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 本市の住宅・住環境・住生活を取り巻く課題としては、第２章の住宅・まちづくり

を取り巻く状況や第３章の市民等意向調査から抽出される課題があります。 

 一方、本市には、大規模に開発された住宅地や市内に点在する既存型集落地など、特

徴のある住宅地が形成されていることから、住宅地の特性別に課題を把握する必要があ

ります。 

 以上のことを踏まえて、本市の住宅政策の課題抽出の視点として、以下の４つを設定

します。 

 

■課題抽出の視点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．住宅地の特性別に抽出さ 

  れる課題 

２．市民アンケート調査から 

  抽出される課題 

１．本市の現況から抽出され 

  る課題 

３．事業者等ヒアリング調査 

  から抽出される課題 課
題
抽
出
の
視
点 

・本格的な人口減少社会、少子高齢化

 社会への対応 

・東南海・南海地震等の災害への備え

・住宅確保要配慮者への対応 

・住宅市場の活性化 

・子育て環境の充実 

・買い物困難者への対応や公共交通 

 の維持・発展 

・入居拒否や土地取引等の場における

人権問題の解消

設定区分 抽出課題 

大規模に開発された住宅地 

既成市街地等の住宅地 

工場が立地する住宅地 

市内に点在する既存型集落地

公的賃貸住宅がある住宅地 

駅前市街地の住宅地 

高野街道沿いの住宅地 

住宅の子育て世帯への引き継ぎ 

低未利用地の活用促進 

質的充実や用途廃止・縮小への適切な

対応

居住者の減少を抑制する地域力の向上

周辺住宅地との調和 

道路などの公共施設の計画的整備 

高野街道を活かしたまちづくり 

・高齢者や障がい者に配慮した福祉の

 住まい・まちづくりの推進 

・生活環境上の問題への対応 

・良好な住宅地・住環境の維持・保全

・住まい・まちづくりに関する情報提

 供・相談体制の充実 

４－１．課題抽出の視点 
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（１）本市の現況から抽出される課題 

 

○本格的な人口減少社会、少子高齢化社会への対応 

 本市の人口は平成 12 年以降減少に転じており、将来人口推計においても、人口減

少・少子高齢化はいっそう進展すると予測されています。また、本市の高齢化率は、平

成 24 年 3 月末現在には 25.0％を超えており、地域によっては 40.0％を超えるなど、

高齢化が進んでいます。 

 このため、活力ある住宅地を維持するためには、若い子育て世帯の定住を図るほか、

積極的に転入を促進することが必要です。また、高齢者が生き生きと暮らせる環境整備

が必要です。 

 

○東南海・南海地震等の災害への備え 

 東北地方太平洋沖地震では、災害による停電や水道・ガスの供給が断たれ、市民生活

に甚大な影響をもたらしました。 

 今後 30 年以内に発生する可能性が 60.0％から 70.0％と言われている東南海・南

海地震等に備え、住宅の耐震化の促進や、避難路・避難地の整備推進など、住宅・まち

づくり全般にわたる防災対策を図っていくことが必要です。 

 

○住宅確保要配慮者への対応 

 高齢者、障がい者、ひとり親家庭、外国人、生活保護受給者といった住宅確保要配慮

者については、いずれも経年的に増加傾向にあります。中でも、高齢化の進展に伴って

高齢者の住宅確保要配慮者は増加しています。 

 セーフティネットの役割を果たす公営住宅の質的充実をはじめ、入居拒否への対応な

ど、誰もが安心して住めるよう取り組む必要があります。 

 

○住宅市場の活性化 

 住宅・土地統計調査によると、平成５年以降、本市の空き家率は上昇に転じ、平成

20 年の空き家率は 10.5％（空き家総数は 4,830 戸）となっています。空き家の増加

は、地域の活力の低下につながるほか、防犯上や街並み景観上でも問題があります。 

 このため、住宅の流通市場の活性化や空き家の活用を図るなどの対策が必要です。

４－２．課題の抽出 
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（２）市民アンケート調査から抽出される課題 

 

○高齢者や障がい者に配慮した福祉の住まい・まちづくりの推進 

 アンケート調査結果（問７）によると、現在居住している住宅の満足度は、「高齢者

などへの配慮（段差がないなど）」について、不満があると回答された割合が 60.1%

と高くなっています。 

 また、アンケート調査で居住地域の住環境の問題点をたずねると、「坂道が多く、移

動が不便である」「住宅の近辺に買い物ができるところが少ない」「住宅が駅から遠い」

がいずれも 40.0％を超えています。高齢者の居住の安定確保に関する法律（通称：高

齢者住まい法）に基づく介護サービス付き高齢者住宅については、介護・食事の提供な

ど何らかの支援が必要な方が居住する住宅であることから、利便性の高い地域に立地す

るよう取り組む必要があります。 

 

○生活環境上の問題への対応 

 アンケート調査結果（問８）によると、住環境上の問題として、「坂道が多く、移動

が不便である」「住宅の近辺に買い物ができるところが少ない」「住宅が駅から遠い」が

いずれも 40.0％を超えています。居住者の高齢化の進行もあって、これらの回答が多

くなっていると思われますが、バスなどの移動手段や住宅地周辺での商業施設や宅配サ

ービスといった、買い物しやすい環境整備への対応が必要です。 

 

○良好な住宅地・住環境の維持・保全 

 アンケート調査結果（問 18）によると、「このまま住み続けたい」と答えた人が

72.9％で、その理由として、「今の住宅への愛着」「今の住宅に満足」「緑などの周りの

環境のよさ」が多くなっています。このように、市民は今の居住環境を評価しているこ

とから、現在の良好な住宅地・住環境の維持・保全が必要です。 

 

○住まい・まちづくりに関する情報提供・相談体制の充実 

 アンケート調査結果（問 25）によると、住宅に関する各種助成・支援制度の認知度

は概して低く、50.0％を超えているものは新婚世帯家賃補助制度のみとなっています。 

 本市では、持家率が高いことから、良好な住環境を維持するためには、市民一人ひと

りの維持管理が重要となります。 

様々な住宅施策を有効に機能させるためには、市民や民間事業者に対して広く住ま

い・まちづくりに関する情報を提供するとともに、住まい・まちづくりに関する相談が

気軽にできるような体制を整備していく必要があります。 
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（３）事業者等ヒアリング調査から抽出される課題 

 

