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平成２９年度第１回東大阪市都市計画審議会 

午前１０時００分～午前１１時６分

＜議長＞ 

・日程第２、報告案件「立地適正化計画について」の説明をしてください。 

＜説明課＞ 

・プレゼン用ソフトを利用して報告案件「立地適正化計画について」を説明。 

 （１）東大阪市立地適正化計画検討委員会の設置について 

（２）目指すべき都市の骨格構造の検討について 

（３）課題解決のための施策・誘導方針（ストーリー）の検討について 

（４）誘導区域等の検討（居住誘導区域）ついて 

（５）平成２９年度のスケジュールについて 

の５つを説明する。 

（１）東大阪市立地適正化計画検討委員会の設置について 

  立地適正化は医療・福祉・商業など、さまざまな分野にわたることから、庁内の

各関係部局との連携を図ることが重要であることから、関係部局との連携を図る

場として、４月１２日に東大阪市立地適正化計画検討委員会を立ち上げ、５月２

日に１回目の検討委員会と幹事会を合同開催した。  この会議では、立地適正化

計画に関する制度の説明をした後、居住誘導区域に関する事務局の考えを示し、

関係部局と意見交換を交わした。今後も引き続き、立地適正化計画策定・公表ま

での間、庁内の意見を集約する場として会議を開催していく予定。 

  次に、立地適正化計画の検討状況について、説明すると昨年度に引き続き、検討

の進め方については国で公表されている「立地適正化計画作成の手引き」に基づ

き、検討を進めている。  昨年度２月の都市計画審議会で「③まちづくりの方針

（ターゲット）の検討」までを報告したので、今回は「④目指すべき都市の骨格

構造の検討」から説明する。 

（２）目指すべき都市の骨格構造の検討について 

  立地適正化計画において、今後、各種誘導区域や誘導施策を検討する上で、どこ

を都市の骨格にするのか、どこにどのような機能を誘導するかを示すため、目指
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すべき将来の都市の骨格構造について検討する必要がある。  本市が目指すべき

都市の骨格構造を検討するに当たり、①「都市の骨格の検討」、②「上位計画に

おける都市の骨格」、③「①と②の重ね合わせ」の順で検討を進めた。  

まず、人々の暮らしを支える公共交通を核とした「生活軸」と、円滑な都市間

移動により産業を支える「物流軸」について検討。次に、上位計画である都市計

画マスタープランの骨格構造の考え方を整理し、これらを重ね合わせたものを立

地適正化計画における本市が目指すべき都市の骨格構造とした。 

  初めに、人々の暮らしの中心となる「生活軸」の検討について説明すると、市民

の皆様が通勤・通学・買い物など、生活する上で利用が想定される公共交通、特

に近鉄奈良線や近鉄けいはんな線などの鉄道網を生活の軸として位置づける。 

また、鉄道が交わる公共交通の結節点については、今後のまちづくりにおいて

拠点となり得る可能性がある場所となる。  バスは公共交通に含まれるが、利用

者数の変化等によりバスルートは変動的であるため、都市構造の軸には含めてい

ない。 

  次に、産業を支える「物流軸」の検討について説明すると、産業を支える上で都

市間移動は重要であり、その核となる阪神高速道路や近畿自動車動の２つの高速

道路を物流の軸として位置づける。  生活軸の考え方と同様、それぞれの物流軸

が交わる荒本・長田地区については物流軸の中心的役割を担っており、今後のま

ちづくりにおいて、拠点となり得る可能性がある場所となる。 

  次に、上位計画である都市計画マスタープランにおける都市の骨格の考え方につ

いて整理する。  都市計画マスタープランでは、２つの基本方針で都市の骨格に

ついて触れている。 基本方針の１つ目は、「都市間や地域間の結びつきを強め、

人・モノ・情報の交流を盛んにします」として、都市拠点と広域都市軸による広

域レベルの連携の形成と、地域拠点と地域連携軸による地域レベルの連携の形成

に向けた方針を示している。  都市拠点として荒本・長田駅周辺、にぎわい拠点

として布施駅周辺、地域拠点としてリージョンセンターの最寄り駅である鴻池駅

や徳庵駅などの６カ所を指定している。 

画面に示した図は生活軸、物流軸、そして都市計画マスタープランでの都市の

骨格の考え方を重ね合わせたものとなる。  これを立地適正化計画での目指すべ

き都市の骨格構造として、この構造をもとに各種誘導区域等を検討し、将来にお

いても活力ある東大阪市を維持できるように目指す。 
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（３）課題解決のための施策・誘導方針（ストーリー）の検討について 

