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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 3 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、ウェブ会議

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

理解ご協力賜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。 

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 13 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、①次第、②議案書、③位置図、④資料 1 都市景観形成推進地

区【新千里西町 3 丁目地区】、⑤都市計画審議会概要となります。 

また、前回送付させていただきました※「挙手用紙」「音声不通用紙」につ

きましてもお手元にございますでしょうか。 

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。 

松下委員と澤木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 1 件でございます。 

それでは、議案第 103 号「北部大阪都市計画生産緑地地区の変更」について

事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 それでは、議案第 103 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
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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 16 地区となります。内訳としましては、

地区を追加するものが赤字でお示している 4 地区、次に、追加により区域の拡

大を行うものが赤字でお示している 6 地区、次に、廃止により区域の縮小を行

うものが赤字でお示している 4 地区、最後に地区を廃止するものが赤字の 2 地

区となります。 

それでは、各地区についてご説明させていただきます。 

まず、追加指定希望申出に伴い、新たに地区の追加を行う 4 地区からご説明

します。 

前のスクリーンでは、追加指定希望申出により追加する区域を緑色で示して
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おります。 

まず、こちらの上新田 2 丁目において、約 0.03ha の区域を、上新田 2D と

して追加します。上新田 4 丁目において、約 0.04ha の区域を、上新田 4C と

して追加します。長興寺南 4 丁目において、約 0.06ha の区域を、長興寺南 4D

として、追加します。浜 1 丁目において、緑色右側の約 0.27ha の区域を、浜

1C として、追加します。 

次に、追加指定希望申出に伴い、既存の区域を拡大する変更及びそれに伴い

地区の廃止を行う 6 地区についてご説明します。 

前のスクリーンでは、既決定の区域を青色、追加指定希望申出があり、追加

する区域を緑色で示しています。浜 1A において、青色で示す、既存面積約

0.58ha に、緑色で示す部分約 0.08ha を追加し、合計約 0.66ha に区域を拡大

します。西泉丘 1B において、青色で示す、既存面積約 0.72ha に、緑色で示

す部分約 0.10ha を追加し、合計約 0.82ha に区域を拡大します。熊野町 2A に

おいて、既存面積約 0.13ha に、緑色で示す部分約 0.18ha と、統合する熊野町

2C 約 0.04ha を追加し、合計約 0.35ha に区域を拡大します。 

なお、熊野町 2C の名称は廃止となります。 

小曽根 5A において、既存面積約 0.12ha に、緑色で示す部分約 0.02ha と、

統合する小曽根 5D 約 0.04ha を追加し、合計約 0.18ha に区域を拡大します。 

なお、小曽根 5D の名称は廃止となります。 

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

する変更及びそれに伴い地区の追加を行う 4 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、変更後も存続する既決定区域を青色

で示しております。浜 3A につきましては、赤色の部分を廃止することにより

分断されるため、面積の大きい区域を浜 3A のままで約 1.61ha とし、面積の

小さい区域を新たな地区、浜 3E 約 0.17ha として追加します。上野坂 2D につ

きましては、赤色の部分を廃止することにより、分断されるため、面積の大き

い区域を上野坂 2D 約のまま約 0.12ha とし、面積の小さい区域を新たな地区、

上野坂 2E 約 0.06ha として追加します。 

最後に、買取申出後、建築等の行為制限が解除されたことにより、地区の廃

止を行う 2 地区を、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、こちらの栗ヶ丘町 B につきましては、地区全体の面積約 0.15ha を廃

止します。小曽根 2A につきましては、地区全体の面積約 0.08ha を廃止しま

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、地区追加が 6



4 

地区で、0.63ha の増加、追加による区域変更が 4 地区で、0.46ha の増加、廃

止による区域変更が 2 地区で、0.55ha の減少、地区廃止が 4 地区で、0.31ha

の減少となり、生産緑地地区面積としては、合計 0.23ha の増加となります。 

今回の変更により、豊中市の生産緑地地区は 192 地区、面積は約 37.47ha

となるものでございます。なお、これは、市内全農地面積約 55.30ha の約 67.8%

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 3 年 8

月 17 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 3 年 10 月 1 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 103 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 103 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、挙手用紙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。 

 

会長  委員どうぞお願いします。 

 

