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令和 2 年度の振返りと今後の予定について 
 
１．令和 2 年度における計画改定状況の概要について 

◆基礎調査の実施 
  ・上位関連計画/統計データ等による現状分析/市民アンケート調査による分析 
  ・地域活動団体へのヒアリング調査 
  ・庁内関係部署へのヒアリング調査及び現行計画の進捗評価 

◆大阪狭山市都市計画マスタープラン改定の検討 
  ・時点骨子案の作成（序章 はじめに、第 1 章 広域における本市の役割、第 2 章 本市の特徴とま

ちづくりを取り巻く課題、第 3 章 まちづくりの主要テーマと都市空間のビジョン、第 4 章 ビジ
ョン実現に向けた戦略方針） 

◆各種会議の開催、市民意見の募集 
  ・庁内調整会議、都市計画マスタープラン策定委員会、都市計画審議会、 

・市民意見の募集 
 
２．令和 2 年度に実施した各種会議等について 

◆第 1 回庁内調整会議：令和 2 年 8 月 4 日（火）午前 10 時～（第一会議室） 
◆第 1 回都市計画マスタープラン策定委員会：令和 2 年 10 月 29 日（木）午前 10 時～（第一会議

室） 
  ・計画改定の進め方と計画改定スケジュールについて 

・計画改定のイメージについて 
 ・基礎調査による都市の現状等について（※調査途中段階） 
◆令和 2 年度都市計画審議会（報告案件）：令和 2 年 11 月 24 日（火）午後 2 時～（協議会室） 

  ・大阪狭山市都市計画マスタープランの改定状況について 
 ・第 1 回都市計画マスタ―プラン策定委員会の内容について 
◆第２回庁内調整会議：令和３年１月 19 日（火）午後 1 時～（第一会議室） 
◆第２回都市計画マスタープラン策定委員会：令和３年２月 18 日（木）午後２時～（第三,四会議室） 

・基礎調査結果について 
・第１回都市計画マスタープラン策定委員会における意見と検討内容について 
・時点骨子案（序章～第 4 章）の作成と市民意見の募集について 

◆市民意見の募集：令和３年３月１５日（月）～４月１５日（木） 
・第 2 回策定委員会までの意見等を可能な範囲で反映させた「時点骨子案（序章～第 4 章）」を作

成し、市民意見の募集を実施。 
 
３．令和３年度における作業内容について 

◆「時点骨子案」の見直し 
・令和 2 年度中の各種会議での意見や応募のあった市民意見を踏まえ、これまで作成してきた時点
骨子案の内容を見直し、精査する。また、新たに作成する章との整合性を図る。 

◆「分野別方針」以降の計画内容の検討・作成 
・これまでの意見等を踏まえ、令和３年度より新たに作業を進める「分野別方針」「地域におけるま

ちづくり方針」「評価と見直しの方針」の検討・作成を行う。 
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◆第３回庁内調整会議：令和 2 年４月２２日（木）午後１時～（第一会議室） 
  ・令和 2 年度の振り返りと今後の予定について 
  ・時点骨子案の見直しについて 
  ・分野別方針の検討資料について 

・庁内意見照会（令和４年４月２６日（月）～令和４年４月３０日（金）） 
 
４．計画改定に関する意見等について（令和２年度末時点） 

①時点骨子案の範囲（序章～第４章）に関連する意見等について 
令和 2 年度中の会議等における意見等の内、令和２年度末時点の時点骨子案（序章～第 4 章）の見
直しに考慮すべきものを整理しました。これらを踏まえ計画内容の見直しを進めています。 
 