昨年度２月の都市計画審議会で報告した立地適正化計画におけるまちづくりの

方針「鉄道網を活かした、快適で魅力・活力あふれるまちづくり」に基づき３つ

の目標を定め、立地適正化計画で施策を展開していく。   ３つの目標のうちの

２つの目標である「居住誘導区域内の人口の比率拡大」「居住誘導区域外での事

業所集積拡大」については、居住誘導区域の設定により住宅地・工業地の双方の

価値低下を防ぎ、新たな居住者、操業者にとって魅力ある環境形成に努めること

を目指す。  期待される効果としては、工業地における緩やかな住工の分離、新

たな居住者、操業者の増加に伴う税収の確保が挙げられる。  残りの目標である

「来訪者数の拡大」については、都市機能誘導区域及び施設の設定により民間の

開発を誘導することで、拠点としての魅力創出に努める。 期待される効果とし

ては、拠点の魅力創出だけでなく、市外からも来訪者を呼び込み、地域の活性化

が上げられる。この他、具体的な施策については庁内検討委員会を活用し、検討

していく。 

画面に表示したものは先ほどの説明の中であった立地適正化計画の作成によっ

て得られる現行の支援措置を国がまとめたものである。  都市機能誘導施設とし

て位置づけることにより活用できる補助事業が増えたり、既存の補助制度の補助

率がかさ上げされるだけでなく、用地取得に係る税制の特例措置も用意されてお

り、民間の開発等を促すように、さまざまな支援措置が用意されている。 

続いて、誘導区域等の検討のうち、居住誘導区域について説明する。 

初めに、居住誘導区域について説明する。  居住誘導区域は、既に立地する生

活に必要な施設が将来にわたっても維持されるように、特定の区域内の人口密度

を維持することを目的として居住誘導区域を設定する。  こちらの区域について

は、短期間で全てを集約させるわけではなく、緩やかに居住の場を誘導すること

となる。 説明した内容が一般的な居住誘導区域の定義となる。 

次に、本市の居住誘導区域の考え方について説明する。  昨年度実施した都市

構造の分析により、本市は、医療・福祉・子育て・商業施設等の生活に必要な施

設が市街地の各所に立地しており、居住するには利便性が高い都市構造である。  

また、人口ビジョンで予測されているとおりに人口が減少したとしても、それ

ぞれの施設の周辺は高い密度を維持するとされていることから、これらの生活サ

ービス施設は２０４０年においても維持され、現状の利便性が継続して享受でき

るものである。  そこで、将来においても利便性が高い市街化区域全域を居住誘
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導区域とする。  ただし、法律や都市計画運用指針等で居住誘導区域に含めるこ

