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第１章 都市計画道路とは 

１．都市計画道路の定義と役割 

都市計画は、都市内の限られた土地資源を有効に配分し、都市施設用地、建築敷地及び

自然環境などを適正に配置することにより、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動

を確保しようとするものです。 

都市計画道路は、この都市計画に位置づけられる都市施設であり、都市の健全な発展と秩

序ある整備を図るための基盤施設として、その他の道路とともに都市の骨格を形成するととも

に、都市の自動車交通体系の根幹となる道路であります。以上のことから、都市計画道路は、

将来の都市の発展状況や交通需要に対応するよう決定されています。 

また、道路には、円滑な移動を確保するための「交通機能」だけでなく、下水道、電気、電話

などの収容空間や防災空地としての「空間機能」、都市構造を形成し街区を構成する「市街地

形成機能」といった多様な役割を有しており、市民の生活と都市活動に欠かせない重要な施

設であるため、都市計画の中で都市計画道路を定めています。 

 

図 1-1 都市計画道路の 3 つの機能 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

空間機能 
〇環境空間機能 

景観、日照、相隣などの都市環境保全のための空間  

〇収容空間機能 

地下鉄等の公共交通を導入し、上下水道・ガス・電気・電話等

の施設を収容する空間  

市街地形成機能 
 

都市構造や土地利用の方向を形成する機能 

一定規模の宅地を区画する街区を形成する機能 

〇トラフィック機能 

人や物資の移動の通行空間としての機能 

〇アクセス機能 

沿道の土地利用のための出入り、自動車の駐停車、貨物の 

積卸し等の沿道サービス機能 

交通機能 

資料：「都市計画概論（加藤晃）」 
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① 

② 

③ 

④ 

２．都市計画道路の種類 

都市計画道路は、その機能に応じて、「自動車専用道路」「幹線街路」「区画街路」「特殊街

路」の 4 種類に区分されています。（表 1-1） 

 

表 1-1 都市計画道路の種類 

① 自 動 車 専 用 道 路 

都市間高速道路・都市高速道路・一般自動車道など専ら自動

車の交通の用に供する道路で、広域的な交通を大量にまた、

高速に処理する 

② 幹 線 街 路 
都市の主要な骨格を成す道路で、都市に出入りする交通及び

都市内相互の交通を主として受け持つ道路 

③ 区 画 街 路 
街区や宅地の外郭を形成する日常に密着した道路。地区内の

交通を集散させるとともに、宅地への出入り交通を処理する 

④ 特 殊 街 路 
専ら歩行者、自転車・モノレール・路面電車など自動車以外の

特殊な交通の用に供する道路 

 

このうち幹線街路については、都市の拠点間を連絡し、自動車専用道路と連携し、都市に

出入りする交通や都市内の重要な地域どうしの交通に供し、特に高い走行機能と交通処理機

能をもった「主要幹線街路」、都市内の各地区または主要な施設相互の交通を集めて処理し

住居環境地区等の都市の骨格を形成する「都市幹線街路」、主要幹線街路や都市幹線街路

で囲まれた区画内に発生集中する交通を効果的に処理する「補助幹線街路」に分類されてい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

高都市計画道路 

以外の道路 

都市計画 

道路 

高 

低 

幹線性 

図 1-2 道路の機能分類 図 1-3 道路網構成の一例 

補助幹線街路 

補助幹線街路 

区画街路 幹線街路 

幹線街路 

主要幹線街路 

至 高速ＩＣ 

国土交通省「都市計画運用指針」をもとに作成 
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３．都市計画法による建築制限 

都市計画施設として定められた道路等の区域内では、将来、道路を築造する場合に大きな

支障をきたさないように建築物の建築が制限されます。区域内に建築しようとする時は、都道

府県知事（*注）の許可を受けなければなりません。（都計法第 53 条） 

この許可の申請があった場合、建築物が次の要件に該当する時は、都道府県知事（*注）、

は、許可をしなければなりません。（都計法第 54 条） 

なお、事業認可又は承認された都市計画区域内には原則として建築物を建築することはで

きません。（都計法第 65 条） 

（*注）指定都市、中核市又は特例市の場合は同市長 

    

 

 

 

 

 

 

 

 ◆建築制限の緩和措置 

大阪府下の自治体（大阪市を除く）では、道路整備が事業化までに長期間を要することが

見込まれるなか、近年の社会状況の変化を踏まえ、土地の有効利用を図る観点から、都市計

画事業の支障にならない範囲で、都市計画法第 54 条許可基準「建築物の階数が 2 階以下」

を「建築物の階数が 3 階以下」とし、3 階建てまで建築できるよう建築制限の緩和運用を図って

います。（平成 9 年 1 月１日より） 

都市計画道路 

区    域 

現況道路区域

①階数が 2 階以下で、かつ、地階を有しないこと 

②主要構造物が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これらに類する構造であること 

③容易に移転し、もしくは除却することができるものであること 

は建築制限がかかる建築物の部分 

都市計画道路の計画線 

図 1-4 都市計画道路区域の建築制限 

現行の道路境界線 

敷  地 

建 築 物 

都市計画道路の計画

線まで後退すれば 

①～③の制限はかか

らない 
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４．都市計画の決定権者 

都市計画を定める者については、都道府県が定める都市計画と市町村が定める都市計画

が規定されています。（都計法第 15 条） 

本来、都市計画は都市行政上の基礎的な単位である市町村が主体的に定めるものであり

ますが、一方では、都市の広域化に対処して、国又は都道府県からの広域的調整の必要性も

あるため、広域的な観点から定めるもの、根幹的な施設については限定的に都道府県が定め

るとされています。 

また、市町村が定める都市計画は、市町村の都市計画審議会の議を経て決定するものとさ

れています。（都計法第 19 条） 

 

表 1-2 道路の種類と都市計画決定権者 

決 定 権 者 の 区 分 

市  町  村 
道 路 の 種 類 等 

都道府県
指定都市

その他の

市町村 

備     考 

一  般  国  道 ○    

都 道 府 県 道 ○ ○   

その他の道路（市町村道等）  ○ ○  

高速自動車国道 ○    

都市高速道路等 ○   阪神高速道路を含む 自動車専用道 

そ の 他 ○ ○   

 

※地域主権改革一括法（第 2 次）の施行に伴い、平成 24 年 4 月 1 日より、都市計画に関する決定

権限の多くが都道府県から市町村に委譲されました。その一環として、本市の都市計画道路に

ついても、従前に府決定であった 4 車線以上のその他道路が市決定となり、権限委譲後の決定

権者は 

   府決定路線：一般国道、府道に重複する路線 

   市決定路線：府決定路線以外の路線    

  となっています。 
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第２章 都市計画道路の現況 

１．都市計画道路の経緯 

東大阪市では、布施市が特別都市計画法の適用を受けて、1946（昭和 21）年 9 月に戦前か

ら決定されていた道路をすべて廃止し、新たに決定しなおしたのが、現在の都市計画道路の

最初です。枚岡市・河内市ではそれぞれ、1957（昭和 32）年と 1958（昭和 33）年に決定され、

三市合併で東大阪都市計画に改められたあと、1969（昭和 44）年 5 月に全体の整合が図られ、

ほぼ現在の道路網が形づくられました。 

その後、1978（昭和 53）年に種別等が改められたほかは、事業に伴う変更等が行われてきま

した。しかし、決定より長期間を経過しても事業に着手していない路線も多く、社会経済情勢の

変化等を踏まえて見直しを進め、2006（平成 18）年 2 月 21 日必要性の低い路線を廃止すると

ともに車線数を決定しています。 

表 2-1 東大阪市都市計画道路の経緯 

東大阪市の状況 
時代背景 

道路を取り巻く 

社会状況 道路計画・整備状況 計画決定状況

 

