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第４章 
分野別方針 

本章では、都市空間のビジョンを達成して
いくために必要な取組方針を、「土地利用」
「交通ネットワークの形成」「水・みどり
の整備」「都市防災」「景観形成・歴史文化
を活用したまちづくり」「その他施設の整
備」といった都市空間の形成を図る上で重
要となる分野ごとに整理します。 

資料４ 

【検討資料】 
●本資料は、新たに検討・作成を進めている検討資料
の現時点の内容です。 

 
●令和３年４月２２日（木）には本資料を用いて、庁
内調整会議を開催し、令和３年４月２６日（月）～令
和３年４月３０日（金）において、庁内意見照会を実
施いたしました。（参考資料１参照） 

 
●庁内調整会議及び、本委員会でのご意見等を踏ま
え、関係部署と協議の上、引き続き、内容の検討・作
成を進めます。 
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第４章 分野別方針 
 

３章における「まちづくりの主要テーマ」を実現するために必要な良好な都市空間を形成す
るための取組方針を分野別に整理します。 

ここでは、都市空間を構成する上で、重要と考えられる「土地利用」「交通ネットワーク」
「水・みどり」「都市防災」「景観、歴史・文化」の５つの分野に加え、市民の生活において
重要な役割を担う「暮らしを支える各種施設」の方針等を記載しています。  
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5-1 土地利用の方針 

（１）土地利用の基本的な考え方 
以下の考え方を基本に、将来都市構造で示したゾーンを土地利用の特性や今後の方向
性に応じて細分化したエリアごとの土地利用の方針を整理します。 

利便性の高い拠点の形成 
・各拠点の特性に応じた都市機能の集積を図ることで、利便性の高い都市空間を形成

し、近隣市を含めた各拠点等と連携した生活圏域を構築します。 

多様な地域特性を活かした住環境の形成 
・コンパクトな市域において、ニュータウン地区や既成市街地、旧集落など様々な特性

を有する地域が点在する本市では、これら住環境の多様性を活かし、様々な居住ニー
ズに応えることができるまちづくりを進めます。 

みどりと調和した市街地の形成 
・まとまりのある農地や樹林地等の保全を図るとともに、都市農地をはじめとする市街

地内のみどりの保全・活用を図ることでみどりと調和した市街地の形成を図ります。 

時代や地域ニーズに応じた柔軟な遊休空間の再編 
・人口減少や高齢化により、生じる休耕地や空家・空地といった遊休空間については、

地域や事業者等と連携しながら、柔軟な利活用・再編等を推進します。 

 

（２）市域全体で共通する土地利用の方針 

災害に強い市街地の形成 

・狭あいな道路が多く、災害が発生した場合の危険性や避難の面で課題がある地域にお
いては、地域住民との連携により、生活道路の整備や建築物の耐震化・不燃化の促進
など、災害に強い市街地整備に向けた取組みを進めます。 

・災害リスクのあるエリアにおいて、土地利用が図られる際は、リスクの内容及びその
規模に応じて必要な安全対策を講じるか、緑地や公園等への誘導を図ります。 

周辺の環境と調和した開発誘導 

・大阪狭山市開発指導要綱等の適切な運用により、周辺の環境と調和した良好な市街地
形成を図ります。 

既存住宅ストックの活用 

・今後増加することが想定される空家や空地の利活用について、事業者との連携や空家
バンク制度、空家の除却補助制度等による流通の促進を図るとともに、これら既存住
宅ストックの活用による持続可能な地域のコミュニティ形成や活性化につながる取
組みを推進します。 

・地域の意向やまちづくりの取組み状況を踏まえ、行政と地域が連携し、コミュニティ
の醸成及び定住促進に向けた、住宅地の PR や空家の流通促進などを推進します。 

すべてのひとにやさしい都市空間の形成 
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・都市空間の形成にあたっては、すべての人にやさしいまちのモデルとなるようユニバ
ーサルデザイン化を推進します。 

農と市街地の共生 

・市街化区域においては、生産緑地制度及び特定生産緑地制度の周知運用により、既存
の農地保全に取り組むとともに、身近なみどり空間として、市民や事業者が都市農地
をより積極的に活用する取り組みを促進します。 

・細分化された都市農地やスプロールにより営農環境が悪化した都市農地については、
土地所有者等の意向を踏まえ、農地の集約化を図る等、適切な土地利用の実現を図り
ます。 

（３）市街地ゾーン 

現状の「市街化区域」を対象とする市街地ゾーンについては、現状の土地利用の特性や
主要テーマの達成に向けめざすべき方向性を踏まえた各種エリアに区分し、商業や住
宅、工業等のバランスがとれ、みどり豊かな市街地を形成します。 

また、土地利用を考える上では、建築物や基盤施設の更新・整備だけでなく、既存のス
トックの活用にかかる視点も踏まえ、計画的で持続可能な市街地の実現を図ります。 

①低層住宅エリア 

位置付け 
低層住宅を中心とする土地利用を行う区域を「低層住宅エリア」と
し、狭山ニュータウン（西山台四・五・六丁目等を除く）、東茱萸木、
金剛、池尻自由丘地区の一部等に設定します。 

基本的な方向性 
本エリアは、既に形成されている閑静で良好な住環境の保全・育成
を図ります。 

計画的に整備された良好な住宅市街地における住環境保全・継承 

・本エリアにおける面整備済みの市街地については、宅地が細分化される場合において
も一定の宅地規模が確保されたみどりの多い住宅地として、その良好な住環境の保
全・育成を図ります。 

・高齢化等の地域課題に対応するため、居住者の徒歩圏においても生活サービスが受け
られるよう、土地利用の柔軟な利活用の手法について検討します。地域のまちづくり
に関する取組み状況や合意形成の状況を踏まえ、地区計画や特別用途地区の設定等
により、住宅地に隣接する幹線道路沿道に小規模な商店や診療所をはじめとする医
療機能等、日常生活に必要なサービス機能を維持するとともに、その立地誘導を図り
ます。 

・移住・住みかえ支援機構のマイホーム借り上げ制度等により、今後増加することが想
定される空家を活用し、ファミリー世帯等の転入を促進します。また、市民活動や地
域福祉活動の拠点としての活用も促進します。 

②中低層住宅エリア 

位置付け 
低層と中層、住宅と非住宅等、建物の高さや用途がある程度混在し
ながら、住宅を中心とする土地利用を行う区域を「中低層・住宅エ
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リア」とし、東野・池尻・狭山・半田・茱木・岩室・今熊地区等
に設定します。 

基本的な方向性 
本エリアでは、良好な住環境の保全・育成を図るとともに、既成市
街地においては道路等基盤施設の更新等、住環境の改善を図りま
す。 

道路環境の改善及び災害に強い都市空間の形成 

・既成市街地と新たに造成された住宅地が混在している地域や、様々な用途の建築物が
混在する本エリアにおいては、交通量の多い狭あいな道路が多く見られることから、
緊急自動車のアクセスや歩行者の安全性に配慮した生活道路の整備、狭隘道路の拡
幅、袋小路の解消等、道路環境の改善を図り、快適な市街地環境を形成するとともに、
健全な土地利用を誘導します。また、災害リスクでの課題がある地域においては、地
域住民との連携により、生活道路の整備や建築物の耐震化・不燃化の促進など、災害
に強い市街地整備に向けた取組みを進めます。 

 

③中高層住宅エリア 

位置付け 
中高層の住宅や施設等を中心とした土地利用を行う区域を「中高層
複合エリア」とし、大野東の近畿大学病院周辺及び西山台四・五・
六丁目の公的住宅団地等の立地する区域に設定します。 

