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はじめに 
 

●計画策定の目的 
 

本市では、平成 11 年（1999 年）10 月に都市計画マスタープランを策定し、平成 23 年（2011 年）
3 月に改定していますが、その後 5 年あまりが経過し、その間、都市計画法の改正や南部大阪都市計
画区域マスタープランが改定（平成 28 年 3 月一部改定）されました。また、少子高齢化の進展、地球
環境問題への取組みの重要性の高まり、安全・安心な暮らしの確保、市民との協働によるまちづくり
の広がり等、社会経済情勢は大きく変化しており、本市の最上位計画である第四次総合計画の基本計
画が改定され、まち・ひと・しごと創生法（平成 26 年 11 月 28 日）に基づく大阪狭山市人口ビジョ
ン及び大阪狭山市総合戦略が策定されています。 

このような変化を踏まえるとともに、「第四次大阪狭山市総合計画後期基本計画」に即しつつ各計画
との整合を図るため、平成 23 年から概ね 10 年間を計画期間とする「都市計画マスタープラン」を見
直すものです。 
 

●計画の位置づけと役割 
 

都市計画マスタープランは、本市の基本的な計画である第四次大阪狭山市総合計画のもと、都市基
盤施設等に関する部門別計画として、また、大阪府の将来都市像を展望して定められている南部大阪
都市計画区域マスタープランにも即した計画として位置づけられます。 

本計画は、市民の意見を反映し、地域別の課題に応じた整備方針を定め、地域の都市生活、経済活
動等を支える土地利用の方針や道路、公園、上下水道等の諸施設の計画を、関連計画とも連携して総
合的に推進するための役割を担っています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

第四次大阪狭山市総合計画 
（後期基本計画） 

南部大阪都市計画区域 
マスタープラン（府決定） 

大阪狭山市 

都市計画マスタープラン 

（市町村の都市計画に関す

る基本的な方針） 

個別の都市計画の決定・実施 

関連計画・部門別マスタープラン 
・人口ビジョン 
・総合戦略 
・みどりの基本計画* 
・バリアフリー基本構想  等 

即して策定 即して策定 

整合
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●社会経済情勢等を踏まえた計画策定の視点 
 

都市計画マスタープランの策定にあたっては、社会全体における少子高齢化の進展や、人口の
減少が想定されていること等、社会環境に大きな変化が起きてきていることを踏まえつつ、市民
生活の利便性が向上し、安全・安心で快適なものとすることをめざした土地利用や都市施設等の
整備や管理、保全のあり方について検討しました。 

特に、狭山池や天野街道等の地域環境の保全とともに、低炭素社会*をめざした取組み等、地球
環境に配慮した視点も踏まえるとともに、公共施設や緑地・住環境の管理活動等、市民協働*の視
点を重視しました。 

 
 
 

  

■制度の根拠 
都市計画マスタープランは、正式には「市町村の都市計画に関する基本的な方針」と呼ばれま

す。平成 4 年の都市計画法の一部改正により、第 18 条の 2 第 1 項で「市町村は、（中略）当該市
町村の都市計画に関する基本的な方針（以下、基本方針）を定めるものとする」と追記され、市町
村は都市計画に関する基本的な方針を定める責務を負いました。 
■都市計画の基本方針の活用について 

都市計画法の中で「市町村が定める都市計画は、基本方針に即したものでなければならない」と
明記されており、市町村が定める主な都市計画には以下のものがあります。 

・地域地区のうち府決定以外のもの（用途地域*、防火地域*・準防火地域*、生産緑地*地区など） 

・4 車線未満の都市計画道路* 
・下水道法による公共下水道の都市計画 
・面積 10ha 未満の都市計画公園、都市計画緑地、都市計画広場又は墓園 
・面積 50ha 以下の土地区画整理法による土地区画整理事業 
・面積 3ha 以下の都市再開発法による市街地再開発事業 
・面積 20ha 以下の大都市地域における住宅及び住宅地の供給に関する特別措置法による住宅街区整備事業 

・地区計画* 

よって、これらを計画決定するためには、その位置づけのある「大阪狭山市における都市計画に
関する基本的な方針(都市計画マスタープラン)」を活用することになります。 

また、建設省都市局長通達では基本方針の活用について以下のように明記されています。 
「緑のマスタープラン等都市計画に関連した分野別の計画の内容のうち必要な事項を基本方針に

も位置づけ、住民の意見を反映させつつ、これを具体化・詳細化すること等により、各種施策を体
系的かつ協力に推進する上で基本方針の積極的活用を図ること。」 

以上のことや近年の市町村への権限移譲の流れからも、前述の市町村が定める都市計画の決定だ
けでなく、道路・公園等の基盤整備事業や土地区画整理事業等の市街地開発事業における補助事業
採択、府決定である区域区分の見直しや市決定の都市計画に際しても、その施策が“都市づくりの
具体性のある将来ビジョン”に則していることがますます要求されるようになると思われます。 

そのため、都市計画マスタープランは、これらのことも位置づけを図り、活用することとしま
す。 

参考：市町村の都市計画の基本方針（都市計画マスタープラン） 
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第 1 章 都市の特性と問題点 
 

１－１ 都市の特性の整理 
 

（１）位 置 
・ 本市は、大阪平野の東南部に位置し、東は富田林市、西及び北は堺市、南は河内長野市に接して

います。市域の広がりは、東西最大幅 2.4km、南北 7.0km、面積 11.92 ㎞２です。 
・ 大阪市中心部から直線距離で 20km 圏に位置し、市内を縦貫している南海電鉄高野線の 3 駅があ

り、約 25 分で結ばれています。 
 
 

（２）地 勢 
・ 「狭山」という地名は、東の羽曳野丘陵と西の陶器山山系にはさまれた地として、名付けられた

といわれています。地勢は大別すると北東部の平地部と南西部の丘陵部に二分され、南から北へ
なだらかに傾斜した地形で、平地部は東の羽曳野丘陵、北の大阪平野へ、丘陵部は南西の泉北丘
陵へと連なっています。 

・ ほぼ市の中央部に位置する狭山池には、南から
西除川（天野川）と三津屋川が流入し、狭山池
からは西除川、東除川が北流し大和川に注いで
います。河川やため池は、本市の貴重なオープ
ンスペース*として機能しています。 

・ 近年、自然や農地の緑、特に、市街地に残る生
産緑地等のまとまりのある緑が都市化の進展に
より希少な空間になりつつあり、自然や農地、
狭山池を中心とする水と緑豊かな一体的な景観
はその重要性が増しています。 

 
 

（３）人口、世帯 
・ 本市の人口は、昭和 26 年（1951 年）4 月 1 日の町制施行時 9 千人余りで、昭和 40 年（1965

年）頃まではほぼ横這いで推移しました。 
・ 経済の高度成長のはじまりとともに人口は増加しはじめ、昭和 42 年（1967 年）から南西部の

丘陵地帯において狭山ニュータウンの大規模な開発が行われ、入居が開始された昭和 44 年
（1969 年）6 月以降は急激に増加しました。特に、昭和 45 年（1970 年）から昭和 50 年
（1975 年）の 5 年間には 187.8％と大阪府内随一の人口増加率（対前年度比）を呈しました。 

・ 狭山ニュータウンヘの入居がほぼ完了したとみられる昭和 55 年（1980 年）以降は、増加のペ
ースは落ちたものの緩やかに増加しています。平成 7 年（1995 年）以降は、さやま遊園跡地や
狭山駅周辺の住宅開発が行われたことにより、周辺都市の人口が減少する中にあって、横這い傾

表１ 農地転用状況 
許可及び届出数

年度 うち市街化区域
件数(件) 面積(㎡) 件数(件) 面積(㎡)

H16 48 36,226 39 20,242
H17 59 60,840 42 21,305
H18 37 22,001 32 16,920
H19 45 30,848 32 21,773
H20 54 25,436 40 14,178
H21 42 20,910 32 16,306
H22 53 33,421 49 29,386
H23 50 28,675 42 26,689
H24 58 24,367 53 21,960
H25 61 46,150 52 41,147
H26 57 52,970 38 37,611

資料：（件数）市資料、(面積)大阪府統計年鑑 



第１章 都市の特性と問題点  

6 

向を示していましたが、平成 27 年（2015 年）には減少しました。 
・ これまで世帯数は着実に増加していますが、一世帯当たり人員は減少を続けており、世帯の小規

模化が進んでいます。 
図１ 世帯数、人口、世帯人員の推移 

 
・ 年齢階層別の人口構成を見ると、総人口に占める 15 歳未満の人口の比率が、平成 2 年（1990

年）には 18.8％（全国平均 18.2％）であったものが、平成 27 年（2015 年）には 14.0%（全

国平均 12.7％）と徐々に低下してきています。また、65 歳以上の老年人口率は、平成２年

（1990 年）には 8.0％（全国平均 12.0％）であったものが、平成 27 年（2015 年）には

26.8％（全国平均 26.6％）となっており、超高齢社会*が到来しています。 

図２ 年齢階層別 人口構成の推移 
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（４）土地利用・都市計画の指定状況 
 

・ 平成 27 年度（2015 年度）の土地利用現況調査によると、市街地が 608ha と最も多く、次いで
農地が 276ha、水面は 83ha となっています。山林はわずかに 49ha にすぎず、農地の緑と水面
がオープンスペース*の役割を担っていることがわかります。 

・ 市内には狭山池を中心に大小さまざまなため池が点在しています。ため池は泉州地域を含めた大
阪府南部の地域的な特徴であり、なかでも本市は、市域面積に占める水面面積の比率が特に高い
ことが特徴となっています。 

・ 本市の市域全域が都市計画区域*であり、そのおよそ６割が市街化区域*、４割が市街化調整区域*

になっています。 
・ 市街化区域については、概ね既成市街地と市街化形成途上の市街地に二分されます。既成市街地

には、面整備済市街地*とそれ以外の旧集落や小規模な開発が連担して形成された市街地が存在
します。市街化形成途上の市街地では旧集落に加え、宅地化農地*等空閑地での開発による市街
地が形成されつつあります。 

・ 市街化調整区域では、東野・大野地区等において集落地、農地、ため池、樹林が一体となった田
園的な環境が形成されています。しかし近年では、農業経営環境の変化等にともない、休耕地や
放棄地が増加する傾向にあります。 

 
表２ 土地利用状況（面積：ha） 

土地利用分類 市街化区域 市街化調整区域 合計 
市街地 一般市街地   

 

  

 

  

 
集落地    
商業業務地  

 
 

 
 

 官公署    
工場地    

普通緑地 公園・緑地  
 

 

 
 

 

 
 

 
運動場・遊園地    
学校    
社寺敷地・公園庭園       墓地    

農地 田・休耕地          畑      
山林    
原野・牧野    
水面    
低湿地・荒無地    
公共施設    
道路・鉄軌道敷    
その他空地    
合計    

資料：平成 27 年度土地利用現況調査 
※土地利用現況調査による合計値は土地利用分類ごとの数値集計の関係上、都市計画決定による各面

積と差が生じています。 
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表３ 市街化・市街化調整区域面積 
区分 都市計画区域 市街化区域 市街化調整区域 
面積 1,192ha 734 ha 458ha 

構成比 100.0% 61.6% 38.4% 
 平成 27 年 4 月 1 日現在 
用途地域図 
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１－２ 問題点の抽出 
 

（１）土地利用（駅周辺整備） 
 

・ 金剛駅周辺は中心市街地としての商業集積等が期待されますが、土地利用度はあまり高くない状
況です。 

・ 大阪狭山市駅周辺は、市役所、文化会館等の公共施設が集積しており、今後もさらなる活用を図
る必要があります。 

・ 狭山駅周辺は、地域住民の生活の利便性を高めるため、商業サービス機能の充実を図る必要があ
ります。 

 

（２）都市施設整備 
 

①道路・交通 
・ 広域交通を処理する幹線道路及びそれを補完する道路が不足しています。 
・ 金剛駅、狭山駅の駅前広場の整備を行ってきましたが、今後、それら都市拠点へのアクセス*の

改善に向けて、道路整備の推進を図る必要があります。 
・ 財政状況等から、未整備の都市計画道路*の整備推進が困難な状況であります。 
・ 南海路線バスと大阪狭山市循環バス*は、今後も運行を持続していくための取組みが必要です。 
・ 歩行者空間の連続性や十分な幅員の確保、バリアフリー*化等が必要です。 

 

②公園 
・ 市街化区域の大部分が街区公園の誘致圏となっていますが、一人当たりの公園面積が少ない状況

です。 
・ 公園施設の老朽化が徐々に進んできています。 
・ 少子高齢化等を背景として、子ども向けに作ったものが、高齢者が利用するには不向きとなって

きており、利用度が低下してきています。 
 

③下水道・河川 
・ 公共下水道（汚水）の整備は概ね完了し、今後はそれら当初施設の改築・更新が必要です。 
・ 集中豪雨時等の浸水害が発生する箇所があり、公共下水道（雨水）の整備が必要です。 
・ 西除川の河川改修は進んできましたが未整備の部分が残っています。 
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（３）自然環境保全及び都市環境形成 
 

・ 市街地内のため池は周辺の住環境との調和を図ることが求められています。 
・ 河川においてゴミの不法投棄等により、景観や環境が損なわれており、美化を進める必要があり

ます。 
・ 天野街道沿いの樹林地等については、開発により減少しています。 
・ 農地は住宅地等への転用が進み、減少してきています。また、市街化区域*においては、農家の

後継者不足や高齢化等により、生産緑地*の維持が困難となってきています。 
・ 低炭素社会*の構築に向けた取組みが、社会的に必要となってきています。 

 

（４）市街地整備 
 

①市街化区域 

・ 計画的に整備された住宅地においては、高齢化等を背景として、空き家の発生、敷地分割等が進
んできていますが、住環境の保全や住宅地の活性化に向けた取組みが必要です。 

・ 狭あいな道路に面して住宅が建ち並んでおり、緊急自動車の進入等の面で課題があります。 

②市街化調整区域* 

・ 住宅地等における生活道路の整備が必要です。 
・ 高齢化や後継者不足により農業の担い手が減少し、農地の維持管理が困難になってきています。 
・ 地域活性化に資する産業系の土地利用ニーズが高まっていることから、｢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、産官学が連携する地域の資源を活用した取組み
や、新産業の誘致を検討する必要があります。 

 

（５）都市防災 
・ 多くの人が利用する都市拠点をはじめとする既成市街地における建築物の耐震化、不燃化対策の

充実が必要です。 
・ 従来からの既成市街地においては、袋小路や狭あいな道路が多く、緊急自動車の進入等の面で課

題があります。 
 

（６）景観形成 
・ 金剛駅周辺等の中心市街地にふさわしい街並み形成を図る必要があります。 
・ 狭山池における桜の植樹や河川改修に併せて緑道整備等を進めてきており、その他のため池や河

川等の水辺景観の整備を進める必要があります。 
・ 今熊市民の森の用地取得や保存樹林地*の協定の締結等により樹林地の景観保全に努めてきてお

り、今後も継続した取組みが必要です。 
・ 緑の景観等にも配慮した農地保全が求められています。 
・ 西高野街道等、歴史的景観の一層の活用が求められています。 
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（７）福祉環境 
・ 鉄道駅やその周辺道路及びその他公共施設におけるバリアフリー*化を進めてきており、今後も

ユニバーサルデザイン*の考え方に基づく環境整備が必要です。 
 

（８）都市施設等の維持管理 
・ 道路、公園、下水道等の都市施設の整備によるストックの増大や、施設の老朽化に伴う更新費用

の発生により、コストの増大が見込まれるため、長寿命化等計画的な維持管理が必要です。 
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１－３ 将来人口の設定 
 

都市計画マスタープランの策定にあたり想定する将来人口は、大阪狭山市人口ビジョン*との整合を
図り、以下のように設定します。 
 

平成 32 年度（2020 年度）における人口規模：57,700 人 
 
 
図 11 将来人口の推計 

 
資料：大阪狭山市人口ビジョン 

 

58,227 58,134 57,692
56,895

55,870

35,000

40,000

45,000

50,000

55,000

60,000

平成22
（2010）

平成27
（2015）

平成32
（2020）

平成37
（2025）

平成42
（2030）

（人）

(年)

平成 年、 年の人口を基にした推計



 大阪狭山市都市計画マスタープラン 

13 

第２章 都市づくりの目標と将来像 
 

２－１ 都市づくりの理念 
 

本市における都市づくりを推進するにあたっては、水や緑等の本市の特性を活かし、すべての市民
が安心して暮らすことのできる、いきいきとした生活都市とすることをめざし、下記のように都市づ
くりの理念を定めます。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

