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第１回八尾市都市計画審議会 

日時：平成３０年１１月８日（木） 

 

○事務局   定刻となりましたので、ただ今より、平成 30 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。 

 委員の皆様方には、このたび、八尾市都市計画審議会委員を快くお引き受けいただ

き、また、公私とも大変お忙しい中ご出席賜り、厚くお礼申し上げます。 

 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存じます。まず、先日お送り

しました資料、「審議会委員名簿」、「次第」、「議案書」、「議事参考資料」、「協議事

項」、「報告事項」です。 

また、本日「八尾の都市計画」と「八尾市都市計画審議会条例」及び「都市計画総

括図」をお配りしております。お手元におそろいでしょうか。もし、ないようでした

ら事務局までお声をかけていただきましたら、お渡しさせていただきます。 

それでは、これより、次第に従いまして、 

・委嘱状の交付 

・委員のみなさま方のご紹介 

・市長あいさつ 

その後、本日の議事「会長・副会長の選出」に入らせていただきます。 

また、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

95 号「東部大阪都市計画生産緑地地区の変更について」、議案第 96 号「東部大阪都

市計画用途地域の変更について」、議案第 97 号「東部大阪都市計画地区計画の決定に

ついて」、議案第 98 号「東部大阪都市計画地区計画の変更について」の４件でござい

ます。 



－ 2 － 

他に、協議事項として意見を求める案件として「生産緑地地区の面積要件の引き下

げについて」、また、報告事項として「「建築基準法第 51 条ただし書きに基づく産業

廃棄物処理施設の取扱い基準」の改正について」でございます。 

このあと、事務局より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。 

それでは、次第に従いまして、はじめに、本日お集まりいただいた委員の皆様に

「委嘱状の交付」を行いたいと思います。本来ならお一人おひとりにお渡しすべきと

ころでございますが、時間の都合上、委嘱状交付につきましては、皆様を代表して、

今回、大島委員にお願いしたいと存じます。 

なお、皆様方にはお手元に配付させていただいておりますので、どうかよろしくお

願いいたします。 

大島委員、前にお進みください。市長も前にお進みください。 

（委嘱状交付） 

大島委員、ありがとうございました。 

なお、お配りさせていただいた委嘱状につきましては、委嘱時点の元号表記として

おり、今後、改元された際には新元号に読み替えるものとしますので、ご了承くださ

い。 

続きまして、委員の皆様のご紹介をさせていただきます。 

八尾市都市計画審議会は都市計画法の改正を受け、八尾市都市計画審議会条例を制

定し、平成 12 年４月から法定化しております。本条例におきまして、本年６月 19 日

でその任期が満了しております。 

平成 32 年６月 19 日までの次の２年間の任期をお願いします委員の方々を、お手元

の名簿に沿って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、その場で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。 

まず、学識経験者の委員の方から、大阪工業大学工学部 教授の岩﨑委員でござい
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ます。 

○岩﨑委員   岩﨑でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○事務局    公益財団法人都市活力研究所 顧問の岩本委員でございます。 

○岩本委員   岩本でございます。よろしくお願いいたします。 

○事務局    大阪経済法科大学法学部 客員教授の大島委員でございます。 

○大島委員   大島でございます。よろしくお願いいたします。 

○事務局    近畿大学理工学部 教授の岡田委員でございます。なお、岡田委員

におかれましては、所用のため４時に退席いたします。 

○岡田委員   岡田と申します。よろしくお願いいたします。 

○事務局    一般社団法人大阪府宅地建物取引業協会 東大阪八尾支部、顧問の

神丸委員でございます。 

○神丸委員   神丸でございます。よろしくお願いいたします。 

○事務局    元大阪府八尾土木事務所 所長の近藤委員でございます。 

○近藤委員   近藤でございます。よろしくお願いいたします。 

○事務局    ＮＰＯ法人八尾すまいまちづくり研究会 理事の中村委員でござい

ます。 

○中村委員   中村でございます。よろしくお願いいたします。 

○事務局    八尾市商工会議所 副会頭の山口委員でございます。 

○山口委員   山口でございます。よろしくお願いいたします。 

○事務局    八尾商工会議所 副会頭の 川委員でございます。 

○ 川委員   川でございます。よろしくお願いいたします。 

○事務局    関西福祉科学大学社会福祉学部 教授の 田委員でございます。 

○ 田委員   田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○事務局    続きまして、市議会議員の委員の方をご紹介させていただきます。 

 市議会議長の田中久夫委員でございます。 
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○田中委員   田中久夫でございます。よろしくお願いいたします。 

○事務局    大野委員でございます。 

○大野委員   大野でございます。よろしくお願いいたします。 

○事務局    重松委員でございます。 

○重松委員   重松でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○事務局    田中慎二委員でございます。 

○田中委員   田中慎二でございます。よろしくお願いいたします。 

○事務局    露原委員でございます。 

○鶴原委員   露原です。よろしくお願いいたします。 

○事務局    村松委員でございます。 

○村松委員   村松です。よろしくお願いいたします。 

○事務局    続きまして、市民委員の方をご紹介させていただきます。 

 アクアフレンズでインタープリターの川﨑委員でございます。 

○川﨑委員   川﨑でございます。よろしくお願いします。 

○事務局    八尾市自治振興委員会副会長の玉田委員でございます。 

○玉田委員   玉田です。よろしくお願いいたします。 

○事務局    続きまして、関係行政機関の委員の方をご紹介させていただきます。 

 八尾市農業委員会会長の齊藤委員でございます。 

○齊藤委員   齊藤でございます。よろしくお願いいたします。 

○事務局    続きまして、府職員の委員の方をご紹介させていただきます。 

 大阪府八尾警察署署長の佐藤委員でございます。 

○佐藤委員   佐藤でございます。よろしくお願いいたします。 

○事務局    どうも、ご協力ありがとうございました。 

 なお、大阪中河内農業共同組合 代表理事組合長の西川委員につきましては、急な

公務等所用により、やむを得ずご欠席されておりますので、よろしくお願い申し上げ
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ます。 

