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第１回八尾市都市計画審議会  

日時：平成２９年１１月７日（火） 

 

○事務局   定刻となりましたので、ただ今より、平成 29 年度第１回八尾市都市

計画審議会を開催させていただきます。  

本日は、お忙しい中ご出席賜り、厚く御礼申し上げます。私は、司会をさせていた

だきます、事務局の安達でございます。よろしくお願いいたします。  

それでは、はじめに資料を確認させていただきたいと思います。まず、先日お送り

しました資料が「名簿」、「次第」、「議案書」、「議事参考資料」、「協議事項」、「協議事

項参考資料」、「報告事項」です。そのうち「報告事項」４ページ目の八尾市立地適正

化計画において図中の凡例に一部修正がございますので、修正部分につきまして机上

に配布させていただいております。  

誠に申し訳ございませんでした。  

また、追加資料としまして、「協議事項  八尾市景観計画について」の参考資料を

机上に配布しております。  

お手元にございますでしょうか。ご確認よろしくお願いします。みなさま大丈夫で

しょうか。 

それでは、議事に入ります前に、今回新たに委員になられた方をご紹介させてい

ただきます。大変恐縮ですが、お名前を読み上げましたら、その席にて一度ご起立い

ただき、その後、ご着席いただきますよう、ご協力のほど、よろしくお願いいたしま

す。 

市議会議長の竹田委員でございます。  

〇竹田委員    竹田です。よろしくお願いいたします。  

〇事務局   大野委員でございます。  

〇大野委員   大野です。よろしくお願いいたします。  
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〇事務局   永田委員でございます。  

〇永田委員   永田でございます。よろしくお願いいたします。  

〇事務局   藤井委員でございます。  

〇藤井委員   よろしくお願いします。  

〇事務局   どうもありがとうございました。  

今回変更のない委員の方につきましてはご紹介を割愛させていただきます。  

続きまして、田中市長よりご挨拶を申し上げます。  

○市長   皆さん、こんにちは。平成 29 年度第１回八尾市都市計画審議会を開催

いただきまして、誠にありがとうございます。いよいよ来年の４月から八尾市は中核

市に移行させていただきます。そんな関係をもちまして、後で協議事項、あるいは報

告事項がございますが、その中で景観計画について、しっかりとやってまいりたいと

このように考えております。 

また、最近の状況ではございますが、曙川南土地区画整理事業につきましては順調

に推移いたしております。ただ、その中で今年２月には弓削の道鏡、由義宮が出てま

いりました。国の指定を取りながら、できたら史跡公園等々にやっていけるように努

力をしてまいりたいとこのように考えているところでございます。  

さらに近鉄・山本駅周辺につきましては副次核という位置づけをしておりますので、

以前から近鉄とも協議をしてまいりましたが、周辺のターミナルの整備、あるいは玉

串川の沿道整備を兼ね備えた全体的な計画の中で、まず第一弾は踏切の工事からして

いかなければならないと思っていますが、市民の安全対策を含めて、しっかりとやっ

ていきたいとこのように思っています。 

また、おおさか東線につきましては、先日視察も行かせていただきました、そうと

う高架橋はほぼ出来上がっておりますし、一部、駅舎あるいは路線、鉄道機能が入っ

てきております。平成 31 年３月には新大阪まで開通とこういうことで、順調に推移

していると思っていますし、新大阪の部分では一番新幹線に近い側のレーンがつきま
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すので、非常に市民の皆さん方にとっては便利のいい、ワンストップといったら怒ら

れますが、ＪＲの久宝寺から乗っていただければ新大阪まで直通で着くということに

なろうかと思いますし、協議はまだですが、大阪市ともしっかりと協議をしながら、

梅田の北ヤードの地下までしっかり入れていけるように努力をしていきたいとこのよ

うに思っています。 

また、飛行場の西側用地につきましては、例の森友・加計問題でですね、所管がま

ったく、航空局、近畿財務局とこういうこともございまして、協議は進めております

し、方向性が変わることはないというふうに思いますが、国のほうが鑑定を入れなが

ら金額等々についてしっかりと説明責任が果たせるようにしたいと、こういうお話で

ございました。若干時期は遅れるにしても、しっかりと八尾の都市計画の中の大きな

位置づけとして開発ができるよう、推進をしてまいりたいと、このように考えており

ます。 

道路分野では、都市計画道路「八尾富田林線」につきましては、事業認可等々につ

いて申請をさせていただいておりまして、大阪府決定につきましては今年度中、来年

３月までには決定をいただけるものと確信をいたしておりますし、また、他の道路計

画につきましては、中部防災危機拠点にしっかりとつなげるよう、そして、さらには

ＪＲ八尾駅、そして、 25 号線を結ぶ道路につきましても、災害時、あるいは火災時

の対応で、しっかりと道路を整備していかなければ、地域の安心・安全は守れないと、

このように考えています。 

さらには大阪モノレール線、これにつきましては、流動までが決まっておりますが、

平成 31 年事業着手とこういうことになっております。事業着手なので、相当、東大

阪まで来るのは時間がかかろうかというふうに思いますが、そんな中でも、堺市と連

携をとりながら、さらなる南進について要望をしてまいりたいと、このように思って

います。 

また、都市計画と直接のかかわりはございませんが、非常に大きなかかわりがござ
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いますのはやはり空き家対策ということでございまして、今、空き家対策協議会等々

