
立地適正化計画について

平成２9年5月30日

東大阪市建設局
都市整備部都市計画室
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（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（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）について

（５）Ｈ２９年度のスケジュールについて
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名称：東大阪市立地適正化計画検討委員会
設置日：H29年4月12日
構成：立地適正化計画に関連する部署の部長級で組織

（具体的な施策等については課長級で組織する幹事会で検討）

（１）東大阪市立地適正化計画検討委員会の設置について

■第1回検討委員会合同会議開催（H29年5月2日）
議題

■委員構成
議題
・立地適正化計画について
・本市における立地適正計画の必要性について
・検討事項（居住誘導区域について）

3第1回検討委員会合同会議の様子



（２）目指すべき都市の骨格構造の検討について

国土交通省資料
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（２）目指すべき都市の骨格構造の検討について
①：都市の骨格の検討

（「生活（ひと）」と「物流（モノ）」）

②：上位計画における都市の骨格
（都市計画マスタープランでの拠点の位置付け）

③：①と②の重ね合わせ
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③：①と②の重ね合わせ

本市の骨格を検討するにあたり、人々の暮らしを支える公共交通を核と
した「生活」軸、円滑な都市間移動により産業を支える「物流」軸の主要
な２点を整理し、上位計画と重ね合わせたものを立地適正化計画における
都市の骨格構造とします。



大阪市営地下鉄中央線
近鉄けいはんな線

（２）目指すべき都市の骨格構造の検討について
①：都市の骨格の検討（「生活（ひと）」軸）

近鉄けいはんな線

近鉄奈良線

大
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ノ
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ル

・・・公共交通の結節点

【生活軸（ひと）】
＊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網（鉄道）を軸と
して位置付けます。
（バスも公共交通に含まれますが、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おりません。）



阪神高速道路

（２）目指すべき都市の骨格構造の検討について
①：都市の骨格の検討（「物流（モノ）」軸）

（国道308号線）

近
畿
自
動
車
道
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線
）

・・・物流軸の中心

【物流軸（モノ）】
＊産業を支える上で都市間移動は重要であり、その核となる高速道路を物流の軸として
位置付けます。



○文化・行政機能の集中的配置
○「産業・生活文化交流都市」の形成

○広域都市圏の交流の活性化

○幹線道路の渋滞緩和

・幹線道路ネットワークの形成

○リージョンセンターとの連携

○南北交通による地域連携の強化

・大阪モノレールの整備促進

（２）目指すべき都市の骨格構造の検討について
②：上位計画における都市の骨格（都市計画マスタープランでの拠点の位置付け）

[基本方針①] 都市間や地域間の結びつきを強め、人・モノ・情報の交流をさかんにします。

・大阪モノレールの整備促進 ・公共交通の利用促進

○リージョンセンターとの連携

○広域的な交流機能の集積
○回遊性のある快適な歩行者空間の整備



●都市拠点（新都心周辺ゾーン）
行政・文化・情報等機能中心として整備

良好な都市型住宅の供給
商業・業務機能の立地促進

●にぎわい拠点（中心商業業務ゾーン）
商業業務機能の強化

文化交流・娯楽・都心居住等の機能誘導
にぎわいのある土地利用の高度化促進

（２）目指すべき都市の骨格構造の検討について
③：①と②の重ね合わせ（立地適正化計画での都市の骨格構造）

鉄道結節点都市拠点 にぎわい拠点

都市構造の軸地域拠点

9
都市の骨格構造を基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目指します。



（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

国土交通省資料
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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
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

高い利便性

安全で歩いて暮らせる
まちの実現

モノレールの延伸
公共施設等の集積

新たな拠点の再構築

都心隣接・高規格道路網

活力あるモノづくりのまち効
率的な物流のあるまち

① ② ③

【施策】居住を誘導する区域、誘導しない区域に分ける。（居住誘導区域の設定）
【目的】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。
【期待される効果】・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 に期待ができる。