○子育て環境の充実 

 事業者等ヒアリング調査によると、居住地を決定する要因の一つとして、子育て環境

の充実している地域を選ぶ人がいるということが分かりました。 

 このため、大阪一の教育都市の実現に向けた取り組みや、子育て環境の充実を推進し、

子育て世帯へ情報発信していく必要があります。 

 

○買い物困難者への対応や公共交通の維持・発展 

 事業者等ヒアリング調査によると、商業施設がなく駅から遠い地域の一部高齢者は、

利便性の高い市外へ転居していることが分かりました。 

大規模に開発された住宅地では、近隣商業施設が撤退する地域があるなど、身近なと

ころで買い物できない人が増えており、民間事業者と連携を図りながら対応する必要が

あります。 

 また、公共交通は市民生活を支える大切な交通手段であることから、事業者と適宜協

議を行い、持続可能な公共交通を確保していく必要があります。 

 

○入居拒否や土地取引等の場における人権問題の解消 

 事業者等ヒアリング調査によると、高齢者や外国人に対する入居拒否が根強くあるこ

とが分かりました。入居拒否という人権問題を解消するためには、不動産取引業者だけ

ではなく、市民一人ひとりが人権問題についての正しい理解と認識をもつことが重要で

す。本市においても、市民への周知・啓発などによって、差別と偏見をなくしていく努

力が必要です。 
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（４）住宅地の特性別に抽出される課題 

 

 本市の住宅地の特性別に抽出される課題をまとめたものが以下の表です。 

 

■住宅地の特性別に抽出される課題 

 

 

 

 

 

 

住宅地特性 課題

大規模に開 ・良好な既存ストックが子育て世帯に引き継がれるよう取り組むこと

発された住 　が必要です。

宅地 ・昭和40年代から昭和50年代に開発された住宅地が多く、居住者

　の高齢化への対応が必要です。

駅前市街地 ・本市の主要駅である河内長野駅・三日市町駅周辺では、駅周辺とい

の住宅地 　う立地特性に応じた土地利用が求められます。

既成市街地 ・ミニ開発の進行によって、道路などの公共施設が計画的に整備され

等の住宅地 　ていない等の問題があり、開発条例に即した適切なまちづくりの誘導

　が必要です。

工場が立地 ・準工業地域の住宅と工場が混在している地区においては、住宅と工

する住宅地 　場の相隣環境に配慮しつつ、調和を図っていく必要があります。

市内に点在 ・自然環境を活かした地域づくりを促進し、地域力を高めることによ

する既存型 　り、居住者の減少を抑制する必要があります。

集落地

公的賃貸住 ・市営住宅については、質的充実を図る必要があります。

宅がある住 ・UR賃貸住宅や雇用促進住宅については、時代に応じた質的な充実が

宅地 　望まれるとともに、縮小や用途廃止の際には、入居者に配慮した対応

　や跡地の有効利用等、適正な土地利用が求められます。

高野街道沿 ・高野街道沿いの古い街並みが失われつつあります。

いの住宅地
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本市は、大阪都心まで約 30 分の交通至便な地にある上に、恵まれた自然や歴史的資

産に囲まれており、一戸当たりの住宅面積や一人当たりの公園緑地面積が広く、良好な

住環境が形成されています。また、人々の生活を支える基本的な都市基盤・生活基盤は

ほぼ整っており、その量的な維持・充実とともに、犯罪認知件数の少なさにも示されて

いるように、安全・安心で豊かな市民生活を支えるための質的な充実を図っているとこ

ろです。 

一方、平成 22 年３月に「教育立市宣言」を行い、大阪一の教育都市の実現に向けた

取り組みや、平成 23 年６月に河内長野市民大学「くろまろ塾」を開講するなど、教育

や生涯学習の充実に取り組むとともに、地域課題を地域住民自らが解決するための組織

づくりを促進しています。また、大都市近郊にありながら恵まれた自然や歴史に囲まれ

た良好な住環境や人々の営みを「奥河内スタイル」と表して、イメージアップを図って

います。 

そこで、本市の特徴ある取り組みを「まちの魅力」として積極的に発信するとともに、

大都市近郊にありながら恵まれた自然や歴史に囲まれた良好な住環境を活かしつつ、安

全・安心して暮らせるまちづくりを目指すことで、本市に「住みたい・住み続けたい」

人を増やしていくため、「住宅都市――河内長野」としての基本理念を以下のように設

定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
～安全・安心 恵まれた自然・歴史に囲まれた良好な住環境～ 

大都市近郊で 住みたい・住み続けたいまち 河内長野 

基本理念 

大阪都心まで 

約 30 分の 

交通至便な立地 

市民一人当たりの 

公園緑地面積や 

一戸当たりの住宅面積は 

府内トップクラスの広さ 

犯罪認知件数が少なく、 

府内トップクラスの 

安全なまち 

国宝・ 

重要文化財の数は 

府内で第２位 

基本理念を支える本市の魅力 

５－１．基本理念 
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 本市の住宅都市としての特徴や前節で掲げた住宅政策の基本理念を受けて、本市が目

指す住まい・まちづくりの基本目標を以下のように設定します。 

 

 

 

子育て環境の充実や大阪一の教育を目指した取り組み、市民大学「くろまろ塾」によ

る生涯学習の推進などにより、本市に住みたい・住み続けたい人を増やすとともに、定

住・転入補助制度の実施や住宅市場の流通促進による相乗効果によって人口減少の著し

い若年層の定住・転入を促進し、空き家の有効活用を図ります。 

更に、高齢者がいつまでも健康で住み慣れた地域で暮らせるような住まい・まちづく

りを目指します。 

 

 

住宅・建築物の耐震性の確保や、集中豪雨等の自然災害に対して安全な住まい・まち

づくりを目指します。 

 また、本市の犯罪認知件数の少なさから、大阪府内ではトップクラスの安全なまちと

なっており、防犯への取り組みを推進することにより、大阪一の安全な住まい・まちづ

くりを目指します。 

 

 

高齢者や障がい者、ひとり親家庭など住宅確保に配慮が必要な市民をはじめ、誰もが

皆安心して日常生活を送ることができる住まい・まちづくりを目指します。 

 

 

大阪都心からの交通至便な地にありながら、豊かな森林を形成する山並みやそこから

広がる丘陵地があり、緑が溢れる良好な住環境が形成されています。 

そこで、都市公園や緑地の適切な維持管理に努めるとともに、文化財の公開などを通

じ、自然と歴史を感じる住まい・まちづくりを目指します。 

目標１．住みたい・住み続けたい住まい・まちづくり 

目標２．大阪一の安全な住まい・まちづくり 

目標３．誰もが安心して暮らせる住まい・まちづくり 

目標４．大都市近郊での自然と歴史を感じる住まい・まちづくり 

５－２．基本目標 
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 施策展開の方針としては、国の住生活基本計画等を参考に以下の４項目を設定します。 