昭和 20 年代～30 年代前半 

<戦争復興の時代> 

 

終戦 

戦災復興 

 

・都心部への人口集中と

共に経済は大きく回復し、

増大する交通混雑の緩和

と 物 資 輸 送 の 強 化 の た

め、多くの都市計画道路

が計画決定された。 

 

・布施市が特別都市計画法の適用を

受けて、昭和 21 年 9 月に戦前から決

定されていた都市計画道路を全て廃

止し、新たに決定をし直した。また、

昭和 32 年に枚岡市に、昭和 33 年に

河内市がそれぞれ道路を決定した。 

 

 

昭和 21 年（26）

昭和 32 年（14）

昭和 33 年（ 6）

 

昭和 30 年代後半～40 年代 

<高度成長型社会の時代> 

 

東海道・山陽新幹線開通 

名神高速道路完成 

日本万国博覧会開催 

オイルショック 

東京オリンピック 

 

・都市の均衡ある発展を目

指すと共に、高度成長期

を向え、急激なモータリゼ

ーションに対応するため、

多くの骨格的な都市計画

道路が計画決定され整備

された。 

 

・昭和 42 年、三市合併で名称が東大

阪都市計画に改められた後、昭和 44

年に全体の整合が図られ、ほぼ現在

の道路網が形成された。 

・国道 308 号沿いに 100ha を超える大

規模なものを含む区画整理事業（西

部、東大阪開発都市区画整理事業）

により、道路の整備が進んだ。 

・さらに、万博開催に伴い、大阪中央

環状線、大阪外環状線（国道 170

号）、築港枚岡線（国道 308 号）、近

畿自動車道が整備された。 

 

 

昭和 38 年（ 1）

昭和 39 年（ 2）

昭和 41 年（ 2）

昭和 44 年（ 3）

昭和 46 年（ 2）

 

 

昭和 50 年代～平成 3 年前後 

<安定成長型社会の時代> 

 

バブル景気、中部沖地震 

 

 

・市街地の拡大と経済成

長に支えられ、都市計画

道路 は着 実 に 整備 され

た。 

 

・阪神高速道路東大阪線、第二阪奈

道路が整備された。 

 

平成元年（ 1）

 

平成 3 年前後～現在 

<成熟社会の時代> 

 

阪神淡路大震災 

地球温暖化防止京都会議 

明石海峡大橋開通 

東北大震災 

 

 

・既存の都市基盤整備の

大規模更新や公共投資力

が低下、バブル経済崩壊

に伴う民間活力の低下な

どにより、残された長期未

着手路線の整備は余り進

んでいない。 

 

・駅前再開発事業（近鉄布施駅北

口、近鉄若江岩田駅前、近鉄河内花

園駅前）、鉄道高架事業（近鉄奈良

線、JR おおさか東線）、中部区画整

理事業などの事業と併せて道路が整

備された。 

・平成 18 年 2 月必要性の低い路線を

廃止すると共に車線数の決定を行っ

た。 

 

平成 4 年（ 4）

平成 11 年（ 8）

平成 15 年（ 1）

平成 22 年（ 1）

 

15 路線 19 区間

23.27km廃止 

（内全線廃止は

8 路線） 
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２．計画延長と整備状況 

東大阪市の都市計画道路は、2012（平成 24）年 4 月 1 日現在、63 路線 168.50ｋｍが都市計

画決定されています。道路線種別に見ると、計画延長のうち 93.4%（50路線 157.45ｋｍ）を幹線

街路が占めており、自動車専用道路、区画街路、特殊街路の割合は小さくなっています。 

表 2-2 道路種別別都市計画決定延長(H24.4.1) 

計画決定延長（km）  

下段は 

路線数 

大阪府 

決定 

東大阪市

決定 

構成比（%） 

自動車専用道路 
6.72

（1）

6.72

（1）
- 4.0 

幹 線 街 路 
157.45

（50）

81.37

（17）

76.08

（33）
93.4 

区 画 街 路 
3.87

（6）
-

3.87

（6）
2.3 

特 殊 街 路 
0.46

（6）
-

0.46

（6）
0.3 

合 計 
168.50

（63）

88.09

（18）

80.41

（45）
100.0 

 

 

計画決定された路線のうち、整備済延長は 77.98ｋｍ（46.3%）となっています。これは、東部

大阪都市計画区域の他の自治体の都市計画道路の整備率に比べるとやや低い水準にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、都市計画道路の 9 割以上を占める幹線街路は 69.7ｋｍ（44.3%）が供用されていますが、

平成 7年 3 月の整備率と比較すると、2006（平成 18）年 3 月に廃止した路線を勘案して、17年間

で 41.3％から 44.3％へとわずか 3.0%上昇したにとどまっており道路の整備はなかなか進んでい

ません。（数値は 2012（平成 24）年 3 月 31 日現在）

図 2-1 道路種別別整備率(H24.3.31) 

図 2-2 近隣自治体の都市計画道路整備状況(H23.4.1) 
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３．未着手区間の状況 

都市計画道路の未着手区間としては、未改良区間（71.67ｋｍ）と概成済区間（10.56ｋｍ）があり、

合わせて 82.23ｋｍが事業未着手となっています。未着手区間の全てが、都市計画決定後 30年

以上経過した「長期未着手区間」となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 2-3 未着手区間の経過状況(H24.3.31) 

経 過 年 数 決定時期 路 線 数 
未着手延長

（km） 
決定権者 

10 年未満 H14～H23 0 0.00  

10 年以上 40 年未満 S47～H14 0 0.00  

40 年以上 50 年未満 S37～S46 3 6.77 東大阪市(3) 

50 年以上 S36 以前 32 75.46 東大阪市(20) 大阪府(12)

合        計 35 82.23  

 注記）決定権者欄の（ ）内の数字は、権限委譲（H24.4.1）後の路線数を表す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-3 整備状況別延長(H24.3.31) 
概成済 

10.56km 

12.8％ 

未着手延長 

82.23ｋｍ 

71.67km 

 87.2％ 

未改良 

◆事業未着手の都市計画道路とは 

 都市計画決定がなされた事項（幅員や路線数、立体交差などの構造等）通りに完成していな

い都市計画道路（路線または区間） 

 

◆概成済区間とは 

 整備済以外の区間のうち、路線として都市計画道路と同程度の機能を果たしうる現道（概ね

計画幅員の 2/3 以上または 4 車線以上の幅員を有する道路）を有する区間 

 

◆長期未着手区間とは 

都市計画道路の計画目標年次としては、概ね 20 年を目標として長期的な整備水準を検討

し、都市計画を定めることが望ましいといわれています。一方、都市計画道路の整備にあたっ

ては、事業着手から概ね 5～10 年程度要することから、決定後概ね 30 年以上経過した都市計

画道路を「長期未着手区間」と呼んでいます。 

計画延長 

168.50ｋｍ 

整備済 

77.98km 

 46.3％ 

未着手 

82.23km 

 48.8％ 

事業中 

4.9％ 

8.29km 
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４．事業中の道路 

   東大阪市域の都市計画道路で現在事業が実施されている路線は、20 路線 8.29km です。

事業中の路線名と延長距離は以下の通りです。（（ ）内は都市計画決定権者を示す。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（市）菱江玉串線      0.28km 

