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都市計画審議会（R2.11.2） 意見への対応について 

意見 対応の考え方 （新） R2.11.2 時点 （旧） 

①目標すべてが都市計画で実現できるわけではない。都市計画（土地利用、

市街地開発事業、地区計画など）として、どのような実現手法があるの

かという観点から頭出しができないか。 

■P54 土地利用の方針（２）土地利用・配置方針に下記を追加 

「・拠点周辺や幹線道路沿道においては、必要に応じて都市機能の立地

が可能となるような用途地域への変更などを検討します。」 

 

■今後の取組の中で、用途地域変更などの検討が想定される地域につ

いては、「必要に応じて土地利用に係る規制緩和等を検討します」を

追記 

・P75②地域拠点・駅前拠点における都市機能の維持・向上に下記を追

記 

「・深井駅周辺においては、市有地の利用転換などを推進し、市民の利

便に供する商業・サービス機能の充実や、市内外からの来訪による賑

わいに資する機能の形成を促進します。また、必要に応じて土地利用

に係る規制緩和等を検討します。」（泉ヶ丘は P97「 2-③公的賃貸住

宅の更新による新たな機能導入」に記載済） 

 

・新規 

 

 

 

 

 

 

 

・深井駅周辺においては、市有地の利用転換などを推進し、

市民の利便に供する商業・サービス機能の充実ととも

に、市内外からの来訪による賑わいに資する機能の形成

を促進します。 

②市基本計画と都市計画マスタープランの役割分担を考え、実現化のため

の都市計画の規制や事業手法を意識すること。 

③都市計画のコンセプトについて、今までとは違う「新しい価値」とは何

かが見えにくい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■「堺グランドデザイン 2040」を踏まえた取組を進めることで新たな

価値を創出する趣旨で、P43 コンセプト１の最後の項目を下記のと

おり修正 

「・本市では、令和 2 年 2 月に「堺グランドデザイン 2040」を公表

し、20 年後の堺がめざすべき将来像を示しました。この将来像を目

標として、時代の変化を的確に捉え、柔軟に対応しながら、すべての

人が暮らしやすい持続可能な都市の実現をめざします。」 

 

■また、社会状況の変化を受けた新たな価値を創出する取組事例とし

て、コンセプト１に下記を追加 

「・拠点への都市機能集約にあわせて、人が主役となったウォーカブル

な都市空間の形成やスマートシティの推進を図ることにより、市街

地における便利で豊かな生活を実現することをめざします。」 

「・新型コロナウイルス感染症による社会状況の変化なども注視しな

がら、例えば、職住近接ニーズの増加やゆとりのある空間の充実な

ど、新たな視点を導入しながら取組を進める必要があります。」 

 

 

 

・これらのことを踏まえ、これまで進めてきた拠点を中心

とした都市構造を基本としながら、誰もが暮らしやすい

持続可能な都市の実現をめざします。 

 

 

 

 

・新規 

 

 

・新規 

―  追加   

  変更 

資料１－３ 
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意見 対応の考え方 （新） R2.11.2 時点 （旧） 

④「3.めざすべき都市構造 (2)交通ネットワークのめざすべき姿」の地域

内公共交通の記述について、「交通結節性を高める」だけでなく、デマ

ンド型など新たな公共交通の取組のきっかけとなる記述を追加してほ

しい。 

■P57 全体構想「２道路・交通の方針（１）」の最後の項目を下記のと

おり修正 

「・基幹的交通としての鉄軌道や路線バスの利便性向上と、ICT をいか

した新たなモビリティやモビリティ・サービスの活用などにより、人

に優しい移動環境の形成を図ります。特に、泉北ニュータウン地域に

おいては、スマートシティの取組として次世代モビリティの導入等

の検討を進め、また将来的には、市内他地域への展開についても検討

します。」 

 

■拠点別構想「泉ヶ丘都市拠点・泉北ニュータウン」を下記のとおり修

正 

・P97 「方針３泉北ニュータウンの移動環境の充実」 

・P97 「方針３－②移動環境の向上」として下記を追加 

「・高齢化の進展や近隣センターにおける商業機能の低下、起伏の激し

い地形などを起因とする移動困難者や買い物困難者の移動利便性を

向上させるため、オンデマンドを含む次世代モビリティの導入や公

共交通との連携について検討を進めます。」 

 

 

・ICT 技術をいかした、新たなモビリティやモビリティ・

サービスの活用などにより、人に優しい移動環境の形成

を図ります。 

 

 

 

 

 

 

