
 様式第２号 

 

会    議    録  

 

 会議の名称  豊中市都市計画審議会（第 2回） 

 開 催 日 時    令和 2年（2020 年）11 月 26日（木） 午後 2時 00分～午後 2時 34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、〇澤木 昌典、岡 絵理子、重村 達郎、水上 英雄、 

森 彰男、柳原 崇男、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、中根 愼治、藤井 加代子 

（◎会 長、〇会長代理） 

 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） 

静木 美絵 （同課課長補佐） 

森  崇徳 （同課課長補佐） 

菊池 剛史  （同課主査） 

和間 恭子 （同課主査） 

藤井 絵里子（同課主事） 

大塚 雅人 （同課係員） 

辻  勇太 （同課係員） 

 
そ の 他 山野 純  （都市活力部産業振興課主幹 兼 農業委員会事務局局長） 

議   題 
１．議案第 101号 北部大阪都市計画生産緑地地区の変更 

原案可決 

審議等の概要 

（主な発言要旨） 
別紙のとおり 

  



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２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１５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  

 

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」「挙手カード」「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、新たに就任された委

員の方をご紹介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。審議会条例の第３条第１項第３号による「市民」として、１０月１

日付で新たに委員にご就任いただきました、 

 

中根委員でございます。 

藤井委員でございます。 

 

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。 

横尾委員と柳原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件でございます。 

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、議案第 101 号「北部大阪都市計画生産緑地地区の変更」につい

て、提案の理由並びに計画の概要をご説明します。 

 

はじめに、生産緑地地区制度についてご説明します。 

豊中市は全域が都市計画法に基づく市街化区域に指定されていますが、市

街化区域内にある農地のうち、良好な生活環境の確保に効用があり、公共施設

等の敷地として適しているものについて、都市計画に生産緑地地区として位

置付けることで、生産緑地法に基づく 30年間の営農義務や建築等の行為制限

が課せられ、農地の持つ機能を保全する制度です。 

なお、本市では生産緑地地区の規模は、市条例により 300 ㎡以上としてい

ます。 

 

生産緑地法では、買取申出の手続きが規定されており、生産緑地地区に指定

されてから 30年を経過した場合のほか、農業の主たる従事者が死亡したり、

農業に従事することを不可能とさせる故障を有するに至った場合には、市町

村長に買取りの申出を行うことができます。 

そして、市が買い取らない場合、農業従事希望者への斡旋等の手続きが行わ

れ、いずれも不調の場合には買取りの申出から３ヶ月後に建築等の行為制限

が解除されることになっており、その後、都市計画変更により生産緑地地区の

廃止等を行います。 

 

次に追加指定についてご説明します。 

近年の人口減少などの社会状況の変化を踏まえ、都市農地のもつ多様な機

能が見直されるようになり、平成 27 年の都市農業振興基本法制定や平成 28

年の都市農業振興基本計画策定において、都市農地の位置づけが、宅地化すべ

きものから都市にあるべきものへと転換され、平成 29年には生産緑地法が改

正されました。 

これらの動きを受け、本市においても、市域で減少傾向にある農地の保全を

図るため、生産緑地地区の規模条件を 500 ㎡から 300 ㎡に引き下げる条例を

平成 31年 1月 1日に施行し、令和元年度から、新たな地区を指定する「追加

指定」を実施しております。 

 

それでは、今回ご提案いたします都市計画変更について、変更理由をご説明

します。 

防災や環境保全等の多様な機能を有する農地を計画的に保全し、良好な都

市環境の形成に資するため、追加指定希望を基に生産緑地地区の追加及び区

域変更を行うとともに、生産緑地法に基づく、買取り申出後の行為制限解除に

伴う生産緑地地区の廃止及び区域変更を行うものです。 

 

続いて、都市計画変更の内容をご説明します。 

今回、変更の対象となるのは、合計 9地区で、内訳としましては、買取申出

後の行為制限解除により地区の廃止を行うものがご覧の 3地区。 

区域を縮小する変更を行うものがご覧の 2地区。 

さらに、追加指定希望申出を受け、区域を拡大する変更を行うものがご覧の

1地区。 

地区の追加を行うものがご覧の 3地区でございます。 

それでは、各地区についてご説明させていただきます。 

 