（市）大阪金岡線      0.08km 

（市）大阪瓢箪山線     1.15km 

（市）俊徳道駅前線     0.11km 

（府）山麓線        0.23km 

（市）奈良線附属街路    2.39km 

（市）大阪外環状線附属街路 0.38km 

（市）足代四条線   0.44km 

（府）渋川放出線   0.22km 

（府）大阪枚岡線   0.90km 

（市）小阪稲田線   0.59km 

（府）大阪外環状線  0.84km 

（市）太平寺上小阪線 0.33km 

（府）八尾枚方線   0.35km

※奈良線附属街路は 5 路線、大阪外環状線附属街路は 3 路線の合計延長 

（H24.3.31 現在） 

未着手区間 

未改良区間 概成済区間 

事業中区間 
改良済 

区間 

都市計画決定がなされた区域 

<参考：事業着手の都市計画道路の定義> 

資料：福岡県都市計画道路検証方針 
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第３章 都市計画道路見直し検討の背景と必要性 

１．都市計画道路見直し検討の背景 

 （1）国における都市計画の見直し方針の明示 

   国は、平成 12 年に改正都市計画法に関する考え方を示す「都市計画運用指針」を策定し、

道路に関する都市計画の見直し方針が明示されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【都市計画運用指針（平成 12 年 12 月）における見直しの考え方】 

◇道路の都市計画においては、都市計画基礎調査や都市交通調査の結果等を踏まえて 

必要性の検証を行うべきである。 

◇また、地域整備の方向性の見直しとあわせて必要がある場合見直すべきである。 

◇都市計画道路の変更を行う場合は変更理由を明確にすべきである。 

◇長期未着手路線の見直しは都市及び都市計画道路全体の中で見直しすべきである。 

 

＜都市計画運用指針抜粋＞ 

（８）道路に関する都市計画の見直し  

   道路の都市計画については、都市計画基礎調査や都市交通調査の結果等を踏まえ、 

また、地域整備の方向性の見直しとあわせて、その必要性や配置、構造等の検証を行い、 

必要がある場合には都市計画の変更を行うべきである。この場合、地域整備のあり方とあ 

わせて、地域全体における都市計画道路の配置、構造等についての検討を行うべきであ 

り、また、過去に整備された道路の再整備についても、必要に応じ検討を行うことが望まし 

い。また、都市計画道路の変更を行う場合には、その変更理由を明確にした上で行うべき 

である。  

   長期にわたり未整備の路線については、長期的視点からその必要性が従来位置づけら 

れてきたものであり、単に長期未着手であるとの理由だけで路線や区間毎に見直しを行 

うことは望ましくなく、都市全体あるいは関連する都市計画道路全体の配置等を検討する 

中で見直されるべきである。これらの見直しを行う場合には、都市計画道路が整備されな 

いために通過交通が生活道路に入り込んだり、歩行者と自動車が分離されないまま危険 

な状態であるなど対応すべき課題を明確にした上で検討を行う必要がある。  

  都市計画道路の廃止や幅員の縮小は、例えば都市の将来像の変更に伴い想定してい 

た市街地の拡大が見直されるなどにより当該道路の必要性がなくなった場合や、都市計 

画道路の適切な代替路線を別途計画する場合等が考えられるが、変更を行う場合には 

その変更理由を明らかにした上で行うべきである。また、代替路線を計画する場合は、新 

たな建築制限が課される関係者を含めた地域社会の合意形成の必要性も念頭において 

検討を行うことが必要であると考えられる。  
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 （2）平成 18 年の都市計画道路見直し 

   「大阪府都市計画道路の見直しの基本的方針」に基づき、以下の項目により評価し、見直し

を行いました。見直しの結果、15 路線、19 区間、23.27kmを廃止しました。 

 

◆平成 18 年都市計画道路見直し評価項目 

          〇上位計画による位置づけ 

          〇配置バランス 

          〇ネットワーク・アクセス性 

          〇防災機能、空間機能、面整備との一体性 

          〇代替機能 

          〇支障要因 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （3）今回都市計画道路見直し検討の背景 

   平成 18年の見直し以降、地域整備の方向性の見直しが進められるとともに、都市計画を取

り巻く環境にも変化等が生じてきました。 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  ＜見直しの背景＞ 

①市街地拡大の収束傾向 

  ②高齢社会の到来 

③環境問題への取り組み 

④まちづくりに対する意識の変化 

⑤公共事業の見直し 

⑥地方分権時代の到来 

⑦関係法令の改正 

○都市計画運用指針の策定 

平成 18 年都市計画道路の見直し 

図 3-1 平成 18 年都市計画道路見直しの背景 

図 3-2 今回の都市計画道路見直しの背景 

＜見直しの背景＞ 

①将来まちづくり計画の策定・改訂 
◇本市第 2次総合計画後期基本計画の策定 
◇東部大阪都市計画マスタープランの改訂 

◇本市都市計画マスタープランの見直し（改

訂予定） 

  ②大阪府の都市計画道路の見直し 
◇府決定路線の都市計画道路の見直し 

③建築制限に対する司法の見解の変化 
◇長期未着手による建築制限の課題 

今回の都市計画道路の見直し 

平成 18 年都市計画道路の見直し 
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①将来まちづくり計画の策定・改訂 

     人口減少・超高齢社会に対応した都市構造改革を図るため、国の社会資本整備審議会

において、集約型都市構造の実現を目指すとともに、新たな都市交通施策のあり方が答申

されました。また、大阪府においても、府の都市計画審議会により、成熟社会における都市

マネジメントの重視を基本姿勢とする都市づくりのあり方が答申されました。 

これらを受け、都市の将来像や都市整備の方向性を示す計画等も策定、または改訂され

ました。 

 

○東大阪市第 2 次総合計画後期基本計画の策定 

平成 22 年 3 月に策定された「東大阪市第 2 次総合計画後期基本計画」は、平成 15

年 2 月に策定の「東大阪市第 2 次総合計画基本構想」にある、施策の大綱を具体化・体

系化した計画です。平成 32 年を目標年次とする本市のまちづくりの基本方針を明らかに

しています。 

 

 

 

 

 

○東部大阪都市計画区域マスタープランの改訂 

平成 16 年 4 月に策定された都市計画区域マスタープラン（東部大阪都市計画区域は平

成 18年 2 月に一部改正）は、その目標年次である平成 22 年を迎えたことや、「成熟社会に

おける大阪の都市づくりのあり方（大阪府都市計画審議会）」の答申を踏まえた内容とする

ため、平成 23 年 3 月に都市計画区域マスタープランの改訂が行われました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【課題】 東部大阪都市計画区域マスタープランにおいては、東部大阪広域都市圏にお

ける今後 10 年間の道路の方針が示されているが、当該方針を踏まえない場合は、本市

を含めた広域的な交通網体系の整合が図られず、本市における円滑かつ効率的なネッ

トワークが形成されない恐れがある。 

【課題】 東大阪市第 2 次総合計画後期基本計画においては、市全体のまちづくりの観

点から平成 32 年を目標年次とする本市のまちづくりの基本方針が示されており、当該基

本計画に示されたまちづくりとの整合を図る必要がある。 
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○東大阪市都市計画マスタープランの見直し（改訂予定） 

