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（３）－２　「地域まちづくりの推進」に向けた事業

②まちの魅力の向上

実施主体：公益法人、

　　　　　NPO

指定者：都市デザイン課

景観法に基づき、一定の
景観の保全・整備能力を
有する公益法人やNPOを景
観整備機構に指定し、景
観関連情報の提供や普及・
啓発を行わせる

公益法人やNPO市民・まちづくり団体・
事業者への景観関連情報
の提供の充実

景観整備機構の指定

実施主体：区民、まちづ
　　　　くり団体等

事務局：都市デザイン課

　　　　区役所

区内を特徴づける景観資
源等を発掘・募集し、そ
れらの登録をする上での
具体方策検討のため、区
役所と共に試行的に取組
む事業

区役所及び区民・まちづ
くり団体等

都市景観条例に基づく都
市景観資源の発掘とその
情報の発信

都市景観資源の発掘に向
けた試行事業

実施主体：商店街、まち
　　　　づくり団体等

事務局：都市デザイン課

ミナミ地域内の人の回遊性
の向上に資するため地元
や関係局と協議し、活性化
施策を検討する

長堀通り・御堂筋・堺筋
で囲まれた中央区エリア

繁華街ミナミにおいて安
全・安心に楽しめるまち
づくりを推進する

ミナミ活性化推進プロジェ
クト

実施主体：対象地区

　　　　まちづくり団体

事務担当：まちづくり

　　　　支援担当課

地域におけるまちづくり
活動に対し、コンサルタ
ントの派遣等を行う

まちづくりに意欲のある
団体

地域住民のまちづくり活
動を支援する

まちづくり活動支援事業

実施主体：協議会構成員

事務局：都市デザイン課
（及び経済界・国）

御堂筋のにぎわいと活性
化に向けた公民協働によ
る具体アクションの推進
と役割分担の明確化を図っ
た上で実施する

経済界（関西経済連合会、
大阪商工会議所）、国、
府、市、御堂筋沿道のま
ちづくり団体、NPO等

御堂筋のにぎわいと活性
化

「新しい時代の御堂筋」
協議会

実施主体：対象地区

　　　　　地権者

事務局：都市デザイン課

御堂筋まちなみ要綱の景
観形成の考え方を基本に、
要綱から景観地区等の景
観法による制度への移行
を目指す

御堂筋まちなみ誘導制度
対象地区内の地権者等

御堂筋の魅力的な景観形
成の創出（まちなみルー
ル策定）とにぎわいづく
り

御堂筋地区景観協議会

実施主体具体内容対象目的事業名
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○地域まちづくりの推進　

都心部における自主的なまちづくり活動

良好な環境を備えた市街地整備
・全市で行われる建築行為等に対
する規制誘導

NO

1

2

3

4

御堂筋地区景観協議会

｢新しい時代の御堂筋｣協議会

ミナミ活性化推進プロジェクト

せんば地区

事業名

大阪市ひとにやさしいまちづくり整備要綱 

ワンルーム形式集合建築物指導要綱 

都市景観条例に基づく大規模建築物等の建築等に係る協議及び届け出

大阪市都市景観条例 

事業名

大規模建築物事前協議制度 

開発許可制度 

建築物に付属する緑化指導指針 

1 西成区 北津守地区まちづくり構想検討会 ◎

2 生野区 フレッシュ鶴橋まちづくり研究会 ◎

3 西成区 今宮駅前北開・中開地区まちづくり構想検討会 ◎

4 東成区 鶴橋地域まちづくり研究会 ◎

5 淀川区 加島地区まちづくり実行委員会 ◎

6 東淀川区 崇禅寺・中島惣社周辺の町づくりを推進する会 ◎

7 西成区 なにわ筋沿道地区まちづくり構想検討会 ◎

8 福島区 大開のまちづくりを考える会 ◎

9 福島区 野田のまちづくりを考える会 ◎

10 北区 北梅田地区まちづくり協議会 ◎

11 中央区 北大江地区まちづくり実行委員会 ◎

12 東淀川区 西淡路西部地域まちづくり委員会 ◎

13 西区 九条異人町推進協議会　 －

14 阿倍野区 あべのまちづくり構想研究会 ◎

15 東住吉区 育和まちづくりの会 －

16 東住吉区 矢田駅西地区のまちづくりを考える会 ◎

17 大正区 大正駅北側地区まちづくり研究会　 －

