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 計画策定にあたって 

第 1 章では、都市計画マスタープランの策定にあたり、目的、計画の位置づけ、構成などにつ

いて整理します。 

 

  都市計画マスタープランについて  

１-１-１ 策定の目的 

八尾市都市計画マスタープランでは、将来の八尾市がめざす都市の姿や、都市計画決定・変

更など都市計画に関する基本的な方針を示しています。 

これらを市民や事業者など多様な主体と行政が共有し、合意形成を図りながら、めざす都市の

姿に向かって計画的・広域的・総合的な観点からまちづくりを進めていくとともに、大都市近郊の

利便性と歴史文化・自然の豊かさなどが両立する地域特性や、ものづくりのまち八尾の強みを活

かすことで、人口減少傾向を抑制し、活力ある持続可能なまちづくりを進めて行くことを目的とし

ます。 

 

１-１-２ 都市計画マスタープランの改定の経緯 

八尾市では、平成 13（2001）年 3 月に「八尾市都市計画マスタープラン まちづくりアクション 1

～」を策定し、市民が主役のまちづくりを進めていくためのファーストステップとして、計画的かつ

総合的なまちづくりを進めてまいりました。 

その後、10 年が経過し、八尾市第 5 次総合計画との整合や社会情勢の変化などに対応した

まちづくりを進めるため、平成 23（2011）年 3 月に全面改定を行い、そして平成 29（2017）年 3 月

には、中間見直しを行い、本市の都市計画事業を着実に進めてまいりました。 

今回は、平成 23（2011）年 3 月に行った全面改定から 10 年が経過し、八尾市第 6 次総合計

画の策定や大阪府東部大阪都市計画区域マスタープランの改定が行われたことから、それらの

上位関連計画等と整合を図りながら、社会情勢の変化など、前計画策定からの変化に対応しな

がら八尾市都市計画マスタープランを改定します。 

 

１-１-３ 前計画策定からの変化 

① 社会情勢の変化 

八尾市の人口は減少を続け、高齢化率は、27.4％（平成 27（2015）年国勢調査）となるなど本

格的な少子高齢社会を迎えています。 

また、グローバル化の進展、増加する大雨などによる自然災害、感染症による生活様式の変

化、集中する都市基盤施設の更新、低未利用地の利活用など、社会情勢の大きな変化に伴い、

様々な困難に直面しています。 

こうした社会情勢の変化に対して、多種多様化する市民の価値観やニーズ、そして持続可能

な世界を実現するための国際社会全体の開発目標（SDGs※）の理念などを念頭に置きながら、

対応を図る必要があります。 

  
※SDGs：SDGs（Sustainable Development Goals：持続可能な開発目標）は、「誰一人取り残さない（leave no one behind）」持続可

能でよりよい社会の実現をめざす世界共通の目標で、平成 27（2015）年の国連サミットにおいて全ての加盟国が合意し

た「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ（行動計画）」の中で掲げられ、令和 12（2030）年を達成年限とし、17