・方針３拠点へのアクセス性の向上 

・新規 

⑤美原都市拠点「2-①交通ネットワークの機能強化」において、広域の話

だけでなく、地に足のついた話を。従来型の交通との連携に加え、例示

でもかまわないので、デマンド型の新たな交通など書けないか。 

 

⑥堺浜には公共アクセスとして新交通が必要。 ■P93 拠点別構想「臨海都市拠点」の「方針３－①広域・拠点ネットワ

ークの形成」として、「臨海部と都心とをつなぐ交通ネットワークの

機能を強化します。」と記載済 

■P104 拠点別構想「美原都市拠点」の「方針２－①交通ネットワーク

の機能強化」として、「美原区域の持続的な発展に向けて、美原区域

と都心などをつなぐ交通ネットワークの形成について、検討を進め

ます。」と記載済 

 

⑦美原エリアから堺都心部への交通が不便。 

⑧全体構想「環境の方針」で気候変動についてもう少し取り上げるべき。 ■P61 全体構想「３環境の方針」に下記を追加 

「・市域全体での温室効果ガス総排出量の削減に向けて、脱炭素型社会

システムへの転換や都市構造の構築、環境配慮型のライフスタイル

への変容を促進します。」 

 

 

 

・新規 

―  追加   

  変更 
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意見 対応の考え方 （新） R2.11.2 時点 （旧） 

⑨全体構想「環境の方針」に、積極的に緑を増やすような記述を追加して

ほしい。 

■P61 全体構想「３環境の方針」に下記を追加 

「・緑豊かで潤いのある都市空間の形成を実現するため、市民、事業者、

行政等がともに育み、将来にわたり緑地等の確保を図ります。」 

 

・新規 

⑩台風 21 号では、高潮による被害が大きかった。高潮対策についても言

及してほしい。 

■P68 全体構想「４安全・安心の方針(2)②」（津波等関連）を下記の

とおり修正 

「・臨海部の津波や高潮に対する対策として、「大阪湾沿岸海岸保全基

本計画」に基づき、引き続き海岸保全施設である防潮堤の整備を促進

します。 

・津波対策として、「堺市津波避難計画」に基づく円滑な避難の促進

や、避難が困難な場合の緊急一時避難に対応するための避難ビルの

指定を進めます。なお、津波避難対象地域等については、重点的に建

築物の耐震化を促進し、倒壊を防止することや、狭あい道路の拡幅な

ど道路閉塞を防止して、道路空間を確保し、円滑に避難できる環境の

形成を進めます。」 

「・高潮対策として、想定される最大規模の高潮における影響範囲への

災害リスクの周知につとめ、大阪府や近隣市と連携し、避難の考え方

の共有や周知方法の徹底など更なる避難対策の検討を進めます。」 

 

■P90 拠点別構想「都心」の「方針７－②津波や高潮からの避難を意

識した対策の推進」を下記のとおり修正 

「７-② 津波や高潮からの避難を意識した対策の推進 

・津波避難対象地域等については、建築物の耐震化を促進し、倒壊を防

止することや、狭あい道路の拡幅など、道路空間の確保を行い、円滑

に避難できる環境の形成を進めます。 

・津波対策として、「堺市津波避難計画」に基づき円滑な避難を促進し、

避難が困難な場合の緊急一時避難に対応するための避難ビルの指定

を進めます。また、高潮対策として、想定される最大規模の高潮にお

ける影響範囲への災害リスクの周知につとめ、大阪府や近隣市と連

携し、避難の考え方の共有や周知方法の徹底など更なる避難対策の

検討を進めます。」 

 

 

 

・津波対策として、大阪湾沿岸海岸保全基本計画に基づき、

引き続き防潮堤の整備を促進します。また、津波避難計

画に基づき円滑な避難を促進するとともに、円滑な避難

が困難な場合に緊急的に一時避難ができるよう、沿岸部

における津波避難ビルの指定を進めます。また、津波避

難対象地域等については、重点的に建築物の耐震化促進

や倒壊防止、狭あい道路の拡幅など、道路の閉塞を防止

して、道路空間を確保し、円滑に避難できる環境の形成

を進めます。 

・新規 

 

 

 

 

 

７-② 津波に対する重点的な対策の推進 

・津波避難対象地域等については、建築物の耐震化促進や

倒壊防止、狭あい道路の拡幅など、道路空間の確保を行

い、円滑に避難できる環境の形成を進めます。 

・新規 

―  追加   

  変更 
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意見 対応の考え方 （新） R2.11.2 時点 （旧） 