18 西成区 夜店通りまちづくり研究会 ◎

19 西成区 萩ノ茶屋駅・天下茶屋駅周辺まちづくり研究会 ○

20 住之江区 安立まちづくり研究会 ◎

21 旭区 生江地域まちづくり委員会 ○

22 浪速区 浪速西地区のまちづくりを考える会 ○

23 平野区 喜連西まちづくり研究会 ○

24 中央区 周防町通り活性化協議会 ○

25 東淀川区 淡路駅周辺地区まちづくり委員会 ○

26 中央区 宗右衛門町活性化協議会 ○

27 淀川区 みつや北地区まちづくり研究会 ○

28 西成区 萩之茶屋小学校・今宮中学校周辺まちづくり研究会 ○

29 西成区 弘治地域まちづくり研究会 ○

30 中央区 高津地区まちづくり推進協議会 ○

31 淀川区 西中島まちづくり委員会 ○

32 西淀川区 野里まちづくりを推進する会 ○

33 浪速区 えみの会 ○

《凡例》 ◎策定済み　○策定、検討中　－辞退

NO まちづくり支援団体
まちづくり構想
策定状況

行政区

まちづくり活動支援制度によるまちづ
くり推進団体

■御堂筋地区やせんば地区などの都心部において自主的なまちづくり活動が行われている。

■また、まちづくり活動支援制度により地域の自主的なまちづくり活動を支援している。

■良好な環境を実現するため、民主体の建築行為等に対して、法・条例・要綱等による誘導規制を実施している。
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都心部における自主的なまちづくり活動の例①

■「新しい時代の御堂筋」 協議会

　　・公民が役割分担しながら、各自の具体のアクションを行う際には協力して盛り上げるべく協働する事柄を協議する仕組を有して
いる。この協議の事務局を行政が担い、民個々の活動を束ねて協働したアクションへと誘導する。

　○概要：御堂筋に設置された彫刻の活用策の検討を行う

　　目的：大阪の顔である御堂筋が「活力と風格あるビジネス街」として維持発展すること

　　内容：沿道法人等が協調し、地元の視点から御堂筋の課題と改善策を検討し、活性化に向けて行動

　　行政、経済団体、まちづくり組織などで構成する「新しい時代の御堂筋」協議会のメンバーにもなっている。

　○設立日：平成1２年11月

　○対象区域：御堂筋（阪急百貨店前～高島屋前）沿道区域を中心とした地域

　○メンバー：会長　大阪市長（事務局計画調整局）、関西経済連合会、大阪商工会議所、近畿地方整備局、まちづくり

　○大阪市の役割：協議会事務局の中心となって、御堂筋のアクションプラン及び長期構想の策定、構成メンバーによる具体　　　　
　　　　　　アクション実施に向けた支援や連携を行う

■御堂筋地区景観協議会

　○概要：御堂筋の魅力的な景観形成の創出とにぎわいづくりに向け景観法に基づき設置する協議会であり、御堂筋まちなみ要綱の景
　　観形成の考え方を基本に、要綱から景観地区等の景観法による制度への移行を目指す

　○設立日：平成18年12月25日

　○対象区域：御堂筋まちなみ誘導制度対象地区内

　○メンバー：御堂筋まちなみ誘導制度対象地区内の地権者等､学識経験者、道路管理者、大阪市

　○大阪市の役割：景観行政団体として協議会の設置者であり、協議会の事務局を担当する

■御堂筋まちづくりネットワーク

　○概要：

　　　目的：大阪の顔である御堂筋が「活力と風格あるビジネス街」として維持発展すること

　　　内容：沿道法人等が協調し、地元の視点から御堂筋の課題と改善策を検討し、活性化に向けて行動

　　　　　　行政、経済団体、まちづくり組織などで構成する「新しい時代の御堂筋」協議会のメンバーにもなっている。

　○設立日：2001年12月12日

　○対象区域：御堂筋沿道のビジネス地区

　○メンバー：御堂筋沿道街区（土佐堀通り～博労町通り間）に不動産を所有するもの等で構成（36者）

　○大阪市の役割：御堂筋沿道でのまちづくり団体として、大阪市が景観形成を行う際の連携先である。
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都心部における自主的なまちづくり活動の例②

