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令和２年度 第４回 八尾市住宅マスタープラン審議会 議事要旨 

日時：令和２年 11月 10日（火）10：00～12：00 

場所：八尾市役所 西館４階 401会議室 
 
【出席者】 

清水委員、森本委員、山本委員、鈴森委員、田邊委員、植栗委員、中村委員、金澤委員 

 

【議題】 

１ 開会 

２ 議題等 

（１）第３回審議会(書面開催)での意見への対応及び現行計画の「優先的に取組む施策」

の進捗状況について 

（２）八尾市住宅マスタープランの基本理念について 

（３）八尾市住宅マスタープラン（素案）について 

（４）その他 

 

【配布資料】 

資料１  令和２年度 第３回八尾市住宅マスタープラン審議会意見 対応方針 

資料２  八尾市住宅マスタープラン（素案） 

資料３  現行計画 「優先的に取組む施策」の進捗状況表 
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【議事要旨】 

１．開会 

◇事務局より開会の辞 

◇傍聴人なし 

 

２．議題等 

（１）第３回審議会(書面開催)での意見への対応及び現行計画の「優先的に取組む施策」

の進捗状況について 

◇事務局より資料１、３の説明 

◇委員意見 なし 

 

（２）八尾市住宅マスタープランの基本理念について 

◇事務局より資料２を用いて基本理念の説明 

◇以下、委員意見 

委員 

・案２が良いと思うが、安全安心はなくてよいと思う。ここだけ説明

文のように感じる。ない方がストレートに伝わってよいのではない

か。 

委員 
・案３が良いと思う。 

・基本理念はどこで提示される予定か。 

事務局 
・計画書第３章で提示する。p50にあるように、計画の流れ等で記載す

る。 

委員 
・フレーズが長いので、みせ方として、「住んでええとこ・八尾」を２

行目に持ってきた方が見やすいと思う。 

委員 

・意見に同意である。安全安心はわざわざ目標に掲げるものではなく、

必須のものであるので、「安全安心」の文言は不要である。それより

も、「みんなでつながる」や「魅力都市」を推しだす方がよい。 

会長 
・指摘のとおり、「安全安心」は他の２つとレベルの違う項目のように

思う。 

委員 

・p49のそれぞれの基本目標に「ええとこ・八尾」と記載されているが、

基本理念が短ければ、そこに当て込むことができるのではないか。

その方が基本理念と基本目標のつながりが分かりやすいと思う。 

会長 ・ええとこ・八尾の「・」についてはどう思うか。 

委員 ・話すときには「・」はつかないので、なくてもよいのではないか。 

委員 

・案２がよい。 

・住宅マスタープランなので、基本理念に「安全安心」は欲しい。「（安

全安心）で」はいらない。 

委員 
・案２でよいが、安全安心を入れるかは悩ましい。 

・総合計画の基本理念にあわせるのであれば、なくてもよいと思う。 

会長 

・前回の住宅マスタープランの基本理念は「みんなでつくる、未来に

つなぐ魅力ある住まい・まち」であった。 

・安全安心を入れるか入れないかが論点となってきている。 

委員 
・「安全安心」の文言については、基本理念が長いから削るのか、単に

不要なのかによる。目指すのは３つでもよいのではないか。 
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会長 ・案３を選んだのは、「安全安心」が最後に来ているからか。 

委員 
・案２は単語と文章が入り混じっているように思え、案３の方がすっ

きりしているように思う。 

会長 
・案２は四文字熟語が２つ入っている。案３の方がより口語に近いよ

うな印象である。 

委員 
・案３でもよいが、その場合、みんなでつなが「る」の方がよいのでは

ないか。 

委員 
・「住んでええとこ 八尾」を改行することに異論はない。 

・案３で、みんなでつなが「る」にすることでよいと思う。 

事務局 
・改行も踏まえて示した方が分かりやすいと思う。この会議中に改善

案を提示するので、決定していただきたい。 

◇事務局より基本理念の修正案を提示 

◇多数決の結果、満場一致で案３「みんなつながる、魅力あふれる、安全安心のまち（改

行）住んでええとこ 八尾」が採用された。 

 