まちの実現

居住誘導区域内の
人口比率拡大

新たな拠点の再構築
（ランドマーク）

来訪者数の拡大

率的な物流のあるまち

居住誘導区域外の
事業所集積拡大

①、③について

【施策】拠点にふさわしい地域、又は利便性が高い地域に都市機能を誘導する。（都市機能
誘導区域の設定）

【目的】誘導施設に位置付けることで、様々なインセンティブを受けることが可能となり、拠点
形成のきっかけとします。

【期待される効果】・それぞれの拠点に必要な都市機能を誘導することで地域の魅力を創出する。
・市内だけでなく、市外からも来訪者を呼び込み、地域の活性化を図る。

・新たな居住者、操業者の増加に伴う税収の確保 に期待ができる。
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②について

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、検討していきます。



（１）計画作成費等補助
（コンパクトシティ形成支援事業）

・立地適正化計画の作成、地域住民等の合意形成に必要な専門家派
遣等の費用を補助

・居住誘導区域外から都市機能誘導区域内に一定の誘導施設が移転
する際の当該施設の除却、跡地整備を補助
（補助率：国1/3～1/2 ）

立地適正化計画の作成に係る現行の支援措置

老朽化した病院

［例：誘導施設として病院を定めた場合］

（４）誘導施設の整備に対する容積率の特例
・都市計画（特定用途誘導地区）に誘導施設として一定の用
途を定めた場合、その用途に限定して容積率を緩和できる

（２）誘導施設の整備に対する補助・金融・税制支援

①補助（都市機能立地支援事業、社会資本整備総合交付金）
・都市機能誘導区域内の誘導施設（医療、社会福祉、教育文化、商
業）の整備に対する補助（補助率：国1/3～1/2）
※三大都市圏の政令市、特別区においては高齢者交流施設

※市町村が公的不動産の賃貸料減免等をした場合、国から民間事業
者への直接支援も可能

②金融（民間都市開発推進機構）
・都市機能誘導区域内の誘導施設の整備に対する出資等

③税制
・都市機能誘導区域の外から内への誘導施設移転に係る事業用資産
の買換え特例

エリアを指定して、病院用途に限定して
容積率を緩和

エリアを指定

※複合施設とすることも可能

の買換え特例
・誘導施設用地を提供した者に対する所得税等の軽減

・都市機能と併せて整備される都市利便施設等に係る固定資産税の
軽減 等

（３）公共交通ネットワークの整備に対する補助
（社会資本整備総合交付金）

・生活に必要な機能へのアクセスや立地誘導を支える公共交通施設
（LRT、駅前広場、バス乗換えターミナル・待合所等）に対する補助
（補助率：国1/3～1/2）

［例：容積率２００％のところを病院に限定して４００％に］

老朽化した病院を建て替え
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（４）誘導区域等の検討（居住誘導区域について）

国土交通省資料
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（４）居住誘導区域について

既に立地してい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が目的

居住誘導区域の目的

※国交省資料 14



（４）居住誘導区域について

＜居住誘導区域とする区域について＞
基本的には、次の区域を除いた市街化区域全域を居住誘導区
域とします。

○本市の区域設定の考え方

＜居住誘導区域に含めない区域について＞
ア）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
ない区域

イ）都市計画運用指針上、居住誘導区域に含めることについて
判断が必要な区域

ウ）本市の政策上、居住を誘導すべきでない区域ウ）本市の政策上、居住を誘導すべきでない区域
※他部局と調整し、検討する区域
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※居住誘導区域とは
居住誘導区域は人口減少の中にあっても一定エリアにおいて人口密度を
維持することにより、生活サービスやコミュニティが持続的に確保される
よう、居住を誘導すべき区域です。



（４）居住誘導区域について

都市再生特別措置法 本市該当箇所
・第81条
11 第2項第2号の居住誘導区域は、…（略）…都市計画法第7条第1項に規定する市街
化調整区域（以下「市街化調整区域」という。）、建築基準法第39条第1項に規定する
災害危険区域（同条第二項の規定に基づく条例により住居の用に供する建築物の建築が
禁止されているものに限る。）その他政令で定める区域については定めないものとする。

