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令和２年度第２回八尾市都市計画審議会 

日時：令和２年１１月９日（月）午後２時００分から４時００分 

場所：八尾市役所 ８階 第２委員会室 

 

○事務局 定刻となりましたので、ただ今より、令和２年度第２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、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。  

 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が、「審議会委員名簿」、「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。 

また、８月に更新した総括図を机上にて配布しております。 

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。 

○事務局 それでは議事に入ります前に、市長よりご挨拶を申し上げます。  

○市長  本日は、大変お忙しい中、令和２年度第２回八尾市都市計画審議会にご出

席いただき、心からお礼申し上げます。 

 本日の都市計画審議会の付議案件は、「東部大阪都市計画  生産緑地地区の変更」で

ございます。 

 また、今年度は、「都市計画マスタープラン」の改定年次となっております。  

本審議会からご選出いただきました改定検討部会の委員の皆さまより、ご意見を賜り

ながら、将来都市像を「つながり、かがやき、しあわせつづく 成長都市八尾」とし

た八尾市第６次総合計画との整合や、人口減少などの社会情勢の変化に対応した、持

続可能なまちづくりを進めるべく、改定作業を進めてまいりました。 

 委員の皆さまから豊富な知識と経験による、忌憚のないご意見やお考えを賜り、本
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市の都市計画行政に活かしてまいりますので、よろしくお願いいたします。  

 結びに、委員の皆さまのご健勝と都市計画審議会の円滑な運営を祈念いたしまして、

甚だ簡単ではございますが、挨拶とさせていただきます。  

○事務局 ありがとうございました。  

 なお、ここで市長におかれましては、公務の都合により、退席させていただきます。  

ありがとうございました。 

それでは、議事に入らせていただきます。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１１０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

市都市計画マスタープランの改定について」、また、報告事項が２件ございます。この

後、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。  

 なお、本日の出席者は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、会長にお願いいたしたいと思います。会長、

どうぞ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

回の会議録に署名いただく方を指名したいと思います。 

 今回は植栗委員と松尾委員にお願いしたいと思いますが、よろしいでしょうか。  

（両者承諾） 

○会長 ありがとうございます。 

 それでは、議案第１１０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。 



－ 3 － 

○事務局 それでは、議案第１１０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、参考資料の１ページから３１ページ

について説明させていただきます。失礼して、着座にて説明させていただきます。  

 今回説明の内容ですが、順に、「生産緑地とは」、「今回の変更について」、「スケジュ

ールについて」ご説明させていただきます。 

 生産緑地とは、市街化区域内に指定されている農地等で、農林漁業と調整を図りつ

つ、良好な都市環境の形成に資する事を目的とされており、現況が農地一団地３００

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ております。 

 本市におきましては、平成４年より生産緑地を指定しております。  

 生産緑地地区内では、農地としての管理が義務付けられ、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、農地等を継続し

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、農場等の安定的な継続に資するものや、公共施設等の設置については除

外されています。 

 生産緑地地区内での行為制限は、公共施設の設置や所有者からの生産緑地の買取り

申し出により、解除される場合がございます。この買取り申し出は、生産緑地の都市

計画決定の日から３０年を経過した場合や、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

出ることが出来る制度でございます。 

 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

取り希望の有無の照会の後、他の農業従事者へのあっせん期間があり、３か月以内に

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進

むこととなります。 

 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２５件程度の受付があり、審議会の回数が増え
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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。 

 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、廃止、それらに伴う区域の変更の３つがございます。 

 まず、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点目は現況が農地、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３００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。 

 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。 

 区域の変更については、先ほどご説明いたしました、新たに生産緑地指定を行う場

合、公共施設の設置、買取り申し出等が生じます。 

 それでは、生産緑地地区の廃止、区域変更について、今回の変更にしております区

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。 

 地区について説明させていただきます。こちらは参考資料７ページ、詳細図４の服

部川第１でございます。こちらの画面、左側が変更前、右側が変更後となっておりま

す。 

 変更前の図面で赤い丸のうちの白抜きの地区が、画面右側変更後の図面で緑の斑点

模様となり、区域の追加を表しますので、服部川第１は追加の生産緑地となります。 

 次に地区の廃止ですが、こちらは参考資料２６ページ、詳細図２３の西山本第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の黒塗り地区は、現在すで

に都市計画決定している西山本第６でございます。 

 そして画面右側、変更後の図面は緑色の縦縞となり、この区域は廃止を表しますの
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で、西山本第６は既存の生産緑地より廃止となります。 

 区域の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１３の跡部南の町第１でございます。こちらの画面の左側、変更前の図面で、赤い

丸のうちの黒塗り地区は、現在既に都市計画決定している地区、跡部南の町第１でご

ざいます。 

 そして画面右側、変更後の図面では、緑の縦縞となり、この区域の廃止を表します

ので、跡部南の町第１におきましては、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。 

 今回の変更対象である４１地区の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ページから３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きました、追加、廃止、そして区域の変更

でございます。 

 八尾市全体の地区数で６３３地区、面積にして１２７．６５ヘクタールで、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、以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。 

 昨年度からの変更で比較しますと、地区数は６４３地区数から６３３地区へ、１０

地区減少、面積は１３１．６７ヘクタールから１２７．６５ヘクタールへ、４．０２

ヘクタールの減少となっております。 

 変更の内訳についてですが、地区の追加につきましては７地区ございます。  

 新規指定による追加が５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

たことにより、区域が分断された地区が２件、計７件となっております。 

 地区の廃止につきましては、１７件ございます。主たる農業従事者の死亡を理由に
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買取り申し出が生じた地区が６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、公共施設の設置が生じた地区が１件あり、合計で１７件となり

ます。 

 次に区域の変更について、でございますが、１７件ございます。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５件、公共施設等の設置が生