「東大阪市第 2 次総合計画」は平成 15 年から新しくスタートし、また東部大阪都市計画

区域マスタープランも平成 23 年度に見直されました。 

このため、近年の社会情勢の変化やまちづくりの課題への対応をはじめ、これら上位計

画との整合を図る必要があることから、現在、都市計画マスタープランの改訂を進めている

ところです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■東大阪市第 2 次総合計画基本構想 
・将来都市像 

「夢と活力あふれる 元気都市・東大阪」 
・土地利用の将来像 

「歴史と文化を活かした「住み、働き、学び、憩い、楽しむ」環境の調和 
・施策の大綱 

①市民が主体となったまちづくり     

②市民文化を育むまちづくり       

③健康と市民福祉のまちづくり 

 
■東大阪市第 2 次総合計画後期基本計画（部門別計画のうち道路に関連する計画） 

【安全で住み良いまちづくり】      

・危機や災害への備えが万全なまち 

・安全で快適な市街地のあるまち   

・水と緑に親しめるまち         

・良好な住まいのまち 

・安全で便利な交通機関や道路のあるまち 

 
■新しい時代の都市計画はいかにあるべきか （社会資本整備審議会答申） 

○集約型都市構造の実現 （一次答申平成 18 年 1 月 31 日） 

都市圏内で生活する多くの人にとって暮らしやすい都市構造の実現が必要 【都市構造改革】 

・超高齢社会における都市機能へのアクセシビリティの確保 

・既存ストックの有効活用等による都市経営コストの抑制 

・多様な都市機能の集積による賑わいの創出 

・自然環境負荷の低減等 

○都市交通施策のあり方 （二次答申平成 19年 7 月 20日） 

・「選択と集中」による道路整備の重点化 

・歩行者空間の復権と積極的整備 

・都市の装置としてハード・ソフト両面から公共交通を再生 

・つなぎ施設（交通結節点、駐車場等）の整備 

・物流交通への対応 

 

■成熟社会における大阪の都市づくりのあり方 （平成 18 年 7 月大阪府都市計画審議会答申） 

 

・「ふる里大阪」として誇れる都市づくり 

・「集積と交流による都市活力」の再生・創出 

・「緑に縁取られた集約・連携型都市構造」の強化 

【課題】 都市計画道路は、都市計画マスタープランにおける将来都市像を実現するた

めの骨格をなすものであり、整合が図られなければ、本市の将来都市像によっては都市

計画を維持することに、客観的合理性を欠くと判断される恐れがある。 

【活力ある産業社会を切り拓くまちづくり】 

・モノづくりが元気なまち 

・買い物しやすいまち 

・産業活動にとって魅力あるまち 

④活力ある産業社会を切り拓くまちづくり 

⑤安全で住み良いまちづくり 
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■東部大阪都市計画区域マスタープラン（平成 23 年 3 月 大阪府） 

 

○今後の方針（道路） 

・大阪都市再生環状道路の整備を進めます。 

・高槻から神戸までの間で平成 30 年度末の供用開始を目指し、新名神高速道路の整備を促 

進するとともに、未着手区間（高槻から京都八幡まで）の早期着手を目指します。あわせて、 

新名神高速道路へのアクセス道路の整備を進めます。 

・また、高速道路ネットワークの有効な活用を図るため、ハイウェイ・オーソリティ構想※の 

実現に向けての検討を引き続き実施します。 

・渋滞緩和・解消を図るため、バイパス整備や交差点改良等により、効率的なネットワーク 

を形成します。 

・歩行者の安全・安心を確保するため、歩行者・自転車走行空間の確保やバリアフリー化等 

を実施します。 

 

※国と地域の役割分担を明確にした上で、どの高速道路でも同じ距離を走れば同じ料金に 

なるよう利用しやすい料金体系に一元化し、その料金収入により地域自らが戦略的に優先 

度合の高い路線等の整備や維持管理を行う構想。 

 
■東大阪市都市計画マスタープラン（案） 
 

○まちづくりのテーマ 

①いきいき暮せる安全で快適なまち 

②創造性あふれる活力のあるまち 

③人と地域とがつながる魅力あふれるまち 

④市民みんなでつくるみんなのまち 
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  ②関連計画等の見直し 

  ○大阪府における府決定路線の都市計画道路の見直し 

大阪府では、平成 15 年度から 18年度にかけて、都市計画道路の見直しを実施しました

が、今般の社会情勢の変化等を受け、前回の見直し方針を踏襲しつつ、新たな視点を加味

した「都市計画（道路）見直しの基本方針」を平成 22 年度（平成 23 年 3 月）に策定し、これ

に基づき平成 23 年度から平成 25 年度の 3 ヵ年の予定で、再度、大阪府決定の都市計画

道路の見直しを進めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【課題】 本市内の道路網は、大阪府が決定する広域レベルの道路と、本市が決定する地

域レベルの道路が、適切な機能分担の下に連携することにより、都市計画道路網として効

果的に機能するものである。 

このため、大阪府における見直しと整合した都市計画道路の見直しを実施しなければ、

本市の都市計画道路は、道路網として適切な機能が発揮できなくなる恐れがある。 

なお、大阪府の見直し素案に対し、本市全域のネットワークやまちづくり等の観点から再

確認を行い、その結果を踏まえ、素案の変更を大阪府に要請していく必要がある。 

 

■都市計画（道路）見直しの基本方針（平成 23 年 3 月 大阪府） 

 

○長期未着手都市計画道路の見直し 

・安定・成熟社会における都市計画道路の役割を精査 

・事業未着手路線の必要性を検証し、計画廃止などの見直しを実施 

→これにより、道路予定地に係る建築制限の解除につながる。 

 

○必要性の評価・検証 

①道路ネットワークを確保 

・放射・環状軸の道路ネットワークを確保 など 

②都市防災性の向上 

・密集市街地における延焼遮断空間や避難路を確保 など 

③安全・円滑な通行機能の確保 

・現道からの拡幅により安全・円滑な通行機能を確保 など 

④路線毎の個別特性 

・個別特性により整備効果が期待される路線道路の今後の方針 など 

 

○実現性の検証 

①財政面 

・整備着手の目処（概ね 30 年以内） 

②支障物件・構造 

・寺社仏閣や地形状の制約の有無 など 

③進捗度 

・関連事業の進捗度 など 

④その他 

 ・計画決定後の経過年数 など 
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  ③都市計画道路を取り巻く環境の変化 

  ○長期未着手による建築制限の課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【課題】 都市計画道路における建築制限について、平成 20 年の伊東市における最高裁

判例で、“都市計画は合理的な現状認識及び将来の見通しに依拠されたものでなければ

ならない”とした趣旨の判決が下されている。 

また、平成 17 年の盛岡市における最高裁判例で、“長期間の建築制限に対し、損失補

償の必要はないという考え方は大いに疑問”とした趣旨の意見が判決に付された。 

この為、本市の長期未着手路線においても、建築制限の実態を踏まえた検討が必要で

ある。また、都市計画道路の計画として合理性を担保する必要がある。 

 

■最高裁判決（H20.3.11）伊東市における建築不許可処分取消請求訴訟  

 

（訴訟内容） 

都市計画法第 53条に基づく都市計画道路の区域内における住民の建築許可申請に対する 

静岡県の建築不許可処分について、取り消し処分を求めた裁判。 

 