とができない地域については居住誘導区域には含めず、含めることについて判断

が必要な区域については項目ごとに検討するものとする。 

法律または都市計画運用指針において居住誘導区域に関する記載がなされてい

る項目ごとに説明すると、都市再生特別措置法上、居住誘導区域に含めることが

できないとされている区域のうち本市で該当する区域としては、市街化調整区域

と災害危険区域の２つの区域が該当する。  これらの区域については、居住誘導

区域に含むことが出来ない。  次に、都市計画運用指針で居住誘導区域に含める

ことについて、原則として居住誘導区域に含まないこととすべき地域である「土

砂災害特別警戒区域」「急傾斜地崩壊危険区域」「災害危険区域」については都

市計画運用指針に基づき、居住誘導区域に含めないものとする。  次に、慎重に

判断を行うことが望ましい地域として記載されている「工業専用地域」「流通業

務地区」「特別用途地区」、一部の「地区計画」の区域については、それぞれ住

宅の建築行為が規制されている地域であることから、居住を誘導すべきでない地

域と判断し、これらについても居住誘導区域に含めないものとする。 

次に、「居住を誘導することが適当でないと判断される場合は、原則として居

住誘導区域に含まないこととすべき地域」について説明すると、本市で該当する

地域は、土砂災害警戒区域、土石流危険渓流域、浸水想定区域がそれぞれ該当す

る。  まず、土砂災害警戒区域のイエローゾーン、土石流危険渓流域については、

いずれの区域も災害時に住民の生命に危害が生ずるおそれがあると認められる土

地の区域であり、居住の場を誘導する区域には適さないと判断し、居住誘導区域

に含めないものとする。  浸水想定区域につきましては、大阪府が公表している

洪水リスク表示図によると、今後の治水対策により１００年に一度の確率降雨で

あれば、木造家屋が流される規模でない３メーター未満の状況におおむね改善さ

れると公表されていることから、住民の生命に与える影響は低いものと判断し、

居住を誘導する区域に含めるものと判断する。 

次に、「本市の政策上、居住を誘導する区域に含めない区域」については、住

工共生のまちづくり条例の趣旨に鑑み、モノづくり推進地域には工業機能を集積

する場所と考え、人々の居住を誘導すべきでない区域として居住誘導区域には含

めないものとする。 

画面に表示した図は、先ほど説明した内容を反映させた居住誘導区域を図示化

したものである。  着色されている部分は、居住誘導区域から外れることとなる。   
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居住誘導区域については、庁内の各課に意見照会を行ったが、先ほど示した考