じた地区が３件、合計で１９件となりますが、同じ地区内で２件の買取り申し出があ

りました地区が一部ございましたので、地区数といたしましては１７地区となります。 

 最後にスケジュールでございますが、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した。 

 今後につきましては、本日の都市計画審議会で議決を得て、年内には告示を行いた

いと考えております。 

 以上で、議案第１１０号「東部大阪都市計画 生産緑地地区の変更」について説明

を終わらせていただきます。 

○会長 はい、ありがとうございます。只今説明がございました、本議案について、

何かご質問、ご意見ございませんでしょうか。近藤委員どうぞ。 

○委員 今回面積要件が５００平方メートルから３００平方メートルに変わりました

よね。それでもう少し増えるかと思ったんですけど、やはり全体的には減少傾向なん

ですよね。トータルで４．０２ヘクタールが減っていると。やはり減少傾向は止まら

ないということですかね。 

 もう少し増えるかなと思っていたんですけど。やはりここ３０年経過してくる中で、

高齢者が結構おられて、死亡されたとかそういうことで減になっているのもたくさん

あると思うんですね。このへん、これからもそういう傾向がずっと続くのかなと危惧

しております。 
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○会長 はい、事務局ご答弁どうぞ。  

○事務局 生産緑地地区の減少の件について、本制度の方なんですけども、平成４年

に始まりました制度でございます。面積要件を下げた中で都市計画部局としては農地

の保全に取り組んでまいりたいなと思っているんですけど、もう少しこの傾向はしば

らく続くのかなと思っております。以上でございます。 

○会長 よろしいですか。はい、西川委員。  

○委員 生産緑地の件につきましては一番近い所にいるものでございますが、この減

少の歯止めのために、農業委員様と連携させていただきまして、農地中間管理機構の

形を取ってＪＡがその役割を担って、現在３年前から立ち上げまして、マッチングが

今現在５０件の約５万３千平方メートルというところまで到達いたしました。  

 今も専門の担当のメンバーを配備しまして、これからも生産緑地の貸借、都市農地

の貸借に関する円滑化法案というのは２年前にできまして、それ以後も納税猶予地に

おきましても貸借が可能となっておりますので、対応を今現在しているところでござ

います。これからも、ご質問ございました減少の歯止めにつきましては、ＪＡといた

しましても、今後もっとしっかりと地域の地産地消、また良好な環境保全という形に

向けて、鋭意努力していきます。 

 ただ要望といたしまして、これから、今現在もＪＡといたしまして、農地の保全の

マッチング、貸借のマッチングをしておりますけれど、どうしてもやはり、この山手

から外環状線と中央環状線の間の生産緑地におきましては、時価も相当高くございま

して、なかなかその関係についての貸借が非常に難しい所です。 

 そういう形で、営農もされないし、そしてまた売却もされない。そういう中間的な

ところが非常に多くございまして、私も業務関係でこういうことは非常に言いづらい

んですけども、どちらかにしていただければ良いんですけども、農業委員様におかれ

ましても、そのあたりの状況把握をしっかりされると思いますので、そういう点をも

う少し明らかにこれからやっていく必要もあるのではないかなと。 



－ 8 － 

 そしてやはり、先祖から継承している土地において手放したくないという形になれ

ば、ＪＡといたしましても最大限努力いたしまして、地域の食の保全というか、そん

なことも含めまして、地球環境、自然環境が非常に大変な状況になっておりまして、

安全・安心、または食の大切さということから鑑みましても、この都市の農地という

のは大変重要なポジションを占めているところでございます。 

 そういうところで、村田局長におかれましても、そのあたりをこれからも十分推進

してくださいまして、また現況把握も対応していただきますことをお願い申し上げた

いなと、そういう要望でございます。よろしくお願いいたします。 

○会長 ありがとうございます。事務局、何かございますか。  

○事務局  今ご説明いただきましたように、何も手をこまねいているわけではござ

いません。 

 八尾市としましては、産業政策課農業振興というところの係、ＪＡ中河内保全グル

ープ、それから大阪府と一緒になりまして、農地の貸借、こういったものを現に進め

ていっているところでございます。 

 昨年度から件数、平米数（面積）、共に倍増して貸借が進んでいるところでございま

す。こういったところも足掛かりにいたしまして、農業委員会も含めまして、この１

１月１日から農地パトロールというのを農業委員すべてやっているところでございま

す。 

 こういった方策も含めて、今後農地の保全について積極的に進めてまいりたい、そ

のように考えてございます。よろしくお願いいたします。 

○会長 他に、ご質問ご意見ございますか。どうぞ。  

○委員 変更後の面積は９．２３平方メートル、ということで、資料の３ページ目の

下から二番目の変更地区、１３．２５と９．２３。１３．２５というのは、これは廃

止と変更で消失した面積ではないかと思うんですけど、その横に追加という文字が書

いていたらこれはおかしいのではないですか。追加されたというふうに取られるから。 
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○会長 事務局いかがですか。はい、どうぞ。 

○事務局 ご指摘いただきました所、変更の合計の１３．２５地区の横の追加という

文字について。ちょっと表が分かりにくくて申し訳ありません。ここの追加、区域変

更の廃止に関しましては、生産緑地の地区のことを少し表させていただいています。 

 ですので、追加の下の下段の所、追加７地区となっております。言葉のつながりと

いうことになっております。よろしくお願いいたします。 

○委員 ということは、１３．２５が消失したということで良いですね。  

○事務局 変更地区のこの表の見方が分かりにくいんですが、１ページの上段の方に、

変更前面積、変更後面積という形で表示の内容を示した欄がございますが、この３ペ

ージの所にはその表示がなくて分かりにくい内容にはなっていますが、上段が変更前、

下段が変更後という形で集計しているところでございますので、よろしくお願いしま

す。 

○会長 よろしいでございますか。他に、ご質問ご意見ございますか。杉本委員。  

○委員 説明いただいた中で、今回廃止が１７件ということで、資料の計算でいきま

すと、約２ヘクタールが今度生産緑地から廃止されたということになっているのです

が、今農業というのは一番大事な問題だと思っております。 

 この前国会の中でも農業の営業そのものの補償という形では、大学卒業並みの収入

を、というようなところまで言っていたと思います。そのことも景観産業として大事

な農業なんですが、最近ずっと見ていますと、４条、５条申請など、これも毎年毎年

後継者がいないという中で申請されると、こういった中で農業そのものの面積がぐん

と減ってきているというのが現状じゃなかろうかと思います。 

 今の社会情勢については色々な局面があると思うんですけれども、行政としてこの

農業をどのように考えていくのかということが、やっぱり位置づけが弱いのではなか

ろうかなと思うんです。 

 資料の中でも都市農業振興基本計画が２０１６年に出されたわけなんですが、これ
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の中身にしても、要するに農地そのものは緑地という見方をしている。国の方針だか

ら私は何とも言えないんですが、やっぱり農業としての位置づけというのは、本来行

政としてこれからどのように考えていくのかというのが、今問われているのではなか

ろうかと思っているんです。このままいきますと、先ほど申し上げたように、農業の

後継者というのは、今は高齢者の方が従事されている中で、若い人たちが後継できな

い、要するに農業をやっていても生活がやっていけない、こういう現状の中で申請が

なされていっているのではなかろうかと思うんですが、ここら辺の行政の在り方とい

うのは今後どのように考えていらっしゃるのか。大きな形でも結構ですので、方針と

して聞きたいなと思っております。 

○会長 では農業についての考え方、よろしくお願いします。  

○事務局 産業政策の観点から申し上げます。生産緑地に関して申し上げますと、市

街化地域というのは今まで転用すべき用地というところで認識してございます。しか

しながら、市が生産緑地を指定して営農を続けておられる現状がございます。ご質問

の農家が辛抱をなさって営農可能となっている状況から、関連した法律の対応、それ

から規制緩和策、こういった対応を抜本的な対応策として考えますと、合わせて農家

が農業を継続したい、または誰もが農業に触れたい、農に触れる試みというもの、そ

れからまたもう一つ、事業の見える化というところで、今委員がおっしゃられました

部分で、都市農業振興基本計画があるものと私は考えております。 

 こういった恒久的な対策といたしまして、今後どのように展開していくかという所

が問題になってくるところでございます。これまで産業政策といたしましては、啓発

事業として、ソフト事業を進めてきたわけでございます。 

 また国の都市農業振興基本計画におきましては、新たな農業というよりもどちらか

というと農、ですね。農の在り方を示されましたので、我々もこれまでやってきた事

業、これから行っていくべき事業を体系化して見える化を進めるために、今年度、八

尾市都市農業振興基本計画を策定しているところでございます。細やかな対策として、
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講じていきたいと思います。 