それでは、買取申出後、建築等の行為制限が解除されたことにより、地区の

廃止を行う 3地区から、ご説明します。 

前のスクリーンでは、買取の申し出があり、既に建築等の行為制限が解除さ

れている区域で、今回廃止する区域を赤色で示しております。 

まず、こちらの刀根山３A につきましては、地区全体の面積約 0.13ha を廃

止、春日町５A につきましては、地区全体の面積約 0.09ha を廃止、宮山町３

Aにつきましては、地区全体の面積約 0.62haを廃止します。 

 

次に、買取申出後、建築等の行為制限が解除されたことにより、区域を縮小

する変更を行う 2地区についてご説明します。 

前のスクリーンでは、買取の申し出があり既に建築等の行為制限が解除さ

れている区域で、今回廃止する区域を赤色で、変更後も生産緑地地区として存

続する既決定区域を青色で示しております。 

まず、こちらの少路２Cにつきましては、既存区域である青色と赤色を合わ

せた区域、面積約 0.11haから、赤色の部分を廃止し、面積約 0.03haの青色部

分のみに区域を縮小。 

浜３Dにつきましては、既存区域である青色と赤色を合わせた区域、面積約

0.18haから、赤色の部分を廃止し、面積約 0.03haの青色部分のみに区域を縮

小する変更を行います。 

なお、先ほどの少路２Cとこちらの浜３Dの変更は、市条例で生産緑地地区

の区域規模条件を 300 ㎡以上としていることにより、存続が可能となってい

るものです。 

 

次に、生産緑地地区への追加指定希望申出に伴い、既存の生産緑地地区の区

域を拡大する変更を行う 1地区についてご説明します。 

前のスクリーンでは、既決定の生産緑地地区の区域を青色で、追加指定希望

申出があり、生産緑地地区に追加する区域を緑色で示しています。 

対象地区はこちらの浜３A地区で、図中青色で示す、既存面積約 1.93haに、

図中緑色で示す部分約 0.05ha を追加し、合計約 1.98ha に区域を拡大する変

更を行います。 

 

次に、生産緑地地区への追加指定希望申出に伴い、新たに地区の追加を行う

3地区についてご説明します。 

前のスクリーンでは、追加指定希望申出があり、生産緑地地区に追加する区

域を緑色で示しております。まず、こちらの熊野町 2丁目において、約 0.04ha

の区域を、新たな地区、熊野町 2Cとして追加します。 

 

西泉丘 3 丁目において、約 0.05ha の区域を、新たな地区、西泉丘 3G とし

て追加します。 

なお、先ほどの熊野町２Cとこの西泉丘３Gについては、区域規模条件を引

き下げる市条例により指定可能となっているものです。 

 

最後ですが、西緑丘 3丁目において、約 0.06haの区域を、新たな地区、西

緑丘 3Cとして、追加指定します。 

 

以上の各変更による生産緑地地区面積の内訳としましては、新規地区の追

加が 3地区で、0.15haの増加、追加による区域変更が 1地区で、0.05haの増

加、廃止による区域変更が 2地区で、0.23haの減少、地区の廃止が 3地区で、



0.84haの減少となり、生産緑地地区面積としては、合計 0.87haの減少となり

ます。 

 

今回の変更により、豊中市の生産緑地地区は 190地区、面積は約 37.24haと

なるものでございます。 

なお、これは、市内全農地面積 約 58.4ha の約 63.8%にあたるものでござ

います。 

 

ただいまご説明しました生産緑地地区の変更について、「都市計画の原案」

として、「豊中市土地利用の調整に関する条例」に基づく縦覧を、令和 2 年 9

月 4日から３週間行いましたが、意見書の提出はございませんでした。 

また、条例による原案の縦覧に対して、意見書の提出がなかったことから、

これを「都市計画の案」とし、都市計画法に基づく縦覧を令和 2年 10月 12日

から２週間行いましたが、意見書の提出はございませんでした。 

 

以上で「議案第 101 号北部大阪都市計画生産緑地地区の変更」についての

説明を終わります。 

 

会長 ただいま説明のありました生産緑地に関する「議案第 101号」について、ご

意見、ご質問はございませんか。 

ご意見、ご質問のある方は、挙手カードをカメラにお示しください。なお、

他の委員の挙手の状況等を確認されたい場合はギャラリービューに切り替え

ていただきますようお願いします。 

 

