
１．大阪府の景観行政について
（都市景観ビジョン・大阪）



大阪の景観特性 （地形特性、歴史特性）

■地形特性 ■歴史特性
北摂、生駒、金剛・
和泉葛城の山に三方
を囲まれる。

中心には山々を借景
とした大阪平野や丘
陵がある。

 歴史的街道が張り
巡らされており、
歴史・文化遺産が
存在。

 古代から現在に至
るまでの資源に恵
まれている。
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大阪の景観特性 （都市・インフラ特性、土地利用特性）

■都市・インフラ特性 ■土地利用特性
都心を中心に放射状
に都市軸が広がって
いる。

公園等の水・緑の拠
点は人々に安らぎを
与えている。

都市軸に沿って放射
状に市街地が広がっ
ている。

都心は多彩な都市機
能が存在する巨大な
都市空間。

郊外は住宅地から農
空間まである多様な
土地利用となってい
る。
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大阪の景観とは

■大阪の景観とは

里山の景観

都市部の景観

大阪湾の景観

 三方を山に囲まれ西には大阪湾を中

心とした自然が身近に感じられる地

形の中で、都心部を中心として市街

地化が進み、近畿圏の中心として、

経済発展。

 都心部の大都市景観のみならず、少

し離れた郊外地域の田園風景も併せ

持つとともに、歴史資源から近代的

な景観資源など多種多様なものが積

み重なるコラージュ都市としての景

観を形成。

 大阪には鳥の目から見る広域的な景

観資源から、虫の目から見る地域の

身近な景観資源までさまざまな景観

資源であふれている。
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大阪府における景観の取組み（景観法制定以降）

5

年 景観行政にかかる主な動き

平

成

16 （2004） 景観法が制定される

20 （2008）

『大阪府景観条例』を改正

『大阪府景観形成基本方針』、『大阪府公共事業景観形成指針』を改正

『大阪府景観計画』を策定

21 （2009） 大阪府景観計画を改訂「道路軸の追加」

22 （2010） 大阪府景観計画を改訂「河川軸、山並み・緑地軸の追加」

23 （2011）
大阪府景観計画を改訂「湾岸軸の追加」

景観計画区域内での屋外広告物規制の実施

24 （2012）
大阪府景観計画を改訂「歴史軸の追加」 (枚方宿、山中宿を重点地区指定)

「グランドデザイン・大阪」を策定

27 （2015） 公共施設にかかる屋外広告物規制緩和の実施

28 （2016）
「グランドデザイン・大阪都市圏」を策定

百舌鳥・古市古墳群周辺地域の屋外広告物規制強化の実施

30 （2018） 「都市景観ビジョン・大阪」を策定



都市景観ビジョン・大阪の策定の背景

 大阪の都市像を示す「グランドデ
ザイン・大阪」、「グランドデザ
イン・大阪都市圏」にて「圧倒的
な都市魅力と品格ある都市景観を
実現する」としている。

 大阪・関西を訪れる外国人観光客
が年々増加しており、また、百舌
鳥・古市古墳群世界遺産登録や、
2025日本万国博覧会等を契機とし
て、歴史文化、都市インフラ、大
都市としての夜間景観など様々な
ストックやポテンシャルを活かし
た未来に向けた魅力ある景観づく
りの絶好の機会となっている。

 地方分権の流れにより、市町村独
自の景観形成が進む一方、行政区
域を超えた広域的な景観形成が課
題となっている。

出典 国土地理院ウェブサイト

（http://maps.gsi.go.jp/?ll=35.746512,138.867188&z=5&base=std&ls
=lndst&vs=c1j0l0u0&d=v）
地理院タイルを基に作成

■策定にあたって
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大阪がめざす景観づくり

「きらめく世界都市・大阪の実現」

 山並み、河川、海などの地形や歴史・文化を活かした都市空間の創造

 水辺や緑に親しみ、地域の個性を活かした生活空間の創造

 みんなでつくる多彩な魅力と賑わいがあふれる、おもてなし空間の創造

■基本目標

大阪府内に点在する自然、歴史・文化、地域の個性などの景観資源を守り、創り、
育て、活用し、きらりと光る個性豊かで、多彩な大阪の魅力を更に高め、世界に発
信していくことで、多くの人々を惹きつける「きらめく世界都市」として、大阪を
発展させていく必要があります。