（３）八尾市住宅マスタープラン（素案）について 

◇事務局より資料２の説明 

 ※郵送資料と本日配布の資料で一部内容が異なる旨を説明 

 ※第２章の市の関連計画は改定中のため、策定時は最新の計画に差し替える旨を説明 

◇以下、委員意見 

委員 ・計画期間が総合計画と異なるが、設定根拠について確認したい。 

事務局 

・計画期間を 10年とした理由は２つある。１つめは国・府の計画が 10

年を計画期間（５年毎に見直し）としており、その後追いで計画を改

定したいため、２つめは住宅・土地統計調査が 5年毎の調査であり、

その周期と合わせたいためである。 

・総合計画と計画期間が異なることについては、庁内で了承済みであ

る。 

委員 

・３章以降にもつながる話ではあるが、長期優良住宅やいえかるて等、

様々な制度が記載されているが、それぞれ何に対応するものかがわ

かりづらい。対象は維持管理なのか、新築住宅なのか、中古住宅なの

か。 

・全体として住宅政策をどう見ているのかなど、全体としてのビジョ

ンは記載されているのか。 

事務局 

・住宅の維持管理や更新に関する市の取り組みについての意見かと思

う。新築については、質が良いものができており、市が手を加えなく

ても質は向上していくと考えている。長期優良住宅などはどこまで

質を上げていくかの話である。 

・今後 10年は新築住宅よりも中古住宅や既存住宅をどうしていくかが

問題であると考えており、そのような観点で計画を作成している。 

・他にも、セーフティネットの観点では福祉分野との連携を重視して

施策等を検討した。 

委員 

・例えば「いえかるて」や耐震診断について、建築年によってどのよう

な対策をしていくかを分かりやすく示せないかと考えている。 

・連携と記載されているが、報告して終わりにはならないように、本

当に連携して取り組んでいってほしい。 
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事務局 

・リフォーム関係での連携は既に行っている。その他にも、既存スト

ック活用の観点では、登録業者の紹介ができるよう、制度の創設に

向けて検討している。 

委員 

・p39に社会情勢として環境問題への対策が記載されているが、省エネ

に関する内容が大半である。空家の問題やごみ袋問題など、環境問

題をもう少し広くとらえて施策を展開してほしい。省エネだけでは

現行の計画と変わらない。建物だけでなく、暮らし方全体について

の環境問題をとらえてほしい。 

事務局 
・環境問題については、別途、環境総合計画を策定しており、そこでも

っと広い視点で環境問題について言及している。 

会長 ・持続可能社会やＳＤＧｓについては記載しなくてよいか。 

事務局 

・この計画は住分野全体の方向性を示したい。個別の計画では持続可

能社会やＳＤＧｓにも触れ、具体の数値目標を提示する必要がある

かもしれない。 

会長 
・p39において、持続可能社会やＳＤＧｓについて記載してはという意

見があったことは把握しておいてほしい。 

委員 

・新築、中古住宅のそれぞれに対してどう施策を展開しているのか、

分かりやすく示せたらと考えている。 

・中古住宅についても、維持されるもの、除却されるもの、コンバージ

ョンされるものなど様々かと思う。方向性を分かりやすく示せない

か。 

事務局 ・施策の展開の中では記載している。 

委員 

・p41以降で記載している課題は、必ずしも重点施策につながるわけで

はないのか。道路や工場、狭隘道路は都市計画の分野である。 

・住まい・まちをとりまく課題とあるが、内容は幅広い。 

事務局 
・課題は、３章以降や、P50のフロー図に紐づける意味合いで網羅的に

記載している。 

委員 

・課題の記載は p50 のフロー図に紐づけるためのものというのであれ

ば、書きすぎではないか。もっと簡潔にしてもよいと思う。（１）、

（２）などの項目立てをしない方がよいように思う。 

委員 ・概要的な記載でもよいかもしれない。 

会長 

・課題が詳細に書かれていると、その分根拠が気になる。アンケート

のみでは根拠としては弱い。書けば書くほど根拠が気になってしま

うため、ほどほどでよい。 

委員 

・課題の 5-6.住宅確保要配慮者の拡大への懸念の文章や p50のフロー