をつくり、空き家対策条例の見直しも含めて検討を進めているところでございます。

しっかりと八尾における空き家対策をやっていきたいと考えておりますので、どうか、

また、お力をお貸しいただければとこのように考えているところでございます。  

課題は山積しておりますが、一つ一つ積み上げながら、八尾のまちづくり、そして

また、都市計画 100 年の体系、八尾の将来図をしっかりとつくりながら推進できれば

と考えておりますので、皆さん方の忌憚のないご意見をいただきますよう、よろしく

お願い申し上げて、ご挨拶とさせていただきたいと思います。どうかよろしくお願い

します。 

ありがとうございます。 

○事務局   どうもありがとうございました。  

今回付議させていただきます案件は、八尾市の決定案件であります、議案第 92 号

東部大阪都市計画生産緑地地区の変更についての１件でございます。他に、協議事項

として意見を求める案件として、八尾市景観計画についての１件、また、報告事項と

して、都市緑地法等の一部改正について、及び八尾市立地適正化計画についての２件

でございます。この後、事務局から説明させていただきますので、よろしくお願いい

たします。 

なお、本日の出席者は 18 名で、八尾市都市計画審議会条例第６条第２項の規定に

あります委員の２分の１以上の出席をいただいておりますので、定足数を満たしてお

りますことをご報告いたします。  

それでは、本日の議事進行について、会長にお願いしたいと思います。会長よろし

くお願いいたします。 

○会長   それでは、これより議事進行をさせていただきます。  

審議に入る前に、八尾市都市計画審議会運営規程第９条に基づき、私の方から今回

の議事録に署名いただく方を指名いたしたいと思います。今回は、神丸委員様と玉田
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委員様に議事録の署名をお願いいたします。 

それでは、議案第 92 号「東部大阪都市計画生産緑地地区の変更」について事務局

よりご説明を願います。 

○事務局   都市政策課の新宅と申します。それでは、議案第 92 号「東部大阪都

市計画生産緑地地区の変更」について、お手元の議案書１～４ページ、参考資料１～

22 ページについて説明させていただきます。失礼して座って説明させていただきま

す。今回の説明の内容ですが、順に「１．生産緑地とは」「２．今回の変更について」

「３．スケジュールについて」ご説明いたします。  

まず、生産緑地とは、市街化区域内に指定される農地等で、農林漁業との調整を図

りつつ、良好な都市環境の形成に資することを目的とされており、現況は農地、一団

地 500 ㎡以上と一定の条件に該当するものを指定します。本市においては、平成４年

の法改正に伴い生産緑地を指定しております。  

そこで、この生産緑地について、でございますが、生産緑地地区内では農地として

の管理が義務づけられ、住宅・事務所等の建築、そのための宅地造成などはできない

こととなっております。ただし、農業等を継続して営むために必要不可欠なもの、ま

た、生産緑地の保全に著しい支障を及ぼす恐れがなく、かつ農業等の安定的な継続に

資するもの及び公共施設等の設置については除外されています。  

しかし、この生産緑地地区内での行為の制限は、公共施設の設置や所有者からの生

産緑地の買取申出により解除される場合がございます。この買取申出は、生産緑地の

都市計画決定の日から 30 年経過した場合や主たる農業従事者の死亡、または故障に

よって農地としての管理が不可能となった場合、行政に時価で買い取るべき旨を申し

出ることができる制度でございます。  

そして、この買取申出は、申し出があった日より、本市や大阪国道事務所等に対し

て買取希望の有無の照会の後、他の農業従事者への斡旋期間があり、３カ月以内に買

取希望がない場合には、その時点で制限解除となり、都市計画の変更手続きへと進む
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こととなります。 

本来であれば、申請を受ければ、その都度、都市計画審議会を開催し、ご審議して

いただくところではございますが、年間 30 件程度の受付があり、審議会の回数が増

えることにより、事務量の増加及び出席していただく委員の皆様の負担も過大となる

ことから、生産緑地地区の審議については年１回とさせていただいております。  

ここで、都市計画決定事項である生産緑地地区の変更について、でございますが、

地区の追加、地区の廃止、そして、それらに伴う区域変更の３つがございます。１の

地区の追加でございますが、新たに生産緑地地区として指定を行う場合に生じます。

生産緑地として指定を行う条件としましては、１点目、現況が農地、２点目は公害の

防止、農林漁業と調和した都市環境の保全等の効用、公共施設等の用地に適している。

３点目は同一地権者で一団地 500 ㎡以上、そして用排水路等の営農継続可能条件を満

たすことでございます。 

次に、２の地区の廃止ですが、公共施設の設置や主たる農業従事者の死亡、または

故障により、営農が困難になった場合に、先ほど説明いたしました買取申出により生

じます。そして、３の区域変更については、先ほどご説明しました、新たに生産緑地

地区の指定を行う場合、公共施設の設置、買取申出により生じます。  

それでは、生産緑地地区の追加・廃止・区域変更について、今回変更を付議してお

ります区域の中から一部の区域を用いて説明させていただきます。まずは追加につい

て説明させていただきます。  

こちらは、参考資料９ページ詳細図７の今回変更を付議しております東山本町第

10 でございます。こちらの画面左側が変更前、右側は変更後でございます。お手元

の参考資料につきましては変更後のみの記載となっています。また、図中の黒塗りの

地区については、凡例にございますとおり、この地区全体が現在の都市計画決定済地

区ということを表しております。左右両画面の赤丸で囲まれた地区については、同じ

地区を示しておりますが、右側の緑の水玉で表された部分が追加となり、東山本新町
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第 10 は追加指定されたことを表します。  