また、大阪の魅力を更に高め、質の高い、生活文化に根ざした個性的で優れた景
観とすることにより、そこに住む人々に誇りと愛着をもつことができる生活空間を
創造していく必要もあります。
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大阪がめざす景観づくり

■基本方針

１ 広域的な視点（大景観・鳥の目）で景観づくりに取り組みます！

府県を越える北摂、生駒、金剛・和泉葛城などの山並み、淀川や大和川といっ
た河川、大阪湾、歴史的街道、広域幹線道路、ニュータウン、大規模公園緑地な
どにおいては、大阪府が中心となって関係自治体と連携して守り、育て、活かし、
愛でる大阪の景観づくりを推進していきます。

２ 地域や身近な（小景観・虫の目）景観づくりに取り組みます！

川、公園、樹木、歴史的建造物などの地域の個性を活かし、人々の生活や文化活

動に根ざした、人々が親しみやすく個性豊かな身近な景観づくりを市町村と連携し
て推進します。

３ みんなで景観をつくり、守り、育て、活かします！

大景観から小景観に至るまで、府民、民間事業者、来訪者、行政などの様々な主

体が連携し、誇りと愛着（シビックプライド）を持って快適にくらし、過ごすこと
ができるとともに、人々を惹きつけ、安全で魅力と賑わいのある大阪の景観をつく
り、守り、育て、活かしていきます。
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大阪がめざす景観づくりの方向性

大阪の景観特性に応じた５つの軸と
土地利用を踏まえた景観づくりに取
り組む。

 道路軸の方向性

 河川軸の方向性

 山並み・緑地軸の方向性

 湾岸軸の方向性

 歴史軸の方向性

 土地利用の方向性

 夜間景観の活用
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実現に向けた視点と取組み

良好な景観形成は、様々な主体が共通の認識の下に、協力して取り組むことが必要。
景観法や景観条例による直接的な景観施策だけでなく、多様な施策事業をパッケージ化して、
総合的、計画的かつ効果的に推進。

１ 民間が主体的に景観づくりに取り組み、積極的に投資できる環境をつくる。

 方針・計画の提示 ➡ ビジョン、景観計画などの提示
 適切な規制誘導による景観づくり ➡ 景観法に基づく景観誘導、屋外広告物規制
 公的資産の民間開放 ➡ 河川、船着場、道路、公園等の利活用促進
 公民連携のプラットフォームづくり ➡ 既存協議会、会議の再構築等

２ 公共事業の実施にあたっては、地域の景観づくりの模範となるよう努める。

 公共建築物の景観への配慮 ➡ 適切で多様な人材活用やコンペ等の採用等
 都市インフラや面的開発の景観への配慮
 公共事業における景観面でのＰＤＣＡサイクルの確立

３ 景観づくりの担い手を育成し、大阪の魅力を創出し、発掘する。

 ビュースポット（視点場）の発掘と情報発信
 市町村の景観行政団体化の促進 ➡ 景観行政団体の市町村 18市町/43市町村
 担い手の育成と景観まちづくりの継続 ➡ 大阪都市景観建築賞（大阪まちなみ賞）

景観法の景観整備機構によるイベント等
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２．ビュースポットおおさか発掘・発信プロジェクト
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１．事業の目的
世界に誇れる大阪の魅力ある景観、きらりと光る個性豊かで多彩な大阪の景観を
美しく眺めることのできる場所（ビュースポット）を、一般からの募集により発
掘し、ビュースポットおおさかとして選定

ビュースポットを府域内外に情報発信することで、府民・事業者、府への来訪者
の方々の景観への興味・関心の向上を図り、府域全体の良好な景観形成を推進し、
「きらめく世界都市・大阪の実現」を図る。

ビュースポットとは

ビュースポット（視点場）は、景観を眺めることができる場所を示す。

①ビュースポットおおさか発掘・発信プロジェクト
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２．大阪府がビュースポットを選定する意義
府民や事業者が景観に対して興味や関心を持ち、気軽に景観づくりに参画でき
る場づくりにつながる。