 

（１）市場機能重視 

 市民のニーズに的確に対応するには、市場による対応が も効果的です。このため、

市場の競争性・選択性を十分に活用しつつ、住み替えを行いやすい環境整備、不動産に

関する相談会の開催や、府との連携による土地差別の解消に向けた取り組みを行います。 

 また、住宅に関する情報提供を積極的に行い、市場における情報開示を促進すること

で、住宅市場の活性化を図ります。 
 

（２）ストック重視 

 今後の人口・世帯数の減少が進む社会においては、これまで以上にストックを重視し

た施策が必要となります。そこで、住宅の耐震化、バリアフリー化、省エネルギー化な

ど、既存住宅の機能向上を促進し、長きにわたって活用しつづけられる住宅ストックの

充実に努めます。 

 また、本市には約 4,800 戸の空き家があり、人口減少傾向からみて、今後更なる増

加が懸念されます。そのため、適切な維持・管理を指導・誘導するとともに、既存住宅

流通の活性化を図ります。 
 公営住宅については、平成 25 年３月策定の河内長野市公営住宅等長寿命化計画によ

ると、目標年度（平成 34 年度）までの需要予測が 1,09８世帯となっており、量的に

は既存ストックの公営住宅供給量の 1,39６戸で対応できる（次頁参考参照）ことから、

質的な充実を図っていきます。 

 

（３）地域活動重視 

 福祉・防災・防犯・環境など、多様化する社会的ニーズや地域により異なる課題に対

応しつつ、地域の実情に応じた施策展開を図るには、自治会や NPO 等の地域で活動を

行う組織がまちづくりの担い手となることが重要です。 

 そこで、地域住民が主体的にまちづくりを進められるよう、地域活動の支援を推進し

ます。 
 

（４）政策連携の重視 

 民間住宅市場を活用した施策展開には、市民を中心として考え、その上で自治会や事

業者・行政が協力・連携していくことが不可欠です。それに加えて、民間住宅市場の活

性化には、住環境や教育環境、福祉サービス等の充実による魅力ある都市づくりが前提

となります。 

 そのため、住宅政策担当部局だけで施策展開を行うのではなく、交通、福祉、教育な

どの住宅・まちづくりと相互に関係する各部局との連携の強化を推進します。 

 

 

５－３．施策展開の方針 
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（参考）公営住宅の需要予測 

 平成 25 年３月策定の河内長野市公営住宅等長寿命化計画において、目標年度である

平成 34 年度末における公営住宅の需要予測を行いました。 

 予測値の算出は以下の方法にて行いました。 

 ①将来人口推計を用いて、目標年度（平成 34 年度）末における本市の総世帯数を推 

計し、さらに民営借家世帯のうち公営住宅入居資格世帯数を推計 

 ②「公営住宅供給目標量設定支援プログラム」（国土交通省）のフローに準じて、収 

  入分位 25％以下の本来階層の公営住宅入居資格世帯のうち、住宅に困窮するおそ 

  れのある世帯数を推計（ 低居住面積水準未満世帯及び高家賃負担率世帯） 

 ③裁量階層世帯※の公営住宅入居資格世帯については、別途計算により要支援世帯数  

 を推計 

 ④直近５年間の市営住宅及び府営住宅の空き家募集の実績より、平成 34 年度末まで 

  の 10 年間での公営住宅供給量を推計 

 

 以上の方法に従って、平成 34 年度末における公営住宅の需要予測を算出したものが

以下の図です。平成 34 年度末における公営住宅入居対象となる要支援世帯数は、本来

階層 996 世帯、裁量階層 102 世帯の合計 1,09８世帯となります。一方、平成 34 年

度末までの 10 年間での公営住宅供給量は 1,39６戸となります。 

 

■目標年度（平成 34 年度）末における要支援世帯数 

資料）河内長野市公営住宅等長寿命化計画（平成 25 年３月策定） 

 

※裁量階層世帯とは、身体障がい者世帯、精神障がい者世帯、知的障がい者世帯、60 歳以上の 

 世帯、小学校就学前の子どもがいる世帯等のことをいい、収入分位が 25％以上～40％以下 

 の世帯も公営住宅の要支援対象となります。 

 目標年度（平成 34 年度）末における世帯数の推計  

 ●将来人口・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

●総世帯数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 民営借家世帯のうち公営住宅入居資格世帯数・・・・・・ 

101,812 人 

45,656 世帯 

3,357 世帯 

 

   

 要支援世帯数（住宅に困窮するおそれのある世帯数）の推計  

 ●本来階層（収入分位 25％以下）・・・・・・・・・・・・ 

●裁量階層（収入分位 40％以下）・・・・・・・・・・・・ 

         計 

996 世帯 

10２世帯 

1,09８世帯 

 

   

 平成 34 年度末までの 10 年間での公営住宅供給量の推計  

 ●市営住宅・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

●府営住宅・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

         計 

3７戸 

1,359 戸 

1,396 戸 

 

   

 公営住宅の需要予測結果  

 ●平成 34 年度末における要支援世帯数（A）・・・・・・・ 

●平成 34 年度末までの 10 年間での公営住宅供給量（B）・・

         差引（B－A） 

1,098 世帯 

  1,396 戸 

   298 戸 
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住みたい・住み続けたい住まい・まちづくりに向けては、少子高齢化・人口減少の抑制

に努め、子育て環境の整備、大阪一の教育都市の実現に向けた取り組み、そして住宅市

場の活性化に向けての施策を展開していきます。また、地域力向上に向けた施策の展開

も図っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住みたい・住み続けたい住まい・まちづくり 

駅前での交流の場などの提供 

定住・転入補助制度の実施 

公共交通の維持・発展 

親子の交流の場の提供 

空き家バンク制度等による既存住宅の流通促進 

「大阪府住宅リフォームマイスター制度」の普及促進 

赤ちゃんの駅整備事業の実施

小学校３年生からの英語活動

中学校給食の実施

スポーツ施設の充実

幼稚園就園支援事業の実施 

まちづくり交流会の開催 

地域まちづくり協議会の設立促進

駅周辺の低未利用地の活用 

コミュニティ活動の推進

移動販売車の拡充促進 

子育てに関する情報収集と提供

地域の人と子どもたちの交流の場の提供 

河内長野市版小中一貫教育の全面展開 

ファミリー・サポート・センター事業の展開 

河内長野市民大学「くろまろ塾」の開講 

読書環境の充実

６－１．住みたい・住み続けたい住まい・まちづくり 

①本格的な人口減

少社会、少子高

齢化社会への対

応 

②住宅市場の活性

化 

③地域とつながり

ながら、安心し

て子育てができ

る環境整備 

⑤地域力の向上

に向けたまち

づくり 

④大阪一の教育

実現に向けた

取り組み
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①本格的な人口減少社会、少子高齢化社会への対応 

