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都市計画審議会委員意見への対応について 

意見 対応の考え方 （新） （旧） 

①P5~6 の発展の経過について、特徴的な産業形成・集積や、「~現在」に百舌鳥・

古市古墳群の世界遺産登録を加えてはどうか。 

■P6【～現在】2 つ目に下記を追加 

・石油化学、エネルギー、金属、機械など多種多様な企業が数

多く立地し、全国でも屈指の産業集積を有しています。また、

優れた先端技術や環境技術を有する企業が新たに立地し、高

付加価値型産業の集積が進んでいます。 

■下から２番めの位置に下記を追加 

・令和元年には「百舌鳥・古市古墳群」が大阪府下で初めての

世界遺産に登録されました。 

 

 

 

②表に堺市の記載があった方がわかりやすい。 ■P30 他都市との人口移動 

表の表現を修正 

 

 

 

③P38(2)に「訪日外国人観光客等の増加」があるが、在留外国人の増加が SDGs

を語るうえでも、社会状況として大きな変化と捉える必要がある（入管法の改

正にともなって、今後さらに外国人労働者が増える）。 

■P38(2)を下記のとおり修正、2 つ目に下記を追加 

・訪日外国人観光客、外国人住民等の増加 

・深刻化する人材不足の対応として、平成 31 年 4 月に改正さ

れた出入国管理法において、一定の専門性・技能を有した外

国人材を受け入れる在留資格「特定技能」が創設され、外国

人就労者が増えています。 

 

 

P38(2) 

・訪日外国人観光客等の増加 

 

④「課題と対応方針（P39~）」において、製造業集積の維持・継承、さらなる誘

致を目的とした工場適地不足とその対応について、この節にも必要ではないか。 

■P39（１）5 つ目を下記のとおり修正 

・事業所が減少傾向にある中、本市の基幹産業である製造業の

集積の維持・継承、産業の持続的発展を図るため、本市の立

地魅力を高めていくことが必要です。 

 

 

 

 

 

・事業所が減少傾向にある中、産業の持続的発展を図るた

め、本市の立地魅力を高めていくことが必要です。 

 

―  追加   

  変更 

資料２－２ 
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意見 対応の考え方 （新） （旧） 

⑤堺市の都市構造は臨海、都心、内陸部という構造がある中で都市の持続性を担

保していくのかという観点から追加すべき点がないか。 

 

■P40 全体構想４.課題と対応方針（２）人口減少を見据えた集

約型都市構造の形成 4 つ目に下記を追加 

・新型コロナウイルス感染症の影響による生活様式や行動の変

容、災害時における自律的な生活圏の構築などの観点から、都

心だけでなく各拠点に都市機能が分散して集積する都市構造

の形成をめざします。 

 

 

⑥P99 泉ヶ丘「8-①エリアマネジメントの推進」に、防災的な観点を加えてはど

うか。選ばれる「ニュータウン」になるためには、安全性が担保されているこ

とが重要なテーマの一つと考える。沿岸部の旧市街地が大規模な被害を受けた

場合は、泉北は重要なバックヤードになる。 

 

⑦P41「(4)災害に強い安全で安心な都市の形成」及び P46「(4)安全で安心して

暮らせる都市」において、コロナで明らかになっている、防疫・公衆衛生の観

点もインフラや保健・医療・福祉や学校等の施設等の関係を含め目配りしてお

く必要がある。 

■P41(4)1 つ目を下記に修正 

・東日本大震災以降、近年は大規模な災害が頻発化しており、

将来的には南海トラフ巨大地震や上町断層帯による地震、津

波といった災害の発生が危惧されています。 

また、強い台風や集中豪雨の増加など、気候変動への適応、

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた公衆衛生・感染

症対策などについても、対応の必要性が高まっています。 

【対応方針】に下記を追記 

・都市におけるリスクマネジメントの観点から、自然災害だけ

ではなく、公衆衛生・感染症対策にも配慮した都市空間の形

成を推進します。 

 

