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「都市づくりの方針」の内容を 7 つの地域区分ごとに索引図として示します。 

（１）北部地域 

北部地域は、中央部に千里川が縦断する丘陵地に形成された市街地で

あり、緑丘・宮山町・永楽荘周辺は低層戸建住宅を中心とした良好な住宅

地が形成されています。千里川沿いには既存集落や農地が点在するほか、

土地区画整理事業などによる計画的な市街地が整備されています。少路

箕面線沿道や土地区画整理事業による新たな市街地が形成された少路駅

周辺では、商業施設や生活利便施設の集積が進むとともに、柴原駅周辺は

市立豊中病院や大阪大学が立地しています。また、ヒメボタルの生息地や

春日神社風致保安林などの良好な自然環境が残された地域です。 

 

  

[自然環境の保全と活用] 

ヒメボタルが生息する自然環境の保全と活用 

[地域拠点] 

大学・医療・福祉施設が立地する

特性を活かした地域拠点の形成 

[地域拠点] 

日常生活の利便性が高い

地域拠点の形成 
[自然環境の保全と活用] 

春日神社風致保安林の保全と活用 

[自然環境の保全と活用] 

大阪大学の樹林地の保全と活用 

◆凡例（各地域共通） 

● 地域別索引図 
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北東部地域は、千里ニュータウンと上新田地区で構成されています。

千里ニュータウンはわが国初の本格的なニュータウンとして整備さ

れ、戸建住宅や共同住宅、商業施設が計画的に配置されたまちなみが

形成されており、その中心に位置する千里中央地区は北部大阪の都市

拠点として多様な都市機能が集積しています。上新田地区は既存集落

が残るほか、土地区画整理事業による計画的な市街地の整備が進んで

います。また、周辺の千里緑地をはじめ、公園内の樹林、竹林、池な

ど豊かな自然環境に恵まれた地域です。 

 

  

[自然環境の保全と活用] 

千里緑地・島熊山緑地の保全と活用 

[交通結節機能の強化] 

駅前広場の再整備 

[既成市街地の再整備] 

新千里東町近隣センターの 

市街地再開発事業 

[既成市街地の再整備] 

近隣センターの活性化、公的住宅建替えに

あわせた地域に必要な機能の導入 

[公共交通網の充実] 

北大阪急行延伸に伴うバス路線網の再編

[北部大阪都市拠点] 

北部大阪の中心的な都市拠点の形成 

[千里中央地区の拠点性を活かしたまちづくり] 

商業施設の更新、都市機能の充実、高次都市機能の

集積、エリアマネジメントの推進 

（２）北東部地域 
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中北部地域は、千里緑地の西の台地および丘陵地の上に形成された

市街地で、郊外住宅地として開発され、風致地区に指定されている東

豊中地区、屋敷町の玉井町・末広町などの整然とした住宅地、東豊中

第一団地などの大規模な公的住宅があり、豊中駅周辺は商業・業務施

設が集積しています。また、千里川、兎川が流れ、三ツ池をはじめと

する多くのため池や、水辺のみどりなどの自然環境がみられます。 

  

[公園・緑地の整備] 

高校野球発祥の地記念公園の活用 

[都市拠点] 

商業・業務の中心地としてにぎわい

と魅力ある都市拠点の形成 

[地域拠点] 

空港近接の立地特性を活かした

にぎわいのある地域拠点の形成 

[豊中中心軸を活かしたまちづくり] 

就航都市との交流事業などによる地域の活性化

[公園・緑地の整備] 

二ノ切温水プールの建替え 

[都市活動を支える道路ネットワークの形成]

豊中岸部線の整備 

[市民による緑化] 

風致地区による自然的景観の維持 

[豊中中心軸を活かしたまちづくり] 

地域資源の有効利用などによる都市機能の充実

市民主体のまちづくりの推進 

[自然環境の保全と活用] 

どんぐり山の保全と活用 

[地域拠点] 

日常生活の利便性が高い

地域拠点の形成 

[自然環境の保全と活用] 

刀根山病院の樹林地の保全 

[地域拠点] 

大学・医療・福祉施設が立地する

特性を活かした地域拠点の形成 

（３）中北部地域 
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中部地域は、ほぼ平坦な台地に早くから開けた地域であり、阪急宝塚

線沿いには、郊外住宅地として開発された桜塚、岡町北・南地区などの

良好な住宅地があります。岡町駅周辺は市役所などのさまざまな公共施

設が集積しており、曽根駅周辺や服部天神駅周辺は文化芸術センターや

豊島公園のほか、多くの文化・スポーツ施設が集積しています。また、

国指定史跡の桜塚古墳群や原田城跡建物、能勢街道、原田神社、萩の寺、

服部天神宮などの歴史資源が多く残されている地域です。 

 

  

[公園・緑地の整備] 

豊島公園野球場の整備に向けた検討 

[都市拠点] 

公共サービスの中心地として

利便性の高い都市拠点の形成 

[都市活動を支える道路ネットワークの形成] 

