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○鉄道の整備状況

■　市営高速鉄道（地下鉄）は、8路線、138.66kmが都市計画決定され、現在全路線が営業中である。

　また、地下鉄以外に、新交通システム・ニュートラムをはじめ6路線、34.43kmが都市計画決定されており、現在、
北港テクノポート線、西大阪延伸線、中之島線が事業中となっている。　　　

＜実施事例＞

【西大阪線延伸線】

　（区間）　西九条（阪神線）～近鉄難波（近鉄線）　　

　（延長）　約3.4km［嵩上式（約0.6km）、地表式（約0.3km）、地下式
（約2.5km）］

　（工事期間）　平成15年度～20年度

　（事業主体）　建設主体　西大阪高速鉄道㈱
　　　　　　　　　運営主体　阪神電気鉄道㈱

【中之島線】

　（区間）　中之島５丁目～天満橋

　（延長）　約2.9km［地下式］

　（工事期間）　平成13年度～20年度

　（事業主体）　建設主体　中之島高速鉄道㈱

　　　　　　　　　運営主体　京阪電気鉄道㈱

■　さらに、踏切での事故防止と交通渋滞緩和を図る
ため、道路との立体交差化も進めており、9路線、
32.13kmが都市計画決定され、阪急京都線･千里線、大
阪外環状線などで事業を実施している。　
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＊平成17年度地域交通年報（国土交通省）より抜粋　

　地下鉄8号線は含んでいない。
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鉄道整備延長の推移 ＊平成17年度地域交通年報（国土交通省）より抜粋　

　平成18年度は、地下鉄8号線（11.9km）を加算した。
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○都市基盤整備に係る計画調整の事例　～鉄道整備～

○計画段階

　・運輸政策審議会答申第10号での位置付け　⇒大阪市としての意見をとりまとめ、答申結果に反映

　・都市鉄道調査　⇒国土交通省による整備の意義と必要性、整備効果等の調査（Ｈ11～H12）にあたり、検討委員

　　　　　　　　　　会（ワーキング）のメンバーとして参画し、本市の意見を反映

　・中之島高速鉄道㈱の設立　⇒ 「償還型上下分離方式」制度の確立、活用により第3セクターの中之島高速㈱が事業主

　　　　　　　　　　　　　　　体となり、大阪府をはじめとした関係機関と調整を行い、出資比率を確定

　・都市計画決定　⇒都市計画決定に関する手続きの実施

○事業実施段階

　・出資・補助　⇒事業推進のため、出資、補助を行うための予算要求を行うとともに、効率的、経済的な事業が行

　　　　　　　　　われるよう、工事内容等について審査

　・鉄道駅との地下接続との調整　⇒沿線の建物等との地下接続について、大阪市地下街連絡協議会を通じて関係局

　　　　　　　　　　　　　　　　　　と調整

　・復旧計画の調整　⇒ 工事施工区間である堂島川護岸や中之島公園の復旧にあたり、大阪のシンボルエリアである

　　　　　　　　　　　中之島にふさわしい内容となるよう、関連事業や周辺まちづくりとの調整を実施

＜例：中之島線の計画・整備＞

事業主体　：　中之島高速鉄道㈱ 河川・公園等の管理者　：　ゆとりとみどり振興局、大阪府等
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○土地関係施策の総合的な実施　～①国土利用計画法関係

①国土利用計画法関係

（目的）土地取引の規制に関する措置その他土地利用を
　　　　調整するための措置を講ずることにより、総合
　　　　的かつ計画的な国土の利用を図る。

（対象）・面積：２，０００㎡以上の売買等の取引を行
　　　　　なった土地

　　　　・勧告要件：利用目的

　　　　　ただし、下記の区域における土地取引（現在
　　　　　は区域指定なし）については、土地取引を行
　　　　　う前に届出が必要となる。

＜注視区域＞・面積：２，０００㎡以上の売買等の取引

　　　　　　・勧告要件：利用目的、価格

＜監視区域＞・面積：規則で定める面積以上

　　　　　　・勧告要件：利用目的、価格、取引状況
　　　　　　　（投機的取引にあたる等）

＜規制区域：権限は知事。取引については許可制＞

・面積：要件なし

・勧告要件：利用目的、価格、取引状況
　（投機的取引にあたる等）

利用目的 平成11年12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年
住宅 21 52 54 32 54 59 58 67
商業施設 67 5 14 10 27 29 40 35
生産施設 13 20 7 6 17 26 37 27
レクリエーション施設 0 4 0 0 3 1 4 2
駐車場 4 1 2 2 4 3 4 1
病院等その他の利用目的 3 2 1 3 5 0 7 2
資産保有・転売等目的 1 18 2 25 14 0 3 0
その他 0 0 0 4 1 5 1 0

届　出　計 109 102 80 82 125 123 154 134
※　平成13年の住宅については一団地の取引47件を除く。

利用目的状況
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（内容）・２，０００㎡以上の土地の売買等の取引後、２週間以内に同法第２３条第１項に基づく届出が必要。

　　　　・届出地の利用目的に関し審査を行なう。

　　　　・審査においては、土地利用に関する計画に適合しない場合には、３週間以内に利用目的の変更を勧告しその是正を求める。
　　　　　また、土地利用目的について、適正かつ合理的な土地利用を図るために必要な助言を求める。

（成果）・適正かつ合理的な土地利用の確保を保つため、土地取引後、本法に基づく届出を義務化していることから、利用目的に
　　　　　対する書類審査を行うこととしている。

　　　　・地価が急激に高騰するおそれがあり、これにより適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれが認められる際、
　　　　　「注視区域」、「監視区域」あるいは「規制区域」を指定し、土地取引の規制を行うこととしている。
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○土地関係施策の総合的な実施　～②公有地の拡大の推進に関する法律関係

②公有地の拡大の推進に関する法律関係

（目的）都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するため、必要
　　　　な土地の先買いにより、公有地の拡大の計画的な推進を

　　　　図る。

（対象）

《届出》：・都市施設等の区域内にかかる２００㎡以上の土地

　　　　　・５，０００㎡以上の土地

《申出》・都市計画区域内の２００㎡以上の土地

（内容）

・都市計画施設等の区域内にかかる200㎡以上の土地又は市街化
　区域内5,000㎡以上について、有償譲渡しようとする場合、公
　拡法第４条に基づく届出が必要。

・都市計画区域内の200㎡以上の土地を市長に対し買取申出ができる（法第５条）。

・市長は、届出・申出があれば、当該土地に際し、買取の有無を決定し、３週間以内に、当事者にその旨を通知しなければなら
　ない（法第６条）。買取に希望がある場合は、当事者と事業主管局との間で買取協議を行う。

（成果）　本法に基づく届出・申出に対し、地方公共団体は、公共として必要な道路､公園など都市施設の整備のため、当該届
　　　　　出等の土地について買い取りの有無の判断を行うこととし、かつ、買取希望の意思が決定されれば、届出等当事者と
　　　　　事業主管局との間において買い取りの協議を行うこととしている。

表　公拡法届出・申出件数及び面積 （単位：件、㎡）

平成11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年

16 18 14 27 31 26 37 36
0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

28 26 24 23 32 19 35 22
1 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
8 10 7 11 9 7 3 3
0 0 2 2 0 0 0 0
0 0 0 2 0 0 0 0

件数 52 54 45 61 72 52 75 61
面積 566,494 863,280 422,174 463,690 439,805 432,303 997,384 269,204
件数 1 1 3 2 0 0 0 0
面積 12,255 991 23,833 2,207 0 0 0 0
件数 0 0 1 2 1 0 0 0
面積 0 0 492 1,924 516 0 0 0