続きまして、地区の廃止について説明させていただきます。こちらは参考資料６ペ

ージ詳細図４の楠根町第９でございます。こちらの画面の左側は変更前の図面で、赤

丸で囲まれた黒塗り地区は現在すでに都市計画決定している地区、楠根町第９でござ

います。そして図面の右側、図面の赤丸の中の緑の縦縞はこの地区の廃止を表します

ので、楠根町第９は既存の生産緑地より廃止となります。  

次に、区域変更について説明させていただきます。こちらは参考資料 16 ページ詳

細図 14 の沼第 11 でございます。こちらの画面の左側は変更前の図面で、赤丸で囲ま

れた黒塗り地区は現在すでに都市計画決定している地区、沼第 11 でございます。そ

して画面右側図面の赤丸の中の緑の縦縞がこの地区の廃止を表しますので、沼第 11

においては既存の生産緑地より一部廃止となるため区域変更となります。  

次に、今回の変更についてでございますが、今回の変更対象である 34 地区、全地

区ごとの変更理由、並びに地区面積を表示した一覧表を参考資料１ページの新旧対照

表にて具体的にお示ししておりますが、全体の説明をさせていただきます。  

今回の変更は、先ほど説明させていただいたように、追加、廃止、そして区域変更

でございます。八尾市全体の地区数は 664 地区、面積にして 139.94 ヘクタールへの

変更決定となるものです。変更理由は、市街化区域内の優れた環境機能及び多目的保

留地機能を有する農地等を計画的に保全し、もって良好な都市環境の形成に資するた

め追加するもの、また、農業従事者の死亡及び故障により廃止及び区域変更するもの

としております。 

今回の変更前後を比較すると、地区数 676 地区から 664 地区へ 12 地区減少、面積

は 143.21 ヘクタールから 139.94 ヘクタールへ 3.27 ヘクタール減少となっておりま

す。変更の内訳は、まず地区の追加が１地区ございます。続いて、地区の廃止につい

ては 13 地区ございます。これにつきましては、主たる農業者の死亡を理由に買取申

出が生じた地区が４件、主たる農業従事者の故障を理由に買取申出が生じた地区が
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13 件あり、合計で 14 件となりますが、同じ地区内で２件の買取申出がありました地

区が１地区ございましたので、地区数としましては 13 地区となります。 

次に、区域変更につきまして 20 地区ございます。これにつきましては、主たる農

業従事者の死亡を理由に買取申出が生じた地区が３件、主たる農業従事者の故障を理

由に買取申出が生じた地区が 16 件、公共施設等の設置により生じた地区が１件、合

計 20 件となります。面積で見てみますと、追加により 0.07 ヘクタール増加、廃止に

より 1.34 ヘクタール減少及び区域変更により２ヘクタール減少、全体で 3.27 ヘクタ

ール減少している状況でございます。  

最後に、スケジュールでございますが、大阪府協議を平成 29 年９月 21 日付で完了

しており、都市計画法第 17 条第１項の規定に基づき、都市政策課において 10 月４日

～10 月 18 日まで２週間の間、公衆の縦覧を行いましたが、縦覧者及び意見書提出は

なしという状況でございます。今後本日、当都市計画審議会で議決を経て年内には告

示を行いたいと考えております。  

以上が議案第 92 号「東部大阪都市計画生産緑地地区の変更」について、お手元の

議案書１～4 ページ、参考資料１～22 ページの説明でございます。ありがとうござい

ます。 

○会長   ありがとうございました。ご説明がございました。これにつきまして何

かご意見等ございませんでしょうか。 

 はい、どうぞ。 

○委員   ご説明どうもありがとうございました。質問ということでそれぞれの変

更等、いくつかのケースの説明があり、そして全体として増えたか減ったかという説

明がございましたが、今回の何か特徴ですね、廃止はどうだ、追加はどうだとそうい

ったような分析というのは、把握があるのでしょうか。これが１点です。 

それから２つ目はまた今後の見通しです。固定資産、高齢化とか、いろんな背景が

あろうかと思いますが、今後の見通し、どのようになるのかということについて、お
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願いします。 