委員 すみません、教えていただきたい内容です。資料でいうと南郷春日大社の横

のところの浜 1A です。これが追加指定の申出となっていてこれはとてもあり

がたいと思っていることですけれども、南郷春日大社の史跡としてこの田んぼ

とその中にあるほこらみたいなものがあって、その一連の田んぼが今も全部残

っていると思いますが、今の追加指定されたところの東側の田んぼ一連が残っ

ていると思います。そちらのほうは今のところ生産緑地にはなっていないよう

ですが、1C の横のところはならないですか。 

 これ、ちょうど南郷春日大社の史跡の地域になっているので史跡のほうから

何か保護するとかという話はないのかと思って質問しているところです。すみ

ません、生産緑地だけではないので生産緑地に直接関する質問ではないのかも

しれませんけれども教えていただけたらありがたいです。 

 

会長 事務局いかがでしょうか。 
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事務局 お答えさせていただきます。 

 今ご指摘いただいておりましたところにつきましては、国指定史跡春日大社

南郷目代今西氏屋敷のことかと思っております。今回のところ、真ん中の部分

が抜けていますねということだと思うんですけれども、こちらの部分につきま

しては農業をされていないということがありまして生産緑地としての指定が

できなかったということでございます。もし農業をしていただけましたらまた

追加という形になるかと思っております。今現在は追加できない状態でござい

ます。 

 

委員 その場所は今回指定のあった場所も含めて今後農地としては守られるとこ

ろですか。 

 

事務局 農地としていただければ生産緑地の指定をすることができる形になります

ので、まだ今農業をされていないということですので、ご本人様は生産緑地を

希望されていると思いますが、農業をしていただくようにこちらのほうからも

働きかけていきたいと思っております。 

 

委員 それしか保護の方法はないということですね。 

 

事務局 エリアとしての保護は今まさに教育委員会のほうで保存活用計画の作成を

進めておりまして、その中で計画が明らかになって保護の考え方とかというの

が出てくるかと思っております。 

 

委員 分かりました。ありがとうございます。 

 

会長 ありがとうございます。 

はい、他いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 

会長 

 

それでは、お諮りをさせていただきたいと思います。 

 第 103 号北部大阪都市計画生産緑地地区の変更につきまして原案のとおり

決定することに異議のある方、挙手をお願いしたいと思いますが、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、異議なしということでございますので、北部大阪都市計画生産緑

地地区の変更につきましては原案どおり決定をさせていただきます。ありがと

うございます。 

 

会長  それでは、続きまして諮問第 32 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、事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 それでは、諮問第 32 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、ご説明させていただきます。 

本市では、平成 25 年度、良好な都市景観を形成していくための指針として、 

市全域を対象に、都市景観条例に基づき誘導・啓発を担う「基本計画」と、景

観法に基づき規制を行う「景観計画」を包含した「都市景観形成マスタープラ

ン」を策定しました。 

マスタープランの中では、今般、変更を行います第 8 章に「景観法に基づく

事項等」として「景観計画」を規定すると共に、関連計画・制度とも連携しな

がら、総合的に景観形成に取り組んでいくものとしております。そして、「景

観計画」とは、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っております。 

今回の諮問に係ります「都市景観形成推進地区」ですが、本市では、良好な

都市景観を形成していくため、全市一律の行為の制限だけに依るのではなく、

地域特性に応じたルールを設定していくことが効果的であると考えておりま

す。 

 そのため、都市景観条例では地域独自の届出対象行為や景観形成基準を定め

る場合には、「景観計画」に「都市景観形成推進地区」を定めることができる

ものとしており、地域の特色を活かした景観形成を進めていくものとしていま

す。そして、平成 26 年度に新千里南町 2 丁目地区、平成 27 年度に永楽荘地

区、平成 28 年度に新千里北住宅地区・南住宅地区の 2 地区、令和元年度に北

緑丘 1 丁目地区、令和 2 年度に新千里北町 2 丁目地区の計 6 地区に続き、今般、

7 地区目となる「新千里西町 3 丁目地区」を新たに指定しようとするものです。 

本市では「都市景観条例」に住民自らの合意形成や、開発等を行う事業者の

発意のもと「都市景観形成推進地区」の素案を申出できる制度を設けておりま

す。そして、その素案を元に市が「都市景観形成推進地区」の案を作成し、パ

ブリックコメントにより、広く意見を求めた後、都市景観・屋外広告物審議会、
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並びに都市計画審議会での諮問・答申を経て、決定していくものとしておりま