（判決内容） 

変更決定をするに当たって勘案した土地利用、交通等の現状及び将来の見通しは、都市計画

に関する基礎調査の結果が客観性、実証性を欠くものであったために合理性を欠くものであった

といわざるを得ない。 

本件変更決定は、そのような不合理な現状の認識及び将来の見通しに依拠してされたもので

あることから、法第６条第１項の規定による都市計画に関する基礎調査の結果に基づき，都市施

設が土地利用，交通等の現状及び将来の見通しを勘案して適切な規模で必要な位置に配置され

るように定めることを規定する都市計画法第 13条第 1項第 14 号，第 6 号の趣旨に反して違法で

ある。 
 

 

 

 

 

■最高裁判決（H17.11.1）盛岡市における市道区域決定処分取消等請求訴訟 

 
（訴訟内容） 

昭和１３年に都市計画決定された都市計画道路の区域内に土地・建物を所有する原告が、 

長年にわたり建築制限を受けたとして賠償等を求めた裁判。 

 

（判決内容） 

都市計画法第５３条の建築制限が課せられることによる損失については、一般的に当然に受忍

すべきものとされる制限の範囲であることから、損失の補償請求はできない、との判決が出され、最

高裁判所では上告が棄却されたが、以下のような補足意見が提示されている。 

建築制限は、都市計画の実現を担保するために必要不可欠であり、かつ、権利者に無補償で

の制限を受忍させることに合理的な理由があることが前提であり、建築制限に対する受忍限度を

考える際には、制限の内容と同時に、制限の及ぶ期間が問題とされなければならず、60 年にわた

って制限が課せられている場合に損失補償の必要はないという考え方は大いに疑問」 
 

 

都市計画は合理的な現状認識及び将来の見通しに依拠されたものでなければならない 

損失補償の必要はないという考え方は大いに疑問 
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２．都市計画道路見直し検討の必要性 

   以上のような都市計画道路を取り巻く諸課題に対応するためには、都市計画道路の見直し

検討が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［見直しの背景］ 

 

 

【将来まちづくり計画の策定・改訂】 

○東大阪市第 2 次総合計画後期基本計画の策定（平成 22 年 3月） 

○東部大阪都市計画区域マスタープランの改訂（平成 23 年 3月） 

○東大阪市都市計画マスタープランの改訂（平成 24年度予定） 

【建築制限に対する司法の見解の変化】 

〇長期建築制限に対し補償に言及した意見や、都市計画の維持に合理的な現状認識およ

び将来の見通しを求める判例 （H17.11盛岡市、H20.3伊東市） 

【大阪府の都市計画道路の見直し】 

〇大阪府における府決定路線の、都市計画道路の見直し（平成 25年度予定） 

［都市計画道路の見直し検討の必要性（課題）］ 

①【将来まちづくり計画の策定・改訂】 

都市計画運用指針における「地域整備の方向性の見直し」にあたり、都市計画道路の 

見直しを行なうべき要件となる。 

②【大阪府の都市計画道路の見直し】 

大阪府の見直しと整合した都市計画道路の見直し検討を実施しなければ、本市域の 

都市計画道路は道路網として、適切な機能を発揮できなくなる恐れがある。 

③【建築制限に対する司法の見解の変化】 

  長期未着手による建築制限が問題となっている。 

都市計画運用指針における要件に整合した適宜の見直しを実施しなければ、都市計画の

合理性が担保できなくなる恐れがある。 

［都市計画道路の見直しの効果］ 

  本市の将来像に整合した都市計画道路を維持することができ、また、必要性の低い都市計

画道路を廃止することにより不要な建築制限がなくなり、土地の流通性が高まり経済活動の活

性化等が期待できます。 

都市計画運用指針（都市計画に関する国の考え方） 

◇道路の都市計画については、都市計画基礎調査や都市交通調査の結果等を踏まえ、また

地域整備の方向性の見直しとあわせて、その必要性の検証を行い、必要がある場合は都

市計画の変更を行うべきである。 
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３．駅前広場見直し検討の必要性 

本市の駅前広場は全て、道路の一部として都市計画に定められており、都市計画道路の見

直し検討における背景及び課題は、駅前広場においても同様です。このため、駅前広場の見

直し検討を行なわないと、長期制限に対する補償等のリスクが増大し、また見直し検討を行な

った都市計画道路との整合性を問われることとなるため、今回都市計画道路とあわせ、見直し

を実施することとします。 

 

 ■道路の都市計画の考え方 

【第 6版 都市計画運用指針（平成 20 年 12 月 国土交通省）】 

○交通広場の計画 

「鉄道駅等交通結節点においては、複数の交通機関間の乗り継ぎが円滑に行えるよう、必要に

応じ駅前広場等の交通広場を設けるものとし、周辺幹線街路と一体となって交通を処理するも

のについては道路の一部として都市計画に定めることが望ましい。」 
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第４章 都市計画道路見直しの基本的な考え方 

１．見直しに係る対象路線 

都市計画道路の見直しに係る対象路線は、以下のとおりとします。 

 
●見直しの評価対象路線として、本市決定路線のうち未着手幹線街路 

●本市都市づくりへの整合検証路線として、大阪府決定路線の廃止（素案）の路線 

 
本市の都市計画道路については、今回の見直しにあたっての 3 つの課題に対応するため、

本市決定路線のうち未着手幹線街路を見直しの評価対象路線とします。なお、自動車専用道

路、区画街路、特殊街路等については、各々の特定の機能や目的を果たすために都市計画

決定された路線であることから、見直しの対象外とします。 

また、大阪府では、府決定の未着手幹線街路について、建築制限に対する検討を含めた

見直しを行っているところであり、このうち、廃止（素案）の路線については、「地域整備の方向

性との整合」と「都市計画道路網の適切な機能の発揮」の課題に対応する必要があるため、本

市都市づくりへの整合について検証を行うこととします。 

 

図 5-1 見直しに係る対象路線 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※未着手路線とは、全線未着手な路線及び未着手区間が存在する路線を示す。 

幹 線 街 路（50路線）

全線整備済路線　（13路線）

全線事業中路線　（  2路線）

本市が評価する路線

○市決定路線（府が評価し
た路線を除く）

東大阪市域の都市計画道路

（63路線）

自動車専用道路　（1路線）

区   画   街   路 　（6路線）

特   殊   街   路   （6路線）

見直し評価・検討

廃止（素案）の路線

大阪府の方針に基づき
大阪府が評価した路線

○府決定路線
○市決定路線

未着手路線【35路線】

本市都市づくりへの
整合検証
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２．見直しの視点 

都市計画道路見直し検討の背景・必要性を踏まえ、本市都市計画道路の課題に対応する

見直しの視点を以下のように設定します。 

 

①本市道路網の骨格となる都市計画道路の検証 

②本市の将来像を踏まえた道路機能の検証 

③都市計画道路のネットワーク機能の検証 

④建築制限に対する検証 

 

①本市道路網の骨格となる都市計画道路の検証 

   大阪府は、道路整備長期計画「レインボー計画 21」において、大阪圏における幹線道路の

ネットワークを確保する「7放射 3 環状軸」を位置づけ、本市内では国道 308号、大阪中央環状

線が完成しています。しかし、本市の幹線道路は未整備の箇所もあり、ネットワークの形成が

不十分なため、渋滞の発生などの課題が生じています。 

   したがって、本市道路網の骨格となる都市計画道路について検証します。 

 

②本市の将来像を踏まえた道路機能の検証 

「都市計画運用指針」では、「道路の都市計画については、都市計画基礎調査や都市交通

調査の結果等を踏まえ、地域整備の方向性の見直しとあわせて、その必要性や配置、規模等

の検証を行い、必要がある場合には都市計画の変更を行うべきである」と記載されています。 

したがって、本市総合計画に示す将来像に整合するよう、道路機能（交通機能・空間機能・

市街地形成機能）を検証します。 

 

