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令和 4年度(2022 年度) 第 2回箕面市都市計画審議会 議事録

●日 時 令和 4年（2022 年）9月 29 日(木曜日)

午前 10 時 00 分 開会 午前 10 時 35 分 閉会

●場 所 箕面市議会委員会室

●出席した委員

委 員 木多 道宏 氏

委 員 土井 健司 氏

委 員 弘本 由香里氏

会 長 増田 昇 氏

委 員 松出 末生 氏

委 員 内海 辰郷 氏

委 員 名手 宏樹 氏

委 員 藤田 貴支 氏

委 員 増田 京子 氏

委 員 桃山 悟 氏

委 員 長澤 均 氏

委 員 河村 哲 氏

委 員 藤原 翼沙 氏

委員 13 名 出席

●審議した案件とその結果

案件１ 北部大阪都市計画地区計画（箕面船場駅前地区）の変更について【付議】

案件２ 特定生産緑地の指定について【諮問】

●事務局

それでは、定刻になりましたのでただ

今から令和 4年度第 2回箕面市都市計画

審議会を始めさせていただきます。本日

進行及び説明につきましては全て着座に

て対応させていただきます。

はじめに、委員の交代がございました

のでご報告いたします。大阪北部農業協

同組合において委員の改選がありまして、

6月29日付けで中井勝次委員に代わり新

たに中上忠彦委員を任命しております。

続きまして、マイク操作の確認をさせ

ていただきます。テープの録音とこのマ

イク操作とが連動しており、後の議事録

作成にも影響がございますので、よろし

くお願いします。

各委員におかれましては、発言前に前

のマイクの青いボタンを押してからご発

言をお願いいたします。次に発言をされ

る方がご自身の前の青いボタンを押して

いただきますと先にお話いただいた方の

マイクの電源が自動的に切れるように

なっております。なお会議の進行をして

いただきます議長のマイクは常時つな

がった状態になっておりますのでよろし

くお願いいたします。

また、案件 2につきまして、制度の内

容をまとめた資料を、本日机上に配布し

ております。

それでは、増田会長お願いいたします。

●増田会長

皆さんおはようございます。常日頃か

ら公私ご多忙の中ご出席を賜りまして厚

く御礼申し上げます。

また平素は、本審議会の運営に対しま

して格段のご支援、ご協力を賜り、重ね

て厚くお礼申し上げます。コロナも第 7

波がかなり終息をして、社会的に見ると

アフターコロナというかウィズコロナの

行動変移をどうしていくかという段階に
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入ったのかなと思いますけれども、よろ