基本的な方向性 

本エリアの内、大野東地区及び今熊二丁目地区では近畿大学病院及
び旧帝塚山学院大学移転後の土地利用も踏まえた、良好な住環境の
保全・育成を図るとともに、西山台四・五・六丁目地区では、既に
形成されている良好な住環境の保全・育成を図ります。 

計画的に整備された集合住宅団地の持続的なマネジメント支援 

・UR 都市機構や民間事業者により整備された集合住宅団地については、良好な住環境
の維持を促進します。 

・集合住宅の管理組合が行う住宅マネジメントや建替え等に必要な合意形成について
は、集合住宅の専門家等と連携するなど、支援方策について検討します。 

公営住宅との連携による包括的なまちづくり 

・公営賃貸住宅は、低所得者や高齢者、子育て層等の住宅需要に対応する住宅として、
バリアフリー化を進める等、今後も適切に維持管理に努めるよう、管理者等へはたら
きかけます。 

・府営住宅の空室の有効活用の取組みについて、府や民間の専門事業者等と連携し、建
て替え等の再生事業が進む際においては、集合住宅が立地する市街地における特性
や課題を踏まえ、適切な住宅供給や余剰地等を活用した新たな機能の誘導を図るな
ど、様々な世代が住まう多様性のある住環境の形成に努めます。  
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④中心商業エリア 

位置付け 
本市の中心市街地となっている金剛駅周辺を「中心商業エリア」と
設定します。 

基本的な方向性 

本エリアでは、本市の玄関口として商業機能、居住機能、公共機能
等、複合的な機能集積を図るとともに、駅前広場等の空間について
は、居心地が良く歩きたくなるまちなかの実現に向けた中心市街地
としての空間形成を図ります。 

多様な目的で人々が集まり楽しく歩くことができるまちなかの形成 

・ユニバーサルデザイン及びバリアフリーに配慮した歩行者空間の整備を進めるとと
もに、沿道の建物等については、駅前広場や道路と接する部分を歩行者空間と一体的
な“まちなみ”ととらえ、居心地がよく歩きたくなるまちなかの形成を図ります。 

・公有地の活用や公民連携事業等により鉄道事業者等と連携し、駅周辺に核となる公益
サービス施設等の立地を図るなど、駅前への来街目的を創出し、にぎわいを生み出し
ます。 

・金剛駅周辺における商業機能の大規模商業施設の立地環境を維持するとともに、地域
住民、駅利用者向けの店舗、オフィス、駅前立地の利便性を活かした都市型住宅、住
民同士の交流ができる機能等の立地誘導に努めます。特に駅前立地の特性を活かし、
高齢者や子育て層等に対する住宅供給を促進します。 

・本市の玄関口にふさわしい景観とアメニティ豊かな市街地を形成するため、公共施設
や建築物が相互に調和するような誘導策を検討します。特に、道路等の緑化の推進や、
建物敷地におけるみどりの創出を誘導、狭山神社のみどり等を活かし、駅周辺の緑化
等を推進します。 

 

⑤公共・文化交流エリア 

位置付け 

行政サービス機能や文化機能、福祉機能、生涯学習機能等の集積を
図る区域を「公共・文化交流エリア」とし、市役所や文化会館周辺
の区域や、今熊地区の図書館、公民館等の公共施設が集積する区域
に設定します。 

基本的な方向性 

本エリアでは、良好な住環境の保全・育成を図るとともに、既成市
街地においては基盤施設の更新等、住環境の改善を図ります。 ま
た、公共・文化機能として必要な施設の立地や更新、良質な住宅供
給が進展するよう、適切な基盤整備を推進します。 

利用しやすいシビック拠点の形成 

・公共サービス機能が集積する面的なエリアとして、より市民が快適に利用できるよ
う、案内・誘導の在り方等、エリア全体の連携等について検討します。 

・地域住民をはじめとする市民の生活利便性を高めるとともに、住民同士の交流ができ
る機能の誘導を図ります。 
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・市役所・文化会館周辺においては、水とみどりのネットワークや歴史資源を活用した
にぎわいの起点となるエリアとして情報発信機能等の充実を図ります。 

 

⑥商業サービスエリア 

位置付け 
日用品を中心とする物販・飲食等の機能の集積を図る区域を「商業
サービスエリア」とし、狭山駅及び大阪狭山市駅周辺、狭山ニュー
タウン中央交差点付近等に設定します。 

基本的な方向性 
本エリアでは周辺地域の日常生活の利便等を支える商業・サービス
の集積を図るとともに、道路等基盤施設の更新、歩行者空間の再編
等、住環境の改善を図ります。 

生活利便機能の増進 

・駅周辺については交通結節点としての役割があることから、道路の未整備箇所や駅前
広場の整備を推進し、より利便性を高めます。 

・狭山駅周辺については、駅利用者や周辺住民が利用できるサービス・商業機能の立地
促進や適切な基盤整備を進めることで、利便性の高い住環境の形成をめざします。 

・大阪狭山市駅周辺については、市役所、文化会館等と一体的なにぎわいを生み出すた
め商業・サービス業機能の立地を促進するとともに、高齢社会に対応した医療・健康
増進機能や、子育て支援機能がある施設の立地、良質な住宅供給が進展するよう、適
切な基盤整備を推進します。 

・狭山ニュータウン中央交差点付近においては、周辺地域の高齢化といった状況の変化
も踏まえ、生活利便施設の維持・充実を図ります。 

・地域住民をはじめとする市民の生活利便性を高めるとともに、住民同士の交流ができ
る機能の誘導を図ります。 

 

⑨工業エリア 

位置付け 
大規模工場が立地する区域を「工業エリア」とし、東池尻・今熊地
区に設定します。 

基本的な方向性 
本エリアでは、周辺の住環境と調和しつつ、工場の操業環境の維持
を図るため、敷地内のみどり空間の確保等に努めます。 

周辺環境との調和 

・大規模工場が立地する工業地については、工業地内のみどり空間の確保や地域への開
放、防災やコミュニティ活動等における地域コミュニティとの連携等を促し、周辺の
住環境との調和に配慮します。 

事業規模の変化に対する対応 

・工場施設の規模が大きく拡大・縮小等される場合は、周辺地域や事業者の意向及び本
市や地域への影響等を踏まえ、適切な土地利用のあり方等を検討します。 
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（４）農住共生ゾーン 

「市街化を抑制する区域」という市街化調整区域の基本理念を堅持しつつも、周辺地域の
意向やまちづくりの動向等を踏まえ、暮らしやコミュニティの持続を図るために必要な
機能、地域活力の向上資する機能、地域資源を活かした施設の立地可能性等を検討します。
農地等から他の用途へ転換する場合においては、地区計画等の規制誘導を導入すること
で、必要な基盤整備等を合わせた、周辺の田園環境と調和した、計画的な土地利用の誘導
を図ります。 

 

①集落エリア 

位置付け 
良好な集落環境の形成を図る区域を「集落エリア」とし、山本・池
之原・大野地区等に設定します。 

基本的な方向性 
本エリアでは、集落の環境の保全に配慮しながら基盤施設の整備及
び更新を行い、良好な住環境の保全・育成を図ります。 

持続可能な集落づくり 

・既存の集落部分においては、景観の保全に配慮しながら生活基盤（道路、公園、緑地
等）の整備を行うことで、良好な住環境の形成を図ります。 

 