 また、八尾商工会議所 参与の寺坂委員、関西福祉科学大学社会福祉学部 准教授

の成清委員、大阪経済法科大学経済学部 教授の能塚委員、市議会議員の竹田委員、

永田委員、藤井委員及び大阪府八尾警察署署長の山荘委員におかれましては、都市計

画審議会委員をご勇退されました。委員の皆様には心より感謝を申し上げたいと思い

ます。どうもありがとうございました。 

 以上で、委員の皆様方のご紹介を終わらせていただきます。 

 それでは、続きまして、田中市長よりご挨拶を申し上げます。 

○田中市長   皆さん、こんにちは。ご紹介にあずかりました八尾市長の田中誠太

でございます。平成 30 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し

たところ、お忙しい中、審議会にご参加をいただきましてありがとうございます。ま

た、冒頭、委嘱状の交付をさせていただきましたが、２年間、審議会委員として重責

を果たしていただきたいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げたいと思い

ます。 

 八尾市は、このところ、市政運営方針の中でも都市計画という分野を明確に打ち出

させていただいております。大きな取り組み、計画を積み上げてきて表出しをさせて

いただいていると考えております。特に大きな区画整理につきましては、だいぶ形が

見えるようになりました。曙川南土地区画整理事業については一部「まちびらき」が

進んでおりますし、来年の８月、９月くらいにはオープンされるという状況になって

きていると思います。  

 新たに、郡川・服部川地域につきましても勉強会から正式な準備組合、そして企業

パートナーも決まりましたので、これから曙川と同じように事業推進ができる状況に

なってきたと思います。 

 鉄軌道につきましては、長年、時間がかかっておりました「おおさか東線」がいよ

いよ来年３月末日にはオープンすることになっていますし、東大阪まで延伸が決定さ
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れているモノレールにつきましても、引き続き八尾市に向けて、あるいは堺に向けて、

しっかりと各市町村と協議をしながら進めてまいりたいと考えております。 

 また、道路分野につきましては、八尾市の道路として、ＪＲ八尾駅前線につきまし

て新たにしっかりと造り上げていく。それから、以前から課題でありましたＪＲ久宝

寺の地下道につきましても用地買収が相当進んできておりますが、あと２件、何とか

解決できればというところまで来ているところであります。 

 さらには、大阪柏原線につきましては、国の事業としてしっかり受けていただきた

いということで国土交通省にお願いしておりますし、将来は国道 25 号のバイパスと

いうことですので、奈良までしっかりと抜けていけるような取り組みをこれからもし

ていきたいと思っております。 

 さらには、駅前再開発といいますか、駅前については長年ずっと同じような形状で

あります近鉄河内山本駅、あるいは飛行場の西側用地等々を含めた地下鉄八尾南駅周

辺の整備。さらには、今日の議題にもなりますが、都市計画の一部用途変更をさせて

いただく中で、八尾の企業、あるいは住民の皆さんとともに、すみ分けができるよう

な仕組みも推進してまいりたいと考えているところであります。 

 また、生産緑地法が改正になりまして、生産緑地地区の面積要件が 500 平方メート

ルから 300 平方メートル引き下げ可能になりましたので、これにつきましても八尾市

として検討させていただいているところでありまして、ぜひご理解をいただきながら

推進していただければと考えております。 

 都市計画は 100 年の体系であります。八尾市におけるまちづくりの根幹となるとこ

ろでございます。皆様方におかれましては、２年間、八尾における計画づくり、まさ

しく八尾市総合基本計画第６次の計画づくりをしている最中でございますので、これ

らの計画と相まって八尾市の都市計画がしっかりと、100 年後まで見据えた中で計画

づくりが進み、それが現実のものとなっていくように、お力をお貸しいただきたいと

お願い申し上げて、冒頭、私からのご挨拶に代えさせていただきたいと思います。 
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本日は誠にありがとうございます。 

○事務局    ありがとうございました。 

 それでは、本日の出席者は 20 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。 

 本日の審議会は新委員になって初めての審議会でございます。つきましては、八尾

市都市計画審議会条例第５条に基づき会長・副会長の選出が必要となりますが、事務

局に一任させていただいてよろしいでしょうか。 

（異議なしの声） 

 ありがとうございます。 

 それでは、選出に際しましては、臨時議長の進行により選出を行いたいと存じます。

臨時議長の使命につきましては、市議会議長の田中久夫委員にお願いしたいと思いま

すが、いかがでしょうか。 

（異議なしの声） 

では、田中久夫委員、臨時議長席にお移りいただいて、進行の方よろしくお願い

いたします。 

○田中委員   ただいま、臨時議長を仰せつかりましたので、会長が選出されるま

で議事を進めていきたいと思います。 

 では、早速ではございますが、最初に署名委員のお願いをしたいと思います。配付

資料の名簿から、近藤委員と齊藤委員にお願いしたいと思いますが、いかがでしょう

か。 

（両者承諾） 

 では、早速ではございますが、会長・副会長の選出に「八尾市都市計画審議会条例

第５条」の規定により、会長は学識経験者のうちから、副会長は区分を定めず選出す

ることになっております。 
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 会長の選出については、いかが取り計らったらよろしいでしょうか。 

（議長一任の声） 

 ありがとうございます。 

議長一任の声がありましたので、私の指名により選出させていただきます。 

それでは、会長につきましては岩本委員にお願い申し上げたいと存じますが、皆様

いかがでしょうか。 

（異議なしの声） 

 異議なしということで、ありがとうございました。 

 これで、会長は岩本委員に決定いたしました。 

 臨時議長としての職務は終わりましたので、議長席を岩本会長と交代させていただ

きます。ご協力ありがとうございました。 

○事務局    田中久夫委員、どうもありがとうございました。 

 それでは、会長に選出されました岩本委員、会長の席にお移りくださいますようお

願い申し上げます。 

 それでは、会長の岩本委員より、ご挨拶を頂戴したいと存じます。 

○会長   大変伝統のある八尾市都市計画審議会の会長を仰せつかりまして、心か

ら光栄に存じております。ありがとうございます。 

 都計審の根拠となる法律は都市計画法でございまして、現在の都市計画法は昭和

43 年に国会で制定されておりますので、今年でちょうど 50 年になるわけであります

が、実は、その前の旧法は大正８年ですから 1919 年に制定されております。この法

律に基づいて東京や大阪の都市計画は進められたわけであります。 

 先ほど田中市長がおっしゃいましたように、都市計画は 100 年の計と、ちょうど旧

法から数えますと今年で 99 年ですから、まさに近代都市計画が始まって 100 年にな

ろうかと思っておりますので、希少の年にあたっているのではないかと思います。 

 この間、国会で何度も改正をされてきておりますが、今の趣旨は、地方分権の精神
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で改正された点がたくさんございまして、現在の法体系は地方自治の一番大きな精神