No. 箇所 項目 意見の内容 対応内容 

1 全体 文章構成 
段落ごとに１文字空けるか空けないか

統一。 

現段階では。1 字下げなしですが、最終的には、

他の計画等も考慮し表現します。 

2 全体 
視覚的イメージ 

について 
分かりやすい計画とすべき。 

視覚的なイメージができるよう、最終的には各種

イラストの差し込み等を予定しています。 

3 全体 
農業・産業 

について 

農業・産業関係について、他部局等と

も連携しながら都市計画に反映させる

必要がある。 

各種会議で協議をし、行政、民間等が同じ方向性

を向いてまちづくりを進められるよう、検討しま

す。 

4 第１章 

P８ 

広域的な視点 

について 

本市の弱みも、もう少し伝わる様に表

現し、SWOT に反映させることも検

討しては。他市の動向についても、可

能なものは、反映させる方が良い。 

「余暇活動、通勤通学等は市外が多い」、「都市

機能は近隣と補完し合う」という点で、本市の弱

みを表現しています。個別の他市の動向について

は、分野別方針（交通ネットワーク）に表現しま

した。 

5 
第２章 

P１９ 

P２１ 

道路環境の評価 

について 

道路環境について、評価されている面

と、課題とされている面があるため、

表現の一貫性について調整が必要。 

第 2 章では、その両面について記載していま

す。 

6 第２章 

P１８ 

農家数のグラフ 

について 

農家数の数値について、H7 と H12

の差は？ 

H12 以降で調査方法が変更されたことから、

H12 以降の、小規模農家の数を記載しておりま

せんでした。H12 以降のデータのみを掲載し、

小規模の農家も追加しました。 

7 第３章 

P２８ 

都市ビジョン 

について 

都市ビジョンは、骨子案の３案が本当

に最適か。 

主要テーマの抽出、都市ビジョンの設定、戦略方

針のつながりについても関係図で示します。意見

募集の段階では、必要な取組みを網羅できておら

ず、重点的な取組のみを「戦略」として記載して

いたため、新たに「主要テーマの取組み方針」を

記載しまし、全体の構成も見直しました。 8 
第３章

第４章 

P３１ 

都市ビジョン 

について 

都市ビジョン、戦略方針において、

「防災」に関連する記載が薄い。「安

心」という視点で「防災」は必要。 

9 第３章 

Ｐ３２ 

都市構造図 

について 

分野別方針の作成と合わせて将来都市

構造図も適宜見直す必要がある。現行

計画との比較も必要。 

各章の見直しと並行して、引き続き整理します。 

10 
第３章 

第４章 

P３９ 

都市ビジョン及び 

戦略方針の 

テーマ横断的な項目

について 

「活用によりオープンスペースへの期

待を高める」について、オープンスペ

ースに限らず、施設や拠点等での検討

も可能。 
全体の構成を見直すと共に、主要テーマ及び都市

ビジョンごとの方針を位置付けました。これらの

実現に当たり、重点的な取組みをモデル・プロジ

ェクトとして設定しています。その他具体的な取

組みについては、分野別方針に記載しました。 

11 
第３章 

第４章 

P３９ 

都市ビジョン及び 

戦略方針の 

テーマ横断的な 

検討について 

建物とオープンスペース等をセットで

考えて、防災、交流等の促進について

の検討も可能。 

12 
第３章 

第４章 

P４２ 

都市ビジョン及び 

戦略方針の 

テーマ横断的な 

検討について 

「拠点形成や人々が往来するきっかけ

を作る」について、公共施設の再編と

の関係を考えておく必要がある。 

※赤字表記は未対応または引き続き考慮すべき事項 
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②新たに検討・作成する範囲（第５章～第７章）に関連する意見等について 
令和 2 年度中の会議等における意見の内、第 5 章～第 7 章の作成に考慮すべきものを整理しまし
た。これらの意見も踏まえ計画内容を検討・作成します。 
 

No. 箇所 項目 意見の内容 対応内容 

1 第５章 
現行計画の実績 

について 

現行計画で記載している具体的な取組み

内容の評価についても、策定委員会等で

議論が必要。 

庁内照会により、現行評価は実施していま

す。その内容を踏まえ、分野別方針を作成し

ました。 

２ 第５章 
他市の開発等による 

本市への影響（交通） 

美原区の大規模な開発等は本市への影響

も大きいと思われる。どの様に反映され

るのか。 

分野別方針（交通ネットワーク）において、

記載しました。 

３ 第５章 
都市防災・河川整備

について 

都市防災、河川整備についても検討が必

要。 

分野別方針（都市防災）において、記載しま

した。 

4 第５章 
福祉施策及び 

高齢者施策について 

高齢者への配慮、高齢者の活性化のため

の施設が少なく、高齢者への情報発信が

弱い。福祉施策についても検討が必要で

は。 

庁内調整会議で、福祉施策についても議論す

る場はあるが、「高齢者施策」としてではな

く、都市空間の形成として分野別方針（その

他施設）において、記載しました。 

5 第５章 
広域的な視点 

について 

ウォーカブルなまちなかづくりについ

て、広域的な都市計画道路や府道等の歩

行者環境についても検討する必要があ

る。 

分野別方針（交通ネットワーク）において、

記載します。 

6 第５章 

第６章 
分野別方針について 

地域別の方針を分野別方針に落とし込む

上で、総合計画における中学校区別の方

向性との整理が必要。 

総合計画の中校区別の方向性と本計画の関連

性について、どのように記載するか検討しま

す。 

※赤字表記は未対応または引き続き考慮すべき事項 
 

③応募のあった市民意見について 
下記の通り実施した市民意見の募集の内容とそれに対する事務局の考え方を以下に示します。 

実施期間：令和 3 年３月１５日（月）～４月１５日（木）の一か月間 
応募数：２名、１団体 
意見の概要 と 事務局の考え：[下表参照］ 

No. 箇所 項目 意見の内容 対応内容 

1 第１章 
広域における 

役割について 

◆広域における本市の役割について近畿大学

病院の移転に伴い、「日常生活を支える医

療施設の充実」も必要ではないか。 

◆「地域の歴史や文化に触れる環境の充実」

も必要ではないか。 

◆「子育て支援施設の充実」「高齢者・障が

い者支援施設の充実」に関する評価が低

く、対応すべきではないか。 

 