買取成立
申出
買取協議

届出
買取協議
買取成立
届出

合計

法第４条第１項
第１号～第５号

法第４条第１項
第６号

法第５条
買取成立

届出・申出

買取協議

買取成立

買取協議
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○土地関係施策の総合的な実施　～③地価動向の分析

③地価動向の分析

　○公示地価の分析

　　・国土交通省が、標準となる土地を選定し毎年
　　　１月１日時点の価格について、不動産鑑定士
　　　の評価をもとに公表されている。

　　・市内５２３地点（全国30,000地点）

　　・地価公示は、毎年７月１日時点の価格につい
　　　て都道府県から公表される地価調査とあわせ
　　　て、一般の土地取引価格の指標となっている。

○土地利用審査会の開催

　　・国土利用計画法第３９条：都道府県・指定都
　　　市に土地利用審査会を設置

　　《担当業務》

　　・規制区域外の土地取引の届出に対する勧告に
　　　際しての意見の表明、規制区域の指定の有無
　　　に関係なく遊休土地の利用促進のための勧告
　　　に際しての意見の表明

　　・注視区域の指定、解除に際しての意見の表明

　　・監視区域の指定、解除に際しての意見の表明

　　・投機的取引の中止勧告に際して意見の表明

　　・同法３９条：注視区域等指定、解除の処理を行う際、市長は同審査会の意見を聴かなければならない。

平成11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年
住宅地 △ 4.9 △ 5.3 △ 5.7 △ 6.2 △ 6.1 △ 5.6 △ 3.6 △ 0.5 2.3
商業地 △ 10.3 △ 14.7 △ 13.6 △ 11.6 △ 8.7 △ 7.8 △ 4.2 3.4 15.0
全用途 △ 6.9 △ 8.9 △ 8.8 △ 8.4 △ 7.3 △ 6.7 △ 4.1 0.8 7.1

図　用途別対前年変動率の推移
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①概要
　当財団は、平成３年、大阪市における計画的なまちづくり推
進のため、 各種計画情報や都市工学情報の整備・提供と、
民間活力を導入した総合的な都市整備に資する業務等を行
うことにより、魅力と活力にあふれるまちづくりの推進に寄与
することを目的に設立された。（出捐金100百万円）

　その後、これら業務を積極的に推進する中、「CITÉさろん」

や「都市大阪創生研究会」等の、公民連携した自主的なまち
づくりの実践と、インターネットやホームページ等情報化の急
速な普及に的確に対処し、大阪市の情報化施策の推進と市
職員の情報リテラシーの向上等を積極的に支援してきた。

　さらに、近年、これまで培ってきた民間企業との各種ネットワ
ークや、自主的に調査研究をしてきたまちづくり、 ITに関する
ノウハウを活かしながら、大阪市が推進する都市再生・シティ
プロモーション、北梅田（大阪駅北地区）開発等の支援を行っ
てきた。

＜主な事業内容＞
１　都市工学情報の発信・提供
２　民間企業との交流・連携
３　海外との交流
４　住民のまちづくり活動への支援
５　大阪市地域情報化の推進・連携
６　情報システムの企画・整備・運用
７　総合計画、都市再生の推進

業務 主な業務
職員数
( )は派遣

職員数

受 託 事 業
収入

都市計画・都市建設に関する調査
研究、産官学民の連携による都
市活性化の推進 237

企 業 事 業
収入

モ ビ リ テ ィ ・ マ ネ ジ メ ント 調査
大阪市建設技術協会業務

46

管 理 事 業
収入

派遣職員の人件費

145

事業費
（2006年度予算、

単位百万円）

受
託
事
業

683

27人
（17）

情 報 整 備
事業収入

254

自
主
事
業

地形図等販売手数料

12

ＩＴによる都市工学情報の整備・発
信、都市行政システムの運用管
理等

（４）監理団体の概要　　財団法人大阪市都市工学情報センター業務内容
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外郭団体等評価委員会からの提言
「所管局の考え方」に基づいて、具体的な展望を持って同センターの役割・
機能の向上に取り組むこと。また、受託事業の効率的な実施を図り、人員
体制の見直し等に取り組む必要がある。

所管局の考え方：
産官学民が連携したまちづくりの重要性が高まる中、今後、同センターの
存在はますます重要であり、これまでに培ってきたネットワークやノウハウ
を生かした自主事業の展開、シンクタンク機能の強化を図る。

団体ビジョン
大阪の未来まちづくりに取り組むシンクタンク機能『ネットワークコア』とし、
まちづくりの総合力（大阪力）の向上に寄与する。

そのためには、
１）大阪市の政策立案に資する調査研究に積極的に取り組む。
２）情報を活用した取り組みの推進に努める。
３）都市の再生に向けたまちづくりのコーディネート機能の強化・充実
に努める。

さらに
・大阪市との共同（市政力の向上：大阪市の政策形成能力の向上）
・民間企業、大学等との連携（連携力の強化：産学との連携による創造力　
　の強化や都市プロモーション力の向上）
・市民との協働
　　（地域力の強化：市民の地域まちづくり意識を高める力の強化）
　
　を念頭におきながら推進する。

　②　収支計画書等
収支計算書（05年４月１日～06年3月31日）（単位：百万円）

貸借対照表（2006年3月31日現在）（単位：百万円）

1

763

収　　　入

諸収入

自主事業収入

受託事業収入

基本財産運用収入

316

461

支　　　出

事業費

管理費777779

137

403

資　　産

流動資産

固定資産

153

387

負　　債

流動負債

正味財産

540

２

13

763

1
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③　今後の見込み　 〔Ｈ18年6月　当財団作成の経営計画より〕

事業費（単位：百万円） 　

職員数（単位：人） 　

305 305 305 305 305

225 192 192 193 193

156

116 116 116 116

9

14 15 18 18

2006 2007 2008 2009 2010

事業活動費

情報整備費

受託業務費

管理費

事業費

327327322 323
390

6

5

4

3

4

5

2006 2007 2008 2009 2010

常勤役員、部長

企画総務課

まちづくり推進課

計画調査課

情報企画課

情報推進課

27 27 27 27 27

695

627 628 632 632 当財団では、平成１８年６月に中長期の経営計
画（５ヵ年）を策定し、団体ビジョン、経営目標を
明確に打ち出し、的確な現状分析のうえ、更なる
経営の効率化に努め、魅力と活力にあふれる大
阪のまちづくりや各種情報化の発展に積極的に
支援、参画していきたいと考えている。

（事業費）
・職員の地球環境（ペーパーレス、節電等）に対
　する意識の向上を図るとともに、事務費削減に
　努める。
・再委託率の改善を図るため、受託業務の執行
　体制を工夫し、事務内容の効率化を図るなど　
　内部スキルを活用し、業務を推進する。

（人員体制）
・職員規模として27名体制を確保しつつ、「民間
　からの出向者、OB等の活用も視野に入れなが

　ら弾力的な人員体制の構築に努める。
・現在は、（財）大阪都市協会の一部業務につい
　て当団体への移管を前提とした協議が続けら　
　れており、人員体制について再検討する。
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３．業務の現状評価

（１）都市プロモーションの推進

　　■平成15年度から専属の事務局を設置し、大阪市全体のイメージアップ、まちづくり活動と連動したプロモーション活動、企
業･大学等の誘致などについて、総合的に取り組んできた結果、開発の誘導、大規模先端工場、大学誘致など一定の成果が現れ
てきている。しかし、限られた予算、人事の制約の中で、ターゲットを絞ってより効果的・継続的なプロモーション方法や戦
略的な企業･大学等の誘致に向けた体制・仕組づくりについて見直しが求められている。