 また、農家の在り方という部分もあるかと思います。農家に対することについては、

法律について（経営基盤強化）促進法に基づく形でずっとやってきております。こう

いったものの担い手補助ということにつきまして、財源の厳しい中、見直しを含めま

して、他市の状況を調査して検討してまいりたい、そのように考えております。以上

です。 

○会長 よろしいでございますか。他に。  

○委員 もう一点だけ、参考までに教えていただきたいのですが、市内の休耕地とい

うのはどのくらいあるのか、教えていただければありがたいです。 

○会長 はい、事務局ございますか。  

○事務局 休耕地と言いますと、定義上過去１年以内で理由があって耕作をしていな

い土地ということになってございます。この部分で申し上げますと、私ども先ほど申

し上げました利用権設定、農地中間管理事業、ＪＡの保全の対策、こういった部分で

年間約３ヘクタールほど解消いたしております。 

 それと、あと農地調査がございます。これで見ていきますと、だいたい遊休農地と

いうのは、１２、１３ヘクタールあるものと考えております。しかしながら、この線

引きにおきましても、山林が八尾の場合はございますので、そういったところでかな

り古くは農地としてあったけれども、すでに休耕して何十年経っていて、登記簿だけ

が田・畑となって、今は単なる山林となっている状況でございます。そういったもの

も含めてございますと、その数字は明らかにはできない、というところでございます。 

 ですから今現状、平地部分においてだいたい１１．１２ヘクタールと私どもは考え

ているところでございます。以上です。 

○会長 はい、ありがとうございます。では、他にご意見ご質問ございますか。よろ

しいですか。 

 それでは他にほかにご意見等がないようですので、事務局の提案のとおり、議案第
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１１０号「東部大阪都市計画 生産緑地地区の変更」について、議決してよろしいで

しょうか。 

（異議なしの声） 

 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

１１０号「東部大阪都市計画 生産緑地地区の変更」について、事務局の提案どおり

議決いたします。 

 続きまして、本審議会の議決事項ではございませんが、「八尾市都市計画マスタープ

ランの改定について」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 それでは、「八尾市都市計画マスタープランの改定について」ご説明させて

いただきます。それでは、座って説明させていただきます。 

 この都市計画マスタープランの改定におきましては、前年度の令和元年度より作業

を行っており、本年令和２年度の改定経緯について、まずご説明いたします。  

 ６月から９月にかけまして、庁内説明会や意見照会、７月には都市計画審議会にて、

令和元年度の作業の報告をしております。 

 １０月には改定検討部会にて、本編の素案の検討を経て、この都市計画審議会の協

議事項といたしまして、ご意見をいただきたいと思っております。 

 なお、改定検討部会について、簡単にご説明させていただきます。 

 正式名称は、「八尾市都市計画審議会  八尾市都市計画マスタープラン改定検討部

会」となっております。 

 八尾市都市計画審議会規則５条、専門部会におきまして、「審議会は専門の事案を調

査審議させるため、専門部会を置くことが出来る」というところから、八尾市都市計

画マスタープラン改定検討部会を設置しております。 

 また、２といたしまして、部会の委員は審議会に属する委員のうちから会長が指名

するとなっており、ご覧の学識経験者や専門委員、計５名にて改定の検討を行ってお
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ります。 

 それでは、本編案の概要説明に入ります。  

 第１章、計画策定の背景など、前段を整理しております。画面には、協議事項の資

料のページ数を参考までに示しておりますが、基本的にはこのパワーポイントにてご

説明させていただきます。 

 策定の目的、こちら本編２に記載しております将来の八尾市がめざす都市の姿に、

都市計画に関する基本的な方針を、市民など、多様な主体と行政が共有し、人口減少

を抑制、活力ある持続可能なまちづくりを進めることを目的としております。  

 改定の経緯は本編２から３ページにございます。平成２３年３月の、都市計画マス

タープラン改定から概ね１０年が経過し、下記観点で改定を行っております。  

 上位計画の策定改定といたしまして、八尾市第６次総合計画の改定、大阪府東部大

阪都市計画区域マスタープランの改定。社会情勢の変化といたしまして、人口減少、

少子高齢社会、増加する自然災害、感染症による生活様式の変化や、集中する都市基

盤施設の更新。また、都市計画関連制度の変化といたしまして、国による基本的な考

えで、集約型都市構造化や、都市と緑、農の共生、民間活力の重視、そして国土強靭

化でございます。 

 都市づくりの変化といたしましては、中核市への移行により、国や府から様々な権

限が移譲されております。 

 この都市計画マスタープランは、上位計画といたしまして、区域マスタープランや

総合計画と即しております。また、立地適正化計画と共に、みどりの基本計画など、

様々な各分野の計画と整合を図っております。 

 また、用途地域や地区計画など、個別都市計画については、この都市計画マスター

プランと即しております。 

 目標年次は５ページに記載がございます。八尾市第６次総合計画を踏まえまして、

この都市計画マスタープランの計画期間は、８ヶ年としております。 
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 構成におきましては、１から５章がございます。１章は、策定の目的など前段の整

理、２章では、本市の現況の分析や現況を受けまして、まちづくりの視点を整理して

おります。３章では、将来のまちづくりのコンセプトなど整備方針を示し、４章では、

本市を４つに分けまして、３章で示した関連事業の位置を示しております。最後の５

章では、今後の取り組み方針を示しております。 

 第２章、現状分析とまちづくりの視点を整理しております。人口世帯、人の動きは

８ページに記載がございます。 

 人口世帯、６５歳以上の高齢者の人口とその割合は増加する一方で、１５歳から６

４歳の生産年齢人口とその割合は、減少しています。 

 産業における工業。事業所数や製造品出荷額、共にここ１０年で減少が進んでいま

す。産業における農業でございます。生産緑地の面積、地区数、共に減少傾向にあり

ます。 

 八尾市の生産緑地の面積、及び、市街化区域に占める生産緑地の面積。府内中核市

の中で、一番多い状況が見てとれます。 

 土地利用については１８ページに記載がございます。八尾市の土地利用現況図でご

ざいます。 

 土地利用状況におきましては、赤色の商業業務地としまして、土地利用は、近鉄八

尾駅や山本駅など様々な駅周辺、赤色集積しております。青色の工業地としての土地

利用は、中央環状線や外環状線などの幹線道路沿道や、またＪＲ久宝寺駅周辺、空港

周辺、そういったところに工業地が集積しております。 

 併せまして、市街化調整区域におきましては、八尾市の西部の方には、黄色の田・

休耕地としての土地利用が集積している状況が見てとれます。  

 土地利用としまして１９ページには、八尾市の用途地域を示しております。  

 用途地域におきましては、概ね先ほどの土地利用状況と合致しており、幹線道路沿

道の準工業地域や工業地域、駅周辺は近隣商業地域や商業地として、用途地域は設定
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されております。 