す。そして、今般、新千里西町 3 丁目自治会からの素案の申し出をもとに案を

作成し、所定の手続きを経て、当審議会へ諮問し、答申をいただこうとするも

のです。また、「都市景観形成マスタープラン」 第 8 章「景観法に基づく事

項等」に定めた「景観計画」では、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 10ｍ以上などの大規模なものを対象とし、規制して

おります。そして、景観計画区域内に地区の特性に応じた事項を定める場合に

は、「都市景観形成推進地区」の項目において、区域及び方針ならびに行為の

制限等に関する事項を別途定めるものとしています。そのため、今回、新たに

追加する都市景観形成推進地区（新千里西町 3 丁目地区）に関する議案書の下

段ページ番号、42 ページから 43 ページに係る事項を、ご審議の対象とさせて

いただきたいと考えておりますので、よろしくお願い致します。 

 なお、以降のご説明では都市景観形成推進地区（新千里西町 3 丁目地区）を

新千里西町 3 丁目地区として示すものとします。 

「新千里西町 3 丁目地区」の概要について、ご説明させていただきます。 

 当地区は千里中央地区の北西側に位置し、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立ち並ぶ区域で、地区面積は約 10.3 ヘクター

ルです。まち開きから 50 年余りが経過しておりますが、分譲当時の売買条件

を踏襲した「自治会申し合わせ」および、平成 30 年 8 月 8 日に定められた地

区計画などに沿って、現在もゆとりある良好な住環境が継承されています。 

用途地域は、全域が第 1 種低層住居専用地域となっています。また、当該地

区におきましては、資料 1 にありますとおり、平成 30 年 8 月 8 日に地区計画

決定を行い、同年 10 月 2 日に建築物の制限に関する条例の制定を行っており

ます。 

 地区計画の内容につきましては、長らく継承されてきた戸建住宅地を維持す

るため、建物用途の制限、最低敷地面積 230 ㎡の制限、壁面位置の制限、建物

の高さは軒高 7m の制限を設定し、現在の住環境に配慮する内容となっていま

す。 

北側および西側は千里緑地に隣接し、地区の南側には UR 団地をはじめ、医

療センターや近隣センター、幼稚園等が位置しています。 

今回の諮問までの経過についてご説明いたします。 

 当地区では、現在の住環境を継承していくため、平成 30 年 8 月に、自治会

申し合わせ事項のうち、建物等の用途、敷地面積の最低限度、壁面位置、建物

高さに関する地区計画の決定がされました。 

 この、地区計画申出のための活動を進められる中で、より良好な住環境を継

承するためには、土地利用に関するルールだけでなく、景観形成に関するルー
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ルも併せて定めることが効果的であると考え、令和元年 10 月 31 日と令和 2

年 2 月 8 日に都市景観形成推進地区に関する出前講座を行い、令和 2 年 11 月

から景観形成に関する勉強会ならびに検討会を開始し、素案の検討において

は、現在のまちなみの状況を把握し、現況の調和したまちなみを守るため、屋

根と外壁に関する色彩の制限を設定することとしました。 

 そして、ルールの必要性や内容の周知を図るための説明会の開催や、ニュー

スレターの発行を行い、最終意向確認で多数の賛同が得られたことから、令和

3 年 6 月 21 日に新千里西町 3 丁目自治会から素案の申し出がありました。 

地元から申出を受けた素案の基本的な考え方としましては、理想的な基準を

求めるのではなく、現在のまちなみを維持していくことを原則として、法的な

ルールとして制度化していくことを目的とされています。 

 そこで、建物等の色については、原色などの派手な色や奇抜な色の建物を排

除することを目的として、現在の建物で使用されている色を基準として設定さ

れております。 

 都市景観形成推進地区として新千里西町 3 丁目地区で定める内容について

ですが、定めなければならない項目は、景観法に規定されており、名称、区域、

良好な景観の形成に関する方針、そして、行為の制限に関する事項として、届

出対象行為と景観形成基準を定めるものになります。 

名称は、都市景観形成推進地区（新千里西町 3 丁目地区）とします。 

 区域は図のとおり、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（新千里西町 3 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、届出を要する届出対象行為については、 

