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■ それゆけ！とよなか百景探検隊！！～北部編～　
■ 第９回豊中市都市デザイン賞、第２回豊中まちなみ市民賞のご案内
■ 景観まちづくり掲示板
■ とよなか百景「景観めぐるんマップ」を公開しています

とよなか百景「待兼山」

♪ 令和3年（2021年）
３月発行

第13号

（回覧）

第13号で
は

景観まちづ
くりの情報

を

お届けしま
す♪



　みどり豊かな自然、快適な住環境、歴史的建築物―さまざまな表情を持つ景観が市内
にはたくさんあります。その中から魅力的な100の景観を集めて「とよなか百景」で
ご紹介しています。このコーナーでは、マチカネくんが豊中市内に飛び出して「とよなか
百景」を探検します。

それゆけ！
こんにちワニ～。第7号＊から始
まった「とよなか百景探検隊」も、
残すところあと2地域ワニ～。
今回は、北部地域にある10
スポットを探検するよ！！

待兼山
 （阪急「石橋阪大前」駅下車東へ約800m）

第二中学校東側の桜並木 （阪急バス「桜井谷」下車北西へ約400m）

清谷池公園
（阪急バス「北緑丘小学校前」
 下車南へ約300m）

モノレール柴原阪大前駅前と市立豊中病院

安楽寺のソテツ（柴原町）
（阪急バス「柴原」下車北西へ約400m）

赤坂上池公園
（大阪モノレール「柴原阪大前」駅下車北へ約1km）

春には桜のほか、
裏山のつつじ園
が満開になって
キレイだよ！

「とよなか百景」は都市計画
課や各出張所など公共施設
で配布している冊子や、市
ホームページ、地図情報とよ
なかで紹介しているワニ♪

～北部編～

　豊中市内の魅力的な景観を集めた冊子「とよなか百景」は、未来に引き継ぎたい
景観を「響きあう景観」「潤いあふれる景観」「趣のある景観」「心ふれあう景観」の４つ
のカテゴリーに分けて掲載しています。
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報恩寺（春日町）（阪急バス「宮山」下車東へ約250m）

翠丘東豊中線の並木（少路）
（大阪モノレール「少路」駅下車北東へ約400m）

8

春日神社（宮山町）（阪急バス「宮山」下車すぐ）7

9 10

市ホームページは
こちら

地図情報とよなかは
こちら

ひとつの町みたいに大きな大学内で、
四季を感じながら過ごすキャンパスライフ、
憧れる～！

中部

北部

南部

東部

西部

中北部

北東部

柴原阪大前駅
少路駅

とよなか百景

大阪大学豊中キャンパスの並木2

うわ～、大きすぎて
写真に収まらない
ワニ～！

（阪急バス「阪大豊中学舎前」下車北へすぐ）

（大阪モノレール「柴原阪大前」駅下車すぐ）

旧二尾池の一部を残して、柴原
阪大前駅と市立豊中病院の間を
つなぐ歩道から見える景色は街中
とは思えないくらい水とみどり
と光あふれる空間だったよ！

かんがい用ため池を整備した公園
で、5月下旬から6月初旬ごろには
園内にある花しょうぶ園で満開の
花しょうぶが見られるんだって！

正保元年（1644年）に再興された安楽寺にある、高さ約5
メートル、樹齢400年を超える大きなソテツは、市指定天
然記念物にも指定されているよ。

大阪大学豊中キャンパスの
正門から入ると、目の前に
まーっすぐ続く並木道が
見えてくるワニ。敷地内
にある総合学術博物館には、
マチカネワニの骨格標本が
あるんだよ。

江戸時代末頃までこの辺りを
治めていた麻田藩主青木氏の
御殿の表玄関を移設した書院
の玄関は、江戸時代後期の
大名居館の様子がうかがえる、
市指定文化財なんだって。

