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■ それゆけ！とよなか百景探検隊！！～中部・東部編～　
■ ご存知ですか？まちなみを「まもり・つくり・そだて・いかす」ルールづくり

■ 景観まちづくり掲示板
■ “とよなか景観学習”を原田小学校で実施しました

～都市景観形成推進地区制度のご紹介～

とよなか百景「中央公民館・文化芸術センター（アクア文化ホール）界隈」より

♪ 令和2年（2020年）
３月発行

第11号

（回覧）

第11号で
は

景観まちづ
くりの情報

を

お届けしま
す！！



　市民のみなさんから募集した市内の魅力的な景観を集めた「とよなか百景」を、
平成 30 年（2018 年）3 月にリニューアルしました。
　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！

住宅街の中で古墳を発見！

「豊中まつり」会場の公園！

こんにちワニ～。第7号（平成
31年3月発行）で西部・南部地
域を探検した前回に続いて、今
回は、中部・東部地域にある10
スポットを探検するよ！！

大石塚・小石塚古墳と伝統芸能館
 （阪急「岡町」駅下車西へ約250m）

大塚古墳 （阪急バス「中桜塚四丁目」下車南西へ約250m）

服部天神駅の御神木 
（阪急「服部天神」駅構内）

曽根駅前
 （阪急「曽根」駅下車すぐ）

豊島公園（阪急「曽根」駅下車南へ約450m）

中央公民館・文化芸術センター（アクア文化ホール）界隈
 （阪急「曽根」駅下車東へ約300m）

かつて服部天神宮の境内にあった御神木
で、駅ができる時に地元の方のお願いで、
切らずに残されたんだって。みんなに親しま
れているんだなあ～！

天気がいい日は
坂道の上から六
甲山も見えるん
だって♪

約100本のケヤキが
並ぶこの道は、春は
新緑、秋は紅葉と季
節で楽しめるよ。

5世紀初めごろに造られた桜塚古墳群最大
の円墳だよ。国指定重要文化財に指定され
ていて、周囲は史跡公園になっているよ。

「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♪

～中部・東部編～

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。

服部緑地は、とっても広い自然豊かな
公園で、乗馬センターや野外音楽堂な
どの施設が充実しているよ。
南東にある都市緑化植物園では、ハー
ブ園や約500品種の椿が見られる椿
山、四季の庭など一年中楽しめるワニ！
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服部緑地と都市緑化植物園
（北大阪急行「緑地公園」駅下車
 西へ約400m）

天竺川
（阪急バス「稲津町三丁目」下車
 東へ約150m）

8

千里園熊野田線のケヤキ並木
（阪急バス「東泉丘小学校前」下車すぐ）
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ホームページは
こちら

地図情報とよなかは
こちら

中世の原田城跡の
土塁が残っていた
り、昭和初期に建て
られた国登録文化
財の旧羽室家住宅
があるワニ。

現在は原田しろあと館
として、土・日午後に公
開されているよ。寄席
などのイベントもして
いるんだって！
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中北部

北東部

服部
天神駅

曽根駅

岡町駅

緑地公園駅

桃山台駅

とよなか百景

4世紀の中頃から後半に造られた
大小の前方後円墳で、国指定史
跡なんだって。ふむふむ。

駅周辺には
動物さんの像が
いくつかあって、
お話がつながって
いるんだよ♪

平和の呼び笛像や泉があるよ。
このあたりは無電柱化が進んで
スッキリしているワニね。

野球場やテニスコート、
バラ園もあって、一年中
楽しめるよ。北側入口か
らすぐのところにある花
壇では、季節のお花がお
出迎えしてくれるよ！

これも埴輪！？大きいワニ～！

お友達と並んで
すべることが
できるワニ！

大きくて
かっこいい～！

ホームラン

打ってみたい

ワニ～！

文化芸術センターは学
習や文化活動を通し
て、たくさんの人が交
流する場所として親し
まれているよ。屋上の
みどりも気持ちいい♪

な、なんと！
ボクのモデルに
なったマチカネワ
ニの化石のレプリ
カが展示されてい
るワニ！

はにわ

原田城跡2
しろ あと

天竺川は全長約8km！川沿いを
のんびりお散歩。気持ちいいワニ～♪

ひゃ～！
クスノキが
屋根を突き
抜けている
ワニ！

もみじの絶景
スポット、見つけ
たワニ～！

お正月には門松と干
支の飾りが見られる
ワニ！大作だぁ～！

 （阪急「曽根」駅下車
   西へ約500m）

春はユキヤナギと桜並木、
長～い松並木もあって、
緑がいっぱいだよ。
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まちなみを「まもり・つくり・そだて・いかす」ルールづくりまちなみを「まもり・つくり・そだて・いかす」ルールづくり
～都市景観形成推進地区制度のご紹介～～都市景観形成推進地区制度のご紹介～