 こちらの２０ページは、用途地域を、府内中核市用途地域の比較をしております。

八尾市、東大阪市、寝屋川市など、青色の用途地域が多く、こちらが工業系の用途地

域でございます。また、豊中、枚方、高槻、吹田などは緑色の用途地域、いわゆる住

居系の用途地域が非常に多いまちということが見てとれます。 

 交通ネットワークは２１ページ２２ページに記載がございます。こちらは公共交通

の徒歩圏を示しており、鉄道駅から８００メートル、バス停から３００メートルの円

を描きまして、そこから外れている地域を交通不便地として分析しております。  

 都市施設は２５ページに記載がございまして、計画道路の整備状況を示しておりま

す。八尾市の都市計画道路の整備率は５５．２パーセントと、他の大阪府の中核市の

平均や全国の平均から比べますと、非常に低い状況となっております。 

 都市施設における橋梁の老朽化について、２７ページに記載がございます。こちら

は４４９橋のうち、令和２年には５０年を経過する橋梁が９０パーセントとなってお

ります。 

 都市施設の公園については、２８ページに記載がございます。府下の中核市と比べ

ますと、八尾市におきましては、一人当たりの都市公園の面積が非常に少ない状況が

見てとれます。 

 浸水想定区域としまして、災害については３１ページに記載がございます。こちら

は、八尾市の想定浸水マップ、大和川の氾濫した場合の浸水状況でございます。  

 ３２ページには土砂災害警戒区域、土砂災害警戒特別区域の位置図が示してありま

す。 

 市民意向調査につきまして、３３ページに記載されております。「八尾市の改善した

方が良い所」というところでアンケートを取っており、都市計画分野につきましては、

「公園、自然の環境について改善した方が良い」という意見が２０．４パーセント、

「交通の利便性について改善した方が良い」という意見が２０．５パーセント。最後
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に、「自然災害の備えについて改善した方が良い」という意見が２７．３パーセントと

なっております。 

 まちづくりの視点、３４ページから３５ページに記載しております。こちらは、  

 前計画策定からの変化や、八尾市の現況分析を踏まえ、まちづくりの視点を整理し

ております。 

 左に「都市の課題」、右に「まちづくりの視点」というところで、パワーポイント上

は分けさせていただいております。「Ａ：誰もが住みたい、住み続けたいと思うまちづ

くり、Ｂ：ものづくりのまち八尾を活かしたまちづくり、Ｃ：誰もが円滑に移動でき

る交通ネットワークを活かしたまちづくり、Ｄ：集約型都市構造実現のための、都市

基盤施設整備を進めるまちづくり、Ｅ：安全・安心のための都市基盤施設整備を進め

るまちづくり、Ｆ：都市緑地の保全・活用と環境に配慮したまちづくり、Ｇ：都市の

景観形成によるまちづくり、Ｈ：都市の防災対策を進めるまちづくり」としまして、

まちづくりの視点を整理しております。 

 第３章では、将来のまちづくりのコンセプトや、整備方針などを整理しております。

全体構想の構成としましては、３６ページに記載がございます。 

 「めざす都市の姿」、「都市構造の２つの方向性」、「基本方針」、「分野別整備方針」

を示しております。それぞれ詳細に見ていきます。 

 めざす都市の姿におきましては、八尾市第６次総合計画の将来都市像を念頭に置き、

持続可能なまちづくりに取り組み、めざす都市の姿を定めております。成長し続ける

安全・安心なコンパクトプラスネットワーク都市の形成としております。また、めざ

す都市の姿の具体的な実現に向け、都市構造の２つの方向性を定めております。  

 １つは、駅を拠点とした、コンパクトプラスネットワーク都市の形成、２つめは、

産業集積を呼び込む道路ネットワークの形成としております。 

 基本方針、目指す都市の姿、都市構造の２つの方向性を実現するため、基本方針を

本編の４０から４１ページに示しております。都市の成長とにぎわいある都市づくり
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におきましては、まちづくりの視点Ａ・Ｂ、先ほどご説明させていただきました、ま

ちづくりの視点Ａ・Ｂとリンクしております。 

 また、将来ビジョンにおきましては、総合計画のめざす暮らしの姿とイコールとな

っております。 

 それでは改めまして、基本方針１から４でございます。 

 「都市の成長とにぎわいある都市づくり」におきましては、まちづくりの視点ａ・

ｂとリンクしており、「便利で快適な交通ネットワークが充実した都市づくり」は、ま

ちづくりの視点ｃ・ｄとリンクしております。 

 ３、「安全・安心な都市基盤の整備と維持を進める都市づくり」は、まちづくりの視

点ｅ・ｈとリンクしております。 

 最後に４、「緑豊かな潤いを感じる都市づくり」は、まちづくりの視点Ｆ・Ｇとリン

クしております。 

 分野別整備方針です。めざす都市の姿や都市構造の２つの方向性など、実現を図る

ために、６つの分野に分けて整備方針を示しております。 

 １つ目は、都市計画の土地利用。２つ目は交通ネットワーク、３つ目は都市基盤施

設整備・維持、４つ目が都市の緑地保全・活用、５つ目が都市景観形成、６つ目が都

市防災としております。 

 将来都市構造につきましては、３８から３９ページに記載がございます。こちらは、

立地適正化計画における都市機能周辺区域と整合しており、近鉄八尾駅、ＪＲ八尾駅、

近鉄河内山本駅、ＪＲ久宝寺駅、大阪メトロ八尾南駅を都市拠点として位置づけてお

ります。 

 将来都市構造は、３９ページにございます。それぞれの都市拠点を都市軸としまし

て、このように道路が貫いているということでございます。 

 ３章の分野別整備方針でございます。本編４２から４６ページに、都市計画の土地

利用の記載がございます。地域の特性に合わせた適切な土地利用誘導を図り、にぎわ
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いある都市づくりを推進する。 