②田園共生エリア 

位置付け 

鉄道駅や既存の商業施設に隣接しているエリアや、幹線道路に面し
た交通アクセスの良好な箇所を「田園共生エリア」とし、東池尻・
茱木及び半田・東茱木・山本・池之原地区等の一部に設定しま
す。 

基本的な方向性 
本エリアでは、営農環境を整えつつ、住民の日常生活や地域の持続
に必要な、土地利用の可能性について検討します。 

営農と地域コミュニティの持続性に資する計画的な土地利用 

・土地利用の再編にあたっては、農地の接道や形状等の営農環境が著しく阻害されない
よう、合理的かつ生産性の高い土地利用を図ります。 
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③交流促進エリア 

位置付け 

水とみどりのネットワークの核となるエリアとして、豊かな水とみ
どりを活かした魅力的な空間を創出し交流拠点の形成を図る区域
を「交流促進エリア」とし、池之原地区のうち（国）310 号の東側
等に設定します。 

基本的な方向性 
本エリアでは（国）310 号の交通利便性を活かし、水とみどりのネ
ットワークにおけるハブ拠点及び交流拠点としての機能向上を図
ります。 

広域を対象としたにぎわい交流拠点の形成 

・狭山池や副池など、みどりの拠点と連携するとともに、主要な幹線道路沿道の立地条
件を活かし、地域の特産品を楽しめる物販・飲食店や魅力・文化情報の発信機能・レ
クリエーション機能等が集積した広域を対象とする拠点の形成を図ります。 

・狭山池公園、副池オアシス公園、その他周辺の関連施設を包括するエリアと一体にエ
リアマネジメントの取り組みを進めることで、エリア全体での価値向上に取り組み
ます。 

 

④農とみどり自然のエリア 

位置付け 
良好な営農環境や自然環境を保全・活用する区域を「農と自然のエ
リア」とし、東野・大野、今熊地区等の一部に設定します。 

基本的な方向性 
本エリアでは豊かな自然環境や景観の保全・維持を図るとともに、
自然環境を活かした空間の形成を図ります。 

広域を対象としたにぎわい交流拠点の形成 

・農地やため池、樹林や河川等の自然環境を保全します。 

・今熊市民の森などのまとまりのあるみどりや、河川やため池等の水辺空間の適正な管
理を図るとともに、これらをグリーンインフラとして捉え、防災やレクリエーション、
環境調整といった多様な視点から活用を図ることを検討します。また、これらの自然
環境を活かした土地利用や施設の立地について検討します。 

・耕作放棄地が発生している箇所については、土地所有者等の意向を踏まえ、農地の集
約化を図る等、適切な土地利用の実現を図ります。 

  



 10

（４）特性を踏まえた土地利用を図るエリア 

各ゾーンに共通し、幹線道路沿道やまとまりのある遊休空間など、空間的特性や地域特
性を踏まえ、計画的に土地利用を図るべきエリアとして、以下を設定します。 

 

①沿道サービスエリア 

位置付け 

幹線道路等の沿道で交通利便性が高く、日用品を中心とした物販・
飲食等に関する機能の立地誘導を図る区域を「沿道サービスエリ
ア」とし、(都)金剛泉北線、(府)河内長野美原線、（都）狭山河内長
野線、(国)310 号、(府)森屋狭山線、（都）廿山高蔵寺線の沿道に設
定します。 

基本的な方向性 

本エリアでは周辺地域の日常生活の利便等を支える商業・サービス
機能の集積を図るとともに、歩行者空間の整備等による沿道の利便
性を向上し、周囲の住環境と調和した景観及び土地利用の形成を図
ります。 

周辺地域の生活を支える沿道利用の促進 

・幹線道路沿道には、自動車での利用者向けの商業・サービス機能という位置付けだけ
でなく、沿道周辺地区の利便性を高める役割を担っているため、今後も、多様な商業・
サービス施設が立地する地区として、沿道の景観に配慮しつつ、歩行者空間の整備な
どを進め、より一層の利便性向上を図ります。 

 

②都市機能増進検討エリア 

位置付け 
今熊２丁目の旧帝塚山学院大学周辺及び大野東の近畿大学病院周
辺といった大規模な土地利用の変容が見られる一団の箇所を「都市
機能増進検討エリア」として設定します。 

基本的な方向性 
本エリアでは土地所有者及び地域の意向を踏まえ、市全体のまちづ
くりと整合した土地利用のありかたについて検討を進めます。 

地域まちづくりと整合した土地利用の検討 

・本エリアにおいては、土地所有者及び地域の意向を踏まえ、市全体のまちづくりと整
合した土地利用とするため、行政と地域が連携し、各エリアのあり方の検討すること
や、必要に応じて、地区計画や特別用途地区の設定等その手法について検討します。 



 11

  
土地利用の方針図  
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5-2 交通ネットワークの形成方針 

（１）交通ネットワークの形成の基本的な考え方 

体系的・計画的な整備 

・市内外における安全・安心・快適な移動の実現向けて、体系的かつ計画的な道路等の
整備を進めます。 

地域特性に応じた計画的な道路整備 

・交通ネットワーク整備について、地区ごとの特性によりその必要性や重要度が異なる
ため、住民ニーズを踏まえながら、優先度をつけ計画的に整備を進めていきます。 

人にやさしい交通ネットワークの形成 

・道路や交通結節点については、人や自転車が安全・安心・快適に移動できる環境を形
成します。 

・公共交通を都市のインフラとしてとらえ、誰もが移動しやすい環境を整備します。 

交通安全啓発の推進 

・黒山警察署をはじめとする関係機関と連携した交通安全の啓発を推進します。特に、
学校や幼稚園・保育所等での交通安全教室や、高齢ドライバーへの免許返納、交通安
全指導、自転車事故の防止に関する啓発、各関係機関と連携した通学路等の合同点検
を実施し・安全・安心・快適な交通ネットワーク環境の形成を図ります。 

（２）道路ネットワーク 

 市内の円滑な移動を実現するとともに、周辺他都市へもアクセスしやすい道路ネッ
トワークを構築します。都市計画道路の未整備区間については、上位・関連計画との整
合性も図りながら、必要に応じて計画の変更や、補完する道路の整備や機能改善につい
て検討します。 

①広域幹線道路 

位置付け 
都市拠点間を連絡する広幅員の幹線道路を「広域幹線道路」と設定
します。 (都)大阪河内長野線及び（都）狭山河南線を広域幹線道路
として位置づけます。 

基本的な方向性 
国土レベルの高速交通体系を補完しながら、広域的交通を円滑に処
理できるよう、整備促進を図ります。 

・広域幹線道路については、広域における交通網整備に関する社会情勢等を踏まえ、整
備を促進します。特に、(都)大阪河内長野線の整備を優先的に進められるよう、大阪
府に働きかけます。 

②幹線道路 

位置付け 

広域幹線道路と補助幹線道路を効率的に連絡する道路を「幹線道
路」と設定し、（都）狭山堺線（国道 310 号）・(府)堺狭山線・(府)
森屋狭山線・(都)廿山高蔵寺線・(都)金剛泉北線・(都)狭山河内長野
線・（都）池尻中自由丘線・（都）半田狭山線・(府)河内長野美原線・
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(都)狭山金剛線・（都）狭山公園線を位置づけます。 

基本的な方向性 
都市内道路交通及び広域的交通を円滑に処理できるよう、整備促進
及び機能改善を図ります。 

・各地域拠点や近隣市へのアクセス道路である（国）310 号や、(府)河内長野美原線
(都)狭山金剛線・(都)半田狭山線については、近隣市における交通ネットワークの整
備状況や大規模商業施設の立地に伴う通過交通の増加等の影響も踏まえ、優先的に
整備及び機能改善を進めます。整備に当たっては、歩道設置等、歩行者空間を確保し、
交通安全対策の推進を図ります。 

