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基調講演「身近なまちづくりと都市計画」 ～久隆浩氏（近畿大学教授）～ 

日 時：平成２０年８月１日（金）19:00～ 

場 所：メイシアター１階 集会室 

参加者：５３名 

“用途地域による土地利用規制は、公共性がある

と認められる必要 低限の規制となっているため、

地区の特性に合わせた規制が求められている。その

手段として、地区計画や建築協定があるが、まずは、

まちの将来像について目標を共有することが大切

で、交流の場をつくる地道なまちづくり活動の積み

重ねが、コミュニティの絆を強くし、いいまちをつ

くっていく。”といったお話しでした。 
 
 
 
 

第１回 『吹田のまちづくりを知ろう』 

○オリエンテーション 

今回の座談会の目的と内容について説明しました。 

＜座談会の目的＞ 
その１ まちづくりの基本となる都市計画制度を学ぼう 
その２ 地域の課題を話しあう 
その３ 市民のみなさんの声を聞く 

○都市計画ミニ講座 
吹田市の用途地域や高度地区等の

概要について、まちなみの写真と合

わせて説明しました。 
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「身近なまちづくりと都市計画」      近畿大学教授 久 隆浩 

講師略歴：久 隆浩（ひさ たかひろ）近畿大学理工学部 教授 
1981 年大阪大学工学部環境工学科卒業。1986 年大阪大学大学院博

士課程終了。工学博士。（財）21 世紀ひようご創造協会主任研究員、

大阪大学工学部助手などを経て、2005 年より現職。 
吹田市関係では、吹田市都市景観形成委員会副会長・市民自治推進

委員会委員・地域コミュニティ検討市民会議委員・神崎川畔企業連

絡会アドバイザー・山田駅前まちづくり懇談会アドバイザーなど 

＜講演要録＞ 
１．土地利用規制があるのになぜ問題が発生

するのか 
都市計画法、建築基準法という法律があるの

に、何故問題が発生するのでしょうか。 
法律に違反していると市役所が取り締まれ

ますが、違法でないとなかなか取り締まれませ

ん。これが矛盾を生み、トラブルの原因にもな

ります。 
現在、都市計画法、建築基準法などによって

制限をかけていますが、これは必要 小限規制

の原則に基づいてかけられたものです。土地は

個人の財産ですから、財産権に基づいた利用の

自由が認められています。一方、「公共の福祉

＝みんなの幸せ」がおかされる観点から規制を

かけることができます。この釣り合いの中で

「だれが考えてもみんなの迷惑になる」という

小限の規制しかかけていないとする考え方

です。 
しかし、法律を守っていれば何をしてもいい

んだと言われる場合もあります。もっと規制し

て欲しいけれど 小限の規制しかかかってい

ない。ここで、ギャップが発生します。 小限

規制ともっとレベルの高い規制を望むグレイ

ゾーンの中で問題が発生します。 
２．みんなで地区計画を定める 

こうしたグレイゾーンを失くすには、地区に

ふさわしいルール、地区計画をつくるといいと

思います。でもこれはなかなかすんなりとはい

きません。 
では、公共の福祉、公共性は誰がどういうふ

うに決めるのでしょうか。 
熟議の民主政（deliberative democracy）、話

し合うことで民主主義を成り立たせようとい

う考え方があります。 
ここでの公共性の考え方は、地域の人が話し

合い、すべての人が合意したものに公共性が生

まれる、と考えます。話し合う前からこれが正

しい、これが公共性があるということでなく

て、話し合った成果として、みんなで納得して

決めたものが公共性の高いものであるとする

ものです。 
みんなが合意して決めたルールは、公共性の

高いルールであり、それを法的に位置づけたも

のが地区計画なのです。地区計画を定めると今

までかかっていたルールを一度リセットする

こともできるようになりました。規制の緩和も

強化もできる制度に変わってきています。 
３．性善説と性悪説 
大阪市立大学の阿部昌樹先生の分析による

と、まちづくり憲章には「わたしたち」という

主語があります。まちづくり憲章の対象者は

「いい人」で性善説にたっています。みんなで

頑張りましょう、環境を守りましょう、という

呼びかけがまちづくり憲章に示されています。

一方、地区計画や建築協定の対象は主に外か

らやってくる人たちです。地区計画や建築協定

は悪いことをさせないようにルールをつくっ

ており、性悪説にたっているといえます。 
わたしは、基本的には人を信じるところから

まちづくりをしたい。相手を疑っている限り、
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信頼関係はつくれないと思います。コミュニテ