■船場クリエイティブ・ポート推進協議会

　○概要：旧来型のオフィスビルを新しいオフィス空間やSOHO型の住居空間にコンバージョンし、そこに船場で活動したいク
リエータを集め、交流を通して、新たなビジネスが生まれるしくみづくりを行う。

　○設立日：2006年11月28日

　○メンバー：船場で活動しようとするクリエータ

　○大阪市の役割：創造的な人材の集まる街として、船場が生まれ変わることを、セミナーの開催やHPによる紹介など、情報
発信の面から支援する。

■せんばＧＥＮＫＩの会

　○概要：船場で活動する団体のゆるやかなプラットホームとなる団体で、船場再生という各団体の共通コンセプトのもとに、
船場の魅力･元気を発信するための企画、フォーラムの開催などを行う。　　

　　目的：大阪の顔である御堂筋が「活力と風格あるビジネス街」として維持発展すること

　　内容：せんば元気まつり、船場フォーラムなどを毎年開催

　○設立：2004年9月

　○メンバー：船場で活動する各種街づくり団体

　○大阪市の役割：民間主導で、船場が生まれ変わりつつあることを、セミナーの開催やHPによる紹介など、情報発信の面か
ら支援する。
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■ミナミ活性化協議会
・商店街や振興町会など地域住民による落書き消し活動が行われるなど、割れ窓理論を使った安全・安心のまちづくりの機運

が高まっている。（アメリカ村地区、船場心斎橋地区）

・大阪阪を代表する繁華街ミナミにおいて、悪質な客引きの減少や風俗案内所の適正化に向けた取り組み、はみ出し看板の自
主規制などが行われるなど、地元住民、経済界、行政のオール大阪体制による安全に、安心して遊び、楽しめるまちづくり
が進められている。

（ミナミ活性化協議会）

・大阪商工会議所

・関西経済連合会

・関西経済同友会

・大阪府

・大阪府警察本部

・大阪市

・ミナミ歓楽街環境浄化　推進協議会

庁内組織

（ミナミ活性化推進プロジェクト）

・防犯チーム（危機管理室）

・道路チーム（建設局）

・美化チーム(環境事業局）

・まちづくりチーム（計画調整局）

民間企業等

ミナミ活性化委員会

地元商店街等

ミナミ歓楽街環境浄化推進協議会

都心部における自主的なまちづくり活動の例③

【ミナミ活性化協議会と大阪市のサポート体制】

　・関係機関で組織する協議会の活動を、大阪市内部でテーマ毎にプロジェクトチームを組織し、まちづくりの推進の観点から、
ミナミの商業地域内での人の回遊性の向上に資する観点から地元等と関係局と協議し、専門的に施策を検討することでサポー
トしている。

　・また、民間企業等で構成するミナミ活性化委員会や地元商店街等とも連携しながら取組んでいる。

＊繁華街活性化に向け、「安全・安心」と「にぎわい集客」を両輪としながら、庁内横断的な組織として、

　ミナミ活性化推進プロジェクト（まちづくりチームをはじめ４チーム）を設置し、ミナミ活性化協議会との連携を図りながら、

　地域住民の自主的・持続的な取組への支援策や、公民協働によるまちづくり実施方策の検討・推進を図っている。
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○まちづくり支援制度の現状

　○まちづくり活動支援制度を活用した、地域まちづくり推進団体

　・身近なまちの整備・改善・保全等に向けて、まちづくり活動を行う地域団体をまちづくり推進団体と
して認定し支援している。

　【支援内容】

　　①まちづくりアドバイザーの派遣　　２年間を限度、年間６回を限度

　　②まちづくりコンサルタントの派遣　３年間を限度

　　③まちづくり活動費助成　　　　　　 ５年間を限度、助成対象経費のうち４／５（平成１９年度から１/２)以内

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　限度額は年間５０万円
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団体数
支援終了団体数