しくお願いしたいと思います。

本日の審議会ですけれども、お手元の

次第にございますように審議案件として

案件 1，2 がございます。よろしくお願

いしたいと思います。

それではこれより令和 4年度第 2回箕

面市都市計画審議会を進めてまいりたい

と思います。まずはじめに事務局より所

定の報告をお願いしたいと思います。

●事務局

定足数の確認についてご報告いたしま

す。本日の出席委員は、委員 18 名中 13

名でございます。過半数に達しておりま

すことから、箕面市都市計画審議会設置

条例第 6条第 2項の規定により会議は成

立するものでございます。

なお、加我委員、滝口委員、中上委員、

楠委員、溝口委員より欠席する旨のご連

絡がありました。以上でございます。

●増田会長

ありがとうございました。

それでは本日の案件、付議案件が 1件、

諮問案件 1件ご審議いただく予定でござ

います。おおよそ 11 時頃を目途に終了

したいと考えておりますので、ご協力の

ほどお願いしたいと思います。

それでは、案件 1「北部大阪都市計画

地区計画（箕面船場駅前地区）の変更に

ついて」を議題といたします。これは付

議案件でございます。この案件に関しま

して市から説明をお願いしたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。

●みどりまちづくり部

＜案件説明＞

●増田会長

ありがとうございました。本件、地区

案件 1北部大阪都市計画地区計画（箕

面船場駅前地区）の変更につい

て【付議】

計画の 2点の変更のご説明をいただきま

した。ご質問、ご意見等ございますで

しょうか。いかがでしょうか。

増田委員どうぞ。

●増田委員

3月の時にもお聞きしたと思うんです

けれども、この広場について確認のため

にお聞かせください。これ屋上に作ると

いうことで 480 ㎡くらいだったと思いま

すけど、まずそれでよかったかどうかを

お願いします。

●増田会長

いかがでしょうか。

●みどりまちづくり部

今回地区施設として指定する多目的広

場については、約 480 ㎡で建物の 3階の

屋上部分に設置する予定です。よろしく

お願いします。

●増田会長

よろしいでしょうか。増田委員どう

ぞ。

●増田委員

100m のマンションが建つ間の商業施

設の 3 階の屋上にするということでい

いですね。気になるのが前もお聞きし

たかもわかりませんけど、所有者は民

間でも屋上は前のデッキと一体的に使

えるようにということですけど、管理

者が変わることになるのかなと思うん

ですが、そのへんは市が管理する屋上

になるんですか。お聞かせください。

●増田会長

いかがでしょうか。

●地域創造部

こちらの施設の管理者になりますけ

れども、この事業自体は民間事業となり

まして、民間事業者がこちらの施設の管

理を進めていくことになっております。

以上でございます。

●増田会長

いかがでしょう。

●増田委員

デッキは PFI だと思いますが、前の

デッキと 2階のデッキの部分が連携して
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何かやる時は、管理者と一緒に連携しな