○定住・転入補助制度の実施 

 平成 23 年度から平成 25 年度末までの社会実験として、新婚世帯を対象に家賃

または持家取得費用の一部を補助し、人口減少の著しい若年層の「定住・転入」を

促進しています。当該補助制度については、人口維持及び人口構成バランスを改善

させ、活力ある地域社会を築くことを目指し、必要に応じて見直しを行い、より効

果的な施策展開を図ります。 

 

○公共交通の維持・発展 

公共交通は市民生活を支える大切な交通手段でありますが、自動車への過度な依

存や少子高齢化の進展など様々な要因から利用者数も減少しています。今後、高齢

化社会が進む中で、高齢化による身体機能の低下などを理由に運転を控える人が増

えると予測されます。そこで、第２期河内長野市地域公共交通総合連携計画に掲げ

る「モックルコミュニティバス上限 200 円運賃の試行運行の継続（上限 200 円

運賃の他路線（千代田線）への展開・検討）、同伴者割引の試行」等の公共交通利

用促進策を実施するとともに、状況に応じた事業の見直しも行いながら、本市の実

情に即した持続可能な公共交通を確保します。 

 

○移動販売車の拡充促進 

 周辺に物販施設のない地域においても、高齢者などの買い物困難者がいつまでも

住み慣れた地域で暮らせるよう、民間活力により移動販売車の拡充を促進します。 

 

②住宅市場の活性化 

○空き家バンク制度等による既存住宅の流通促進 

 市内における空き家等の流通を促進し、「定住・転入」を促進するため、本市独

自の空き家バンク制度の実施や「マイホーム借り上げ制度」の活用等に努めます。 

 

○「大阪府住宅リフォームマイスター制度」の普及促進 

 市民が安心して住宅リフォームが行えるよう、大阪府が指定した非営利団体「マ

イスター登録団体」が一定の基準を満たした事業者「マイスター事業者」の情報を

提供する「大阪府住宅リフォームマイスター制度」の普及促進に努めます。 

 

③地域とつながりながら、安心して子育てができる環境整備 

○駅前での交流の場などの提供 

子育て支援ネットワークの中核センターとして、河内長野駅前に子ども・子育て

総合センターを開設し、子育て支援センター「ちよだだい」とともに、情報発信、

交流の場の提供、子育てサークルの育成・支援などを行います。 

 



 

72 

 

○子育てに関する情報収集と提供 

 子育て中の親が必要としている様々な子育て情報を、子育て情報サイト「キラキ

ラねっと」からパソコンや携帯端末等に積極的に発信するなど、情報提供に努めま

す。 

 

○ファミリー・サポート・センター事業の展開 

 子育ての援助を受けたい人と、子育ての援助を行いたい人が会員となり、地域で

助け合う相互援助活動の支援を図ります。 

 

○親子の交流の場の提供 

 身近な地域で、乳幼児をもつ親とその子どもが気軽に集える場として、つどいの

広場、子育てサロンや子育てわいわいルームなどを提供し、親子での交流を図りま

す。 

 

○地域の人と子どもたちの交流の場の提供 

 放課後、夏休み、休日などに、子どもたちに様々な場所で体験できる遊び、学び

の場を提供します。そして、事業の講師等として、地域の人と子どもたちが交流で

きる機会を設けることで、活力ある地域社会を実現します。 

 

○赤ちゃんの駅整備事業の実施 

 地域全体で子育て支援に取り組むことを目指し、外出中に気軽におむつ替えや授

乳ができる施設として、「赤ちゃんの駅」の設置を促進します。 

 

④大阪一の教育実現に向けた取り組み 

 ○幼稚園就園支援事業の実施 

 幼児に対する教育の振興と保護者負担の軽減を図るために、私立幼稚園に在園す

る園児の保護者を対象に、子育て・幼児教育推進給付金を支給します。 

 

 ○小学校３年生からの英語活動 

 全小中学校に外国人英語講師を配置するとともに、豊富なオリジナル教材を活用

し、小学校３年生からの英語活動の実施を継続します。 

 

 ○中学校給食の実施 

 旬の野菜や果物を取り入れ、栄養バランスを考慮した献立を給食センターで調理

し、選択制の弁当方式による学校給食を順次拡大します。 

 

 ○河内長野市版小中一貫教育の全面展開 

 本市では、平成 24 年度から「小中一貫教育」を進めるため、全中学校区に非常

勤講師を配置し、小学校と中学校の９年間を通して、連続した教育を推進していま

す。 
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 ○スポーツ施設の充実 

 市民のスポーツ環境の充実を目指し、市民総合体育館やテニスコート、グラウン

ドなどの適切な維持管理に努めるとともに、既存スポーツ施設の年次的改修・人工

芝球技場の整備等を行います。 

 

 ○読書環境の充実 

 全学校に図書館司書を配置し、河内長野市版「読書ノート」を作成して本との豊

かな出会いを促進します。また、蔵書 45 万冊を誇る図書館では、午前 9 時 30 分

から午後８時まで開館するとともに、インターネットによる予約や主要駅に返却ポ

ストを設置、広域利用の拡大など利用しやすい環境整備を推進します。 

 

 ○河内長野市民大学「くろまろ塾」の開講 

 河内長野市独自の単位制コミュニティカレッジ「くろまろ塾」を開講し、「いつ

でも・どこでも・だれでも・なんでも・みずから」自分にあった学びを見つけ、生

涯にわたって学習を継続できるよう、様々な学習を総合的・体系的に提供します。 

 

⑤地域力の向上に向けたまちづくり 

○まちづくり交流会の開催 

地域づくりを進めていくために、個人や様々な団体で活動する人が気軽に集い、

地域の課題などについて自由に意見交換する「場」として、市民公益活動支援セン

ターと連携し、地域住民が主体となって行っている「まちづくり交流会」の開催を

支援します。 

 