都市景観形成推進地区とは？都市景観形成推進地区とは？

都市景観形成推進地区を定める“メリット”都市景観形成推進地区を定める“メリット”

まちには住宅地、商業地、工業地などさまざまな顔があり、豊中市のそれぞれの地域にも、長い歴史の中で培ってきた個性豊か
な特色があります。みなさんが住むまちに「住環境を守っていきたい」「にぎわいのあるまちなみにしたい」など、どのようなまちに
したいかという具体的なまちの将来像がある場合、まちのルールをつくり、運用していくことで、求めるまちの将来像に向けた誘導
が可能となります。
今回は「景観」に関する制度の「都市景観形成推進地区」についてご紹介します。

市全域が対象となっている景観計画では、高さが10mを超えるものや建築面積が1,000㎡を超えるものなど、大規模な建築
物や工作物などの新築・増築などをする場合、市への届出が必要です。
しかし、一般的な規模の戸建住宅や小規模の事務所・集合住宅などの新築・増築などをする場合は市への届出の対象になら

ないことが多く、建築主の方の好きな形態、色の建築物などを建てることができます。
そのため、これまで培われてきた住宅地の継承や、調和のとれたまちなみを維持していくことが難しくなる場合があります。

建築物等の色彩や形態など、都市景観（まちなみ）に関する基準（ルール）を定めることで、これまで培われてきた良好な景観が
形成されている住宅地の継承や、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。

①新千里南町2丁目地区（平成26年10月指定）★事例紹介
②永楽荘地区　　　　　（平成27年10月指定）
③新千里北住宅地区　  （平成28年10月指定）

　新千里南町２丁目地区は千里中央駅の南西に位置
し、昭和43年（1968年）に千里ニュータウンの一部と
して開発され、当時の分譲条件を踏襲した自治会申合
せに沿ってゆとりある良好な住環境を継承した、緑豊
かで閑静な戸建住宅地です。

将来に向けた新たなまちづくりルールを検討し、住民発意により平成25年（2013
年）3月に地区計画を定め、平成26年（2014年）10月に本市第1例目の都市景観
形成推進地区の指定を行いました。

06-6858-3143TEL:

景観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 景観形成係までお気軽にお問い合わせください。

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？ まちづくりルールや支援制度
についてより詳しく説明して
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。

千里中央駅

少路駅

豊中駅

服部天神駅

庄内駅

阪
急
宝
塚
線

北
大
阪
急
行

大阪モノレー
ル

豊中市役所

② ⑤

④

③

①

ご存知
ですか？

根拠法令 景観法　豊中市都市景観条例 住民のみなさん 豊中市

市内では、5地区が指定されています（令和2年3月末現在）

【事例紹介】新千里南町２丁目地区

素案作成・申出 ルールの運用

定めている項目

みなさんが住むまちのあり方・将来像を考え、どんなまちにしていきたいかを探り、
そのまちづくりに必要なルールをつくるための組織を作ります。

●出前講座　 　●まちづくり講座　 　
●コンサルタント派遣（相談業務派遣）

●コンサルタント派遣（計画業務派遣）　●活動費助成 ※上限あり　

使用できる支援制度

使用できる支援制度

使用できる支援制度 ●コンサルタント派遣（計画業務派遣）　●活動費助成 ※上限あり

1 まちづくりの発意、組織づくり

1で考えたまちの将来像をさらに具体的に考え、まちにふさわしいルール案を検討
していきます。

2 都市景観形成推進地区の素案の検討

2のルール案について、住民のみなさんに意向確認を行います。その結果、多数の
賛同が得られた項目について素案を作成し、市へ申し出を行います。

3 合意形成、都市景観形成推進地区の素案の決定・市へ申し出

3の申し出をもとに、市が都市景観形成推進地区指定に向けて手続きを進めます。
景観計画および条例への位置づけを行うことで、法的な拘束力が生まれます。
指定後は建築確認申請前に、ルールに合う内容であるかを市が必ず確認します。

4 法定手続き、景観計画の変更・条例改正

都市景観形成推進地区策定までのステップとさまざまな支援制度都市景観形成推進地区策定までのステップとさまざまな支援制度

都市景観形成推進地区で定めることができる項目
●敷地の最低面積　　　　　●建築物および工作物の形態、色　　　●建築物および工作物の高さ
●外壁の後退距離　　　　　●良好な景観形成に必要なルール 　など