ィの絆とか人間関係をつくるためには、まずは

相手を信じることから始めないといけない。性

善説にたって仕事がしたいと願っています。

４．コミュニティの絆とまちづくり 
地区計画、建築協定、景観法はあくまでもま

ちづくりを実現するための手段、道具にすぎま

せん。 

まちづくりの目標として、まちの将来像や将

来の暮らし方を描いていくことが重要です。

みんなで議論をして、こうした目標が共有さ

れれば、「まちづくり憲章」とか「まちづくり

ガイドライン」になって、それを実現するため

のルールが、法律に基づくルールになっていき

ます。 
まちづくりがきちんとできれば、自ずと秩序

だったまちや景観ができてきます。 

こうしたまちづくりができる背景にはコミ

ュニティの絆が必要ですし、根底にしっかりと

したコミュニティがないと何事も進まないと

思います。 

５．ひとを思いやる住民主体のまちづくりへ

地道なまちづくり活動の積み重ねがコミュ

ニティの絆を強くし、いいまちをつくっていき

ます。 
全ての人が、人を思いやる心を持ち行動して

いくと法律とかルールを持ち出さなくてもト

ラブルは発生しないし、世の中はうまくいくは

ずです。世の中はそんなに甘くない、という意

見もあるでしょう。けれどもルールだけに頼っ

てしまうと今のようなぎすぎすした世の中に

なってしまいます。 

まずは地域でいろいろな人が定期的に集ま

り語り合う場（交流の場）をつくる。立場の違

いを容認しながら、いろいろな意見交換を、本

音で率直にできるような場をつくっていくこ

とが大切です。 

時間がかかることかもしれないし、世の中は

そう甘くないかもしれません。しかし、取り締

まり、罰するというような考え方だけではな

く、もう一度、人間関係を信頼の中からつくり

かえるような試みをできないかと思います。

６．地区計画とまちづくり条例 
１９８０年、都市計画法改正で地区計画制度

が導入されました。 
地区計画はよい制度ですが、思いを共有し調

整して合意を図らないといけないので、使うの

が難しい制度です。法律上では全員の同意が必

要とは書かれてはいませんが、個人の権利を制

限するので、すべての方が納得していかないと

上から制限をかけるというわけにいきません。

そのために、充分に話し合うことが必要になり

ます。 後に数人納得のいかない方が残り、そ

の説得だけに数年かかることもあります。こう

した場合、やむを得ず、強権的に決めることも

ありますが、できるだけ全ての方が同意するこ

とが基本です。 

こうしたたいへんな作業を住民任せにする

のでなく、行政も支援したいと、話し合いを繰

り返し、合意形成を図るためのしくみやそれを

支援する制度もできてきました。神戸市では

「地区計画及びまちづくり協定等に関する条

例」(通称まちづくり条例)を定め、地区計画を

決めるためにさまざま支援を始めています。近

隣でも、豊中市が「まちづくり条例」をつくり

まちづくり支援を行なっています。 

このように、市役所の方のバックアップをも

とにがんばるとルール化が可能になります。

地域には様々な方がおられて、そう簡単には

いかないということを理解していくとともに、

周りの方の思いを充分に受け取って、その上に

自分の思いを重ねていき、地域、地区で合意の

形成に向かってがんばっていけば、それなりに

納得できるルールができるのでないかと思い

ます。 
（この講演要録は、久先生の基調講演の記録を

もとに、事務局が取りまとめました。）
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東エリア（千里丘地域） 