・（国）310 号や（府）河内長野美原線など、渋滞が慢性化している道路については、
交差点部分の右折レーンの設置、交差点改良など、スムーズに交通処理が出来るよう
な改善策を促進します。 

(都)金剛泉北線等、住宅地内の通過交通が多い道路については、交通安全対策の推進
に取組みます。 

・(都)金剛泉北線等、十分な幅員が確保されている路線についても、道路形態のあり方
や街路樹のリメイクなど、歩行者空間の再編を検討します。 

・金剛駅へのアクセス道路である(都)廿山高蔵寺線及び接続する以西の道路について
は、歩行者空間の確保を優先して整備を推進します。 

③補助幹線道路 

位置付け 
幹線道路を補完し、区域内に発生・集中する交通を効率的に集散す
るための地区内幹線道路を「補助幹線道路」として、設定します。 

基本的な方向性 
地区内交通を円滑に処理できるよう、整備促進及び機能改善を図り
ます。 

・（市）西池尻 4 号線等の交通量が多く、現状の幅員が十分でない路線においては、道
路拡幅等により、歩行者空間を確保することで安全に通行することができるように
します。 

④生活道路 

位置付け 
各地域において住民の日常生活に利用され、住宅等の宅地と補助幹
線道路等の交通軸をなす道路を結ぶ道路を「生活道路」と位置づけ
ます。 

基本的な方向性 
人々の生活に密着した道路であることから、通過交通を抑制し、歩
行者・自転車の安全確保を図るとともに、災害時の緊急車両等の通
行が可能な幅員確保を図ります。 

・（市）堺河内長野線等の災害が発生した場合の危険性や避難の面で課題がある狭あい
な路線においては、道路拡幅等により災害リスクを低減します。 
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（３）交通結節点 

 市内や地域全体から人びとが集まる拠点として、利便性が高く、かつ魅力が感じられ
る交通結節点の形成を図ります。 

駅前や駅周辺 

・公共交通や自転車・徒歩による移動が多い金剛駅、狭山駅、大阪狭山市駅周辺におい
ては、駅前広場の整備や道路空間の再編を進め、歩行者空間の充実を図ります。 

・金剛駅周辺については（都）廿山高蔵寺線及び（市）狭山東村線の歩行者空間の整備
を優先的に推進します。 

・狭山駅周辺については、（都）狭山駅前線の整備を推進します。 

・大阪狭山市駅周辺については（都）狭山公園線・（都）狭山金剛線（駅前広場を含む）・
（市）狭山岩室線の歩行者空間の整備を優先的に推進します。 

・中心市街地拠点である金剛駅周辺においては、屋外ににぎわいが溢れる歩いて楽しい
まちなかとなるよう、道路空間の活用についても検討を進めます。 

バリアフリー化 

・安全な歩行者空間を確保するため、歩道のセミフラット化や段差解消、歩道幅員の確
保、街路樹や縁石をはじめとする道路構造物の適正な維持管理及び更新など、歩道の
バリアフリー化を進め、安全で快適な歩行者空間の形成を図ります。  

（４）歩行者ネットワーク 

 通勤、通学、散歩などの日常生活において、歩行者が安心かつ快適に移動することが
できる、魅力的な歩行者ネットワークの形成を図ります。 

歩行者空間のネットワーク形成 

・歩行者等が安全快適に移動することができるよう、歩行者ネットワークを形成しま
す。ネットワークの形成に当たっては、（水・みどりのネットワーク）で記載してい
る水とみどりのネットワークとも連携しながら、道路、緑道、河川敷、その他遊歩道
や公園内通路等を活用した歩行者系道路網の整備を推進します。 

・駅周辺や通学路などにおいては、交通安全施設の充実や啓発看板の設置など、歩行者
の安全対策を優先的に取組みます。 

・（市）堺河内長野線が通る住宅地には通過交通が入り込み、歩行者の安全性などに課
題があるため、交通安全対策に取組みます。整備にあたっては、通学路を優先的に実
施します 

・堺市南区と河内長野市の市境を通る(府)富田林泉大津線は通過交通が多く、一部通学
路となっていることから、歩行者の安全確保のために歩行空間の整備を促進します。 

（５）公共交通ネットワーク 

・公共交通の利用を促進するため、関係機関とも連携し、市民の生活実態を踏まえたル
ートの見直しや、停留所の再配置、近隣市への乗り入れなど、公共交通ネットワーク
の形成を図ります。 

バスネットワーク 
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・市民にとって重要な公共交通による移動手段を確保するため、路線バスと市循環バス
が、将来にわたり維持できるように努めます。 

・路線バス及び市循環バスは、市民の暮らしを支える交通手段として、近畿大学病院の
移転等も踏まえながら、今後の運行路線や運行時刻について協議を進めます。 

公共交通利用促進 

・持続的に公共交通ネットワークの維持に向けて、市民や交通事業者、店舗等の民間事
業者などと連携した利用促進に取り組みます。 

・鉄道駅、バス停等の交通結節点において、鉄道、路線バス、自転車、徒歩等あらゆる
移動手段の乗り換えを想定し、IoT 等の技術を活用した各種交通サービス間連携を促
進することで、快適な移動環境の構築を図ります。 
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道路・交通の整備の方針図 
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5-3 水・みどりの整備方針 

（１）水・みどりの整備に係る基本的な考え方 
以下の考え方を基本に、「水・みどりの都市施設の整備」や「自然・農環境の保全と活
用」「市街地のみどりの確保と活用」「水とみどりのネットワークの形成」に係る方針を
整理します。 

施設の量的な充足から高質化と活用への転換 
・本市は、多数の公園緑地などが、市域に点在しており、みどりを感じる空間が充実し

ていますが、これらをより親しみや誇りを感じられる空間としていくために、新たな
機能を付加するなど施設の高質化を図るとともに、市民の活用促進を図ります。 

・また、質の高い空間やサービスを維持するためには、適切な管理が必要となることか
ら、市民や事業者等とも連携した管理体制や、地域ニーズに応じた柔軟な管理方法の
可能性を検討します。 

安全でかつ交流を生む水辺空間の形成 
・水辺空間等については、適切な整備・管理による治水機能や灌漑・貯水機能の確保に

加え、親水性の向上や空間活用の促進により、市民の生活により潤いを与える空間と
していきます。 

積極的な活用管理による農・自然空間の保全 
・樹林地やため池、農地といった農・自然環境については、保全を図るためにも、これ

ら空間を市民の生活を支えるグリーンインフラと捉え、これら空間が有するストッ
ク効果や媒介効果を享受しながら、積極的な活用や維持管理を図ります。 

潤いのある市街地の形成 
・施設緑地や地域性緑地だけでなく、敷地や建築物等と一体となったみどりを創出する

ことで、潤いのある市街地の形成を図ります。 

（２）水・みどりの都市施設の整備 

①公園・緑地 

拠点的な公園等 

・主として市内全域に居住する住民の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用の
ために設置する総合公園として、本市のシンボルで貴重な文化遺産でもある狭山池
を整備し、狭山池公園としています。狭山池公園は、水とみどりのネットワーク構想
における重点アクションエリアである狭山池周辺エリアの中核となる公園であり、
狭山池の文化財としての価値や景観が損なわれないよう配慮しながら、植樹してき
た桜の保護・育成に努めるとともに、公民連携によるリニューアルや新たな機能導入
などネットワークの拠点となる公園としての機能充実を図ります。また、隣接する郷
土資料館・狭山池博物館、防災機能を有するさやか公園との一体的な機能向上、各拠
点からのアクセスの向上、駐車場の維持運営方法の在り方等について検討し、エリア
一帯の魅力やアクセス性等を高め、より一層の利用促進と活性化に向けた整備を推
進します。 