 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（都市計画法第 4 条第 12 号に

規定する開発行為をいう。）とします。 

景観形成基準についてですが、新千里西町 3 丁目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 1 地区目の新千里南町 2 丁目地区の基準を参考に検討され、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。 
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基準値につきましては、日本産業規格に基づく色彩の表示方法であるマンセ

ル値を用いて、数値化して定めてまいります。 

 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、明度を、有彩色が 6 以下、無

彩色が 7 以下とし、彩度は、有彩色を 6 以下とします。 

外壁・塀につきましても、屋根と同様に「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。 

景観形成基準の色彩基準はご覧のとおりです。 

 屋根の色彩基準範囲を青色、外壁・塀の色彩基準範囲を赤色の枠で囲んで表

示しております。 

例外規定として、着色していない木材、漆喰壁、ガラス等の素材によって仕

上げられる部分の色彩はこの限りではないとし、また、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。 

 以上で、新千里西町 3 丁目地区で定める内容についてのご説明とさせていた

だきます。 

これらの基準について、新千里西町 3 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。 

 意向確認の対象者 253 名のうち、回答数は 230 名で、回収率は 90.9％でご

ざいました。 

 土地・建物権利者数においては、253 名のうち 210 名の方からご賛同いただ

き、賛同率は 83.0％でした。また、登記地籍における集計では、回収率は全体

の 90.7％で、そのうち、82.9％の地籍所有者の方にご賛同いただきました。 

 いずれも、賛同率は全体の 8 割以上となっており、多数の賛同を得られてお

ります。 

 自治会からの申出に基づき作成した景観計画の変更案につきましては、意見

公募手続きに関する条例に基づき、3 週間のパブリックコメントを 7 月 13 日

から 8 月 2 日まで実施しましたが、意見書の提出はありませんでした。また、

景観計画の変更内容に則した建物等となるよう、景観法に基づく届出対象行為

並びに、勧告や変更命令を行うための特定届出対象行為を規定していることか

ら、今回の都市景観形成推進地区に係る景観計画の変更に伴い、都市景観条例

も合わせて変更を行います。 

 こちらも、景観計画の変更案と同様に「意見公募手続きに関する条例」に基
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づき、7 月 13 日から 8 月 2 日までパブリックコメントを実施しましたが、意

見書の提出はございませんでした。 

今後の予定でございますが、都市景観条例では、景観計画の変更にあたって

は「都市景観・屋外広告物審議会」の意見を聴いたのちに、「都市計画審議会」

の意見を聴くものと規定されております。 

 そのため、9 月 1 日に開催した都市景観・屋外広告物審議会では妥当である

との答申をいただきましたため、本日、「都市計画審議会」にて異議なしとの

答申をいただけましたら、都市景観形成推進地区に係る景観計画の変更を行っ

てまいりたいと考えております。また、都市景観条例の改正につきましては、

12 月定例議会に上程し、可決されましたら、12 月下旬に、景観計画の変更の

告示と都市景観条例の施行を行い、運用開始を目指してまいりたいと考えてお

ります。 

 以上で、「都市景観形成推進地区に係る景観計画の変更」についての説明と

させていただきます。 

 

会長 ただいま説明のありました「都市景観形成推進地区に係る景観計画の変更」

に関する「諮問第 32 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、挙手用紙をカメラにお示しください。 

いかがでしょうか。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、お諮りをさせていただきます。 

 諮問第 32 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に異議ございませんでしょうか。異議のある方は挙手を

お願いできたらと思いますが、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、諮問第 32 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。 

 

 以上で予定しておりました案件を全て終了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で何かございますでしょうか。 

 

委員 よろしいでしょうか。 



11 

 

会長 はい、どうぞ。 

 

委員  今、南のほうでは学校の統廃合でさくら学園が相当工事が進みまして町の中

の様子が変わってきております。その中で、ご案内のとおり魅力ある学校づく

りと併せて今の学校、野田小学校、島田小学校等の利用についていろいろアン

ケート等をされておると伺っております。 

 そこで、私が一番気になりますのは、その中でも安易に用途地域を変更しな

いということが大切ではないかとこう思います。会長、この地図が見えますか。 

 

会長 はい、見えております。 

 

委員 

 