日 時：平成２０年８月５日（火）19:00～ 

場 所：千里丘市民センター２階 多目的室 

参加者：１０名 

良いところとして「緑が多いこと」、良くないところ

として「道路が狭いこと」といった意見がでました。

近年のマンション建設による緑の消失、人口増加によ

る交通の問題といった点で千里丘地域の将来に不安が

あることから、地域の良さを守っていく何らかの対策

が必要とされました。 

＜１班＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜２班＞ 

 

 

名
神
高
速
道
路

千里ニュータウン・
万博・阪大

山田・千里丘

片山・岸部

千里山・佐井寺

豊津・南吹田

ＪＲ以南

良いところ  
「緑」緑が多い。パナヒルズの緑。新芦屋中央公園。 
「まちなみ」ゆったりとした戸建てが比較的多い。静か。

三保ヶ池周辺の景色。見晴台の眺め。 
良くないところ  
「生活道路」道路が狭く自動車が多い。 
「開発」緑が減っている。マンション増加による小学生

の増加への対応。まちの将来へのビジョンがない。マ

ンションの高さ、戸数、環境を守る条例をつくって欲

しい。 

良いところ  
「緑」毎日放送の桜並木。公園。 
「まちなみ」低層住宅地域は静かである。見晴台付近の

低層住宅と緑の多い植栽。 
「交通」すいすいバスは便利。人口の増加はよい。 
良くないところ  
「公共施設」図書館、保育所が少ない。 
「道路・交通」道路が狭い。交通の便が悪い。交通渋滞。

坂道が多い。 
「開発」マンションが多くなって、住民のまとまりがつ

かなくなっている。マンション建設の規制。 

第２回 『地域を見直そう ① 』 
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北エリア（名神以北地域） 

日 時：平成２０年８月７日（木）19:00～ 

場 所：千里市民センター 大ホール 

参加者：１５名 

千里ニュータウンの良いところとしては「緑が多くゆ

とりあるまちなみ」という意見が多くでましたが、一方

で、「商業施設の衰退や高齢化によるにぎわいのなさ」や

「マンションの高層化」等の問題が取り上げられました。 
ニュータウン以外の地域では「旧集落の風情」がよい

とされ、「買物や交通の利便性」もよく生活しやすいとい

った意見も多くでました。 

＜１班＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜２班＞ 

 
 

名
神
高
速
道
路

千里ニュータウン・
万博・阪大

山田・千里丘

片山・岸部

千里山・佐井寺

豊津・南吹田

ＪＲ以南

ニュータウンの良いところ 
「ゆたかな緑」緑豊かでゆとりがあり、環境がよい。 
「ゆとりある空間」ゆとりのあるまちなみ。戸建て住宅

がゆったり建っている。歩車分離された道。 
ニュータウンの良くないところ 
「活気の不足」人気がなく寂しい。近隣センターを利用

したいが品物が揃わない。高齢化しているため、活気

がない。 
「建替えの進行」高層マンションの増加。建替えの時期

を向かえ、緑が消失し、ゆとりが失われてきた。 

北エリアの良いところ  

「緑・まちなみ」山田、佐井寺、春日の旧集落のまちな

みがいい。千里山西の戸建て住宅地内は緑が多い。 

「利便性」店舗があって便利。交通の便がよい。 

北エリアの良くないところ 

「開発」緑が減っていくのが心配。農地や竹林が残って

いるが、今後、開発されるのでは。保全できないか。

「道路」千里山は道が狭いわりには交通量が多い。 

ニュータウンについて 

「緑・まちなみ」ゆったりしている。緑が多い。並木道。

「活気・利便性の不足」にぎわいがない。ぶらぶら歩い

て買い物に行く場所（店舗・病院）がない。 

ニュータウンに 
お住まいのグループ 

ニュータウン以外に 
お住まいのグループ 

第２回 『地域を見直そう ② 』 
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＜１班＞
西エリア（江坂地域） 

