
パブリックコメント手続き結果概要 
 

１．案件名 

  「交野市景観まちづくり計画（素案）」 

 

２．実施機関（担当所管課等） 

 (1)名称      ： 交野市都市整備部都市計画課 

 (2)所在地     ： 交野市私部１丁目１番１号 

 (3)電話番号    ： 072-892-0121 

 

３．概況   

 (1)意見等募集期間 ： 開始 平成２５年４月１日（月）から 

終了 平成２５年４月３０日（火）まで 

(2)結果周知手段  ： 広報かたの、交野市ホームページ 

(3)結果資料公表場所： 交野市ホームページ、情報公開コーナー、 

            実施機関（担当所管課等）の事務所 

 

４．受付した意見等の件数 

 合計  ９件 （延べ ３７件） 

（注）一回の提出で複数項目に意見をいただいたものがある場合、それを分けて

延べ件数として（ ）内に記載した。 

 

５．受付した意見等の結果 

(1)全般に関する意見                        ８件 

(2)第１章（景観まちづくりへ）に関する意見             ２件 

(3)第２章（交野の景観の特徴と景観まちづくりの課題）に関する意見 １０件 

(4)第３章（景観まちづくりの基本理念と基本方針）に関する意見等に 

  関する意見                           ２件 

(5)第４章（類型別の景観まちづくりの方針）に関する意見等に関する 

  意見                              ５件 

(6)第５章（景観まちづくりの推進）に関する意見等に関する意見    ８件 

(7)その他、パブリックコメント対象外の意見             ２件 

                   合計       ３７件 

 

６．意見等に対する考え方・対応 

 

(1)全般に関する意見等 

 
意見等の概要 意見等に対する考え方・対応 件数 

 「交野市景観まちづくり基本計画」（平

成 12年 4月）の改訂編との位置づけだが、

改正した箇所を分かりやすくすべき。 

 本計画は、平成 12 年に策定した「交野

市景観まちづくり基本計画」の改訂版では

ありますが、様々な変化に対応し、か

つ、景観法に基づく景観計画として実効

力のある内容とするため、全般的に見直

しを行っています。 

１ 

 景観まちづくりの主体は、まちに関わ

る一人ひとりであり、また、人が命を吹

き込む建造物、自然の樹木全てが主体と

 ご意見のとおり、行政、市民、事業者

が協働して取り組んでいくことが必要で

あることから、計画の中で行政が行うべ

１ 



なる。 

 理念の共有で 3者協働により取り組む事

が求められるが、行政による啓発活動が

必要と考える。 

き役割を掲げ実践してまいります。 

 カット写真の説明にある地域名は割愛

すべきではないか。 

 全ての地域の写真を掲載できないもの

の、良い景観の紹介の意味も込めており

ます。 

１ 

 全体のスケジュールを明記すべき。  本計画は基本計画であるため、景観ま

ちづくりの取り組みの枠組みを示すもの

です。個別の施策の内容やスケジュール

については、今後具体的に検討・実施し

ていきます。 

２ 

 全般的に「課題です」「求められていま

す」「必要です」など他人事の様な言い回

しであり、解決策が述べられていない。 

 景観の取り組みは規制だけで成り立つ

ものではなく、行政や事業者と、個人や

グループ、地域が主体的に、継続的にで

きることを取り組んでいくことが大切で

あると考えます。 

１ 

 人口、地目、住居形態など交野市の推

移の数値データが不足しているのではな

いか。 

 今ある自然、歴史文化、暮らし、賑わ

いなどの景観要素を大切にし、それらの

関係性を紡いでいき交野らしい景観を作

っていくという考え方であり、計画には

記載していませんが必要な数値データも

参考に検討しました。 

１ 

 行政として今後、現状維持で良いの

か、このまま放置すればどのような街に

なるのか想定し、今後のあるべき姿を折

り込んだ計画であるべき。 

 景観まちづくりの基本理念や基本方

針、目標を掲げ、市民、事業者、行政が

協働しながらそれぞれの思いをつなげて

いき、交野らしい景観をつくっていこう

という考え方です。 

１ 

 

 

(2)第１章（景観まちづくりへ）に関する意見等 

 
意見等の概要 意見等に対する考え方・対応 件数 

 「これまでの景観まちづくりの取組で大

規模建築物等の誘導には一定の成果を上

げてきたが、市民による主体的な活動の

機運の盛り上がりは十分とはいえない状

況」と評価しているが、その原因は何か、

また、今回の素案でその課題を克服でき

るのか。[P1] 