のゴールと 169 のターゲットから構成されている。（詳細は、P11 のコラム「SDGs（持続可能な開発目標）について」

を参照） 
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② 都市計画関連制度等の変化 

都市計画の分野では、平成 24（2012）年 9 月に国の都市計画制度小委員会において、将来

の人口減少・超高齢化に対応した都市計画の方向性として、持続可能な社会の実現の必要性

や、「集約型都市構造化」・「都市と緑・農の共生」・「民間活力の重視」の 3 つの基本的な考え方

などが示されました。 

「集約型都市構造化」の具体的な措置として、平成 26（2014）年 8 月には「都市再生特別措置

法」が改正され、「コンパクトなまちづくり」と「公共交通によるネットワーク」の連携、いわゆる「コン

パクトプラスネットワーク」の考えを進めるため、立地適正化計画制度も創設されました。 

「都市と緑・農の共生」として、都市における緑地は、良好な都市環境や都市における健康で

文化的な生活の基礎とされるため、都市緑地法では、緑地の保全や緑化の推進を図る制度が設

けられています。一方都市農地に関する考えについて、平成 28（2016）年に都市農業振興基本

計画で、「宅地化されるべきもの」から「都市の中にあるべきもの」として、大きく位置づけを変え、

平成 29（2017）年には、都市緑地法において、農地が「緑地」として定義されたことで、都市部に

おける農地は、貴重な緑地として明確に位置づけられました。 

「民間活力の重視」として、公共サービスに民間の資金や技術、ノウハウを取り入れること（PPP

※）や、公的不動産施設を民間が有効に活用して整備すること（PRE※）などを取り入れやすくする

都市計画制度の運用をめざす考えを示しました。 

また、その他として、平成 25（2013）年 12 月に頻発する自然災害などに対応すべく、国土強靭

化基本法が制定され、国土の脆弱性の是正、大規模災害の未然防止、国家社会機能の代替性

の確保などが進められています。 

 

③ 都市づくりの変化 

八尾市の変化としては、平成 30（2018）年 4 月に中核市※に移行し、景観行政団体になるなど、

様々な権限が国や大阪府より委譲されました。 

また、これまで八尾市の最上位計画であり、八尾市都市計画マスタープランの上位計画でもあ

る八尾市第 6 次総合計画の策定や、立地適正化計画、景観計画、住宅マスタープランなど、

様々な分野の個別計画が策定されています。 

さらに、もうひとつの上位計画である都市計画区域マスタープランも、大阪府により令和 2

（2020）年 10 月に改定されました。 

これらの計画に基づき、土地利用の方針を定め、効率的・効果的に都市基盤施設の整備を行

い、環境や景観形成に配慮した質の高い都市づくりを行うことで、中心市街地の「成熟」を図り、

庁内連携や横断的な視点、そして広域連携などにより、「八尾の成長」を図る必要があります。 

 

 

※PPP：正式名称は、Public Private Partnership で公共サービス分野での民間パートナーシップによる公共サービスの民間開放

のこと。 

※PRE：国土交通省においては、地方公共団体が所有する不動産（公的不動産）を PRE（Public Real Estate）と表現している。 

※中核市：人口 20 万人以上の要件を満たす政令指定都市以外の規模や能力などが比較的大きな都市の事務権限を強化し、できる

限り住民の身近なところで行政を行なうことができるようにした都市制度のこと。 
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※ 都市計画法第 18 条の 2（市町村の都市計画に関する基本的な方針）： 

  市町村は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想並びに都市計画区域の整備、開発及び保全の方

針に即し、当該市町村の都市計画に関する基本的な方針（以下この条において「基本方針」という。）を定めるとする。 

２ 市町村は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、公聴会の開催等住民の意見を反映させるために必要な措置を講

ずるものとする。 

３ 市町村は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県知事に通知しなければならない。 

４ 市町村が定める都市計画は、基本方針に即したものでなければならない。 

※ 個別都市計画については、P25、43 のコラム「個別都市計画について」を参照。 

 

 

 

 都市計画マスタープランの位置づけ  

１-２-１ 都市計画法での位置づけ 

都市計画マスタープランは、都市計画法第 18 条の 2※に規定された「市町村の都市計画に関

する基本的な方針」のことで、市町村自らが定める都市計画の方針です。 

 

１-２-２ 各種計画との関連 

八尾市都市計画マスタープランは、東部大阪都市計画区域マスタープラン及び八尾市第 6 次

総合計画を上位計画とし、各分野の計画や個別都市計画は、以下のように位置づけられていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

八尾市 
都市計画 

マスタープラン 
（市町村の都市計画に関する 

基本的な方針） 

八尾市 

立地適正化計画 

【各分野の計画】 

・八尾市地域公共交通計画 

・八尾市みどりの基本計画 

・八尾市都市景観形成基本計画 

・八尾市交通バリアフリー基本構想 

・八尾市国土強靭化地域計画 

・八尾市地域防災計画 

・八尾市住宅マスタープラン 

・八尾市環境総合計画 

・八尾市都市農業振興基本計画 
等 

八尾市第 6次総合計画 

即する 

即する 

東部大阪都市計画区域 

マスタープラン 

整合 

用途地域 都市施設 
（道路・公園他） 

高度 

利用地区 
地区計画 

【個別都市計画※】 

【上位計画】 

等 

生産緑地 

地区 
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・人口推計について：平成 30（2018）年 9 月末現在の八尾市住民基本台帳による男女別・年齢別人口を基準人口とし、令和元（2019）