③都市計画道路のネットワーク機能の検証 

都市計画道路網としての機能を効果的に発揮させるためには、骨格となる道路とその他の

道路が適切な機能分担の下で連携することが必要です。 

したがって、視点①、②の評価結果に加え、道路網の骨格となる都市計画道路とその他の

都市計画道路が適切に連携しているかどうかを検証します。 

 

④建築制限に対する検証 

今般示された、都市計画道路の建築制限に関する司法の意見や判例をうけ、本市におい

ても、長期未着手による建築制限や、都市計画の合理性の担保といった課題に対応する必要

があります。 

したがって、今後においても必要性が高いと判断した路線について、都市計画として維持

することの合理性や実現性などについて検証します。 



 20

３．見直し評価の考え方 

見直し評価にあたっては、次に示す考え方に基づくものとします。 

（1）「本市道路網の骨格となる都市計画道路の検証」に対する考え方 

●本市の上位計画等に位置づけのある幹線道路は、必要性が高いものと評価します。 

 

本市の上位計画（「東大阪市第 2 次総合計画」）や、「東大阪市都市計画マスタープラン（改訂

予定）」等に位置づけられた幹線道路は、本市道路網の骨格となる都市計画道路とみなし、必要

性が高いものと判断します。 

 

(2) 「本市の将来像を踏まえた道路機能の検証」に対する考え方 

●上位計画等に位置づけのある路線以外を対象に、大阪府の「都市計画（道路）見直しの基

本方針」（平成 23 年 3 月）で示された、路線の必要性を評価する道路機能に、本市のまちづ

くりの視点を加え、評価します。 

 

 大阪府の「都市計画（道路）見直しの基本方針」では、「大阪府国土利用計画（第四次）」や「都

市計画区域マスタープラン」、「成熟型社会における大阪の都市づくりのあり方」に位置づけられ

ている観点に基づき、都市計画道路の見直しにあたって、留意すべき、目指すべき将来像、集

中と選択の方向性を以下のとおり設定しています。 

 ○活力・競争力のある都市の形成 

  ◆次世代産業の誘致・集積   

◆物流機能の強化 

 ○集約・連携型都市構造の強化 

  ◆鉄道駅を中心した都市機能の維持・強化 

 ○環境負荷の小さい都市の形成 

  ◆駅へのアクセス機能強化による公共交通機関の利用促進 

  ◆緑陰に覆われた多様な街路空間の形成 

 ○安全で安心な都市の形成 

  ◆充実した歩行空間や自転車走行空間の確保  

◆災害時の円滑な救護・救援機能の強化 

 

 大阪府は、これらの視点に対して都市計画道路の必要性を設定し、評価しています。そこで、

本市の都市計画道路の評価にあたっては、大阪府の必要性の評価項目に本市のまちづくりの

視点を加え（「東大阪市第 2 次総合計画基本構想・後期基本計画」、「東大阪市都市計画マス

タープラン（改訂予定）」等）、次のとおり機能・項目を設定します。 
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 なお、大阪府決定路線の廃止（案）の路線については、一旦大阪府で道路機能の評価がさ

れているため、本市のまちづくりの視点を加えた項目について整合が図れているかどうかを検

証します。 

     必要性 

①将来まちづくり計画との整合性      ④市街地形成機能 

②交通機能                   ⑤代替機能となる路線の存在 

③空間機能 

 

【必要性を判断する評価項目】 

①将来まちづくり計画との整合性 

 路線整備の必要性について、将来まちづくり計画で示された方向性との整合が図れるかどう

かを評価することが必要です。 

 また、市街化調整区域での新たな道路整備は、開発抑制の方向の下では、沿道に不必要な

開発を招く恐れがあることから、その必要性は低いと考えられます。 

 

②交通機能に対する評価 

 ・物流拠点や産業拠点から広域都市軸（大阪中央環状線、国道 308 号、国道 170 号）へのアク

セス向上に資する道路であるかどうか 

・隣接都市間相互の円滑な交通処理の改善効果が高い道路であるかどうか 

・産業環境と生活環境の調和を図るため、混雑箇所の解消や、通過交通の生活道路への流入

防止などの改善効果が高い道路であるかどうか 

 ・自転車歩行者交通の需要が高いと考えられる路線であって、現状では歩道が狭い又は整備

されていないなど計画道路を整備することによって歩行者や自転車の安全性が向上する道路

かどうか 

 ・徒歩や自転車による都市拠点、地域拠点などへのアクセス機能に貢献する道路であるかどう

か 

 を路線（区間）ごとに評価します。 

 

③市街地形成機能に対する評価 

・都市計画道路と密接に関連する具体的な市街地整備等の面的整備の予定がある道路である

かどうか 

・都市拠点、地域拠点などにおいて都市機能を集約するなど、魅力的な拠点の形成に貢献す

る道路であるかどうか 
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・公共交通のための導入空間など、収容施設が想定される道路であるかどうか 

を路線（区間）ごとに評価します。 

 

④空間機能に対する評価 

・本市地域防災計画に位置づけられている道路かどうか 

・市の防災拠点へのアクセス等、災害発生時における避難や救助活動等に有効であるかどうか 

・緊急交通路にアクセスしているかどうか 

・建物の倒壊等による道路の閉鎖を防止し、避難路の確保や、消防活動困難区域を解消する

機能をもつかどうか 

・延焼を遮断する幅員を持っているかどうか 

・本市「みどりの基本計画」等で環境形成に資する位置づけのある道路であるかどうか 

を路線（区間）ごとに評価します。 

 

⑤代替機能となる路線等の存在の評価 

  「交通機能」「市街地形成機能」「空間機能」について、府決定路線（区間）、市決定路線（区間）と

同等の機能を有する現道又は代替事業の計画が存在するかどうかを確認し、評価します。 

 

（3）「都市計画道路のネットワーク機能の検証」に対する考え方 

●市全体の都市計画道路ネットワークを踏まえ、他の都市計画道路に接続しない等、ネットワー

クの形成に寄与しない路線（区間）については、必要性が低いものと評価します。 

 

視点①、②で個別路線（区間）の機能が高いと評価されたとしても、他の都市計画道路に接

続していない場合は、車の通行等がスムーズにいかないなど、道路としての機能を適切に発

揮できないだけでなく、生活道路に通過交通を発生させるなど、環境を悪化させる恐れがあり

ます。したがって、都市計画道路ネットワーク全体として、適切に連携しているかどうかを検証

し、ネットワークの形成に寄与しない路線（区間）については、必要性が低いものと評価します。
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（4）「建築制限に対する検証」の考え方 

建築制限は制限の実態を踏まえ、国の考え方を準用し、以下のように考えます。 

 必要性が高いと評価された路線（区間）のうち、 

・沿道容積率 200％以下については、原則として存続と評価します。 

・沿道容積率 200％超については、実現性の考え方を導入し、評価します。 

 