を実現した法になっているといわれております。法の精神でございます都市の健全な

発展と秩序ある整備が図られますように、誠に私自身、浅学ではございますが、委員

の皆様方、先生方のお力添えとご指導を賜りまして務めさせていただきたいと思いま

す。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○事務局    どうもありがとうございました。 

 それでは、本日の議事進行について、岩本会長にお願いしたいと思います。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

○会長   それでは、着座して進めてまいりたいと思います。 

 早速でございますが、当審議会副会長を決めていただきたいと存じますが、私より

指名させていただいてよろしいでしょうか。 

（異議なしの声） 

○会長   ありがとうございます。 

 それでは、長年、都市計画の分野において大学で教鞭をとられ、かつ、この分野で

多大な功績、研究をされておられる岩﨑先生にお願いしたいと思いますが、皆様いか

がでしょうか。 

（異議なしの声） 

○会長   ありがとうございます。 

 岩﨑先生、よろしくお願い申し上げます。 

 それでは、副会長の岩﨑委員よりご挨拶をいただきたいと存じます。 

○副会長   ただいま副会長を仰せつかりました大阪工大の岩﨑でございます。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 実は、1919 年の旧都市計画法から 100 年、あるいは 1968 の新都市計画法から 50

年ということで、それを言おうと思っていたら、会長にとられてしまいまして、申し

上げることがない。でも、大局的な目から、かつ都市や地域を包含された形で会長は
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やっておられるということで、あらためて敬服いたしました。副会長ということで会

長の補佐を一生懸命、務めてまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいた

します。ありがとうございます。 

○会長   ありがとうございました。 

 それでは、次第に基づき審議に入ります。本日は、お手元の次第にありますように

議案は４件でございます。これらのうち、議案第 96 号及び第 97 号につきましては関

連案件でございますので、まとめてご審議願います。 

 では、議案第 95 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

説明願います。 

○事務局   都市政策課の新宅と申します。それでは、議案第 95 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 ページから４ページ、参考

資料１ページから 28 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、現況が農地、一

団地 500 平方メートル以上等、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年より生産緑地地区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等と

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

ないこととなっています。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おそれがなく、かつ、農業等の安定的な
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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、公共施設等の設置や所有者から

の生産緑地買取り申し出により解除される場合があります。買取り申し出は、生産緑

地の都市計画決定の日から 30 年が経過した場合や、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になった場合、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、この買取り申し出は、申し出があった日より、本市や大阪国道事務所等

に対して買取り希望の有無の紹介の後、他の農業従事者への斡旋期間があり、３カ月

以内に買取り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

きへと進むことになります。 

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 25 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さまの負担も過大と

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、現況が農地であること。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 平方メートル以上。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、公共施設等の設置や、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「買取り申

し出」により生じます。そして、３の「区域変更」については、先ほどご説明いたし

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」「買取り申し
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出」により生じます。 

それでは、生産緑地地区の廃止、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、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 18 ページ、

詳細図 16 の「高安町北第６」でございます。こちらの画面の左側、変更前の図面で、

赤い丸で囲まれた黒塗り地区は、現在すでに都市計画決定地区「高安町北第６」でご

ざいます。画面右側、変更後の図面で、赤い丸で囲まれた緑の縦じまが、この地区の

廃止を表しますので、「高安町北第６」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 15 ページ、

詳細図 13 の「山賀町第４」でございます。こちらの画面の左側、変更前の図面で、

赤い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「山賀町第

４」でございます。そして、画面右側、変更後の図面で、赤い丸で囲まれた緑の縦じ

まが、この区域の廃止を表しますので、山賀町第４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ならびに地区の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、全体で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、廃止、そして区域変更でご

ざいます。八尾市全体の「地区数」で 651 地区、「面積」にして 135.88 ヘクタールへ

の変更決定となるもので、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しますと、地区数 664 地区から 651 地区へ 13 地区減少。面

積は 139.94 ヘクタールから 135.88 ヘクタールへ 4.06 ヘクタール減少となっていま
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す。 

変更の内訳についてご説明いたします。地区の廃止につきましては 13 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り申し出が生じた

地区が３件、主たる農業従事者の故障を理由に買取り申し出が生じた地区が８件、公

共施設等の設置が生じた地区が３件あり、合計で 14 件となりますが、同じ地区内で

２件の買取り申し出がありました地区が１地区ありましたので、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は 21 地区ございます。これにつきましては、新規追

加の地区が１件、主たる農業従事者の死亡を理由に買取り申し出が生じた地区が 10

件、主たる農業従事者の故障を理由に買取り申し出が生じた地区が 10 件、公共施設

等の設置が生じた地区が３件、合計 24 件となります。同じ地区内で１件の買取り申

し出がありました地区が３地区ございましたので、地区数といたしましては 21 地区

となります。面積で見てみますと、廃止により 2.16 ヘクタール減少。区域変更の新

規追加により 0.05 ヘクタール増加。買取り申し出等により 1.95 ヘクタール減少。全

体で 4.06 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 30 年９月 13 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９月 21 日

から 10 月５日までの２週間の間、公衆の縦覧を行いましたが、縦覧者及び意見書の

提出はなしという状況でございます。 

今後、本日 11 月８日の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。 

議案第 95 号「東部大阪都市計画生産緑地地区の変更」についての説明は終わらせ

ていただきます。ありがとうございます。 

○会長   ただいまご説明がありました。これにつきまして何かご意見等ございま

せんか。よろしいでしょうか。 
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 それでは、ご意見がないようでございますので、事務局の提案どおり、議案第 95

号について、承認してよろしいでしょうか。 

（異議なしの声） 

 ありがとうございます。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 95 号について、事務局の提案どおり承認いたします。 