水と緑きらめき、安心して暮らせる 

いきいきとした生活都市・大阪狭山 

①狭山池等の水や緑を活かした豊かな生活環境のある 
「暮らしやすいまち」づくりに取組みます。 

 
②人や自然とのふれ合いの中で、子どもがすくすくと育つ 

「子育てしやすいまち」づくりに取組みます。 
 
③住んでいる市民が誇りと愛着を感じ、訪れた人が感動する 

「美しいまち」づくりに取組みます。 
 
④安心して暮らすことのできる 

 「安全・安心のまち」づくりに取組みます。 
 
⑤市民がまちづくりに主体的に関わる  

「協働のまち」づくりに取組みます。 
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２－２ 都市づくりの基本目標 
 

都市づくりの理念を踏まえ、めざすべき具体的な都市の姿を、７つの「都市づくりの基本目標」
として、下記のように定めます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

目標
① 

目標
② 

目標
③ 

目標
④ 

目標
⑤ 

目標
⑥ 

目標
⑦ 

さまざまな年齢階層が住みやすい、質の高い住環境が持続的に確
保されるまち 

交通アクセス*が充実し、商業・サービス・都市文化が享受できる
魅力的な都市生活の営めるまち 

自然環境や農地が適切に保全・整備され、狭山池や旧街道等の歴
史や文化にふれあえるまち 

さまざまな地域や世代の市民がふれあい交流し、まちづくりに自主
的に参画するまち 

災害への備えや防犯・交通安全対策が講じられた安心できるまち 

都市基盤の整備や維持管理を適切に行い、効率的に活用するととも
に、低炭素に配慮したコンパクトなまち* 
 

乳幼児から高齢者、妊婦や障がい者等のすべての市民に対する配慮
が講じられているユニバーサルデザイン*のまち 
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２－３ 将来都市構造 
 

・ 将来都市構造として設定する「都市拠点」と「都市軸」は、将来にわたってその機能や土地利用
を担保し、持続的な発展を図るための、都市機能の集積です。 

・ 都市計画マスタープランにおいて、このような骨格を設定することは、「都市拠点」「都市軸」に
付随する機能や環境の集積・保全を図ることを明確化し、今後進める都市づくりに対し、効率的
な投資・整備を推進するための基本的なガイドラインとなります。 

・ 本市の都市構造は、まちのシンボルである狭山池を中心に据え、河川や緑地等の自然の骨格及び
鉄道や幹線道路等の交通の骨格を都市軸に、また、都市の魅力を高める都市拠点を配置すること
により形成します。 

 

（１）都市拠点の設定 
 

種類 位置 内容 
中心市街地 

拠点 

金剛駅～ 

大阪狭山市駅周辺 

交通結節点*であり商業施設・公共施設が集積している金剛駅から大

阪狭山市駅周辺を本市の中心市街地拠点として設定します。 

金剛駅周辺は、本市の玄関口として、アメニティ*あふれる場となる

ように緑化を促進するとともに、商業・サービス業の集積及び都市型

住宅*の供給を図り、都市のにぎわい空間の形成を促進します。 

大阪狭山市駅周辺は、市役所・文化会館等の公共施設の集積する地

区として、人々が親しみ集える場所となるよう、活性化を進めます。

また、商業・サービス業の集積及び住宅の供給を図るとともに、狭山

池の歴史・文化を活かしたアメニティ豊かな環境整備を進めます。 

近隣中心 

拠点 

狭山駅周辺・大野

台地区 

狭山駅周辺及び狭山ニュータウン中央交差点付近は、地域の生活利

便性を支える商業施設等の集積を高める近隣中心拠点として設定し、

活性化を図ります。 

福祉・文化 

拠点 

今熊地区 老人福祉センター、保健センター、公民館、図書館等の集積する地

区として、市民が利用しやすく集まりやすい環境づくりを進めます。 

スポーツ・

レクリエー

ション拠点 

山本・東野・大野

地区 

周辺の自然環境を活かした、スポーツ施設や野外活動施設等が立地

する地区をスポーツ・レクリエーション拠点として設定し、諸施設の

整備や充実を図ります。 

新産業等 

拠点 

東池尻 

茱萸木 

東茱萸木 

地域の特性を有効に活用できる区域においては、土地利用規制と調

整を図りつつ、産官学の連携による企業や研究機関を誘致し、自然と

の調和や環境に配慮した新産業等拠点形成の可能性を検討します。 
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（２）都市軸の設定 
 

種類 主な対象 内容 

水と緑の 

アメニティ

軸 

水
の
軸 

狭山池、副池、東除川、西除
川、三津屋川 

狭山池と河川及び北東・南西地域の緑地は、本
市の自然の骨格を形成しており、これを水と緑の
アメニティ*軸として設定します。 

これを基本に、公園・緑地や農地、ため池、社
寺や史跡、さらに学校・公共施設等のオープンス
ペース*をつなぐ水と緑のネットワークを形成しま
す。 

緑
の
軸 

本市北東・南西地域 

交通軸 

骨
格
道
路 

(都)大阪河内長野線 
(都)狭山河南線 
(府)堺狭山線(狭山池通り) 
(府)森屋狭山線(狭山池通り) 
(府)河内長野美原線(さやか通り） 
国道 310 号 
(都)金剛泉北線(陶器山通り) 
(都)半田狭山線 
(都)池尻中自由丘線 
(都)廿山高蔵寺線 
(都)狭山金剛線 
(都)狭山河内長野線(いちょう通り） 

広域的な道路ネットワークや拠点へのアクセス*

を図るため、主要な幹線道路を交通軸として設定
します。 

鉄
道 

南海電鉄高野線（金剛駅、大阪
狭山市駅、狭山駅） 

市民の通勤・通学等の主要な移動手段として利
用されている、南海電鉄高野線を交通軸として設
定します。 

生活軸 

国道 310 号 
(都)金剛泉北線(陶器山通り) 
(府)堺狭山線(狭山池通り) 
(府)森屋狭山線(狭山池通り) 
(都)狭山河内長野線(いちょう通り) 
(府)河内長野美原線(さやか通り) 

(都)狭山金剛線 

国道 310 号をはじめ、主要な骨格道路の沿道を
生活軸として設定し、沿道利用や近隣住民の徒歩
圏での生活の利便性を高めるための商業施設等の
集積を図ります。 
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将来都市構造図 
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第３章 都市づくりの整備方針（部門別方針） 
 

３－１ 土地利用の方針 
 

将来都市構造を踏まえ、下記のように土地利用の分類を行うとともに、分類した土地利用に特
性を与えるエリアの配置についてその方針を設定します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ゾーン…本市を構成する土地利用に関する範囲、区域。 
 エリア…特性や資源等の条件から、ゾーンより詳細に区分を行った区域。 

土地利用の分類 市街化区域 住居系 低層住宅ゾーン 

中低層*住宅ゾーン 

中高層*複合ゾーン 

中心商業ゾーン 

商業サービスゾーン 

沿道サービスゾーン 

生活サービスゾーン 

商業・業務系 

工業ゾーン 

市街化調整区域 集落ゾーン 

田園共生ゾーン 

水と緑のゾーン 

沿道サービスゾーン 

水辺のエリア スポーツ・レクリエ
ーション系エリア 

緑のエリア 

スポーツエリア 

福祉・文化エリア 

学研エリア 

福祉・文化系エリア 

土地利用に特性
を与えるエリア
の配置 

工業系 

行政・文化交流ゾーン 
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（１）分類した土地利用の概要 
 

①市街化区域* 
 

住居系 
 

●低層住宅ゾーン 
低層住宅を中心とする土地利用を行う区域を「低層住宅ゾーン」とし、狭山ニュータウン

地区（西山台四・五丁目等を除く）等に設定します。これらについては、良好な住環境の保
全・育成を図ります。 

 
●中低層*住宅ゾーン 

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「中低層住宅ゾーン」とし、東野・池尻・狭山・半田・茱萸木・
岩室・今熊地区等に設定します。 

このうち、既成市街地については生活道路等の基盤整備を行い、また、それ以外では、計
画的な住宅開発における基盤施設の誘導等、良好な住宅地の形成をめざします。 

 
●中高層*複合ゾーン 

中高層の住宅や大学等を中心とする土地利用を行う区域を「中高層複合ゾーン」とし、西
山台四・五・六丁目の公的住宅団地等の立地する区域及び近畿大学医学部・同附属病院等
（以下、「近大病院」という。）付近に設定します。 

公的住宅団地においては、既に形成されている良好な住環境の保全を図ります。また、近
大病院付近については、病院の移転再編後においても、緑豊かな環境を活かした継続的な立
地を図ります。 

 
商業・業務系 

 
●中心商業ゾーン 

本市の中心市街地として、商業・サービス業の集積を図る区域を「中心商業ゾーン」とし、
本市の玄関口となっている金剛駅周辺に設定します。 

 
●行政・文化交流ゾーン 

本市の中心市街地として、行政サービス機能や文化機能の集積を図る区域を「行政・文化
交流ゾーン」とし、市役所や文化会館を中心とした区域に設定します。 

 
●商業サービスゾーン 

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「商業サービスゾーン」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するとともに、こ
こでは周辺コミュニティの日常生活の利便等を支える商業・サービス業の集積をめざします。 
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●沿道サービスゾーン 
幹線道路等の沿道において、ロードサイド型店舗*等を周辺土地利用と調和した立地を促進

する区域を「沿道サービスゾーン」と設定します。このうち、市街化区域*内においては規制
誘導等により道路沿道に相応しい施設等の集積を図ります。 

特に、国道 310 号の沿道においては、近隣住民をはじめとする市民の生活利便性を高める
ための商業施設等の集積を促進します。 

 
●生活サービスゾーン 

日用品を中心とする物販・飲食等の機能を、幹線道路等の沿道において立地誘導を図る区
域を「生活サービスゾーン」とし、金剛泉北線、(府)河内長野美原線等の沿道に設定します。
ここでは、周辺コミュニティの日常生活の利便等を支えるサービス機能が、周囲の住環境と
調和した土地利用をめざします。 

 

  
 
 
 

工業系 
 

●工業ゾーン 
大規模工場が立地する区域を「工業ゾーン」とし、東池尻・今熊地区に設定します。ここ

では、周辺の住環境との調和に配慮しつつ、工場の操業環境の維持を図るため、敷地内の緑
空間の確保等に努めます。 

中心商業ゾーン（金剛駅周辺） 生活サービスゾーン 
（(府)河内長野美原線沿道） 
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②市街化調整区域* 
 

●集落ゾーン 
良好な集落環境の形成を図る区域を「集落ゾーン」とし、山本・池之原・大野地区等に設

定します。ここでは、集落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
備を行い、良好な住宅地の形成を図ります。 

 
●田園共生ゾーン 

集落ゾーン周辺や幹線道路に面したエリアで、良好な農地や緑地と調和した住宅地等の形
成を図る区域を「田園共生ゾーン」とし、山本・東池尻・池之原・茱萸木・半田・東茱萸木
地区の一部に設定します。 

ここでは、新たな住宅地開発を行う場合、鉄道駅等への徒歩圏に限って、農地・緑地と調
和した適正な開発を認め、景観や住環境に配慮しながら生活基盤（道路、公園、緑地等）の
整備を行い、良好な住宅地の形成を図ります。 

また、東茱萸木、東池尻、茱萸木地区等、交通アクセス*の良好なエリアにおいては産官学
の取組みや新産業による、非住宅の土地利用の可能性について検討します。 

 
●水と緑のゾーン 

良好な営農環境や自然環境を保全・活用する区域を「水と緑のゾーン」とし、東野・大野
地区等に設定します。ここでは、農地やため池、樹林や河川等の「水と緑」を保全します。 

 
●沿道サービスゾーン 

主要な道路沿道でサービス施設等の立地を認める区域を「沿道サービスゾーン」と設定し
ます。ここでは、周辺の環境・景観に十分配慮することを条件として、最小限の施設立地等
を認めていきます。 

 

  
 田園共生ゾーン（半田地区） 水と緑のゾーン（東野地区） 
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土地利用の配置方針図 
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（２）土地利用に特性を与える各エリアの概要 
 

①スポーツ・レクリエーション系エリア 
 

●水辺のエリア 
歴史的風土に配慮しながら、水に関する学習や遊びができる施設が立地し、水辺の自然的

特性を活かした環境整備を行う拠点を「水辺のエリア」とし、狭山池・副池周辺、大鳥池・
東除川周辺、西除川周辺等に設定します。 

 
●緑のエリア 

緑と関わる遊び、自然とのふれあいができる施設整備や、樹林地等の緑の保全を行う拠点
を「緑のエリア」とし、天野街道・三都神社周辺や近大病院周辺の樹林地、大野地区のぶど
う畑一帯、東野地区の市民ふれあいの里一帯、茱萸木地区に設定します。 

 
●スポーツエリア 

市民にとって、より快適な健康増進や憩いの場となるよう、運動施設等の整備を行う拠点
を「スポーツエリア」とし、山本・大野地区に設定します。 

 

  
 
 

 

②福祉・文化系エリア 
 

●福祉・文化エリア 
市民がより安心で豊かな生活を送るための一助となるよう、福祉や文化・社会教育施設を

整備する拠点を「福祉・文化エリア」とし、狭山河内長野線と(府)堺狭山線の交差する付近の
沿道一帯に設定します。 

 
●学研エリア 

市民と共生する地域に開かれた、高等教育機能の充実を図る拠点を「学研エリア」とし、
帝塚山学院大学及び近大病院、ホンダテクニカルカレッジ関西の一帯に設定します。 

水辺のエリア（狭山池） スポーツエリア（野球場） 
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土地利用に特性を与えるエリアの配置方針図 
 

 
 

 



 大阪狭山市都市計画マスタープラン 

25 

３－２ 市街地整備の方針 
 

将来都市構造及び土地利用の方針を踏まえ、より質の高い生活都市をめざして、８つに分類し
た市街地の特性ごとに、よりよい住環境や都市環境の形成を図るため、市街地整備の方針を下記
のように設定します。 

 
【市街化区域*】 

○計画的に整備された良好な住宅市街地 
○面整備区域以外の市街地 
○公的住宅団地 
○計画的に整備された集合住宅団地 
○駅周辺の賑わい・文化の拠点とする市街地 
○工業地 

 
【市街化調整区域*】 

○農地・緑地と住宅地が共存する区域 
○まとまった農地・緑地が残る区域 

 
 

（１）市街化区域 

①計画的に整備された良好な住宅市街地 
狭山ニュータウン等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緑の多い住宅地として、その良好な住環境の保全・育成を図るため、
住民の合意形成に基づいて地区計画*や建築協定*等の活用を検討します。 

また、計画的に整備された住宅市街地特有の急激な高齢化や人口減少問題に対応するために、
高齢者の住み替え支援や既存住宅ストックの活用による若年層の定着を促す仕組みづくりを推
進します。 

また、今後増加することが想定される空き家や空き地ストックを積極的に活用し、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。 

さらに、高齢化に対応し、歩いて行ける身近なところでの生活サービスが受けられるよう、
住宅地に隣接する道路沿い等に小規模な商店や診療所等の立地促進に取組みます。 

 
②面整備区域以外の市街地 

面整備されていない市街地においては、生産緑地*等との調和を図りつつ、市街地のスプロー
ル化*の防止に努めるとともに、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、袋小路の解消等、住環境の改善を図ります。そのため、開発指導要綱*を適切に運用する
とともに、地区計画等による規制誘導や基盤施設（区画道路、公園等）の整備を推進します。 
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③公営住宅団地 
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。 
建て替え等の再生事業が進む際においては、団地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ります。 

 
④計画的に整備された集合住宅団地 

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。 

 

⑤駅周辺の賑わい・文化の拠点とする市街地 
金剛駅周辺については、中心商業ゾーンにふさわしい市街地の形成を図るため、適切な基盤

整備の推進と計画的な商業空間の形成、駅前立地の利便性を活かした都市型住宅*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。 

また、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、狭山神社
の緑を活かし、駅周辺の緑化等の推進を図ります。 

大阪狭山市駅周辺については、市役所、文化会館等が立地しており、今後も、行政・文化交
流ゾーンとして商業・サービス業の施設立地や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。 

狭山駅周辺については、商業サービスゾーンとして、商業機能の立地や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。 

 
⑥工業地 

大規模工場が立地する工業地については、工業地内の緑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。 

 

  
駅周辺の賑わい・文化の拠点とする市街地 計画的に整備された良好な住宅市街地 
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（２）市街化調整区域* 