（２）地域まちづくりの推進 　　

　（地域まちづくりの仕組づくり）

　　■景観や自転車問題等身近な課題が顕在化する都心部で民のまちづくり活動が活発化しているが地域的な活動の偏在は否めず、
また、魅力向上のための具体方策等を公民の適正な役割分担の下で、公と民が地域毎の課題認識やその解決に向けた意識の共
有化等を図る仕組が個別ケースに留まっていることから、定まった仕組づくりが求められている。

　　■また、迅速で円滑な課題解決に向けた事業の展開を行うために、庁内関係機関との連携等を図る体制の強化が必要である。

　

　（市民・地域のニーズを踏まえた建築誘導）

　　■建築物の新築・増築を行う事業者等に対する大規模建築物の事前協議等や建築確認時において、地域特性を生かした市街地
形成へと誘導するにあたり、その誘導が市民・企業の要請を適切に反映することのできる仕組づくり、例えば、駐輪対策など
顕在化する地域課題への迅速な対応を可能とするための地域の動向把握などを効率的に行うための仕組づくりが必要である。
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（３）拠点開発等の推進
　　■公民協働により拠点開発を推進した結果、充実したインフラと投資ポテンシャルを背景に、都心部を中心に民間拠点開

発が数多く具体化しているが、都心部以外においては必ずしも拠点開発が進んでいるとは言えず、特に今後都心部以外の
地域も含め、土地利用の転換等が進展していく中で、地域ニーズに応じた多様な民間投資を促すようなまちづくり誘導が
求められている。また、これら民間開発の誘導・促進を図る上で、窓口一元化による迅速性の確保など円滑な推進体制の
構築が必要となっている。 　

　

（４）都市基盤の整備とマネジメント
　（都市基盤整備の長期未着手）
　　■道路等の都市基盤は人口増や経済成長等その時代時代の社会的要請を踏まえた長期的計画の下、特に大きな財政的制約

を受けることなく全般的な整備を図ってきた。しかし、社会経済情勢が転機を迎え整備の必要性が変化する一方で、事業
費の確保は困難さを増し、結果的に都市計画道路の整備は進捗していない。計画決定後50年以上を経過しても未着手のも
のが約70ｋｍ存在しており、長期間にわたり建築制限を課している状態で、その対応が課題となっている。

　
　（広域インフラの事業手法が未整備）
　　■混雑緩和など本市都市活動に対する課題に対応して道路・鉄道等の都市基盤施設の計画・整備を進めた結果、一定水準

まで概成してきたが、関西圏の活性化に資する広域性を備えた道路･鉄道ネットワーク等の整備ニーズに対しては、当面
の公共事業費の抑制方針の下では、既存の制度や事業手法のみでは対応できず、効率的な新たな事業手法の検討が求めら
れている。
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３－１）都市プロモーションの推進

■専任の本部事務局が立ち上がって4年になるが、プロモーション、大阪のイメージアップに対する取り組み、個別
の企業・大学誘致に対する取り組みなど一定の成果が現れつつある。

■外資系企業や首都圏の企業に対して、民間と一体となって、積極的なトッププロモーションを展開し、トップ間の
人的ネットワークの構築ができつつあるが、訴求すべき企業・海外大使館等とのネットワークづくりは構築途上にあ
る。

■イメージアップの目標が分かりにくく、また、領域もあいまいである。

■これまでの誘致の失敗から、企業情報の迅速・正確な収集が成否を分けるが、企業情報の収集ネットワークの構築
が不十分であり、誘致対象にあわせたセールス手法や対応が確立されていない。

■誘致の受け皿づくりとして開発誘導を進めるにあたって、成功事例はあるものの、拠点担当との連携が不十分で、
情報の共有化が未整備。

■トッププロモーション、イメージアッププロモーションあわせ、部長級1人、課長級1人、係長級1人の計3人で実施
しており、マンパワーが不足。

■都市再生の視点から大阪の街づくり情報、ビジネス情報を随時収集し、プロモーションツールを作成しているが、
民間のアドバイザー等の協力を得て、より具体的かつ専門性の高い情報発信が必要。

■オール大阪のアイデンティティを対外的に訴えるコンセプトをコントロールしているセクションがない。

■限られた予算・人材の制約のなかで、具体の企業・大学誘致につながるより効率的なプロモーション方法・個別企
業誘致方法の実施、雑誌、ホ－ムページを活用した情報発信方法などについて見直す必要がある。

■誘致案件の掘り起こしにあたって、個別案件ごとの対応となっており、戦略的な誘致システムとなっていない。

現状

評価
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起業家

社内ベン
チャー

ビジネス客

観光客

集客・にぎわい

居住住民

居住人口回復
新事業創出

にぎわい文化集客機能の強化

国内企業

海外企業

企業誘致

魅力あふれるまちづくりの推進顧客

都市再生・P本
部事務局

新事業創出
キーマン

金融機関

ベンチャーキャ
ピタル

有識者

集客・にぎわい
キーマン

観光産業

交通機関

有識者

居住人口回復
キーマン

マンション開
発企業

有識者

国内企業誘
致キーマン

大阪の主要
企業

オフィス開発
企業

有識者

外資系企業誘
致キーマン

弁護士・会計
士事務所

外資系企業

国際機関

有識者

大学・研究機関
誘致キーマン

国

有識者

大学関係者

大阪市各局
大阪市各局
大阪市各局

大阪市各局
大阪市各局

メディア

都市ブランド
キーマン

新聞社
テレビ局
雑誌社

都市計画
有識者

知的ビジネス創造機能の強化

共同プロモーション

■都市再生･プロモーション本部事務局は、各局と協力して、キーマンとの関係構築を進めるとともに、キーマンを
活用し、顧客分野ごとのきめ細かなプロモーションを行っているが、訴求すべき企業・海外大使館等とのネットワー
クづくりは構築途上にある。

都市再生
情報ネット
ワークアド
バイザー

助言

プロモーション

キーマン

大学・研
究機関

大学誘致

○ネットワーク構築の全体像

■魅力あるまちづくりとプロモーションにおけるネットワーク構築のイメージ
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○海外企業・大使館等とのネットワークの現状

　■訴求すべき企業・海外大使館等は非常に多い。

　■大阪に進出している外資系企業や外国領事館により大阪フォーリンビジネスネットワーククラブ、

　　東京においては、大阪に興味を持つ外資系企業などで東京ビジネスリーダーズフォーラムを運営している。

　

　　

　　○訴求すべき企業

　　　・大阪市内の外資系企業　113社

　　　　（東京都　約2,600社、全国3,500社）
　　　　　　　　　＊外資系企業総覧2006（東洋経済新報社）より

　　○海外大使館

　　　・大阪市内の外国領事館　19

　　　　（在日大使館　64）

　　○取組状況

　　　・大阪フォーリンビジネスネットワーククラブ

　　　　（外資系企業　70社、外国領事館12）

　　　・東京ビジネスリーダーズフォーラム

　　　（外資系企業　15社、外国商工会議所　10社）　

　　

　　　　　＊平成19年2月　計画調整局調べ
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３－２）地域まちづくりの推進

【地域まちづくりの仕組づくり】
■住み働く場所の魅力の向上に向け、景観・緑化・自転車問題など身近なまちの課題解消に取組む市民・企業・まち
づくり団体等の自主的なまちづくり活動が、課題が顕在化する御　堂筋界隈やミナミ地域など都心部を中心に活発化
しつつあり、これら団体等との公との課題解決に向けた協議・検討により、自主的なルールづくりや既存制度等の活
用に向け自ら検討を進める状況に至っている。
■また、地域に根ざした課題解消を目指すまち　づくり団体等に対しても、まちづくり活動支　援制度によって民側
の自主的な課題解消への　方策検討を支援してきている。