え方に対して反対意見がなかったことから、こちらを居住誘導区域として設定す

ることとする。 

なお、土砂災害警戒区域等の災害関連の区域については、区域の境界が道路等

の地形地物で明確に分かれていないため、居住誘導区域の境界には、境界が明確

となるように周辺の地形地物を根拠として設定していく。  画面に表示した図は、

土砂災害警戒区域の最寄りの道路中心を居住誘導区域の境界と設定した例となる。 

この考え方に基づき、居住誘導区域の境界を明確にしていく。 

今年度のスケジュールは、５番目の「課題解決のための施策・誘導方針（スト

ーリー）の検討」から８番目の「誘導施策の検討」までの検討を進める予定をし

ている。 

今年度の検討を進めるに当たっては、画面に表示したスケジュールで都市計画

審議会や立地適正化計画検討委員会の開催を予定している。  １１月ごろに開催

予定の都市計画審議会では都市機能誘導施設までを報告し、意見聴取の後、１２

月ごろに市民の意見を聞くため、パブリックコメントを実施したいと考えている。 

以上で、報告案件、立地適正化計画についての説明を終わる。 

＜議長＞ 

 ・今後、市が検討を進めるに当たり、御意見、御提案をお願いしたい。 

＜審議委員１＞ 

・意見ということでお聞きいただきたい。  私の考え方では、立地適正化計画の

国が定めている方針の中での問題点は、居住誘導と都市機能誘導以外の部分に関

して。  緑で色塗りをされておったハザード地域というふうに言われているとこ

ろは私の念頭には置かれていないが、それ以外の部分に関して、どちらにも含め

ないということに関して問題があるのではなくて、含めないところが市全体の立

地適正化の中でどのように位置づけられていくかというところに関して、物すご

く意識が希薄な部分に関して、問題を感じている。  これは国交省に直接ヒアリ

ングはしていないが、昨年度、東大阪市から研究助成をいただいてこの立地適正

化計画関連の研究を進めたところ、首都圏においては、例えば横浜市の近郊にあ

る中核市は、東京２３区の影響を受けて、まだ５年程度は人口増加が見込まれる

という状況で、首都圏と首都圏以外では大きく前提が異なる。  そのような中で、

本市のように、先ほどブルーで都市機能にも居住誘導にも含まれないというとこ

ろが結構面積としては大きい。この居住誘導地域等とブルーの部分をどううまく



－6－ 

結びつけていくかということに関しては、これは市としても課題が残るはず。   

都市機能の中には、いわゆる利便施設があり、そこは働く場でもあるわけで、

当然のことながら、そこはいわゆる３次産業ということになるが、本市のように

２次産業の比率が高くて、市に居住されている方でこのブルーのところで働かれ

ている方がいらっしゃるとしたときに、住む場と働く場の連携というのは、鉄道

あるいは幹線道路というようなネットワーク以外のものでも、やはり今後考えて

いく必要があろうかと思うし、このブルーの中にも現状は既存の住宅も含まれて

いるので、このようなものが居住誘導の中には入らないとしても、現に居住をさ

れているその土地利用をどのように考えていくかというのは、住工のまちづくり

の中で考えられているわけだが、この立地適正化計画の中でも、どう位置づける

かということは軽視されてはならないのではないかと考える。 

そのような観点から、私の意見としては、立地適正化計画をおまとめになるとき

には、くれぐれもブルーの部分との連動というか、それをどう考えていくかとい

うことについても少し研究をしていただいたほうがいいのではないか。  これは、

決して国の立地適正化計画の指針の中には謳われていないわけで、近畿にはモノ

づくり都市はたくさんあり、それはまさに歴史・文化というものとのかかわりだ