・東日本大震災以降、近年は大規模な災害が頻発化して

おり、将来的には南海トラフ巨大地震や上町断層帯によ

る地震、津波といった災害の発生が危惧されています。

また、強い台風や集中豪雨の増加など、気候変動への適

応についても対策の必要性が高まっています。 

⑧P41「(5)公民協働による取組の推進」において、個々の課題やニーズに対応す

るという観点に加えて、多分野にわたる政策をコミュニティ・ベースドに（ニ

ーズに合わせて）統合的・横断的にアレンジして導入していく必要が高まって

いる、という観点を加えた方がよいのでは。 

■P41(5)１つ目を下記のとおり修正 

・時代の流れの中で、市民の価値観やニーズは変化、多様化し

ており、個々の課題やニーズに応じて、全市一律的な取組だ

けでなく、分野間の横断的な連携など、より戦略的な取組の

必要性が高まっています。 

 

 

・時代の流れの中で、市民の価値観やニーズは変化、多様

化しており、これまでの全市一律的な取組から、個々の

課題やニーズに対応したより戦略的な都市計画の必要

性が高まっています。 

⑨市街地のめざすべき姿「臨海部」（P49）に、拠点別構想に記載のある「スポー

ツ、レクリエーションエリア」としての表記も必要ではないか 

■P49（3）臨海部を下記のとおり修正 

また、臨海都市拠点においては、集客、スポーツ、レクリエ

ーション機能などによる、海辺の特性を活かした、憩い・賑

わいのある魅力的な海辺空間の形成をめざします。 

 

 

 

また、立地の特性を活かした憩い、賑わいのある魅力的な 

海辺空間の形成をめざします。 

―  追加   

  変更 
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意見 対応の考え方 （新） （旧） 

⑩それぞれの市街地の文章中に、「臨海都市拠点」「美原都市拠点」などの具体的

な拠点名を入れるとわかりやすい（P49~50） 

■P49・50 臨海部、郊外市街地、丘陵市街地を下記のとおり修

正 

・臨海部については上記⑨のとおり。 

・郊外市街地：「また、拠点（北野田、美原）周辺には~」 

・丘陵市街地：「また、泉ヶ丘をはじめとした拠点周辺には~」 

 

 

 

 

・郊外市街地：「また、拠点には~」 

・丘陵市街地：「また、拠点周辺には~」 

⑪「土地利用の方針（P53~）」について、商店街のコミュニティ機能の維持・向

上の必要性についての言及が必要ではないか。 

・土地利用の方針においては、市街地における適切な都市機能

の配置に向けた計画的な規制・誘導の考え方などを位置づけ

ています。商店街におけるコミュニティ機能維持向上につい

ては、ソフト的な対策も含め検討します。 

 

 

 

⑫「道路・交通の方針（P57~）」について、臨海部における慢性的な渋滞解消、

災害時の避難経路の観点からも複数アクセスの確保が重要。 

 

 

・臨海部の渋滞緩和に向け、堺第 2 区では、信号サイクルの変

更や、交差点への流入交通量の減少を図るなど、渋滞緩和対

策を実施しています。また、堺第 7-3 区においても、阪神高

速高架下の中央分離帯を改良し南行き右折レーンの延長など

の渋滞対策を行っており、今年度は、交通量調査を予定して

います。 

引き続き関係機関で協議し、渋滞緩和に向けた対策の検討

を行っていきます。 

 

 

 

⑬臨海部への渋滞が続いている。湾岸部分のジョイントに関する大きな施策の提

起ができないか。 

 

 

 

⑭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、泉ケ丘都市拠点・

泉北ニュータウンだけでなく、デマンド型のような記載ができないか。 

 

 

 

 

・美原都市拠点のみならず市全体の方向性であるため全体構想

を修正します。 

■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

を活かした新たなモビリティ、MaaS やデマンド交通をはじ

めとするモビリティ・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。 

 

 

 

 