 続きまして、議案第 96 号「東部大阪都市計画用途地域の変更」及び議案第 97 号

「東部大阪都市計画地区計画の決定」について事務局より説明願います。 

○事務局   都市整備部都市政策課の片山と申します。 

 それでは、老原四丁目地区の都市計画について、市決定である議案第 96 号「東部

大阪都市計画用途地域の変更について」、議案第 97 号「東部大阪都市計画地区計画の

決定について」説明させていただきます。 

 なお、両議案とも同一地区についての都市計画の変更と決定であるため、一括審議

とさせていただきます。失礼して座らせていただきます。 

 はじめに、老原四丁目地区の位置や、その周辺の現状について説明させていただき

ます。パワーポイントをご覧ください。 

 対象地区は赤枠で示した場所ですが、周辺地域については、八尾市の南西部、大阪

市の南東部に位置し、国道 25 号に並走するＪＲ関西本線と大和側に挟まれた八尾空

港を中心とする市街地でございます。 

 本地区周辺には、昭和初期に耕地整理等で整形化された農地に工場の立地が始まり、

高度経済成長期に大阪市との近接性から人口が急増し、大阪市側から山麓部まで平野

部全体に市街地が広がっています。また、ものづくり技術を持つ中小企業群が集積し

ているという特徴を有しております。 

 地区周辺西側の地下鉄谷町線八尾南駅北側には、大規模な空地である八尾空港西側

跡地があり、周辺地域の関心の高い土地であるだけでなく、本市のまちづくりの資源

になる貴重な公的所有地であります。また、都市計画道路八尾富田林線が平成 29 年
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11 月 22 日に事業認可を取得したことで、八尾空港の周辺の土地利用が進展し、産業

の生産性も向上することが期待されております。しかし、一方で、工業地域でも住宅

の建築が可能であることから、土地利用が活発になることで住工混在が顕在化する懸

念があるため、適切な都市計画の見直しが必要となる地区でございます。特に対象地

区については、第 1 種住居地域に工場が立地しており「現行の計画」と「土地利用」

に著しい乖離があるため、整合性を図る必要があると考えております。 

 こちらは、平成 26 年度都市計画基礎調査における建築物実態調査の建物用途現況

図です。黄色で表示されているのは住宅、青色で表示されているのは工業施設を示し

ております。赤枠で囲んだ対象地区を見ていただきますと、先ほど見ていただいた用

途地域図の第 1 種住居地域に工場が立地しており、「現行の計画」と「土地利用」に

著しい乖離があることが分かるかと思います。 

 次に、対象地区の現況でございます。西側から順に、豊国製油株式会社、山陽金属

鋼業株式会社、マツモト機械株式会社、三共ポリエチレン株式会社の４事業者が並ん

でおります。 

 対象地区の経緯でございます。航空写真は国土地理院から引用しており、昭和 42

年 2 月 7 日時点のものです。この時点からさかのぼりますが、用途地域の指定と事業

者の操業の経過について説明させていただきます。 

 昭和 26 年 12 月 27 日告示、赤枠で示した対象地区の用途は「無指定」でございま

す。 

 次に、昭和 34 年 12 月 25 日の告示、西から豊国製油・山陽金属鋼業が立地する場

所については用途は「無指定」、マツモト機械・三共ポリエチレンが立地する場所に

ついては用途は「住居地域」となっておりました。 

 次に、昭和 39 年、豊国製油・山陽金属鋼業が本地区で操業を開始しております。 

 次に、昭和 43 年、三共ポリエチレンが本地区で操業を開始しております。 

 次に、昭和 44 年、マツモト機械が本地区で操業を開始しております。 
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 次に、昭和 45 年 6 月 20 日告示では、豊国製油・山陽金属鋼業が立地する場所につ

いても用途は「無指定」から「住居地域」となり、赤枠で示した対象地区はすべて

「住居地域」になっております。 

 以上より、本地区は、昭和 39 年ごろから工場が立地している地区で、計画と土地

利用に乖離があるため、工場の操業環境の保全と産業集積の維持発展を図り、将来的

な住工の混在を未然に防止するために用途地域を変更し、地区計画を決定するもので

ございます。 

 それでは、議案第 96 号「東部大阪都市計画用途地域の変更」について、ご説明さ

せていただきます。まず、用途地域とは、建築物の用途や建蔽率・容積率等の形態の

規制を通して、建物の混在による市街地環境の悪化を防止し、地域の実情に合った適

切な市街地環境の誘導、及び保全を図ることを目的として定めるものです。 

 この用途地域につきましては、住居系が８種類、商業系２種類、工業系３種類の全

部で 13 種類あります。なお、八尾市内では、第二種低層住居専用地域及び田園住居

地域は設定していないため、合計 11 種類の用途地域となっております。 

 用途地域を変更する理由でございます。本地区は、昭和 39 年ごろから工場が立地

している地区であり、工場の操業環境の保全と産業集積の維持発展を図るため、本案

のとおり用途地域の変更を行うものであります。 

 今回、用途地域を「第１種住居地域」から「工業地域」に変更いたします。図面に

ついては変更後を表しているものであり、赤枠部分が本地区で工業地域に変更するも

のでございます。これにより工場の建替えが可能となり、耐震性の改善、配置計画の

見直しを行うことが可能となり、操業環境の保全につながるものです。また、最新の

施設により、騒音・振動・におい等、周辺の住環境の悪化を防ぐことが期待されます。 

 変更内容の説明をさせていただきます。第１種住居地域については、現況 735 ヘク

タールですが、工業地域に変更することで３ヘクタール減少しますので、732 ヘクタ

ールへの変更になります。また、工業地域については、現況 223 ヘクタールですが、
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３ヘクタールの追加で 226 ヘクタールになります。 