【新千里南町２丁目地区の景観まちづくりは様々なところで注目されています！】
平成26年度（2014年度） 第30回大阪府まちづくり功労者賞受賞
平成28年度（2016年度） 第8回豊中市都市デザイン賞(活動部門)受賞

法的拘束力ができる

ある日突然、近所に奇抜な家ができる
可能性もあります。

「まちなみを守りたい」「こんなまちにしていきたい」
みなさんが住む“まち”の将来をつくるお手伝いを、豊中市が行っています。

申合せや協定などの住民同士の約束ではなく、市の景観計画に
定めることで、みんなが必ず守らなければならないルールになります。

統一感のあるまちなみができる
地区のみなさんがルールを守る

ことで、統一感のあるまちなみをつ
くることができます。

市が行為内容を確認する
市への届出が必要な行為を都市景観条例に定めることで、建築

確認申請の前に必ず市に届出をすることになります。

勧告・変更命令ができる
届出された内容がみなさんの定めたルールに合わない場合、

市から勧告や変更命令を行う対象になります。

●屋根、外壁・塀の色彩　　●外構の意匠　　●植栽

④新千里南住宅地区（平成28年10月指定）
⑤北緑丘１丁目地区（令和２年３月指定）

【上段】新千里南町２丁目のまちなみ
【下段左】バス通りの桜並木
【下段右】ニュータウン開発記念のリンゴの木

【とよなか百景】より
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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8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皆さんに、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。
今年度は千里東町公園（新千里東町・10月11日）、神崎

川（三国・10月18日）、千里中央地区の市街地景観（新千里
東町1～新千里西町1・10月25日）、大阪国際空港（螢池・
11月1日）の４か所を中心とした作品を展示し、354名の
方々にご鑑賞いただきました。

中学生・高校生が描いたイラストを掲載！

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）美術工芸部の生徒の
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・美術部の生徒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、参加者が見て・感じた景観の
スケッチを制作しました。
また、これらのスケッチ作品を通じて市民のみなさんに市内の景観ス

ポットをご紹介することで、豊中市のまちなみを再発見する機会や、世代
を超えてこどもから大人まで景観に親しみ、共感の輪を広げていただくこ
とを目的として、冊子を作成しました。ぜひ手に取って、描かれた景観スポッ
トを実際に訪れてみてください。

「とよなか百景」のうち、冊子「水と緑がつながる とよなか散歩道」沿いの二十景を巡り、
豊中の多彩な景観の魅力を感じながら、スマートフォンでスタンプを集めるモバイルスタ
ンプラリーを令和元年（2019年）９月4日から11月30日まで開催しました。
また、スマートフォンをお持ちでない方も参加していただけるよう、各スポットでパネルの

キーワードを集めてもらい、約3か月間で計566名の方にご参加いただきました。
対象スポット20か所をゲーム感覚で楽しみながら、豊中市のステキな景観をみなさんに

紹介することができました。
来年度も第2弾を予定していますので、ぜひご参加ください。

中学生が描いたイラストを掲載
『発見！とよなか景観スケッチブック 2019』

高校生が描いたイラスト等を掲載
『とよなか景観まちあるきブック 2019』

NPO法人 とよなか・歴史と文化の会
市の委託を受け、「原田しろあと館（原田城跡・旧羽室家住宅）」の保存と活用に取り組んでいます。
また、市内の遺跡や文化財のガイドを通じて「わがまち豊中」の再発見と魅力の発信を行い、
歴史と文化の側面からまちづくりに貢献されているボランティア団体です。