・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。 

―  追加   

  変更 
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意見 対応の考え方 （新） （旧） 

⑮P68「(2)②避難・防災活動がしやすい市街地の形成」において、BCP（業務継

続計画）の視点を加えておくべきではないか。市民の命に直結する病院や福祉

施設はもちろん、流通や生産や行政の継続性も社会・経済の命に係わる。継続

を可能にする環境を整えるという面で、都市計画的にも重要な課題ではないか。 

・拠点別構想の都心 7-③（P90）、臨海 5-①（P94）も同様。 

 

■P68 全体構想「4.安全・安心の方針」(2)②最後の項目に下記

を追加 

・大規模な災害が発生した際に予想される通常業務及び災害対

策業務の機能停止・低下を最小限に抑えるため、近年の災害

の教訓に基づき業務継続計画(BCP)の策定を促進します。 

 

⑯P68~69「①水害への対応」や「②土砂災害等への対応」において、長期的な観

点で、立地の適正化への誘導も必要ではないか。 

・都市計画マスタープラン改定後は、立地適正化計画の策定を

進める予定としており、その中で各種災害リスクを踏まえた

防災指針についても検討していきます。 

 

 

⑰都市景観の方針に、屋外広告物についての基準見直しや、地域協議会でのチェ

ック機能などにつながるような表現を入れてほしい。 

■P71(1)3 つ目に下記を追加 

・屋外広告物については、広告媒体の多様化なども踏まえながら、市

民・事業者・行政の協力と連携のもと、本来の広告物の役割の発揮

と魅力ある都市景観の形成に取り組みます。 

 

 

⑱都市景観の方針(2)（P71）に、軸についてだけでなく、「駅前空間」を入れる方

がよい 

■P71(2)3 つ目に下記を追加 

・地域の拠点となる駅前空間においては、それぞれの地域特性

を踏まえた賑わいの創出や周辺との調和をめざします。 

 

 

⑲主要幹線や歴史的エリアでは、電線地中化による景観向上をめざす必要がある

ので、何らかの表現を入れてほしい。 

■P72(2)下から 2 つ目に下記を追加 

・歴史的なまちなみが残る地域などにおいては、道路の美装化・

無電柱化等により、良好な景観形成と地域の魅力向上を図り

ます。 

 

 

⑳P72「(3)堺らしさの保全と育成」に、P73 図中にある「田園景観」や「農村集

落の景観」についてもふれるほうがよいのでは。 

■P72(3)3・4 つ目を下記に修正 

・農村集落のまちなみや周辺の農地などの田園景観、南部丘陵

地の自然景観の保全など、周辺環境との調和のとれた景観形

成をめざします。 

・仁徳天皇陵古墳をはじめとする百舌鳥古墳群、環濠エリアな

ど堺固有の歴史・文化資源を、地域のブランド、文化的シン

ボルとして保全・継承~ 

 

 

 

 

・南部丘陵地などの自然環境や、仁徳天皇陵古墳をはじめ

とする百舌鳥古墳群、環濠エリアなど堺固有の歴史・文

化資源を、地域のブランド、文化的シンボルとして保全・

継承~ 

―  追加   

  変更 
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意見 対応の考え方 （新） （旧） 

㉑P78~79「(5)市の活力を創出する産業地の形成」について、「ものづくりのま

ち堺」における工業用地不足対策として、幹線道路に面した区域や郊外の大規

模な低・未利用地の工業用地への転用を図るなど、工業系用途地域におけるま

ちづくりの指針を早急に策定した上で、市内各エリアの土地利用の促進が必要。 

・P79「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、地域の活力創出につな

がる産業機能の立地を図る」と記載のとおり、今後、地域の

状況に応じて都市計画手法の活用なども視野に入れながら、

産業機能の立地誘導に取り組みます。 

 

 