支援中団体数

平成９年度より１０年間で３３のまちづくり推進団体を支援している。

○まちづくり推進団体数の年度別推移（累計）

※支援期間は５年間を限度としているが、６ヵ年にまたがる
団体、５年未満で支援を終了した団体がある。
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180

131

77
5960

14 19 27

大阪 横浜 京都 福岡

都市名

旅
客

施
設

数

5,000人/日以上

策定数

*  17年度策定中分も含む

　○他都市との交通バリアフリー対象駅と基本構想策定状況の比較

＜基本構想の策定＞
　■平成１２年に施行された「交通バリアフリー法」に基づき、平成１３年度より交通バリアフリー化の目標時期、重点的に
　　整備すべき地区（重点整備地区）、整備を行う経路、整備の概要等を定めた「基本構想」の策定に取り組んでいる。
　■基本構想策定にあたり、
　　①各地区毎に、区役所や関係部局、地区住民や関係団体からなる「地区基本構想検討会議」等を設置し、基本構想（案）
　　　の検討を行った　
　　②［ワーキング」を設置し、検討会議との調整を図りながら、大阪市の交通バリアフリー推進の基本的な考え方のとりま
　　　とめを行った。
　　③各地区で策定された基本構想（案）について、大阪市全体で総括的な立場から検討し、承認する「大阪市交通バリアフ
　　　リー推進委員会」を設置した。

　■その結果、平成14年度～17年度までに２５地区で基本構想が策定されている。

大正 等　　【４地区　　５駅】
（平成１７年度）

第
４
次

西九条、関目、我孫子町等　【６地区　９駅】
（平成１６年度）

第
３
次

京橋、鶴橋、新今宮、
新大阪、淀屋橋、上本町･谷町九丁目等　
【１２地区　３１駅】（平成１５年度）

第
２
次

梅田、難波、
天王寺・阿倍野地区　【３地区　１５駅　】
（平成１４年度）

第
１
次

第１～4次基本構想策定地区（全２5地区）

EV設置

対象駅

設置済駅 未設置駅 設置率

（％）

地下鉄 94 91 3 97
民鉄 82 70 12 85
計 176 161 15 91

○駅舎エレベーターの設置状況（H19.3末予定）

○交通バリアフリー化の状況

＜駅舎エレベータの設置＞

■鉄道事業者に対して、補助制度を所管する健康福祉局とともに、エレベー
タ設置をはじめとする駅舎のバリアフリー化について働きかけを行っている。

■その結果、駅舎エレベータの設置率は平成18年度末で９割を超え、高　

い水準にある。

※利用者数５０００人／日以上、高低差５ｍ以上の駅
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・省エネ法による届出の審査
・建設リサイクル法による
　届出の審査

工事中着工前

維持管理
防災指導

・違反建築物対策

・定期報告

・関係部局等との協議済書　の

確認

・許可・認定
（敷地と道路との　関
係の緩和等）

・道路位置指定　

完成

建築基準法等

に基づく審査

検査・指導等

・建築確認に関　
する事前審査

・道路判定
・防災計画書の　
事前審査

維持保全

（事前相談） （行政処分） （建築確認処分等）

（その他の法令による届出）
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開発指導課(17)

■建築物の安全性確保など 低の基準を
定めた、「建築基準法」とは別に、よりよい建
築物、まちの整備を目的として、建築確認等
法令手続きの前に、要綱等に基づく協議を
通じて、良好な市街地環境の形成を図ろうと
するものである。

建築規制誘導

○建築規制誘導における開発指導業務の位置付け

・開発許可　（良質な宅地の誘導）
・大規模建築物事前協議制度

　　（公共公益施設との均衡調整）
・緑化指導指針　（緑化の推進）

・ひとにやさしいまちづくり
　　（建物のバリアフリー化）

・ワンルーム指導要綱
　（ワンルームマンション紛争防止）

・既存民間建築物の耐震性向上

・建築誘導施策の企画

・地区計画等の条例の改廃制定
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①大規模建築物事前協議制度（S49～）