見よ、この秋色の並木道を～！たくさんのマンションが
立ち並んでいる道だけど、並木のおかげで圧迫感は
全く感じなかったよ。緑の力ってすごいなあ～。

清谷池埋立地を整備してつくら
れた清谷池公園には、いろんな
種類のバラが咲くバラ園や児童
コーナー、広場があって、とって
も開放感があるワニ～。

約70メートルの松並木の参道を抜けた先に
見える春日神社の境内には、病を癒す水と
評判だった薬師井戸があって、昔は来浴者の
ための浴室が設置されていたんだって。

＊平成31年3月発行

新古今和歌集の周防内侍の歌など、歌枕として
古歌に読まれている待兼山で、ボクのモデルに
なったマチカネワニの化石が発見されたんだよ！

すおうのないし秋の紅葉が
とーっても
キレイ
だったワニ！

病院前の池に不思議な
形のモニュメントを発見！
「宇宙の花」という名前
の作品なんだって！

ソテツ全景

春の春日神社

市立第二中学校の
東側の道路に
桜並木が続くよ。

なんだか背筋が
伸びる気持ち
だったワニ～。

春の桜並木

春には新しい制服に身を包
んだ生徒達を桜のトンネル
で迎えてくれるんだって。
ステキだなあ～！

見ごろの花しょうぶ園
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キレイなバラ、発見！
豊中市の市花はバラって
みんな知ってたかな～？
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建物の意匠や形態、周辺の自然やまちなみとの調和に優れた建物等や魅力ある
まちづくり活動団体を募集、応募の中から選考基準に基づき、有識者が選考を
行い、建物等の所有者・設計者の方や活動団体の方の功績をたたえる賞。
第1回（平成5年度）から第8回（平成28年度）までに56件を表彰しました。

専用応募用紙は市役所、庄内出張所、
千里出張所などの公共施設にて配布

必要事項を記入した専用応募用紙

または任意の用紙と写真を提出！

村田マンションアーティストコート
豊南町西2丁目

大正製薬株式会社 関西支店
新千里西町1丁目

梅花中学校・梅花高等学校 円形校舎
上野西1丁目

前田内科　　　新千里東町3丁目 あっぷるこども園
蛍池中町3丁目

東豊中クラスヒルズ
東豊中町6丁目

地区計画・都市景観形成推進地区
新千里南町2丁目

周辺地域の水辺と緑のネットワーク形成
新千里西町1丁目　パナホーム

『つながりの広場』

市民団体による草花等の育苗や
花壇活動
服部西町5丁目　ふれあい緑地

天竺川の清掃と「天竺川鯉のぼり
風舞いフェア」の実行

天竺川八坂橋下手河川上空

千里キャンドルロード
千里中央公園ほか

花壇の花苗の植替えや育成管理
および周辺の清掃
豊島公園 花とみどりの相談所

周辺花壇など

※はがきや電話、FAX、メールによる応募は無効
郵送 持参 電子申込システム

豊中市内の景観形成を先導する
デザイン性豊かな建物や活動を応募！
※市外在住の方も応募できます
※自薦・他薦は問いません

豊中市内で「いいね！」と感じた建物・
風景などを写真に撮って応募！
※市外在住の方も応募できます

応募作品の中から市民投票で
「豊中まちなみ市民賞」を決定！
※市外在住の方も投票できます

受賞作品を市ホームページ
などで発表します！

有識者が
「豊中市都市デザイン賞」
を選考、市長が決定！

受賞物件を市ホームページ
などで公表し、表彰します！

詳しくは市役所等に配架のチラシ、もしくは市ホームページ をご覧ください。（4月上旬配架、公開予定）　事務局：豊中市 都市計画推進部 都市計画課 景観形成係　TEL：06-6858-3143

これまでの都市デザイン賞・まちなみ市民賞は
こちらからご覧いただけます

　ふとした瞬間に「いいね！」「素敵だな」「人にも教えたい！」と感じた豊中
市内のまちの風景を募集、応募作品の中から市民投票で「まちなみ市民賞」
を決定・発表し、その魅力をみなさんと共有するための賞。
　前回は平成２８年度に実施し、１６０作品が選ばれました。