と思うので、ぜひとも本市においては、そういったところの規範になるような形

でまとめていただきたいと考える。 

＜審議委員２＞ 

 ・公共交通網について、鉄道のないところはどうするのか。 バスは公共交通網に

含まれないとの事であったが、石切の方では近鉄バスが撤退している。  東大阪

市内でも減便をしたり、これから廃止したりするということを決めておられると

いうのは公共交通課のほうから報告は受けているが、公共交通、鉄道網がないと

ころはどうされるのか。もう１点は、東大阪市が条例化するなど、住工共生の取

り組みを継続しているけれども、その目標はどの辺まで達成したのか。  国は良

いことを言うが、東大阪市がどこまでついていってるのかということも次のとき

には資料として出せるものなら出していただけたらと思う。 

＜説明課＞ 

・立地適正化計画については、定量化された目標値を設定する必要があるので、

このことについては５年、もう少し短いサイクルが必要かと考えているが、そう

いった中で計画の総括はしていきたい。  必ず定量化した目標値というものを位

置づけることが国からも求められており、市としてもその設定が必要であると考
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えている。  また、バスについては、市としても大変苦慮をした。  市内にモノ

レールが来ることにより３駅が出来る。  来年度、新駅ができるということを含

めると、６０ヘクタールの中に３０の駅があるという事で、ほぼ市域は網羅され

る。 

一方で、委員の発言のとおり、非常に残念なことではあるが、バスの減便傾向

が続いている。  新たな参入会社も出てきてはいるが、まだバス網というものが

完全に確立されているとは判断できないので、立地適正化計画の中ではバス網を

使った計画は難しいと考えている。 

  まだ方向性は見えていないが、今年度以後、他部局で交通戦略的なものを考えて

いく。  その中で、バスも一つの題材、大きな柱として扱っていくべきだと考え

ている。 

＜審議委員２＞ 

 ・先般、自治会から、石切のバス路線を復活してほしい等の要望があったので、発

言させてもらった。 その後、一向に進んでないような感じもする。 

特に、自転車とかバイクでは山側のほうではしんどいというのを聞いているの

で、そういうところをどういうふうに網羅していくか。  やさしいまちづくりと

市は標榜しているのに、放置できない問題だと思う。  東西には確かに鉄道網が

出来ているが、南北も中央から東にかけては少し手薄になるのではないか。  人

口を定着させたり、呼び戻したり、いろいろなことを考えると、交通網は大切だ

と思う。  公共の交通として、バスも考慮すべきではないか。 

＜審議委員３＞ 

・今、都市の骨格構造の検討の報告を受けたが、主にハード面が中心の報告にな

るのだけれど、地域拠点以外でも、地域の生活圏で見た場合、現状約５０万人と

いう都市で人口減少したとしてもそれなりに人口密度があるという中で、この間

につくられてきた小・中学校や公民館、もしくはリージョンセンター等、住民の

数に合わせた色々な施設や商店街もあると思うが、そういう生活圏で徒歩を中心

したものも含めて、足での移動の観点からも地域拠点以外でも生活圏の設定とか、

他の部局とも検討が必要だろうと思うが、そういうところはどう考えているか聞

きたい。 

＜説明課＞ 

 ・立地適正化計画では、法的に要件を満たさなければならないのが、居住誘導区域

と都市機能誘導区域の２つの区域の設定である。  
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それぞれ生活圏の中心となる地、それを地域拠点という呼び方になろうかと思