 こちらが都市計画の土地利用方針図、４４ページに記載がございます。  

 整備方針といたしましては、ａ：適切な土地利用誘導、ｂ：住工共存のまちづくり、

ｃ：都市機能の集約によるにぎわいの創出の記載がございます。  

 分野別整備方針の２としまして、交通ネットワークが本編４７から５３ページに記

載がされております。新たな公共交通ネットワークを構築すると共に、公共交通の維

持存続のため、利用促進に取り組み、また、道路や駅周辺の整備などによる都市魅力

の創出を進めます。 

 本編４７ページには、交通ネットワークの方針図を示しております。こちらには国

道、府道、都市計画道路、市道、大阪モノレール、など未開通でございますが、記載

の方をさせていただいております。 

 整備方針におきましては、ａ：駅を基点とした公共交通の充実、ｂ：駅周辺の整備

と特色ある拠点づくり、ｃ：都市計画道路の整備、ｄ：鉄道による都市基盤の分断解

消策の検討、としております。 

 ３といたしまして、本編５４から５７ページには、都市基盤整備・維持の記載がご

ざいます。 

 都市基盤施設の老朽化が進む中で、選択と集中による効果的な都市基盤施設の修繕、

更新、整備、計画的な維持管理が必要です。 

 また、交通安全施設の整備を行い、安全・安心の確保をする都市基盤の整備を考え

ております。 

 こちら本編５４ページに、都市基盤施設整備・維持方針がございます。  

 整備方針は本編５４から５７ページに、ａとしまして都市基盤施設の計画的な長寿

命化、ｂ：都市基盤の整備、ｃ：無電柱化について記載がございます。 

 ４、都市緑地保全・活用は本編５８、５９ページに記載がございます。農産物の供

給だけでなく、防災や良好な景観の形成、環境の保全など多様な機能を持つ都市農地
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が貴重な緑地として位置づけられ、生産緑地制度の活用により保全を図ります。また、

循環型社会、脱炭素化社会の実現に努めます。 

 こちらは都市緑地保全・活用方針として、本編５８ページに記載がございます。  

 整備方針としましては、都市緑地の保全・活用の記載があります。  

 本編６０から６２ページには、都市景観形成の記載がございます。  

 八尾市都市景観形成基本計画に基づきまして、玉串川・長瀬川を代表とする水と緑

や、久宝寺寺内町など歴史的なまちなみ、高安山・大和川の眺望、八尾らしい都市景

観を守りつくり、育てます。また、これらの歴史資産や地域資源について、活用、発

信したいと考えております。 

 本編６０ページには、都市景観形成方針図を示しております。  

 整備方針といたしましては、ａ：都市景観の形成やまちなみの保全・形成、ｂ：水

と緑のネットワーク形成、ｃ：歴史資産の活用、ｄ：自然景観の活用としております。 

 分野別整備方針、最後の６でございます。都市防災につきましては、本編６３から

６６ページに記載がございます。 

 頻発する自然災害などから市民の生命及び財産を守るため、ハード・ソフト両面で

防災対策を効率的に行っております。 

 こちらは都市防災方針図、６３ページでございます。八尾市地域防災計画から抜粋

しております。 

 整備方針におきましては、ａ：総合的な治水対策の推進、ｂ：土砂災害対策の促進、

ｃ：避難路、避難地整備、ｄ：都市インフラの耐震化、の記載がございます。  

 本編６７から７１ページには、第４章地域別整備方針図が示してあります。地域別

整備方針図の区分につきましては、用途地域界や土地利用の状況を踏まえまして、八

尾市を４つの地域に設定しております。本編６７ページ、ご覧のように地域を４つに

分けております。 

 第３章の、分野別整備方針の関連事業等を地域別に示しておりまして、例えばこち
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ら画面を見ていただきますと、本編の４５ページ下段の所に赤く囲っている関連計画、

関連事業がございます。こちらで示している関連事業の場所を、地域別整備方針図の

方にそれぞれこのように吹き出しで、どの場所の整備のことを示しているということ

で、地域別方針図を示しております。 

 第５章、今後の取り組みにおきましては、八尾市第６次総合計画から、共創と共生

の地域づくりのイメージを載せております。 

 本編の説明は以上となっていますが、改定検討部会における委員の主な意見の方を

ご紹介させていただきます。 

 「めざす都市の姿に成長し続けるとあるが、人口減少社会において違和感がある」

というご意見をいただきました。これに対しまして事務局の方では、総合計画の将来

都市像との整合と共に、成長は拡大だけを意味するものではなく、産業集積によるま

ちの成長や、環境・景観など質の高いまちづくりを進めることで、成熟の意味合いを

込めて成長という言葉を使っております。加えまして、八尾市にはまだまだ成長する

伸びしろがあるということで、成長を続けるという言葉を使わせていただいておりま

す。 

 また「ＳＤＧｓや用途地域など、難しい言葉があるので説明が必要だ」ということ

を受けまして、各ページの欄外、一番下の欄の所に用語の説明や、また本編７４ペー

ジ以降なんですけども、コラムの方で様々な難しい言葉について説明をしております。 

 「地域特性として、自転車利用が多く、利用環境についての記載が必要では」とい

う意見がございました。そちらは分野別整備方針において、自転車利用環境について

記載しております。 

 「指標や目標など、事後の評価が必要では」というご意見がございました。今回の

都市計画マスタープランは、総合計画との整合を十分図っておりますので、総合計画

の事業評価が、マスタープランの事後評価とイコールとなるように設定しております。 

 「福祉の関係、バリアフリーなどの記載が必要である」とのご意見ございました。
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それに関しましても、利用困難な方に対する新たな交通ネットワークの構築や、都市

基盤施設維持において、バリアフリーなど、そういったところで記載しております。 

 「都市計画マスタープラン策定の平成２３年から１０年が経過し、どのようにまち

が変わったか、という分析が必要では」というご意見がございました。こちらにおき

ましては、平成２３年から３０年度のこの期間で、都市計画関連事業の進捗を整理し

ました。 

 市街化区域の編入面積は０ヘクタールから２６ヘクタールの増加、防火、及び準防

火地域指定面積におきましては、２９３ヘクタールから２，７３７ヘクタールで、大

幅に増加しております。 

 地区計画の策定におきましても、５地区から８地区、都市計画道路の整備延長は０．

４３キロメートルの増、駅前広場整備面積も約６，０００平方メートルの増、公園整

備面積も３．５７ヘクタール増、バリアフリー整備延長５．２キロメートル増など、

着実に八尾市のまちづくりが進んでいることが分かります。 

 今までのような人口増加社会ではなく、人口減少社会に即した記載が必要では、と

いうことがございました。こちらは持続可能なまちづくりを進めるため、八尾市立地

適正化計画などと整合を図り、将来のまちづくりのコンセプトである、めざす都市の

姿を、コンパクトプラスネットワーク都市の形成としております。 

 また、「ＭａａＳは、公共交通における今後のポイントとなるので、しっかりした説

明が必要では」というご意見がございましたので、コラムの方で追加説明しておりま

す。 

 また、「本市の特徴を知る一つとして、地域別の高齢化率などの人口の分布を調べて

は」というご意見をいただきました。こちらは立地適正化計画の中で、示しておりま

す。上段は平成２７年国勢調査による高齢化率、下段の方は平成５２年ということで、

２０４０年の高齢化率の推計でございます。 

 「まちづくりの視点や分野別整備方針のリンクが分かりにくい」ということで、先
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ほどまちづくりの視点とリンクしている所で表現の工夫をしております。 