【市民・地域のニーズを踏まえた建築誘導】
■建築物の新築や増築を行う事業者等と大規模建築物等の事前協議を行うことで、地域の特性を生かした市街地の形
　成に向けた誘導を行っている。

【地域まちづくりの仕組づくり】
■景観や自転車問題等身近な課題が顕在化する都心部で民のまちづくり活動が活発化しているが地域的な活動の偏在
は否めず、また、魅力向上のための具体方策等を公民の適正な役割分担の下で、公と民が地域毎の課題認識やその解
決に向けた意識の共有化等を図る仕組が個別ケースに留まっていることから、定まった仕組づくりが求められている
。
■また、公として迅速で円滑な課題解決に向けた事業の展開を行うために、庁内関係機関との連携等を図る体制の強
化が必要である。

【市民・地域のニーズを踏まえた建築誘導】

■建築物の新築・増築を行う事業者等に対する大規模建築物の事前協議等や建築確認時において、地域特性を生かし
た市街地形成へと誘導するにあたり、その誘導が市民・企業の要請を適切に反映することのできる仕組づくり、例え
ば、駐輪対策など顕在化する地域課題への迅速な対応を可能とするための地域の動向把握などを効率的に行うための
仕組づくりが必要である。

現状

評価
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地域の課題
・景観
・緑化

・駐輪問題
etc

まちづくりの機運
・課題解消のための

自主的な活動

関係局Ａ
・相談

関係局Ｂ
・相談

関係局Ｃ
・相談

関係局Ａ
・事業実施の判断

関係局Ｂ
・事業実施の判断

関係局Ｃ
・事業実施の判断

行政への相談
・課題解消のため

個別に相談

行政の事業実施
・個別に事業実施判断

○まちの魅力の向上

【地域のまちづくり一般的なフロー】

■住み働く場所の魅力の向上に向け、景観・緑
　化・自転車問題など身近なまちの課題解消に
　取組む市民・企業・まちづくり団体等の自主
　的なまちづくり活動が、課題が顕在化する御
　堂筋界隈やミナミ地域など都心部を中心に活
　発化しつつあり、これら団体等との公との課
　題解決に向けた協議・検討により、自主的な
　ルールづくりや既存制度等の活用に向け自ら
　検討を進める状況に至っている。
■また、地域に根ざした課題解消を目指すまち
　づくり団体等に対しても、まちづくり活動支
　援制度によって民側の自主的な課題解消への
　方策検討を支援してきている。

・担当業務ごと個別対応となることが多い。

・まちづくり団体が、円滑なまちづくりを
進めるに当たって、関係者を横断的にコー
ディネートし、活動をサポートする必要性
が増している。。

民の活動

公の活動

■地域の特性に合わせたきめ細かなまちづくりを実施するため、市として市民やまちづくり団体等と課題の解
消に向けた協議・検討を進めることで、公と民が地域毎の課題認識やその解決に向けた意識の共有化を図り、
庁内関係機関間の連携を当局が行いながら、公民の役割分担の明確化とまちの魅力向上を推進するための具体
方策等を創り上げ実施する必要がある
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○良好な環境を備えた市街地整備

建築確認

大規模建築物事前協議制度

景観法・景観条例

ワンルーム事前協議指導要綱

良好な市街地整備への規制誘導

■建築等に関する各種手続き

民間による
建築行為等の計画 着工

■地域の特性を生かす良好な市街地整備へと建築物の新築・増築を行う事業者等を誘導するため、民の考えや動向にも
　留意しつつ適切な誘導となるよう配慮する必要がある。

把握する仕組が必要

＊民間の考え方の動向把握

＊地域の課題を踏まえた適切
な誘導とする

公による誘導

民間の動き
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３－３）　拠点開発等の推進

【拠点開発】

■都市の活性化を牽引し、にぎわいと魅力あるまちづくりの拠点となる地区において、都市基盤整備や都市機能の導
入を行ってきている。

■現在、社会・経済情勢の変化、市民ニーズの多様化、本市財政状況の悪化などを踏まえ、本市未利用地も活用しな
がら、民間のエネルギーを 大限に引き出し行政の負担を軽減できる民間主導型の開発誘導を進めており、計画調整
局では、民間事業者や関係者と協議を進めながら、地区計画等の規制・誘導手法を活用して公民協働の拠点開発を推
進している。

【既成市街地の市街地環境整備】

■密集市街地対策として、計画調整局では、防災性向上重点地区（3,800ha）を選定し「防災まちづくり計画」を策
定するとともに、「狭あい道路拡幅促進整備事業」を構築し、事業実施局とともに推進に取り組んでいる。また、地
域の特性を生かしたまちづくりのために、計画調整局では、まちづくり交付金事業等を活用した基盤整備事業に関す
る国等との総括的な調整・推進業務を行っている。

【拠点開発】
■公民協働により拠点開発を推進した結果、充実したインフラと投資ポテンシャルを背景に、都心部を中心に民間拠
点開発が数多く具体化しているが、都心部以外においては必ずしも拠点開発が進んでいるとは言えず、特に今後都心
部以外の地域も含め、土地利用の転換等が進展していく中で、地域ニーズに応じた多様な民間投資を促すようなまち
づくり誘導が求められている。また、これら民間開発の誘導・促進を図る上で、窓口一元化による迅速性の確保など
円滑な推進体制の構築が必要となっている。 　

【既成市街地の市街地環境整備】

■また、密集市街地対策については、昨今の厳しい本市財政状況の中、防災性向上重点地区における更なる面的整備
の適用が困難な状況にあるなど、必ずしも効果的な対策が実現できていない。

現状

評価
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■市内で実施された開発計画を年代別に見てみると、従来は周辺部では公共主導、都心部では民間主導の拠点事業が多い。

■しかし、 近では、一部の地域で土地区画整理事業を実施しているものが、都心部での開発が中心となっている。

市
内
中
心
部
　
※
環
状
線
内
側
と
そ
の
周
辺

市
内
周
辺
部
　
※
環
状
線
外
側

〈凡例〉
　　　　公共主導の整備事業
　　　　民間主導の整備事業
         公共主導の分布範囲
　　　　民間主導の分布範囲

昭和
30年 40年 45年 50年 55年 60年 平成元年 5年 10年 15年 20年 25年 30年

再開発（阿倍野）

35年

区画整理（下新庄）

区画整理（豊里）

区画整理（豊里西）

市街地改造（谷町）

区画整理（北島）

再開発（上六）

区画整理（長吉瓜破）

区画整理（東淀川東部）

区画整理（茨田北）

区画整理（三国駅）※

区画整理（西梅田）※

区画整理（加島）※

区画整理（難波）※

区画整理（長吉東部）※

区画整理（放出駅周辺）※

区画整理（淡路駅周辺）※

区画整理（此花西部臨海）※

区画整理（三国東）

再開発（菅原町）

再開発（池田町）

35年

市街地改造（大阪駅前）

※地区計画も適用

現在

区画整理（大阪ﾋﾞｼﾞﾈｽﾊﾟｰｸ）

区画整理（大阪ﾌﾗﾜｰﾊﾟｰｸ）

区画整理（今宮駅前）

再開発（茶屋町東）

地区計画（御堂筋地区）

区画整理（大阪駅北）※

地区計画（南市岡３丁目）

地区計画（北浜１丁目）

地区計画（中之島３丁目中央）

区画整理（岩崎橋）※

区画整理（湊町）※

地区計画（大阪鉄道管理局舎跡地）

地区計画（福島５丁目）

地区計画（船場都心居住推進）

地区計画（天満橋1丁目）

地区計画（神崎川駅前）

地区計画（鶴見1丁目）

地区計画（舞州）

地区計画（咲州ｺｽﾓｽｸｴｱ）

地区計画（大宮５丁目）
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①計画段階
　・事業手法等の検討
　・庁内関係部局調整
　・施設管理者計画協議
　・関係行政機関計画協議