◆広域の役割ではなく「近畿大学移転後の跡地

の土地利用方針」「日常生活を支える医療機

能の立地」として、分野別方針（土地利用）

に記載しました。 

◆「様々な資源とつながる南部大阪における余

暇活動の場」に「歴史文化資源」も含まれて

います。分野別方針（景観・歴史・文化）に

記載しました。 

◆「子育て支援施設の充実」「高齢者・障がい

者支援施設の充実」は広域における役割では

なく、都市内の課題との認識です。「子育て

施策」「福祉高齢者施策」としてではなく、

都市空間の形成という観点で、分野別方針

（その他施設）に記載しました。 

2 第１章 
「住宅都市」等

について 

◆本市は住宅都市ではなく、教育文化都市を

掲げている。 

◆農商工への取り組みが課題。住宅都市だけ

でない取組みが必要。 

◆「広域における住まいの供給源」であれ

ば、市街化調整区域の見直しや開発の指針

策定などを積極的に行い、住民や地権者が

◆「住宅都市」という表現は、「主な土地利用

が住宅地として形成されている都市」（商業

都市、工業都市、田園都市等ではなく）とい

う趣旨です。 

◆農商工に関する課題は第 2 章に記載していま

す。都市空間の形成という観点で、分野別方

針（土地利用、水・みどり）に記載しまし

た。 



4 

主体となる活動のサポートではなく、市が

主体となって地域づくりを展開すべき。 

◆通学路の安全については、住宅開発を行う

事業者に対して事前に協議を行い、開発区

画から学校への通学路の安全確保を強く要

望できるような制度が必要。 

◆取組みの内容によって、各主体（行政、地

域、地権者、事業者等）が役割を認識し、連

携しながらまちづくりを進めることが重要で

す。重点的な取組みについては、各主体の視

点を取り入れたモデル・プロジェクトとして

記載しました。個別具体な方針（市街化調整

区域、開発指導等）については、分野別方針

（土地利用）に記載しました。 

◆開発指導要綱等に基づき、交通安全に対する

指導を実施しています。分野別方針（土地利

用・交通ネットワーク）において、適切な開

発指導及び行政としての通学路の安全対策に

ついて記載しました。 

3 第 2 章 
交通利便性 

について 

◆高い交通利便性とあるが、（都）大阪河内

長野線（国道 310 号）、（府）河内長野

美原線の整備が進んでおらず、渋滞等の問

題がある。市内３駅は幹線道路からのアク

セスが悪く。近畿大学病院の移転に伴うバ

スの減便もあり、「交通利便性が高い」こ

とに違和感を覚える。 

◆市民アンケートのデータを元に、強みとして

記載しています。また、地域や年齢によって

は道路環境が課題としていることは、第 2 章

に記載しています。具体的な方針（310 号の

交通事情、バスの見直し etc.）については、

分野別方針（交通ネットワーク）に記載しま

した。 

4 第 2 章 
市民活動に 

ついて 

◆活発な市民活動とあるが、第五次総計では

コミュニティ活動の低下、新たな担い手の

不足等について記載されている。 

◆地域コミュニティの低下や担い手不足等の課

題の部と、活発な市民活動という部分の両面

があると認識しています。双方について第 2

章に記載しています。 

5 第５章 

他市の開発等 

による本市への 

影響（交通） 

◆美原区の大規模な開発等は本市への影響も

大きいと思われることら計画への反映が必

要。 

◆分野別方針（交通ネットワーク）において、

記載しました。 

6 第５章 
公園の配置 

について 

◆子どもが安全かつ快適に遊べる公園の環境

整備をしてほしい。新設または老朽化した

遊具の改修又は新しい遊具を設置してほし

い。（藤和ハイタウン・奥の池公園に関す

る意見として） 

◆公園の整備方針について、分野別方針（水・

みどり）において記載しました。 

7 第 5 章 
学校園の適正化

について 

◆「これからの学校園のあり方検討委員会」

による、学校規模の適正化に関して、当委

員会の進捗も踏まえ、学校園の統合移転廃

止新設などを記載すべきではないか。 

◆分野別方針（その他施設）において、記載し

ています。本計画作成のタイミングもありま

すが、庁内調整会議等において、関係グルー

プと協議しながら策定する予定です。 

8 第５章 
開発行為 

について 

◆市街化調整区域において、用途地域の区別

なく開発されている。 

◆小規模な開発における道路事情に課題があ

る。開発地だけでなく、道路事情や地域全

体を見据えた開発指導が必要。 

◆開発に伴い、緑地や田畑（生産緑地）が減

少している。 

※まち歩きの調査内容から整理された、全体

のまとめを参考。 

◆都計法に基づき、運用しています。市街化調

整区域の土地利用の方針については、分野別

方針（土地利用）に記載しました。 

◆既成市街地と開発地の混在している地域での

道路事情（狭隘、袋地等）が課題であると認

識しており、分野別方針（土地利用、交通ネ

ットワーク）に記載しました。 

◆都市緑地の減少について、分野別方針（土地

利用・水みどり）に記載しました。 

 
具体的な内容については、[資料３] [資料４]を参照。 