がらやっていくという感じでいいんです

ね。

それともう一つ、例えばその屋上を

市民の人が借りたいという場合は、民間

の所有者と話をしてできるかその辺はど

うなるのかお聞かせいただけますか。

●増田会長

いかがでしょうか。

●地域創造部

こちらの屋上を借りる際ですけども、

貸出が可能かどうか、またどういった設

えになるかについても民間事業者さんで

検討を進められておりますので、貸出が

可能であれば民間事業者さんとのお手続

きを経て使用していただくことになるか

と思います。以上でございます。

●増田会長

いかがでしょう。

●増田委員

そうすると民間ですので料金もそちら

が決めるということでよろしいですね。

それと、都市計画で決定するとここは変

更するまではずっと多目的広場というこ

とですよね。

だから、例えば民間業者さんが変わっ

たとしても市が都市計画を変更しない限

りは多目的広場をこの場所に担保し続け

るための地区計画ということでいいんで

しょうか。お願いします。

●増田会長

いかがでしょうか。

●みどりまちづくり部

今回、地区計画で地区施設を決定する

ということは、都市計画でこの多目的広

場の面積と場所を位置づけるということ

になります。

先ほどからご質問いただいております

運営とか管理形態とは別の話になるんで

すけれども、例えば将来的にこの建築物

が建て替わるとか、民間事業者さんが変

わるとかもし仮にあったとしても、地区

施設に位置づけることによって、この場

所に多目的広場が確保されることを担保

するために、今回地区施設を決定させて

いただきたいということでございます。

よろしくお願いします。

●増田会長

どうぞ。

●増田委員

そのへんがこの地区計画と都市計画

の難しさかと思ってたんですけども、こ

うやって位置づけることによってここが

民間さんの貸出はいくらになるか分から

ないけど、多目的広場という上に何か建

てるとかそんなんじゃなくて、そういう

位置づけですということの確認でよろし

いですか。

●みどりまちづくり部

その通りです。

●増田委員

ありがとうございます。結構です。

●増田会長

他いかがでしょうか。

一点だけお聞きしたいんですけど公

開時期というのはあるんですか。それと

も 24 時間公開なんですか。

●地域創造部

使っていただけるのは 24 時間でござ

いまして、屋上部分になりますけれども、

そこへの昇降については、階段または事

業者さんで整備されますエレベーターも

24 時間でご利用いただけると聞いてお

ります。

●増田会長

24 時間開放なんですか。

●地域創造部

はい。

●みどりまちづくり部

補足ですが、ご答弁させていただい

るとおり、現在この建築計画は計画中で

すので、その前提でお考えいただけたら

と思います。24 時間で、というところ

も調整はさせていただいておりますけれ

ども、民間計画の詳細については各種条

例の手続き中ということですので、そこ

はご理解いただいた上でお受け止めいた

だけたらなと思います。
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●増田会長

施設が閉館になったあとの時間につい

て、エレベーターと階段は開放する方向

で議論されているということなんですね。

●地域創造部

はい、その通りでございます。

●増田会長

施設が閉まったら閉めても良い気もす

るんですけどね。24 時間開放しておく

必要性があるかどうかというのは。

ありがとうございます。他はいかがで

しょうか。直接都市計画手続きとは関係

ないですけれども。よろしいでしょうか。

ありがとうございます。

それではお諮りをしたいと思います。

本地区計画の変更について原案通りお認

めいただくということでよろしいでしょ

うか。

＜「異議なし」の声あり＞

●増田会長

ありがとうございます。「異議なし」

というご回答をいただきましたので原案

どおり議決されたものといたします。ど

うもありがとうございました。

それでは案件 2「特定生産緑地の指定

について」これは諮問案件でございます。

ご説明いただければと思います。よろし

くお願いいたします。

●みどりまちづくり部

＜案件説明＞

●増田会長

どうもありがとうございました。ただ

今ご報告いただきました内容に関しまし

て、ご意見もしくはご質問ございますで

しょうか。いかがでしょうか。

案件 2特定生産緑地の指定について

【諮問】

増田委員どうぞ。

●増田委員

これは 2021 年度から続いてるものだ

と思うんですけど、来年度で終わりです

か。今年度で終わるんですか。

●増田会長

30 年経たない生産緑地はどれくらい

残っていますか。そんな今年で終わると

か来年で終わるという話じゃなく、新規

指定をしてるのがちょこちょこあります

から、まだこれからかなりの期間続くと

思いますけれども、事務局いかがでしょ

う。

●みどりまちづくり部

前提をご説明しますと、平成4年に大

半の生産緑地が一斉に指定され、その後、

平成 5年に追加で指定しています。この

2年で生産緑地をほぼ一斉に指定してお

りますので、先ほど会長もおっしゃられ

ましたけど、全くなくなるということで

はないんですけれども、大半の生産緑地

が今回の手続きで特定生産緑地に移行す

るか否かというところの手続きをしてい

ます。

●増田委員

ほぼこれくらいで終わって、後はぼ

ちぼちということ。

●増田会長

そうですね、ぽつぽつという感じで

す。

●増田委員

そこで前から気になっているのは、

2021 年度の生産緑地からここに書いて

あるように 1割ほど特定生産緑地に移行

しない方がいらっしゃるということです

けど、面積でどれくらいが、どれくらい

になるのかというのがわかったら教えて

いただきたいんですけど。

●増田会長

いかがでしょうか。事務局お答えく

ださい。

●みどりまちづくり部

本日説明させていただいた議案書の

2-15 ページになるんですけれども、生
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産緑地面積に対する割合でございまして、