②都市計画手続き段階
　・国、府等への意見照会等
　・都市計画案の縦覧
　・都市計画審議会付議
　・都市計画決定

③事業実施に向けた
　手続き・協議段階
　・建築基準法、都市計画法　
　　大規模建築物事前協議
　　　など（協議・手続き）
　・施設管理者等との実施協議

○民間開発の誘導における各種協議について

6～8ヶ月程度 6ヶ月程度 10～12ヶ月程度

合計2年程度

所要

期間

■地域の拠点の形成に資する大規模な開発であり、都市計画手法の適用をともなう民間開発の誘導においては、計画段階から
事業着手まで、概ね2年の期間を必要としている。

　そのうち、①計画段階で6～8ヶ月程度、③事業実施に向けた手続き段階で10～12ヶ月程度を要しており、

　 1年半程度の期間が、各種協議・手続きに費やされている。

■民間が開発を行う場合、投資資金の早期回収などのため、これら各種協議・手続きに要する時間を短縮する必要がある。

◎事業実施
　

民間開発のフローと所要期間

期間の短縮化を検討する必要がある。

◎事業者に
よる用地取得
・構想策定等
　

＊所要期間については、実際の開発事例
を参考にした。
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■密集市街地における整備事業、主な支援制度の状況

　　・防災性向上重点地区(3,800ha)
　　　平成11年度「防災まちづくり計画」を策定し、防災上課題の多い地域を「防災性向上重点地区」（約3,800ha）として抽出

　　・重点密集市街地(1,300ha)
　　　平成15年度「防災性向上重点地区」のうち、特に優先的な取組みが必要な密集住宅市街地「重点密集市街地」（約1,300ha）として抽出

〔重点密集市街地における面的整備事業〕

事業名称 地区面積(ｈａ) 事業期間
防災性向上重点地区に対する

整備面積率　　合計/3800　［％］

土地区画整理事業(三国東地区) 39.1 H12～H32

土地区画整理事業(三国駅地区) 6.4 S61～H20

住宅市街地総合整備事業(生野区南部地区)　 98.5 H7～H21

住宅市街地総合整備事業(西成区北西部地区)　 89.0 H9～H22

合計 233.0

〔主な支援制度〕
制度名称 制度対象範囲

大阪市まちづくり活動支援制度 大阪市全域

狭あい道路拡幅整備促進事業 重点密集地区

大阪市民間老朽住宅建替支援事業
大阪市全域（重点
密集市街地内では
補助率の優遇等）

大阪市の建物更新時の狭あい道路拡幅整備率は６０％程度であ
るが、協議件数に対して、事業を活用した整備は約２０％と、
他都市に比べて低い状況となっている。

これまでに約2900戸の建替えに対して建設費補助を行った。
※建設費補助は本支援制度内容の一部
※大阪市全域での集計

6.1

重点密集市街地に対する
整備面積率　　合計/1300　［％］

17.9

支援状況

現在、大阪市全域の地域まちづくり団体、３３団体が支援制度
を活用、密集市街地では１２団体が支援制度を活用、その内１
団体について事業化に向けた準備組合を設立中。（計画調整局所管）

（他局所管）

（他局所管）
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現状

３－４）都市基盤の整備とマネジメント

評価

■道路等の都市基盤は人口増や経済成長等その時代時代の社会的要請を踏まえた長期的計画の下、特に大きな財
政的制約を受けることなく全般的な整備を図ってきた。しかし、社会経済情勢が転機を迎え整備の必要性が変化
する一方で、事業費の確保は困難さを増し、結果的に都市計画道路の整備は進捗していない。計画決定後50年以
上を経過しても未着手のものが約70ｋｍ存在しており、長期間にわたり建築制限を課している状態で、その対応
が課題となっている。

■混雑緩和など本市都市活動に対する課題に対応して道路・鉄道等の都市基盤施設の計画・整備を進めた結果、
一定水準まで概成してきたが、関西圏の活性化に資する広域性を備えた道路･鉄道ネットワーク等の整備ニーズ
に対しては、当面の公共事業費の抑制方針の下では、既存の制度や事業手法のみでは対応できず、効率的な新た
な事業手法の検討が求められている。

■総合的なまちづくりの観点から、道路、鉄道、公園・緑地等に関する都市計画の策定を行なうなど、効果的な都　
市基盤整備に努めてきた。

　その結果、都市高速道路をはじめとした道路ネットワーク、鉄道の整備が着実に進められ、都市計画道　路524km
のうち約380kmが完成、鉄道では約310kmが整備され、全国でも高い水準の整備状況となっている。

　

■また、交通バリアフリー、コミュニティ系バスなど地域に密着した都市基盤についても、基本計画策定やこれに　
基づく事業の促進を図り、多様化・高度化する市民ニーズへの対応に努めている。

■さらに、都市基盤の整備促進を図るため、国などの関係機関とも連携しながら、新たな事業手法の開発にも取り　
組み、都市高速道路整備の事業スキームや上下分離方式による鉄道整備など、先駆的な事業を展開し、全国的な課　
題にも対応すべく法改正や新制度の確立等に寄与してきた。
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都市計画道路の年代別整備状況

0

100

200

300

400

500

S20～S40 S40～S60 S60～H17

都市計画決定年

延
長

（
km

）

未着手

事業中

完了

■都市計画決定後、５０年以上を経過しても未着手のものが約７０ｋｍあり、長期にわたり建築制限を課している状態となっ
ており、その対応が課題となっている。

○都市計画施設（道路）の整備状況
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○公共事業費の減少と整備に係る費用負担の限界

公共事業費の減少

■市税収入の減少と義務的経費の増加により、財政の硬
直化が高まっている。

■財政状況の悪化により公共事業費が大幅に減少してお
り、ピーク時の約37％にまで減少している。

高速道路整備にかかる費用負担

65.0%

70%

17.5% 5.8%5.8%

30%

5.8%

0% 25% 50% 75% 100%

街路事業

有料道路事業 民間借入金

国

大阪府

堺市

大阪市

出資金（無利子）民間借入金（有利子）

■公共事業費が削減されていく中で、新規事業の立ち上
げにあたっては、これまでの事業スキームでは地方費負
担が大きく、事業化が困難となる。

【例　阪神高速道路整備のスキーム】

　⇒高速道路の整備手法としては有料道路事業と街路事業
（一部有料道路事業との合併施行）があるが本市として負担
が大きい街路事業での整備は困難である。
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○広域的・戦略的見地から計画されている都市基盤施設

玉江橋～新桜島　6.7km

・西九条駅での阪神西大阪線と連絡による神戸方面

・ＪＲ環状線との連絡による関西国際空港へのアク
セス強化

・京阪本線から都市再生緊急整備地域（大阪駅周辺・
中之島・御堂筋周辺地域）と臨海部をつなぐ東西軸

西梅田～北梅田～十三　2.9km

・四ツ橋線と阪急各線を接続し、阪急各線と大阪都
心南部及び西梅田地区との直結性を高め、活性化と
梅田ターミナルの混雑緩和を図る。

新大阪～ＪＲ難波・汐見橋　10.2km

・ＪＲ新大阪駅及び京阪神都市圏の各拠点都市から
関西国際空港へのアクセス向上

・都市再生緊急整備地域（大阪駅周辺・中之島・御
堂筋周辺地域、難波・湊町地域）のアクセス機能強
化

・地下鉄御堂筋線の混雑緩和

阪神港（スーパー中枢港湾）、関西国際空港（H19.8
　2期事業完成）など国際物流拠点の機能強化が進め
られており、生産・消費圏となる関西経済圏の広域
な道路ネットワークを形成する。