○事務局   まず、今回の全体の分析でございます。八尾市の変更では、追加が年

間１～２件、多いときは４件ほどあります。だいたい 1,000 平方メートルくらいの追

加があるということと、それと、年間、やはり全体として３ヘクタールぐらい減って

いるという実情がございます。 28・ 29 年度の今回の説明でも約 3.2 ヘクタール。

27・28 年度につきましては曙川南の区画整理の関係でほぼ増減はありません。ただ、

その前年は 3.6 ヘクタールほどいうことで、年々３ヘクタール強ぐらいが減っている

ような状況。それと、追加が年間１、２件あるというな状況で、大きな変更というと

ころでは今回の分析の中ではないのかなと、いうふうに考えています。 

後ですね、今後の見通しでございます。やはり年間３ヘクタールずつぐらい減って

いってるという中で、今回、報告事項でご説明します、都市緑地法の一部改正という

のが国の方から示されています。その中で、また後ほど説明いたしますが、農地の保

全・活用についてということで、生産緑地地区を、法では 500 平方メートル、ただ、

市町村の条例で 300 平方メートルまで引き下げが可能というようなこともございます。

生産緑地地区内での直売所・農家レストランなど、そういうことも活用が可能になっ

てきてると、いうことでございます。  

庁内での検討の会議形態を策定いたしまして、今まさに検討しているところで、そ

の保全もしくは活用について今後検討しているという状況で、まだ見通しについては、

こうですというところはありませんが、市の中で庁内会議を立ち上げて保全・活用に

向けた検討を始めているという状況でございます。 

○会長   他にございませんでしょうか。他にご意見等がないようでございますの

で、事務局の提案のとおり、議案第 92 号について承認してもよろしいでしょうか。  

（異議なしの声） 

○会長   ご異議ございませんので、八尾市都市計画審議会運営規程第５条に基づ

き、議案第 92 号につきまして、事務局の提案どおり承認いたします。  
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以上で、本日の議案は終了いたします。  

続きまして、本審議会の議決事項ではございませんが、八尾市景観計画について本

審議会の意見を求められていますので、事務局よりご説明願います。 

○事務局   それでは、都市政策課森井より八尾市景観計画について、ご説明いた

します。座って説明させていただきます。それでは、前面のスクリーンをご覧いただ

けますでしょうか。 

はじめに、本日の協議の趣旨についてご説明いたします。平成 30 年４月の中核都

市移行に伴い、本市は景観法に基づく景観行政団体となります。これまでは、大阪府

が府域を対象に景観計画を策定し、景観施策を推進されておりましたが、来年度以降

は本市が主体的に景観行政を担うこととなりますので、地域の特性に応じた景観誘導

を進めていくために、「八尾市都市景観形成基本計画」の改訂に続き、「八尾市景観計

画」の策定、並びに「八尾市景観条例」「八尾市屋外広告物条例」の策定の取り組み

を進めているところでございます。 

景観計画の策定にあたっては、景観法第９条第２項において、「都市計画審議会の

意見を聴かなければならない」とされておりますことから、この規定に基づき、本日、

本審議会のご意見をお聴きするものでございます。 

本日の説明の流れですが、景観行政の概略から、八尾市景観計画、屋外広告物規制

の順にお話しさせていただきます。  

屋外広告物の規制については、屋外広告物法に基づくものであり、景観計画の中で

定めるものではありませんが、景観に影響を与える重大な要素として、八尾市景観計

画の内容に則した規制を設定していくこととなりますので、参考としてご説明させて

いただくものでございます。よろしくお願いいたします。  

では、景観行政の概略についてです。まずは景観法について簡単にご説明いたしま

す。 

平成 17 年６月に施行された景観法は、良好な景観を国民共通の資産として、それ
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を整備・保全するための制度を定めています。具体的には、各自治体が定めたルール

に基づいて、建築物や工作物の建築等の届出に対して、景観の規制基準への適合を協

議することができる制度が創設されるとともに、基準に適合しないものに対しては勧

告などが可能となるなど、景観誘導に一定の強制力を与えています。  

この法による景観規制の仕組みですが、地域における景観行政を主体的に担う自治

体である景観行政団体が、良好な景観の形成を図るために、地域の実情を踏まえつつ、

景観計画において区域や方針や建築行為等の制限を定めます。そして、届出制度の運

用に関して必要なことを景観条例で定めて、大規模な建築行為等に対し誘導を行うと

いうものです。 

次に、本市におけるこれまでの景観の取り組みについてご紹介いたします。 

平成３年３月に久宝寺寺内町の保全整備構想をまとめ、平成５年から平成 14 年度

までの間、歴史的なまちなみにふさわしい整備が進められてきました。平成９年３月

には、八尾市都市景観形成基本計画を発行、平成 12 年には大阪竜華都市拠点におい

て、地区計画のガイドラインというかたちで、都市景観形成のためのルールを定めて

おります。 

そして、平成 13 年４月からは、大阪府からの事務移譲を受け、府の景観計画・景

観条例に基づく届出等の事務を行っております。また、平成 24 年１月からは、同様

に、大阪府からの事務移譲を受け、大阪府屋外広告物条例に基づく許可等の事務も行

っております。 

次に、景観計画の検討過程と今後の予定についてです。 

平成 25 年１月、景観計画の策定に係る調査及び分析・研究・検討等を行う八尾市

景観計画策定委員会を設置し、本審議会の岩本会長・神丸委員・中村委員にもご尽力

いただき、八尾市都市景観形成基本計画の改訂や、八尾市景観計画の策定などについ

て、検討を重ねてまいりました。  

そして、平成 29 年１月には、景観計画の策定の方向性を本審議会にご報告させてい
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ただきました。その後、６月下旬には、八尾市都市景観形成基本計画（素案）と八尾