 次に、議案第 97 号「東部大阪都市計画地区計画の決定」について説明させていた

だきます。地区計画とは、建築物の形態、公共施設その他の施設の配置から見て、一

体としてそれぞれの区域の特性に相応しい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、

開発し、及び保全するための計画であります。また、用途地域等での制限に上乗せを

して制限をかける計画でございます。 

 地区計画を決定する理由としましては、本地区は、昭和 39 年ごろから工場が立地

している地区であり、工場の操業環境の保全と産業集積の維持発展を図り、将来的な

住工の混在を未然に防止するため、本案のとおり地区計画を決定するものでございま

す。 

 こちらは地区計画の計画図です。地区計画の区域は、原則、地形地物で区切るもの

ですが、北は概ね水路中心線、西は道路中心線、南は道路中心線、東は隣接する住宅

との地番界となっております。 

 地区は「工業地区①」と「工業地区②」、２つに分けております。土地利用方針と

して、西から豊国製油株式会社、山陽金属鋼業株式会社、マツモト機械株式会社、３

社を含む「工業地区①」では、住工の混在を未然に防止して、工場の集積地としての

魅力を高めるとともに、不特定多数が集積する公共施設や商業施設等の立地を制限し、

工場等からの騒音、振動の排出制限や日照の確保など、環境の改善に努めることで、

住工が調和して共存できる環境を整えます。 

 また、東側の三共ポリエチレン株式会社が立地する「工業地区②」では、隣接する

住環境へ配慮するため、環境の悪化をもたらすおそれのある工業の立地を制限しなが

ら、「工業地区①」と同様に住工が調和して共存できる環境を整えます。 

 地区計画は、「地区計画の方針」と「地区整備計画」の２つで構成されております

が、こちらは地区計画の方針でございます。パワーポイントでは小さくて見にくいで

すので、議案書の 10 ページをご覧ください。「地区計画の目標」の欄をご覧ください。
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下から３行目ですが、目標として、全国でも有数の「ものづくりのまち」として八尾

市の産業を支える地域の工業集積を維持するため、工場の操業環境を維持しながら、

隣接する住環境との調和をめざします。 

 次に、「土地利用の方針」でございますが、これについては先ほどご説明させてい

ただいたとおりでございます。 

 次に、建築物等の整備の方針につきましては、11 ページの地区整備計画で詳細を

説明させていただきます。 

 地区整備計画につきましては、「工業地区①」と「工業地区②」に分けて、建築物

等について具体的な制限を設けるものでございます。建築物等の用途の制限について

は、建築してはならないものを列挙しております。 

（１）住工混在を防ぐために、両地区とも１～15 番までは、工業系以外の建築物に

ついては建築できないように規制を設けております。 

（２）16 番以降については、各事業所で取り扱っているものよって、操業に影響が

ない範囲で規制を設けております。 

 工業地区①では、油などの取り扱いや、一定規模の大きさを超える原動機を取り扱

えます。東側の工業地区②では、住宅が隣接することから、さらなる規制を設けてお

り、環境の悪化をもたらすおそれのある工業系施設は建築できない規制となっており

ます。 

 壁面の位置の制限については、工業地区②において、住宅が東側に隣接しているこ

とを考慮して、１メートルの壁面後退を設けております。建築物等の高さの最高限度

としては、現在よりも相当高くなる建築物は建築できないように最高限度 20 メート

ルを設定しております。 

この地区計画を決定することによって、現況がすぐさま変わるわけではありませ

んが、産業の維持保全と周辺の住環境との調和を図るために、都市計画を変更するも

のでございます。 
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 都市計画の周知及び縦覧状況でございます。これまで説明させていただきました老

原四丁目地区の都市計画の変更については、都市計画法第 16 条第１項の“都市計画

の案を作成しようとする場合について必要があると認めるときは、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”ということから、地

権者を対象とした“説明会”を平成 30 年６月 30 日に開催しました。意見としては

「工場にとって有利な話」とご意見をいただきました。これにつきましては、今後、

「八尾市生活環境の保全と創造に関する条例」に基づき、「環境の保全と創造に関す

る協定」の締結を予定しており、環境への負荷の低減について、主に騒音について各

事業者様と協議を進めていくことを合わせて説明させていただいております。 

 また、都市計画法第 16 条第２項の規定により、八尾市地区計画等の案の作成手続

きに関する条例に基づき、平成 30 年７月 31 日から８月 13 日まで縦覧を行い、縦覧

者２名。また、平成 30 年８月 14 日から 20 日まで、意見書の提出期間としましたが、

意見書の提出はございませんでした。また、都市計画法第 17 条第 1 項に基づき、平

成 30 年９月 21 日から 10 月５日まで案の縦覧を行いましたが、縦覧者０名であり、

意見書の提出はなしという状況でございました。なお、説明会を含めて各事業所様と

の協議につきましては、志紀出張所を通じて、産業政策課及び環境保全課と連携して、

平成 29 年５月から協議を積み重ねてきております。 

 最後に、今後のスケジュールについてです。平成 30 年６月 30 日の地区計画等の案

の説明会の後、地区計画のみについて原案の縦覧を行い、大阪府との事前協議を経て、

都市計画法第 17 条に基づく案の縦覧を行いました。今後は、本日の都市計画審議会

にて承認されましたら、12 月、年内に都市計画決定する予定でございます。 

 以上で、説明を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。 

○会長   説明がありました。これにつきまして何かご意見等ございませんか。 

○委員   よろしいですか。老原四丁目は、昭和 45 年まで無指定の地域であって、

住居地域としてスタートして今日に至るまで、なぜ住居地域であったか、不思議に思
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いますが、その経緯を教えていただけましたら。 

○事務局   都市計画法の中で用途地域の規定がそれぞれございます。その中で、

用途地域につきましては、昭和 48 年から平成８年までは８用途の指定がありました。

平成８年以降に 12 用途、最近では 13 用途になっております。そのときも一定の用途

としての判断をされた中で、その当時は人口増加の時代であったということと、住宅

の供給をしっかり図っていくべきというところもあったと聞いております。用途地域

を指定するときに地形地物で用途界を設けるというところもございますので、その当

時に用途界として、道路を用途界とされたと考えております。 

○委員   なぜ長い間、住居地域であったかを知りたい。 

○事務局   その都度、見直しの時期には地域に入り、そういうお話はされたとい

う結果は聞いております。今回は、都市計画道路八尾富田林線が事業認可されたとい

うところで、周辺の土地利用が図られていく中で、今、都市計画道路八尾富田林線の

中に工業地域がありまして、住宅と混在している状況にありますので、そういう調査

の中で、継続した形で周辺を眺めてみると、この地域についても工場が 50 年くらい

立地した状況である、ということがありましたので、今回、事業者さんとしっかりヒ

アリングさせていただいて、地域にも６月 30 日にお話をさせていただきました。そ

の中で今回、用途変更が可能になりました。 

○会長   よろしいですか。他にございませんか。 

○委員   今の用途に見合った用途変更をされるということでいいと思いますが、

この地図を見ていますと、その他にも住居地域の中に工場があったりということが見

受けられますが、今後、用途変更の検討であったり、準備はなされているのですか。 

○事務局   八尾市全域で、現在の使われ方と整合していないところがあるという

のは、実際、認識しております。全体をすぐにというところは、作業、時間もかかり

ますし、地域にも入っていかないといけませんので、認識しているところから少しず

つでございますが、そういう検討もしております。特に新家や西高安あたりは準工業
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地域になっていますが、工業が集積しているところ、他の準工業地域であっても住宅