関西の物流ネットワークや、都心部への通過交通の
流入の抑制に寄与するため建設が求められている都
市再生環状道路の一部を構成するもの。

大阪湾ベイエリアと国土軸である名神・東名高速道
路や第二京阪道路とをつなぐ広域ネットワークを形
成する路線。

概要（整備の必要性）

・平成17、18年度に国が鉄道整備等基礎調査を実施。地下鉄四ツ橋線
延伸

・中之島線（天満橋駅～中之島駅）を第3セクターの中之
島高速鉄道（株）が整備中（平成20年度開業予定）

中之島線延伸

・平成11、12年度に国が都市鉄道調査を実施

・大阪駅北地区開発にあわせて計画している東海道線支
線の地下化等については、その一部が将来なにわ筋線と
して活用されることとなる。

なにわ筋線近畿地方交通審
議会による答申
により必要性が
位置付けられて
いる都市基盤
（鉄道）

・淀川左岸線1期事業（湾岸線～池田線）

　阪神高速会社に出資、平成24年度の完成予定

・淀川左岸線2期事業（池田線～新御堂筋） 　　

　合併施行方式により事業中 用地取得を実施

・淀川左岸線延伸部　

　構想中

・大和川線

　阪神高速会社に出資、合併施行方式で事業中

（高速道路）

都市再生環状道
路

・淀川左岸線

・大和川線

都市再生プロジェ
クトに位置付け
られている都市
基盤

現在の状況事業名種別

■国の都市再生プロジェクトや近畿地方交通審議会により、広域的な観点により、国際化や戦略的見地から淀
川左岸線やなにわ筋線の整備が必要とされている。
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４．今後の取組と中長期的課題
■第3章までに、計画調整局の業務の分析を行い、課題を述べてきた。
■本章では、今後の取組と中長期的な検討課題をあげる。

１）今後の取組

（都市プロモーションの推進）

■効果的な都市プロモーションを実施するため、首都圏や海外向けの取組を強化するとともに、民間との協働によるプロモー
ション活動を積極的に進め、具体的かつ専門性の高い情報発信を行う。

■戦略的な企業・大学等の誘致に向けては、本社機能の誘致・留置、海外大学誘致に向けたインセンティブの充実を図るなど、
誘致のターゲットを絞った取組を強化する。

■大阪の科学技術振興方策を示す計画を策定するとともに、在阪の大学・研究機関はもちろん大阪へ進出する大学・研究機関
との連携の仕組づくりに取組む。

■また、これまでの誘致の教訓、ノウハウや、重要な企業情報のストックを分かりやすく整理するとともに、情報収集力を向
上させるため、業界のマーケティングを実施し、ターゲット企業を明確にするとともに、戦略的に企業へのアプローチを展開
する。

（地域まちづくりの推進）

■地域のまちづくりを推進するため、引き続き、まちづくり支援制度の有効活用により市民等の主体的なまちづくり活動を支
援するとともに、地域ニーズ・民間動向等の把握方策について検討し、大規模建築物事前協議制度等の充実などを行う。また、
円滑な公民協働体制のもとに迅速かつ的確な民間誘導を行うために、全庁的な連携体制の構築及びノウハウの蓄積・開発に向
けた調査・研究を行う。

（拠点開発等の推進）

■民間開発動向や地域ニーズを的確に把握し、全市的な視点からの戦略的な民間開発誘導による拠点開発を促進し、市街地環
境整備を円滑に推進するために、平成19年度から、地域の特性に応じ、活力と魅力とを高めるため民間のノウハウを活用した
開発の仕組づくりなど新たな誘導手法等の調査・研究を行うとともに、円滑な公民協働体制のもとに迅速かつ的確な民間開発
誘導を行うために、推進体制の構築について検討する。

（都市基盤の整備とマネジメント）

■長期未着手の都市基盤整備については、真に必要な計画の絞込みなど、都市計画の見直し素案の作成に向けた調査を行うと
ともに、当面の公共事業費抑制方針の下でも、関西圏の経済活動を支え、大阪の国際競争力の強化にとって必要不可欠な都市
基盤整備の円滑な実現に向けては、特に地方負担を軽減する観点からPFIや開発利益の還元など新たな事業手法の枠組みにつ
いて、関係局ともども実現に向けて検討を行い、国への働きかけを行うなど、具体化を進める。
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（２）中長期的な検討課題

（都市再生・プロモーションの強化に向けて）
■都市再生・プロモーション機能を強化するため、誘致体制の充実と年度をまたぐ予算の機動的な仕組づくりの検討、重要課題で
ある大学や研究機関の集積や公共とのコラボレーションを推進するための産官学の連携強化　などに取組む必要がある。

（新たなまちづくりの実現に向けて）
■広域性、先見性、戦略性を持った新たなまちづくりを進めていくため、①国際化、情報化等の社会の要請に対応した広域的、中
長期的な都市課題から、安全・安心など市民生活に直結する身近な課題に至る、街づくりの企画・立案機能を充実させるための体
制整備と予算の重点的配分、②これまで蓄積してきた都市インフラのストックを有効活用するためのアセットマネジメントについ
ての国、関係局を巻き込んだ財源の確保、法制度整備に向けた仕組作りを検討する研究機能の充実、③職員自らも創造的人材へと
育成する仕組づくり、といった視点からシンクタンク機能の充実に取り組んでいく必要がある。

（タウンマネジメント推進体制の構築に向けて）
■行政主導から民間とのパートナーシップによる公民協働のまちづくりへと転換していくなかで、都市機能、高質空間、環境･エネ
ルギー、都市基盤などをエリア全体としてタウンマネジメントを推進する体制を公民協働により構築する取組が必要である。
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４－（Ⅰ）－（１）都市プロモーションの推進

■都市プロモーションについて以下のとおり取組を進める。

①トッププロモーション

　■東京事務所などと一層連携し、首都圏でのプロモーションを強化するとともに、海外向けでは国際コンベンションや姉妹
都市等のネットワークを活用したプロモーションを展開する。

　■民間との協働によるプロモーション活動を積極的に進め、具体的かつ専門性の高い情報発信を行う。

②イメージアッププロモーション

　■船場エリアを中心としたまちの魅力を発信し、創造都市戦略との融合により、新たなアイデンティティを検討。

　

③企業・大学誘致セールス

　■中枢管理機能、大学に焦点をあて、本社機能誘致留置、海外大学誘致に向けたインセンティブの充実を図るなど誘致のター
ゲットを絞った取組を進める 。

　■ノウハウや教訓を生かすとともに重要な企業情報のストックを分かりやすく整理するとともに、情報収集力をアップさせ
るため、業界のマーケティングを実施し、ターゲット企業を明確にするとともに、企業へのアプローチを展開する。
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４－（Ⅰ）－（２）地域まちづくりの推進

■地域まちづくりの推進を推進するため､19年度から、まちづくり支援制度の活用による地域まちづくりの推進機運の醸成、
地域の窓口である区役所や具体事業を実施する関係部局等が保有する各地域のまちづくりに対するニーズやまちづくり団体等
の動きまたその機運、民間動向等把握方策について検討する。そして、円滑な公民協働体制のもとに迅速かつ的確な民間誘導
を行うために、計画調整局の体制と全庁的な連携体制の構築及びノウハウの蓄積・まちづくりの展開に向けた誘導手法等の調
査・研究を行う。