市景観計画（素案）のパブリックコメントを実施し、引き続き７月下旬から、八尾市

景観条例（骨子案）と八尾市屋外広告物条例（骨子案）のパブリックコメントを実施

いたしました。今後両条例を 12 月議会に上程し、八尾市都市景観形成基本計画と八

尾市景観計画については、両条例の報告と同時期に公表する予定です。そして、平成

30 年４月、中核市移行と同時に、景観計画と景観条例、屋外広告物条例を施行する

予定です。 

次に、景観計画等の周知に関する取り組みをご紹介いたします。  

大阪府景観計画では、府県をまたぐ幹線道路や大河川、山地を軸とした景観形成が

推進されてきましたが、八尾市景観計画では、八尾市民の目線からの守り育てるべき

景観資源として玉串川・長瀬川を位置づけていきたいと考えて、両水路沿いの 11 の

小学校区の校区まちづくり協議会、もしくは自治振興委員会の会議において、八尾市

景観計画の策定の方向性等について、ご説明をさせていただきました。会議にご出席

されておられたみなさまからは両水路沿いのエリアで、よりきめ細かい景観誘導を図

っていくということについて、ご賛同いただくことができました。  

また、平成 29 年６月 26 日から７月 25 日の１カ月間で、八尾市都市景観形成基本

計画（素案）と八尾市景観計画（素案）に対するパブリックコメントの手続きを実施

しまして、２名から計３件のご意見をいただきました。ここでも、水路を活かした景

観形成についてご理解を示していただいた上で、無電柱化やゆとりある公共空間の整

備等について、ご意見・ご提案をいただきました。  

その後、全市民及び事業者向けとして説明会を実施いたしました。この説明会では、

平成 30 年４月の中核市移行により、本市が景観行政団体になることを受けまして、

今後推進していく、地域特性を活かした良好な景観の形成及び保全の取り組みについ

て、全体的に概要をお話ししました。８月３日（木）夜７時からと８月６日（日）お

昼２時からの計２回、本会場にて開催いたしまして、合計で 21 名の方々にご参加い
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ただきました。 

次に、景観行政団体となる上での本市の施策体系をご説明いたします。  

お手元の資料２八尾市景観計画（案）こちらでは６ページにお示ししておりますが、

まず、八尾市都市景観形成基本計画において、八尾らしい景観を守り育てるための基

本的な考え方を示します。そして、その基本計画を実現するためのツールとして、景

観法に基づく八尾市景観計画と八尾市景観条例を策定し、市独自の基準で建築行為等

の届出制度を運用してまいります。また、屋外広告物についても条例を定めて、本市

の景観特性に合わせた規制を行ってまいります。  

では、次に、本市の景観形成の目標及び方針についてご説明いたします。  

八尾市景観計画（案）では、８～９ページに表記がございます。「水と緑のうるお

いから日常生活の快適性を高める」「わがまちへの愛着と誇りを育む」「八尾の都市文

化を継承し発展させる」。八尾市都市景観形成基本計画では、これらを都市景観形成

基本目標として定め、さらに、その実現のために、「水と緑と共生する景観づくり」

「魅力ある都市景観づくり」「歴史と生活文化を活用した景観づくり」、この３つの柱

を基本方針として都市景観の形成を図るものといたします。 

では、次に八尾市景観計画についてご説明いたします。  

まず、八尾市景観計画（案）の 13 ページにお示ししております区域についてです

が、こちらは景観計画区域を市域全域といたします。その上で、本市の景観資源を軸

とした３つのエリアを設定いたします。  

１つ目を、玉串川・長瀬川沿いの両側 25 メートルの水と緑のうるおい景観区域、

２つ目を、大阪外環状線西側 50 メートル幅より東側の高安・生駒山並み眺望景観区

域、３つ目を、大和川及びその周辺の大和川眺望景観区域としております。 

そして、これらの区域ごとに良好な景観の形成に関する方針と行為の制限に関する

事項を定めています。 

では、区域ごとの行為の制限に関する事項についてご説明いたします。  
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まず、15 ページに掲載しております区域全域の基準です。画面では大阪府景観計

