい

っていただければというふうに思いますので、私のほうからもよろしくお願

いしたいと思います。 

ほか、ご質問、ご意見ございますでしょうか。 

 

委員 今、委員のほうから言われましたけれども、もし大阪府のほうの服部緑地公

園を豊中市に今後移管をされたりした場合がありましたら、逆に豊中市の負

担、そういう部分は一つ一つ考えていることがあるのでしょうか。今、会長も

言われましたので、それについて聞かせていただければと思います。 

 

事務局 すみません。本日、公園部局の者が出席しておりませんので、具体的に何か

検討のほうを進められているかどうかわからないのですが、今の時点では大

阪府のほうで民間活力も使いながら活性化をしていく、魅力づくりをしてい

くというふうにはお聞きはしております。 

 

会長 先ほど私のほうからも申し上げましたように、府としても非常に重要な位

置づけの公園でございますし、それから広域公園ですので豊中市民以外の

方々の利用も検討している公園でございますので、そういう意味では豊中市

が移管されて管理をするよりも、大阪府営の今のままで活用していただいた

ほうが広域的な観点としても非常に有効ではないかなというふうに思います

ので、そのあたりも十分検討しながら今後進めていただければと思います。 

ほか、ご質問、ご意見ございますでしょうか。 
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委員 すみません。別紙としていただいてるこちらの資料のほう、北部大阪都市計

画区域の整備、開発及び保全の方針ですけれども、31 ページのところ、一箇

所だけ確認の意味を込めてお聞きします。31 ページのところに道路について

のことが書かれてるんですが、未着手である都市計画道路については将来の

必要性や実現性を考慮し、計画の存続、変更、廃止を決定するなど、見直しを

進めますというふうに書いてあります。 

私の理解では、たしか平成 25、6年ごろだったかと思いますが、全国的に都

市計画道路、これが市決定のものとかもそうですけれども、かなり大規模に見

直しが進んだというふうに思ってるんです。その段階でも、将来の必要性や実

現性を考慮して、できそうにないものは廃止というような形とか、路線を短く

したりとか、そういった変更が行われたというふうに理解をしています。とい

うことは、それからまだそれほど年数も経っていない中で、また改めてここに

そういう文言が記述されてるのはどのように捉えたらよいのでしょうか。私

自身は、平成 25、6年ごろだったと思いますけれども、その段階で見直しが済

んだので、その段階で残っているものについては必要性があって絶対やって

いかなければならないというふうな理解をしているので、そのあたりについ

てどう捉えたらよいのかというところを事務局でどのように把握されてるか

教えていただければと思います。 

 

会長 はい、いかがでしょうか。 

 

事務局 豊中市におきましては、大きな都市計画道路の見直しを 2 度行わせていた

だいているところでございます。その中で存続路線については、今おっしゃっ

ていただいたとおり、あるべきというふうに位置づけられたものとして残っ

ておるところでございます。ただ、これから先の将来につきましては、人口減

少であったり交通状況、ＭａａＳが発達したりとか、大きく変わる可能性もご

ざいますので、そういったことも含めながらの可能性ということでここに書

いてあるものと考えておりまして、今すぐに見直しをするという予定は現在

のところはございません。 

 

会長 あと、今のところ資料がないかもしれませんけれども、北部大阪の区域マス

タープランですので、ほかの市町でまだそういう見直し、大幅な見直しがかけ

られていないところがあれば、大阪府とすればそこを優先的にこの 10年でや

っていくという宣言をしておかなければならないといけないということもあ

るとは思います。よろしいでしょうか。豊中市としては大きな変更はしばらく

はしないということで。 

 

事務局 すみません。補足説明させていただきますと、先ほども説明しましたよう

に、これまで 2 度見直しのほうをしております。一定それで存続となったも

のを順次整備をやっていくという状況ではございますが、一方で大阪府のほ

うとしましても、都市計画道路につきましては一定 10年単位ぐらいで見直し

をしていくというような方向性も示されております。今の時点で次回の見直

しの考え方とか、スケジュールみたいなものは何も示されておりませんので、

今後どういうふうな形の動きになるのかわかりませんが、府としては定期的

にそういう確認、チェックをしていくというような方向性は示しておられま

す。以上でございます。 
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会長 はい、よろしいでしょうか。 

ほか、何かご質問、ご意見等ございますでしょうか。 

 

委員 全体を通じて、文言が抽象的なものが多くて、これはだめだとはっきり言え

るような内容はないという意味での異議なしにならざるを得ないのかなとい

うふうに思うんですが。 

そこで伺いたいのは、これが決まって府のほうであれこれと具体化を進め

られたときに、それが本市が進みたい方向と異なるような場合、そういうとき

には協議するとか、調整するとか、一体どういうふうな扱いになっていくの

か、その点を教えていただけたらと思います。 

 

会長 いかがでしょうか。 

 

事務局 こちらの大阪府の都市計画区域マスタープランにつきましては、本市の都

市計画マスタープランと大きくそごはないというふうに現在のところ確認し

ております。それで、大阪府の考え方と豊中市との、これから先になるかもし

れませんが、そごが出てくる場合には、協議をしていくというふうな形になる

かと思います。 

 

会長 それと、今までもこの都市計画審議会でも諮られましたけれども、都市計画

決定が必要な案件に関しましては、府からの照会というのが必ず来て、今回も

そうですけれども、異議があるのかないのかという主張意見を返すというこ

とになりますので、さまざまな段階で調整は図られると思います。 

ほか、何かご意見、ご質問ございますでしょうか。いかがでございましょう。

よろしいでしょうか。 

 

〔挙手カードが上がらない〕 

 

会長 それでは、事業に際してはさまざまご意見、ご要望がございましたけれど

も、今回は区域マスタープランとしての審議ということになりますので、諮問

第 30号の北部大阪都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更につきま

して、市としては異議なしという回答をお返しをしたいというふうに思いま

すが、異議がございましたら挙手カードを上げていただければと思いますが。

よろしいでしょうか。 

〔挙手カードが上がらない〕 

 

会長 それでは、ご異議がないということでございますので、府のほうには異議な

しということで返させていただきたいと思います。 

 

会長 それでは、以上で用意をしておりました案件全て終了をさせていただきま

すけれども、まずは委員の皆さんからその他ということで何かご質問、ご意見

ございますでしょうか。ご意見ありましたら挙手カードを上げていただけれ

ばと思いますが。よろしいでしょうか。 

 

〔挙手カードが上がらない〕 
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会長 それでは、最後に事務局のほうから連絡事項等がございましたらよろしく

お願いします。 

 

事務局 事務局からは、第 2 回都市計画審議会の日程についてお伝えさせていただ

きます。 

次回の審議会につきましては、事前に委員の皆様と日程調整させていただ

きましたが、11月 26日(木)午後 2時から、今回と同様ウェブ会議での開催と

させていただく予定ですのでご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。 

 

会長 それでは、これをもちまして本日の審議会を閉会いたします。どうもありが

とうございました。 

 

 

以 上 

 

 