○地域まちづくり協議会の設立促進 

住みよい地域づくりを行っていくため、その地域の特性や実情に合わせて、自治

会や各種地域団体など地域型組織だけでなく、テーマ型組織、事業者、地域住民な

ど様々な担い手が協力しながら、地域自らが地域課題の解決に向けて取り組んでい

けるよう「地域まちづくり協議会」の設立を促進します。 

 

○コミュニティ活動の推進 

地域住民が互いに支えあい、安心して暮らせるまちづくりのため、 も身近で活

動する自治会組織の必要性や重要性について意識啓発を行い、地域に根ざした自治

会への加入促進を図ります。また、地域の活動拠点である集会所の整備費用の一部

を補助するなど、コミュニティ活動を支援し、活性化に努めます。 

 

○駅周辺の低未利用地の活用 

主要駅周辺の利用されていない土地や高度利用されていない土地について、駅周

辺の人口増加による活性化を促進するため、民間を主体とした土地利用を促進しま

す。 
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大阪一の安全な住まい・まちづくりに向けては、東南海・南海地震などの災害への備

えが必要であり、これまでにも増して一層の災害対策を促進します。 

 また、本市の犯罪認知件数を見ると大阪府内ではトップクラスの安全なまちとなって

おり、これからも大阪一の安全なまちの実現を目指し、防犯にも配慮した住まい・まち

づくりを目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大阪一の安全な住まい・まちづくり 

防犯環境の充実 

既存民間建築物耐震診断補助金・木造住宅耐震改修補助金に

よる耐震化の促進 

大阪府防災力強化マンション認定制度の促進 

自主防犯活動の促進 

防犯カメラ設置による街頭犯罪等の未然防止 

防犯に配慮した大阪府防犯モデルマンションの普及促進 

自主防災組織の育成 

情報伝達システムの構築 

地域における安全運転講習会の開催 

住宅防火対策の推進 

地域防災活動の促進 

６－２．大阪一の安全な住まい・まちづくり 

①災害に強いまち

づくりの推進 

②防犯に配慮し

たまちづくり

の推進

交通安全教室の開催 

青色防犯パトロールによる犯罪発生の抑制 

地域、民間、行政の協力による住宅・建築物の耐震化の促進 

③交通事故をな

くすまちづく

りの推進
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①災害に強いまちづくりの推進 

○地域、民間、行政の協力による住宅・建築物の耐震化の促進 

  市民が安心して木造住宅の耐震診断及び耐震改修を行えるよう、自治会、事業者、

府や市が一体となって木造住宅の耐震化の普及啓発を行います。 

 

○既存民間建築物耐震診断補助金・木造住宅耐震改修補助金による耐震化の促進 

昭和 56 年５月 31 日以前に建築された一戸建て住宅、長屋建て、共同住宅を対

象に、耐震診断にかかる費用の一部を補助し、所有者が住宅の耐震性を把握できる

よう努めています。また、診断の結果耐震性が不足する木造住宅に対して、耐震性

を高めるための改修工事の費用の一部を補助し、耐震化を促進します。 

 

○情報伝達システムの構築 

災害時には正確で迅速な情報の収集や伝達が不可欠であり、そのための防災行政

無線などの設備の維持管理・機能の充実などが求められているため、より円滑に市

内全域で活用できる情報伝達システムの構築を図ります。 

 

○自主防災組織の育成 

住民一人ひとりが「自らの命は自ら守る」、「自らのまちは自ら守る」という考え

方にたって、地域住民が協力して防災活動を行ってもらうために、広報やまちづく

り出前講座等を通じて、自主防災組織の重要性の啓発を行いながら、自主防災組織

の組織化を支援します。 

また、組織化された自主防災組織には、防災資機材等の購入や防災訓練・研修等

に対する助成を行い、自主防災組織の育成を促進します。 

 

○大阪府防災力強化マンション認定制度の促進  

 耐震性や耐火性など建物の安全性に関する基準に適合することに加え、被災時の

生活維持に求められる設備・施設等の整備、住民による日常的な防災活動等の実施

など、ハード・ソフト両面で防災力が強化されたマンションを大阪府が認定する大

阪府防災力強化マンション認定制度の促進に努めます。 

 

○住宅防火対策の推進 

  住宅における火災を早期に発見し、居住者の命を守るとともに地域の安全を守る

ため、住宅用火災警報器の設置徹底並びに住宅用消火器をはじめとした住宅用防災

機器などの普及を促進します。 

 

○地域防災活動の促進 

  府内の市の中で 3 番目に大きい市域と山間部が 7 割を占める本市の特殊事情か

ら、消防団は、全ての建物火災や林野火災・捜索・風水害に出動するなど、第一線

の活動が求められています。このため、消防団員の訓練等を実施し、消防団員の質

的充実に努め、地域の安全確保を図ります。 
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②防犯に配慮したまちづくりの推進 

○防犯環境の充実 

  犯罪のない安心して暮らせる地域社会の実現に向けて、防犯灯の整備に加え、自

治会が管理する防犯灯の維持管理費の一部を補助するなど、地域住民の安全を確保

していくための防犯環境づくりに努めます。 

 

○自主防犯活動の促進 

住民一人ひとりの防犯意識や地域社会の連帯意識を高めるため、地域で行う自主

的な防犯活動にかかる経費の一部を助成しています。また、警察を始め、防犯協議

会などの関係機関と連携しながら、防犯活動の推進を図り、地域の防犯力を高めま

す。 

 

○青色防犯パトロールによる犯罪発生の抑制 

子どもが安全・安心に生活できる環境づくりのため、地域と協働して青色防犯パ

トロールを実施します。また、パトロールを実施することで、地域の防犯に対する

意識啓発や犯罪発生の抑止効果を図ることを実現し、安全・安心な住環境を整えま

す。 

 

○防犯カメラ設置による街頭犯罪等の未然防止 

  市営の駐輪場への防犯カメラの設置を推進するとともに、道路や公園など、不特

定多数の人が利用する公共空間を撮影する防犯カメラを新たに設置する自治会等

に対して設置費用の一部を補助し、街頭犯罪等の未然防止に努めます。 

 

○防犯に配慮した大阪府防犯モデルマンションの普及促進 

  防犯上犯罪に遭いにくい構造、設備を満たしていると認められる「大阪府防犯モ

デルマンション」の普及を促進します。 

 

③交通事故をなくすまちづくりの推進 

○交通安全教室の開催 

  市内の幼児交通安全クラブ、保育園、小学校や高年者交通安全リーダー研修や地

域の老人クラブなどにおいて、参加者に応じた交通安全運転教室を開催し、交通事

故の未然防止を促進します。 

 