令和 4 年に 30 年を迎える全体の生産緑

地のうち、特定生産緑地に指定される面

積の割合を示しておりまして、おおよそ

90.9％となるということで、あと筆数に

対する割合ですけども、ほぼ同じくらい

の状況になるということでご理解いただ

けたらと思います。

●増田会長

この 9.1％というのは具体的な面積に

すると何㏊くらいになるんですかという

ご質問です。

●みどりまちづくり部

2-15 ページの左側に 8月 18 日と 11 月

30 日で特定生産緑地への移行をされる

予定の面積と生産緑地の予定の面積がご

ざいまして、8月18日基準日で生産緑地

のままというのが 2.5 ㏊ございます。11

月 30 日基準日の生産緑地予定の面積が

1.6 ㏊ございます。合わせて 4.1 ㏊が生

産緑地のままということでございます。

●増田会長

それが 9.1％に相当するということで

すか。

●みどりまちづくり部

そうです。

●増田委員

これは今年度分といいますか 2022 年

度分ですよね。去年もやってますよね。

●増田会長

これ多分 90.9％と 9.1％は 30 年を経

過した生産緑地の全体像を表してますの

で今回のやつだけではなくて全体像だと

思います。その認識で良いですね。

●増田委員

30年過ぎて特定生産緑地に移行した人

がどれだけかという面積知りたかったん

ですけど、これでいいということですか。

●増田会長

いかがでしょうか。

●みどりまちづくり部

もう 1回確認ですけど、まず議案書 2-

19 ページの図に表されているのが令和 4

年度 8 月と 11 月に特定生産緑地に移行

するものと、そのままのものということ

で、その母数については、30 年経過し

た全てのものを含んだものになっており

ますので、おっしゃっているところに対

応した表になっているかと思います。

改めて面積なんですけども、左に書い

てありますけども、令和 4年 8 月に特定

生産緑地が 31.35ha でその下 11 月 30 日

が 9.5ha となっています。これらの数字

と残った生産緑地 2.5ha と 1.6ha これら

合計したものがこの円グラフの母数とお

考えいただければ結構かと思います。

●増田会長

生産緑地のまま 9.1％というのは、30

年経過したもので特定に移行しなかった

ものという理解で良いですね。それ以外

にまだ 30 年経過してない生産緑地が、

わずかですけれども箕面市はあるという

ことなので、本当はもう 1 項目足して

100％にしたほうがわかりやすいです。

だから 30 年経過してない生産緑地は

わずかですけど、なんぼか面積残ってる

はずなのでなんです。それに今回は 30

年経過したやつの中で、特定に移行した

ものと移行しなかったものがあるので、

3種類の生産緑地が残るということなん

です。30 年経過していない生産緑地と、

30 年経過したけど特定に移行しなかっ

た生産緑地と、特定に移行した生産緑地

と。

この3種類が箕面市の中に生産緑地と

して存在するということなんです。だか

ら、これ 2種類しか書いてないので理解

が届かないところが出てくるということ

で、本当は 3種類書いておいた方がいい

んです。

よろしいでしょうかね。そういう理

解で間違いないと思いますけど、よろし

いでしょうか。他はいかがでしょうか。

名手委員どうぞ。

●名手委員

私も今のは事前にもお聞きしてたん

ですけど、結局生産緑地が特定に移らな

くて解除されていったのが、この間どれ
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くらいあるのかなというのが分かれば箕

面市の農地の実態が分かってくるような

気がするんですけども、そのへんをまと

めたのはないということですね。

結局解除されていって宅地になっていっ

たのがどれくらいあったのかというのが

知りたいなと思ったんですけども。

●増田会長

いかがでしょうか。

●みどりまちづくり部

これまで死亡や故障などで買取の申

出があった件数のことと理解するんです

けども。

●増田会長

そうではなくて、まだ要するに 30 年

きっちり経過して実行されていないので、

この 9.1％の生産緑地のままというやつ

が何らかの行為解除が発生まだしてない

と思いますよ。これから発生してくるん

だと思いますけど。

●みどりまちづくり部

8 月 18 日基準日のものにつきまして

はすでに 30 年を経過しておりまして、

市に随時買取の申出が出てきているよう

な状況になっております。

●増田会長

それはどれくらい出てきてるんです

か。

●みどりまちづくり部

正確な数は把握できていないですが、

10 件から 20 件くらいは出てきているか

なというところです。

●増田会長

生産緑地のままと書いてある 9.1％に

関しては、随時買取申出ができる生産緑

地に代わるということです。故障とか死

亡とか理由なしに随時買取請求ができて

解除される方向にいくということです。

名手委員よろしいでしょうかね。

そのあたり 3 種類が出てくるので、

きっちり整理できるようにしておいてい

ただけるとありがたいですけどね。

他はいかがでしょう。よろしいでしょ

うか。

しばらくの間、毎年年に 1回 3 つの案

件に対して少し議論が出てくると思うん

です。だから、30 年経過してない生産

緑地で買取申出が故障とか死亡で出てく

る、あるいは特定生産緑地で買取請求が

死亡とか故障で出てくると。それ以外は

ここに報告はしなくてもいいんでしょう

けど、要するに 30 年経過して特定に移

行しなかった生産緑地に関しては、随時

買取申出が出て行為制限解除が進んでい

くという、複雑と言えば複雑な動きをす

るということだと思います。よろしいで

しょうかね。

はい、ありがとうございます。それで

は、これについては都市計画審議会に意

見聴取をするということでございますの

で、議案書 2-14 ページの B の部分です

ね、新規の指定に関しまして意見なしと

答申することでよろしいでしょうか。

＜「異議なし」の声あり＞

●増田会長

はい、ありがとうございます。異議

がないようでございますので本審議会と

しては「意見なし」と答申させていただ

きたいと思います。どうもありがとうご

ざいました。

それでは今日予定しておりました審

議案件が終了しました。その他事務局の

ほうで何かございますでしょうか。

●事務局

現委員の皆様の任期が令和 4 年 9 月

30 日でありますことから、今回の審議

会が委員改選前の最後の審議会となりま

す。委員の皆様のご尽力のおかげで本市

の都市計画行政が円滑に推進できました

ことに対しまして厚く御礼申し上げます。

ありがとうございました。

●増田会長

特に、市民委員でご参加いただきま

したみなさま方、任期が満了ということ

になるかと思います。本当にご協力あり

がとうございました。委員の皆さんその
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他何かございますでしょうか。よろしい

でしょうか。

それでは今日は非常に簡潔に審議が

終了いたしましたので、これをもちまし

て本日の日程を終えたいと思います。委

員のみなさま方には、ご多忙の中慎重に

ご審議を賜りありがとうございました。

これをもちまして令和 4年度第 2回箕面

市都市計画審議会を閉会させていただき

たいと思います。よろしくお願いいたし

ます。