・東野地区の拠点的な公園等である、市民ふれあいの里について、その維持運営方法につ
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いて見直すとともに、狭山水みらいセンター（下水処理場）の「せせらぎの丘」や「か
がやき広場」等と連携を高め、みどり豊かな環境の一体的な保全と利用を促進します。 

・副池オアシス公園の南部エリアと北部エリアは、水とみどりのネットワーク構想におい
て重点アクションエリアに位置づけられる狭山池周辺エリアに含まれており、一体的な
地区公園として整備を進めるとともに、公民連携による魅力の向上を図ります。 

・市の南部に位置する、東大池公園では、防災拠点としての機能充実を図るとともに七ツ
池、今池、濁池周辺の茱萸木地区及び大野台地区の公園においては、スポーツ広場とた
め池等との連携を含め、市民の憩いの場として水やみどりに親しむことができる拠点的
な公園の整備を推進します。 

・公園の新設や改修にあたっては、歩道の段差解消や点字ブロックの設置はもとより、高
齢者や障害者も使いやすい公園施設やサインの整備などユニバーサルデザインを取り入
れるとともに、障がいのある子どもも一緒に遊べる遊具を設置するなど誰もが利用でき
る公園づくりを検討します。 

街区公園 

・市民ニーズの多様化や、少子高齢化、人口減少を踏まえ、子育て世帯や高齢者をはじ
め、多様な世代の利用を想定し、市民ニーズに応じた都市公園の機能や配置の再編等
を図ります。公園の整備や再整備にあたっては、遊具やベンチ等の設置だけではなく、
高齢者の健康づくりに活用できる施設の導入や移動販売車の活用など、公園ごとに
整備の方向性を検討します。また、遊歩道の段差解消や点字ブロックの設置などバリ
アフリー化を推進することはもとより、高齢者や障害者も使いやすい公園施設やサ
インの整備などユニバーサルデザインを取り入れます。 

 
その他の公園等 

・子どもの遊び場として市内に設置されている児童遊園については、高齢者の利用ニー
ズが高まってきており、市民同士が広く交流し、主体的に利用できる場としての活用
を検討します。 

・また、開発に伴い設置される公園については、市民ニーズを反映した公園となるよう
事業者に対して近隣住民の意見を聞くなどの対応を求めることを検討します。 

 

②河川・水路 

河川 

・市街地の治水安全性を向上するため、河川整備に関して大阪府と連携するとともに、
市民が親しめる水辺環境として、公園やため池等とのネットワークを形成すること
で、潤いある水辺空間の形成を図ります。 

・河川敷地占用許可準則に基づく都市・地域再生等利用区域が指定されている狭山池等
においては、恒常的なにぎわい形成に向けて、市民や関係団体等と連携することで、
必要な体制を構築するとともに、日常的な活動の展開に向けたトライアル等を行な
っていきます。 
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・西除川沿いや三津屋川沿いの緑道、西除川周辺のヒメボタル生息環境、自然のままの
状態で残る東除川の河畔林など、地域住民が身近なところで自然環境に触れること
のできる水辺の環境があります。これら水辺環境における親水空間や生き物の生息
空間の維持保全につとめるとともに、より地域住民が親しみ、利用できる環境の形成
を図ります。 

・自然のままの状態で残る東除川の河畔林は、周辺の田園環境とあわせて地域の特徴的
な景観や生物の生息環境を形成していることから、維持保全を図るとともに、市民が
河畔林の自然に触れることができるよう取組みます。 

水路 

・市街地内を通る一定規模以上の水路については、水とみどりのネットワーク構想の考
え方も踏まえて親水性を考慮した整備を検討します。 

・幹線水路等については、老朽化が見られる箇所について、計画的に改築・更新を行い
ます。また、水路上の通行や土地利用等が想定される水路については、暗渠化等も含
め整備方法等について検討します。 
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（３）自然・農環境の保全と活用 

①樹林地 

・樹林地は、本市のみどり豊かな景観を形成している重要な要素であるとともに、二酸
化炭素の吸収源として地球温暖化の防止の役割を担っています。また将来を担う子
ども達が自然環境に触れ、環境学習のできる場として重要であることから、維持保全
を図ります。 

・市民が自然にふれあう場所として、天野街道沿いの樹林地の一部を「今熊市民の森」
と位置づけ、周辺の開発を抑制し、良好な自然環境を保全します。樹林地等の管理に
ついては、市民主体による保全活動を支援し、自然体験や環境学習の場としての活用
を推進します。 

・天野街道沿いの樹林地については、一定の緑地を確保する取組みを進め、可能な限り
保全を図ります。天野街道に近接した区域において行われる住宅地等の開発におい
ては、天野街道沿いのみどりをできるだけ確保するために、事業者の協力等により自
然環境と調和した開発を誘導します。 

・良好な環境を有している西山霊園一帯については、桜の名所として今後も適切な保全
を図ります。 

・狭山神社、三都神社等、豊富な緑地を有している各施設においては、保存樹林として
協定を締結しています。今後もこれらの施設緑地の保全のため協定の継続に努めま
す。 

・旧帝塚山学院大学、近大病院の移転後の跡地利用については、施設内の緑地の扱いに
ついて土地所有者等と協議を行いながら検討します。 

②ため池 

・ため池等は、大雨時の貯水機能や排水機能を備え防災機能を有するほか、生態系の維
持、ヒートアイランドの抑制等の役割を担い、本市の景観や自然環境を構成する公共
空間であるため、可能な限り保全します。 

・特に、樹林地と一体となっているため池等については、水とみどりのネットワーク構
想の考え方も踏まえて適切な保全に努めるとともに、樹林地とのつながりに配慮し
ながら親水性を向上し、憩いの場となるような整備を検討します。また、市街地にあ
るため池等は防災機能上重要であり、治水能力の確保を前提としながら、市民と管理
者との協力連携のもと、ため池の良好な環境を維持する仕組みを検討します。 

③農地 

・農地は、食料生産、防災機能、景観形成等、多様な役割を担っている空間であるため、
市街化区域の生産緑地や市街化調整区域内の農地については、維持保全に努めます。 

・農地の維持保全だけでなく、市民農園や、福祉分野、商工分野との連携、農産物の直
売所や加工施設、農家レストランの整備など、農地の活用を図ります。 

・集落内における植樹の促進や、遊休農地における景観作物の栽培促進など、農地の保
全と合わせて、地域全体で美しい田園環境が形成される取組みを推進します。 

（４）市街地のみどりの確保と活用 
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①公共施設等のみどり空間 

・公園・緑地はもとより、公共建築物等の敷地については、積極的に緑化を進めること
で、市街地内におけるみどり空間の創出に努めます。 

・道路については、道路整備にあわせた街路樹の設置等、積極的に緑化を推進するとと
もに、既存の街路樹を適切に維持管理し、潤いある街並みの保全に努めます。 

・花作りボランティアによるフラワースポットづくり事業等、効果的な緑化に関する取
組みを推進します。 

②宅地内のみどり空間 

・大阪狭山市開発指導要綱等に基づいた開発協議において、壁面緑化や屋上緑化等、建
築物の緑化促進にも努めるとともに、住宅開発等においては、緑化協定の締結を進め
ます。 