㉒P80「わがまち」の２つ目「行政は、市民の各種活動への参加を促し、」という

表現は、上から目線でおしつけがましい印象を受ける。例えば「行政は、市民

が自ら各種活動に取り組みやすい環境づくりに努め」などにしてはどうか。 

■P80「わがまち」2 つ目を下記のとおり修正 

「行政は、市民が自ら各種活動に取り組みやすい環境の形成に

努め、」 

 

 

「行政は、市民の各種活動への参加を促し、」 

㉓P83「②リーダーを担う人材育成」は「コーディネートを担う人材」ぐらいの方

が受け入れられやすいのでは。文中の「リードできる人材」も「コーディネー

トできる人材」ではどうか。 

■P83 を下記の通り修正 

・「②コーディネートを担う人材育成」 

・「こうした取組をコーディネートできる人材」 

 

 

・「②リーダーを担う人材育成」 

・「こうした取組をリードできる人材」 

㉔P83 の PDCA の内容について、図として進め方を表現するとよりわかりやすく

伝わる。 

■P83 

・PDCA サイクルの図追加 

 

 

㉕泉ヶ丘都市拠点・泉北ニュータウンのスマートシティ構想についてもう少し堺

市がアピールできることを盛り込むべき。 

■P99 拠点別構想「泉ヶ丘都市拠点・泉北ニュータウン」の「方

針 7―①スマートシティによる市民生活の向上」を下記のとお

り修正 

多様な交通手段とサービスが連携した便利で愉しい生活

型の MaaS の実現、高齢者等の見守りや介護予防、認知症の

早期発見等の仕組みの構築、職住一体・近接型のライフスタ

イルのためのリモートワーク拠点の整備等、様々な政策分野

で ICT を活用した取組を推進し、都市魅力の向上、利便性の

高い市民生活の実現を図ります。 

 

 

 

 

・モビリティやヘルスケア、セキュリティなどの面から、

ICT などを活用した取組を推進し、都市魅力の向上、利

便性の高い市民生活の実現を図ります。 

㉖P104 美原「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、非

常時には BCP を支える有効なポジションにある点からの記述を加えてはどう

か。 

■P104（３）1-①1 つ目を下記のとおり修正 

・「~幹線道路による広域アクセス性を活かし、臨海部より災害

リスクの少ない内陸型産業地として」 

 

 

・「~幹線道路による広域アクセス性を活かした内陸型産

業地として」 

―  追加   

  変更 
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意見 対応の考え方 （新） （旧） 

㉗堺旧港、堺駅及び環濠エリアの賑わい創出と市内の回遊性の向上が重要 ・堺駅・堺旧港周辺は、なにわ筋線の開業により、国土軸や関

西空港などとのアクセス性が高まる中、そのインパクトを市

内各拠点へ誘引させるゲートウェイとしての役割が期待さ

れています。 

堺駅・堺旧港周辺をはじめ、環濠や大仙エリアの魅力創出

とあわせて、それらを新たな交通システムや観光施策等を通

じて連携し、回遊性を高めていきます。 

 

 

㉘美原区では今後 2~3 年の間に、防災センターや国道 309 号の東西に大型商業

施設が完成する。活気溢れる美原区が生まれる一方、アクセス性に優れている

という美原区の魅力が、予想される国道 309 号の交通渋滞により大きく失われ

ることを懸念する。拠点整備と都市計画道路の整備は一体事業として進めてほ

しい。H26 年に堺市都市計画道路整備プログラムにおいて、その他路線に位置

づけられている八尾富田林線・向陵多治井線について、美原区の社会情勢の変

化を踏まえ計画を見直してほしい。 

 

・美原区においては、国道 309 号の交通渋滞対策として、大阪

河内長野線の整備を引き続き進めていきます。 

・堺市都市計画道路整備プログラムについては、社会情勢の変

化等を踏まえ、見直しの必要性を検証していきます。 

  

 

㉙美原の交通網について、国道 309 号の渋滞対策が必要。大阪河内長野線の整備

を早急に進めてほしい。 

 

 

 

―  追加   

  変更 