日 時：平成２０年８月２２日（金）19:00～ 

場 所：吹田市消防本部８階 研修室 

参加者：５名 

今回は参加人数が少なかったため、１つのグループで

西エリア（江坂地域）について話し合いました。 
江坂地域の良いところとして、「人が多くにぎわいがあ

ること」や「公園等の緑が多いこと」という意見が多く

でました。一方、広告物や迷惑駐輪が多く、「ゴチャゴチ

ャしたまちなみ、景観になっていること」が残念とされ

ました。 

＜１班＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

名
神
高
速
道
路

千里ニュータウン・
万博・阪大

山田・千里丘

片山・岸部

千里山・佐井寺

豊津・南吹田

ＪＲ以南

良いところ 
「緑」江坂公園。アメニティ江坂。 
「にぎわい」人がたくさんいてにぎやかなところ。 
「まちの利便性」地下鉄（御堂筋線）が通っていて、市

内へのアクセスがよい。江坂のマンションは、いわゆ

る「都心居住」的な暮らしができる。 
「商業施設」コンビニや商店が多く（コンビニ、スーパ

ー、東急ハンズ、家電製品）、生活には困らない。ギラ

ギラしたネオンサインがない。 
良くないところ  
「まちなみ」マンションビルと商業ビルが交じり合って

いる。広告物が乱雑に出されている。ごみごみしたイ

メージ。迷惑駐輪が目立つ。タバコのポイ捨てが多い。

「商業施設」買物するには少し不便。服屋、和菓子屋、

本屋、銭湯がない。 
「治安の問題」ひったくりが多い。夜こわそう。 

※※※ 吹田の豆知識 ※※※ 

どうして「阪急豊津駅」は豊津町とは違う場所にあるのか。 

現在の豊津町の一体は、昔、榎阪・垂水村が合併してできた「豊津村」といいま

した。阪急豊津駅ができた当時、その辺りに駅はなく、豊津村の 寄駅として駅

ができたため「豊津駅」という駅名がついたそうです。 

第２回 『地域を見直そう ③ 』 
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南エリア（名神以南地域） 

日 時：平成２０年８月２５日（月）19:00～ 

場 所：メイシアター１階 集会室 

参加者：１１名 

住宅が密集しており、まとまった緑の少ない地域です

が、人々のコミュニティやプランターの緑等「生活感の

あるまちなみ」が良いところとしてあげられました。ま

た、阪急やＪＲなど駅が多いことから「交通の便がよい」

ことや、商店街の衰退等「買物が不便」ということ、大

規模敷地（開発用地）が散在しているため、その行く末

に期待と不安があるという意見もでました。 

＜１班＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜２班＞ 

 
 

名
神
高
速
道
路

千里ニュータウン・
万博・阪大

山田・千里丘

片山・岸部

千里山・佐井寺

豊津・南吹田

ＪＲ以南

良いところ 

「まちなみ」緑は少ないが、暖かみのある（身近な）み

どりがある。生活臭のある生活道路。住宅が密集して

おり、静かで生活しやすい。 

「交通の利便性」交通の便が良い。（阪急、ＪＲ線） 

「景観」神崎川近くは、眺望が開けている。 

良くないところ 
「商業施設」商店街の活気がなくなってきている。 
「防災」住宅が密集しており、災害などに対して危険。

「建替え・開発」戸建てが多い中にワンルームマンショ

ンが多く建設されている。大規模敷地が散在している。

「交通」円山町は、道幅は広いがバイパスに利用される。

「生活」御旅町の工場と住宅の混在。 

良いところ 
「交通の利便性」駅が多く便利である。 
「緑」円山町は緑が多い。（風致地区である。） 
良くないところ 
「建替え・開発」豊津駅周辺マンションが増えて人口が

急増。江坂～豊津で建替えが進んでおり、戸建て住宅

にとって日照、圧迫感が生じているのではないか。 
「商業施設」豊津駅近辺の店がつぶれていって不便にな

っている。近隣商業のネットワークがよくない。（江坂

～豊津～ＪＲ吹田） 

第２回 『地域を見直そう ④ 』 
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テーマ 「多様な用途のあるまちを考える」 