・生垣や庭木等宅地内のみどりは、都市環境を形成する要素であることから、市民自身
による緑化活動を促進します。 

③市街地内の水循環 

・雨水排水の集中緩和や地下水の涵養にも効果のある雨水浸透桝の設置を進めてきて
います。 

・また、公共空間の可能な範囲において、透水性舗装の導入やみどり空間を拡張する等、
透水性を高めるよう取組みます。 

（５）水とみどりのネットワークの形成 

①拠点となるみどりの空間 

・水とみどりのネットワーク構想の中で、みどりの中心核とした狭山池、みどりの核と
した副池オアシス公園及びさやか公園を含む周辺エリア一帯において、公園等拠点
の機能充実を図りつつ、公民連携による新たな機能導入によるにぎわいづくりやエ
リアマネジメントの推進により、エリア一帯の価値向上と周辺への連鎖的な波及を
推進します。 

・東除川周辺、西除川周辺、三津屋川・あまの街道周辺において、公園等拠点の機能充
実を図るとともに、狭山池周辺での取組みによる波及効果を踏まえた、各エリアの特
性を活かした展開のあり方を検討します。 

・水やみどりに加えて、歴史文化の観点からも新たな拠点を発掘及び活用により、ネッ
トワークの拡大を目指します。 

②拠点をつなぐ歩行者空間 

・水とみどりや歴史資源などを活かした拠点と、各施設やバス停、鉄道駅周辺間の快適
な歩行者空間の整備を進めることで、ウォーカブルな市街地環境の形成を図ります。
ネットワークの形成に当たっては、道路、緑道、河川敷、その他遊歩道や公園内通路
等を活用した歩行者系道路網の整備を推進します。 

・ネットワークの整備にあたっては、市民がみどりとふれあい楽しんで歩くことができ
るように努めるとともに、道標や休憩所の整備、歩道の拡充・バリアフリー化等を推
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進します。 

・特に、水とみどりのネットワーク構想における重点アクションエリアである狭山池周
辺及びアクションエリアである東除川周辺、西除川周辺、三津屋川・あまの街道周辺
についてはリーディングプロジェクトとして、水とみどりの一体的な空間利用や公
民連携によるにぎわいづくり、河川敷等を活用し、遊歩道等の環境整備を推進します。 

③市民活動のステージ 

・水とみどりのネットワークの整備と並行して、公園で活動している団体などの関係団
体と協力し、公園や水辺空間等を活用した取組み等への支援を行うとともに、柔軟な
利活用が可能となるよう検討します。 

・本市では、多くの公園で地域の清掃美化協力団体による清掃活動等が行われていま
す。公園は地域住民が交流しコミュニティを形成する場でもあることから、今後も継
続して清掃美化協力団体・花づくり団体等を支援します。 

・また、清掃・管理だけでなく、市民の公園利用に関するルールづくりやイベントの開
催等、より主体的な活動を促進します。 

・三津屋川は、河川の水質改善及び水辺の環境整備策として、アドプトリバーやクリー
ンアクション等による河川の清掃、不法投棄防止への啓発活動等が行われており、今
後は他の河川においても同様の取組みを幅広い市民の参画を求めて進める等、市民
協働事業の推進を図ります。 

・西除川周辺のヒメボタルや副池周辺の自然環境の保全、あまの街道の保全など、市民
団体の自然環境保全活動や PR 活動の支援を行います。 
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水とみどりのネットワークの整備の方針図 
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5-4 都市防災の方針 

（１）都市防災の基本的な考え方 

計画的な都市防災の推進 

・都市の防災性向上に向けて、地域防災計画に基づく、体系的・計画的な対応を進めま
す。 

防災・減災による対応 

・想定を超える自然災害が頻発しており、従来の防災だけでなく、減災の考え方をと入
り入れた、被害を低減させるための取り組みも進めます。 

災害に強いコミュニティの育成 

・防災・減災に資する地域コミュニティの育成を進めるとともに、リスクコミュニケー
ションを積極的に図ります。 

 

（２）震災及び火災対策 

①建築物の耐震化、不燃化 

・大阪狭山市建築物耐震改修促進計画(平成 30 年(2018 年)3 月策定)により、住宅は、
平成３９年（2027 年）度末までに耐震化率を 95%、特定既存耐震化不適格建築物
（民間建築物）は、平成３４年（2022 年）度末までに耐震化率を 95％とすること
を目標としており、耐震診断補助制度や耐震改修補助制度等の利用を促進し、建築物
の耐震化を進めます。 

・市有建築物（特定既存耐震不適格建築物）については耐震化率 100%を達成してい
ます。今後は、避難施設、最も身近な拠点である地域の集会所、緊急交通路沿道等の
建築物を中心として耐震化を促進します。 

・既成市街地において、建築物の不燃化を推進するため、これまでの準防火地域を拡大
し、平成 25 年（2013 年）10 月に第 1 種低層住居専用地域、準工業地域及び市街
化調整区域を除く全ての地域にて準防火地域を指定し、延焼の抑止力を高めてきま
した。また、一定規模以上の開発において防火水槽の設置を促進します。 

②避難・防災活動のための経路の確保 

・緊急交通路に指定されている道路における街路樹等、道路構造物の適切な維持管理、
橋梁の長寿命化を踏まえた定期点検及び耐震化、沿道建築物の耐震化及び不燃化等
を推進し、災害発生時の避難・防災活動の経路となる道路の機能を確保します。 

 

（３）治水対策 

・雨水排水の計画区域の整備率は概ね 50％であり、今後も浸水被害を防止するための
整備を推進します。特に、現在浸水被害の発生している区域については、その整備を
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優先的に推進します。 

・大規模開発に対しては、今後も、雨水貯留施設、雨水浸透桝等の整備を指導し、降雨
時における雨水排水の集中緩和を図ります。 

・浸水、内水、ため池ハザードマップ等を活用し、危険個所等の周知を定期的に行いま
す。 

（４）土砂災害対策 

・狭山池北西側の西除川周辺の地すべり防止区域や、そのほかの土砂災害危険箇所につ
いては、保全を中心として被害防止を図ります。 

・土砂災害特別警戒区域に指定された区域内の既存不適格建築物については、住宅の移
転や補強に対する支援を行います。 

・浸水区域については、避難先の確保、ハザードマップの活用等、被災時の対策の検討
を進めます。 

・ハザードマップの活用については、住民同士でコミュニケーションを取りながら地域
の具体的な避難経路を示した地図の作成を行う等、実際の災害のイメージを共有で
きるような活用を目指します。 

 

（５）地域の防災力の強化 

①共助体制の構築 

・災害発生時には地域住民等による組織的な防災活動が効果的であるため、地域におけ
る自主防災体制の整備を促進します。 

・自主防災組織等を中心に、防災のための物資や機材の実際の使い方を体験したり、実
際にまちを歩くことで避難経路や自らの役割を確認する等、地域における共助体制
の構築支援に努めます。 

②避難所等の機能強化 

・避難所や一時避難地については、小中学校の体育館等の耐震改修や、防災無線の設置
による情報伝達機能の強化等、防災機能の充実を順次進めています。今後も避難場所
の防災機能を高めるために、避難生活に必要な備蓄機能や設備・機器等の整備を推進
します。特に東大池公園等、避難地となりうる公園等については、防災機能を高めま
す。 

③要配慮者利用施設の安全性向上 

・社会福祉施設等の要配慮者利用施設については、避難確保計画の作成や避難訓練の実
施を促進します。  
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都市防災の方針図 
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5-5 景観形成・歴史文化を活用したまちづくりの方針 