⑪全体構想「都市景観の方針」に、臨海部の工場景観・夜間景観、農業の

景観など、産業景観の視点で追加してほしい。 

■P71 全体構想「５都市景観の方針（２）」に下記を追加 

「・海に開かれた臨海部においては、雄大な海辺景観と、工場の集積を

活かした魅力的な産業景観の創出をめざします。」 

 

■P71 分野別方針に関連する SDGs のゴールとして、「５景観の方針」

に「9 産業と技術革新の基盤をつくろう」を追加。 

 

・新規 

 

 

 

・新規 

 

⑫SDGs 関連で、産業の基盤としての都市景観という観点もある 

⑬都心では環濠・世界遺産と絡めて交流人口について記載すべき。 ■P87 拠点別構想「都心」の（2）拠点整備の目標を下記のとおり修正 

「本市の中心的拠点として、堺東駅周辺や堺駅周辺を核として、商業・

業務など都市機能の集積を図ります。また、環濠エリアや都心周辺に位

置する百舌鳥古墳群などの豊かな歴史・文化資源や、水辺のある都市空

間等を活かし、都市魅力と活力にあふれた都心の形成をめざします。」 

 

■P88 拠点別構想「都心」の「方針３―③観光周遊ルートの整備」を

下記のとおり修正 

「・堺東駅、堺駅や、環濠エリアに位置する「さかい利晶の杜」や「堺

伝統産業会館」などの拠点と、大仙公園周辺など、市内各拠点エリア

を周遊するルートの構築などにより回遊性の向上を図り、来街者の

増加をめざします。」 

 

 

・本市の中心的拠点として、堺東駅周辺や堺駅周辺を核と

して、商業・業務など都市機能の集積を図るとともに、豊

かな歴史・文化資源や、水・緑のある都市空間等を活かし、

新たな都市魅力と活力にあふれた都心の形成をめざしま

す。 

 

 

・さかい利晶の杜や堺伝統産業会館などの拠点と、観光資

源をめぐるルートの整備を進め、回遊性の向上と来街者

の増加をめざします。 

⑭自転車環境について、臨海都市拠点だけでなく都心にも書けないか。 ■P89 拠点別構想「都心」に下記を追加 

「５－⑤ 自転車通行環境の整備 

・都心については、水辺や歴史的なまちなみを活かしながら歴史・文化・

観光施設を巡るルートにおいて、安全で快適な自転車通行環境の整

備を行い自転車による回遊性の向上を図ります。」 

 

 

 

 

 

 

 

 

・新規 

―  追加   

  変更 
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意見 対応の考え方 （新） R2.11.2 時点 （旧） 

⑮工場を建て替えるにあたっては、住宅が密接していると難しい。調整区

域等に優先的に工場が立地できるようにしていく必要がある。 

また、都心周辺の準工業地域において、工場が移転した場合そのままで

あれば住宅地になってしまう。環濠エリアを観光拠点にするのであれ

ば、将来を見越した何らかの対応が必要ではないか。 

■P79 全体構想「市街地・住環境整備の方針」において、「(5)市の活力

を創出する産業地の形成」として、「市街化調整区域の開発ニーズが

高まりつつある幹線道路沿道や主要交差点周辺等については、農地

や自然環境との調和に配慮しながら地域の活力創出につながる産業

機能の立地を図るなど地域の実情に応じた取組を推進します。」と記

載済。また、P104 拠点別構想「美原都市拠点」の「1-①広域アクセ

ス性を活かした都市機能の立地誘導」において、幹線道路による広域

アクセス性を活かし、物流や環境関連等の内陸型産業地として、立地

誘導を図ることや、幹線道路沿道等の市街化調整区域において、産業

機能の立地について検討すると記載済。 

■環濠エリアにおいては、歴史文化資源を活かし、賑わいを創出するこ

とを目的に「環濠ビジョン（仮称）」の策定を進める予定であり、今

後、取組との整合を図りながら必要に応じ対応を検討していきます。 

 

⑯臨海都市拠点について、新産業・物流や、集客拠点の話、もう少し具体

的に書けないか 

■P93 拠点別構想「臨海都市拠点」の「方針１産業機能の強化」を下記

のとおり修正 

「１－①産業機能の高度化の促進 

・本市の産業機能の持続的な発展に向け、環境エネルギーや健康医療

等の成長産業分野への進出、ICT を活用した先端技術の研究開発な

ど、企業の競争力を高める投資を促進し、産業のイノベーションに

よる脱炭素型の社会への貢献や、産業機能の高度化を図ります。」 

 