①農地・緑地と住宅地が共存する区域 
既存集落を中心とするエリアや、農地や緑地と調和した住宅地開発が進んできているエリア、

幹線道路に面し農地規模が比較的小さいエリア等を「農地・緑地と住宅地等が共存する区域」
として設定します。 

ここでは、「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、最小限
の開発を認め、緑豊かで良好な土地利用を継続し、計画的なまちづくりの誘導を図ります。 

そのため、新たな住宅地開発を行う場合、鉄道駅等への徒歩圏に限って、地区計画*等を導入
し、基盤整備を進め、周辺の農地等とも調和した良好な住宅地の形成を図ります。また、産官
学の取組みや新産業による、非住宅の開発を行う場合には、交通アクセス*の良好なエリアにお
いて地区計画*等を導入し、基盤整備を進め、周辺の農地等とも調和した良好な産業空間の形成
を図ります。 

さらに、集落住民等による土地利用のルールづくり等を含めた、地域のまちづくり構想等の
検討を支援します。 

また、東茱萸木地区等、開発が進められた住宅地については、良好な住環境の保全に努めま
す。 

 
②まとまった農地・緑地が残る区域 

まとまった農地・緑地が残る区域は、既存集落や周辺の自然環境等と調和した田園的景観の
保全に努めます。 

 
 

  
 まとまった農地・緑地が残る区域（東野地区） 農地・緑地の住宅地が共存する区域 

（東茱萸木地区） 
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市街地整備の方針図 
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３－３ 都市施設等の整備の方針 
 

将来都市構造及び、土地利用の方針を踏まえ、より質の高い生活都市をめざし、道路・公園・
上下水道等、市民生活を支える都市基盤の整備推進や維持管理を図るために、都市施設等の整備
の方針を下記のように設定します。 

 

（１）道路・交通施設の整備の方針 

道路・交通施設の整備については、将来都市構造等を踏まえ、広域的な交通処理や都市拠点への
アクセス*等の向上をめざします。 

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を図りながら、必要に応じて
計画の見直しを検討します。 

また、高齢化の進展や、低炭素社会*の構築に向けた取組みが社会的に必要となってきているため、
自動車の利用を中心とした交通施設の整備の考え方から、公共交通の利用や歩行者・自転車のため
の環境整備にも配慮した方針としています。 

道路（歩道部）の一定区間を地元自治会や企業等のボランティア団体が市や大阪府と協力して清
掃や緑化等に取組むアドプトロード*等の活動が市内数か所で実施されており、今後も市民との協働*

による事業の推進を図ります。 
 

①道路ネットワーク 
●広域幹線道路 

国土レベルの高速交通体系を補完しながら、広域的交通を処理するとともに、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。 

本市を取巻く広域交通網を上位から整理すると、広域幹線道路には(都)大阪河内長野線・
(都)狭山河南線の 2 路線が位置づけられています。 

そのうち(都)大阪河内長野線は本市の南北方向の骨格となる道路であり、優先的に整備を促
進します。 

 
●幹線道路 

補助幹線道路と広域幹線道路を効率的に連絡し、都市内道路交通の円滑な処理を行う道路
を「幹線道路」と設定し、(都)狭山堺線・(府)堺狭山線・(府)森屋狭山線・金剛泉北線（国道
310 号以西）の 4 路線を位置づけます。 

このうち、(府)堺狭山線・(府)森屋狭山線・金剛泉北線（国道 310 号以西）は整備が完了
しています。 

(都)狭山堺線については、本市の南北方向の骨格となる道路である国道 310 号と重複する
路線であり、円滑な交通処理と快適な交通環境の実現をめざします。また、整備に当たって
は、隣接市側の整備推進との連携が不可欠であり、今後の事業化に向けては不確定要素が多
い状況です。 
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●補助幹線道路 
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」と設定します。これらについても円滑な交通処理が実現できるよう整
備に努めます。 

これまでも将来都市構造図で示した各駅周辺等の拠点ゾーンへの交通を処理する道路を整
備してきており、今後も、拠点へのアクセス*道路の整備を優先することとし、(都)廿山高蔵
寺線・(府)河内長野美原線の整備を推進します。 

また、その他の補助幹線道路については、歩行空間の整備を推進します。 
 

  
 

 

②交通結節点* 
●駅前広場 

金剛駅及び狭山駅の駅前広場は、交通結節点としての機能充実と景観に配慮したまちの顔
として、既に完成しています。大阪狭山市駅の駅前広場については、今後、整備に向け検討
します。 

 
●駅及び駅周辺のバリアフリー*化の推進 

交通バリアフリー基本構想*により、金剛駅や狭山駅周辺のバリアフリー化に取組んできて
おり、今後も継続して推進を図ります。 

また、大阪狭山市駅周辺でも歩行者の安全性・快適性を確保するため、道路等のバリアフ
リー化に努めます。 

 

  

幹線道路（金剛泉北線） 補助幹線道路（(府)河内長野美原線） 

狭山駅の駅前広場 金剛駅周辺のバリアフリー化 
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③歩行者・自転車ネットワーク 
高齢化への対応や低炭素社会*の実現に向けて、徒歩や自転車利用による生活スタイルを推進

するため、日常の買い物や、駅、公共施設等の利用がスムーズに行われるよう、歩きやすく安
全な歩行者空間・自転車空間の整備を図り、歩行者・自転車ネットワークの形成を進めます。 

 

④バス路線 
高齢化への対応や低炭素社会の実現に向けて、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、南海路線バスと大阪狭山市循環バス*が、将来にわたり維持できるように努め
ます。 

大阪狭山市循環バスについては、高齢者等の生活利便性の向上や、市民交流・コミュニティ
活動の活性化を高めるために、定期的に利用者ニーズを把握し、運行路線や運行時刻の検討を
する等、市民の利用促進を図る取組みを進めます。 

 
 

（２）公園等の整備の方針 
 

公園等の整備については、みどりの基本計画*による目標水準の達成をめざします。 
また、公園の整備や再整備においては、市民参画による計画づくり等、市民協働*に努めます。 

 

①拠点的な公園等の整備 
主として市内全域に居住する者の休息、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、本市のシンボルである狭山池を整備し、狭山池公園としています。今
後は、狭山池を再び桜の名所とするため、植樹した桜の保護・育成を関係者と連携して推進す
る等、地域の文化遺産として良好な自然的・歴史的環境を有する公園としての魅力の向上に努
めます。 

さらに、地域ごとの拠点的な公園等として、市の北部においては、市民ふれあいの里を下水
処理場（狭山水みらいセンター）の「せせらぎの丘」等と連携を高め、活性化に努めます。 

市の中部においては、防災機能を持つさやか公園が整備されており、副池オアシス公園と西
新町公園を統合した公園の整備を進めます。 

市の南部においては、東大池公園が整備されており、今後防災機能を高めるとともに、茱萸
木地区においては、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緑に
親しむことができる拠点的な公園の整備を推進します。 

 

②街区公園の整備 
街区公園は、主として街区内に居住する者が容易に利用することができるよう配置し、その

敷地面積は 0.25ha を標準とします。 
今後の整備や再整備にあたっては、市民ニーズが多様化し、利用度が低下している既存公園

もあるため、多様な世代の利用を想定した施設整備を進めます。 
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③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ていき
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努めま
す。 

 

④公園等の利用・管理・保全 
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。 

 
 

  
拠点的な公園（狭山池公園） 拠点的な公園（さやか公園） 
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道路・交通、公園等の整備の方針図 
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（３）上下水道及び河川の整備の方針 
 
上下水道の整備については、市民の生活を支える重要な都市基盤であり、サービスを安定的に提

供するとともに、河川の整備については、治水の安全性を高める取組みを推進します。 
 

①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
耐震化等に取組みます。 

 
 

②下水道 
●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％となり、今後は施設の機能維持
を図るため、長寿命化計画を立て、施設の改築・更新と耐震化に取組みます。 

●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、計画的な改修に

取組みます。 
 
 

③河川 
西除川については、治水の安全性の向上をめざし、河川改修が進められてきていますが、全

区間において時間雨量約 80 ㎜の降雨に対応できるよう改修を促進します。 
各河川においては、潤いある空間をめざすため公園やため池等とのネットワークを形成し、

緑道等の環境整備と合わせ、市民が親しめる水辺環境づくりを推進します。 
 
 

 
西除川 
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下水道整備の方針図（雨水） 
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３－４ 自然環境保全の方針及び都市環境形成の方針 
 

将来都市構造及び土地利用の方針を踏まえ、水と緑の資源を活かした潤いある市民の暮らしの
実現のため、低炭素社会*の構築とビオトープネットワーク*の形成をめざして、自然環境保全の方
針及び都市環境形成の方針を下記のように設定します。 

 

（１）自然環境保全の方針 
 

自然環境の保全方針については、潤いある市民の暮らしの実現と動植物との共生が図られるよ
う、樹林地、河川等の保全を基本的な考え方とします。 

 

①樹林地 
樹林地は、本市の緑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り、その保全を図ります。 

今熊地区に残された樹林地については、都市緑地として位置づけ、市街化調整区域への編入
を行いました。今後も、里山としての保全を図ります。 

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。 

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。 

帝塚山学院大学、近大病院、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。 

これら、樹林地の保全については、規制誘導的な視点だけでなく、地権者との連携・協力の
もと、市民による里山保全活動の促進等により、良好な環境を維持します。 

 

②ため池 
ため池等は、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、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河川・水路 
水の軸を形成している東除川・西除川・三津屋川については、市民が親しめる水辺環境づく

りを進めるため、堤防や旧河川敷を活用し、緑道等の環境整備を推進します。 
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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*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、市民との協働*事業の推進を図ります。 

また、ヒメボタル*の生息環境保全の取組みや、西除川の一部で魚道整備がされる等、生き物
の生息環境に配慮した河川整備が進められており、今後も自然と共生する河川整備を促進しま
す。 

市街地内を通る一定規模以上の水路については、親水性を考慮した整備を検討します。 
 

④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、その保全に努めます。 
 

  
 

 

（２）都市環境形成の方針 

都市環境形成の方針については、桜の里づくり推進事業等、市街地内の緑空間を創出すること
によるアメニティ*を高めることを基本的な考え方とします。 

 

①公共施設等における緑空間の創出 
公園・緑地をはじめとする公共施設等については、積極的に緑化を進めることにより、市街

地内における緑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。 
また、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*等により、効果的な緑化を推

進します。 
小学校の運動場の芝生化等をはじめとする学校施設の緑化については、市民が整備や維持管

理に参画する取組みを促進します。 
 

②宅地内における緑空間の創出 
生垣や庭木等宅地内の緑は、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。 

アドプトリバーによる河川の清掃 樹林地（帝塚山学院大学の緑地） 
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また、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。 

 

③市内における水循環 
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緑空間を拡張する等、透水性を

高めるよう取組みます。 

 
 
（３）水と緑のネットワークの整備の方針  

みどりの基本計画*における「水と緑のネットワーク（水と緑の道）」を基本として、道路、公
園、その他の通路等を活用した歩行者系道路網の整備を推進します。 

ネットワークとしては、本市のシンボルである狭山池公園の「みどりの中心核」と、副池オア
シス公園等の「みどりのレクリエーション核」、神社等の「みどりの歴史拠点」を結ぶとともに、
本市の玄関口である金剛駅をはじめとする鉄道駅周辺の緑化も進め、市民が緑とふれあい楽しん
で歩くことができるように努めます。 

歩行者系道路網のネットワークの整備にあたっては、道標や休憩所の整備、歩道の拡充・バリ
アフリー*化等を推進します。 

 

    
 みどりのレクリエーション核（副池オアシス公園） みどりのレクリエーション核（下水処理場） 
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水と緑のネットワークの整備の方針図 
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３－５ 都市防災・防犯の方針 
 

将来都市構造、土地利用の方針及び地域防災計画を踏まえ、安全・安心のまちをめざし、都市
防災・防犯の方針を下記のように設定します。 

 

（１）震災及び火災対策 

安全・安心のまちをめざし、震災及び火災対策として、建築物の耐震化、不燃化や避難所等の
機能強化等の推進を図ります。 

 

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 20 年 3 月策定）により、住宅及び耐震改修促進法

に基づく特定建築物（民間・市有）は、平成 29 年度までに耐震化率を 90%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。 

災害対策活動拠点及び物資備蓄拠点として重要な機能を持つ市庁舎については耐震化が完了
していますが、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 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他の地域にて
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地域の防災力の強化 
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。 
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（２）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、その整備を優先的に推進します。 
西除川については、治水安全度の向上をめざし、河川の改修が進められてきていますが、全区

間において時間雨量約 80ｍｍの降雨に対応できるように改修を促進します。 
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。 

 
 
（３）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。 

 
 
（４）防犯対策 

防犯灯の照度アップや整備を引き続き推進するとともに、防犯カメラの設置促進や防犯灯の維
持管理により、犯罪のない明るいまちづくりを進めます。 

 

  

さやか公園の備蓄倉庫 小学校校舎の耐震化 
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都市防災の方針図 
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３－６ 景観形成の方針 
 

将来都市構造及び土地利用の方針を踏まえ、水や緑の資源を生かした質の高い生活都市をめざ
し、ゾーン景観・軸景観・点景観の３つの考え方から景観形成の方針を下記のように設定します。 

 

（１）ゾーン景観 
 
面的な広がりのある景観を“ゾーン景観”と位置づけ、次のように整備・誘導を推進します。 

 

①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。 

 

②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、空き家の適正管理により、一定の宅地規模が確保された、
緑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。 

 

③狭山池 
本市のシンボルである狭山池は平成 26 年度に国史跡に指定されました。 
今後は桜の保護・育成等、史跡狭山池としての保存活用を視野に入れた景観形成をめざし、

市民の憩いの場となるよう努めます。 
 

④樹林地 
天野街道、三都神社周辺や近大病院周辺の樹林地、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、その保全に努めます。 
 

⑤農地 
大野地区のぶどう畑や、東野地区の集落と農地が調和した景観をはじめ、緑と季節感豊かな

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保全に努めます。 
また、生産緑地*については、農業生産と合わせ、景観作物*の栽培を促進する等、市街地内の

身近な緑景観の創出に努めます。 
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（２）軸景観 
 
線的なつながりのある景観を“軸景観”と位置づけ、次のように整備・誘導を推進します。 

 

①河川 
東除川・西除川・三津屋川については、水辺の特性を活かしつつ、その景観の保全・整備に

努めます。 
 

②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、街灯等）等を行い、歴史的景観の保
全・活用に努めます。 

 

③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、緑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。 

また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 
 
小さく限定された範囲や単体の施設等の景観を“点景観”と位置づけ、次のように整備・誘導を

推進します。 
 

①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。 
 

  

河川（東除川） 幹線道路（いちょう通り） 
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②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。 
 

③公園 
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、各地域の緑景観のアクセントとします。 
また、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

緑豊かな環境を維持します。 
 
 

  
歴史的建造物（三都神社） 歴史的建造物（狭山神社） 



第 3 章 都市づくりの整備方針（部門別方針）  

46 

景観形成の方針図 
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３－７ 福祉関連整備の方針 
 

ユニバーサルデザイン*に配慮した都市をめざし、乳幼児から高齢者、妊婦や障がい者等、すべ
ての人にやさしいまちづくりを推進するために、福祉関連整備の方針を下記のように設定します。 

 

（１）福祉関連拠点 
 
老人福祉センター等が集積する福祉・文化拠点においては、すべての人に優しい街のモデルとな

るようユニバーサルデザイン*化を推進します。 
 

 
 
 

（２）生活空間 
 
道路、公園や建築物等については、段差解消や点字ブロック、エレベーターの設置等、すべて

の人が安全に歩行・利用できるよう、バリアフリー化を進めます。なお、人が集まる場所やその
アクセス*道路については優先的に整備します。 

特に、交通結節点*である鉄道駅とその周辺道路については、交通バリアフリー基本構想*に基づ
きバリアフリー化を進めてきており、今後もその推進を図ります。 

また、高齢者や障がい者等すべての人が住み慣れた地域において安心して暮らせる居住環境を
確保することが重要であるため、住宅のバリアフリー化を促進します。 

 

 
 

  
公園のバリアフリー化（さやか公園） 

老人福祉センター 
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〔 Ⅱ 地域別構想 〕 
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第４章 地域区分 
 