○地域における安全運転講習会の開催 

   春・秋の全国交通安全運動の期間中などに、地域へ出向いて河内長野警察署など

と協力して交通安全運転講習会を開催することにより、多くの方が参加しやすい環

境を整え、安全運転を促進します。 
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誰もが安心して暮らせる住まい・まちづくりに向けては、住宅確保要配慮者が安心し

て暮らせることを目指し、市営住宅の質的充実や、高齢者や障がい者へ配慮した福祉の

住まい・まちづくりを推進します。 

そして、これらの人々をはじめ誰もが安心して暮らせるための情報提供や相談体制の

充実に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誰もが安心して暮らせる住まい・まちづくり 

不動産無料相談会の開催 

「大阪あんしん賃貸支援事業」の普及促進 

小地域ネットワーク活動推進事業の促進 

障がい者の地域生活への移行推進 

介護保険居宅介護（介護予防）住宅改修費の支給 

高齢者住宅改造費用の助成 

介護等サービス付き高齢者向け住宅の適正な配置 

公共交通の持続的利便性向上 

職員人権研修の実施 

住宅施策に関する情報発信の充実 

ハザードマップ等による情報提供及び防災意識の啓発 

災害時要援護者支援制度の推進 

重度障がい者等住宅改造費の助成 

宅地建物取引業人権推進指導員制度の促進 

府営住宅を活用したまちづくり検討体制の構築 

身体障がい者日常生活用具（住宅改修）給付事業の推進 

住宅確保要配慮者への支援 

UR 賃貸住宅・雇用促進住宅への適切な対応 

６－３．誰もが安心して暮らせる住まい・まちづくり 

①住宅確保要配慮

者が安心して住

める住宅確保へ
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者に配慮した住

まい・まちづく

りの推進 

③住まい・まちづ

くりに関する情

報提供・相談体

制の充実 

④公的賃貸住宅等

の管理者との連
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78 

 

①住宅確保要配慮者が安心して住める住宅確保への対応 

 ○住宅確保要配慮者への支援 

   高齢者、障がい者等の住宅困窮者については、今後も府・市営住宅が重要な支援

方策と考えられます。 

   平成 25 年 3 月に策定の河内長野市公営住宅等長寿命化計画のもと、今後の公

営住宅に対する需要を踏まえつつ、適切な住宅を確保することが困難な方の居住の

安定の確保を図るため、エレベーターの設置などとともに、計画的な維持管理に努

め、市営住宅の質的充実と長寿命化を図ります。 

   また、同計画による今後の公営住宅の需要予測では、本計画の目標年度である平

成 34 年度までの 10 年間の公営住宅必要量は 1,09８戸と推計されており、公営

住宅の供給戸数（1,39６戸）を下回ることから、入居者と充分な協議を行い、入

居者の居住の安定や確保につながる施策を講じたうえで、市営住宅の再編を図ると

ともに、需要が供給数を上回る場合には、国・府の動向も踏まえつつ、公的賃貸住

宅等の管理者との連携を図ります。 

 

○「大阪あんしん賃貸支援事業」の普及促進 

民間の賃貸住宅に入居を希望する高齢者世帯、障がい者世帯、外国人世帯及び子

育て世帯（以下「高齢者等」という。）が円滑に入居できる民間賃貸住宅等の登録

を促進し、登録された住宅情報等を提供することで、高齢者等の住宅探しをサポー

トします。 

 

○小地域ネットワーク活動推進事業の促進 

小地域ネットワーク推進事業では、地区（校区）福祉委員がその中心的な役割を

果たし、子育て支援活動や高齢者を対象にした見守り活動、声掛け見守りを通して、

地域住民同士のつながりの再構築を目的として実施し、「だれもが住み慣れた地域

で安心して暮らすことのできる福祉のまち」の実現を目指す小地域ネットワーク活

動推進事業を促進します。 

 

 

②高齢者や障がい者に配慮した住まい・まちづくりの推進 

○身体障がい者日常生活用具（住宅改修）給付事業の推進 

65 歳未満の障がい者の移動等を円滑にするための、手すり等の日常生活用具の

設置費用の一部を給付します（所得制限あり）。 

 

○障がい者の地域生活への移行推進 

入所・入院者の退所・退院を促進し、地域生活への移行を進めるとともに、在宅

の障がい者の「親なき後」の生活を保障するため、公営住宅、民間住宅などを活用

して、グループホーム等の整備を促進します。 
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 ○重度障がい者等住宅改造費の助成 

本市に住所を有する 65 歳未満の重度障がい者（児）が、住み慣れた地域で自立

し安心して生活ができるよう、住宅の改造を行う際にかかる経費の一部を助成しま

す（所得制限あり）。 

 

○介護保険居宅介護（介護予防）住宅改修費の支給 

要介護（支援）者が、可能な限りその居宅において自立した日常生活を送れるよ

う、手すりの取り付けや段差解消など小規模な改修の費用を支給します。 

 

○高齢者住宅改造費用の助成 

介護認定を受けていない 65 歳以上の高齢者で、改造を希望する住宅に住んでい

る人全員の市民税が非課税であり、かつ、心身の状態により改造が必要と認められ

る場合に、段差の解消や手すりの設置など、改造費用の一部を助成します。 

 

○介護等サービス付き高齢者向け住宅の適正な配置 

食事や介護など何らかのサービスが必要な高齢者が入居する介護等サービス付

き高齢者向け住宅については、交通や買い物などの環境が整っている市街化区域で

の立地を基本とし、市街化調整区域内で立地する場合は鉄道駅から概ね 500ｍの

範囲内に立地されるよう、大阪府や事業者に要請します。 

 

○災害時要援護者支援制度の推進 

災害時の避難に支援を要する高齢者、障がい者等のいわゆる災害時要援護者が円

滑に避難できるよう、災害時要援護者支援制度を推進します。 

 

○公共交通の持続的利便性向上 

市民生活を支える大切な交通手段である公共交通に関し、現状以上のバス利用者

数の確保、公共交通空白・不便地域の解消、協働による取り組みなどを目標として

持続発展できる公共交通の確保に努めます。 

 

○宅地建物取引業人権推進指導員制度の促進 

大阪府と連携し、人権問題の指導者を養成するため、社内における人権に関する

研修や教育、的確なアドバイスなどを行う「宅地建物取引業人権推進指導員制度」

を促進します。 

 