この地図を見ますと、野田小学校の地域は住宅地域、島田小学校も同じくそ

うです。それで、これからの少子高齢化の社会を見るときにこの用途地域は以

前から定められた一つのよい計画であると思うわけです。それで、用途地域の

変更を安易にしないということを1点確認していただきたいということが1点

でございます。 

 その次に、今現在進んでおります三国塚口線、これは尼崎のほうに向かって

進んでいくわけですけれども、今現在、阪神高速池田線から曽根島江線まで用

地買収が進み、そのほか穂積菰江線、また国道 176 号までの買収も進んできて

いるという状況でございます。これはこれとして徐々に事業を進めるんですけ

れども、気になりますのは阪神高速池田線から西のほう、阪急神戸線、そして

川を越えて山手幹線、尼崎に向かって進んでいくときにこの踏切の件は、今現

在ではどういうお考えなのか、例えば平面なのか高架なのか地下なのか、今分

かっている範囲でこの 2 点についてお伺いいたします。以上です。 

 

会長 いかがでしょう、事務局。 

 

事務局 

 

 ご質問ありがとうございます。2 点あったかと思います。 

 まず 1 点目、庄内さくら学園ができまして、今後の跡地利用につきましてご

心配いただいているということかと思っております。現在、事業者にサウンデ

ィングなどもしながら今後の土地利用について検討しているところでござい

ます。現時点におきましては用途地域を変える予定はございません。 

 そして、2 点目でございます。都市計画道路三国塚口線についての件ですけ

れども、今大阪府さんにおきまして国道 176 号から阪神高速池田線までの区間

の用地買収を進めるとともに順次拡幅工事に着手しているところでございま
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す。今後、兵庫県との境のところにつきましては現在技術的な検討を行ってい

る段階というふうに大阪府のほうから聞いております。まだこのような形でや

ります。というのは決まったところはないんですけれども検討を進めていると

聞いております。以上でございます。 

 

委員 よろしいでしょうか。 

 

会長 はい、どうぞ。 

 

委員 先ほど申し上げました用途地域の変更については、できるだけ慎重にしてい

ただきたいと思うわけです。ともすると安易に変更するということは都市計画

上、用途地域の変更はしてはならないと思います。その辺について現時点とい

うことだけではなくに将来についてどういう考えをお持ちかということと、も

う既に都市計画の図面が出ておりますので、市としてこれは貴重な一つの検討

課題になっていますのでその辺についてよろしくお願いいたします。 

それから、もう 1 点の大阪府が考えているだろうと思うんですけれども、今

現在出ているこの神戸線の踏切の問題は図面でお見せしますが見えますか。 

 

会長 見えています。大丈夫です。 

 

委員 神戸線のところでは、これは今のこの都市計画図面では図面上高架になって

いるんじゃないかというように、ちょうど国道 176 号を越えるところに河川も

ありますあのような状態ではないかと思うわけです。1 車線ずつの計画になっ

ているんじゃないかと、稲津の架道橋のような形に計画されているんではない

かと思うんですがその辺はどうでしょうか 

 

会長 事務局、いかがですか。 

 

事務局 今、阪急神戸線と三国塚口線の交差方法についていかがでしょうかというこ

とだと思って聞いておりました。今現在、技術的な側面で大阪府さんがかなり

具体的な検討を進めているというふうには聞いておりますが、まだ定まったも

のがないので今の段階でお知らせすることはできないですけれども、何らかの

形で立体交差になっていくものと考えております。 

 

会長 今は委員のご要望としてお話をいただいてますが、今後また一定内容が詰ま

ってきた段階で都市計画審議会にも諮られるようになると思いますので、そこ
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で正式にまたご意見等を賜りながら最終決定をさせていただければというよ

うに思いますので、まずは今のところ事務局のほうから現在分かっている範囲

でのお答えをいただいて、委員からのご要望も承ったということで本日のとこ

ろはよろしいでしょうか。 

 はい、どうぞ。 

 

委員 基本的には都市計画上、踏切をなくしていくという形にするのが町の安全対

策上重要ではないかと思う。日常生活上、その辺で一つ意見を申し上げて終わ

りたいと思います。ありがとうございました。 

 

会長 ありがとうございます。 

 ほか、何かその他ご意見ございますでしょうか。 

 

〔挙手カードが上がらない〕 

 

ないようでしたら、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 3 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、令和 4 年 1 月 31 日(月)午前 10 時から、今回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。 

 

事務局 

 

 

それでは、会議を終了させていただきます。長時間にわたりありがとうござ

いました。 

 

以上 

 