４－（Ⅰ）－（３）拠点開発等の推進

　　■民間開発動向や地域ニーズを的確に把握し、全市的な視点からの戦略的な民間開発誘導による拠点開発を推進と既成市街地
　　　の市街地環境整備を円滑に推進するために、19年度から、拠点開発や既成市街地のまちづくりの戦略的・効果的な展開に向
　　　けた新たな誘導手法等の調査・研究を行うとともに、円滑な公民協働体制のもとに迅速かつ的確な民間開発誘導を行うため
　　　に、関係部局との連携による全庁的な推進体制の構築について検討する。
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４－（Ⅰ）－（４）都市基盤の整備とマネジメント

■長期未着手問題など、既計画の都市基盤整備への対応を図っていく必要があるため、平成１９年度には都市計画道路
等の長期未着手施設について計画の再検討を行い、真に必要な計画の絞込みなど都市計画の見直し素案の作成に向け
た調査を行う。

■関西圏の活発な経済活動の牽引や国際競争力の強化といった戦略的な観点からの都市基盤整備が望まれていること
から、広域的・戦略的都市基盤に関して国、経済界等も含めた合意形成を図り、地方負担を軽減する新たな事業手法につ
いての検討や国への提案を行うなど、具体化を進める。

■公共事業費が抑制されている中で、必要不可欠な都市基盤整備を進めていくために、公共負担の軽減が図れるＰＦＩや
開発利益還元など新たな事業手法の枠組みを検討するとともに、関係部局への提示を行っていく。
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（Ⅱ）中長期的な検討課題
（１）（都市再生・プロモーションの強化に向けて）

　①誘致体制の強化、年度をまたぐ機動的な仕組づくりの検討

　 ■大学・企業誘致ではその経営戦略に係る情報をタイムリーに収集すること、立地を支援する不動産情報やインセンティ
ブを効果的に提供することができる機動力とその質が誘致の成否を分けるため、企業ごとに担当者制を引くなど誘致体制
の強化と年度をまたぐ予算の機動的な仕組づくりを検討していく。

　②企業や大学等との連携を強化

　　■創造的な人材が集まり、様々な創造的活動が行われることによって都市の活性化をめざす「創造都市戦略」を推進する
にあたって、大学や研究機関の集積や公共とのコラボレーションのあり方が重要課題となっており、大阪の活性化に向け
た産官学の連携方法を強化する。

　

（２）（新たな街づくりの実現に向けて） 　

　①中長期的な観点からのまちづくり企画立案

　　■国際化等にともなう広域的な視点や、少子化・高齢化や女性の社会進出の進展、安全・安心まちづくりや景観・アメニ
ティに対するニーズの高まりなど市民に直結する中長期的な観点からのまちづくり企画立案機能が不足しており、これら
のための体制整備と財源措置が必要である。

　②時代ニーズに対応した事業手法、財源確保方策、法制度整備などの研究

　　■道路・鉄道等根幹的なネットワークを形成してきた都市インフラは、国際化や少子・高齢化などの時代のニーズに対応
できていない面があり、広域的・中長期的な視点や安心・安全など市民に密着した視点からの再編とともに、アセットマ
ネジメントの視点を取り入れて施設更新するなど、必要な事業手法、財源確保方策、法制度整備などの仕組づくりを検討
するなど研究機能が必要である。

　③大阪市職員自らも創造的人材への育成

　　■こうした政策立案、事業化方策を提案していくためにも、海外、民間、異分野との人対人の緊密なネットワークづくり
ができて、職員自らも創造都市づくりにおける大きなテーマである創造的人材となっていくためにも海外大学・企業での
留学・就業研修などを通じて意欲と能力ある職員を育成する仕組を検討・復活する必要がある。

（３）（タウンマネジメント推進体制の構築に向けて）

　　■行政主導の拠点開発から民間とのパートナーシップによる開発誘導へと転換しつつあるが、プロモーションによる新し
い都市機能の導入や質の高いまちづくりを面的に広げて持続させていくことが都市魅力の向上と居住ニーズをけん引する
ものであり、そのため都市機能、高質空間、環境･エネルギー、都市基盤などをエリア全体としてタウンマネジメントを
推進する体制を公民協働によりつくっていく仕組を構築していく。
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【参考１】まちづくりに関連する諸制度

　（１）概要
　　　○全国又は近畿圏などで策定される「国土形成計画」や「社会資本整備基本計画」等の広域的な計画

　　と連携しながら、地方自治法に基づく「大阪市基本計画」を策定
　　　○それに基づき、様々なまちづくりニーズに対応し、各種まちづくりの事業手法等を組み合わせて、

　　施策を実践していく。

　（２）広域圏計画とは
　　　○個別の府県市町村の領域を越え、全国又は地域ブロック等の領域を対象として策定される様々な分

　　野の総合的な計画
　　　
　（３）総合計画とは
　　　○地方自治体が長期的な展望の下で、総合的かつ計画的なまちづくりを進めるための指針となるもの。
　　　
　（４）都市計画手法等を通じたまちづくり
　　　○主に以下の３つの要素によってまちづくりを行う
　　　　①土地利用の誘導
　　　　②都市施設
　　　　③市街地整備
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（１）概要

　■全国的又は近畿圏などで策定される「国土形成計画」や「社会資本整備基本計画」等の広域的な計画と連携を取りなが

ら、地方自治法に基づく市町村の基本構想である「大阪市基本計画」を策定（2005年）し、それに基づき市民ら来訪者の
都市活動に資するよう施策を実施するものである。

　・こうした計画を基に市民や企業からのまちづくりに対するニーズに対して、各種まちづくりの事業手法等を組み合わせて、
都市基盤施設の整備、土地利用の誘導、良好な市街地環境の整備など各種のまちづくり事業や規制誘導方策を適宜組み合
わせて、施策を実践に移していくものである。

まちづくりの方向性
インフラ・面開発・密集市街地・

景観・バリアフリー　など

まちづくりの実践

まちづくりシーズ
（土地､財源、ノウハウ、
法制度、事業手法・・・・）

まちづくりニーズ
（職・住・遊などの都市活動

に必要な基盤施設、
市街地環境、土地利用、

空間質・・・・）

大阪市の基本計画

広域圏計画
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■　個別の府県市町村の領域を越え、全国又は地域ブロック等の領域を対象として策定される、様々な分野の総合的
　　な計画。

計画主体は国等であるが、計画に記述された施策・事業の実施主体は国・府県・市町村・民間等様々

主な広域圏計画

国土総合開発法の改正（2005年7月）に伴い、国土総合開発計画の理念を一新する計画と
して、2007年～2008年の策定に向けて作業中。

国土形成計画

社会資本整備重点計画法により、道路、空港、港湾、公園、下水道等の分野別全国計画
を2003年に一本化して策定した５ヵ年計画。

社会資本整備重点計画

国土利用計画法の体系における府県レベルの土地利用基本計画。大阪府国土利用計画

国土総合開発計画と緊密に連携した３つの大都市圏計画のひとつ。現行の第５次計画は
2000年に策定。

近畿圏整備計画

国土計画の基本となる計画。現行の第５次計画は1998年に策定。国土総合開発計画

（３）　総合計画とは

地方自治体が長期的な展望の下で、総合的かつ計画的なまちづくりを進めるための指針となるもの。 基本構想と基本計画で構

成される。

基本構想→　その地域における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための構想 。議会議決を要する。