まちに対する魅力の再認識や誇りと愛着（シビックプライド）の向上が図られ、
良好な景観形成や定住促進につながる。

文化・観光分野との連携により、ビュースポットを活用した文化振興、観光振
興につながる。

ビュースポットを活用した景観行政の推進等につながる。

３．選定の視点
誰もが知る世界に誇れる大阪の魅力ある景観を眺めることができる場所

一般にあまり知られていない個性豊かで多彩な大阪の景観を眺めることができ
る場所

今の時代性を表す、質の高い、しっかりとした景観を眺めることのできる場所

質の高いものを選ぶことを第一とし、次に地域的なバランスについて配慮
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年度 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

募集、選定、活用、支援を繰り返し、最終的に100か所程度を指定し、2025年大

阪・関西万博開催時の集客効果を府域全域に拡大する。

大
阪
・
関
西
万
博

開
催

（第１回 春 ）

募集・選定⇒活用⇒支援

（第２回 秋 ）

募集・選定⇒活用⇒支援

（第３回冬 ）

募集・選定⇒活用⇒支援

（第４回夏）

募集・選定

全
ス
ポ
ッ
ト
で
の

大
規
模
な
周
遊
促
進
事
業
の
実
施
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全体の取組み

紹介冊子
大阪駅前デジタル
ビジョンでのＰＲ

周遊促進事業

第１回選定

2019年9月25日公表

28か所選定済

2020年3月作成 2020年7月27日

～12月13日

🔶モバイル景観クイズラリー

2019年10月1日～12月31日

🔶PR動画・写真募集

2021年3月17日～5月28日

🔶ＮＥＸＣＯ西日本

お国じまんカードラリー2021

2021年８月以降開始予定

対象 岸和田城

第２回選定

2021年6月30日公表

26か所選定済

2021年6月作成 2021年7月19日

～12月5日予定

🔶景観フォトラリー（予定）

54か所対象

2021年9月上旬～11月末

第３回選定 2021年12月6日

募集開始予告
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②第２回「ビュースポットおおさか」の募集・選定

大阪の一級品の景観を選定する趣旨から、要件は変更せず、一連のプロジェクトとして募集。

ただし、第１回で選定されたスポットは第２回選定の対象外。

🔶募集内容：まちなみ、建物、道路、橋などの建造物

や、海、山、川、樹木などの自然といった、様々な景

観資源を美しく眺めることができる場所のうち、下記

の要件にあてはまるものを募集

・ビュースポットが大阪府内にあること

・ビュースポットが適切に維持管理されていること

・ビュースポットへの立ち入りが禁止されていない

場所であること（有料か無料かは不問）

🔶募集期間：2020年９月14日（月）～12月18日（金）

🔶応募方法：①メール、②大阪府HP、③インスタ

🔶注意事項：写真の技術を問うものではない

人間の視野角と同じ範囲を撮影したもの

（超望遠や超広角レンズ等により撮影したものでないこと）
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１．第２回「ビュースポットおおさか」の募集結果