・市街化調整区域
・災害危険区域

ア）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区域

禁止されているものに限る。）その他政令で定める区域については定めないものとする。

都市計画運用指針 本市該当箇所 居住誘導区域に
含むかどうか

次に掲げる区域については、原則とし
て、居住誘導区域に含まないこととす
べきである。

・土砂災害特別警戒区域（レッド）
・急傾斜地崩壊危険区域
・災害危険区域（（ア）の区域以外）

含めない

イ）都市計画運用指針上、居住誘導区域に含めることについて判断が必要な区域

・災害危険区域（（ア）の区域以外）

・次に掲げる区域を居住誘導区域に含
めることについては慎重に判断を行う
ことが望ましい。

・工業専用地域
・流通業務地区
・特別用途地区（水走）
・地区計画（吉田九丁目地区、高井田中一丁目地区） 含めない
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※これらの区域については、法律や条例等により住宅の
建築が規制されている地域となります。



（４）居住誘導区域について

都市計画運用指針 本市該当箇所 居住誘導区域に
含むかどうか

・次に掲げる区域については、災害
リスク、警戒避難体制の整備状況、
災害を防止し、又は軽減するための
施設の整備状況や整備見込み等を総

①土砂災害警戒区域（レッド以外）
②土石流危険渓流域、及び、被害想定
区域（以降、「土石流危険渓流域」）
③浸水想定区域

①土砂災害警戒区域
②土石流危険渓流域
は、含めない

イ）都市計画運用指針上、居住誘導区域に含めることについて判断が必要な区域

施設の整備状況や整備見込み等を総
合的に勘案し、居住を誘導すること
が適当では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
いこととすべきである。

③浸水想定区域

③浸水想定区域
は、含める

①土砂災害警戒区域、②土石流危険渓流域の対応
・土砂災害警戒区域、土石流危険渓流域については、住民の生命または身体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含めないと判断

③浸水想定区域の対応
・大阪府の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と想定される3m以上（危険度Ⅲ）の規模でない50cm以下（危険度Ⅰ）、3m
未満（危険度Ⅱ）の状況に概ね改善されると公表されている。
これより、土砂災害に比べ、浸水被害が住民の生命に与える影響は低いものと考えられるため、
居住を誘導する区域に含めると判断

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含めないと判断
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（４）居住誘導区域について

本市の政策 本市該当箇所

ウ）本市の政策上、居住を誘導すべきでない区域

住工共生のまちづくり条例 ・モノづくり推進地域（重点地区含む）

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
地域については居住誘導区域に含めないものとします。
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（４）居住誘導区域について

工業保全地区（水走地区）

高井田中一丁目地区地区計画
（B地区）

工業専用地域

※着色部分は、居住誘導区域外となります。

（B地区）

流通業務地区

19
吉田九丁目地区地区計画



（４）居住誘導区域について
土砂災害警戒区域等の境界については、明確となるように周辺の地形地
物を居住誘導区域の境界とします。

＜例＞

道
路
中
心
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道
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中
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○H28年度

（５）H29年度のスケジュールについて（案）

○H29年度

○H30年度

・H29年度は庁内検討委員会を複数回開催し、「⑧誘導施策の検討」まで
を進める予定をしております。
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（５）H29年度のスケジュールについて（案）
○5月2日 第１回立地適正化計画検討委員会

○5月30日 H29年度第1回 東大阪市都市計画審議会
議題：検討委員会立上げの報告、居住誘導区域について

議題：立地適正化計画について、居住誘導区域について

○7月頃 第２回立地適正化計画検討委員会(幹事会)

○11月頃 H29年度第2回 東大阪市都市計画審議会

議題：居住誘導区域について（報告）、都市機能誘導区域・施設

議題：検討委員会立上げの報告、居住誘導区域について

議題：都市機能誘導区域・施設について、誘導施策の検討状況

○12月頃 パブリックコメントの実施

○3月頃 第３回立地適正化計画検討委員会（合同）

居住誘導区域、都市機能誘導区域、誘導施設について、まで

議題：パブコメ結果報告、誘導施策の検討
22



・ご清聴ありがとうございました。
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