（目的）周辺に影響を及ぼす一定規模以上の建設計画に対し、道路･上下水道などの基盤施設、消防・　
　　緑地・教育施設・駐車場・ごみ置場などといった生活環境等について本市と調整し、周辺との調和
　　を図るため

・大規模事前協議制度による協議件数（100件前後/年）
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（成果）　当制度は、本市の公共公益施設等との均　
　衡調整を図る制度であり、内容は多岐にわたるが、
　その内の緑地に関しては、毎年約２haの緑地が民

　間事業者の手により計画されている。

「大規模建築物事前協議制度」による計画緑地

年度 緑化届出件数（件） 計画緑地面積（㎡）

平成１４年度 　９５ 　約18,600
平成１５年度 　７５ 　約20,100
平成１６年度 　９４ 　約19,200

合計 　２６４ 　約57,900

（対象）次のいずれかに該当する建築物

　　・共同住宅で戸数70戸以上

　　・区域2,000㎡かつ高さ10m以上

　　・延面積5,000㎡かつ階数6以上

（内容）

　　・事業者は要領に基づき建築確認等の法令手続
　　　き以前に本市と事前協議を行っている。

　　・当課はこの制度の窓口として多岐にわたる協
　　　議内容を各局と連携しながら横断的に調整し、
　　　ワンストップサービスを実現している。

　※協議内容＝道路との接続、歩道の設置、上下水道、消
　　　防水利、消防空地、緑地、学校等義務教育施設、駐
　　　車・駐輪施設、ごみ収集施設、バリアフリー化等

　

○開発指導業務の概要と実績
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②開発許可制度(S45～)

(目的)　都市計画法に基づく開発許可制度は、道
　路や下水施設がない不良市街地が形成されるこ
　と（スプロール化）を防止し、良質な宅地水準
　を担保するため創設された制度である。

　　本市ではこの制度の主旨にのっとり、有効に
　活用することで良好な市街地環境の形成を図っ
　ている。

(対象)

　事業者等が面積500㎡以上の区域において開発
　行為（土地の区画・形質の変更）を行う場合

(内容)

　開発行為を行う事業者は、道路や消防施設など、
　開発行為に関係のある公共施設の管理者と協議
　を経た後に、市長の許可を受けなければならな
　い。

※公園の設置：面積3000㎡以上の開発行為において必要となる。
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・都市計画法に基づく開発許可件数（120件前後/年）

(成果)　開発許可制度により、民間事業者を適切に誘導することで、道路･公園等、市街地に必要な公共施設が整

　　　　　備されている。

年　度 2000 2001 2002 2003 2004 2005
道路総延長(m) 5,607 8,227 7,401 7,500 7,865 6,196

公園（㎡） 2,703 1,982 277 906 2,172 1,273
箇所数 6 4 1 2 5 5
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③建築物に付属する緑化指導指針（H4～)

(目的)　

・緑化の推進を図り、緑豊かな都市景観の創造と
　良好な都市環境を確保すること。

・H14年の改正では、都市部のヒートアイランド対
　策の一つとして屋上･壁面緑化を誘導するため、
　これまでの地上部だけでなく新たに屋上・壁面
　緑化に対しても緑地面積として算定できるよう
　改正を行った。

(対象・内容)

　面積が500㎡以上の敷地に建築物を新築、増築及
　び改築する場合に、敷地面積の３%以上の緑地を
　確保するよう指導している。

・緑化指導指針に基づく届出件数と新設緑地面積

　（届出件数：300件前後/年、新設緑地面積：2万㎡）
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(成果)

　この制度により毎年約２haの緑地が設置されており、本市の緑化に一定の貢献をしている。
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④大阪市ひとにやさしいまちづくり整備要綱（H5～)