エリア別・カテゴリ別の応募・選定状況

全応募数・選定数
応募数※ 選定数

２５８件 ２６件

エリア別
（視点場の所在）

大阪市内 ２６件 ３件

北大阪 ５１件 ４件

東大阪 ７９件 ６件

南河内 ２６件 ３件

泉州 ７６件 １０件

カテゴリー別※
（視対象の分類）

地形特性
（山並み、海岸、平野、中流河川等）

８５件 １１件

歴史特性
（歴史的街道、古墳群、寺内町、城郭等）

７９件 １０件

都市・インフラ特性
（広域幹線道路、鉄軌道、大規模公園、港湾等）

６３件 ３件

土地利用特性
（超高層ビル群、工業用地、大規模建築物等）

３１件 ２件

※大阪府外の応募１件除く 17



誰もが知る大阪の景観

太陽の塔と北摂山系を眺める
万博記念公園大階段（吹田市）

湊町リバープレイス道頓堀川を眺める
大阪市道南北線深里橋 （大阪市浪速区）

世界遺産やハルカスを眺める
堺市役所展望ロビー（堺市）

街道のまちなみを眺める
岸和田本町紀州街道（岸和田市）

２．第２回ビュースポットおおさか・選定スポット

18



自然を感じる美しい景観

三好山の紅葉を背景とした芥川を眺め
る摂津峡公園下（高槻市）

眼下に広がる紅葉を眺める
ほしだ園地の星のブランコ（交野市）

マーブルビーチから関西国際空港を望む夕景を眺める
りんくう公園第1駐車場付近（田尻町）

大木地区の農村景観を眺める
土丸・雨山城跡（泉佐野市） 19



歴史を感じる美しい景観

四天王寺伽藍を眺める
山門前（大阪市天王寺区）

御領水路と御領菅原神社を眺める
御領橋周辺（大東市）

日本一美しい古墳を眺める
ニサンザイ古墳前（堺市）

歴史的な街なみを眺める
葛井寺表門通り（藤井寺市） 20



タルイサザンビーチの夕日を眺める泉南ロン
グパークメモリーズツリー展望台（泉南市）

今の時代を表す景観

大阪都心の高層建築群を眺める
梅田スカイビル「空中庭園」（大阪市住之江区）

関空島と連絡橋を眺めるスターゲイトホテル
関西エアポートのレストラン（泉佐野市）

東大阪市美術センターを眺める
花園ラグビー場前（東大阪市）
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街道のまちなみを眺める岸和田
本町紀州街道

今後、市町村・関係団体と連携して効果的な情報発信を行うとともに、次回第３回の募集に向け、募集時期

や募集条件について検討を行う。

桜並木と春の花々を眺める芥川
を並行して流れる新川土手

三好山の紅葉を背景とした
芥川を眺める摂津峡公園下

紅葉を眺める三色彩道太陽の塔と北摂山系を眺める
万博記念公園大階段

京阪神のまちなみを眺める交野山
山頂観音岩

眼下に広がる紅葉を眺めるほ
しだ園地の星のブランコ

歴史的な街なみを眺める葛井
寺 表門通り

古代と現代が共存する大阪
平野を眺める鉢伏山西峰古
墳

世界遺産やハルカスを眺める
堺市役所展望ロビー

湊町リバープレイス道頓堀川を
眺める大阪市道南北線深里橋

大阪都心の高層建築群を眺め
る梅田スカイビル「空中庭園

夕日を背に、日本最古の木造
洋式燈台を眺める旧堺燈台前

四天王寺伽藍を眺める山門前

日本一美しい古墳を眺める
ニサンザイ古墳前

関空島と連絡橋を眺めるスターゲイ
トホテル関西エアポートのレストラン

タルイサザンビーチの夕日を眺める泉南
ロングパークメモリーズツリー展望台

大木地区の農村景観を眺め
る土丸・雨山城跡

熊取交流センター煉瓦館を眺め
る熊取歴史公園

狭山池取水塔を眺める狭山池
公園遊歩道

大阪平野を眺めるなるかわ園地
のぼくらの広場

御領水路と御領菅原神社を眺
める御領橋周辺

第２回ビュースポットおおさか選定（26か所）

大阪府内を眺める飯盛山山頂

東大阪市民美術センターを眺め
る花園ラグビー場前

田尻漁港マリーナと田尻スカイ
ブリッジを眺める田尻漁港

マーブルビーチから関西国際空港
を望む夕景を眺めるりんくう公園
第1駐車場付近

259件の応募の中から「第2回ビュースポットおおさか」として新たに26か所を選定。
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１．府のホームページで紹介（6月30日公開）

トップ画面 エリア別 ビュースポット紹介

③第２回選定の情報発信
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26か所のビュースポットについて紹介冊子で魅力を紹介。

各スポットの紹介

①ビュースポットのあるエリア

②ビュースポットのタイトル

③ビュースポットからの風景

④ビュースポットの住所・アクセス・地図

⑤ビュースポットの紹介文

掲載内容

①

②

③ ④

⑤

表紙

２．紹介冊子を活用した情報発信
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規格：横4.4m×縦2.5m

期間：7月19日から12月末頃まで

時間：6:00～24:00（18時間）

規格：横6.7m×縦1.9m

期間：7月19日から12月末頃まで

時間：6:00～24:00（18時間）

３．大阪駅前デジタルビジョン（阪急・JR西日本）放映（7月19日）

大阪駅前の常に人通りが多い動線上の大型デジタルサイネージでPR
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◆阪急デジタルサイネージ 阪急エントランスビジョン