○職員人権研修の実施 

宅地建物取引の場における人権問題の解消に向けて、同和地区の問い合わせなど

の土地差別調査の現状を理解し、差別につながる問題についての市職員としての共

通認識を図るために、職員人権研修を実施します。 
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③住まい・まちづくりに関する情報提供・相談体制の充実 

 ○不動産無料相談会の開催 

大阪府宅地建物取引業協会南大阪支部や全日本不動産協会南大阪支部などと連

携し、河内長野市内において不動産無料相談会が開催されるよう要請し、身近な場

所で不動産取引に関する相談が出来るように努めます。 

 

○住宅施策に関する情報発信の充実 

市のホームページや広報紙を通じて住宅に関する施策を発信し、市民への情報提

供の充実を図ります。 

 

○ハザードマップ等による情報提供及び防災意識の啓発 

本市で想定されている、東南海・南海地震と３つの直下型地震に対して、ハザー

ドマップの公表等による地震時の想定被害情報の提供を行い、防災意識の啓発に努

めます。 

 

④公的賃貸住宅等の管理者との連携 

 ○府営住宅を活用したまちづくり検討体制の構築 

 市民サービスの主体である市と、広域行政を担う府が連携して、市内にある府営

住宅資産を活用したまちづくりを検討するため、（仮称）まちづくり会議を設置し、

地域課題の解消や地域力の向上、まちの活力の創造のため検討体制の構築を図りま

す。 

 

○UR 賃貸住宅・雇用促進住宅への適切な対応 

  UR 賃貸住宅及び雇用促進住宅については、本市にある貴重なストックであるこ

とから、適切な維持管理や時代に応じた設備への対応が図られることが期待されま

すが、縮小や用途廃止がされる場合については、入居者への適切な配慮を求めると

ともに、周辺環境と調和した土地利用が図られるよう要請します。 
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大都市近郊での自然と歴史を感じる住まい・まちづくりに向けては、本市の住宅都市

の 大の魅力となっている恵まれた自然環境、地域に点在する文化遺産、そして、市内

に広がる低層系の良好な住宅地を住宅・まちづくりの中に取り込んだ施策展開を図って

いきます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大都市近郊での自然と歴史を感じる住まい・まちづくり 

恵まれた自然環境を活かした市の魅力発信 

木材利用の促進 

適切な公園運営と維持管理 

太陽光発電等の再生可能エネルギーの普及促進 

都市農地と調和した住環境づくり 

市内に点在する既存型集落地での生活排水対策の推進 

④良好な住宅地・

住環境の維持促

進 

河内長野市開発事業の手続等に関する条例による 

良好な住環境への誘導 

建築協定制度の活用促進 

恵まれた自然環境を活かした地域力向上の促進 

街路樹の適正な維持管理 

地元住民による景観ルールづくりの支援 

６－４．大都市近郊での自然と歴史を感じる住まい・まちづくり
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①恵まれた自然環境の維持・魅力発信 

○恵まれた自然環境を活かした市の魅力発信 

自然と寄り添いながら、自分らしく素敵な日々を紡いでいる人を“奥河内びと”、

自分らしく心地よく暮らすスタイルを“奥河内スタイル”として提唱し、市内外へ

の魅力発信に努め、交流人口・定住人口の増加を目指します。 

 

○都市農地と調和した住環境づくり 

都市農地は、災害に備えたオープンスペース機能や潤いや安らぎといった緑地空

間の提供など、多面的な役割をもっています。 

そのため、都市農地をまちの環境資源として積極的に位置付け、本市の恵まれた

自然環境がもつ地域特性を活かし、生産緑地の保全・活用や市街化農地などの緑と

共生した、良好な住まい環境づくりを目指します。 

 

○木材利用の促進 

地域の資源を有効に活用し、炭素を固定・循環させ、住環境の改善につなげてい

くため、住宅の木造化や内装の木質化の推進などにより、木材利用を促進します。 

 

○適切な公園運営と維持管理 

市民にとって身近な公共空間である公園や緑地において、市民の「参画」と「協

働」による公園運営を促進し、居心地の良い公共空間の創出を図ります。また、市

内の緑の保全と緑化を推進し、市民に親しまれる都市公園・緑地となるよう適切な

維持管理に努めます。 

 

○街路樹の適正な維持管理 

まちに彩りを供給する街路樹については、剪定などの適正な維持管理を行うほか、

周辺環境にあった樹木転換などに努め、街に彩りと快適な歩行空間の確保を図りま

す。 

 

②文化遺産の保存・活用の促進 

○文化財の修理に活用する茅場等の育成 

 文化財建造物の保存においては、植物性資材の安定的確保が重要であり、これら

の資材に関する技能者の育成が欠かせないことから、岩湧山にて茅等の育成を行い

ます。また、ふるさと文化財の森センターを設置し、技能者の育成研修を行うとと

もに、普及啓発を促進します。 

 

○特別公開等による観光資源としての活用促進 

本市では国宝・重要文化財など多くの文化財を有していることから、修理中の現

場を特別に公開することなども含めて、観光資源としても、その活用を促進します。 
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③環境負荷の少ない住宅・建築物の普及促進 

○長期優良住宅制度の普及促進 

 「いいものをつくって、きちんと手入れして、長く大切に使う」というストック

型社会への転換を目指し、劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、

バリアフリー性、省エネルギー性、居住環境、住戸面積、維持保全計画の 9 つの性

能項目により認定される長期優良住宅制度が平成 21 年に制定されています。本市

においても、良質な住宅ストックの形成を今後も進めていく視点から、積極的な情

報提供等を通じて長期優良住宅制度の推進を図ります。 

 

○太陽光発電等の再生可能エネルギーの普及促進 

 循環型社会、低炭素社会の形成を目指して、太陽光発電等再生可能エネルギーの

普及促進を図ります。 

 

④良好な住宅地・住環境の維持促進 

○建築協定制度の活用促進 

地域の特性を活かし、自発的に建築基準法以上のルールを取り決める建築協定制

度の活用を促進するなど、住民の手によるまちづくりを誘導します。 

 

○地元住民による景観ルールづくりの支援 

高野街道沿いの長野町及び三日市町地域においては、街並みの調和等を目的とし

て、地元住民による景観ルール作りを支援します。 

 

○河内長野市開発事業の手続等に関する条例による良好な住環境への誘導 

河内長野市開発事業の手続等に関する条例の厳格な運用により、市民・事業者・

市の相互の理解と協力を促進し、地域の特性に応じた良好な住環境への誘導を目指

します。 

 