１－②産業集積の促進 

・関西国際空港への高いアクセス性、広域的な道路ネットワークや、国

際拠点港湾に指定されている堺泉北港の機能などを活かし、優れた

技術を持つ製造業やエネルギー関連企業など、本市が有する多種多

様な付加価値の高い産業集積の更なる促進や、産業活動の基盤とな

る高度な物流機能等の整備促進を図ります。」 

 

■P93 拠点別構想「臨海都市拠点」方針 2 を下記のとおり修正 

「方針２ 海辺を活かした集客・レクリエーション拠点の形成」 

 

 

１-①産業機能の高度化の促進 

・本市の産業機能の持続的な発展に向け、成長産業分野へ

の進出、先端技術の研究開発など、企業の競争力を高め

る投資を促進し、産業のイノベーションにより脱炭素型

の社会に貢献するとともに、産業機能の高度化を図りま

す。 

１-②産業集積の促進 

・関西国際空港への高いアクセス性、広域的な道路ネット

ワークや、国際拠点港湾に指定されている堺泉北港の機

能などを活かし、更なる産業集積の促進を図ります。 

 

 

 

 

・「方針２ 集客拠点の形成」 

―  追加   

  変更 
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意見 対応の考え方 （新） R2.11.2 時点 （旧） 

⑰「海上アクセスルートの構築」は何のためにやるのか不明確。 ■P93・94 拠点別構想「臨海都市拠点」の「方針３―①広域・拠点ネ

ットワークの形成」を下記のとおり修正 

「・臨海部と都心とをつなぐ交通ネットワークの機能を強化します。ま

た、海辺の活性化と連携してベイエリアの回遊性を高めるため、大阪

ベイエリア・関西国際空港方面などへの海上アクセスルートの構築

を図ります。」 

 

 

・臨海部と都心地域とをつなぐ交通ネットワークの機能を

強化するとともに、大阪ベイエリア・関西国際空港方面

などへの海上アクセスルートの構築を図ります。 

⑱臨海の拠点別構想に、全体構想にある防災（防潮堤、避難ビル、高潮な

ど）の施策への言及がない。 

■P94 拠点別構想「臨海都市拠点」に下記を追加 

「方針 5 災害に強い都市の形成 

5-① 基幹的広域防災拠点の整備促進による防災性の向上 

・大規模地震等の災害が発生した場合の物資の緊急輸送等、府県を越

えた広域的な防災活動拠点として、防災緑地や耐震強化岸壁など大

規模地震対策施設の整備を促進します。 

5-② 津波に対する重点的な対策の推進 

・津波避難対象地域であり、津波避難ビルの指定や、市民や事業所の

速やかな避難経路及び方法の確立に向けた取組を進めます。」 

 

 

・新規 

 

 

 

 

・新規 

⑲計画をつくるだけでなく、実現するよう行政としての後押しも必要。例

えば堺浜の施設と海との間の土地について、行政が働きかけるなど実現

に向けて動くべき。 

■都市計画マスタープラン策定後は、各エリア・関連分野で施策を具体

化する計画の策定を予定しており、そうした中で取組の進捗管理を

行っていきます。 

■堺浜エリアについては、堺グランドデザイン 2040 に示す将来イメ

ージの実現に向けて、水辺空間や空閑地等を利用した活性化方策を

検討しており、今後も民間事業者等への働きかけもおこなっていき

ます。 

 

 

⑳泉ヶ丘は泉北 NT だけでなく南河内をリードする拠点として強調すべ

き。 

■P96-99 拠点別構想「泉ヶ丘都市拠点・泉北ニュータウン」の「（３）

拠点整備の方針」を下記のとおり修正 

・泉ヶ丘の取組を強調するため、泉ヶ丘に関連するものと、泉北ニュー

タウン全体に関連するものに分類・整理し、並び替え。 

 

 

 

―  追加   

  変更 
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意見 対応の考え方 （新） R2.11.2 時点 （旧） 

㉑泉ヶ丘の方針「近隣センターの機能維持・向上」について、近隣センタ

ーを元の状態に戻すというのではなく、「機能の再編・改編」といった

表現にすべきでは。 

■P97 拠点別構想「泉ヶ丘都市拠点・泉北ニュータウン」の「方針２―

②」を下記のとおり修正 

「2-② 近隣センターの機能再編 

・近隣センターについては、オープンスペースの適切な維持管理と有効

活用を通じて、商業機能やサービス機能、地域のコミュニティ機能の

維持・向上につとめます。また、各センターの状況や周辺環境に合わ

せ、地権者や商業者などの民間事業者と連携して時代の変化に対応

した機能再編を促進します。」 

 