枠数：6分ロールのうち15秒枠

26



◆JR西日本 大阪駅御堂筋グランドビジョン

枠数：3分ロールのうち15秒枠
27



第１回・２回選定54か所を対象として、秋季に周遊促進事業を実施予定

④（予定）周遊促進事業・景観フォトラリーの開催

🔶事業内容：ビュースポットおおさかに選定され

たスポットを２か所以上巡り、各スポットで写真

を撮影し、募集チラシ・ポスターに記載している

QRコードから応募。

🔶実施期間：令和3年9月上旬～11月下旬（予定）

🔶募集方法：①大阪府HPから応募

②メールでの応募

🔶募集写真：オリジナルの写真。撮影機材はカメ

ラ、スマートフォン他。写真データは３MBまで

🔶商品提供：より多くのスポットを巡った応募者

から協賛団体から提供される賞品を提供。

🔶写真活用：応募いただいた写真は、府のHPや

SNSで再度情報発信。
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３．公共事業における景観面でのPDCAサイクル制度

29



景観アドバイザー等による検討・助言

・景観形成の目標

・景観への配慮事項

・景観に配慮したデザイン、

規格品（資材・製品）の選定など実施設計段階

（基本設計、詳細設計）

計画・企画構想段階

（調査、概略、基本計画等）

維持管理段階

施工段階

（工事）

工事完了

（使用開始）
景観貢献度の評価

評価の公開

改修時等に評価を活用

新規事業にノウハウを活用

景観形成の目標等の設定

公共事業のＰＤＣＡサイクルのイメージ

都市景観ビジョン・大阪における位置づけ

Ⅷ 実現に向けた視点と取組み
２．公共事業の実施にあたっては、地域の景観づくりの模範となるよう努める
公共事業が地域の景観に与える影響は大きいため、事業の実施にあたっては、公共自らが景観形成の
模範となるよう以下の視点で取り組みます。また、自らの事業が景観形成に寄与するものかどうかを確認
する仕組みづくりを検討していきます。

○公共事業における景観面でのＰＤＣＡサイクルの確立
・公共事業の実施にあたり景観を意識する機会を設けるため、景観アドバイザー等の有識者による助言や
景観面からの評価等の仕組みを市町村と連携しながら検討します。

【「都市景観ビジョン・大阪」Ｐ22・23より抜粋】
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景観形成に寄与した公共事業であるかの評価