本市のまちづくりは、全体構想で位置づけた将来都市構造を踏まえた土地利用などの各整備の方針

により進めるとともに、様々な特性を持つそれぞれの地域を舞台として市民一人ひとりが生活し、活

動することにより、将来像の実現を図るものであると考えます。 

そのため、市民がまちづくりを身近な問題として捉え、まちの将来像を共有し、多くの市民が参画

して進めていくことが望まれます。 

ここでは、市域を３地域に区分し、市民にとって身近な生活圏の範囲ごとに、より具体的な都市づ

くりの方針を設定します。 

 

４－１ 地域区分の考え方 

 

地域区分は、地域コミュニティのまとまりや生活圏及び地形や道路など空間的な区分を考慮した

上で、市民等に理解されやすい区分を行う必要があります。よって、以下の点に留意して地域区分

を設定します。 

 

 

●地域をまとめる構成要素 

・市民の身近な生活圏として、地域コミュニティのまとまり(中学校区)を考慮します。 

・地域の生活を支える商業等の機能が集積する市街地を含むようにします。 

 

●地域界の設定要素 

・市街地の連続性から幹線道路、河川等を境界とします。 

・コミュニティのまとまりから、町丁目界を境界とします。 
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※人口：住民基本台帳及び外国人登録者 

 

４－２ 地域区分の設定 

 

以下に示すように地域区分を設定します。 

地域 地域区分の考え方と含まれる町丁目 地域の概況 

北部地域 

 

・面積：約 400ha 

・人口：18,423 人(H21.3 末) 

（池之原一丁目の人口を除く） 

・年齢階層別人口率：(H21.3 末) 

15 歳未満 15.6％ 

15～64 歳 65.8％ 

65 歳以上 18.6％ 

・人口増減率（H21-H11）： 

12.4％（平成 11 年人口 16,385
人） 

○北部地域は狭山中学校区を基本にして、

池之原一丁目の西除川以東を含みます。 

・北部地域は、本市の

シンボルである狭

山池や副池を含み

ます。 

・南海電鉄高野線の狭

山駅と大阪狭山市

駅の 2 駅がありま

す。 

・東野地区にまとまっ

た農地があり、田園

景観が広がってい

ます。 

（北部地域に含まれる町丁目） 

・東野西一～四丁目 

・東野中一～五丁目 

・東野東一～二丁目 

・東池尻一～六丁目 

・金剛二丁目 

・狭山一～五丁目 

・半田六丁目 

・池尻中一～三丁目 

・池尻北一～二丁目 

・池尻自由丘一～三丁目 

・池之原一丁目（一部） 

中部地域 

 

・面積：約 450ha 

・人口：19,528 人(H21.3 末) 

（池之原一丁目の人口を含む） 

・年齢階層別人口率：(H21.3 末) 

15 歳未満 15.8％ 

15～64 歳 68.2％ 

65 歳以上 16.0％ 

・人口増減率（H21-H11）： 

2.5％（平成 11 年人口 19,046
人） 

○中部地域は第三中学校区を基本にして、西

山台地区、茱萸木八丁目、池之原一丁目の

西除川以東及び今熊四丁目を除きます。 

・中部地域は狭山池以

西及び以南で、狭山

ニュータウンを含

まない区域です。 

・本市の玄関口である

南海電鉄高野線の

金剛駅があります。 

・狭山神社や三都神

社、旧街道などの歴

史資源が多い地域

です。 

（中部地域に含まれる町丁目） 

・池之原一（一部）～四丁目 

・岩室一～三丁目 

・山本北 

・山本中  

・山本東 

・山本南 

・茱萸木一～七・八丁目（一部） 

・今熊一～三、五～七丁目 

・半田一～五丁目 

・金剛一丁目 

・東茱萸木一～四丁目 

南部地域 

 

・面積：約 336ha 

・人口：20,004 人(H21.3 末) 

・年齢階層別人口率：(H21.3 末) 

15 歳未満 12.7％ 

15～64 歳 61.2％ 

65 歳以上 26.1％ 

・人口増減率（H21-H11）： 

-4.9％（平成 11 年人口 21,039
人） 

○南部地域は南中学校区を基本にして、西

山台地区と茱萸木八丁目及び今熊四丁目

を含みます。 

・南部地域は狭山ニュ

ータウンと大野地

区を含みます。 

・狭山ニュータウン中

央交差点付近には、

スーパーマーケッ

トなど一定の商業

集積が整っていま

す。 

・高度医療を提供する

近大病院が立地し

ています。 

（南部地域に含まれる町丁目） 

・西山台一～六丁目 

・今熊四丁目 

・大野台一～七丁目 

・茱萸木八丁目（一部） 

・大野東 

・大野中 

・大野西 
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地域区分図 
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第５章 北部地域の構想 
 

５－１ 地域資源と課題 

 

（１）現況の地域構造 

 

北部地域の現況の地域構造は、以下のように整理できます。 

 

○南海電鉄高野線が地域を南北に縦断しており、狭山駅と大阪狭山市駅の 2 駅があります。また、

同じく(府)河内長野美原線が地域を南北に縦断しています。 

○狭山駅周辺には、昭和 10 年代から開発された池尻自由丘や、近年工場跡地に開発された良好な

住宅地と、必ずしも基盤整備が十分でない住宅地が混在する地区となっています。 

○大阪狭山市駅周辺は、近隣商業*地域に指定している地区があり、スーパーマーケットや飲食店

など、日用品の販売を中心とした店舗等が立地しています。また、市役所や文化会館など、行政・

文化機能が集積する地区ともなっています。 

○東野地区には、市街化調整区域*において農地がまとまって存在し、本市における農業生産拠点

であるとともに、広がりのある田園景観を形成しています。 

○本市のシンボルである狭山池や隣接する副池があり、公園として整備され、市民の憩いの場とし

て活用されています。また、地域内にはそれら以外にも大小様々なため池が多くあります。 

 

 

   
 狭山池 大阪狭山市駅周辺 
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北部地域の地域構造図 
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（２）地域づくりの資源と課題 

 

東野地区の市街化調整区域*などでは、まとまりのある農地が広がっており、豊かな田園景観を形

成しているとともに、狭山池や副池、東除川などの水辺環境にも恵まれた地域となっています。 

また、南海電鉄高野線の大阪狭山市駅周辺には商業・サービス施設が立地するとともに、市役所、

文化会館などの行政・文化交流機能が集積しており、地域住民及び市民全体の生活を支える拠点地区

となっています。狭山駅周辺においても商業施設等が立地していますが、その充実が求められていま

す。 

北部地域では、このようなまちの状況を踏まえ、下記のような地域づくりの資源・課題が整理され

ます。 

 

【土地利用・市街地整備面の資源・課題】 

 地域づくりの資源 地域づくりの課題 

住
居
系 

●基盤整備された新旧の住宅地があり、良好

な居住地として住宅需要が高い地域です 

・昭和１０年代から開発された池尻自由丘

の住宅地や、高度経済成長期に開発され

た金剛二丁目の住宅地、近年工場跡地に

開発されたハーモニータウンなど、良好

な住環境を有する地域があります。 

 

●住宅地における生活道路等の都市基盤につ

いては体系的な整備が必要です 

・北部地域の住宅地は、旧集落を中心に徐々

に開発されたものや、小規模な開発が連

担したものなどが多く、生活道路が体系

的に整備されていない状況であり、防災

面や歩行者の交通安全などの面で課題が

あります。 

●中低層*の住宅の調和が望まれている地区が

あります 

・中低層の住宅が混在する地区において、

住宅が供給される際における住環境や

景観面の調和が望まれています。 

商
業
系 

●大阪狭山市駅周辺に、生活を支える商業・

サービス機能及び行政・文化施設が立地し

ています 

・大阪狭山市駅周辺には、市役所や文化会

館をはじめとする行政・文化施設が立地

しているとともに、生活を支える日用品

の販売を中心とした店舗や飲食店など

の商業・サービス施設が立地していま

す。 

●狭山駅周辺では、商業・サービス施設の立

地が求められています 

・狭山駅周辺には、駅利用者や周辺住民等

が利用できる商業・サービス施設等の充

実が求められています。 

 

市
街
化
調
整
区
域 

●まとまりのある農地があり、豊かな田園景

観が広がっています 

・東野地区においては、まとまりのある農

地で農業が営まれており、特徴的な田園

景観を形成しています。 

 

●農地の転用による土地利用が徐々に多くな

っています 

・農家の後継者不足や高齢化等を背景とし

て、農地の転用が部分的に進んできてお

り、田園景観に変化が出てきています。 
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【都市施設面の資源・課題】 

 地域づくりの資源 地域づくりの課題 

道
路
・
交
通 

●(府)河内長野美原線（さやか通り）の歩道が

整備されています 

・市役所や文化会館が沿道に立地するさや

か通りは、歩道の整備が進み、街路樹や

街灯が整備された快適な歩行者空間とな

っています。 

●大阪狭山市駅へのアクセス*道路の整備や踏

切の改善などが進んでいます 

・(都)狭山公園線の整備や踏切の改善など

が進み、大阪狭山市駅周辺へのアクセス

や駅周辺の利便性が高まっています。 

 

●狭山駅へのアクセス道路や駅前広場の整備

が進んでいます 

・(都)狭山駅前線及び狭山駅前広場の整備

が進み、狭山駅周辺へのアクセスや駅周

辺の利便性が高まっています。 

 

●大阪狭山市循環バス*が運行しています 

・大阪狭山市循環バスが運行しており、公

共施設等へのアクセスが確保されていま

す。 

●(府)河内長野美原線（さやか通り）の歩道が

未整備の区間があります 

・(府)河内長野美原線(さやか通り)では、

南海電鉄高野線のガード下付近まで歩道

の整備が進んできていますが、それ以北

における歩道の整備が進んでいません。 

●住宅地における生活道路等の都市基盤につ

いては体系的な整備が必要です 

・北部地域の住宅地は、旧集落を中心に

徐々に開発がされたものや、小規模な開

発が連担したものなどが多く、生活道路

が体系的に整備されていない場合があ

り、防災面や歩行者の交通安全などの面

で課題があります。 

●大阪狭山市駅前広場の整備や西池尻４号線

の交通安全対策等が必要です 

・大阪狭山市駅周辺の道路は徐々に整備が

進んでいるものの、都市計画決定されて

いる駅前広場や(都)狭山金剛線、狭山岩

室線の整備が進んでいません。 

・狭山駅周辺の道路は徐々に整備が進んで

いるものの、狭山駅に接続する循環バス

路線でもある西池尻4号線は、(府)大阪狭

山線の通過交通が流れ込み、(都)大阪河

内長野線が未整備であるため、通行に支

障をきたしている状況です。 

公
園
等 

●市民の憩いの場として、狭山池公園、副池オ

アシス公園が整備されています 

・本市のシンボルである狭山池において、

狭山池公園が整備されており、散策など

を楽しむ市民の憩いの場として活用され

ています。 

・狭山池を再び桜の名所とするために、植

樹された桜の保護育成に努めています。 

・狭山池に隣接して、ビオトープ*的な空間

を備えた副池オアシス公園が整備されて

おり、市民の憩いの場として活用されて

います。 

●防災機能を持つさやか公園が整備されてい

ます 

・狭山遊園跡のさやか公園に、防災倉庫や

耐震性貯水槽等が整備されています。 

●本市のシンボルである狭山池公園等と周辺

施設との連携が必要です 

・本市のシンボルである狭山池公園や副池

オアシス公園において、これらの公園の

一体的な利用や、駅や周辺施設との連携

が必要です。 
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 地域づくりの資源 地域づくりの課題 

公
共
施
設
等 

●狭山池博物館（郷土資料館）が立地してい

ます 

・大阪府立狭山池博物館と大阪狭山市立郷

土資料館が統合され、狭山池や郷土に関

わる情報発信だけでなく、地域交流の拠

点として活用されています。 

●大阪狭山市駅周辺に、行政・文化施設が立

地しています 

・大阪狭山市駅周辺には、市役所や文化会

館をはじめとする行政・文化施設が立地

しており、多くの市民が利用していま

す。 

●狭山池博物館（郷土資料館）へのアクセス*

の向上が必要です 

・狭山池博物館は本市のシンボルである狭

山池の情報を発信する施設として、案内

の充実や駅からのアクセスの向上など、

狭山池を訪れる人が利用しやすくなる

取組みが必要です。 

 

【自然環境・都市環境面の資源・課題】 

 地域づくりの資源 地域づくりの課題 

自
然
環
境
・
農
地 

●狭山池、副池をはじめとする、ため池の水辺

空間が多くあります 

・北部地域には、本市のシンボルであり、

公園として整備されている狭山池や副池

をはじめとして、太満池や大鳥池など、

大小のため池が多くあります。 

●まとまりのある農地があり、豊かな田園景観

が広がっています 

・東野地区においては、まとまりのある農

地で農業が営まれており、特徴的な田園

景観を形成しています。 

●東除川沿いに自然の河畔林*が残っています 

・東除川沿いに、自然環境豊かな河畔林が

残っています。 

●憩いの場として活用されていない、ため池が

あります 

・大小のため池のうち、公園として整備さ

れている狭山池、副池は、市民の憩いの

場として活用されていますが、太満池や

大鳥池など他のため池については、水辺

に近づけない状態のものがあり、活用が

望まれています。 

●農地の維持が困難になってきています 

・農家の後継者不足や高齢化などにより耕

作放棄地が増加し、他の用途への転用も

徐々に進んできています。 

 

 

都
市
環
境 

●豊かな農地や水辺等がまちに潤いを与えて

います 

・まとまりのある農地やため池などの水辺

がまちの景観に潤いをあたえ、地域の個

性ある風景を形成しています。 

●市民ふれあいの里や下水処理場（狭山水みら

いセンター）の「せせらぎの丘」等が、自然

の中で過ごすことのできるレクリエーショ

ンの場となっています 

・野外活動広場やテニスコートなどが整備

されている市民ふれあいの里や、下水処

理場に整備されている「せせらぎの丘」

等が市民のレクリエーションの場となっ

ています。 

●水と緑の資源の積極的な活用が必要です 

・水や緑の資源のうち、市民の憩いの場と

なっていないところもあり、積極的な活

用のできる取組みが必要です。 

●市民ふれあいの里等と周辺施設との連携が

必要です 

・市民ふれあいの里は市民のレクリエーシ

ョンの場として活用されていますが、「せ

せらぎの丘」等の周辺施設との連携を高

める必要があります。 
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■狭山池周辺等において、水と緑や歴史にふれあう歩行者視点に立ったネットワークの

形成を行う 

◎遊歩道の整備を進める 

■水と緑のゾーンでは、農地だけでなくまち全体で緑豊かな環境を整えていく 

◎集落や沿道の緑空間を豊かにする 

◎市民による農地の積極的な活用による保全を行う 

■狭山池や副池は、市民が親しめる水辺として、さらに魅力的な空間としていくための

活用方法を検討していく 

◎積極的な活用方法のあり方について検討する 

◎自然資源の親水性を高める 

■新池から大鳥池の間を緑豊かな環境・景観を守りつつ一定の土地利用を促す 

◎現在残っている緑地空間や隣接する富田林市との景観を評価し、一体的な保全を行う 

◎利便性の高いゾーンであるため、緑豊かな田園環境との調和に配慮する企業等の立地

は認めていく 

◎市民による生産緑地*・公園緑地の積極的な活用による保全を行う 

■市民が集い交わるメインストリートとしての位置づけと整備を図る 

◎ストリートファニチャー*の設置など、歩いて楽しい道路空間として整備する 

◎沿道の施設や周辺の歴史遺産とのネットワークを強化してより文化ゾーンとしての魅

力を高める 

■駅周辺での安全で快適な人にやさしい歩行者空間の形成に努めるなど、歩いて楽しい

空間とする 

◎駅前周辺の道路が、歩行者にとって安全になるよう改善する 

◎日常的に利用する施設を導入する 

 

北部地域に対する市民会議の主な意見 
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５－２ 土地利用・市街地整備の方針 

 

現況の地域構造や地域づくりの資源・課題を踏まえ、北部地域における土地利用及び市街地整備の

方針を、下記のように設定します。 

 

（１）住居系地域の土地利用・市街地整備の方針 

 

北部地域には、池尻自由丘地区や、金剛二丁目、ハーモニータウン等の低層住宅地が立地しており、

良好な住環境を形成し本市のイメージの向上に寄与しています。 

また、これら以外の住宅地は古くからの集落や小規模な開発が連担して形成された地区があり、そ

の多くは生活道路などの基盤整備が遅れている状況です。 

これらの住宅地における住環境を維持・向上するための取組みを推進します。 

 

①良好な住環境を有する住宅地における環境の維持・向上 

良好な住環境を保持している低層住宅地においては、今後もその環境を維持し、さらに向上さ

せるため、一定の敷地規模を維持するルールなど、地域住民によるまちづくりを支援します。 

 