図において、公営住宅の提供が前提になっていることが気になる。

例えばｐ50に「公営住宅のみにとらわれない」とあるがこれは不要

かと思う。 

・空家や既存ストックが溢れている現状を踏まえると、住宅確保要配

慮者への対応は、民間賃貸住宅の活用が主流となるべきである。そ

れがわかるような記載にしてほしい。官民連携など記載するとよい。 

委員 
・校区まちづくり協議会は、市民・NPOなどの分類では市民にあたるの

か。 

事務局 
・校区まちづくり協議会は中学校区に１つあり、市民で構成されてい

るため、「市民」と考えている。 

委員 
・課題の 5-6.住宅確保要配慮者の拡大への懸念について、「懸念」とい

う言葉が気になる。「対応」はどうか。 
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事務局 

・課題的な表現としたいため、「懸念」とした。 

・量的な増加もあるが、内容の複雑化、多様化等もあるため、「拡大」

としている。文章でいうと、「求められる支援の内容は多様化してい

ます」の部分である。 

委員 

・表現について、例えば 5-1.人口減少、少子高齢化で止めてしまうの

はどうか。課題的な表現は文章で十分しているので、語尾は読み進

めるとおのずと推測できる。 

会長 
・課題の表現については事務局で検討すること。 

・p50のフロー図にも影響するため留意すること。 

委員 

・基本目標４に関する施策について、社会福祉法人等の記載はあるが、

居住支援法人に関する記載がない。府の制度ではあるが、記載して

はどうか。 

事務局 

・素案は現在並行して庁内回覧中である。ご指摘の箇所については福

祉部局との調整があるため、今の文章も変更する可能性がある。そ

れも併せて修正後、確認をお願いしたい。 

委員 

・基本目標２の施策 2-1.既存住宅の質の向上について、維持管理も追

記していただきたい。2-1 中の施策に維持管理に関する記載はある

が、方向性（見出し）として維持管理と記載していただきたい。 

委員 

・施策の体系の「関わる人」の大学欄が空欄になっているのが気にな

る。近大が積極的に取り組んでいるはずなので、記載してはどうか。 

・同じく、ＮＰＯも空欄が多いが、例えば基本目標４に関連する施策

では、福祉分野の法人が関われると思うため、住分野に限らず記載

してはどうか。 

事務局 

・近畿大学との連携は今のところ市営住宅に限っている。これについ

ては 4-2(１)③に記載しており、大学欄に●もつけている。また、5-

2②も●を付けている。大学欄で●がついているのは、この 2箇所し

かないため、大学欄は削除してもよいとは考えている。 

・その他の近畿大学との連携は、橋梁点検など、土木分野での連携と

なっている。 

委員 

・この計画は今後 10年間の計画である。コロナの関係もあり、これか

らの 10年で社会は大きく変わると思う。先取りしておいてもよいの

ではないか。 

委員 
・大学欄とは反対に、行政の欄には全て●がついている。行政の計画

なので、●がつくのは当たり前ではないか。 

事務局 
・事務局としても悩んだ部分ではある。最終的には記載しない可能性

もあると思いながら、意見をいただくためにも今回は記載した。 

委員 
・施策のカテゴリについても、整理の段階では必要だが、計画書とし

ては不要ではないか。 

委員 
・同意見である。特にセーフティは範囲がどこまでか分かりづらいこ

とも懸念される。 

会長 
・関わる人という項目自体不要かもしれない。●がついていない項目

は関わらなくてよいと捉えられてしまう可能性がある。 

委員 
・施策のカテゴリや関わる人についての説明がない。記載するのであ

れば説明が欲しいが、説明してまで記載すべき内容なのか疑問。 

事務局 

・施策のカテゴリについては、第２回審議会の意見を受け、施策の整

理を行うために記載したものである。議論の上では必要だが、計画

書としては不要かもしれない。本文を読めば何に関する施策かわか

るので、削除してもよいかもしれないと考えている。 
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委員 
・住宅マスタープランを作る上での基盤であったというのであれば、