 

 

１-② 近隣センターの機能維持・向上 

・近隣センターについては、民間事業者との連携や住民へ

の利用促進などにより、徒歩圏を中心とした居住者の生

活を支えるとともに、身近で気軽に集える拠点として、

商業機能だけでなく、サービス機能や地域のコミュニテ

ィ機能の維持・向上を図ります。 

㉒泉ヶ丘の方針「職住一致・近接型の就業の場の形成」について、在宅ワ

ークのモデル地区となるような、ICT 技術を活用できる環境整備といっ

た記述をしてほしい。 

■P97 拠点別構想「泉ヶ丘都市拠点・泉北ニュータウン」の「方針２

－④」に下記を追加 

「・仕事を含めたライフスタイルの変化に対応したリモートワークや

コワーキングスペース、サテライトオフィスなど、ICT 等を活用した

職住一致・近接型の就業の場の形成を進めます。」 

 

 

 

・新規 

㉓市外の人から見れば、泉北と中百舌鳥は一体的な地域。居住や新産業な

ど一体的に考えてはどうか。 

■中百舌鳥、泉ケ丘はそれぞれ新産業創出の拠点、泉北 NT 及び周辺市

にも圏域の及ぶ拠点として、取組を進める必要があると考えている

が、それぞれ特色の異なる大学が立地する状況を踏まえ、例えば産学

官の連携などの取組を進めるにあたっては、いただいたご意見も参

考にしながら取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

―  追加   

  変更 



8 

 

意見 対応の考え方 （新） R2.11.2 時点 （旧） 

㉔中百舌鳥、美原の拠点別構想にも環境の方針が必要では。 ■P101 拠点別構想「中百舌鳥都市拠点」に下記を追加 

「方針２：市街地の更新に伴う脱炭素化の推進  

2-① 面的な更新の機会を捉えた脱炭素化の推進 

・新たな大規模施設の立地や公的賃貸住宅の建て替えなど、市街地の

面的な更新の機会を捉えて、先進技術の導入による建築物のエネル

ギー利用の効率化、面的利用による地域全体のエネルギー効率向上

などに取り組みます。」 

 

■P104 拠点別構想「美原都市拠点」に下記を追加 

「方針３：市街地の更新に伴う脱炭素化の推進 

３―① 面的な更新の機会を捉えた脱炭素化の推進 

・新たな大規模施設の立地など、市街地の面的な更新の機会を捉えて、

先進技術の導入による建築物のエネルギー利用の効率化、面的利用

による地域全体のエネルギー効率向上などに取り組みます。」 

 

・新規 

 

 

 

 

 

 

 

・新規 

㉕中百舌鳥の「方針 2-②利便性を活かした居住の促進」について、中百舌

鳥は子育て世帯が多く、学校施設・保育施設が不足している。人口を増

やすのはよいが、課題がある中で「子育て機能の充実を図る」だけで足

りるのか。 

■都心や中百舌鳥など主要な拠点については、今後の人口減少や集約

型都市構造における拠点の位置づけを踏まえ、都市の将来像を示す

観点から、基本的な方向性としては、居住の促進について記載するこ

とが望ましいと考えています。その中で、中百舌鳥においては、P102

「方針 3-②利便性を活かした居住の促進」について記載し、子育て

機能の充実を図ります。 

■なお、人口誘導の考え方や子育て・教育等の都市機能の配置等につい

ては、拠点ごとの状況を踏まえながら、それぞれ具体的な取組を検討

していきます。 

 

㉖堺東や三国ヶ丘、中百舌鳥など人口が増えているので、駅前保育の話を。 

㉗美原は物流拠点として重要なので、方針に「物流」ということばを入れ

てほしい。 

■P104 拠点別構想「美原都市拠点」の目標について、下記のとおり修

正 

「幹線道路による広域アクセス性を活かし、南河内地域や奈良方面と

の交流結節拠点として、また、美原区域の日常生活を支える地域の拠

点として、環境との調和を図りながら、商業・物流機能や産業機能な

どを集積し、多くの人が集まり地域の活力を育む市街地の形成を進

めます。」 

 

 

・優れた広域アクセス性を活かし、南河内地域や奈良方面

との交流結節拠点として、また、美原区域の日常生活を

支える地域の拠点として、環境との調和を図りながら、

産業機能、商業機能などを集積し、多くの人が集まり地

域の活力を育む市街地の形成を進めます。 

 

―  追加   

  変更 