②旧市街地の住宅地における住環境・防災力の向上 

旧市街地の住宅地においては、生産緑地*等との調和を図りつつ、市街地のスプロール化*の防

止に努めるとともに、緊急自動車のアクセス*・歩行者の安全性に配慮した生活道路の整備、袋

小路の解消等、住環境の改善を図ります。そのため開発指導要綱*を適切に運用するとともに、

地区計画*等を活用した整備を促進します。 

特に、東野・池尻・東池尻地区などの古くからの集落においては、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ります。そのため、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。 

 

   
 

 
  

良好な住環境を有する住宅地 

（狭山二丁目地区） 

良好な住環境を有する住宅地（池尻自由丘地区） 
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（２）商業系地域の土地利用・市街地整備の方針 

 

北部地域には、狭山駅、大阪狭山市駅の２駅があり、それぞれに、地域住民の通勤や通学等に利用

されるとともに、駅周辺の商業・サービス施設等が住民の生活利便性を支えています。また、大阪狭

山市駅周辺は、市役所や文化会館などが立地する「行政・文化交流ゾーン」としての位置づけをして

います。 

これらの駅周辺において、地域住民をはじめとする市民の生活利便性をより高めるとともに、住民

同士の交流ができる施設等の立地誘導を図ります。 

 

①大阪狭山市駅周辺における商業・サービス施設、行政・文化交流機能の充実 

大阪狭山市駅周辺では、食品スーパーや飲食店など、地域住民や駅利用者の利便性を支える商

業・サービス施設が立地しています。今後は、未整備の道路や駅前広場の整備を推進し、より利

便性を高めつつ、これらの施設の立地が維持されるような土地利用の誘導を図ります。 

また、市役所や文化会館が立地する行政・文化交流ゾーンにおいては、駅に近接しさやか通り

が整備されている環境を活かし、既存の文化交流施設・行政施設の利用促進や、子育て支援拠点

の整備など、多くの市民が交流できる機能の充実を図ります。 

 

②狭山駅周辺における商業・サービス施設、交流機能の誘導 

狭山駅周辺では、駅利用者や周辺住民等が利用できる商業・サービス施設等の充実が求められ

ており、これらの立地促進に努めます。 

 

 
 

   
狭山駅周辺 大阪狭山市駅周辺 

差替え 
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（３）市街化調整区域*の土地利用・市街地整備の方針 

 

東野地区においては、まとまった農地や田園景観などの特性を活かし、農地の保全を基本とした土

地利用を誘導します。 

また、東池尻地区の市街化調整区域は大阪狭山市駅と近接するなど利便性が高く、今後の土地利用

が見込まれる地域であるため、田園共生ゾーンとして環境と調和した土地利用の誘導を図ります。 

 

①東野地区における農地・田園景観の保全 

東野地区は、本市の中でも最もまとまって農地が広がる地区で、農業生産の拠点であるととも

に、良好な田園景観が特徴ある風景の一つとなっており、この景観の保全を図ります。 

そのため、農業経営基盤強化促進基本構想*を踏まえた農業振興策を推進するとともに、市街

化調整区域の指定を継続し、農地の保全に努めます。 

 

②東池尻地区における緑豊かな環境保全と一定の土地利用の誘導 

東池尻地区の田園共生ゾーンについては、農地としての利用が大半であり、現状の田園環境の

維持を基本としますが、大阪狭山市駅とも近接し、幹線道路への接続性が良く利便性も高いこと

から、地域の資源を活用した新産業や、産官学と連携した施設等の立地の可能性を検討します。

その際には、現在の緑豊かな田園環境との調和に配慮した施設の誘導に努めます。 

 

   
 東池尻地区における田園共生ゾーン 東野地区における農地 
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北部地域の土地利用・市街地整備の方針図 

 

狭山駅周辺における商

業・サービス施設、交流機

能の誘導 

 

良好な住環境を有する

住宅地における環境の

維持・向上 

大阪狭山市駅周辺における

商業・サービス施設、行政・

文化交流機能の充実 

 

東池尻地区における緑豊か

な環境保全と新産業拠点等

一定の土地利用の誘導 

旧市街地の住宅地に

おける住環境・防災

力の向上 

 

東野地区における農地・田園

景観の保全 
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５－３ 都市施設等の整備の方針 

 

現況の地域構造や地域づくりの資源・課題を踏まえ、北部地域における都市施設等の整備の方針を、

下記のように設定します。 

 

（１）道路・交通施設の整備の方針 

 

北部地域においては、南海電鉄高野線の狭山駅、大阪狭山市駅へのアクセス*道路を整備してきま

したが、未整備の区間もあるため、それらの優先的な整備を推進します。 

 

①大阪狭山市駅周辺における道路等の整備 

(都)狭山公園線の整備や踏切の改善などが進み、大阪狭山市駅周辺へのアクセスや駅周辺の利

便性が高まっていますが、都市計画決定されている駅前広場や(都)狭山金剛線の整備が進んでい

ない状況です。今後、駅前広場の整備や(都)狭山金剛線、狭山岩室線の歩行者空間を優先した整

備を推進します。 

 

②狭山駅周辺における道路等の整備 

(都)狭山駅前線や狭山駅前広場の整備とともに、駅及び周辺道路のバリアフリー*化が進んでい

ますが、循環バス路線でもある西池尻 4 号線に通過交通が流れ込み、通行に支障をきたしている

ため、歩行者空間を優先して整備を推進します。 

 

③多くの市民が利用する道路として(府)河内長野美原線（さやか通り）の整備の促進 

市役所や文化会館が沿道に立地し、多くの市民が利用するさやか通りは、歩道の整備が進み、

快適な歩行者空間の確保が進んできています。多くの市民が利用する道路として、その歩行環境

を向上させるために、（府）河内長野美原線と南海電鉄高野線との交差地点（ガード下）に、歩

道ボックスを新設し、現道内での対面通行を図りました。 

今後も引き続き、大阪府と協力し、歩道の北進整備を進めます。 

 

④生活道路の整備 

旧市街地の住宅地においては、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

備を推進します。 

 

⑤交通安全対策の推進 

駅周辺などにおける歩行者の安全対策のため、交通安全施設の充実などに取組みます。整備にあ

たっては、通学路を優先的に推進します。 
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（２）公園等の整備の方針 

 

狭山池公園をはじめとした公園等の魅力やアクセス*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。 

 

 

①狭山池公園における桜の保護・育成と利用促進 

本市のシンボルである狭山池は総合公園として整備しており、再び桜の名所とするため、植樹し

てきた桜の保護・育成に努めてまいります。また、副池オアシス公園との一体的な利用促進を推進

します。 

さらに、より多くの市民等に狭山池に親しんでもらうため、サイン＊・案内板＊を設置しました。

今後も、隣接する狭山池博物館への駅からのアクセスの向上や、駐車場の充実を推進します。 

 

②副池オアシス公園等の充実 

副池オアシス公園と隣接する西新町公園を、地区公園として一体的な整備を図り、水と緑に触れ

ることのできる歩行者ネットワークとして活用するとともに、市民イベントの開催等による魅力の

向上を図ります。 

また、西新町公園については、災害時の避難場所としての設備を整えるとともに、園路などのバ

リアフリー*化に努めます。 

 

③児童遊園*の再整備の検討 

地域内に整備されている児童遊園については、地域住民が主体的に利用できる場として、その管

理、活用の方法を検討し、必要に応じた再整備を検討します。 

 

 

  
狭山池公園における桜並木 西新町公園 
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北部地域の都市施設等の整備の方針図 

 

狭山駅周辺における

道路等の整備 

多くの市民が利用する

道路として（府）河内長

野美原線（さやか通り）

の整備の促進 

大阪狭山市駅周辺に

おける道路等の整備 

副池オアシス公

園等の充実 

狭山池公園における

利用促進 

児童遊園
*
の再整備の

検討 

・生活道路の整備 

・交通安全対策の推進 
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５－４ 自然環境・都市環境の保全と整備の方針 

現況の地域構造や地域づくりの資源・課題を踏まえ、北部地域における自然環境・都市環境の保全

と整備の方針を、下記のように設定します。 

 

（１）自然環境の保全と整備の方針 

 

北部地域では、本市のシンボルである狭山池や副池があり、公園として整備されています。 

その他にも大小のため池や東除川の河畔林*などがありますが、その多くは水辺等に近づけず、市

民の憩いの場として活用されていないため、これらの自然や水辺と触れあう機会を増やし、活用を促

進します。 

 

①ため池の親水性向上 

公園として整備されている狭山池や副池では、水辺を散策する市民も多く、一定の親水性が確保

されています。 

狭山池や副池以外のため池においては、水辺に近づけない状態のものが多く、活用されていない

ことから、これらのため池についても市民の憩いの場として活用できるよう、親水性の向上に努め

ます。 

 

②東除川の河畔林の保全 

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おり、この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。 

 
 

  

太満池 東除川の河畔林 
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（２）農地・田園環境の保全と整備の方針 

 

東野地区は、本市の中でも最もまとまって農地が広がる地区であり、良好な田園景観が保全されて

います。そのため、農業振興策に沿った農地の利活用を推進し、多面的機能を有する農空間としての

環境・景観の保全を図ります。 

 

①農地・田園環境の保全 

田園環境の保全に向けて、農業経営基盤強化促進基本構想*を踏まえた農業振興策に沿って農

地・田園環境の保全に努めます。 

 

②美しい田園環境としての景観形成 

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。 

 

 

（３）水と緑のネットワークの整備の方針 

 

本市のシンボルである狭山池に訪れる人々の利便性と快適性を重視して、狭山池と駅とを結ぶ歩行

者ネットワークの整備を優先的に推進します。 

また、歩行者ネットワーク上にある施設と、周辺の他の施設や自然環境・田園環境との連携を図る

ことで、それぞれの施設の利用促進を図ります。 

 

①駅と狭山池を結ぶ歩行者ネットワークの整備 

狭山池は多くの市民や市外からの来訪者の憩いの場として活用されていることから、サイン*や

案内板*の充実を図るなど、鉄道駅から狭山池までの歩行者動線を水と緑のネットワークとして整

備を推進し、より多くの人が安全で快適に水と緑に恵まれた環境を楽しめるようにします。 

また、中高野街道を歴史的資源として、歩行者ネットワークの一部として位置づけを図ります。 

 

②既存資源の連携によるみどり豊かな環境の一体的な保全と利用促進 

市民のレクリエーションの場である市民ふれあいの里と、下水処理場の「せせらぎの丘」や「か

がやき広場」などの周辺施設等との連携により、みどり豊かな環境の一体的な保全と利用を促進し

ます。 

市民ふれあいの里 せせらぎの丘 
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北部地域の自然環境・都市環境保全と整備の方針図 

 

 

 

駅と狭山池を結ぶ歩行者ネッ

トワークの整備 
 

既存資源の連携による 

みどり豊かな環境の一体

的な保全と利用促進 

・農地・田園環境の保全 

・美しい田園環境としての景観形成 

東除川の河畔林
*
の保全 

ため池の親水性向上 
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第６章 中部地域の構想 
 

６－１ 地域資源と課題 

 

（１）現況の地域構造 

 

中部地域の現況の地域構造は、以下のように整理できます。 

 

○中部地域は、南北に長く広がっている地域であり、地域のほぼ中央部を(府)堺狭山線及び(府)森

屋狭山線が横断するとともに、国道 310 号が縦断しています。これらの道路によって、中部地域

は大きく 3 つに分かれています。 

○(府)堺狭山線以北の山本・池之原地区等は市街化調整区域*に指定しており、農地や資材置き場な

どが混在した土地利用となっているとともに、体育館やグラウンドなどが整備されスポーツ・レ

クリエーション拠点となっています。 

○(府)堺狭山線以南で国道 310 号以西には、福祉施設等が集積している福祉・文化拠点があります。

また、天野街道や西高野街道、三都神社などの歴史資源や、帝塚山学院大学の立地があるなど、

歴史文化的な資源の多い地域となっています。 

○(府)森屋狭山線以南で国道 310 号以東には、金剛駅が立地しており、本市の玄関口となっていま

す。駅周辺は近隣商業*地域に指定しており、小規模な店舗等が立地しているものの、土地利用

はあまり進んでいない状況です。また、近接して大規模商業施設が立地しています。 

○東茱萸木地区の市街化調整区域においては、大規模開発による住宅地が整備され、良好な住環境

を形成しています。 

○西除川が地区を南北に縦断し狭山池に流れ込んでおり、地域住民が身近に触れることのできる水

辺環境として親しまれており、ヒメボタル*の生息地として市民による環境保全活動も行われて

います。 

 

 

   
 三都神社周辺の樹林地 金剛駅西口 
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中部地域の地域構造図 
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（２）地域づくりの資源と課題 

 

金剛駅周辺では、駅前広場やアクセス*道路等の都市基盤施設の整備がほぼ完了しており、小規模

な店舗やスポーツジム、マンションの立地などが進んできていますが、駐車場など低未利用地が依然

として多い状況です。 

一方、国道 310 号沿道には、飲食店をはじめとして多くの店舗等が立地しており、自動車による利

用や地域住民の利便性を高めています。 

市街化調整区域*に指定している山本地区等では、農家の後継者不足や高齢化などを背景として、

農地の維持が困難になってきており、徐々に資材置き場など、他用途の土地利用との混在が進んでき

ています。 

中部地域では、このようなまちの状況を踏まえ、下記のような地域づくりの資源・課題が整理され

ます。 

 

【土地利用・市街地整備面の資源・課題】 

 地域づくりの資源 地域づくりの課題 

住
居
系 

●基盤整備された良好な住宅地が供給されて

います 

・東茱萸木地区の南海金剛住宅や、金剛一

丁目の住宅地など、計画的に開発された

住宅地があり、良好な住環境が形成され

ています。 

・東茱萸木地区の市街化調整区域において

も住宅地が供給されており、良好な住環

境が形成されています。 

 

 

●住宅地における生活道路等の整備が求めら

れています 

・中部地域の住宅地は、旧集落を中心に徐々

に開発されたものや、小規模な開発が連担

したものなどが多く、生活道路が体系的に

整備されていない状況であり、防災面や歩

行者の交通安全などの面で課題がありま

す。 

●金剛駅周辺における住宅供給が進んでいな

い状況です 

・金剛駅は急行停車駅であり、駅周辺は通

勤・通学の利便性の高い地区ですが、新

たな住宅の供給は多くありません。 

商
業
系 

●本市の玄関口である金剛駅を中心とした商

業集積があります 

・近隣商業*地域に指定している区域もあ

り、駅周辺に小規模な店舗の立地が徐々

に進んでいます。 

・市民が最も身近に利用できる大規模商業

施設が立地しています。 

●国道 310 号沿道に飲食店を中心としたロー

ドサイド型店舗*による商業集積があります 

・国道310号沿道には、駐車場が整備され

自動車での利用が便利なロードサイド型

店舗が多く立地しています。 

・自動車での利用とあわせて、地域住民の生

活利便性を高める機能ともなっています。 

●金剛駅周辺には依然として低未利用地が多

く、本市の玄関口としての土地利用が進んで

いません 

・金剛駅周辺では、道路や駅前広場が整備

され、徐々に店舗等の立地が進んできて

いますが、依然として駐車場などの低未

利用地が多く、本市の玄関口・中心商業

地としてふさわしい商業・サービス機能

の立地が求められます。 

●国道 310号沿道の景観形成が必要です 

・国道 310 号は、本市域を通過する利用者

にとっては本市の都市イメージを表すも

のであるため、沿道地域の景観形成に配慮

する必要があります。 
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 地域づくりの資源 地域づくりの課題 