が張り付いているところも認識していますので、順次ではございますが、用途を変更

するなり、地区計画でしっかり用途を守っていく、というところは検討していかなけ

ればいけないと感じております。 

○会長   よろしいですか。 

○委員   ご説明ありがとうございました。細かい話かもしれませんが、10 ペー

ジの土地利用の方針のところで、防止すべきことと、これからめざすべきことが書か

れていて、防止すべきことは住工の「混在」ですね。一方で、めざすべきことは住工

の「共存」とおっしゃられたのですが、おっしゃることは理解できるのですが、「混

在」と「共存」は、若干、言葉が似ているというか。「混在」していても「共存」す

ることはできるのではないかととらえるのですが、「共存」と「混在」の概念整理、

お伝えいただければと思います。 

○事務局   「混在」と「共存」とどう違うのかというのは、一概には、言葉上で

は判断しにくいというのはあります。ただ、「混在」というのは、ランダムに入って

きているもの。「共存」というのは、今回のように長い年月そこで操業して、周辺の

方も一定理解している。事業者さんもしっかり周辺の住民には対応している。何かあ

ったときにはすぐ対応されている。というところで、そういう周辺の住民との意思疎

通が図られているところが「共存」という形かと思っておりますので。今回につきま

しては、４つの事業者さんがしっかり操業を守ってこられたというところもあります

ので、「共存」するということで用途変更の地区計画でございます。 

○委員   今のご説明でよく分かりましたが、「混在」することが防止する対象と

いうよりも、むしろ Confrict（衝突）を避けたいということだと思います。そのた

めに工業地区②を設けて、住建地区との Buffer（衝突を和らげるもの）みたいなも

のを設けているわけですね。「混在」していても、その Buffer を設ければ「共存」に

つながると思いますので、むしろ避けるべきものは「混在」よりも「衝突」という気
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もしますが、そこもまたご検討いただければと思います。 

○会長   他にございませんか。よろしいですか。 

 それでは、他にご意見等がございませんので、事務局の提案どおり、議案第 96 号

及び 97 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） 

 ありがとうございます。ご異議がございませんので、八尾市都市計画審議会運営規

程第５条に基づき議案第 96 号及び議案第 97 号について、事務局の提案どおり承認い

たします。 

 続きまして、議案第 98 号「東部大阪都市計画地区計画の変更」について事務局よ

り説明願います。 

○事務局   それでは、議案第 98 号「東部大阪都市計画地区計画の変更」につい

てご説明させていただきます。 

 まず、地区計画の変更理由について、でございます。「八尾市公害防止条例」の全

部が改正され、「八尾市生活環境の保全と創造に関する条例」となり、平成 30 年 10

月 1 日に施行されたことを受け、東部大阪都市計画地区計画を変更するものでござい

ます。 

 今回対象となる地区計画でございます。跡部北の町三丁目地区地区計画でございま

す。前方のパワーポイントをご覧ください。ＪＲ久宝寺駅の北側、赤く囲っている跡

部北の町三丁目地区、こちらの地区計画でございます。今回この対象となる跡部北の

町三丁目地区地区計画でございまして、変更の内容としましては、八尾市公害防止条

例の全部改正があり、条例名称の変更を受けて、本地区計画に記載されている文言に

変更が生じるものとなっております。しかし、条例名称に変更はありますが、該当条

例の内容に変更はありませんので、本地区計画の影響はございません。 

 参考資料 35 ページをご覧ください。参考資料 35 ページ下、壁面の位置の制限とい

うところをご覧ください。下段の壁面の位置の制限の朱書きにされている「八尾市公
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害防止条例」がありますが、こちらが名称の変更を受けまして「八尾市生活環境の保

全と創造に関する条例」に変わっています。 

 議案 16 ページをご覧ください。先ほどの下段の方ですが、壁面の位置のところ、

こちらに「八尾市生活環境の保全と創造に関する条例」で、こちらが最終案となって

おります。当初の「八尾市公害防止条例」の 52 条と名称変更後の「八尾市生活環境

の保全と創造に関する条例」の第 40 条は、名称は変更しましたが、先ほどご紹介し

たとおり、内容は同じとなりますので、本地区計画の影響はございません。というと

ころで、文言の変更を今回、都市計画審議会にあげさせていただいたところでござい

ます。 

 ご清聴ありがとうございました。 

○会長   ただいまご説明がありました。これにつきまして何かご意見等はござい

ませんか。 

 ご意見がございませんので、事務局の提案どおり、議案第 98 号について、承認し

てよろしいでしょうか。 

（異議なしの声） 

 ご異議がございませんので、八尾市都市計画審議会運営規定第５条に基づき、議案

第 98 号について、事務局の提案どおり承認いたします。 

 以上で、本日の議案を終了いたします。 

 続きまして、本審議会の議決事項ではございませんが、「生産緑地地区の面積要件

の引き下げについて」本審議会の意見を求められていますので、事務局より説明願い

ます。 

○事務局   都市政策課の中井と申します。それでは、続きまして、本審議会協議

事項であります「生産緑地地区の面積要件の引き下げについて」ご説明させていただ

きます。お手元資料の協議事項の１ページ目から４ページ目を合わせてご覧ください。

それでは、座って説明させていただきます。 
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 生産緑地地区の法改正について経過をご説明いたします。昭和 43 年に現行法であ