委員 宮山町３Ａの生産緑地の解除されるものについて質問なんですけれども、

結構大きな緑ですし、今ちょっといろいろ見てみますと、とてもきれいに整備

されている竹やぶのように見えているんですが、何を生産されていたかとい

うことと、それから近隣との関係で何か特筆すべきようなことがあったのか

なかったのか、そのあたり。いいことも悪いこともですね、ありましたら教え

ていただきたいんですけれども。 

 

会長 いかがでしょうか。 

事務局 こちら宮山町３Ａにつきましては、もともとは竹林になっておりまして、竹

が生えていたところでございます。近隣との関係で何かということにつきまし

ては、こちら都市計画課のほうで特に把握している内容はございません。 

 

委員 ありがとうございます。周りを見ていますと結構きれいだし、だけど入らな

いように柵がしてあるところとか、それが壊れてるところとか、Googleで見る

限りではそういう状況だったので、近隣の方に開かれるみたいなことがあった

のかなと思ってご質問しましたが、特にないのであれば仕方がありませんね。

このもう一つ南側にも大きな緑の塊があって、結構連続した緑の塊なので、貴

重な緑だなというふうに思ったので質問をしました。 

 



会長 よろしいでしょうか。 

 ほかの委員の方でご質問、ご意見ございますでしょうか。おありの場合は挙

手カードを出していただければと思います。いかがでしょうか。よろしゅうご

ざいますか。 

 

〔挙手カードが上がらない〕 

 

会長 ご意見、ご質問が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。 

第 101号「北部大阪都市計画生産緑地地区の変更」については、原案のとお

り決定することに異議はございませんか。 

異議のある方は、挙手カードをカメラにお示し下さい。 

 なお、他の委員の挙手の状況等を確認されたい場合はギャラリービューに切

り替えていただきますようお願いします。 

 

〔挙手カードが上がらない〕 

 

会長 異議が無いようですので、 

第 101号「北部大阪都市計画生産緑地地区の変更」について、原案のとおり

決定とさせていただきます。 

 

会長 用意をしておりました案件は、以上１件でございますが、ほかに何かご質問、

ご意見ございましたらお受けをしたいと思いますので、もしほかのご意見等ご

ざいましたら挙手カードのほうをお上げいただいたらと思いますが。 

 

委員 今回の都市計画審議会は、生産緑地に関する案件ということでしたので、案

件に直接関係はしておりませんが、ご意見申し上げます。 

昨今の新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、日本国内の多くの方が

非常に困窮した生活を強いられることとなりましたが、豊中市内におられる世

界各国の留学生の方々も例外ではなく、大変苦しい状況に置かれることとなり

ました。そういった留学生の方々の「アルバイトがなく、家賃も支払えない。

食事もままならない」という訴えに対し、マスクや米の支援を行ったところ、

大変喜ばれ、将来は母国と日本の懸け橋となるような仕事がしたいという方も

おられたと聞いております。 

私は、農林漁業というものが、我々人間が生きていく上で一番重要なもので

はないかと思っております。また、有事の際の助け合いというものも生きてい



く上では欠かせないものであると考えております。前述の留学生の方々の将来

の活躍を期待するとともに、この場を借りて市に対してお願い申し上げたいこ

とがございます。 

昨今、豊中市内の農業も生産量が減少しております。しかしながら、減少は

しているものの、農業というものは我々の生活に必要不可欠でありますので、

市として農業施策を大切にしていただきたく、この場を借りてお願い申し上げ

ます。以上でございます。 

 

会長 ありがとうございます。私も森委員と同意見でございまして、先ほどの説明

の中でもありましたが、生産緑地法の改正に先立って都市農業振興基本法がで

きておりますので、農地として残す前にまずは農業としてちゃんとなりわいが

成り立たないと都市農業も守れませんので、森委員がおっしゃっていただいた

ように、都市内の農地のその農業振興もぜひとも両輪で進めていただければと

いうようにお願いをしたいと思います。 

 

会長 ほか、いかがでしょうか。ご質問、ご意見ございましたら挙手カードをお出

しいただければと思います。よろしいでしょうか。 

 

〔挙手カードが上がらない〕 

 

会長 それでは本日予定をしておりました案件全てを終了をさせていただきます。 

 

 

以上 

 