鉄道と交差する東西方向の道路の安全で快適

な交通環境の実現に向けた検討 

[豊中中心軸を活かしたまちづくり]

地域資源を活かした都市機能の充実

市民主体のまちづくりの推進 

[都市活動を支える道路ネットワークの形成]

豊中岸部線の整備 

[公共交通網の充実] 

東西方向の鉄道駅間の 

公共交通網の検討 

[都市拠点] 

文化・スポーツの中心地として

魅力ある都市拠点の形成 

[豊中中心軸を活かしたまちづくり] 

福祉会館などの建替え 

市民主体のまちづくりの推進 

[公園・緑地の整備] 

ふれあい緑地の活用 

[地域拠点] 

日常生活の利便性が高い地域拠点の形成

（４）中部地域 

[豊中中心軸を活かしたまちづくり] 

駅前広場の整備の検討 



 

18 

 

 
 

西部地域は、大阪国際空港や名神高速道路、阪神高速大阪池田線、大

阪南池田線などの広域幹線道路が通り、広域的な交通条件に恵まれた

地域となっており、既存集落が点在するなか、流通業務施設や製造業な

どの事業所が集積した市街地が形成されています。蛍池駅周辺は大阪

モノレールと阪急宝塚線との交通結節点として、商業地が形成されて

います。また、点在する農地や大阪国際空港周辺緑地などが地域の憩い

やうるおいの場となっています。 

 

  

[広域連携都市拠点] 

広域的な交流・交通の都市拠点

としての機能充実 

[都市活動を支える道路ネットワークの形成]

利倉橋の架替え 

[大阪国際空港を活かしたまちづくり] 

就航都市との相互交流による連携強化 

移転補償跡地を活用した企業立地の促進 

[働く場をつくるまちづくり] 

住工混在の防止に向けた取組み 

企業の立地に対する支援 

[公共交通網の充実] 

利用者ニーズを踏まえた公共交通網の検討

東西方向の鉄道駅間の公共交通網の検討 

[地域拠点] 

大阪国際空港と直結する立地特性を活

かしたにぎわいのある地域拠点の形成 

[豊中中心軸を活かしたまちづくり] 

就航都市との交流事業などによる地域の活性化

[公園・緑地の整備] 

ふれあい緑地の活用 

（５）西部地域 
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東部地域は、天竺川と高川が流れ、服部緑地の樹林地などの自然豊か

な環境と、既存集落や農地が残るなかに、新しい住宅地があります。寺

内・東寺内町は土地区画整理事業により都市基盤が整備されたなかに、

中高層のマンションが整然と建ち並ぶ住宅地となっており、服部緑地

への東の玄関口となる緑地公園駅周辺は商業地が形成されています。

また、東泉丘・西泉丘・旭丘周辺は、都市基盤の整備とともに、共同住

宅を中心とした市街地が形成されています。 

 

  

[公共交通網の充実] 

東西方向の鉄道駅間の

公共交通網の検討 

[自然環境の保全と活用] 

服部緑地の保全と活用 

[市民による緑化] 

風致地区による自然的景観の維持

[公園・緑地の整備] 

服部緑地の整備 

（６）東部地域 

[地域拠点] 

日常生活の利便性が高い

地域拠点の形成 
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南部地域は、大阪市に隣接した地域特性から、高度経済成長期に都市

基盤が未整備のまま、小規模な戸建住宅などが建ち並ぶ市街地や、庄内

駅周辺はにぎわいのある商業・業務地が形成されており、神崎刀根山

線・三国塚口線周辺などでは工場と住宅の混在がみられます。野田町は

土地区画整理事業により新たな市街地が整備されています。また、大阪

音楽大学などの立地による文化的な環境が形成されています。 

 

 

 

[延焼の拡大を防ぐ市街地の形成] 

防災街区整備地区計画による不燃化と木造住宅

などの除却・建替え促進による防災性向上 

[南部地域の魅力を高めるまちづくり] 

（仮称）南部コラボセンターの整備と既存施設の再編 

小中一貫校による学校再編と学校敷地の有効活用 

[交通結節機能の強化] 

駅周辺のまちづくりにあわせた

交通結節機能の強化 

[都市活動を支える道路ネットワーク

の形成] 

三国塚口線・神崎刀根山線・穂積菰

江線の整備 

[都市拠点] 

商業・業務の中心地として活力

ある都市拠点の形成 

[公園・緑地の整備] 

庄内温水プール跡地の整備 

[働く場をつくるまちづくり] 

企業立地に対する支援などによる安定した操業環境の形成

[公共交通網の充実] 

利用者ニーズを踏まえた公共交通網の検討 

[既成市街地の再整備] 

安全で快適な住環境整備、住工共生のまちづくりの推進 

[既成市街地の再整備] 

市道大島町第 3 号線、32 号線

などの拡幅整備 

[魅力あふれる道路空間の形成] 

庄内駅から大阪音楽大学に至る道路の景観整備

[市民による緑化] 

みどりの保全や緑化活動を重点的に推進 

（７）南部地域 
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