〇事業部局による自己評価
事業部局は、工事完了次第、景観形成の目標達成の状況を
自己評価し、景観部局へ報告。

〇景観アドバイザーによるコメント
景観部局は、事業部局による自己評価結果を取りまとめて景
観アドバイザーへ報告し、アドバイザーからコメントを受ける。

景観形成に寄与した公共事業の事例を蓄積し、活用

職員の景観に関する技術力向上

【 Check 】【 Action 】

〇景観形成に寄与した公共事業の事例の蓄積と発信
〇景観アドバイザーへの報告結果（アドバイザーによる
コメント）の周知
〇景観に関する講習会の実施

○景観配慮の検討経過の公表 など

評価結果

の蓄積・
活用

府公共事業の実施

景観に与える
影響等が
大きい事業

上記以外の事業

市
町
村
景
観
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
制
度

府
市
町
村
景
観
計
画
の
協
議
・
通
知

等

景
観
配
慮
へ
の
働
き
か
け

〈
景
観
部
局
に
よ
る
事
前
相
談
〉

大
阪
府
公
共
事
業
景
観
形
成
指
針
の
周
知

景観形成の目標
の達成に向けた
公共事業の実施

府公共事業の構想
【 Plan 】 【 Do 】

景観形成の目標に沿った計画・設計
［景観部局］

目標等を踏まえた事業
の計画（事業部局内）

景観アドバイザー会議
（義務）

景観アドバイザー会議
（希望）

目標達成について
自己評価し報告

景観部局の
技術の向上

府事業の景観
配慮の底上げ

公共事業PDCAサイクル制度の全体像

景
観
形
成
の
目
標
等
の
設
定

★アドバイス対応報告シート

★アドバイス対応報告シート

［事業部局］
［事業部局］

［事業部局］［景観部局］［景観部局］

★目標達成評価シート

★
目
標
設
定
シ
ー
ト

［景観部局］

［事業部局］

［景観部局］
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【 Plan 】

公共事業PDCAサイクル制度の対象事業（＝目標を立てる事業）

■対象施設

・府公有財産台帳に「建物」若しくは「工作物」として登録されている（される）施設

■対象とする事業規模等

公共事業PDCAサイクル制度

以下の事業について「景観形成の目標設定シート」を作成する。

（１）大阪府建設事業評価※の評価対象となる事業（総事業費１億円以上）

ただし、地下構造物の築造等、周辺景観への影響がない若しくは極め

て小さい事業については対象外とする。

※事業評価の対象外として記載のある災害復旧に係る事業のうち、

「本設」、「復興」などに該当するものは、本PDCA制度の対象とする

（２）景観行政団体へ景観に関する届出を行う必要のある事業

大阪府の公共事業

32



景観アドバイザー会議の対象事業

■景観アドバイザー会議に諮る事業数（１年間あたり）

・「義務」とするものと「希望」によるものを合わせて、

１年間あたり６～１２件を目安とし、事業内容に応じて調整することとする

■事業規模等

公共事業PDCAサイクル制度

大阪府の公共事業

景観アドバイザー会議 ＜「義務」とするもの＞

（１）大阪府建設事業評価の評価対象となる事業（１億円以上）のうち、原則、

全体事業費10億円以上が想定される事業

（２）景観形成上の影響が大きいと想定される事業

※対象とする事業は、景観アドバイザーと協議の上、決定する

景観アドバイザー会議 ＜「希望」によるもの＞

・事業規模によらず、事業課より希望のあった事業を対象とする

※ただし、対応可能な件数を上回る希望があった場合には、景観形成上の影響が

大きいと景観部局が判断する事業を優先的に対象とする

※ 景観アドバイザーは対象案件により専門家を選定 33



実施設計段階

外壁や屋根の素材、表面
の仕上げ など

大阪府景観形成指針への対応

計画施設に該当する項目の対応

基本設計段階

構造物の色味、壁面や
屋根の形態 など

計画地の現状把握

計画地周辺の景観の特徴等の把握

基本計画段階

ゾーニング、 配置計画
アウトライン など

目標設定シート（シート①）
の作成

タイミング 各タイミングでの確認事項 アウトプット

目標設定シート（シート①）
の修正
景観アドバイス対応シート
（シート②）

目標設定シートへの対応

景観に配慮した施設計画がなされ
ているかを事業部局で確認

目標設定シートの確認（景観部局）

目標設定シートが計画地の現状及び「大阪府公共事
業景観形成指針」に沿ったものかを確認

「景観形成の目標等の設定」の方法

目標設定シート（シート①）
の再修正
景観アドバイス対応シート
（シート②）
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目標設定後、工事が完了するまでの対応

■設計担当から工事担当への景観に関する引継ぎ

・景観形成の目標設定シート、目標設定シートに基づく計画内容について、

設計担当から工事担当へ内容を説明の上、書類を伝達

■景観形成の目標設定に関わる計画変更が生じた場合

○景観アドバイザー会議を受けた事業

・景観部局は、事業部局からの相談を受け付ける

・変更内容を鑑み、必要に応じて景観アドバイザーへの確認を行う

○景観アドバイザー会議の対象外で景観形成の目標設定のみを行った事業

・景観部局は、事業部局からの相談を受け付ける

【 Do 】
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景観形成に寄与した公共事業であるかの評価の手法、体制