(目的・内容）

　・高齢者や身体障害者の方々をはじめ、全ての市民が安全かつ快適に建築物等を利用できるように誘導。

　・福祉仕様のトイレ、エレベーターの設置、又、通路のスロープの設置等について、建築確認申請前に
　　事前協議を行っている。

(対象)：多数の者の利用に供する施設

例）①学校、博物館、病院、集会所、銀行、官公署、旅客施設、公衆便所等の全て、②飲食・物販店舗で
　　200㎡以上のもの、③劇場･映画館･演芸場、事務所で500㎡以上のもの、④コンビニエンスストアで　
　　100㎡以上のもの、⑤共同住宅･寄宿舎で50戸以上又は2,000㎡以上のもの　　　　　　　　　　　等

・要綱に基づく協議件数：約600件/年
（H15に要綱の対象範囲を拡大した結果協議件数が増加している）
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(成果)

　平成15年に対象範囲（規模・用途等）を拡
大したことにより、協議件数が飛躍的に増加
し、当要綱による指導は一層のバリアフリー
化に貢献している。
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⑤ワンルーム形式集合建築物指導要綱（H7～)

(目的)　いわゆる「ワンルームマンション」の建設に伴う紛争の防止と良好な居住環境の確保

(対象)　（協議）地上３階以上かつワンルーム形式住戸数が20戸以上のもの

　　　　（届出)上記に該当するものを除く、ワンルーム形式住戸を１戸でも含むもの

・要綱に基づく協議･届出件数

（協議･届出件数：Ｈ12～16年500件前後/年・Ｈ17年700件超/年）

(成果)　

　平成７年以降、当要綱により指導しており、近年ワンルームマンション建設が増加している中で、今後も、当要
綱により一定の水準を確保することが必要である。

(内容)　

　以下の項目について、ワンルーム形式の住宅や
事務所等について、建築確認申請前に事前協議・
届出を求めている。(協議･届出ともに内容は同じ)

（１）建築計画

　①住戸の専用面積（18㎡以上）、②居室の天井高さ、
　③駐車・駐輪施設、　④管理人室、⑤ごみ置場等

（２）管理体制

　①管理人の駐在･巡回等、②管理者連絡先の表示、
　③管理規約の作成

　　その他、適正な維持管理についての協議
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⑥都市景観条例に基づく大規模建築物等の建築等に係る協議及び届出　　　（平成11年4月～18年9月末）

　平成１１年より大阪市都市景観条例に基づき、周辺への　　景観に大きな影響を与える建築物等については、当該建築物
の事業者等が、条例に基づき、魅力ある景観形成への配慮事項について建築確認の事前に協議を行っていた。

（平成18年10月から⑦大阪市景観計画に基づく大規模建築物等の届出制度に移行している。）

⑥ 都市景観条例に基づく大規模建築物等の届出件数
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⑦大阪市景観計画　（平成1８年2月策定）

アメニティと美しさに満ちた大阪らしい都市景観をつくること
を目標として、景観法に基づいて、市域全域を対象に、良
好な景観形成に関する方針、行為の制限に関する事項、景
観重要建造物・樹林の指定方針を定めており、大規模建築
物等の新築・増築等の際に届出を求めている。　

３８平成18年10月1日～19年3月末

大規模建築物等届出件数期　　間

年度

~H18.9末
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⑨御堂筋まちなみ要綱　（平成7年1月施行）

シンボルストリートにふさわしいまちなみづくりに向け、壁面位置や建物高さ、低層部の用途、広告物等の誘導基準を定め、

事業者と事前協議を行うことを定めている。　　（平成１８年末までに　5棟完成、3棟事業中）　　

⑩建築美観誘導制度　　　（昭和５７年1月より施行）

美しく個性的な都市景観をつくるため、建築物の配置、高さ、外壁の材料、色彩、1階部の形態、広告物等の誘導基準を

定め、事業者と事前協議を行っている。

⑧大阪市都市景観条例　　　平成18年4月改正　　　（平成10年9月　当初制定）

大阪市域の景観向上及び地域の特性を生かした都市景観の形成を目的として、その実現に向けて必要な事項を定めている。
　　　　　