応募フロー

応募方法

応募フロー

応募方法

専用応募用紙は市役所、庄内出張所、
千里出張所などの公共施設にて配布

必要事項を記入した専用応募用紙

または任意の用紙と写真を提出！

豊中市
都市デザイン賞

豊中まちなみ
市民賞

豊中市都市デザイン賞
豊中まちなみ市民賞
豊中市都市デザイン賞
豊中まちなみ市民賞

第 9回

第 2回

第 9回 第 2回

令和3年（2021年）

4月26日（月）～7月23日（金）
当日消印有効

まもり、つくり、そだて、いかす、とよなか景観を

都市景観表彰事業

※はがきや電話、FAX、メールによる応募は無効
郵送 持参 電子申込システム 市公式SNS

豊中のまちの魅力を一緒に発掘し、

発信・共有しませんか?

たくさんの応募、
お願いします！

応募受付期間

豊中市都市デザイン賞とは 豊中まちなみ市民賞とは

建物等

活動

第8回（平成28年度）豊中市都市デザイン賞の受賞物件・活動をご紹介します 第1回（平成28年度）豊中まちなみ市民賞の作品を一部ご紹介します

募集します！

ステキな「建物」「活動」や、あなたのお気に入りの「まちなみ」「風景」を紹介してください！
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豊中市内には、身近に親しまれる景観スポットがたくさんあります。その景観
スポットを広く市民の方々に周知・PRするために、都市計画課と千里公民館が共
催で「豊中かいわいをスケッチしよう！講座」と「豊中かいわいスケッチ展」を毎年
開催しています。
今年で9回目を迎えるこの講座では、毎年市内のさまざまな景観スポットを選

定し、講座を通じて参加者のみなさんに、豊中の魅力ある景観に触れていただい
ています。
また、この講座での作品展示を通じて、広く市民や来庁者の方々に、市内にある

景観スポットをご紹介しています。
今年度はつながりのひろば（新千里西町・10月1日）、服部緑地（10月8日）、

目いぼの渡し碑周辺（豊南町東・10月15日）、大石塚・小石塚古墳（岡町北・10月
22日）の４か所を中心とした作品を展示し、335名の方々にご鑑賞いただきました。

来年度の開催については、決まり次第
「広報とよなか」や市ホームページなど
でご案内します。【講師】米田 整弘氏（二科会会員）

“豊中かいわいスケッチ展”を開催しました！
景観スポット再発見

スケッチ展の様子

スケッチ講座の様子

市ホームページでも
ご覧いただけます。

　豊中市には、住民のみなさんが建物の使い方（用途）、大きさ、色彩や形態など、地区独自のまちのルールを法的に
定めることができる「都市景観形成推進地区」や「地区計画」という制度があります。これらの制度は、これまで培わ
れてきた良好な住環境の継承や、調和のとれたまちなみの形成を目指すことができるものです。令和 3 年 3 月現在、市内で
都市景観形成推進地区は 6 地区、地区計画は 25 地区を指定しています。
　今回は、令和 2 年 10 月に新たにこれらの指定を行った新千里北町 2 丁目地区の取り組みについてご紹介します。

　豊中市では、都市景観の形成上保存する価値があると認める建築物や樹木などを、都市景観
形成建築物等として指定しています。
　渡場のクスノキは、明治末期まで神崎川の高川河口あたりで運行されていた「目いぼの渡し
（小曾根の渡し）」の渡し場からほどなく近いところにあり、当時は遠方から来る舟や神崎川を
渡る人々の目印となっていました。
　現在もその高く立派な樹容は地域のランドマークとして親しまれていることから、令和2年
9月10日に都市景観形成建築物等指定第3号（樹木）として指定しました。