（１）景観形成・歴史文化を活用したまちづくりの基本的な考え方 

景観構造を踏まえた体系的な景観形成 

・市街地の特性に応じたゾーン景観、景観の骨格を構成する景観軸など景観構造を踏ま
えた体系的な景観形成を図ります。 

大阪狭山のイメージをつくる景観の形成 

・駅前でのにぎわいある景観や良好な住宅地景観など、質の高い市街地景観の誘導によ
る本市らしい景観の形成を図ります。 

歴史・文化を生かしたまちづくりの推進 

・市内になる歴史文化資源を生かした景観形成を進めるとともに、それらの資源を生か
した取り組みを進め歴史を感じることのできるまちづくりを進めます。 

（２）景観形成の方針 

①ゾーン景観 

中心市街地、行政・文化交流ゾーン 

・市役所周辺から金剛駅周辺に至る区域については、アメニティあふれる場として緑化
等に取組むとともに、土地利用の進捗を考慮しながら、本市の中心市街地としてふさ
わしい、風格を持ちながらも賑やかで楽しげな雰囲気を醸し出す景観形成を促進し
ます。 

・中心市街地の沿道の建物等については、駅前広場や道路と接する部分を歩行者空間
と一体的な“まちなみ”ととらえ、建築物の１階部分への商業サービス機能の立地促
進や、沿道の緑化等を進めることで、居心地がよく歩きたくなるまちなかの形成を
図ります。 

住宅地 

・計画的に整備され、良好な住宅地景観を形成している狭山ニュータウン等の住宅地に
ついては、地区計画や建築協定等の活用、空家の適切な管理により、一定の宅地規模
が確保された、みどりの多い住宅地として潤いある景観の保全・育成を促進します。 

狭山池 

・本市のシンボルである狭山池は平成 27 年（2015 年）3 月 10 日に国史跡に指定さ
れました。「史跡狭山池保全活用計画」に示される視点場からの眺望景観の保全を図
ることで史跡と調和した周辺の景観形成を図るとともに、桜の保護・育成等、及び史
跡狭山池としての保存活用を図ります。 

・狭山池を中心とした周辺エリアは、市民団体等の文化活動やイベントの場として活用
されています。今後も引き続き市民の憩いの場となるよう魅力向上に努めます。 

 



 28

樹林地 

・天野街道、三都神社周辺や近大病院周辺の樹林地、旧帝塚山学院大学周辺の緑地等に
ついては、重要な景観要素であるため、維持保全に努めます。 

・近畿大学病院や旧帝塚山学院大学周辺の緑地は保存緑地であることから、両施設の移
転後においても周辺の景観と調和した土地利用が図られるよう努めます。 

農地 

・大野地区のぶどう畑や東野地区の田園など、集落と農地が調和した景観をはじめ、み
どりと季節感豊かな田園環境は、重要な景観要素であるため、農業振興策の推進等と
あわせて維持保全に努めます。 

②景観軸 

河川 

・東除川・西除川・三津屋川において、水とみどりのネットワークの形成に当たっては、
水辺の特性を活かしつつ、その景観を保全するとともに水辺を感じられる空間の整
備に努めます。 

旧街道 

・本市の歴史を踏まえた個性ある都市環境を形成するために、旧街道において、歴史や
風土を感じながら散策等ができるよう、施設整備（例：道標、街路灯等）等を行い、
歴史的景観の保全・活用に努めます。 

・旧街道の沿道の開発に際して、埋蔵文化財包蔵地については、記録保存を継続して実
施し、周辺の整備時の参考として活用します。 

幹線道路等 

・幹線道路等主要な街路については、街路樹の適切な管理等を行い、みどり豊かな景観
の創出を図るとともに、沿道の街並み景観の適切な誘導に努めます。 

・市民の参画による違反広告物の撤去活動を推進し、まちの美化に努めます。 

③点景観 

ため池 

・市内に点在するため池については、水辺の特性を活かしつつ、その潤いある景観の保
全・整備に努めます。 

歴史的建造物 

・歴史的な雰囲気を伝える三都神社・狭山神社・吉川家住宅等については、その景観の
保全と、それに調和するような周辺の街並みへの配慮に努めます。 

公園 
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・公園の整備や再整備にあたっては、地域の特性や市民意向を反映して、シンボルツリ
ーとなる樹木を植える等、各地域のみどり景観のアクセントとします。 

・公園の適正な維持管理をするにあたり、市民協働による管理手法も取り入れ、美しく
みどり豊かな環境を維持します。 

（３）歴史・文化を活かしたまちづくりの方針 

歴史・文化資源の発掘 

・本市は古くから交通の要所となっており、街道沿道を中心に歴史的価値のある建造物
が多く分布しています。歴史・文化的資源の調査や保全を市民と協働して行い、歴史
文化遺産等をより身近なものとして捉えてられる機会を増やします。 

地域と連携した歴史・文化資源を活用した魅力づくり 

・市域に分布する歴史・文化資源の中でも、特にその価値が評価されている史跡等につ
いては、資源の公開をめざすとともに、これを地域の交流のきっかけと捉え、地域全
体で来街者を受け入れる環境形成や PR といったまちづくりを進めていきます。 

・すでに美装化が行われている街道については、維持管理に努め、歴史・文化的な価値
を感じることのできるまちづくりを進めます。 

・地域の意向などを踏まえ、歴史・文化資源を楽しむために必要な案内誘導といった環
境整備を進めます。 

・あまの街道については、市民との連携を図りながら、自然豊かな環境を保全するとと
もに、狭山池とも一体に陶器山の歴史が感じられるまちづくりを進めます。 

文化の発信・市民活動の活性化 

・文化の発信拠点として、文化会館の適正な維持管理を図るとともに、市民がより広く
文化活動に触れることができるよう、より充実したサービスの提供を図ります。 

・市民が日常的に文化活動を展開し、自己実現を達成するために必要な公民館や生涯学
習施設をはじめとする身近な活動の場について、利用しやすい環境づくりを進める
とともに、活用の促進を図ります。 

・また、屋内の公共施設だけなく、公園や河川空間といったオープンスペースや空家・
空地といった遊休空間につても、市民のニーズに応じて、活用を図ることができるよ
う仕組みの検討を進めます。 
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景観形成・歴史文化を活用したまちづくりの方針図 
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5-6 暮らしを支える各種施設の整備方針 

（１）暮らしを支える各種施設の整備に係る基本的な考え方 
以下の考え方を基本に、「暮らしを支える基盤施設の整備」や「豊かな市民生活を支え
る公共施設の整備」に係る方針を整理します。 

シビルミニマムの達成と計画的な管理 
・基盤施設等については、持続可能な都市経営の視点も踏まえ、市民サービスとして最

低限必要となる整備水準の達成を目指すとともに、既存の施設については、計画的な
維持管理を図ります。 

運営体制の合理化 
・現在の市街地の範囲を今後も維持していくため、今ある施設の適正な維持管理が必要

となります。一方、人口減少等により、維持管理に必要な財源は限られたものとなる
中で、市民ニーズや都市課題の多様化・複雑化に対応するため、民間事業者や関係機
関等と適切な連携・分担や公共空間の有効活用を図るなど、合理的な運営体制の構築
を図ります。 

老朽化への対応とより高い市民サービス実現に向けた再編の必要性検討 
・施設の老朽化への対応の必要性と市民サービスのさらなる向上に向け、様々な公共施

設の立地や施設のあり方について検討を行い、必要に応じ再編等の可能性について
も整理を行います。 

 