る新都市計画法が制定され、市街化区域については概ね 10 年以内に優先的かつ計画

的に市街化を図るべき区域とされ、その区域内の農地については「宅地化すべきも

の」として位置づけがされました。 

 しかし、市街化区域内の農地につきましては、緑地機能や将来の公共施設用地とい

った機能を有する面もあることから、平成３年に改正された生産緑地法を踏まえ宅地

化する農地と保全する農地に区分し、保全する農地については生産緑地地区への指定

が進められました。 

 今般、人口の減少や高齢化が進む中、これまで宅地化すべきものとされてきた都市

農地に対して開発圧力が低下し、また、住民が身近に自然に楽しめる空間としての評

価の高まりも見られ、都市農地を保全すべきとの声が広がっております。 

 このような状況を踏まえ、都市農業の安定的な継続を図るとともに、農地の持つ多

様な機能の背景を通じて良好な都市環境の形成に資することを目的として、平成 27

年４月に「都市農業振興基本法」が制定・施行されました。 

また、平成 28 年５月には都市農業振興基本計画が閣議決定されました。画面に映

しているのは、都市農業振興基本計画の概要でございます。都市農業振興基本計画に

おきまして、都市農業振興に関する国の新たな施策の方向性として、都市農地の位置

づけを「宅地化すべきもの」から「都市にあるべきもの」へと大きく転換され、「計

画的に保存すべし」とされました。 

また、同計画におきまして、都市農地を保全するために講ずべき施策の一つとし

て的確な土地利用に関する計画の策定等があげられ、都市計画マスタープランや緑の

基本計画に都市農地の保全を位置づけること、また、生産緑地地区については指定対

象とならない 500 平方メートル未満の農地や道連れ解除への対応が必要となりました。 

都市農業振興基本計画を受け、都市緑地法の一部を改正する法律が制定され、そ

のうち、生産緑地法が一部改正され施行されました。生産緑地法の主な改正内容とい
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たしまして、同法第３条第１項第２号に定める生産緑地地区の面積要件については、

同法第３条２項により、市町村が条例で定めることが可能となりました。 

また、都市農業振興基本計画を踏まえ、本市の都市計画マスタープランにおいて

も都市農地の保全の位置づけを行いました。今回の生産緑地法の改正を受け、庁内関

係者による都市農地検討会議を立ち上げ、都市農地の今後のあり方、活用について議

論しており、面積要件の引き下げについての検討を進め、方向性を打ち出したところ

でございます。 

次に、本市の生産緑地地区の状況についてご説明いたします。本市における生産

緑地地区については、平成４年に現行の生産緑地制度が開始され、667 地区、約 155

ヘクタールが指定されました。平成６年には 756 地区 183.7 ヘクタールをピークに、

平成 29 年 12 月時点では 664 地区、約 139.94 ヘクタールとなっております。 

また、農業の主たる従事者の死亡・故障を理由とした買取り申し出が年間 25 件程

度あり、直近の５年間では約３ヘクタールずつ減少しています。さらに毎年２件程度

の新規追加がありますが、新規に追加した面積は約 0.1 ヘクタールとなっております。 

次に、2022 年問題における土地の利用の考え方についてご説明させていただきま

す。生産緑地は、指定告示から 30 年経過したときには、特段の理由がなくても買取

り申し出をすることが可能となります。平成４年に指定された生産緑地が平成 34 年、

つまり 2022 年に 30 年を迎えることから、土地が大量に市場に出される可能性が高い

と見込まれます。そうなれば土地の過剰供給は避けられず、地価の下落、土地のスプ

ロール化も懸念されます。これらの問題を総括しまして 2022 年問題と言います。国

はこれらを防止し、様々な役割を担っている都市農地をできる限り保全・活用してい

くために関係法律を改正し、既存の生産緑地の保全及び新たな生産緑地の指定を可能

としました。既存の生産緑地については特定生産緑地制度の創設により、買取り申し

出時期の 10 年間延長がなされ、また、面積要件の 300 平方メートルへの引き下げを

条例で可能とすることにより、新規指定の道を開きました。 
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2022 年を迎えるにあたりまして、生産緑地地区は継続的に減少していること、ま

た、農地の有する機能の評価が高まっていること、さらに、小規模な農地であっても

都市農地が有する緑地機能や防災機能等の多様な機能発揮が期待されることに考慮し、

生産緑地法施行令第３条で定める基準に従い、条例を制定して生産緑地地区の面積要

件を 500 平方メートル以上から 300 平方メートル以上に引き下げることについて、協

議いただきたいと考えております。 

条例を制定し、期待される効果としまして、小規模でも身近な農地として緑地機

能を発揮することが想定されます。こちらの写真は、都市住民が農家と交流しながら

野菜の収穫体験を行うイベントを実施している場面です。 

また、営農意欲はあっても生産緑地地区が解除される事例としまして、画面にも

ありますとおり、「道連れ解除」面積である 429 平方メートルの土地について、条例

を制定することで道連れ解除を防ぐことができるようになります。 

これらのほかにも、2022 年問題への有効な対応策となり、農地を保全することに

つながること、貸借その他の規制緩和により、民間の知恵や活力をできる限り活用し

ようとしている国の制度改正に適合する生産緑地の保全に寄与することになり、緑地

機能を確保することができること、農地が持つ多様な機能により良好な都市環境が形

成されること、こういった効果が期待されます。 

今後の予定としましては、本日の都市計画審議会にて協議いただいた後、議会に

上程させていただき、年度内の条例の制定をめざしたいと考えております。 

最後に、大阪府内の各市の条例制定状況についてご説明させていただきます。平

成 30 年７月時点ですが、寝屋川市、堺市、高槻市、茨木市、箕面市、東大阪市の合

計６市が条例を制定しています。 

以上で説明を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。 

○会長   ありがとうございました。ただいまご説明がありました。これについて

何かご意見等ございましたら、よろしくお願いいたします。 
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○委員   もともと 500 平方メートルで今回 300 平方メートルに引き下げています