樹種：クスノキ、高さ：約 20m、目通周：約 391cm、樹齢：約 125 年（推定）
所在地：豊南町東３丁目

　千里ニュータウンの一部として開発され、市内最北端に位置する新千里北町 2 丁目
住宅自治会では、平成 31 年４月の定期総会にて、地区計画等の策定を進めること
を決定し、地域での話し合いをスタートされました。
　市の制度を活用し、市と地区計画の勉強会等を進める中で、より良好な住環境を
継承するためには建物の使い方や高さなどの建築に関するルールだけでなく、景観
形成に関するルールも併せて定めることが効果的であると考えられました。そこで景観
形成に関する勉強会も行い、現況の調和したまちなみを守るため、屋根と外壁に関
する色彩についてもルールを設けることとして、権利者の合意形成を進めました。
　そして、権利者の多くの支持が得られ、令和 2 年 4 月 10 日に市に都市景観形成
推進地区と地区計画の素案の申し出があり、それを受けて、市で手続きを行い、
都市景観形成推進地区の指定と地区計画の決定を行いました。
　これらを定めることで、現在の良好な景観と住環境を継承することができるよう
になりました。

新千里北町 2 丁目地区で都市景観形成推進地区の指定と地区計画の決定を行いました

「渡場のクスノキ」を都市景観形成建築物等に指定しました

平成31年4月
（令和元年）7月

10月
令和2年1月

4月
10月

10日
1日

定期総会にて、地区計画等の策定を進めることを決定
勉強会を進める中で都市景観形成推進地区（景観計画）に
ついても検討を始める
ルール案に対する意向調査を実施
ルール案の確定に対する最終意向確認を実施
素案の申出
都市景観形成推進地区の指定・地区計画の決定

みなさんの住むまちも、魅力的なまちづくりを始めてみませんか？

都市景観形成推進地区の指定と地区計画の決定までの経緯

わたし ば

　都市景観形成推進地区と地区計画ができたおかげで、私たち住民が話し合っ
て決めたルールが市で運用され、これまでみんなで培ってきたまちなみや住環境
が一定守られていくという安心感があります。自分たちの住むまちについて将来
像を共有し、地域の特徴に合ったルールができ良かったと感じています。

新千里北町 2 丁目
住宅自治会
後藤会長

まちづくりについて少しでも興味を持たれた方は都市計画課までお気軽に
お問い合わせください。

都市景観形成推進地区について ▶景観形成係 06 -6858 -3143
地区計画について ▶地区まちづくり係 06-6858 -2650

★樹木は私有地内にあるため、
　敷地外からご覧ください。

　令和元年度（2019 年度）に NPO 法人とよなか・歴史と文化の会（曽根西町）の方にまち案内人としてお
越しいただき、市立第十四中学校（北緑丘）美術工芸部のみなさんと第十四中学校区内の景観スポットを、大
阪府立桜塚高等学校（中桜塚）美術授業選択生徒・美術部のみなさんと阪急服部天神駅周辺の景観スポットを
めぐるまち歩きを行い、参加者が実際に見て、気になった景観スポットのスケッチ画を制作しました。
　また、これらのスケッチ作品を通じて、市民のみなさんに豊中市のまちなみを再発見する機会や、市内の景観
に親しんでいただくことを目的として、冊子『発見！景観スケッチブック 2019』・『とよなか景観まちあるきブック
2019』を作成し、令和 3 年（2021 年）２月に掲載スケッチ作品等を展示した“とよなか発見！中高生景観スケッ
チ原画展”を開催しました。
　3 日間で多くの方にご鑑賞いただき、作品を通じて豊中の景観スポットの魅力を紹介しました。

中学生が描いた作品を掲載
『発見！とよなか景観スケッチブック 2019』

景観まちづくりや、「豊中かいわいスケッチ展」、「中高生景観スケッチ原画展」に
少しでも興味を持たれた方は、お気軽にお問合せください。 都市計画課 景観形成係 TEL：06-6858-3143 