 「整備方針や事業の実行性についてメリハリをつけるべきでは」、「語尾の統一につ

いてどう考えるか」というご意見がありました。事業の実効性の高い部分、ハード整

備におきましては「進める」や、ソフト的なところでは「図る」、という表現を使わせ

ていただいております。少しトーンが落ちる中では、「取り組む」であったり、「検討

する必要がある」という記載にしていたり、また国や府事業における整備促進の場合

は、「促進に努める」ということで語尾を統一しております。  

 また、「社会のトレンドとしてＳＤＧｓの記載や新しい生活様式に触れる事や、安

全・安心、利便性、ポストコロナなど様々なキーワードが今の時代必要では」という

ところで、こちら少し割愛しますが、様々ところで本編の方にそれぞれ対応させてい

ただいております。 

 最後にその他の意見としまして、「市民目線で分かりやすい表現、工夫が必要である」

であったり、「まちづくりは非常に長期的であるので、市民に対して勉強会を行う場を

作り、まちづくりの気運を高め、苗を植えることが必要である」、「産業成長を見据え

るためには、付加価値のある製品づくりが必要」など、様々なご意見等をいただいて

おります。 

 最後に今後のスケジュールにおきましては、１１月９日、今回の都市計画審議会協

議事項に図らせていただいた上、１２月初旬のパブリックコメントの実施、１月中旬

をイメージしておりますが、第４回の改定検討部会、２月中旬を予定しているんです

けども、最後に都市計画審議会にて、本編の報告をさせてもらえたらなと考えており

ます。報告は以上でございます。 

 

○会長 はい、説明ありがとうございました。この案件について、何かご意見等あり

ますでしょうか。大星委員どうぞ。 

○委員 先ほどの議案でも議論されました、生産緑地に関して、マスタープランにつ
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いての課題と今後の方向性が出ていますので、いくつか質問をして意見を述べたいと

思います。 

 まず、生産緑地の減少が、地区数も面積も歯止めがかからないのではないかという

のが１７ページに、このグラフを見ましたら一目瞭然でして、今後もこの傾向が続く

のかなというのが予想されます。ただ、このグラフで一か所だけ数字が上がっている

所がありますよね、２０１８年ですか。それは何故なのか要因を教えてください。  

○会長 はい、上がっている要因の説明願います。  

○事務局 本編の１７ページの所、八尾市の生産緑地の地区数と面積の方は、２０１

５年から２０１６年にかけまして増加していると思うんですけども、実は曙川南地区

の市街化調整区域が市街化区域に編入された際に、生産緑地の指定がされたことで数

が増えたという結果でございます。  

○委員 分かりました。ということは、大きな開発がなければ、この傾向が続くとい

うことだと思うので、マスタープランの整備方針の中にも、５９ページに生産緑地に

関して「多様な機能を持つ都市農地の活用や保全などの取り組み」というふうに書い

てあります。本当に農地というのは、農を営むとか農に触れるとか、それだけではな

くて緑地としての意味もあったり、それから災害に備えるということで空きスペース

があるということは、まちの中に農地があるというのは本当に大きな意味があるので、

市としても生産緑地含め農地をこれ以上減らさないようにというふうに思ってくれて

いるのだろうと思います。 

 そこで、ここに書いてある多様な機能を持つ都市農地というのは、どのようなもの

をイメージしているのか教えてください。 

○会長 はい、どうぞ。 

○事務局 本編の５８ページをご覧ください。本編の５８ページの上段ですが、「防災

や良好な景観の形成、環境の保全など」、というところがございます。先ほど委員から

言っていただいた通り、貴重なオープンスペース、延焼遮断帯にもなる、逃げこむ場
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所にもなる、資材を置かせていただく場所にもなる、というところで、八尾市におき

ましても５００平方メートルから生産緑地の指定を３００平方メートルに落としたと

ころで、しっかり保全していきたいと考えております。 

○会長 はい、よろしいですか。どうぞ。  

○委員 そういうことですね。市としても努力していただいているということは分か

りますし、先ほどの色んなご意見を伺っていて、農業従事者の皆様も色々な思いや事

情を抱えておられて、そうすんなり貸借も、少し倍増したとはおっしゃっていてもな

かなか思うように進んでいないように見えるんですね。 

 結構色んな市民さんから、土地を、農地を借りたいんだと。例えば高齢者だったら

ふれあい農園とか制度がありますけれども、じゃあ高齢でない方が、例えば今、健康

志向ですから、「無農薬野菜を作りたい」とか「有機栽培で作りたい」というような方

もいらっしゃるし、「農地を色んな方々と一緒にふれあいながら耕してコミュニケーシ

ョンの場にしたい」、「居場所にしたい」とか、本当に色んな方から「農地ってないん

ですかね」という声を聞かせていただいて、時々ご相談に行ったりしたんですが、や

っぱり先ほどは農業従事者側からの視点を言っていただいたけれど、市民の中には、

本当に農地を借りられるものなのか、借りて本当にそういうことをやりたいと、農に

触れたい野菜作りたいとか、そういう方がいらっしゃるような、ニーズがあるような

気がするんですね。そういう意味では、そういった人達の市民のニーズというような

ものを、今まで調査をされたということはないでしょうか。 

○会長 はい、事務局どうですか。  

○事務局 産業政策の方からお答えいたします。まさしく、今委員がおっしゃられて

いる部分の貸借というのは、農地バンク制度にかかることだと思います。先ほどから

議論している農業従事者の観点、それから市民の観点、両方からおっしゃっていただ

きました。 

 確かに「農」「業」でございますので、「業」として「農」が成り立っていくために
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は、年収農業生産で、専業でいくつほど作れば良いかというのが農業従事者の立場な

んですね。こういったところで貸借というのは、農地法でがんじがらめで、一般の方

が仮に条件を満たしているとしても、なかなか借りられる状況ではなかったことはご

存じかと思います。これを今、生産緑地の要件緩和を含めまして、市街化地域におけ

る生産緑地の在り方、農地の貸借をできるように法律になってございまして、八尾市

においても国の法律の規制緩和に対応して、すぐさま４件ほど、貸借が可能となる生

産緑地に変えてまいりました。それ以外にも企業様が進める農園や、農地法の特例に

かかる農園というような形ですね、そういった部分を市民農園と同様の形で進めてお

ります。これも毎年１件、現状といたしまして必ずございます。 

 今後につきましては、もう一方の農に触れあう機会というのは、作っていかねばな

らないと思っております。これは産業政策としてやっていかなければいけないと。法

律の緩和を見据えて、対象となる農家にお声かけをして、体験型農園という農協の方

ではよく活用されているものもございます。そういった部分が進めていけたらいいな

と、そのように担当を含めて考えております。以上でございます。  

○会長 はい、どうぞ。 

○委員 本当に都市型の農地というのは今おっしゃっていただいた色んな活用がある

と思うので、今後、農業振興の基本計画も作成中ということなので、ぜひとも期待を

しているところで、具体的に市民の皆様が活用できるような農地になるように進めて

いただきたいなということを、ご要望申し上げます。 

 あと、すぐ簡単に答えていただけるものだけ聞かせてください。都市計画道路につ

いてなんですけど、４７ページ、基本的なことで申し訳ないんですけれども、都市計

画道路の整備中路線というのは分かります。未整備路線というのも分かります。まだ

これから、手がついていないという路線です。整備促進路線というのが今回ここの地

図の中に示されていますけれど、なかなか道路の整備というのは市民の皆様から見え

ないんですね。なんかやっているけどいつまでかかるんだ、とか。まだできないのか、
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とかよく聞かれるんですけど。もちろん道路を整備しようと思ったら、土地の買収か