NPO法人 とよなか・歴史と文化の会へのお問合せ　TEL：06-6841-3725（ 土・日 12時～16時 ）

令和元年 (2019 年)7月6日（土）実施
【場所】市立第十四中学校区
【参加】市立第十四中学校 
　　　　美術工芸部

中 学 生 ま ち 歩 き

～まち歩きの様子～

景観
スポット

令和元年 (2019 年)6月8日（土）実施
【場所】服部天神駅周辺
【参加】大阪府立桜塚高等学校
　　　　美術授業選択生徒・美術部

高 校 生 ま ち 歩 き

～まち歩きの様子～

景観
スポット

服部天神駅

第十四中学校 永楽荘3丁目6番・7番通り

野畑図書館 野畑春日町遺跡説明板 千里川 野畑南公園

服部天神宮 服部住吉神社

西福寺 高川 天竺川

“とよなか百景モバイルスタンプラリー”を開催しました！

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。

桜井谷窯跡23号
かまあと

小野原豊中線のケヤキ並木ロマンチック街道 桜井谷窯跡19、24 号
かまあと

冊子は都市計画課窓口（市役所第二庁舎 4 階）で配布しています。
※冊子は数に限りがございます

▶▶▶

▶▶▶

▶▶▶

春日大社南郷目代今西氏屋敷▶▶▶

▶▶▶

▶▶▶

身近なまちの景観について積極的に学び、楽しんでいただきました。みなさんご参加、ありがとうございました！

目安 目安 目安

【講師】米田 整弘さん （二科会会員）

『発見！とよなか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』を作成しました

スマホがなくても参加できるのが良かった。

地元の良さを知る良い機会となり、さらに
運動もできて来年もあればぜひ参加したい。

普段から知っている場所でも
探索感があって楽しかった。

記念品が可愛かった。 初めて行く場所がほとんどで、
いろんな発見があり、運動も
できました。

“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

スケッチブック等は
市ホームページでも
ご覧いただけます。

スケッチ展の様子

スケッチ講座の様子

楽しく巡ろう！豊中の景観スポット

市ホームページ
でもご覧いただけ
ます。

市ホームページ
でもご覧いただけ
ます。
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住んでるまちがもっと楽しくなる♪

南桜塚小学校地域子ども教室（2015年度）
中豊島小学校地域子ども教室（2016年度）
上野小学校地域子ども教室（2017年度）

実際に「お店のあるまち」と「家のある
まち」の2つのまちを歩いて、「色」につい
て調べます。見つけた色は学習帳の色
チェックシートを使って調べたものの名
前と見つけた色を線で結びます。

見つけてきた色を使って「にぎやかで
行ってみたいまちなみ」と「静かで住んでみ
たいまちなみ」の2つを色えんぴつで付録
（紙製の家とお店の模型）に色を塗っていき、
それぞれのまちに調和する色を学びます。

小学校
３・４年生
対象

申込み・問合せ

豊中市役所
都市計画課　景観形成係
TEL：06-6858-3143
景観学習の内容など
はこちらからもご覧
いただけます ▶

子どもたちの発表

“とよなか景観学習”を希望される市内の小学校・地域子ども教室を募集しています。
学習帳などもございますので、お気軽に問合せ下さい。

まちなみに合う色を学んで、自分たちでまちなみを作ってみよう！

「とよなか・景観学習帳」の内容

目に見える景色、風景のことです。山
や川、池などの自然の眺めだけでなく、
人がつくった家やビル、道の眺めも「景
観」です。身近な例を使って「景観」とい
う言葉を知ってもらいます。

「景観」ってなんだろう？

まちの中で「合う色」「合わない色」
を学ぶために、クイズ形式で「色」につ
いて紹介します。こどもたちもクイズに
答えながら、場所や使い方で色がさま
ざまな役割をはたすことを学びます。

まちなみの「色」を学ぶ

まちの「色」を見つけよう みんなで2つのまちなみを
つくってみよう

　豊中市では、平成27年度（2015年度）より、子どもたちを対象に、楽しく景観について知ったり、学んだ
り、遊んだりしながら身近な景観について学ぶ“とよなか景観学習”を実施しています。
　今年度は12月7日（土）に原田小学校にて、とよなか景観学習「色いろいろみ～つけた！」を開催しました
ので、その様子をご紹介します。
　今回の“とよなか景観学習”では、原田小学校わくわく土曜広場の小学１年生から小学５年生の子どもた
ちと「とよなか・景観学習帳」を使って、「景観」「色」「まちなみ」について学びました。

“とよなか景観学習”を原田小学校で実施しました

「景観学習」の様子

クイズに答えながら
色は「景観」におい
てとても大切なこと
を知ってもらいます。

まちで調べたことを参考にしながら、
自分たちでまちなみを作ります。

実際にまちの中を歩き、見つけた色
をチェックシートに書き込みます。

・見たなかで好きな色を塗りました。
・お店は目立つきれいな色を選びました。
・屋根と壁の色が合うように塗りました。
  など

スライドを使って「景観」
という言葉があること
を知ってもらいます。

編集・発行：豊 中 市 都 市 計 画 推 進 部 住　所：〒561-8501 大阪府豊中市中桜塚３-１-１
電　話：（０６）６８５８-３１４３
発　行：令和 2年（2020年）３月

都市計画課  景観形成係 豊中市

●過去の実施団体●
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