都市計画道路の区域内では、都市計画法第 53 条、第 54 条に基づき、建築行為を行う際に

は許可が必要となり、建築できる建物は「2 階以下で、かつ、地階を有しないもの」で、「木造・

鉄骨造・コンクリートブロック造」等に制限されています。その建築制限について、“長期間の権

利制限に対し、損失補償の必要はないという考え方は大いに疑問”とする最高裁判所裁判官

の意見が付されるなど、長期未着手路線に対する対応が課題となっています。 

長期未着手の都市計画道路において、国は、建築制限が実質的に問題となる可能性があ

るのは沿道容積率が 200％超の路線である（沿道容積率が 200％以下の路線については、問

題となる可能性が低い）との考え方を示しています。 

また大阪府では、建築制限への対応として、都市計画道路を現在の財政状況を前提に整

備し続けた場合の需要バランスが取れるまでに必要となる年数などから、実現性の期間を 30

年と算出し、概ね 30年以内に整備着手が可能でない路線については廃止の方向で見直しを

進めるとの考え方を示しています。 

沿道容積率が 200％以下の区域では、一般的に、地階を有する建物や鉄筋コンクリート造

の建物の割合は少ない一方、木造・鉄骨造の建物の割合が多くなっています。また階数につ

いては、建築基準法上の制限（前面道路幅員による容積率の低減や、斜線制限、日影規制に

よる高さ制限）があるため、3 階建以上の建築は難しい状況です。さらに本市では、建築制限

の緩和措置として、都市計画法第 54 条の許可基準「建築物の階数が 2 階以下」を「建築物の

階数が 3 階以下」としています。 

また、平成 19～23 年度の建築確認申請データより、容積率 200％以下の区域で 4 階以上

の建物の割合は極めて低い状況です。しかし、容積率 200％を超の区域では、4 階以上や鉄

筋コンクリート造の建物の割合が多くなっており、建築制限が問題となる可能性が高いと言え

ます。 

したがって、建築物の階数・構造の実態を踏まえ、国の考え方を準用し、沿道容積率が

200％以下の区域については、原則として存続と評価します。沿道容積率 200％を超える区域

については、建築制限への対応として「原則として、30 年以内に着手できない路線は廃止す

る方向で見直しを進める」とする大阪府の実現性の考え方を準用し、評価します。 
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■Ｈ24 年全国街路主管課長会議資料（抜粋） 

～未整備都市計画道路整備方策の検討手順書案～ 

未整備都市計画道路の分類の考え方 

○現在の都市計画道路の整備は、プログラムに位置づけのある路線以外は、原則的に長期未 

着手都市計画道路として放置されており、様々な問題を引き起こしている。 

○そのため、以下の視点で未整備都市計画道路の特徴を把握することが望ましい。 

 

・未整備都市計画道路のうち、整備プログラムの位置づけがあるものは着実に整備 

・整備プログラムの位置づけがない路線については、現道拡幅路線か新設路線かを判別 

・現道拡幅路線のうち、比較的敷地規模が大きくかつ拡幅幅が小さいものは民間敷を暫定的に 

道路空間として確保 

・それ以外の現道拡幅路線、及び新設路線については、沿道容積率が 200％を超えるか否かを 

判別し、超える場合は住民から説明を求められる場合あり。 

200％超  建築制限が実質的に問題となる可能性がある路線 

200％以下 建築制限が実質的に問題となる可能性が低い路線 

 

 

 

図 5-2  容積率別建築制限の状況 

（平成 19 年度～平成 23 年度本市建築確認申請データ（総数 8,816 件）） 
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（5）「廃止による影響の検討」に対する考え方 

必要性は高いが建築制限に対する検証で問題ありと評価された路線（区間）及び必要

性が低いと評価された路線（区間）については、次の要件について個別に再検討を行い、

評価します。 

    

  必要性は高いが建築制限で問題ありと評価された路線（区間）において 

  ・当該路線（区間）の廃止に伴い、ネットワークが形成できなくなる等の理由で他の路線（区

間）が多数廃止されるなど、本市の将来道路計画に影響を与える可能性が大きいかどうか 

  ・当該路線（区間）の廃止が、防災、交通安全の面で、市民の生命、財産に著しく影響を与え

る可能性が大きいかどうか 

  

  必要性が低いと評価された路線（区間）において 

  ・路線の整備等について、合意形成等の活動を実施している市民主体の協議会がある等、

地域の期待度や周辺に与える効果が著しく高い路線（区間）であるかどうか 

 

４．見直しのパターン 

見直しのパターンは、以下のとおりとします。 

＜本市決定路線＞ 

 ●廃止  

  必要性が低く、廃止による影響が少ないと評価された路線（区間）は、廃止を検討します。 

●車線数の変更 

 存続と評価された路線（区間）は、周辺の代替機能をもつ道路の存在等を考慮し、車線数の

変更（4 車線→2 車線）を検討します。 

 

＜大阪府決定路線＞ 

●大阪府に存続を要請 

 必要性が高いと評価された路線（区間）は、存続するよう大阪府に要請します。 

●大阪府にて廃止 

 必要性が低く、廃止による影響が少ないと評価された路線（区間）は、大阪府にて廃止の手続

きが行なわれます。 

●大阪府に車線数の変更を要請 

 必要性が高いと判断された路線（区間）は、周辺の代替機能をもつ道路の存在等を考慮し、

車線数の変更（4 車線→2 車線）を検討し、その結果を踏まえ変更を大阪府に要請します。 



 26

５．見直しの流れ 

見直しの視点、視点に対する考え方に基づき、本市決定路線の見直し評価、大阪府決定

路線の廃止（素案）路線の検証の進め方をフロー図に示します。 

 

図 5-3 本市決定路線の見直し評価フロー 
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　　●市街地形成機能　 ○代替機能検証

廃止による影響について
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図 5-4  大阪府決定路線の廃止（素案）路線の検証フロー 
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第５章 駅前広場見直しの基本的な考え方 

１．見直しに係る対象広場 

駅前広場の見直しに係る対象広場は、以下のとおりとします。 

 
●見直しの評価対象広場として、本市域の駅前広場（府決定・市決定）のうち、概成済を除く

未着手広場 

 

駅前広場の見直しの対象として、本市域の駅前広場のうち、概成済を除く未着手広場としま

す。なお大阪府は、今回の都市計画道路見直しにおいて、変更の権限を有する広場の検討

を行なわないため、本市が権限を有する広場とあわせて検討を行ない、本市が権限を有する

広場については、都市計画道路の変更を行う際に変更を実施し、府が権限を有するものにつ

いては、大阪府に本市の検討結果を伝え、協議を行なうものとします。 

 
図 6-1 見直しに係る対象広場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

未着手広場（9箇所）

整備済広場 （10箇所）

事業中広場 （ 2箇所）

見直し対象広場【8箇所】

○府決定広場
○市決定広場

東大阪市域の駅前広場

（21箇所）

概成済広場　（1箇所）

見直し評価・検討
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 図 6-2 駅における交通イメージ 

２．見直しの視点 

駅前広場見直し検討の必要性を踏まえ、以下のように設定します。 

 

  ①都市計画道路の見直し評価を踏まえた駅前広場の検証 

②本市の将来像を踏まえた駅前広場機能の検証 

③交通ネットワークを踏まえた必要性の検証 

④建築制限に対する検証 

 

①都市計画道路の見直し評価を踏まえた駅前広場の検証 

「都市計画運用指針」では、「鉄道駅等交通結節点においては、複数の交通機関間の乗り

継ぎが円滑に行えるよう、必要に応じ駅前広場等の交通広場を設けるものとし、周辺幹線街路

と一体となって交通を処理するものについては道路の一部として都市計画に定めることが望ま

しい」と記載されており、本市の駅前広場は全て道路の一部として都市計画に定められていま

す。したがって、都市計画道路見直し検討における路線の評価を踏まえて、駅前広場を検証

します。 

 