うが、そのような法に基づかないエリア設定というものも現在視野に入れている。 

経済施策、商業施策、あるいは福祉施策、について担当部局と現在連携を始め

ており、意見を集約した上で、法に基づかないエリア設定というものも視野に入

れて考えていきたい。 

＜議長＞ 

 ・この計画は立地適正化計画という計画であるが、実際は東大阪の将来の市街地を

どうするかというかなり根本的な戦略的な話。  それで、国が決めている制度の

中で決める話と、独自にいろいろ考えていっても良い話があるので、その部分を

どういうふうに重ね合わせるか、それをしていく話なので、これで全て決めるわ

けではないが、これ以外に、こんなことも考えたらどうかという意見をいただけ

たらと思う。 

既に意見があった、居住誘導区域から外れるモノづくり推進地域として市が独

自に条例で進めているブルーの区域であるが、委員から指摘があった区域をどう

考えていくか。  それから、丘陵地の問題であるが、交通の問題も含めてどう考

えていくか。  それと商業の集積のあるようなところを経済政策としてどう位置

づけるかとかいう話だと思う。 

＜審議委員３＞ 

・当然、東大阪市でたくさんの方に住んでいただくということで、外部から新し

く東大阪市に住む方もおられると思うが、空き家が増えてくることから、空き家

の活用等もあると思う。  空き家がどの地域で主に増えていくというか、空き家

が多く出てくるとか調べているのか。 

＜説明課＞ 

 ・空家対策については市としても大きな問題であると認識している。 

本年４月から建築部に空家対策課を新設し、新たな制度設計に取り組んでいる 

ところである。  特に空家が集中して発生しているエリアというものは報告を受

けたことはないが、市域全体で発生しているとのことである。    

現在、都市計画室にデータがまだ集まってないので現状分析ができていないが 

空家対策課で検討が進められ、その連携も十分に図っていきたい。  居住誘導区

域の中で今後進めていかなければならない施策というものも立地適正化計画の中

で位置づける必要があるので、空家対策、あるいは防災対策、そういったものに

重点を置いていきたいと考えている。 
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＜審議委員３＞ 

 ・空家が増えれば増えるほど、その地域から人が減少、流出していくということも

あるので、空家の活用も含めて、各駅の交差するところ以外の拠点地域以外のと

ころでも、地域の生活圏を一定決めて、公共交通を使いながらも、特に徒歩とか

自転車で生活ができるようなそういう町を検討する必要があると強く思っている。   

ハード面以外でも、他の部局とよく調整してもらって、医療とか行政のサービ

スの問題とかも含めて、移動手段がないという地域が出てきているので、そこを

どうするかという意見を多数聞いている。  生活圏からどう考えるか検討してい

ただきたい。 

＜審議委員４＞ 

 ・私も借家を３０戸ほど持っており、空家が７戸、８戸出ている。 昭和４０年頃

に建てた借家がほとんど空家である。  これを壊して更地にすると固定資産税が

ぐっと上がる事になる。  そういう理由で、建てたままで放置するという状態が

今多いのだと思う。 例えば、空家を壊して更地にすれば５年間なら５年間、固

定資産税そのまま置いてあげるという制度があればいいのであるが、そこを何と

か考えれば、空き家の更地化が促進されるのではないか。 

＜議長＞ 

 ・一部では税の活用によって土地利用の活性化を図っていくということも考えてい

るので、空家もそう考えるようになるかもしれない。  ただ、そこまで踏み込ん

だ議論は未だ無い。 

＜議長＞ 

 ・住宅に対する考え方が変わってきて、例えば設備。 それから、女性が働くよう

になって、女性が働くことを前提にした住宅立地。  それから、娘さんがいる家

庭では、公共交通の不便なところではもう住宅の借り手がないと不動産業者が言

っている。というのは、勤めていなくても、最近はいろいろイベントがあり、夜

遅くまでする事がいっぱいあって、高校生でも夜遅く出かける人がたくさんいる。

すると、帰りを常に親が迎えに行かなければならないということでは困るので、

公共交通があるようなところでなければ住宅需要がなかなかないんだというよう

な話がありました。 全体的にいろいろな活動が２４時間にわたって展開される

ような中で、公共交通の便利さと治安の関係から、住宅に対する考え方もかなり

変わってきている。 

＜審議委員４＞ 
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 ・今まで近鉄バスが通っていたところが廃止になっている。 布施から私たちの家

の前を通っていたが、廃止になっている。  だから、モノレールを早くつくって

やってほしい。  そして、バスもシャトルバスを走らすとかそういうことを検討

していただきたい。 

＜議長＞ 

 ・なくなる以前に減便があって、夜早く、最終が８時ぐらいになるとか、減便が一

番影響してきますね。 

＜審議委員４＞ 

 ・近鉄バスは公共と違って、利益出なかったら廃止となるので、モノレールを早く

つくってやってほしい。 

＜審議委員１＞ 

 ・今、立地というか交通の便の話が出てきたので、私の知っている限りのことを申

し上げてから、少し要望を出させていただこうと思う。 

既に平成２５年の住宅・土地統計である程度明らかになっていることであるが、

駅から徒歩圏というのは、住宅数が多いので数の話をしてもということになるか

もしれないが、いわゆる１５％とか１４％とかいう空き家率の中には賃貸用の住

宅の空き家もあるので、それも念頭に置いていただいて聞いていただきたいが、

徒歩圏と言われているところに空き家が少なくて、徒歩圏外に多いのかというと、

そうではないのが東大阪市のデータとして既に出ている。 何が言いたいかとい

うと、今、立地適正化計画の中で検討すべき市場情報というのが、地価と将来の

人口推計のようなものに限られてしまっているというところが実態をなかなか把

握しづらい部分なのかなというふうに思う。  これに関してはいろんな分析があ

ると思うが、市場情報として土地の価格というのはなかなか扱いにくいというの

が実態ではないかなと思う。  全ての要素が土地価格の変動に入ってくるので、

一般の経済変動も入っているし、部分的な開発利益も入ってくるし、あるいは市

場の構造変化のようなものも入ってきて、それが全てめぐりめぐって最終的に地

価に帰着するという構造からすると、それを全部解き明かして分析するというの

は正直言って、評価をやってきた側の人間とすれば、一通りの説明を聞かれても、

恐らくなかなか整理しにくいだろうと思う。  そういう意味では、より身近な市

場情報とすれば、例えば先ほど出ていた賃貸住宅だとか中古マンションの市場デ

ータというのは、民間のほうで結構流通しているものもある。不動産事業者の

方々が使っておられるようなデータも、ある一定のものであれば使えるというこ
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とがあって、現に私も研究で使わせていただいているものがあって、それはそれ