（１）基盤施設・公共施設の適切なマネジメント 

①適切な維持管理・更新や再編 

・すでに整備されている基盤施設や公共施設については、市民が安全・安心に利用でき
るよう、適切な維持管理を推進します。 

・老朽化が進んでいる基盤施設については、緊急性、利用状況、劣化状況等を踏まえ、
優先順位をつけ、計画的な更新や長寿命化を図ります。 

・公共施設については、公共施設等総合管理計画に基づき、施設の複合化や統廃合を進
め、施設の総床面積を適正化するとともに、次世代に引き継いでいく公共施設につい
ては、計画的に保全し長寿命化を行います。 

・具体的な各施設の更新、機能の複合化、再編等については、その緊急性や地域のまち
づくりの状況等を踏まえ、公共施設再配置計画として検討を進めます。 

②公民連携による施設整備・運営 

・新たに整備する基盤施設や公共施設については、市民ニーズを的確に捉え、整備にあ
たっては、PPP/PFI、包括的民間委託などにより民間事業者のノウハウを活用するこ
とで、公民連携で効率的効果的な施設整備、維持管理及び運営を進めます。 

・都市公園をはじめ市民等の来街を想定する施設に付帯する駐車場等については、受益
者負担の適正化やサービス水準の向上を図るとともに、持続的な施設の維持管理や
施設が存するエリア一帯の価値向上に向けた取組に必要な財源確保の手段として、
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有料化等も含めた運営のあり方について、検討を行います。 

（２）暮らしを支える基盤施設の整備 

 ①道路 

・道路、橋梁及び街路樹をはじめとする道路構造物については、定期的な点検及び修繕
等、計画的な維持管理に努め、施設の長寿命化を図るとともに、必要に応じて再編及
び更新を図ります。 

②公園・緑地 

  ・公園及び緑地における園路や樹木、遊具やベンチ等公園施設については、定期的な点
検及び修繕等、計画的な維持管理に努め、施設の長寿命化を図るとともに、必要に応
じて再編及び更新を図ります。 

③上水道 

・上水道は、快適な生活環境と都市生活を支える基盤として、今後も安心・安定的な水
道水の供給を継続するため、施設整備計画に基づき、送配水管の更新と耐震化、配水
池やポンプ場の耐震化等を促進するよう、大阪府広域水道企業団に働きかけます。 

④下水道・汚水処理施設 

（汚水） 

・汚水排水については、水洗化等の人口普及率が概ね 100％となっており、今後は下水道
施設全体の施設状況を予測しながら維持管理、改築を一体的に捉えて計画的・効率的に
管理するため、定期的な調査・点検を行うとともに、重要な下水道施設の耐震化に取り
組みます。 

・汚水処理施設（狭山水みらいセンター）は、適切な維持管理を進めるとともに、自然
を感じられる空間や自由に過ごせる広場空間として魅力を発信していきます。 

（雨水） 

・雨水排水については、計画区域の整備率が概ね 50％であり、引き続き浸水危険箇所
等の整備を優先的に推進します。 

・また、狭山ニュータウン地区内の幹線水路については、老朽化が進んでおり、計画的
な改修・更新に取組みます。 

（３）豊かな市民生活を支える公共施設の整備 

①スポーツ施設 

・スポーツ施設については、適切な管理運営や利用促進を図ります。特に総合体育館や
市民総合グラウンド等については、指定管理者制度を導入し適切な管理運営や利用
促進を図ります。また、山本地区の総合体育館や市民総合グラウンドが集積するエリ
ア、大野地区の大野テニスコートや第三青少年運動広場等の施設が集積するエリア
については、市民が利用しやすくより快適な健康増進や憩いの場となるよう、環境づ
くりを進めます。 
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②学校教育施設・子育て施設 

・学校教育施設や子育て支援施設については、適切な教育・保育環境を確保するため、
「これからの学校園のあり方検討会」の検討事項も踏まえ、学校園適正化計画の検討
を行い、規模の適正化を進めます。 

③その他公共施設 

・高齢者支援施設や障がい者支援施設については、適正な管理運営を進めるとともに、
全ての人にやさしいまちのモデルとなるよう施設のバリアフリー化及びユニバーサ
ルデザインの導入を促進します 

・斎場については、施設の適切な維持・管理を図るとともに、周辺地域の環境と調和し
た空間形成を図るため、敷地北側の緩衝緑地や西側の公園墓地の緑化を推進します。 
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下水道整備の方針図（雨水） 
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第５章 
地域におけるまちづくり方針 

本章では、個別の地域課題の解決やより良
い環境形成に向け、地域や市民が主体とな
って取り組むまちづくりの進め方の指針
を示すとともに、これらに対する行政支援
の考え方を整理します。 

次回以降の策定委員会において具体的な内容を作成します。 



 36

  



 37

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第６章 
評価と見直しの方針 

本章では、方針に示す取組みの進捗や効果
の評価に関する考え方や、評価を踏まえた
計画の見直しにかかる方針を示します。 

次回以降の策定委員会において具体的な内容を作成します。 
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（参考）語句説明 
 

語 句 説 明 出典等 

い インキュベーション施設 
創業間もない企業や企業家に対し、支援を行
うことで、その成長を促進させることを目的
とした施設 

近畿経済
産 業 局
HP 

う ウォーカブル 

居心地が良く、歩きたくなるさま。 
全国的に「居心地が良く歩きたくなるまちな
か」の形成をめざす「ウォーカブル推進都市」
の取組みが進められている。本市も、国土交
通省の「まちなかウォーカブル推進プログラ
ムに賛同している。 

水とみど
りのネッ
トワーク
構想 

え 

エクスカーション 

地域の自然や歴史、文化など、さまざまな学
術的内容で専門家の解説を聞くとともに、参
加者も現地での体験や議論を行い社会資本
に対する理解を深めていく体験型の見学会
である。国際会議などに付帯し開催されるこ
とが多い。 

中部地方
整 備 局
HP 

エリアマネジメント 
特定のエリアを単位に、民間が主体となっ
て、まちづくりや地域経営（マネジメント）
を積極的に行う取組み。 

水とみど
りのネッ
トワーク
構想 

お オープンスペース 建物が建っていない場所。狭義には、公共性
のある空地や緑地のことを指すこともある。 

水とみど
りのネッ
トワーク
構想 

こ コワーキング 複数の企業や個人が設備や空間を共有しな
がら仕事を行う働き方 

国土交通
省を参考
に作文 

さ サードプレイス 
自宅、職場や学校以外の第３の居場所。コミ
ュニティや市民にとって必要不可欠な場の
一つとされる。 

ザ・グレ
ート・グ
ッド・プ
レイス等 

し 市街化調整区域 

無秩序な市街化を抑制するために都市計画
法に基づき指定される、都市計画区域内の区
域区分の一つであり、市街化調整区域は、市
街化を抑制することを基本とし、一部を除い
て開発を禁止する区域。 

水とみど
りのネッ
トワーク
構想 

E e-コマース コンピュータネットワークシステム上で行
われる受発注等の取引 

経産省 

I ICT 

Information and Communication 
Technology の略。 
情報通信技術。インターネット上でデータ
の保管等のアウトソーシングを受け、デー
タ等を保管・管理するサービス。 

総務省 
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IoT 
Internet of Things の略。 
家電からさまざまなセンサーまであらゆる
ものがインターネットにつながる技術 

総合計画 

M Maas 
Mobility as a Service の略。自家用車以外の
移動手段をウェブ上でつなぎ一つのサービ
スとして捉える新たな移動の概念 

国土交通
省報道発
表資料 

 

 



 

 