・事業部局は、工事が完了次第、景観形成の目標達成の状況を「景観形成の

目標設定シート」及び「景観形成の目標達成評価シート」により、自己確認

（評価）し、景観部局へ報告する。

・景観部局は、それらを確認の上、取りまとめた結果を定期的に景観アドバイ

ザーへ報告し、景観アドバイザーより、目標の立て方や自己評価の結果、完

成した施設等への総合的なコメントを受ける。

【 Check 】
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事例の蓄積、活用等の具体的な方策

■景観形成に寄与した公共事業の事例の蓄積と発信

・事業部局とも連携し、目標設定やそれらへの対応状況、自己評価等の情報を

蓄積するとともに、庁内ポータルサイト等で紹介する。

■景観アドバイザーへの報告結果（アドバイザーによるコメント）の周知

・景観アドバイザーによるコメント等の情報を蓄積するとともに、庁内ポータルサ

イト等で紹介する。

■景観に関する講習会の実施

・現地でのレビュー実施など、府職員を講師とした講習会を開催する。

・有識者による講習会を開催する。

■検討経過の公表

・事業完了後、景観配慮の検討経過の概要を府ホームページ等で公表する。

【 Action 】
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これまでの取り組みについて

38



公共事業の景観面でのPDCAサイクル制度の検討

部会での検討を踏まえ、制度要綱案を作成。

令和元年度
（2019年）

第２回景観ビジョン推進部会（10月25日）
公共事業PDCA制度中間報告

第１回公共事業アドバイス部会（9月13日）
景観アドバイス会議：こんごう福祉センター現地確認

第３回景観ビジョン推進部会（12月18日）
公共事業における景観面でのPDCAサイクルの確立

第２回公共事業アドバイス部会（11月18日）
景観アドバイス会議：こんごう福祉センター対応報告

第１回景観審議会（7月4日）
今年度の取組み及び部会の設置について

第２回景観審議会（1月29日）
公共事業における景観面でのPDCAサイクル制度案
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令和２年度
（2020年） 第１回公共事業アドバイス部会（7月21日）

景観アドバイス会議：こんごう福祉センター対応確認

第１回景観審議会（8月6日）
公共事業の景観面でのPDCAサイクル制度要綱（案）の提示について

第２回公共事業アドバイス部会（12月21日）
景観アドバイス会議：３警察署（和泉、八尾、貝塚）新築工事

プロポーザル前

住宅まちづくり部発注の公共事業における
景観面でのＰＤＣＡサイクル制度要綱の作成
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令和３年度
（2021年）

第１回景観審議会（7月29日）
公共事業の景観面でのPDCAサイクル制度の取組み

第１回公共事業アドバイス部会（6月24日）
景観アドバイス会議：３警察署（和泉、八尾、貝塚）

新築工事基本設計前

第２回公共事業アドバイス部会（10月予定）
景観アドバイス会議：大阪モノレール延伸事業駅舎設計

（門真南、鴻池新田、荒本）

第３回公共事業アドバイス部会（12月予定）
景観アドバイス会議：高槻警察署移転建替整備事業、

八尾富田林線橋梁整備事業

他部局発注の公共事業における
景観面でのＰＤＣＡサイクル制度の適用検討

【今後の予定】
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大阪府立こんごう福祉センター改築工事

事業No１
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モデル事業の試行状況

■ 第１回 景観アドバイザー会議 （令和元年７月４日実施）

事業概要、設計案の説明

計画予定地の現場確認

設計案に対する質疑応答及びアドバイス

事業概要、設計案の説明 計画予定地の現場確認 設計案に対する質疑応答
及びアドバイス

■ 第２回 景観アドバイザー会議 （令和元年１１月１８日実施）

事業概要、設計案の説明

第１回アドバイスへの対応方針の説明

設計案に対する質疑応答及びアドバイス
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■ 第３回 景観アドバイザー会議 （令和２年７月２１日実施）

景観形成の目標設定等の修正

第２回アドバイスへの対応方針の説明

設計案に対する質疑応答及びアドバイス

設計案に対する質疑応答
及びアドバイス

配置計画図

計画敷地全景イメージ 44



モデル対象施設（こんごう福祉センター）の概要

計画概要

◆大阪府立こんごう福祉センター（福祉型障がい児入所施設）改築工事基本設計業務
公募型プロポーザルの概要より
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位置図

◆大阪府立こんごう福祉センター（福祉型障がい児入所施設）改築工事基本設計業務
公募型プロポーザルの概要より
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航空写真

◆大阪府立こんごう福祉センター（福祉型障がい児入所施設）改築工事基本設計業務
公募型プロポーザルの概要より
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〔当初の配置計画〕
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〔修正後の配置計画〕

既存樹木を保存し敷地ア

プローチに大樹の連なり

を活用した修景を行う。

現状敷地の通行路形状を

活かした散策路を作り、

土地の記憶を残し、樹林

の自然な成育を継承する。

利用者の安全性確保のた

め敷地周囲にはフェンス

H＝1.8を施すが、中低木

などで修景を施す。

シンボルツリーは、四季

の変化を演出できるよう

なもの。

建物東側にも四季の感じ

られる散策路を計画し生

活に潤いを持たせる。

みどりの広場で運動

や自然学習を行う。

屋外多目的広場は位置を変

更し、ボール運動にも対応

するためフェンスを設置。

駐車場に新たな舗装

材を活用。
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〔当初の平面図〕

50



〔修正後の平面図〕 屋外多目的広場は位置を

変更し、通路を見直し。 建物東側にも四季の感じ

られる散策路を計画し生

活に潤いを持たせる。

玄関先に庭を設ける。

駐車場に新たな

舗装材を活用。

シンボルツリー

の樹種の検討。
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〔修正後の立面図〕

北立面

南立面

意見を踏まえ

た色彩・材質

の検討。
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〔当初のエントランス〕
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〔修正後のエントランス〕