画の基準から変更・強化した部分を赤字で表記しております。市域全域において、河

川等に面する敷際への緑化の基準を補強することで、河川沿いの景観形成を図ります。  

次に、18～19 ページ、水と緑のうるおい景観区域の行為の制限に関する事項です。

ここでは新たに建築物の位置・規模の制限として、道路や河川等の公共空間にゆとり

をもたらし、圧迫感を軽減するように努めるの基準を追加するなど、河川に面した敷

際の閉鎖的な意匠を避け、周囲との調和を図ります。  

次に 21～22 ページ、高安・生駒山並みの眺望景観区域の行為の制限に関する事項

です。こちらの区域では、可能な限り勾配屋根とするなど、山並みの稜線との調和や

高所から山並みを眺めたときの眺望景観を保全します。  

続きまして、24～25 ページ、大和川眺望景観区域の行為の制限に関する事項です。

こちらでも、河川等に面する敷際への緑化の基準を補強しています。また、大和川の

堤防からの開けた眺望景観の保全のため、屋根や屋上部分への配慮が重要であると考

えております。 

次に、外壁色彩基準についてご説明いたします。画面右側のカラーチャートは、本

日お配りしております追加の参考資料でご確認いただけますので、ご参照ください。  

外壁の色彩基準につきましては、現在運用しております、大阪府景観計画をベース

としておりますが、水と緑のうるおい景観区域で、①の赤、橙系の色相の彩度の基準

を６から４に引き下げました。  

この色彩基準は、色を色相・明度・彩度の３属性で表すマンセル表色系に基づくも

ので、彩度は色の鮮やかさを数値で表すものです。彩度の値が高い色ほど、色見が強

く派手な印象を与えます。  

一般的に、低彩度の穏やかな色調でそろったまちなみは、落ち着きが感じられて、

樹木や花の彩がより映えますので、玉串川・長瀬川沿いでは、自然の豊かな変化が感

じられるように、基準を強化しております。  
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届出対象となる行為は、建築物及び工作物の新築、増築、改築、移転及び外観の変

更です。届出対象となる規模につきましては、景観計画区域全域で、高さ 15 メート

ルを越えるもの、または建築面積 1,500 平方メートルを超えるもの、水と緑のうるお

い景観区域では、高さ 12 メートルを超えるもの、または建築面積 1,000 平方メート

ルを超えるもの、高安・生駒山並み眺望景観区域と大和川眺望景観区域では、高さ

12 メートルを超えるもの、または建築面積 1,500 平方メートルを超えるものとして

おります。 

その他、八尾市景観計画では、重点地区の指定の方針、景観重要建造物及び樹木の

指定の方針、屋外広告物の表示および屋外広告物を掲出する物件の設置に関する行為

の制限に関する事項を定めております。 

次に、八尾市景観条例についてです。  

景観計画の策定・変更の手続きや建築行為等の届出制度の適用除外など、景観計画

の運用のために必要な事項は、景観法の委任を受けて、八尾市景観条例で定めること

となります。 

その他に、本条例では、市独自の取り組みとして、景観施策について、公平な立場

で様々な角度から専門的に審議するための景観審議会の設置や、景観への影響が大き

い公共施設の整備にあたって配慮すべき事項を定めた公共施設景観形成基本方針の策

定、景観に対する意識の高揚を図るための表彰制度の創設、などについて定めます。  

では、最後に、屋外広告物の規制についてご説明いたします。お手元の参考資料１

八尾市景観計画・景観条例の策定の考え方の裏面にも同じ図を掲載しておりますが、

まず、屋外広告物法において規制の対象とされる屋外広告物とは、常時または一定の

期間継続して公衆に表示されるものであって、看板・立看板・はり紙・はり札・広告

塔・広告板・建築物等に表示されたものやこれらに類するものをいいます。また、こ

のような条件を満たしておれば、非営利的なものであっても、表示の内容に関わらず

屋外広告物ということになり、一部を除いて、提出する際に市長の許可が必要となり
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ます。 

次に、屋外広告物法について簡単にご説明いたします。 

屋外広告物法は、良好な景観の形成及び風致の維持や公衆に対する危害の防止を目

的として、都道府県・政令市及び中核市などが、それぞれの条例に基づき、広告物や

屋外広告業者に対して規制を行う仕組みなどを定めている法律です。  

この法律の第６条において、屋外広告物条例は、当該景観行政団体が定める景観計

画に即して定める旨、規定されていますので、今回、八尾市景観計画による景観誘導

に適合する形で屋外広告物への規制を定めてまいります。 

具体的な規制の内容といたしましては、景観計画の区域区分に応じた屋外広告物の

許可基準を設定いたします。お手元の資料では、参考資料２として、右側に市条例の

区域図を掲載しております。まず、市域全域を許可区域とした上で、玉串川・長瀬川

沿いと外環状線沿道、外環状線より東、大和川周辺をそれぞれ制限区域とし、良好な

景観に寄与する広告物となるように、その大きさや高さ等を制限いたします。  

以上で、簡単な説明ではございますが、八尾市景観計画についてのご説明を終わら

せていただきます。ありがとうございました。  

○会長   ご説明がございました。これについて何かご意見等はございませんでし

ょうか。 

○委員   質問というかアドバイスなんだけども８ページ、景観計画区域の全体の

方針を掲げておられます。この囲みの部分でちょうど真ん中のですね「わがまちへの

愛着と誇りを育む」、こんなふうに認識されているのかなと思って。八尾の都市イメ

ージは必ずしも高く評価されていない。市民のわがまちへの愛着と誇りの醸成に取り

組む、八尾は寺内町もあったり、私は共有財産としてはなかなかに良い財産を持って

いるんではないかなと思っております。山もありましたり、もちろん工業区域もある

んですが、にもかかわらず先ほども読み上げましたけれども必ずしも評価されていな

い。これは大変残念なことだと思うわけでございます。 
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その下のほうにはですね、 “またアピールしていきたい ”とこんなふうに方針を書か