ら何からと相手があることですからそんな簡単にはできないと思うんですが、整備促

進路線というは、例えば今度のマスタープランの中で、どれくらいまで進むのが促進

なのかという、イメージ的なことだけ教えてください。 

○会長 はい、事務局どうぞ。 

○事務局 今ご質問いただいた内容としましては、整備促進路線の説明はどうかとい

うことで、ご指摘いただいたのかなと思っております。整備促進というところは、本

来であれば国の決定路線、また府決定路線、当然私ども八尾市が決定している路線等、

３種類ほどの路線が基本的にはあるのかなと思っているところです。 

 今回の都市計画マスタープランにつきましては、八尾市の都市計画ということで、

考えておるところでございますので、整備路線、これから整備していく未開通路線と

いう位置づけは、八尾市としてさせていただいているところではございますが、今後

大阪府とか国にも整備をしていただく必要があるというところにつきましては、促進

していくという観点で、促進路線という形で明記させていただいております。  

 特に大きい道路で言いましたら、代表的な大阪柏原線は国が整備をしていく主体に

なりますので、八尾市としてはしっかり大きい道路として位置づけがございますので、

そういう路線については促進していくという位置づけをさせていただいているところ

でございます。 

○委員 分かりました。広域的な路線という時には促進するよ、という方向性を出し

ているということですね。すみません、ありがとうございました。 

○会長 他に、ご意見ご質問ございますか。はい、中村委員どうぞ。  

○委員 東部の山麓の方、５９ページの「緑豊かな潤いを感じる都市づくり」という

所の３つめですね。「都市近郊の身近な里山である高安山の自然が、適切に保全される」

ということで、あのあたりというのは農地もたくさんあるということもありますし、

また古い民家ですとか、そういったものがたくさん残っているんですが、一方で価値
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のある民家ですね、そういうものがどんどん廃屋になっていって誰も住んでいないと

いう状況を目の当たりにして、そういった共存している姿というものにも、八尾市民

にとっては大事な田園風景と捉えられるのではないかな、と考えられます。そうした

意味でも、今後の保全という意味で何か手立てと言いましょうか、調査をされておら

れるとか、今後こういうふうに展開をされていくという展望がありましたら教えてい

ただきたいと思います。 

○会長 はい、事務局よろしくお願いします。 

○事務局 里山の古民家ということで、古い民家の保全というか、わりとそこに建っ

ている民家は市街化調整区域というところの背景が少しあるのかなと。そこの部分で

言うと、市街化を少し調整していく区域であると。というところがまず一つあるかな

と。ですので、都市計画の中で積極的にスポットを入れて、という意味から考えると、

あまり積極的にということでもないのかなと思う反面、都市計画のところでは、少し

住宅政策の方とも関連してくるかなと思うんですけども、そこで位置づけの高い民家、

歴史があったり、景観のストーリーが立てれるものに関しては、今後の歴史的な地域

資源という形で、位置づけできるものに関しては、検討していきたいかなと思ってお

りますので、よろしくお願いいたします。 

○会長 はい、よろしいですか。どうぞ。  

○委員 ありがとうございました。市街化調整区域でそういった地域ですと、恐らく

そのお家自体が営農されておられて、共住をされておられるので、そういう住宅が建

つのかなというふうに想像されます。そういったところをどういうふうに、景観条例

等々もありますけれども、今かなりご高齢になられている方も多いと推察されますの

で、今そういったものをできるだけ残していけるようなところがあるといいなと思い

ましたので、よろしくお願いいたします。 

○会長 はい、ありがとうございます。他に、ご意見ございますでしょうか。どうぞ。  

○委員 マスタープランということで臨んでいただいていると思うんですけれども、
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これは要望、願望も含めてなんですけども、八尾の産業全てが町の駅とか道の駅とか、

そういった形で、もっと八尾の寺内町久宝寺なんかは特にそういったまちなみで保存

されている所もある。そういうことを考えますと、今現在、近畿自動車道の八尾イン

ターは、北から降りられます、そして南から来た段階では、降り口が南港の方に行く

長原の所しかございません。 

 そんなところを考えますと、八尾の玄関口が現在、交通網で中央環状線、近畿道か

ら降りられても相当中心まで時間がかかって、八尾がどんなまちなのかということに

対してマスタープランの中で今後考えてほしいんですけど、八尾インターの南側の大

阪府の土地があるんですけども、これ久宝寺の緑地、私農協なので、かなり組合員さ

んが公共施設ということで売却されています。あの場所にそういうサービスエリアを

兼ねた道の駅、そういった形で八尾のものづくりのまち、あるいは色んな産業を久宝

寺の寺内町の関係と、あのあたりにそんな形でマスタープランの中に今後検討を加え

てもらえたらなと、八尾とはこんなまちなんだと、そしてまた、こういう産業という

かサービスエリアも兼ねてこんな建物で八尾ということを紹介できる、そんな形を今

後考えていただいたらどうかな、と。 

 松井さんも、そして吉村さんも、また市長の大松さん関係についても政党等、そし

てまた今日いらっしゃる議員さんにおかれましても、やはり南からくる玄関口とか、

あるいは北からの形でのサービスエリア、それを会場にして、近畿道のレベルから建

物３階くらいにして対応して、また八尾のまちをしっかり覗いてもらえるようなそん

な形をこれから構想していただけたらなという、これは要望もあります。マスタープ

ランの中で八尾市とは、こういう所なんだというのをもっと分かりやすく、そしてま

た、紹介しやすい、そんな試みをこれから考えてもらえたらな、というふうに思って

おります。以上でございます。 

○会長 はい、少し要望ございました。今の段階でコメントございましたら事務局ど

うぞ。 
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○事務局 今のご要望にしっかり答えられるかどうか分かりませんが、私ども八尾市