高校生が描いた作品を掲載
『とよなか景観まちあるきブック 2019』

“中高生景観スケッチ原画展”を開催しました！
とよなか発見！

市ホームページでも
ご覧いただけます。

冊子は都市計画課窓口で無料配布しています 展示会当日

新千里北町2丁目地区（令和2年10月指定）

拡大区域図
N

まちづくりルールや支援
制度について詳しく説明
している冊子「まちづく
り活動ハンドブック」も
あります。
市ホームページでもご覧
いただけます。
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市内の景観を巡るまち歩きマップを作成

ダウンロードは
こちらから

“景観めぐるんマップ”を公開しています

全6コースの特徴と各コースの中から、厳選した景観スポットを紹介します！

　わたしたちのまち「とよなか」には、季節の移ろいを
感じさせてくれる多種多様な自然、長い歴史の中で育まれ
てきた風情あるまちなみ、人が集い安らぎを感じる憩い
の場など…心惹かれ、心豊かにしてくれる景観がたくさん
あります。
　そんな豊中市の魅力あふれる景観を百景選定し紹介
しているとよなか百景から、43景を巡る『景観めぐるん
マップ』を市ホームページで公開しています。『景観めぐ
るんマップ』は市ホームページから無料でダウンロード、
または印刷することができます。
　市内を散策し景観を楽しみながら、お気に入りの景観
スポットを見つけてみませんか？

A千里中央駅周辺コース

　春は桜、夏は新緑、秋は紅葉など四季折々の自然景
観を楽しめるコース。千里ニュータウンの中心を通る
みどり豊かな散歩道を歩けば、季節ごとに違った自然
に出会うことができます。

　人と自然が共生するまちなみを巡るコース。閑静
な住宅街を散歩しながら、千里川ではカモやサギなど
の野鳥観察や、川遊びができます。

　新御堂筋へ通じる道で、ケヤキ
並木などの豊かなみどりが喧騒
をやわらげています。

C千里中央駅～曽根駅コース

　ゆったりとした下り坂が中心のコース。千
里園熊野田線のケヤキ並木や服部緑地な
ど、自然を感じながら、明るい散歩道を健康的
に歩くことができます。

　みどりと水に親しみながら、歴史に出会え
るコース。ふれあい緑地では上空を通過する
飛行機、服部天神駅では駅ホームの屋根を

貫通する大木など、めずらしい
景観に出会うことができます。

　駅ホームの屋根を貫通する大木
は、かつて服部天神宮境内の
ご神木のクスノキとして古くから
親しまれていました。

B千里中央駅～少路駅コース

E神崎川駅～スカイランドHARADAコース

　新豊島川のせせらぎが心地よい自然いっぱいの緑道を歩き、スカイ
ランドHARADAを目指すコース。距離は長いですが、安らぎを感じる
素晴らしい景観に出会うことができます。

　原田下水処理場の屋上にある見晴らしのよい公園
から飛行機の離着陸を目の前で見ることができま
す。みどり豊かな芝生広場などがあり、憩いとふれあ
いの場となっています。

　豊かなみどりに囲まれた菰江公園
と庄内文化センターが隣接し、多目的
スポットとして人気を集めています。

小野原豊中線の
ケヤキ並木

D緑地公園駅～服部天神駅コース

　音楽あふれる散歩道を歩きながら、商店街や路地、市
民が集まる公園を散策するコース。地域に住む人々の
暮らしの景観を見ることができます。

F庄内駅周辺コース

スカイランドHARADA 菰江公園と
庄内文化センター

千里中央公園

服部緑地と
都市緑化植物園

服部天神駅の
御神木

とよなか百景

◀二次元バーコードからもご覧いただけます

　広大な自然公園で、自然・歴史・
文化・スポーツのすべてを満喫
できる豊かな環境が整っています。

　園内には、体育館や野外炊さん
コーナーがあり、また「冒険の森」
のローラー滑り台などが子どもたち
に人気です。
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