が、300 平方メートルとなっても農地として機能できるのかを懸念しますが、どのよ

うにお考えなのか。 

○会長   事務局から、よろしくお願いします。 

○事務局   農業委員会事務局の村田でございます。よろしくお願いします。300

平方メートルに下げて農業がどれだけできるか。当然、生産量も少なくなりますが、

今回の都市農業振興基本法の中では、多様化する農業のニーズに応えていくという形

でございます。小さな農業、もしくは市民農園的のような「農とふれあう機会」を創

出する、そういった部分を通じて住民に理解を深めていただき、農業に対する理解の

醸成を図ることも一つの目的かと思います。生産緑地を下げて、生産緑地全体の面積

を確保しながら、農の可能性を「見える化」する。こういうことだと考えています。 

○委員   小さな農地は貸していくという方法があると思いますが。 

○会長   事務局からどうぞ。 

○事務局   生産緑地の貸借につきましては、農地法３条で、農地は基本的に貸借

はできないとなっていますが、こういった部分以外に、直近では「特定農地貸付法」

がございます。都市農地の場合ですと、「都市農地貸借円滑化法」が新しくできてお

ります。こういった部分で事業者への貸付、耕作ができるようになっています。期待

しますのは、面積要件は小さくなりますが、集団化、集積、集約という方向で、事業

者や自らが農業をして一部を市民農園として貸すことも可能となっていますので、多

様化が進むと考えているところでございます。 

○委員   周辺に建物が建ってきた場合は、500 平方メートルの時と同じように、

農地として維持ができない場合は解除されるという方向ですか。500 平方メートルの

時も建物が建ってきた場合は農地として機能しないということがありましたが、それ

は変わらないのですか。 

○事務局   生産緑地地区に指定された場合につきましては、解除の方法としては
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死亡または故障、それでないと解除はできないので、できる限り農業の手法を検討し

ていただくことになります。貸借もできるようになりますので、違う方向での農業や

緑地としての機能を確保していただくこともありますし、また、防災の機能として、

農地があることによって延焼防止につながります。そのため、生産緑地の解除の手法

としては死亡または故障しかありません。多様な機能を発揮できるような支援は必要

なのかと考えています。 

○委員   もともと 500 平方メートルの時は、周辺にビルが建つことによって農地

として機能しない場合は、損害の方は考えなかったのですか。 

○事務局   その場合でも外すことはできません。法で決まっておりますので。 

○委員   もともと生産緑地法はバブルの崩壊以前に進めていきまして、都市の高

騰化を抑制するためにつくったわけですが、指定から 30 年経てば、買取り申し出が

できるようになりますが、先ほどの説明ですと、このまま 10 年毎に延長できるよう

になる。そう見えますが、それで間違いないですか。 

○事務局   もちろん生産緑地の中で「特定生産緑地制度」が制定されております。

この特定生産緑地に移行されると、そのまま今の生産緑地の制度が運用されることに

なっています。指定しない場合においては、いつでも買取り申し出ができるというこ

とですが、税制面では、市街化区域内並みの農地の税制になっていく。一度に上がる

のではなくて順を追って上がると聞いています。 

○委員   500 平方メートルから 300 平方メートルに引き下げることによって道連

れ解除の可能性が減るということですので、その点については賛成しています。審議

会を経て議会にかけられるということで、私ども議会から出ていますので、ここでお

聞きしておかないと、議会にかかると少し判断の基準が変わってきますので、聞かせ

ていただきました。 

○会長   ありがとうございました。他にございませんか。 

○事務局   道連れ解除の話がありましたので、八尾市においても、400 弱のもの
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農地で道連れ解除がありました。営農意欲があったとしても、必然的に法上の縛りで

解除せざるを得ないということで、他に転用されております。こういうところをしっ

かり法の趣旨を見据えて、今回 300 平方メートルへ引き下げていると考えています。 

○委員   ありがとうございます。都市農業振興基本計画のところで、「環境の整

備や農作業の体験、都市住民が農業を行う拠点しての新たな位置づけを検討」とあり

ますが、これはどういうことを意味するか、教えていただけますか。 

○事務局   農作業が体験できるというのは、市民農園であったり福祉農園であっ

たり、様々な活用ができるということです。学校教育で、児童が土にふれあえる、農

業をする、体験を通して農を学ぶ、農を保全していくことで講ずるべき新たな施策が

打ち出された、ということで、八尾市においても学校給食への農産物の提供も行って

いると聞いています。それをしっかり保全するものとして、多様なことを行っていく

べきではないかと国が示したものですので、八尾市としてもそれぞれ検討していかな

ければと考えています。 

○委員   私たちが小さいときと比べても、土をいじる体験はどんどん機会が減っ

ている。農業体験で小学５年生の子が地元の農家さんで体験させていただいたことが

ありますが、年配の方で、今後どうなっていくか、非常に危惧するところです。今回、

要件を緩和して、農の多様性ということで説明いただきました。議会までに間に合う

かはわかりませんが、しっかりとそのあたり、施策として信念を持っていけるか、し

っかりと検討いただきたいとお願いしておきます。 

○会長   他にございませんか。 

○委員   500 平方メートルから 300 平方メートルに下げて、道連れで足りなくな

ってというのはわかりますが、300 平方メートルになることによって緑地空間が増え

てくるのかどうか。500 平方メートルだから今、そんなに増えていないのか。300 平

方メートルになると、環境という面でどのような想定がなされているのか。その辺を

お聞きしたい。 
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○会長   事務局からどうぞ。 

○事務局   先ほども説明がありましたように、大阪府下で先進６市がされていま

す。それにあたって６市では、農家さんなりＪＡさんを通じて説明会等で制度を周知

されていると聞いておりまして、聞いている中では、500 平方メートル以下において

も数件、平均ですが、２件程度の追加がされている。500 平方メートル以下だけでは

なくて、500 平方メートル以上についても追加されていると聞いております。これが

どんどん増えるということではなくて、一定の水準になると落ち着いてくるのかとい

うのは、見込みとしてはございます。 

 八尾市におきましては基準の解除の方が大きく出てくるのかと。生産緑地地区で

500 平方メートル以下については約 1.5 ヘクタール、今、台帳としては持っています

ので、そういうものをしっかり保全していくところと、周知することによって新たな

掘り起しも出てくるのかと。ただ、他の市を見ていく中では、平均ですが、２件程度

の追加が 500 平方メートルであったと。 

○会長   他にございませんか。他にご意見等はないようでございますので、以上

で本日の審議を終了いたします。 

 傍聴されている方がいましたらご退席をお願いしたいと思います。 

○会長   これをもちまして、平成 30 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。本日はご協力をいただき誠にありがとうございました。 

 それでは、事務局に後をお任せしたいと思います。 

○事務局（安達）   岩本会長、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、来年２月上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、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。 

 

 



－ 31 － 

上記内容に相違ありません。 

平成  年  月  日 

 

都市計画審議会委員                印 

 

 

都市計画審議会委員                印 