市
街
化
調
整
区
域 

●身近なところで自然環境・田園環境に触れ

ることができます 

・半田地区や東茱萸木地区の市街化調整区

域*は、駅や幹線道路からも近く、地域住

民が身近な自然環境や田園環境に触れ

ることのできる空間を提供しています

（田園風景、市民農園、西除川の水辺な

ど）。 

●計画的な開発により良好な住宅地が供給さ

れています 

・東茱萸木地区では、計画的な開発により

住宅地が供給されており、田園環境と調

和した良好な住環境を形成しています。 

●耕作放棄地が多く農地以外に転用されてい

ます 

・農家の後継者不足や高齢化等を背景とし

て耕作放棄地が増加し、他の用途への転

用も徐々に進んできています。 

●山本地区において生活利便性の向上が求め

られています 

・山本地区においては、日用品を販売する

店舗等の立地が少なく、買い物等の利便

性の向上が求められています。 

【都市施設面の資源・課題】 

 地域づくりの資源 地域づくりの課題 

道
路
・
交
通 

●急行停車駅でもある金剛駅があります 

・急行停車駅でもあり、通勤・通学の利便

性が高い金剛駅が立地しています。 

●金剛駅へのアクセス*道路の整備等が進んで

います 

・金剛駅西口駅前広場や駐輪場、アクセス

道路である(都)半田狭山線の整備が進め

られ、(府)森屋狭山線からのアクセスが

向上しました。 

・駅及び周辺道路のバリアフリー*化が進め

られています。 

●本市を南北に通り周辺市と連絡する国道

310号があります 

・国道310号が、北方面には堺市、南方面

には河内長野市と連絡しており、広域的

交通を処理しています。 

●本市を東西に通り周辺市と連絡する(府)堺

狭山線、(府)森屋狭山線があります 

・(府)堺狭山線、(府)森屋狭山線により、

西方面は泉北ニュータウン、東方面は富

田林市と連絡しており、都市間の交通を

処理しています。 

●大阪狭山市循環バス*等が運行しています 

・大阪狭山市循環バスや路線バスが運行し

ており、公共施設等へのアクセスが確保

されています。 

●(都)廿山高蔵寺線の整備が進んでいません 

・狭山ニュータウン方面から金剛駅へのア

クセス道路となる(都)廿山高蔵寺線の整

備が進んでいません。 

●国道 310号の歩行者空間の充実が必要です 

・国道 310 号の歩道の幅員が狭く、また段

差が多いなど、高齢者や子育て層が歩きや

すいバリアフリー環境や、自転車での利用

がしやすい環境が整備されていません。 

●住宅地における生活道路等の整備が求めら

れています 

・中部地域の住宅地は、旧集落を中心に徐々

に開発されたものや、小規模な開発が連担

したものなどが多く、生活道路が体系的に

整備されていない状況であり、防災面や歩

行者の交通安全などの面で課題がありま

す。 

●西高野街道などに国道 310 号の通過交通の

一部が進入しています 

・国道310号を避けて西高野街道などに進

入する通過交通が見られ、地区内の交通

安全面などで課題があります。 
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 地域づくりの資源 地域づくりの課題 

公
園
等 

●体育館や市民総合グラウンドが整備されて

います 

・山本地区に総合体育館や市民総合グラウ

ンド、野球場が整備されており、市民の

健康づくりやスポーツに活用されてい

ます。 

●南青少年運動広場が整備されています 

・運動広場が整備されており、市民の健康

づくりやスポーツに活用されています。 

●拠点となる公園の整備が必要です 

・みどりの基本計画*に、今後の整備が位置

づけられている、拠点となる公園の整備

が必要です。 

公
共
施
設
等 

●福祉関連施設が集積しています 

・狭山河内長野線と(府)堺狭山線の交差す

る付近の沿道に、老人福祉センターなど

が整備されており、本市の福祉拠点とな

っています。 

 

【自然環境・都市環境面の資源・課題】 

 地域づくりの資源 地域づくりの課題 

自
然
環
境
・
農
地 

●天野街道周辺・三都神社・狭山神社・帝塚山

学院大学敷地内にまとまった緑が残ってい

ます 

・天野街道周辺や三都神社、狭山神社、帝

塚山学院大学敷地などに樹林地が残り、

地域内の貴重な自然環境となっていま

す。 

●(仮称)今熊市民の森として樹林地の保全を

進めています 

・天野街道周辺の一部で、市が樹林地を買

収するとともに、市街化調整区域*へ変更

する等、(仮称)今熊市民の森として、樹

林地の保全を図る取組みを進めていま

す。 

●樹林地の管理がされていない状況です 

・天野街道周辺の樹林地は、里山*としての

管理がされていない状況です。 
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地域づくりの資源 地域づくりの課題 

都
市
環
境 

●西除川や三津屋川の水辺空間が地域の潤い

を高めています 

・三津屋川や西除川沿いに、緑道が整備さ

れており、地域住民が水辺に親しみなが

ら散策できる潤いある空間を提供してい

ます。 

・西除川付近では、ヒメボタル*が生息して

いる環境があり、市民による保全活動が

されています。 

●西高野街道や三都神社・狭山神社など歴史・

文化資源が多く存在しています 

・中部地域を南北に通り、北は堺市、南は

河内長野市方面とつながる西高野街道が

あります。 

・三都神社や狭山神社など、本市を代表す

る歴史資源があります。 

●水辺空間や緑道、歴史資源などのネットワ

ークの充実が必要です 

・水辺の親水空間や緑道の整備が一部にと

どまっており、歴史資源である西高野街

道や三都神社など、都市環境を高める資

源のネットワークの充実が必要です。 
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■金剛駅周辺を、市の表玄関として、魅力的で使いやすい駅前空間づくりを進める 

◎おしゃれな駅前ストリートを形成する 

◎駅前広場周辺の景観を整えていく 

◎駅前の狭山神社を活かした歩行者空間を形成する 

◎利便性を活かした施設を導入していく 

■国道３１０号において、誰もが安心して利用できる安全な道路づくりを進める 

◎危険な交差点を改善する 

◎道路のバリアフリー*化を進める 

■国道３１０号において、市民の生活を支える魅力的な沿道空間づくりを進める 

◎利便性を活かした施設を導入していく 

◎沿道空間を整えていく 

■西高野街道を歴史的な資源としての活用を進めるとともに生活道路としての安全性

を高める 

◎歴史的資源をアピールするソフト面での取組みを充実させる 

◎安全な生活道路となるよう、地域での取組みを推進する 

■今熊市民の森において、貴重な自然資源の保全を進めていくとともに、市民が利用で

きる活用方法を検討していく 

◎保全を実現する仕組みの導入を検討する 

◎活用方法のあり方について検討する 

■山本地区において、農地利用が主体の土地利用へと改善する 

◎農地の特性を活かした土地利用を誘導する 

◎他用途利用にあたっては道路の改善を行う 

■半田地区において、自然資源の活用と利便性の向上により、立地特性を活かした多様

な土地利用を誘導する 

◎自然資源の活用を進める 

◎地区内および金剛駅への利便性を高める 

◎多様な土地利用を誘導する 

■東茱萸木地区において、新たな開発の動きが生じた場合は隣接する富田林市側との連

携を図っていく 

◎住宅地開発にあたっては富田林市側と連携する 

◎開発にあたっては地区内および幹線道路への利便性を高める 

■老朽化してきている公共施設等の再整備を進める 

◎福祉拠点に立地している施設の老朽化が進んでおり、再整備を進める 

 

中部地域に対する市民会議の主な意見 
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６－２ 土地利用・市街地整備の方針 

 

現況の地域構造や地域づくりの資源・課題を踏まえ、中部地域における土地利用及び市街地整備の

方針を、下記のように設定します。 

 

（１）住居系地域の土地利用・市街地整備の方針 

 

中部地域では、古くからの集落や小規模な開発が連担して形成された住宅地が多くあり、その多く

は生活道路などの基盤整備が遅れている状況です。また、金剛一丁目や南海金剛住宅等の低層住宅地

が立地しており、良好な住環境を形成しています。 

これらの住宅地における住環境を維持・向上するための取組みを推進します。 

 

①良好な住環境を有する住宅地における環境の維持・向上 

良好な住環境を保持している低層住宅地においては、今後もその環境を維持し、さらに向上させ

るため、一定の敷地規模を維持するルールなど、地域住民によるまちづくりを支援します。 

 

②旧市街地の住宅地における住環境の向上 

旧市街地の住宅地においては、生産緑地*等の農地の混在も多く、それら農地との調和を図りつ

つ、市街地のスプロール化*の防止に努めるとともに、緊急自動車のアクセス*・歩行者の安全性に

配慮した生活道路の整備、住環境の改善を図ります。そのため、開発指導要綱*を適切に運用する

とともに、地区計画*等を活用した整備を促進します。 

 

（２）商業系地域の土地利用・市街地整備の方針 

 

中部地域の金剛駅周辺は、中心商業ゾーンとして設定しており、商業機能の集積が求められていま

す。また、沿道サービスゾーンとして設定している国道 310 号沿道においては、ロードサイド型店舗

*を中心とした商業集積があり、自動車での利用や多くの市民の利便性を支えています。 

これらの地区において、地域住民をはじめとする市民等の生活利便性をより高めるための施設等の

立地促進や景観形成に向けて土地利用の誘導を図ります。 

 

金剛駅周辺 

 

金剛駅の駅前広場は、交通結節点であり、バス路線のターミナル*となっています。 

金剛駅周辺地区においては、駅前広場やアクセス道路などの更なる整備推進や利便性の向上により、

本市の玄関口として、また中心的な商業地域としてふさわしい土地利用の誘導を図ります。 

この地区は、多くの市民が公共交通や自転車・徒歩により利用しているため、今後の土地利用の誘

導にあたっては、高齢社会を見据えた、歩いて暮らせるまちづくりをめざし、必要な機能の配置を促

進します。  
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①本市の玄関口としての商業・サービス施設の誘導 

金剛駅周辺は、多くの市民が利用する本市の玄関口であり、商業・サービス施設の集積を誘導し

ます。 

大阪都心部や周辺都市とのアクセス*を考慮すると、金剛駅周辺における商業機能の集積は、現

在も立地している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、

オフィスなどの集積を促進します。 

また、交通結節点としての立地を活かし、高齢社会に対応した医療・健康増進機能や、子育て支

援機能を持った施設の立地促進を図ります。 

 

②本市の玄関口にふさわしい景観の形成 

金剛駅周辺においては、本市の玄関口にふさわしい景観を形成するために、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、本市のイメージを向上させるために、道路等の緑化の推進や、建物敷地における緑の創出

を誘導します。 

 

③金剛駅周辺における都市型住宅*の誘導 

金剛駅は急行停車駅であり、通勤・通学等に便利であるため、金剛駅周辺においては、その立地

の利便性を活かして、高齢者向けのケア付住宅*や子育て層向けの都市型住宅等の供給促進を図り

ます。 

また、市内の高齢者等がより利便性の高い住宅へ住み替える場合など、その住み替え先として供

給できるシステムの構築を民間事業者との連携により促進します。 

 

   
  

金剛駅西口 金剛駅西口周辺 
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国道 310 号沿道 

 

国道 310 号沿道は、自動車での利用がしやすいロードサイド型店舗*が建ち並んでいます。 

ロードサイドという特性から、車での利用が中心ですが、線状にエリアが広がっていることから、

生活利便性を高める役割も担っています。 

 

①生活軸としての利便性を維持・向上する施設立地の誘導 

国道 310 号沿道には、自動車での利用者向けの商業・サービス機能という位置づけだけでなく、

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、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沿道景観の形成 

国道 310 号沿道は、商業集積を維持するとともに、景観の向上に努めます。 

 

 
 

 

 

 

（３）市街化調整区域*の土地利用・市街地整備の方針 

 

中部地域で市街化調整区域に指定している区域は、耕作放棄地の増加や、開発ニーズと農地等の保

全の問題など、各地区の土地利用の状況や課題に応じて、自然環境や田園環境に調和した土地利用の

誘導を図るための方向性を定めます。 

 

①山本・池之原地区等における農地の維持と田園環境に調和する土地利用の誘導 

山本・池之原地区等の田園共生ゾーンでは、農業経営基盤強化促進基本構想*を踏まえた農業振

興策に沿って、身近な地域で農産物を供給する地区となっていますが、生活利便性を高めることが

望まれるため、農地から他の用途へ転換する場合においては、田園環境に調和した施設の誘導を図

る中で、地区計画*を基本としたルールづくりの取組みを推進します。 

  

国道 310 号 
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②茱萸木・半田地区における水辺等の資源と調和する土地利用の誘導 

茱萸木・半田地区の田園共生ゾーンでは、近年、耕作放棄地の増加や農地転用が見られ、(府)森

屋狭山線、国道 310 号に接するとともに金剛駅にも近接し、利便性も高いことから、地域の資源を

活用した新産業や、産官学と連携した施設等の立地の可能性を検討します。その際、地区内の田園

環境や西除川の水辺などの資源と調和した施設の誘導に努めます。 

 

③東茱萸木地区における田園環境と調和する土地利用の誘導 

東茱萸木地区の田園共生ゾーンでは、既に良好な住宅地の供給が進んでおり、今後も周囲の農地

等と調和した住環境の形成に向けて、緑豊かな住宅地供給などの土地利用を誘導します。 

また国道 310 号沿いについては、地域の資源を活用した新産業や、産官学と連携した施設等の立

地の可能性を検討します。その際、地区内の環境や資源と調和した施設の誘導に努めます。 

 

   
 山本地区の田園共生ゾーン 東茱萸木地区の田園共生ゾーン 
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中部地域の土地利用・市街地整備の方針図 

 

–

山本・池之原地区等における農地の維持と

田園環境に調和する土地利用の誘導 

・生活軸としての利便性を維持・向上する

施設立地の誘導 

・沿道景観の形成 

・本市の玄関口としての商業・サービス施

設の誘導 

・本市の玄関口にふさわしい景観の形成 

・金剛駅周辺における都市型住宅
*
の誘導 

 茱萸木・半田地区における水
辺等の資源と調和する新産
業拠点等の土地利用の誘導 

・東茱萸木地区における田園

環境と調和する土地利用

の誘導 

・国道 310号沿いにおける新

産業拠点等の土地利用の

誘導 

良好な住環境を

有する住宅地に

おける環境の維

持・向上 

旧市街地の住宅地に

おける住環境の向上 
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６－３ 都市施設等の整備の方針 

 

現況の地域構造や地域づくりの資源・課題を踏まえ、中部地域における都市施設等の整備の方針を、

下記のように設定します。 

 

（１）道路・交通施設の整備の方針 

 

国道 310 号における慢性的な渋滞や、一部の通過交通が西高野街道などに入り込むなどの課題がみ

られます。また、幹線道路においては歩行者空間の整備が十分には進んでいないため、バリアフリー

*環境や歩行者の安全性の確保が必要です。 

このような課題を踏まえて、自動車交通の円滑な処理と、歩行者の安全性を高めるための整備を促

進します。 

 

①幹線道路等における交通処理の改善 

国道 310 号などの幹線道路においては、渋滞が慢性化しているため、交差点部分の右折レーンの

設置など、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。 

 

②幹線道路等における歩行者空間の改善 

幹線道路の沿道は商業施設等が立地し、周辺地区の生活利便性を高める機能も担うとともに、通

学路等としても利用されていることから、安全な歩行者空間を確保することが必要です。 

そのため、幹線道路の歩道における段差の解消や幅員の確保、街路樹等の適正な管理など、歩行

者が安全で快適に歩くことができるよう、歩行者空間の改善を推進します。 

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生活道路の整備 

旧市街地の住宅地においては、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

備を推進します。 

 

④交通安全対策の推進 

旧街道が通る住宅地に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、交通安全施

設の充実に取組みます。整備にあたっては、通学路を優先的に推進していきます。 

 

(都)廿山高蔵寺線 旧市街地の生活道路 

差替え 
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（２）公園等の整備の方針 

 

中部地域には、みどりの基本計画*で今後の整備が位置づけられている公園があり、地域の拠点と

なる公園として、それらの整備を図ります。 

 

①拠点となる公園の整備推進 

みどりの基本計画で今後の整備が位置づけられている、中部地域の拠点となる公園については、

土地利用や周辺環境を踏まえ、整備推進に取組みます。 

公園の整備に当たっては、南青少年運動広場と、今池・七池等との連携を含め、市民の憩いの場

として水と緑に親しむことができるとともに、備蓄機能など防災面の充実を図ります。 

 

②児童遊園*の再整備の検討 

地域内に整備されている児童遊園については、地域住民が主体的に利用できる場として、その管

理、活用の方法を検討し、必要に応じた再整備を検討します。 

 

 

 
 南青少年運動広場 
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中部地域の都市施設等の整備の方針図 

 

幹線道路等における交通処理の改善 

 

拠点となる公園の整備推進 

児童遊園
*
の再整備の検討 

 

・生活道路の整備 

・交通安全対策の推進 

幹線道路等における歩行者空間の改善 
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６－４ 自然環境・都市環境の保全と整備の方針 

 

現況の地域構造や地域づくりの資源・課題を踏まえ、中部地域における自然環境・都市環境の保全

と整備の方針を、下記のように設定します。 

 

 

（１）自然環境の保全と整備の方針 

 