○恵まれた自然環境を活かした地域力向上の促進 

市内に点在する既存型集落地では、無秩序な開発を抑制しつつ恵まれた自然環境

を活かし、地域の産業振興に資する土地利用については、計画的なまちづくりを誘

導し、地域力の向上を図ります。 

 

○市内に点在する既存型集落地での生活排水対策の推進 

市内に点在する既存型集落地では、水質汚濁防止や良好な住環境の形成に努める

ため、河内長野市生活排水処理計画中の個別処理する地域については、合併浄化槽

などによる生活排水対策を推進します。 
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注）目標値の下に年度の記載がないものは、平成 34 年度を目標年度とします。 

 
※１）平成 10 年：52.2％から平成 20 年：69.1％の増加分の 16.9％より、平成 25 年度か 

   ら平成 34 年度の増加率を年間 1.69％とし、これを継続することを目標とします。 

※２）平成 10 年：8.6％から平成 20 年：10.5％の増加分 1.9％より、平成 25 年度から平成 

   34 年度の増加率を年間 0.19％と予想し、これを抑制することを目標とします。 

※３）平成 30 年の大阪府の数値を目標とします。 

※４）高度のバリアフリー化：２箇所以上の手すり設置、屋内の段差解消及び車いすで通行可能 

   な廊下幅の確保を全て行ったものを指します。 

※本計画は平成 34 年度を目標年次としていますが、指標によっては、本計画の目標年次以前の 

 目標となっているものがありますが、中間年次において必要に応じて見直しを行います。 

６－５．基本目標達成のための指標設定 

現状値 目標値

69.1% ※１）86.0％以上

（平成20年） （平成30年）

空き家率 10.5% ※２）12.4％未満

（空き家総数÷住宅総数） （平成20年） （平成30年）

45.3% ※３）28.3％

（平成20年） （平成30年）

６ヶ所 ７ヶ所

（平成24年度） （平成26年度）

４校 ７校

（平成24年度） （平成26年度）

82.2%

（平成24年度）

77.0% 90.0%

（平成19年度） （平成27年度）

（河内長野市耐震改修
促進計画より）

（河内長野市耐震改修
促進計画より）

人口に占める犯罪認知件数の低い
順位（府下33市中）

府下３位
（平成23年）

33.3%

（平成24年度）

※４）高齢者のいる住宅の高度の 9.2% 25.0%

　　　バリアフリー化率 （平成20年） （平成32年度）

（大阪府住生活基本
　計画での目標値）

住宅無料相談会の認知度 3.1%

（今回のアンケートより） （平成24年度）

「自然環境への配慮」に関する 26.5%

市民満足度 （平成23年度）

45.0%

（平成23年度）

指標

住
み
た
い
・
住
み
続
け
た
い

住
ま
い
・
ま
ち
づ
く
り

誘導居住面積水準達成率

空き家のうち、賃貸用・売却用以外
の住宅の割合

地域子育て支援拠点の整備

中学校給食の実施

本市に住み続けたいと考えている
人の割合（今回のアンケートより）

大

都

市

近

郊

で

の

自

然

と

歴

史

を

感

じ

る

住

ま

い

・

ま

ち

づ

く

り

40.0%

「街並み・自然・歴史等の美しさ」
に関する市民満足度

70.0%

90.0%

大
阪
一
の
安
全
な

住
ま
い
・
ま
ち
づ
く
り

新耐震基準（昭和56年基準）が
求める耐震性を有する住宅ストック
の比率

府下１位

誰
も
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る

住
ま
い
・
ま
ち
づ
く
り

地上４階建て以上の市営住宅の
エレベーター設置率

100.0%

50.0%
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大規模に開発された住宅地においては、空き家

バンク制度やマイホーム借り上げ制度の活用、定

住・転入施策によりファミリー層の誘導を図ると

ともに、高齢者が住み慣れた地域でいつまでも健

康に暮らせるよう住宅のバリアフリー化、お出か

け支援、移動販売車の拡充促進に努めます。

工場が立地する住宅地で

は、新たな工場が立地する場

合には、ゆとり開発事業の認

定基準への誘導を行い、周辺

の住宅と調和した良好な住環

境の確保を目指します。

既成市街地等の住宅地

においては、開発事業の

手続等に関する条例の厳

格な運用を図り、良好な

住環境の維持に努めま

す。

駅前市街地の住宅地で

は、低未利用地の活用を

促進し、駅周辺人口の増

加による活性化を目指し

ます。

高野街道沿いの住宅地では、住民を

主体とした、高野街道沿道という特徴

を活かしたまちづくりを促進します。

市内に点在する既存型集落地では、

無秩序な開発を抑制しつつ、恵まれた

自然環境を活かし、地域の産業振興に

資する土地利用については、計画的な

まちづくりを誘導し、地域力の向上を

図ります。 

ＵＲ賃貸住宅や雇用促進住宅については、

適切な維持管理や時代に応じた設備への対

応が図られることが期待されますが、縮小・

用途廃止の際には、入居者への適切な配慮及

び周辺環境と調和した土地利用を促進しま

す。

― 工場が立地する住宅地 ― 

― 大規模に開発された住宅地 ― 

― 公的賃貸住宅がある住宅地 ― 

― 公的賃貸住宅がある住宅地 ― 

― 駅前市街地の住宅地 ― 

― 高野街道沿いの住宅地 ― 

― 市内に点在する既存型集落地 ― 

― 既成市街地等の住宅地 ― 
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市営住宅では、エレベーターの設置

などによる質的充実を図るとともに、

府営住宅については、府営住宅資産を

活用したまちづくりの協議の場を設

け、大阪府と充分に協議を行います。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市街地部には、公共施設やスーパーマー

ケット、複合商業施設、医療施設、教育・

文化施設等が点在しています。 

また、郊外部においては、寺社やキャン

プ場、岩湧山などがあり歴史や自然を感じ

ることが出来ます。 

※主なものを掲載しています。 

高野街道 
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34烏帽子形公園 

㉚延命寺 

45寺ヶ池公園野球場 

42岩湧山 

43自然休暇村「小深の里」 

 （マス・アマゴ釣り） 

㉙観心寺 

37市民総合体育館 

㉖子ども・子育て総合センター 
 「あいっく」 

44光滝寺キャンプ場 

33寺ヶ池公園 

⑨ノバティながの ⑬大阪南医療センター 

⑲キックス（市民交流センター） 

㉛天野山金剛寺 

⑩フォレスト三日市 

⑳ラブリーホール 
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