なりの状況が出てくる。  具体的には、市場滞留期間という、現在募集情報を流

している中で、登録されてからどのぐらい経過しているものがその中に含まれて

いるのかというのは、ある意味、将来の空家を示唆するようなデータとして非常

に貴重ではないかなというふうに思うので、そういったものも、別に国が推奨し

ていないから使わないということではなくて、使えるものは、ぜひ積極的に検討

いただければと思う。 

＜議長＞ 

 ・委員の指摘のあったところは、町の実際の小さな動きというのは、なかなかデー

タがない。  リアリティのあるデータの一つは町の不動産屋さんが持っているデ

ータで、しかも、どのくらいの形で回転が早いか、売りに出してからどれくらい

のところで成約ができるかという期間の短さ。単にマーケットの、戸数の問題で

はなくて、それが人気があるのかないのかを如実に反映したものということです

ね。 

＜審議委員５＞ 

 ・私は、教育学部にいるので、気になるのは、保育所や幼稚園等学校の統廃合とか、

人口が減り子供が減ると、どこかを減らさざるを得ないのであるが、そういう話

は今のところは出てこないのか、考えておられるのか聞きたい。 

＜説明課＞ 

 ・これまでにも報告したが、保育所の立地状況、あるいは小学校、中学校の立地状

況も検討させていただいた。   現時点で充足をしておるという判断は一定して

いる。  ただ、人口減を迎えるので、当市の教育委員会でも統廃合計画というの

が進められており、１回目の統廃合計画が進められている。   今後については、

人口の張りつきと、子供の数等と検討していくと、現在、教育委員会からは聞い

ている。   冒頭で報告したように、検討委員会、あるいは幹事会を開催してい

るので、その中で、教育委員会や子どもすこやか部の部長にも入っていただいて

いる。 この辺で、非常に密な連携はとっていきたいと考えている。 

＜議長＞ 

 ・委員指摘のとおり、先ほどの居住誘導区域を指定した図と、例えば小・中学校の

校区の問題、それから通学路の問題とかいう話。多分、モノづくり推進地域の中

を通っていくような事も十分ある。そこも勘案してブルーのところをどう考えて

いくかですよね。 
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＜審議委員３＞ 

 ・計画案が成立した場合は法的に拘束力があるのか。それと、これができた場合、

今までの条例との兼ね合いはどうなるのか。  

余りにも話が大き過ぎて、のみ込めない。もっとかみ砕いて、例を挙げて一つ

一つ説明してもらえたらわかりやすい。  

東大阪市は住んでよかったまちづくり、住みたいまちづくりというのを目標に

掲げている。まだ達成してないのにこのようなものが出てきたなという印象であ

る。 

＜説明課＞ 

 ・立地適正化計画については、さまざまな分野を包含しており、大きな問題という

のは認識している。 今後とも、できるだけかみ砕いての説明、工夫をした説明

を心がけたい。 

法的拘束力については、特に居住誘導区域、それから都市機能誘導区域は、こ

れまでの都市計画の手法で用いてきた用途地域等建築基準法の単体規定・集団規

定のように、即何かを規制するというものではない。１０年後、２０年後、人口

減の社会においてどうやって人口密度を維持するかということの問題に対処する

計画であるので、緩やかに誘導してまいりたい。 国もそう考えている。 

その誘導施策に対して何らかのインセンティブを与えていくというような考え

方なので、何か罰則を与えるものではないということを理解いただきたい。 

＜審議委員３＞ 

 ・先ほど、委員の発言のあったように教育とか保育とかいろいろなことがある。 

特に東大阪市には５つの大学がある。この大学の子供たちに東大阪市に定住して

もらえるような施策も考えてみればどうか。  大学生だけでも５、６万人居ると

思うし、その半分でも定着してもらえれば人口も増えるだろうし。  そして、東

大阪市に住んでもらったら中小零細企業へ就職してもらうとか。 

 大学が５つもあるのだから、何とか学生さんに東大阪に住んでもらうような方

策を出してほしいと思う。  

人口を増やそうとするなら、まずは子どもを設けてもらわないといけない。 

例が悪いかもしれないが、昔戦争中は産めよ増やせよという基盤があった。この

基盤があってこそ、戦後３０年経てば、もとの日本に戻ったのだから、やっぱり

人、何もかも人があってこそモノづくりも物流も全て動くと思う。 

希望としては、大学の子供たちに何とか東大阪市に定着してもらうような方法
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を考えてほしい。 この立地適正化計画、良い計画だと思うが、これを５年、１