中部地域には、天野街道沿いや、三都神社、狭山神社、帝塚山学院大学敷地などに樹林地などの自

然環境が保全されています。 

これらの樹林地等は緑豊かな環境や景観を形成していますが、住宅地等の開発による減少や、里山

*としての活用がされていないなどの課題があります。 

今後は、低炭素社会*をめざす視点からもこれらの環境を保全・活用することを想定した、開発の

誘導や緑地の保全に努めます。 

 

①（仮称）今熊市民の森における里山環境の保全 

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「（仮称）今熊市民の森」と

位置づけ、里山として管理・活用するとともに、市街化調整区域*へ編入したことにより開発を抑

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、市民主体による里山保全活動を支援し、自然体験や環境学習の場と

しての活用を推進します。 

 

②水辺環境の充実 

西除川沿いや三津屋川沿いの緑道や、西除川周辺でのヒメボタル*の生息環境など、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。 

これらの環境をより地域住民に利用しやすくするとともに、水辺における親水空間や生き物の生

息空間の整備をさらに進めます。 

また、アドプトリバー*による河川の清掃、不法投棄防止への啓発活動等を進める等、市民との

協働*事業により、河川の水質改善及び水辺の環境整備を推進します。 

 

   

（仮称）今熊市民の森 三津屋川沿いの緑道 
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（２）水と緑のネットワークの整備の方針 

 

中部地域には、地域を南北に通る西高野街道や緑豊かな天野街道、水辺を感じることのできる西除

川及び三津屋川があり、歴史や自然を感じながら散策等が楽しめます。 

今後は、これらの資源をつなぎ、歩行者ネットワークとして散策等が楽しめるように、歩行者空間

の整備や公共施設等の緑化、歴史的環境の演出などに努めます。 

 

①西高野街道を歴史的な資源としての活用推進 

西高野街道を歴史的資源として歩行者ネットワークの一部として位置づけ、歴史的な環境を演出

する道標や街灯、案内板*の設置、舗装のグレードアップ等に取組みます。 

 

②金剛駅から狭山池をつなぐ水と緑のネットワークの形成 

本市の玄関口である金剛駅から、本市のシンボルである狭山池を結ぶ歩行者ネットワークを形成

します。 

そのため、狭山神社の樹林地の保全、西除川や三津屋川の親水空間の充実を図るとともに、サイ

ン*や案内板の整備を推進し、狭山池をはじめとした水と緑に恵まれた環境を楽しめるようにしま

す。 

 

 

   
 西高野街道 金剛駅から見た狭山神社の展望 
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中部地域の自然環境・都市環境の保全と整備の方針図

金剛駅から狭山池をつ

なぐ水と緑のネットワ

ークの形成 

 

西高野街道を歴

史的な資源とし

ての活用推進 

 

水辺環境の充実 

（仮称）今熊市

民の森におけ

る里山
*
環境

の保全 
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第７章 南部地域の構想 
 

７－１ 地域資源と課題 

 

（１）現況の地域構造 

 

南部地域の現況の地域構造は、以下のように整理できます。 

 

○南部地域は、昭和 40 年代から計画的に開発された狭山ニュータウンの区域と、大野ぶどうの産

地として有名な大野地区の区域に大きく分かれています。 

○狭山ニュータウン地区は、生活道路や公園などの都市基盤が計画的に整備されており、一定の敷

地規模が確保された良好な低層住宅地と、府営やＵＲ都市機構の賃貸・分譲住宅等がある中高層

*住宅地とで構成されています。 

○狭山ニュータウン中央交差点付近には近隣商業*地域に指定している区域があり、スーパーマー

ケット等の日用品販売を中心とした商業集積となっており、地域住民の日常生活の利便性を確保

しています。 

○大野地区には、近大病院が立地し、広域的に高度医療を提供する拠点となっており、その敷地内

には樹林地が保全されています。また、近隣公園である東大池公園や第三青少年運動広場が整備

されており市民のスポーツ・レクリエーション拠点となっています。 

○堺市との境界に沿って南北に天野街道が通っており、周辺の緑地等も含めて緑の軸を形成してい

ます。 

○泉北ニュータウン方面から狭山ニュータウンを抜け国道 310 号に至る道路である金剛泉北線（陶

器山通り）や、近大病院から(府)堺狭山線に至る道路である狭山河内長野線（いちょう通り）な

どが南部地域の骨格を形成しており、沿道には飲食店など小規模な店舗が立地し、地域の生活サ

ービスを提供しています。 

 

 

  

狭山ニュータウン中央交差点付近 近大病院周辺 
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南部地域の地域構造図 

 

 

 

 



第７章 南部地域の構想  

90 

（２）地域づくりの資源と課題 

 

狭山ニュータウンは開発後 40 年余りが経過しており、開発当初整備された道路や公園などの公共

施設は徐々に老朽化し、またその当時入居した住民の高齢化が進むなど、まちとしての転換期を迎え

ています。 

一方、農業を中心とした大野地区では、農家の後継者不足や高齢化等を背景として、農地の維持が

困難になってきています。 

南部地域では、このようなまちの状況を踏まえ、下記のような地域づくりの資源・課題が整理され

ます。 

 

【土地利用・市街地整備面の資源・課題】 

 地域づくりの資源 地域づくりの課題 

住
居
系 

●狭山ニュータウンは良好な住宅地としてゆ

とりのある住環境が確保されています 

・計画的に開発された住宅地であり、生活

道路や公園などの都市基盤施設が整って

いるとともに、一定の敷地規模のある戸

建て住宅が多く、良好な住宅地としての

環境とイメージを維持しています。 

●府営住宅や UR賃貸住宅が立地しています 

・府営住宅や UR 賃貸住宅が立地しており、

地域の借家需要への対応や住宅のセーフ

ティネットとしての役割を担っていま

す。 

・府営住宅は昭和45年に入居開始された住

宅であるが、近年エレベーターの設置が

行われ、バリアフリー*化が進んでいま

す。 

●少子高齢化が著しい狭山ニュータウンでは、

空き家の増加や敷地の分割など、住宅地の環

境に変化が起きています 

・地域住民の高齢化により、住宅や庭の管

理・手入れの頻度が少なくなり、緑の減

少や住宅の管理不足などが見られます。 

・地域住民の高齢化に伴い、利便性の高い

地域や介護施設等への転出が進み、空き

家や空き地が増加してきています。 

・空き家・空き地となった敷地は、売却さ

れると、敷地分割がなされ小規模な住宅

となり、住宅地における緑の減少や景

観・住環境の変化などが生じています。 

商
業
系 

●歩いて行ける範囲に生活に必要な商業サー

ビス機能がそろっています 

・狭山ニュータウン中央交差点付近をはじ

め、陶器山通りやいちょう通り沿道に商

業サービス施設が立地しており、地域住

民の生活に必要なサービスを提供してい

ます。 

・さらには、国道310号までも徒歩圏内で

あり、その沿道における商業集積地の利

用も可能です。 

●狭山ニュータウンの人口減少や少子高齢化

を背景として商業機能の低下がみられます 

・人口減少や少子高齢化を背景として、地

域全体の購買力が低下しており、西山台

三丁目の商業集積地区における空き店舗

の発生や用途の変更がみられます。 

市
街
化
調
整
区
域 

●丘陵地にまとまりのある農地が広がってい

ます 

・大野地区においては、丘陵地にぶどう栽

培などの農業が営まれているとともに、

特徴的な景観を形成しています。 

●農家の後継者不足や高齢化等を背景として

農地の維持が困難になってきています 

・農家の後継者不足や高齢化等を背景とし

て、耕作放棄地が発生してきており、今

後増加する懸念があります。 
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【都市施設面の資源・課題】 

 地域づくりの資源 地域づくりの課題 

道
路
・
交
通 

●路線バス等が充実しています 

・金剛駅や泉ヶ丘駅への路線バスや、大阪

狭山市循環バス*が運行しており、交通の

利便性が確保されています。 

●人口減少や少子高齢化が進む中、路線バス

等を維持する必要があります 

・人口減少や少子高齢化が進む中、利用者

の減少が予測されますが、重要な交通手

段として、路線バス等を維持する必要が

あります。 

●一部の幹線道路では、交通安全等の面で課

題があります 

・一部の幹線道路においては、通過交通が

多く、騒音や交通安全などの面で課題が

あります。 

●道路舗装等の老朽化が進んでいます 

・狭山ニュータウン内の道路は開発時に整

備され、30～40年程度が経過し、老朽

化が進んできています。 

公
園
等 

●狭山ニュータウン内は計画的に街区公園が

配置されています 

・狭山ニュータウン内は開発時に街区公園

が整備されており、ほとんどの範囲が公

園の誘致距離内に入ります。 

●第三青少年運動広場が整備されています 

・運動広場やテニスコートが整備されてお

り、市民の健康づくりやスポーツに活用

されています。 

●狭山ニュータウン内の公園の利用度が低下

しています 

・狭山ニュータウンの開発時、公園は児童

向けの公園として整備されていたため、

高齢化した現在の地域住民のニーズの

多様化等により、その利用度が低下して

いるとともに、施設の老朽化が進んでい

ます。 

 

公
共
施
設
等 

●高度医療機関である近大病院が立地してい

ます 

・近大病院が立地しており、広域的に高度

医療を提供する拠点となっています。 

●コミュニティセンターが立地しています 

・市民相互の多様な交流、ふれあいを促進

する施設として、コミュニティセンター

が立地しています。 

●近大病院は移転する予定です 

・近大病院の移転再編後も、安心な医療体

制が確保できるよう努める必要があり

ます。 
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【自然環境・都市環境面の資源・課題】 

 地域づくりの資源 地域づくりの課題 

自
然
環
境
・
農
地 

●天野街道周辺・近大病院周辺にまとまった

緑が残っています 

・天野街道や近大病院周辺に樹林地やため

池が残り、地域内の貴重な自然環境とな

っています。 

●ぶどう畑などの農地が多く、地域の個性を

醸し出しています 

・大野地区では、丘陵地の地形を生かした

ぶどうの栽培が盛んであり、大野ぶどう

として有名です。 

●天野街道周辺における緑地の確保が必要で

す 

・天野街道周辺の市街化区域*での開発にお

いては、一定の緑地を確保する必要があ

ります。 

 

●農地の維持が困難になってきています 

・農家の後継者不足や高齢化等を背景とし

て、耕作放棄地が発生してきており、今

後増加する懸念があります。 

都
市
環
境 

●街路樹や緑道など公共施設の緑化が進んで

います 

・狭山ニュータウン地区においては、道路

等が計画的に整備されているため、幹線

道路においては街路樹が整備されてい

るとともに、一部には緑道も整備されて

います。 

●景観の向上に配慮した街路樹の管理が必要

です 

・街路樹の適正な管理により、沿道景観の

向上を図る必要があります。 

●緑のネットワークの充実が必要です 

・街路樹等のある道路や緑道、天野街道な

ど、緑の資源をつなぐネットワークの充

実が必要です。 
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■天野街道周辺を里山*として、環境を守るための取組みを協働*で進める 

◎今後も里山としての用地の確保について検討する 

◎里山・山林の保全は市民活動により推進する 

◎里山保全の活動への支援策を検討する 

■遊歩道のネットワーク化を進める 

◎いちょう通りの整備により遊歩道のネットワーク化を推進する 

■住民との協働による街区公園の再整備を推進する 

◎地域からの提案に基づく公園の再整備に取組む 

◎公園の維持管理を協働で取組む 

■狭山ニュータウンを若者から高齢者まで住み続けることができる住宅地とするた

め、そのルールと仕組みづくりを推進する 

◎若い人が入りまちが元気になる方向性として一定の敷地規模が確保されれば敷地の分

割は認める 

◎マイホーム借り上げ制度*の活用を促進する 

◎高齢期も地域で住み続けるため、また、地域を活性化するための共同住宅等の立地は

認める 

■近大病院の緑の保全について市民も協力する 

◎近大病院敷地の緑が残っていることを評価し、市民による管理活動を促進する 

■農業を応援し、農地のある環境を守る 

◎朝市のあるまちとして地産地消のまちづくりを推進する 

◎市民の農地利用を促進して農地の保全につなげる 

◎農家の意向にも配慮し、一定の開発は認めていく 

■今ある資源を活かし歩いて暮らせるまちの環境を維持する 

◎農地の特性を活かした土地利用を誘導する 

◎生活に必要な一通りの施設が利用できる環境を維持する 

◎高齢者が買い物に出かけやすい環境づくりに取組む 

 

南部地域に対する市民会議の主な意見 
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７－２ 土地利用・市街地整備の方針 

 

現況の地域構造や地域づくりの資源・課題を踏まえ、南部地域における土地利用及び市街地整備の

方針を、下記のように設定します。 

 

（１）住居系地域の土地利用・市街地整備の方針 

 

狭山ニュータウン地区においては、高齢化が急速に進む状況であることから、地区の持続的な発展

のために必要な若年層の流入を促す視点で、住宅や土地の流動性を高める取組みを促進します。 

 

①一定の敷地規模を維持するためのルールづくり 

狭山ニュータウン地区において、若年層の流入を促し持続的な発展を進めるために、若年層、フ

ァミリー層が転入しやすい宅地や住宅等が必要です。そのため、一定規模の敷地を維持し、緑豊か

な良好な住環境を保ちつつも、敷地の分割をある程度認める方向も含めた地区のルールを住民の合

意に基づき設定する取組みを促進します。 

 

②空き家の活用促進 

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

空き家を活用し、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。 

 

③公的賃貸住宅のストック活用と再生 

府営住宅はセーフティネットとしての役割を担いますが、将来の建て替え等の際には社会的ニー

ズに応じて、まちづくりに寄与するための検討を行います。 

UR 賃貸住宅については、再生等にあたって生み出される用地の活用に際して、周辺の低層住宅

地に調和しつつ、地域住民の暮らしを支える福祉施設等の立地も含めて、土地利用の誘導を図りま

す。 

 

   

公的賃貸住宅 狭山ニュータウン地区 
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（２）商業系地域の土地利用・市街地整備の方針 

 

狭山ニュータウンにおいては、狭山ニュータウン中央交差点付近や幹線道路沿いに一定の商業・サ

ービス施設が立地しており、今後もこれらの機能の維持・充実を図ります。 

 

①既存の商業機能の維持 

狭山ニュータウン中央交差点付近及び、陶器山通りやいちょう通り沿道などに商業施設が立地し

ており、地域住民が歩いて行ける範囲に一定の商業・サービス機能がそろっています。今後も住宅

地の環境との調和を前提として、商業機能の維持を図ります。 

 

②新たな商業機能の誘導 

狭山ニュータウン中央交差点付近や幹線道路沿道においては、地域住民の生活利便性を高める上

で新たに必要となる商業施設・サービス等の立地が促進されるよう努めます。 

 

   
 

 

（３）市街化調整区域*の土地利用・市街地整備の方針 

 

大野地区においては、ぶどう栽培などが行われている農地が多く、これらの農地の保全を基本とし

た土地利用を誘導します。 

 

①大野地区における農地・田園景観の保全 

大野地区は、ぶどう栽培などが行われている農地が広がる地区であり、本市の特徴ある風景の一

つとなっています。そのため、農業経営基盤強化促進基本構想*を踏まえた農業振興策を推進する

とともに、市街化調整区域の指定を継続し、これらの農地及び田園環境の保全に努めます。 

 

大野地区におけるぶどう園 

陶器山通り沿道の商業施設 狭山ニュータウン中央交差点付近の商業施設 
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南部地域の土地利用・市街地整備の方針図 

 

 

 

・既存の商業機能の維持 

・新たな商業機能の誘導 

大野地区における農地・田園景観の保全 

・一定の敷地規模を維持するためのル

ールづくり 
・空き家の活用促進 

公的賃貸住宅のストック活用と再生 
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７－３ 都市施設等の整備の方針 

 

現況の地域構造や地域づくりの資源・課題を踏まえ、南部地域における都市施設等の整備の方針を、

下記のように設定します。 

 

（１）道路・交通施設の整備の方針 

 

狭山ニュータウン地区においては、計画的に道路が整備されており、ネットワークが形成されてい

るため、今後はより住環境の質を高める視点や低炭素社会*をめざす視点から、歩いて暮らせるまち

として、歩行者空間のバリアフリー*化や景観の向上を図る取組みを推進します。 

 

①道路の計画的な維持管理・バリアフリー化の推進及び景観の向上 

狭山ニュータウンの開発時に整備された道路は、整備後 35～45 年が経過し、舗装等の老朽化が

進んでいるため、計画的な維持管理を推進します。また、すべての人が円滑に利用できるよう歩道

等のバリアフリー化を推進します。さらに、幹線道路の歩道については、舗装のグレードアップや

植栽の充実により、景観の向上を図ります。 

 