②本市の将来像を踏まえた駅前広場機能の検証 

駅前広場は、都市交通対策上の重要な施設であることから、交通結節点としての円滑な交

通処理機能、土地の高度利用や他の交通機関との連携強化など、拠点性を高める市街地形

成機能等についても検証し、その必要性を評価します。 

                                   

③交通ネットワークを踏まえた必要性の検証 

鉄道駅相互の乗り換え交通等の鉄道利

用者の交通や、バス相互間の乗り換えな

どを行なう鉄道利用以外のターミナル交通

等の交通ネットワークを考慮し、必要性を

評価します。 

 

                                      

④建築制限に対する検証 

駅前広場についても、長期化未着手による建築制限や、都市計画の合理性の担保といっ

た課題に対応する必要があるため、今後においても必要性が高いと判断した広場について、

都市計画道路と同様に、都市計画として維持することの合理性や、実現性などについて検証

します。 

資料：国土交通省「駅前広場計画」 
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３．見直し評価の考え方 

見直し評価にあたっては、次に示す考え方に基づくものとします。 

 

（1）「都市計画道路の見直し評価を踏まえた駅前広場の検証」に対する考え方 

●都市計画道路見直し検討において廃止と評価された路線（区間）の一部を構成する駅前広

場は、廃止します。 

 

 本市都市計画道路見直し検討で、廃止と評価された路線（区間）の一部を構成する駅前広場

は、都市計画道路の一部としての駅前広場の計画が維持できなくなるため、廃止します。ただし、

他の都市計画道路の一部として再構成することが可能かどうかを検討したうえで判断します。 

 

（2）「本市の将来像を踏まえた駅前広場機能の検証」に対する考え方 

●交通結節点に関わる交通の円滑化に資する広場は、必要性が高いものと判断します。 

●駅の拠点性の向上に資する広場は、必要性が高いものと判断します。 

 

「都市計画道路の見直しにおける留意すべき、目指すべき将来像、集中と選択の方向性」

に加え、以下の項目を設定します。 

○交通結節点に関わる交通の円滑化 

◆公共交通による移動全体のサービスレベル向上 

○駅の拠点性向上 

◆都市の再生・再構築 

 

具体的には、駅前広場計画時に検討が求められる以下の機能について、周辺の道路状況

や、他施設の計画の有無により、駅周辺おいて必要性が高いかどうかを、確認することとしま

す。 

 

     必要性 

①将来まちづくり計画との整合性       ④市街地形成機能 

②交通機能                    ⑤代替機能を受け持つ施設の存在 

③空間機能 

 

【必要性を判断する評価項目】 

①将来まちづくり計画との整合性 

各上位計画において、鉄道駅を中心した都市機能の維持・強化が謳われており、駅前広
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場については、これに大きく貢献できるものであるため、全ての広場は「将来まちづくり計画」

に整合するものと判断します。 

 

②交通機能に対する評価 

道路の交通機能の評価のうち、下記のものについて評価します。 

・徒歩や自転車による都市拠点、地域拠点等へのアクセス機能に貢献する広場であるか 

また、駅・駅前広場の交通機能として 

・交通結節点として、周辺街路との接続など円滑な交通処理機能が求められる駅であるか 

・都市拠点、地域拠点における駅に、都市の再生・再構築の機能が求められているか 

を広場ごとに評価します。 

 

③市街地形成機能に対する評価 

道路の交通機能の評価のうち、下記のものについて評価します。 

・駅前広場と密接に関連する具体的な市街地整備等の面的整備の予定がある施設（駅・駅

前広場）であるか 

・都市拠点、地域拠点等において都市機能を集約するなど、魅力的な拠点の形成に貢献す

る施設（駅・駅前広場）であるか 

を広場ごとに評価します。 

 

④空間機能に対する評価 

駅・駅前広場の空間機能として、評価します。 

・駅において、人々が憩い、集い、語らう場として重要な施設（駅・駅前広場）であるか 

・都市の顔としてそれに相応しい美しさとシンボル性が求められ、歴史や風土などの特徴を

求められる施設（駅・駅前広場）であるか 

・商業地区を形成した地区で、都市の商業・業務の中心であり、各種の情報や公共的なサ

ービスを提供することが求められる施設（駅・駅前広場）であるか 

・周辺市街地が密集市街地で、地震等の際の一時的な避難場所や緊急活動の地区拠点と

なる事が期待される施設（駅・駅前広場）であるか 

を広場ごとに評価します。 

 

⑤代替機能を受け持つ施設等の存在の評価 

「交通機能」「市街地形成機能」「空間機能」について、周辺に駅前広場と同等の機能を有す

る施設又は空間や代替事業の計画が存在するかどうかを確認し、評価します。 
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(3)交通ネットワークを踏まえた必要性の検証 

●駅周辺地区における交通機関相互の乗り継ぎの円滑化に資する広場は、必要性が高いも

のと判断します。 

 

視点②「本市の将来像を踏まえた駅前広場機能の検証」の評価に基づき、必要性が低いと

評価された広場のうち、駅周辺地区における交通機関相互の乗り継ぎの円滑化に資する広場

は、必要性が高いものと評価します。 

 

(4)建築制限に対する検証 

●都市計画道路見直し検討における建築制限に対する考え方と同様とします。 

 

駅前広場における建築制限に対する課題は都市計画道路と同様であるため、駅前広場見直し検

討における建築制限に対する検証は、都市計画道路見直し検討における建築制限に対する考え方

と同様とし、必要性が高いと評価された駅前広場のうち、容積率 200％以下の区域の広場については

原則として存続と評価し、容積率 200％を超える区域の広場については、「原則として、30 年以内に

着手できないものは廃止する方向で見直しを進める」とする大阪府の実現性の考え方を準用し、評価

します。 

 

（5）「廃止による影響の検討」に対する考え方 

必要性は高いが建築制限に対する検証で問題ありと評価された広場及び必要性が低いと評

価された広場については、次の要件について個別に再検討を行い、評価します。 

 

必要性は高いが建築制限で問題ありと評価された広場において 

・当該広場の廃止が、防災、交通安全の面で、市民の生命、財産に著しく影響を与える可能

性が大きいかどうか 

 

  必要性が低いと評価された広場において 

・広場の整備等について、合意形成等の活動を実施している市民主体の協議会がある等、

地域の期待度や周辺に与える効果が著しく高い広場であるかどうか 
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４．見直しのパターン 

 

＜市決定路線に接続する広場＞ 

●廃止 

 必要性が低く、廃止による影響が少ないと評価された広場は、廃止を検討します。 

 

＜府決定路線に接続する広場＞ 

●大阪府に評価結果を報告 

評価結果を大阪府に伝え、協議を行います。 
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５．見直しの流れ 

見直しの視点、視点に対する考え方に基づき、駅前広場の見直し評価の進め方をフロー図に

示します。 

 

図 6-3 駅前広場の見直し評価フロー 
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本市の将来像を踏まえた広場機能の検証

見直し対象広場の抽出

存続と評価された路線の一部を構成する
広場かどうか

都市計画道路の評価カルテに駅前広場の視点を加え
機能を評価する

都市計画道路の見直し評価を踏まえた検証
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第６章 今後の進め方 

 見直しにあたっては、関係機関（大阪府、隣接市等）との調整・連携を図り、地元説明会を開催

するなど市民にも公表をしながら、概ね以下のスケジュールで進めていきます。 

 

図 7-1 今後のスケジュール 
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 ※見直しの作業状況によりスケジュールに変更が生じることもあります。 

 