駐車場に新たな

舗装材を活用。

柱を赤から

黒に変更。

建物周囲のフェ

ンスのデザイン

を目立たないよ

う工夫。

硬い表情をや

わらげる工夫。
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〔全体のランドスケープ〕
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大阪府営豊中新千里北第２期住宅

民活プロジェクト

事業No６

74



・目的：府が所有する大阪府営新千里北住宅において、府営住宅を整備するとともに、

付帯事業として良質な民間住宅や地域の活性化に資する施設等を整備することに

より、府営住宅ストックの円滑な更新と地域のまちづくりに貢献すること。

・事業用地：所在地：豊中市新千里北町2丁目、3丁目

面積：約4.30ha

現況：鉄筋コンクリート造5階建

・建替え戸数：208 戸

・スケジュール（予定）：

令和3年8月上旬

令和3年11月中旬

令和3年12月中旬

令和4年3月下旬

令和7年度以降

入札公告及び特定事業の選定・公表

入札書類の受付及び開札

落札者の決定及び公表

特定事業契約の締結

本移転・府営住宅の共用開始

民活事業者への活用用地譲渡

■事業の概要

出典：大阪府HP「実施方針」」より作成
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出典：大阪府HP「実施方針」」より作成

付近見取図

土地利用計画図
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大阪モノレール延伸事業駅舎工事

３駅舎詳細設計（門真南、鴻池新田、荒本）

事業No７ ・・・・景観アドバイザー会議制度を活用
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・目的：広域的鉄道ネットワーク機能の強化と延伸沿線地域の活性化

・建設区間：門真市駅～門真南駅～鴻池新田駅～荒本駅～瓜生堂駅 ※駅名は仮称

・路線延長：約８．９km

・構造形式：複線高架形式

・開業目標：２０２９年

■ 事業の概要

出典：大阪府HPより作成 78



門真南駅

鴻池新田駅荒本駅

出典：大阪府HPより作成 79



都市計画道路八尾富田林線橋梁整備事業

事業No８ ・・・・景観アドバイザー会議制度を活用
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・目的：都市計画道路八尾富田林線は、八尾市から富田林市までを南北に結ぶ主要幹線

道路であり、大阪府中部広域防災拠点及び大阪府広域医療搬送拠点への重要なア

クセス道路である。また、大和川橋梁工事を含む八尾市道木ノ本田井中線から

府道大阪羽曳野線までを結ぶことで、府道大阪中央環状線や国道170号などの周

辺道路の交通分散化を図り、広域的な交通ネットワークを強化するもの。

・事業の区間：八尾市老原九丁目～藤井寺市津堂四丁目

延長：2.2km    幅員：16.7m～38.7ｍ

・橋梁部分の景観上の位置づけ

・八尾市：八尾市景観計画における大和川眺望景観区域

・藤井寺市：藤井寺市景観計画における大和川・石川沿岸景観形成促進区域

・整備スケジュール（予定）：

令和2年度

令和3年度～4年度

令和5年度～

橋梁予備設計

橋梁詳細設計

橋梁工事

■事業の概要

出典：説明会資料等より作成
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都市計画道路八尾富田林線（市道木ノ本田井中線から府道大阪羽曳野線）

市道木ノ本田井中線
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出典：八尾市・藤井寺市景観計画より作成

府
道
（
旧
）
大
阪
中
央
環
状
線

八尾空港

八尾市老原九丁目
（市道木ノ本田井中線）

藤井寺市津堂四丁目
（府道大阪羽曳野線）

大和川眺望景観区域
（八尾市景観計画）

大和川・石川沿岸景観形成促進区域
（藤井寺市景観計画）
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出典：説明会資料等より作成
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出典：説明会資料等より作成
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ご清聴ありがとうございました
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