②(府)富田林泉大津線の歩行空間の整備 

(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。 

 

③交通安全対策の推進 

狭山ニュータウン内には通過交通が多い道路もあり、騒音や交通安全などの面で課題があるため、

自動車交通の速度の抑制や交通安全施設の充実など、交通安全対策に取組みます。 

 

④今後の道路形態のあり方の検討 

狭山ニュータウン地区においては、金剛泉北線（陶器山通り）をはじめとして、計画的な道路整

備がされており、十分な幅員が確保されていますが、今後、歩行者空間・自転車空間の充実などの

ため、道路形態のあり方を検討します。 

 

   
  狭山ニュータウン内の道路 (府)富田林泉大津線 
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（２）公園等の整備の方針 

 

狭山ニュータウン地区の開発当初に整備された街区公園などは、施設の老朽化や利用度が低下して

いるため、地域の年齢構成の変化や利用ニーズを踏まえ、地域住民の憩いの施設としてより一層活用

されるよう再整備を推進します。 

 

①居住者のニーズに応じた街区公園の再整備 

狭山ニュータウン地区においては、地域住民の高齢化等を背景として、公園の利用度が低下して

いるため、地域住民の参画により公園の再整備の方向性を検討し、高齢者の健康づくりに活用でき

る施設の導入など、公園ごとに個性ある再整備を推進します。 

また、再整備に当たっては、公園の利用に関する地域住民同士のルールづくりなども検討し、よ

り一層利用が促進されるよう努めます。 

 

②東大池公園の防災機能の充実 

東大池公園は、南部地域における災害時の避難場所となっており、防災拠点としての機能の充実

を図ります。 

 

   
 
 

（３）下水道の整備の方針 

 

狭山ニュータウン地区においては、開発当初に整備された下水道施設の老朽化が進んでおり、それ

らの機能の維持を図るため、施設の改築・更新を推進します。 

 

①狭山ニュータウンの公共下水道(雨水)の改築・更新 

狭山ニュータウン内の幹線水路等については、老朽化が進んでいるため、改築・更新が必要とな

ってきています。整備にあたっては、水路の暗渠化する区間について、その上部を歩行者空間とし

て活用します。 

 

②狭山ニュータウンの公共下水道(汚水)の改築・更新 

狭山ニュータウン内の汚水管については、老朽化が進んでいるため、計画的に改築・更新に取り

組みます。 

  

街区公園（大野台第 8 公園） 東大池公園 
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南部地域の都市施設等の整備の方針図 

 

 

 

東大池公園の防災機能の充実 

 

・道路の計画的な維持管理・バリアフ

リー
*
化の推進及び景観の向上 

・交通安全対策の推進 

・今後の道路形態のあり方の検討 

居住者のニーズに応じた街区公

園の再整備 

 

・狭山ニュータウンの公共下水道(雨

水)の改築・更新 

・狭山ニュータウンの公共下水道(汚

水)の改築・更新 

(府)富田林泉大津線の歩行空間

の整備 
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７－４ 自然環境・都市環境の保全と整備の方針 

 

現況の地域構造や地域づくりの資源・課題を踏まえ、南部地域における自然環境・都市環境の保全

と整備の方針を、下記のように設定します。 

 

（１）自然環境の保全と整備の方針 

 

南部地域には、天野街道沿いや近大病院周辺などに、樹林地やため池などの自然環境が保全されて

います。 

これらの樹林地等は緑豊かな環境や景観を形成していますが、住宅地等の開発による減少や、里山

*としての活用がされていないなどの課題があります。 

今後は、低炭素社会*をめざす視点からもこれらの環境を保全・活用することを想定した、開発の

誘導や緑地の保全に努めます。 

 

①自然環境との調和をめざした開発の誘導 

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、天野街道沿いの緑をでき

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。 

 

②樹林地等の保全 

近大病院周辺、西山霊園、天野街道沿いに残された樹林地等を、本市における貴重な自然環境と

して保全に努めます。 

 

 

 

天野街道 
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（２）農地・田園環境の保全と整備の方針 

 

ぶどう畑をはじめとする農地が多くある大野地区においては、耕作放棄地が発生してきています。

そのため、農業振興策に沿った農地の利活用を推進し、多面的機能を有する農空間としての環境・景

観の保全を図ります。 

 

①農地・田園環境の保全 

田園環境の保全に向けて、農業経営基盤強化促進基本構想*を踏まえた農業振興策に沿って、農

地の保全に努めます。 

 

②美しい田園環境としての景観形成 

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。 

 

（３）水と緑のネットワークの整備の方針 

 

緑豊かな歩行者ネットワークの整備を推進します。 

 

①既存資源をつなぐ緑豊かな歩行者ネットワークの形成 

天野街道、大野西山緑道などを整備していますが、これらの既存資源をつなぐため、狭山河内長

野線（いちょう通り）等の街路樹やサイン*の充実を図り、緑豊かな歩行者ネットワークの形成を

推進します。 

 

 

   
 大野西山緑道 狭山河内長野線（いちょう通り） 
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南部地域の自然環境・都市環境の保全と整備の方針図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自然環境との調和をめざした開

発の誘導 

 

既存資源をつなぐ緑豊かな歩行

者ネットワークの形成 

 

樹林地等の保全 
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用語解説 

 

【あ行】 

アクセス 交通の連絡。 

アドプトロード・アドプ

トリバー 

アドプト制度は公共空間を行政と市民が協力し、清掃美化活動などを行

うこと。英語で ADOPT PROGRAMといい「養子縁組」の意味。 

大阪府の「アドプト・プログラム」では府と市町と参加団体が三者間で

協定を結び活動を行っている。本市ではアドプトロードやアドプトリバ

ーの団体があり、道路沿い、河川堤防の清掃と緑化活動が行われている。 

アメニティ 都市計画や環境の整備、保全の目標となる快適な生活環境。 

単に危険、災害、公害などの防止だけでなく快適性や居住性を追求する

もの。 

案内板 名所の位置や周辺の案内を示した地図などを掲示した看板。 

一時避難地 災害発生時に住民が一時的に避難できる、一定規模を有する運動場や公

園等。 

大阪狭山市循環バス 市役所や市内の各種公共施設の利用促進や市民の生活利便性の向上等

を、目的として、本市が南海バスに補助金を出して運行している路線バ

ス。 

本市は平成 13年から運行し平成 21年度には年間 32万 6000人の利用が

あった。 

屋上緑化 ヒートアイランド現象の緩和、建物への日射の遮断、二酸化炭素や大気

汚染物質の吸着機能などを目的に、建物の屋上に植物を植え、緑化する

こと。 

オープンスペース 都市の中の公園・広場、河川やため池など、建物が建てられていないゆ

とりの空間。又は建物の周囲で自由に利用できる開放された空間。 

 

 

【か行】 

開発指導要綱 一定規模以上の開発行為を行う者に対して、計画的で良好な街づくりを

誘導するため、公共施設（道路、公園、下水道等）や駐車場、集会所等

の設置基準、建物に関する規制などを規定したもの。 

河畔林 河川周辺にできる水辺林。川から浸水する地下水や洪水の影響を受ける

河原に生育し、治水や砂防などの機能に影響を与える。 

キッズマーケット 子ども向けの職業体験。 

近隣商業 近隣の住宅地の住民に日用品などの販売を行うことを主な目的にした商

業施設。 

  

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E9%98%AA%E7%8B%AD%E5%B1%B1%E5%B8%82
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ケア付住宅 高齢者や障がい者が安心して生活できる住宅として、緊急時の見守りや

医療・介護サービスなどの各種ケアサービスが提供される住宅。 

景観作物 農業生産を目的とするだけでなく、地域の景観向上に寄与する作物のこ

と。 

菜の花やレンゲ、ヒマワリなど。 

建築協定 良好な住環境を守るために、建築基準法の基準に上乗せする制限を市民

などが自ら設け、それをお互いが守っていく制度。 

交通結節点 鉄道駅など、交通機関相互の乗り継ぎや乗り換えが行われる場所や施設

のこと。当計画では駅前広場を示す。 

交通バリアフリー基本構

想 

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」により、駅

及びその周辺地区を重点整備地区とし、バリアフリー整備を総合的・一

体的に進めていくことを定めたもの。本市では金剛駅・狭山駅で作成し

ている。 

コーディネーター ものごとを調整する役の人。 

ごみの３R 活動 環境問題を解決するために、「リデュース（Reduce)：削減」、「リユース

(Reuse)：再利用」、「リサイクル(Recycle)：有効利用」の 3 つの考え方

に取組むこと。 

コンパクトなまち 様々な都市機能が比較的小さなエリアに集積しているまち。 

 

 

【さ行】 

サイン 目的地の目印や方向などを示した標識など。 

里山 人里に近く、芝刈り、山菜、きのことりなど、人々の生活と密接な関係

を有する身近な山。当計画では以前このような状況のものを含め里山と

している。 

サロン 地域の誰もが気軽に集える場。 

市街化区域 都市計画区域のうち、既に市街地を形成している区域および概ね 10年以

内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域。 

市街化調整区域 都市計画区域のうち、市街化を抑制する区域。無秩序な市街地の拡大を

防止し、農地や自然環境を保全していくことを目的とする区域。 

児童遊園 児童に健全な遊びを与えるとともに、健康促進を図り、また情操を豊に

するための屋外施設。 

市民協働 市民と行政が、自主的な行動のもとに連携し、力を合わせて取組むこと。 

準防火地域 都市計画法により火災の延焼を防ぐために、建築物が密集した市街地に

定める地域。準防火地域内では、一定の規模以上は、耐火建築物又は準

耐火物にしなければならない。また、木造の建築物は、延焼のおそれの

ある部分を防火構造にしなければならない。 

ストリートジャズ 公園や広場などの野外で行われる演奏活動。 

  

http://www.weblio.jp/content/%E3%83%AA%E3%83%87%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9
http://www.weblio.jp/content/Reduce
http://www.weblio.jp/content/%E5%89%8A%E6%B8%9B
http://www.weblio.jp/content/%E3%83%AA%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B9
http://www.weblio.jp/content/%E3%83%AA%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B9
http://www.weblio.jp/content/Reuse
http://www.weblio.jp/content/%E5%86%8D%E5%88%A9%E7%94%A8
http://www.weblio.jp/content/%E3%83%AA%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%AB
http://www.weblio.jp/content/Recycle
http://www.weblio.jp/content/%E5%88%A9%E7%94%A8
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ストリートファニチャー 道路や広場に置かれるベンチ、街路灯、案内板、くず入れなどの屋外装

置物など。 

スプロール化 都市が発展拡大する場合、周辺部に向かって市街地が拡大する際の無秩

序な開発。計画的な街路が形成されず、虫食い状態に宅地化が進む。 

生産緑地 生産緑地法に基づき、緑地機能及び多目的保留地機能を有する 500 ㎡以

上の市街化区域内農地を保全するため、市町村が都市計画で定める地域

地区。農地等として管理が義務付けられるが、指定から 30年経過後また

は農業の従事者等が農業に従事することができなくなった際には市町村

に買い取りの申し出をすることができる。 

セーフティネット セーフティネットは落下防止の安全網のことで、住宅のセーフティネッ

トとは、経済的な問題など住宅に困窮するすべての人に対して、最低限

の安定的な居住を保障する社会的な制度や対策のこと。 

ソーラーハウス 給湯、暖房、冷房に太陽熱を利用した住宅。 

 

 

【た行】 

第四次大阪狭山市総合

計画 

 

総合計画は、本市の長期的なまちづくりの基本方向と施策の内容を総合

的、計画的に示すもので、市政の指針となるもの。 

本市では、平成 28年度から第四次大阪狭山市総合計画後期基本計画がス

タートする。 

宅地化農地 1991年4月の生産緑地法の改正とともに、税制改正において市街化区域内

農地に対する課税の適正化が行われた宅地化を促進する農地のこと。 

ターミナル 鉄道やバス等の路線の起終点。 

地区計画 地区の特性に応じてきめ細かなルールを定め、建築または開発行為を規

制・誘導することをめざした都市計画法に定められた都市計画の手法の

一つ。 

中低層 

中高層 

低層は 1～2階建て、中層は 3～5階建て、高層は 6階建て以上の建築物。

そのため中低層は 5 階建て以下の建築物を、中高層は 3 階建て以上の建

築物をさす。 

超高齢社会 65歳以上の高齢者の占める割合が全人口の 21％を超えた社会。 

低炭素社会 二酸化炭素の排出が少ない社会のこと。 

本計画では、自動車中心の交通から公共交通への転換や、緑地環境の保

全・創出等に取組むことで低炭素社会の実現をめざすこととしている。 

都市計画区域 都市計画法、その他の法令の規制を受ける土地の範囲であり、自然的、

社会的条件等を勘案して、一体的な都市として総合的に整備、開発及び

保全することを目的として定める区域。 

都市計画道路 都市計画によって定められた道路のこと。都市計画道路として指定され

ている区域では、容易に移転または除去できる建物は許可を得て建てる

ことができる。 
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都市型住宅 本計画では駅周辺等の利便性の良い場所に立地し、周辺の施設サービス

等を利用し快適な生活がおくれる中高層の集合住宅。 

 

 

【な行】 

農業経営基盤強化促進基

本構想 

 

本市の実情を踏まえて農政推進のための目標を定めた構想。育成すべき

農業経営の指標や担い手及び農業振興を図るための実施事業についてま

とめられている。 

 

 

【は行】 

バリアフリー 障がい者や高齢者等が自立した生活を送れるように、都市、環境、建築

などの物理的な障がいのほか、社会制度や意識、情報伝達での障壁など、

すべての障壁を取り除くという考え方。 

ビオトープ 

ビオトープネットワーク 

野生生物の生息・生育空間。ビオトープネットワークは個々のビオトー

プが植栽、水路等により有機的に連携された広がりのある空間をいう。 

ヒートアイランド 都市部において、高密度にエネルギーが消費され、また、地面の大部分

がコンクリートやアスファルトで覆われているために水分の蒸発による

気温の低下が妨げられ、郊外部よりも気温が高くなっている現象をいう。 

ヒメボタル ヒメボタルは大阪府が準絶滅危惧種に指定している昆虫の一つ。本市で

は市民と協働でヒメボタルの調査や生息環境の整備等が行われている。 

フラワースポットづくり

事業 

フラワーポットに季節に合わせた草花を植え付け、沿道景観の美化活動

を行う事業。 

壁面緑化 ヒートアイランド現象の緩和、建物への日射の遮断、二酸化炭素や大気

汚染物質の吸着機能などを目的に、建物の壁面に植物を這わし、緑化す

ること。 

防火地域 都市計画法により火災の延焼を防ぐために、建築物が密集した市街地に

定める地域で、主として、商業地域等高密度の土地利用が行われる市街

地に指定される。防火地域内では、一定の規模以上は、耐火建築物にし

なければならず、その他の建築物は、耐火建築物又は準耐火建築物にし

なければならない。 

保存樹林地 緑化の推進を図るため、住民に親しまれ、又は由緒ある樹木の集団をそ

の所有者の同意を得て、保存樹林として指定すること。 
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【ま行】 

マイホーム借り上げ制度 一般社団法人 移住･住みかえ支援機構（JTI）が提供している制度で、シ

ニア世代(50歳以上)の住宅を最長で終身に渡って借上げて転貸し、安定

した賃料収入を保証する仕組み。自宅を売却することなく住みかえや老

後の資金として活用することが出来る。 

みどりの基本計画 潤いと安らぎのある緑豊かなまちづくりを計画的に進めるために平成

13年に定められた本市の緑に関する基本計画。 

面整備済市街地 一定の面積の規模で、道路や公園等の都市基盤施設や宅地等が一体的に

整備された住宅地などの市街地。 

 

 

【や行】 

ユニバーサルデザイン 障がい者や高齢者、外国人、男女などそれぞれの違いを超えてすべて

の人が暮らしやすいようにまちづくり、ものづくり、環境づくりを行

っていこうとする考え方。 

用途地域 都市計画法及び建築基準法に基づき、住居、商業、工業その他の用途

を適切に配分し、建築物の用途、密度及び形態などに関する制限を設

定することにより、機能的な都市活動の推進、良好な都市環境の形成

を図るもの。 

 

 

【ら行】 

緑化協定 一団の土地の所有者等の合意により、既存の樹木などの緑地保全や生

垣の設置など緑化に関する協定を締結する制度。 

ロードサイド型店舗 幹線道路沿いに立地し、多くの駐車場等を整備した、車社会に対応し

た大型の店舗。 

 

 

 