 成果の例としては、大規模建築物の建

築の際の誘導の実績、成果が上がりにく

かった例は、条例に基づく景観まちづく

り協定の認定が 2地区にとどまっているこ

とだと考えています。 

 また、市民の皆さんの取り組みはある

ものの、それをグループや地域に広げて

いくための仕掛けができなかったことか

ら、景観意識の啓発や誘導、景観まちづ

くりの情報共有、担い手育成などの取り

組みを進めていきたいと考えています。 

１ 

 景観まちづくり協定の認定が 2地区にと

どまっているのは、行政側のアプローチ

の不足と、支援体制の不備も原因なので

はないか。 

 ルールづくりに意欲的な地域へ専門家

派遣を行うなど、支援を行っていくこと

としています。 
 

１ 

 

 

(3)第２章（交野の景観の特徴と景観まちづくりの課題）に関する意見等 
 

意見等の概要 意見等に対する考え方・対応 件数 



 1）「伝説を育む地、交野が原」での表現

で、歴史的事実として適切でないものが

ある。[P8] 

 内容を再確認し、適切な表現に修正し

ます。 

１ 

 交野市駅などの店舗がまとまって立地

した商業エリアは比較的鮮やかな色彩が

広告物や看板に用いられ、にぎやかな景

観となっているとあるが、一貫性（統一

性）のない雑然とした景観ではないか。

[P15] 

 広告物や看板は、それぞれの店舗が特

色を出されており、活気を生み出すもの

です。景観の受け止め方は多様ですが、

エリアとして見た時に色彩や形など周り

と調和が図られればもっと良い景観にな

るとのご意見であると認識しており、今

後、事業者の方とも議論し広告物等のあ

るべきルールづくりを検討します。 

 表現は修正します。 

１ 

 「ハレの日」の表現が分かりにくい。

[P15] 

 表現を修正します。 １ 

 山ナリエは地域住民の中にも反対意見

が多数あり、適切でないのではないか。

[P15] 

 地域で協力してまちの彩りを演出され

ており、地域ぐるみで景観に取り組まれ

た一例として掲載しています。 

１ 

 潤いづくりで、南星台の住宅地周辺で

のホタルの紹介があるが、私市山手での

住民の活動も紹介してほしい。[P17] 

 ご意見を参考に修正します。 １ 

 景観の類型での表現が、他の表現と統

一性がないのではないか。[P18] 

 統一した表現に修正します。 １ 

 天野川の上流ではタイヤや配水管の露

出等、景観を阻害する要素もある。 
 

 ご意見を参考に修正します。 １ 

 拠点市街地（各駅周辺）では、シンボル

性を有した良好な景観形成を行うことが

課題とあるが、具体的な例を示してほし

い。[P18] 

 具体例を記載します。 １ 

 第二京阪道路は、50年後にはそれ自体

が景観要素になっているかもしれない

が、現時点では自然の景観を阻害してお

り、地域を分断する要素となっているの

も事実である。[P19] 

 第二京阪道路が 50年後には地域になじ

んだ景観要素となるように、周辺の屋外

広告物等の誘導等の施策により、景観形

成に努めたいと考えています。 

 

１ 

 景観まちづくりの担い手確保で、担い

手のすそ野を広げていくには子供たちへ

の景観に対する啓蒙活動が大切ではない

か。[P21] 

 P36の行政の取り組みとして「景観への

意識を高める「啓発」」で掲げるとおり、

子どもたちへの景観に対する学ぶ機会の

提供も検討していきます。 

１ 

 

 

(4)第３章（景観まちづくりの基本理念と基本方針）に関する意見等 

 
意見等の概要 意見等に対する考え方・対応 件数 

 景観まちづくりの 3つの基本理念を分か

りやすく図案化してはどうか。[P22] 

模式化して記載します。 １ 

 交野らしい景観の再認識において、一

般市街地や小規模戸建住宅の景観に占め

る位置づけはどう考えるのか。[P23] 

 面積的に大きな割合を占める景観類型

であり、市民にとっての身近な生活と交

流の場であることから、個性を生かしつ

つ周辺と調和が図られるよう、主体的な

景観形成に取り組む必要があると認識し

ています。 

１ 

 

 



(5)第４章（類型別の景観まちづくりの方針）に関する意見等 

 
意見等の概要 意見等に対する考え方・対応 件数 

 のどかな田園風景を継承するなかで、

未利用農地を市民農園として活用すると

あるが、市民農園は景観に配慮した貸出

方法を徹底や、共有の資材置き場の設置

などをしないと、景観面で雑然としてい

る現状がある。[P25] 

 景観にも配慮しながら市民農園を楽し

んでいただけるよう、所管課とも調整し

て啓発、誘導を検討します。 

１ 

 計画的な土地利用による周辺景観との

調和について、開発行為後ではなく、開

発計画時点から取り組むものではない

か。[P25] 