としましても、今お話しいただきました大阪中央環状線、これは八尾市のいわゆる南

北を通す軸の一つとして認識しております。また中環だけではなく、外環状線、こち

らもいわゆる農業、産業の軸になる縦軸の軸という認識で私たちも認識させていただ

いております。 

 先ほど大阪府の公共用地というお話しいただいたところは、久宝寺緑地が拡張する

ということで、一部農地の部分を買収されまして、緑地整備をされているというふう

に聞いております。ですので、今お話しいただいたところは、久宝寺緑地の拡張とい

うことで認識させていただいているところでございますが、先ほど前回の７月にです

ね、景観の観点で久宝寺寺内町重点地区に指定させていただきました。これも今指定

したところで、これからしっかりまちづくりを行っていく必要があるという認識でご

ざいますが、そういった中環に近い所で、久宝寺寺内町があると。それを含めまして、

中環の新たな産業を担うにあたりまして、産業集積も八尾市としてはまちづくりの一

つの核として認識させていただいておりますので、中環となれば公益的な観点も必要

ですし、また場合によっては産業集積をする場所もしっかり位置づけをして整備をし

ていくにあたりましては、今後そういった課題を地域の声も聞きながらまちづくりを

進めていく必要があるという認識でございますので、これは総計の中にも書いて、八

尾市としても取り組んでいくと。 

 また、都市マスの中にも少し産業集積の所でしっかり記載等させていただいており

ますので、そういった観点を持ちながらまちづくりを進めていきたいと考えておりま

すので、よろしくお願いいたします。 

○会長 よろしいでございますか。他にご意見ございますか。稲森委員どうぞ。  

○委員 都市計画マスタープランを策定されるときに、やはり全体構想の中での将来

都市構想、将来都市構造、土地利用方針図の策定がメインになってくるかと思います。

その中で今回、先ほども都市計画道路の整備促進の策といたしまして、市の事業だっ
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たら良いですけど、大阪柏原線国直轄事業、あるいは八尾富田林線等々の実現もいた

だいた中で、今回それに関連いたしましてコンパクトプラスネットワークというとこ

ろを非常に意識していただいた計画になっているのかと、見てとれるところでござい

ます。 

 それに関連しまして、分野別整備方針の中で交通ネットワークというところ、特に

公共交通ネットワークで、現在の交通不便地という課題も明確化された中で、これか

らまちづくりを進めていくという特色があるところかなというのが見てとれるんです

けども、先ほどご説明の中で、策定委員の先生からもやはり市民の皆様に書かれてい

る内容が、見える化することが非常に分かりやすさを記述にすることが重要であると

いうようなご指摘もあったとお伺いいたしております。 

 それに関連いたしまして、全体構想の中ではこういうふうに分野別整備方針で構想

のまちづくりを進めていくという方針を掲げていただいているんですけども、見えや

すさというところで一点だけご指摘申し上げると、第４章からの地域別整備方針図の

中に、交通まちづくりに関する事業がそれぞれの南部・東部・中部・西部のエリアの

中で、今もうすでに先行する竹渕地域であるとか、あと現在対象の志紀中学校区で地

域の意見聴取等々を進めていただいているとお伺いしておるんですけども、そのあた

りも分野別の地域別整備方針図の方に、もし記述ができるのであれば、今後パブリッ

クコメント等々も最終案というのを確定していただくと思うんですけども、そのあた

り、もしご検討いただけるのであればそのあたりも記述いただけたらなというところ、

これが一点を目申し上げる次第です。 

 あと記述内容でもう一点だけ申し上げたいんですけども、６３ページ、都市防災と

いう項目がございます。こちらの都市防災方針図の中で、八尾南駅の北側、八尾空港

周辺ということで、今の八尾空港西側跡地に該当するこちらが広域避難地という形で、

都市防災方針図という記述になっているんですけども、地域別の分野の方針図を見て

いますと、南部エリア７０ページのところで、八尾空港西側跡地活性化促進事業とい
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うふうに進めていくというところで、都市防災の方針図に広域避難地という記載にな

ってしまうと、この辺との記述内容の乖離が出てくる可能性がございますので、ちょ

っと都市防災方針図の方の記載も、一点もし可能であれば修正の方ご検討いただけた

らなと、これも要望として申し上げたいと思います。よろしくお願いいたします。  

○会長 はい、ありがとうございます。都市計画道路の記述の問題と、八尾空港西側

の今の段階で何かコメントございますか。 

○事務局 ２点ご確認があったのかなと思っておるんですが、１点目は交通不便地の

ところでございます。交通不便地につきましては、この整備方針の中でも今現在整備

に向けての不便地の場所につきましては、地域の中で協議をしておるところでござい

ます。そういう所はどういう形で記載ができるのかは検討させていただこうかなとは

思いますが、なかなか、地域を明確にした示し方というのが難しいので、何かコメン

トで書くのか、そういったところができるのかというのは検討させていただこうかと

思っております。 

 ２点目の広域避難地につきましては、今回、整備方針図の中で広域避難地という位

置づけで６３ページの所でいただきました地図の所に八尾空港、いわゆるメトロ八尾

南駅の北側に緑色で塗らせていただいている広域避難地でございますが、現在地域防

災計画の中で、広い土地という意味で広域避難地に指定というか位置づけをさせてい

ただいているところでございます。ですので、この記載内容につきましては、現在地

域防災計画の中で、そういった位置づけをしている、というところを、文言として記

載させていただきまして、実際西側跡地の所はまちづくりのためにも大阪市と協議を

重ねて活用について国の方に協議しているところでございますので、しっかりそのあ

たりとの区別をするような記載にさせていただきたいと考えております。 

○会長 他にご意見ございますでしょうか。はい、植栗委員どうぞ。  

○委員 この計画の中で、八尾市の観光に関する件、一つも出てこないんですけども、

今はやりのGoToキャンペーンじゃないですけども、何かそういうことに力を入れるこ
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とは一つもないんですか。色々広くある所あるんですけども、観光を一つ呼び込んで、

八尾を売り込む、そういうのを出していただけますか。 

○会長 はい、都市計画の観点からお答えお願いいたします。  

○事務局 今回都市計画マスタープランにつきましては、都市計画法に基づきまして、

プランを練らしていただいております。ただ、今回まちづくりを進めて行くにあたり

まして、魅力発信というのは必ず必要なものという認識はございまして、発信の仕方

について文言を加えたりしている部分もございますが、これにつきましては、実際今

後まちづくりを進めていく中で発信、現況を語っていくところで、またそういった発

信という意味では個別計画の中でしっかり記載していくと思いますので、そことはし

っかりと連携を取ってまちづくりを進めて行きたいと考えていますので、よろしくお

願いいたします。 

○会長 よろしいでございますか。他によろしいですか。  

 そしたら、今かなり色々ご意見ご要望が出ましたし、これからパブリックコメント

に出されて、最終的には検討部会ですか、専門部会でご披露いただいて、最終的には

審議会にも報告ということですので、あった意見についてご検討いただいて、よろし

くご対処の方をお願いいたします。 

 それでは、議案と協議事項、審議会としての審議についてはこれで一旦終了いたし

ます。 

事務局より何かありますか。なければこれで、令和２年度第２回八尾市都市計画審

議会を閉会させていただきます。本日はご協力いただき、ありがとうございました。 

 それでは、後は事務局にお任せします。  

○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、来年２月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。  