れておりますが、中核市移行に伴ってね、課題になってくるのは、結局ね、情報力を

もっと強化すべきだと、情報力の高度化をね、この機にしっかりやるべきだと私は考

えております。景観は、まさにビジュアルで、今の情報処理にピッタリ、ＡＩなどは

パターン認識でできてるんですけどね。  

もっと、よいところをいかにして共有して今後の合意形成に向けていくかという方

針の中に私は情報論をもっと取り入れて、情報力の強化をしっかりやって、例えば景

観のデータベースを、しっかりと地図からクリックしたら全部出てくるとかですね。

そういったものをつくってね、誰もがすぐにわかると、ここはこんなに良いなとか、

ここはちょっといかんなとかですね。それが、市民参加の中で、しっかりとした景観

づくりになるのではないかというふうに思っております。だいぶ前に八尾スペース景

観でググったことがあるんですけど、役所の方のがすぐに出てきた記憶があるんです

よ。 

今後の課題だと思うんですけど、そういうことでしっかりとね、情報力の高度化を

方針の中にしっかりと組み込んで、そして状況把握と合意形成にぜひ向かって行って

いただきたい。そんなふうに思います。  

〇会長   いいですか。それでは事務局からどうぞ。  

○事務局 貴重なご意見、アドバイス、ありがとうございます。確かに８ページに八

尾の都市イメージは必ずしも高く評価されていない。これは、事務局としても、入れ

るべきか入れざるべきかというところは、考えました。ただし、やはり色んなアンケ

ートを見る中ではやはりなかなか八尾のイメージが高いという評価は見えてこないの

かなということで、今回こういう形で入れさせていただきました。  

ただし、今回、基本方針をしっかりつくりこみまして、参考資料でもお示していま

すとおり、大阪府の区域をしっかり変えて、八尾らしいものにつくりこんでいくとい

う形で今回景観計画を策定しています。中核市移行にあたって、しっかり全体での発
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信も必要でございますが、景観行政団体として、今回都市計画部門としては移行して

いきますので、これをいかに、市民の皆様、もしくは市外の皆様に発信していくか、

というところで、今の高度化というところは、少しすみません予算との関係はあるか

も分かりませんが、いろんなツールを使ってですね、発信していきたいというふうに、

このように考えておりますので、ご理解、よろしくお願いいたします。 

○会長   ありがとうございました。他にご意見はございませんか。よろしゅうご

ざいますか。はい、どうぞ。  

○委員   大変明快なご説明ありがとうございました。これで八尾の景観はよくな

っていくのではないかとすごく期待しましたけれども。 

それで２点ほどちょっとお伺いしたいことがあるんですけども、まず最初はですね、

景観区域の指定の仕方、選び方なんですが、３点を今回あげられていますけれども、

８ページのところですかね、ちょっと景観がですね、自然の景観といわゆる人間がつ

くった景観、いわゆる人文景観といってもいいと思うんですが、都市景観ですね、そ

れから歴史的な景観があると思いますけれども。今回のこの３つ挙げられているもの

というのは、１番目のものに関しては 10 ページのところですかね、最初１番が水と

緑、小河川についてですので、これは自然ですし、２番目もこれは生駒山、これも山

ですので自然ですし、３番もこれは大和川、かなり大河川、これはかなり自然という

ものに主人公にしていこうという方針はちょっと見える感じがしますけれども。それ

はそれでひとつ考え方としてはありだと思うんですが、八尾は一方で、先ほどおっし

ゃておられましたように都市景観があり、そして歴史的ないわゆる人文景観というも

のもあるわけです、それを主人公にすることは、プラスアルファでできないのかなと

ちょっとそれは思ったんですけど、それで、もしご意見ありましたら見解がありまし

たらお聞きしたいと思います。  

それからもう１点はですね、26 ページの景観重要建造物と景観重要樹木の指定の

方針なんですが、指定の方針というのはどちらかというと建造物とそれから樹木の定
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義を、それを書かれているのかなと思うんですけれども、もう少し踏み込んだですね、

この項目をどのように選定して、まずは最初は洗い出しから入るかもしれませんが、

洗い出して選定して、それを指定していくというような、そのへんの方針みたいなも

のがもしあればお聞かせいただければと思ったんですが。 

これに関しては先進事例が、結構近くの大阪市などでもあると思いますけれども。

例えば大阪市なんかはですね、公募で都市景観資源みたいなものを一般の方から応募

してもらって、そしてそれを専門家がその中から重要だと思われるものを選定してい

くという、そういう二段階のプロセスなんかがあったりしますので。色々、先行事例

があるとは思うんですけども、もし今の段階でその辺のお考えがありましたら教えて

いただければと思います。  

〇会長     どうぞ、事務局から。  

○事務局   まず、１点目でございます。個別の計画区域内の方針については、水

と緑、高安・生駒山、大和川ということで、自然がメインではないかということです

が、まさに、今回平成 30 年４月の中核市移行の中では、まず全体として、面として

どのようにとらえるか、というところからスタートさせていただいております。先ほ

ど委員からもございました寺内町もあります。そういう歴史的な部分もありますし、

新しいまち、竜華の南側の部分には区画整理で新しいまちもございます。 

区域につきましては、地域の方のご意見が非常に重要になってくるということで、

区域取りであるとかどういうふうな景観を皆さん考えていくかという事で、今回のこ

の景観計画は、つくったからといって終わりではなくて、30 年４月以降もしっかり

景観に取り組んでいく中で、地域にしっかり入って、地域には校区まちづくり協議会

もございます。それと出張所も機能再編されまして地域に出向いていくというところ

も行っておりますので、しっかり地域さんとお話をする中で、区域取りであるとか、

ここの景観はこういうふうに守っていくんだというようなところ、しっかり議論を深

めていった中で、今回重点地区ということで、12 ページの中で重点地区の指定の方
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針ということで、しっかり方針だけをお示しして、個別地域については 30 年４月以