基本計画→　基本構想を受けて、その目標達成のために必要な基本的施策の方向や主な事業内容を総合的かつ計画的に定め
た中期的な計画 。

（２）広域圏計画とは
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●土地区画整理事業‥　公共施設の整備改善及び宅地の利用増進を図る

●市街地再開発事業‥　過密化等により、都市機能の低下や都市環境が悪化している
　　　　　　　　　　　既成市街地において、土地の合理的かつ健全な高度利用と都
　　　　　　　　　　　市機能の更新を図る

市街地整備

●道路‥　①交通施設として都市活動の骨組み

②オープンスペースとしての役割

　　　　　③防災、都市景観形成等の多目的空間

●公園‥　①都市に緑とオープンスペースを確保（都市生活に憩いと潤いを与える）

　　　　　②防災、都市景観形成等の多目的空間　

都市施設

　　　　○大都市では様々な産業・経済活動が活発に行われている

　　　　○ルールがなければ、色々な用途・形態の無秩序な混在が発生

　　　　　住みやすく、円滑な社会経済活動が行えるよう土地利用を規制・誘導

（例）

●用途地域‥　建築物の用途・規模・形態等の規制や誘導

●防火・準防火地域‥　市街地における防火・防災を図る

●地区計画‥地区毎のきめ細かなまちづくりを行い、良好な市街地環境の創出を図る

土地利用の

規制・誘導

　　　　　　　　　　　目的と概要

・将来の望ましい都市像や円滑な都市活動が行えるよう、道路、公園などの都市基盤施設の整備とともに、用途地域などに
　よる土地利用の規制・誘導を行うなど都市計画手法等を用いることにより、良好なまちづくりの推進が図られている。

　また、密集市街地や周辺市街地における良好な市街地環境の整備や大規模な土地利用転換については、 土地区画整理事業
　等により、計画的な整備が行われている。

・民間の面的開発等などを通じたまちづくりにおいては、地区計画などによる規制・誘導手法と都市施設や事業を組み合わ
　せた総合的な都市計画手法により、良好な市街地環境の創出を図っている。

（４）都市計画手法等を通じたまちづくりについて
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（４）－１　都市計画法等によるまちづくり

　　①　構成要素について

①土地利用の規制・誘
導

②都市施設の計画 ③市街地整備の計画

・線引き

・用途地域
・防火地域、準防火地域
・地区計画　等

・道路　・都市高速鉄道　

・駐車場　・公園　・緑地

・下水道　・ごみ焼却場　

　　　　　　　　　　など

・土地区画整理事業　
・市街地再開発事業　　　
　　　　　　　　　　など
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　②　土地利用の規制誘導について　

・都市計画区域内の土地をその利用目的によって
　区分し、建築物などに対するルールを決め、土地の合理的な利用
　を図るため、用途地域などの地域地区を指定。
・用途地域が指定されている地域においては、建築物の用途の制限
　とあわせて、建築物の建て方のルールが定められている。これに
　よって土地利用に応じた環境の確保が図られるようになっている。
・地域地区には、他に

　特別用途地区，　高度地区，　高度利用地区，　防火地域・準防火地域
　都市再生特別地区，　駐車城整備地区，　臨港地区　等がある。
・具体の建築の規制誘導にあたっては、建築基準法や駐車場法により行
　われる。

第一種低層住居専用地域 

 

低層住宅のための地域です。 
小規模なお店や事務所をかねた
住宅や、小中学校等が建てられ
ます。 

第二種低層住居専用地域 

 

主に低層住宅のための地域です。 
小中学校などのほか、150ｍ2 までの
一定のお店などが建てられます。  

第一種中高層住居専用地域 

 

中高層住宅のための地域です。 
病院、大学、500ｍ2 までの一定のお
店などが建てられます。   

第二種中高層住居専用地域 

 

主に中高層住宅のための地域で
す。 
病院、大学などのほか、1,500ｍ
2 までの一定のお店や事務所な
ど必要な利便施設が建てられま
す。 

第一種住居地域 

 

住居の環境を守るための地域です。 
3,000ｍ2 までの店舗、事務所、ホテ
ルなどは建てられます。  

第二種住居地域 

 

主に住居の環境を守るための地域で
す。 
店舗、事務所、ホテル、カラオケボ
ックスなどは建てられます。  

準住居地域 

 

道路の沿道において、自動車関
連施設などの立地と、これと調
和した住居の環境を保護するた
めの地域です。 

近隣商業地域 

 

まわりの住民が日用品の買物などを
するための地域です。 
住宅や店舗のほかに小規模の工場も
建てられます。  

商業地域 

 

銀行、映画館、飲食店、百貨店など
が集まる地域です。 
住宅や小規模の工場も建てられま
す。  

準工業地域 

 

主に軽工業の工場やサービス施
設等が立地する地域です。 
危険性、環境悪化が大きい工場
のほかは、ほとんど建てられま
す。 

工業地域 

 

どんな工場でも建てられる地域で
す。 
住宅やお店は建てられますが、学校、
病院、ホテルなどは建てられません。 

工業専用地域 

 

工場のための地域です。 
どんな工場でも建てられますが、住
宅、お店、学校、病院、ホテルなど
は建てられません。  

 

～地域地区～

【用途地域の種類】

・地区計画は、それぞれの地区の特性　に応じて、良好な都市環境の形成を図るために
必要な事項を定める、「地区計画レベルの都市計画」。

・地区計画は、地区の目標、将来像を　示す「地区計画の方針」と、生活道路の配置、
建築物の建て方のルールなどを具体的に定める「地区整備計画」とからなり、住民など
の意見を　反映して、街並みなどその地区独自　のまちづくりのルールを、きめ細か　
く定めるもの。

～地区計画～

資料：国土交通省HPなど
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～都市施設～

・都市で生活し、学び、仕事などをするためには、住
民、企業、等が共同で利用する道路、公園、下水道が
必要。
・都市計画では、将来のまちづくりを考えて、このよ
　うな都市の骨組みを形づくっている都市施設の位置、
　規模、構造などを定め、計画的に整備している。

・また、将来の事業が円滑に実施できるよう、都市計
　画に定められた施設の区域内では、建築について規
　制が課せられる。

・都市施設には、　

　・道路、都市高速鉄道、駐車場など（交通施設）

　・公園、緑地など（公共空地）

　・上下水道、ごみ焼却場など（供給・処理施設）

　・河川、運河その他の水路

　・市場

などがある。

③　都市施設について

資料：国土交通省HPなど
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④　市街地開発事業について

資料：社団法人　全国市街地再開発協会HP

　資料：あなたのまちがここから変わる
　【発行：(社)全国市街地再開発協会】

○市街地再開発事業

・市街地再開発事業は、低層の木造建築物が密集し、生活
環境　の悪化した平面的な市街地において、細分化された
宅地の統合、不燃化された共同建築物の建築及び公園、緑
地、広場、街路等の公共施設の整備と有効なオープンスペー
スの確保を一体的・総合的に行い、安全で快適な都市環境
を創造しようとするもので、都市再開発法に基づき行われ
る事業。

○土地区画整理事業
・土地区画整理事業は、道路や公園などの公共施設
　を整備・改善するとともに宅地の利用増進をはか
　る事業。
・事業を行うと、道路や公園が新たに整備され、宅
　地も整形されることから、それぞれの宅地の位置
　も多少移動する（換地）。
・公共施設整備や宅地の整形化により、換地は従前
　地より利用価値が増進するため、公共施設整備の
　土地所有者等から土地を少しずつ提供していただ
　き（減歩）、公共施設整備の用地とする。　

資料：大阪市建設局HPなど