説明を追記した上で残してもよいのではないか。 

事務局 
・計画書として成立する説明を記載できるのかというところもある。

なくてよいと言ってほしい気持ちもある。 

委員 

・p52 施策 1-1①の主な取り組み内容について、「誰でもできるわが家

の耐震診断」の普及啓発には連携も重点項目も●がついていない。

アンケートでも耐震診断や改修の認知度が低いことが示されている

ので、普及啓発を重点項目としてほしい。 

会長 ・連携欄について、連携の有無は何で判断しているのか。 

事務局 
・行政以外との連携の有無で判断している。誰でもできるわが家の耐

震診断については、庁外と連携するか検討する。 

会長 
・行政以外との連携の基準は何か。包括連携協定を結ぶなどの明確な

根拠はあるか。 

事務局 
・そこまで明確な根拠はない。目に見えて連携していればあると判断

している。 

委員 

・誰でもできるわが家の耐震診断は個人で実施するものである。様々

な団体のホームページで紹介がされており、多主体で普及啓発を行

っているため、これも連携といえるかもしれない。 

・重点項目化については、「誰でもできるわが家の耐震診断」が同施策

内の他２つの取り組みに比べると重要ではないため、重点としなく

てもよいと考える。 

委員 

・誰でもできるわが家の耐震診断は実施すると大抵専門家に相談して

くださいという診断になる。この制度だけを普及啓発してもあまり

効果はない。 

事務局 

・事務局としても同施策内の他２つの取り組みに重点的に取り組む方

がよいと感じている。「誰でもできるわが家の耐震診断」の普及啓発

は市民の取り組みの糸口として記載したが、他２つの施策に比べて

具体的すぎるため、表から外すことも検討してもよいかもしれない。 

会長 ・重点施策と重点項目の考え方について確認したい。 

事務局 

・重点項目として●がついた取り組みがある施策を重点施策としてい

る。 

・一部、重点項目と p50の重点施策が整合していない部分があるため、

精査する。 

会長 ・第４章の表の見せ方については再検討してほしい。 

事務局 

・事務局で悩んでいるのが、施策の中には住宅政策課で事業自体を進

めている施策、別の部局や課が実施しているため住宅政策課では情

報提供しかできない施策が混在していることである。事業自体を住

宅政策課で進めているものについては具体的な記載ができるが、そ

れ以外はなかなか記載できない。 

・国や府の制度については、市が連携して実施しているもの、市では

情報提供しか行えないものなど、様々な状況のものがある。 

・上記のような施策のばらつきがあるなか、なるべく統一的な書き方

を試みたが、かえって分かりづらくなってしまったかもしれない。 

・本日の意見や、庁内での意見を踏まえ、改良していきたい。 

委員 

・表の重点項目欄をなくし、文章内で表現するほうがよいのではない

か。空白欄が多いから目立ってしまう。 

・取り組みの語尾に（重点）と記載するのはどうか。 
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委員 ・赤字にするなどでもよいかもしれない。 

会長 

・見せ方については事務局で検討すること。 

・p86の優先的に取り組む施策について、p50の重点施策と整合を図る

こと。 

・成果目標の目標値は 10年後の目標値という考えでよいか。 

事務局 

・概ねその通りであるが、統計や他計画との関係で異なるものもある。

耐震化率や空家是正率は他計画の目標値と紐づいているため、耐震

改修促進計画や空家等対策計画での目標年次による。この項目につ

いては、それぞれの計画の更新に合わせて目標値を見直す想定とし

ている。 

会長 ・目標値は中間値があってもよいかもしれない。 

委員 
・成果目標４共同住宅における共用部分のバリアフリー化率につい

て、母数は民間住宅のみか。 

事務局 
・住宅・土地統計調査における、「共同住宅」が分母である。情報提供

を行うなどで、バリアフリー化の普及啓発に努める。 

会長 ・成果目標は重点項目を意識して定めたのか。 

事務局 
・重点項目と、現行計画の成果指標で未達成かつ継続して指標とすべ

きものを意識して定めた。 

委員 
・p86 にある優先的に取り組む施策の一覧についてこのページの位置

づけがわからない。 

会長 
・あえて節を設けなくても、施策の体系の表で示してもよいのではな

いか。 

事務局 
・優先的に取り組む施策については、p50のフロー図に載せるのみでは

説明がないため、p86で説明を記載した。 

会長 
・p50に全施策を記載し、その中で優先的に取り組む施策がどれかを提

示してはどうか。レイアウトの問題はあるが。 

 

（４）その他 

◇本日の意見と庁内関係課の意見を踏まえて修正を行い、パブリックコメントを実施す

る。 

◇パブリックコメントの実施時期は 11/30～12/28を予定している。 

◇素案の修正版については、パブリックコメント前に各委員に送付する。 

◇パブリックコメントの意見を集約し、第５回審議会で承認いただき、計画策定とする。 

◇調整の結果、第５回審議会の日程は以下とする。 

・１月 29日（金）10：00～ 

・会場については追って各委員に連絡する。 

 

以 上  