年度に推計を行ったもの。 

※推計人口：本市の近年の人口動態の状況をもとに将来人口を推計したもの。 

※想定人口：本市の近年の社会動態のうち、20 代及び 30 代の社会動態がゼロと仮定し、かつ合計特殊出生率が令和 12（2030）年

で 1.8 と仮定したもの。 

 

１-２-３ 目標年次（計画期間） 

八尾市都市計画マスタープランは、八尾市第 6 次総合計画を踏まえ計画期間を 8 か年（令和

3（2021）年度から令和 10（2028）年度）とし、目標年次を令和 10（2028）年度とします。 

なお、八尾市を取り巻く社会の状況が大きく変わるなど、必要に応じて適宜見直しを図ります。 

 

１-２-４ 将来の人口動向 

令和 3（2021）年度から 8 か年を計画期間とする八尾市第 6 次総合計画の「推計人口※」につ

いては、令和 10（2028）年において、約 244,000 人程度にまで人口が減少していくと見込まれま

す。 

今後も人口減少が続くことが不可避ですが、様々な施策によって人口減少幅を抑えることによ

り、「想定人口※」については、令和 10（2028）年度において、約 254,000 人としております。 

 

■八尾市第 6次総合計画における推計人口と想定人口 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：八尾市第 6 次総合計画 
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１-２-５ 八尾市都市計画マスタープランの構成 

八尾市都市計画マスタープランは 5 つの章で構成されています。 

第 1 章では、計画策定にあたっての計画の位置づけや目的などを整理し、第 2 章では、八尾

市の現況を調査し、分析を通して「まちづくりの視点」をまとめています。 

第 3 章では、将来のまちづくりの理念・コンセプトを「めざす都市の姿」とし、その実現を図るた

めの具体的なまちのあり方を「めざす都市構造」として示すなど、全体構想を定め、そして第 4 章

では、用途地域界や土地利用の状況などを考慮して市域を 4 つに区分し、分野別整備方針に

ある関連事業の位置を示しています。 

最後に第 5 章では、全体構想で示したまちづくりを実現していくため「今後の取り組み方針」な

どを示しています。 

 

■八尾市都市計画マスタープランの構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

５．今後の取り組み方針 

3-1．めざす都市の姿 

3-2．めざす都市構造 

3-3．基本方針と将来ビジョン 

3-4．分野別整備方針 

 

４．地域別整備方針図 

5-1．推進の方針 

5-2．八尾市都市計画マスタープランの見直し 

３．全体構想 

２．都市の現況とまちづくりの視点 

2-1．八尾市の現況分析 

2-2．まちづくりの視点 

1-1．都市計画マスタープランについて 

1-2．都市計画マスタープランの位置づけ 

１．計画策定にあたって 

中部エリア 

西部エリア（大阪中央環状線沿道） 

南部エリア（八尾空港周辺） 

東部エリア 
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P6 の１-１-３前計画策定からの変化 ①社会情勢の変化の中で、取り上げられた「SDGs（持続可

能な開発目標）」について紹介いたします。 

 

SDGsとは 

SDGs とは、Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）の略称で、「誰一人取り

残さない（leave no one behind）」持続可能でよりよい社会の実現をめざす世界共通の目標で

す。平成 27（2015）年の国連サミットにおいて全ての加盟国が合意した「持続可能な開発の

ための 2030 アジェンダ（行動計画）」の中で掲げられました。令和 12（2030）年を達成年限

とし、17 のゴールと 169 のターゲットから構成されています。 

 

SDGsの構造 

17 のゴールは、①貧困や飢餓、教育など未だに解決を見ない社会面の開発アジェンダ、②

エネルギーや資源の有効活用、働き方の改善、不平等の解消などすべての国が持続可能な形

で経済成長をめざす経済アジェンダ、そして③地球環境や気候変動など地球規模で取り組む

べき環境アジェンダといった世界が直面する課題を網羅的に示しています。SDGs は、これら

社会、経済、環境の 3 側面から捉えることのできる 17 のゴールを、統合的に解決しながら 

持続可能なよりよい未来を築くことを目標としています。 

 

■SDGｓの 17のゴール（持続可能な開発目標） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コラム 【SDGs（持続可能な開発目標）について】 