日 時：平成２０年９月３日（水）19:00～ 

場 所：メイシアター１階 集会室 

参加者：１５名 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

＜１班＞ 
 ・用途地域の区分は段階的に。 
 ・（高さなどの）規制はなだらかに。 
 ・建物の大きさと用途は分けて考えるべき。 
 ・高さ制限をしないと雑多なまちになる。 
 ・まちの方向性は地区計画で。 

住商混在 
 ・ある程度の建物用途の混在を認める。 
 ・個人商店が経営できるようなまちに。 

住工混在 
 ・工場と住宅が共存できるルールづくり。 ＜２班＞

 ・用途地域のことが知られていない。 
 ・市民の意見（地域のルールづくり等）がまとまる

ように、役所がうまく導いて欲しい。 
住商混在 

 ・ほどよい距離に、店があると生活しやすい。 
 ・用途が混ざっていても街並みが揃っているとよい。

住工混在 
 ・吹田に工場がなくなると税金が高くなり困る。 
 ・事業者がマンション購入者に知らせることが大事。

 ・工業地域に住宅を建てないように導く。 
 ・緩衝地（公園等）をつくって住宅と工場をゾーン

分けすると、一緒に暮らせるのではないか。 

第３回 『まちの明日を語ろう パート１』

＜３班＞  
 ・道を隔てて規制値が急に変わると、紛争の種。 
 ・吹田市のみで考えてもダメ。大阪都市圏内での位置は

大事（住宅のまち）。 
 ・現況の用途は見直しが必要ない。 
 ・街づくりに計画性が感じられない。市の指導力が弱い

 ・街づくりはインフラ作りを先に。 
住商混在 

 ・（住宅地での）コンビニエンスストアはできれば便利だ

が時間規制も必要。 
住工混在 

 ・工場が順次転出→新しいまちの創出のチャンス。 

吹田市域では多様な用途のまちがみられ、住
宅と商業業務施設、住宅と工業施設が混在す
ることにより、雑多なまちなみになっている地
域があります。また、工場と住宅が混在するこ
とにより、工場の操業環境に影響が出ていま
す。このような状況の中、「多様な用途のあるま
ち」をどう考えるのかをテーマに話合いました。
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テーマ 「みんなが安心して住めるまちを考える」 

日 時：平成２０年９月８日（金）19:00～ 

場 所：市役所中層棟４階 全員協議会室 

   （当日会場が変更になりました） 

参加者：１３名 

 

＜１班＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜２班＞

 
 

「大切にしたいもの」 

・地域に住み続けている人の生活を大切に。 

・美観を重視することが住みやすさにつながる。 

「ルールの強化への背景」 

・急に異質なものができると、みんな不安になる。 

・マンションの建設は規模や高さが問題ではなく、そ

の建て方に問題がある。 

「ルールの強化」 

・容積率１５０％の法制化（千里ＮＴ）。 

・高さ制限（絶対高さの導入）が必要。 

・緩衝帯が小さい。もっと必要。 

「ルールが守られればいいまちになるのか」 

・ルールのできた背景をみんなが理解することが大切。

・地域に合せたルールの運用が必要なのでは。 

「マンション建設のメリット・デメリット」 

・まちの人気が反映されている。 
・高層マンションが建設されても公開緑地や地域へ

のオープンスペースが増える。 
・大きすぎるボリューム。向こうが見えない。 

「理想的なまちなみへの提案」 
・５階建て以下は守りたい。ヒューマンスケール。 
・用途地域・地区計画・高さ制限のゆるやかな境界。

「まちの活性化に向けた提案」 

・基幹道路の沿線の活性化。バランスのとれた商業

施設の配置。 
・歩けるまち。お年寄りにやさしいまち。バリアフ

リー化。 

第４回 『まちの明日を語ろう パート２』

主に住宅を中心とした地域では、近年のマン
ション開発や建替えの進行によって、まちな
み・まちの変化がみられ、人口急増や建物の
高層化が地域の問題となっています。また、
一方では少子・高齢化が進み、まちの活気が
失われている状況があります。このことをふま
え、「みんなが安心して住めるまち」とはどうい
うものなのかをテーマに話合いました。 