 開発行為後の景観を予想し、地域の景

観と不調和が生じないよう事前に調整、

誘導、指導等を行うことが主旨ですの

で、表現を修正します。 

１ 

 違法看板等の簡易除去や周辺の事業者

に対する啓発活動は、拠点市街地に限っ

たものではないのではないか。[P27] 

 違法看板等の簡易除去や周辺の事業者

に対する啓発活動については、市全域で

重要な取り組みではありますが、その中

でも特に玄関口としてふさわしい魅力あ

る景観形成のために、拠点市街地にて重

点的に行うという趣旨で記載していま

す。 

１ 

 「軒先での緑化」ではなく「軒先の緑化」

ではないか。 

 また、市民自らができるところから始

める景観づくりで、軒先での緑化やオー

プンガーデンの取り組みとあるが、玄関

まわりにプランターの放置なども多く見

受けられ、その対策が必要ではないか。

[P29] 

 表現を修正します。 

 また、ご指摘については、その対応も

踏まえながら、具体的な取り組みを検討

します。 

１ 

 「工業地」の左側の写真は工場入口では

ないのでは。 

 確認のうえ修正します。 １ 

 

 

(6)第５章（景観まちづくりの推進）に関する意見等 

 
意見等の概要 意見等に対する考え方・対応 件数 

 店舗の軒先でできること、や、商業地

の共用施設を維持・管理、について、商

業者（団体）との意見調整は行っているの

か。 

 事業者が景観に配慮することは、事業者

にとってもメリットがあることと考えて

おり、そのため、自分たちでできるこ

と、仲間でできることとして、取り組み

を例示的に提案しているものです。 

１ 

 行政が進める施策において、事業開発

者や住宅購入者へ、P34 で記載している

「自分たちでできること」や「仲間ででき

ること」を冊子にして配布し、啓蒙活動す

る必要があるのではないか。[P36] 

 本計画は基本計画であるため、景観ま

ちづくりの取り組みの枠組みを示すもの

です。個別の施策の内容やスケジュール

については、今後具体的に検討・実施し

ていきます。ご意見は参考にさせていた

だきます。 

１ 

 景観まちづくりに取り組んでいる NPO法

人は交野市域にはないので、「市民団体等

で」とするべきではないか。 

 例えば環境を中心的なテーマとする NPO

法人も、広い意味では景観と関連する取

り組みを行っており、また、今後新たな

NPO が立ち上げられることも考えられるた

め、このような表現を行っています。 

１ 

 屋外広告物について、規制誘導の方針

を検討する、では全く物足りない。[P38] 

 景観まちづくり条例に加えて、屋外広

告物に関する課題把握を行い、市民や事

２ 



業者双方が景観まちづくりに取り組める

よう、今後条例を制定することにより、

広告物の規制誘導を実施していく予定で

す。 
 交野市環境基本計画の総合ビジョンに

ある「環境」を「景観」に置き換えて関連

部署と連携を図ってほしい。[P39] 

 特に環境分野と景観は密接な繋がりが

あることから、周知、啓発や具体の取り

組みにおいても関係部署と連携した取り

組みを進めます。 

１ 

 景観誘導のうち、工作物の対象規模で

「建築面積」は「築造面積」が適切ではな

いか。[P42] 

 修正します。 １ 

 景観誘導のうち(4)開発行為は開発許可

の対象となる行為のみを指すのか。、 

 開発許可の有無に関わらず、主として

建築物の建築の用に供する目的で行う土

地の区画、形状の変更等で、500 ㎡以上の

行為を対象とします。一定規模以上の土

地で区画や形状を現状から変更する行為

については、周囲の景観へ与える影響が

大きいことから、届出の対象とし景観形

成の誘導を行うものなので、(5）土地の開

墾等（6）木竹の伐採と併せ、記載方法を

見直します。 

 

１ 

 

 

 (6)その他、パブリックコメント対象外の意見等 

 
意見等の概要 意見等に対する考え方・対応 件数 

 電話線やインターネットの回線の配置

が、住宅地の景観や住環境を悪化させて

いる。市として、配置換え等を検討して

ほしい。 

 電話線等は、まちなみにとって景観阻

害要素となる場合があります。具体的な

ケースについては地域住民の方も含めた

検討が必要ですので、個別に窓口へご相

談ください。 

１ 

 計画を実践するための、景観まちづく

り条例及び同条例施行規則の改正素案の

内容を示されたい。 

 この計画は景観法に基づく景観計画を

兼ねているため、実効性を確保するため

に景観まちづくり条例及び同条例施行規

則の改正を検討中です。 

１ 

 