降に議論をしっかり深めていきたいというふうに考えてございます。 

それと 26 ページの中でも、同じように、景観樹木、景観重要建造物についてもや

はり地域さんからの声が必要だというふうに考えておりますので、これは大阪市が公

募しているというようなことも聞きましたので、いろんな方法を考えてまいりたいと

いうふうに考えています。この景観計画をつくったからといって終わりではなくて、

これがスタートだと私らは考えておりますので、ご理解、よろしくお願いします。  

○会長   ありがとうございました。他にございませんか。  

        はい、どうぞ。 

○委員   私はこの場に初めて寄せていただいたんですが、景観という言葉を普段

から軽い気持ちで使っていたなと思うんです。説明があるわけなんですが、普通の厚

みの辞書なんですがちょっと引いてみたんです。「景観というのはある場所から眺め

たとき目に入る眺め、景色」だと、このように書いてあったんです。そのとおりだと

思いながら漠然としているんですが。もう少しかみ砕いて、景観とはどういうもので

あるか、説明を求めるかもわかりませんが、ちょっと一言教えていただけたら。  

○会長   どうぞ事務局のほうからお願いします。  

○事務局   景観について少しかみ砕いた説明ということで、委員の方からご質問

をいただきました。景観についての定義なんですけども、委員がおっしゃっていただ

いたとおりだと思います。人のそこのところをある視点をもって見えないものは景観

になり得ないのではないかということです。例えば、東側に高安山がある、それを人

が見られなければ景観にはなり得ないのかなというふうに考えております。人がまず

見る場所があって、そのものを見て良いなと思えるところ、そこがあって初めてそれ

は景観という概念になるのかというふうに考えています。 

それで景観の定義としては、普遍的な定義というものがあるのかなと、誰が見ても

良い景観ですよね。と、人が見て、景観は良い景観だと、誰が見ても良い景観だと、
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少しハードルが上がるんですけども、そういうものが景観という事で。基本、景観と

いうのは、人が見て初めて、その行為をもって景観というふうに呼ぶのかなと。少し

概念的な説明になりましたが、このように考えておりますので、よろしくお願いしま

す。 

○事務局   景観につきましてご説明させていただいております。この 10 年間で

すね、八尾市のほうは地域分権をどんどん進めておりまして、住民自治を進めておる

と。中核市移行に伴って、府の考え方を踏襲するのであれば、その枠にやっていただ

くのがいいのでありまして、八尾市独自の景観をしっかりつくりあげていきたいとい

う形で今いろいろ計画を練っておりまして、条例の策定も進めております。  

その中で今委員さんからもありましたけれども、八尾市の景観なにかいいましたら、

地域とともにつくりあげるという部分が今後は出てくるのかなと、ですから、地域分

権・住民自治を進める中で地域とともに考えて、なかには建物の制限なり、色合いの

制限なりというのがかかるかもわからない。ただし、歴史的な資源を活かす中でしっ

かりと守っていきたい。そういったものをやっぱり地域とともにつくりあげるのが八

尾の景観なのかなというような形で今考えています。ですから、中核市移行に伴って、

終わりではなくてそこからスタートやという形で考えたいと思います。 

委員さんからもありましたけども、自然的な景観だけではなくて、テクノスケープ

みたいなところはいかないかもわからないんですが、ものづくりのまちを活かしたよ

うな景観はやはりあるかと思います。そういったものを地域のみなさんと一緒につく

りあげていきながら、八尾独自の住民自治・地域分権を進めている八尾独自の景観を

しっかり追求していきたいと形で考えておりますので、よろしくお願いします。  

○会長   よろしいですか。 

○委員   はい。 

○会長   他にご意見はございませんか。よろしいでしょうか。貴重なご意見をい

ただき、ありがとうございました。それでは、他にご意見等がないようですので、以
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上で本日の審議を終了いたします。  

傍聴の方がいらっしゃいましたら退席をお願いします。 

【報告事項】 

○会長   これをもちまして、平成 29 年度第１回八尾市都市計画審議会を閉会さ

せていただきます。 

本日は、長時間にわたりましてご審議を賜りまして、誠にありがとうございました。 

それでは、この後は司会にお任せいたします。 

○事務局   会長、どうもありがとうございました。  

次回の審議会の開催予定ですが、１月下旬の開催を予定しております。詳細につい

ては決定次第連絡させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。  

本日は、お忙しい中、最後までご協力いただき、誠にありがとうございました。  

なお、本日お車でご来場の方には駐車券をお渡ししますので、お申し付けください。  

 

 

 