０年先に実現できるかは行政の手腕ですね。 

＜説明課＞ 

  ・今の委員の意見であるが、非常に大切な部分かと思っている。 昨年度、産学

官連携の中で、この５大学の学生さんをいかに東大阪市に住んでいただけるか、

東大阪市でいかに働いていただけるかということを研究テーマとして大学の先生

方とともに研究をしてきたところである。 今年度は企画部と経済部のほうで、

政策の実現に向けて検討に入られているというふうに聞いている。まだ検討中で

あるが、それを立地適正化計画の中でどう位置づけるか、どう表現するか今後工

夫してまいりたいと思っている。 

＜審議委員１＞ 

  ・私も地元の大学の人間なので、少し今のお話に関して申し上げたい。結論から

言えば、我々は、我々の卒業生を縛るというようなこともできないし、どこかに

誘導するというようなこともできない。 我々は教育として、自分たちが社会の

中でどのように自律的に生活をしていけばいいかというようなことについていろ

いろと、少なくもと本学は教育しているということで、適切な判断ができるよう

に学生たちへの教育に取り組んでいる。 東大阪市が、少なくとも本学の学生に

居住地として判断されていないというようなことはないということも実はアンケ

ートをとっていて明らかであるが、ただ、他都市も都市間競争をやっているわけ

なので、ある学生の考えによれば、東大阪市より、より魅力があればそちらのほ

うに行くというのは、これは自由である限りは仕方がないわけです。 東大阪市

がやっておられることというのは、東大阪市の歴史なり文化なりを踏まえて、東

大阪市らしいまちづくりを今までも取り組んでこられたし、それを推進しておら

れるというふうに思う。 みんながみんなそれに共感するかどうか、それは私に

はわからないことですけれども、少なくとも東大阪市の取り組みに関して共感を

得ておる人が私の周りに決して少なくない。ということからすれば、より魅力の

あるまちにしていく、これから２０年、３０年先も見通したような形で大きな立

地の方向性を示すものが立地適正化計画のもともとの主眼であって、今、それを

形式的に国土交通省が立地適正化計画制度という形でやっておられるにすぎない

というふうに思う。私としては、働く場としてのモノづくりの場というものを、

学生たちにその魅力をより感じてもらいたいなというふうに思いますし、魅力を

感じて東大阪市のモノづくりの場で働きたいという若い人たちがいるのならば、
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その人たちにできるだけ地元に住んでいただけるように、学生、あるいは若い人

たちに魅力のある居住地と思われるような居住誘導区域を考えていただくと。 

その中で、実際に活動されるのは民間の方々だと思いますから、民間の方々が

そういう住まいというものを、いいものをつくっていただくように、それこそ立

地適正化計画とのつながりの中で、ほかの施策の中でそういったものが取り扱わ

れていくようになれば、多分、この立地適正化計画そのものが生きてくるのでは

ないかなというふうに考えています。 

＜議長＞ 

  ・立地適正化計画というのは、ここに書いているような大きな骨組みを決めるよ

うな話で、実際東大阪市にはいろんな町がありますけど、その町をどう育ててい

ったらいいか、この町はこんな形に育っていきそうだという展望を持って、それ

に手を加えていろいろ常にやっていくということがいい町を育てる話だというふ

うに思います。 私も長く東大阪市にかかわらせていただいて、大学も多いし若

者が住んで、若者から人気のあるような町だったらどこかなという話をずっとし

て、八戸ノ里とかああいうところ。 今度、市民会館ができるようなこともあっ

て、そういうふうな話で育てられるし、それから東大阪市では瓢箪山を私はずっ

と着目しているんですけど、高齢者の住みやすい町という、東京の巣鴨、西の瓢

箪山と私は言っているんですけども、いろいろな面で物凄く整備がされていると

いうような形で、それぞれ育て方。 それから、布施の駅前も今周辺にマンショ

ンができて、イオンの中の売り場を見たらそれがすごく感じられます。 実際、

赤ちゃんの衣類とか、そういうふうな若い夫婦の衣料品がたくさん並んでいるの

で、そういうふうに町が育ってきているわけですから、そういう形で、そういう

ふうなイメージも独自に持っていくことが大事かなと思いますけど。 

   ほかになければ、本日は終わりにさせていただいてよろしいでしょうか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

＜議長＞ 

  ・それでは、本日、報告案件について協議いただくのは、これをもちまして終了

したいと思います。 それでは、これをもちまして本日の日程を終了いたします。 

  議事進行に御協力いただきまして、ありがとうございました。 


