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１．枚方市の景観づくり 

 
１．１ 枚方市のまちづくりと景観形成 

(1)まちづくりに係わる計画と景観形成の関わり 

枚方市が目指すまちの姿：将来像を示し、まちづくりの指針となる「第４次枚方市総合計画」では、 

『出会い・学びあい・支えあい、生きる喜びを創るまち、枚方』 

を目指すべき「まちの姿」と定めている。 
この将来像を実現するために、まちづくりの基本目標と取り組みの基本方向を定め、それらに沿った施策を

展開しており、その中で、景観形成は都市の潤いと快適性を高め、魅力を向上させていく重要な役割を担って

いる。 
枚方市の持続的な発展と市民生活の向上には、先人から受け継いだ地域の歴史や文化を尊び、市民が相互に

支えあう社会を築き、自然環境の恵みを次の世代へと引き継いでいくことが求められる。また、新たな価値の

創造や生き生きとした輝きを発し続けていくことも必要である。このためには、人と人、人と自然、人とまち

の豊かな関わり合いの中で相互の関係性を深め、市民の日々の行動に支えられた魅力あるまちを創ることが必

要である。 
こうしたまちづくりにおいて景観整備は、市民が歴史・文化、自然、まち等との良好な関わりを持つための

重要な要素であり、まちの魅力を高めるために景観整備の担う役割は極めて大きいと言える。 

 
一方、「都市計画」に基づく具体的なまちづくりの基本的な方針として策定されている「枚方市都市計画マ

スタープラン」では、上記の総合計画に示された方向性に沿って、都市づくりのコンセプトと目指すべき都市

像を以下のように定め、土地利用や生活環境、安全・安心、環境などについて、具体的な方針を設定している。 

○都市づくりのコンセプト：『人と自然がいきづく心ときめく都市』 

○目指すべき都市像：「循環する都市」  

「成熟する都市」  

「住み続ける都市」  

「交流する都市」 

  さらに、まちづくりの方向性をより具体的に示すために、市域全体としての方針と共に、個々の地域の特

性や課題を踏まえた地域別の将来像と方針が示されており、景観整備は目指すべき都市像を実現するための

重要な施策の一つとして、地域別の構想と整合した取り組みを進めていくことが求められる。 
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１．枚方市の景観づくり 

 

 （２）枚方市の景観形成の取り組み 

枚方市では、平成６年に枚方市が目指すべき景観形成の方向と方針、及び、その実現に向けた取り組みのあり方を示した「枚方市都市景観基本計画」を策定し、市域の景観整備に取り組んできた。その後、同

計画の実効性を高めるために、平成１０年に「枚方市都市景観形成要綱」を制定し、協定による景観の保全・誘導や地区指定による景観形成、大規模建築物等の景観誘導などの取り組みを進めて来た。併せて、

景観形成の取り組みを支援する助成金交付制度なども制定し、市民や民間による景観整備を支援してきた。 

   一方で、国では平成１５年に「美しい国づくり政策大綱」において、良好な景観の形成を国政上の重要課題に位置づけ、良好な景観形成に関する取り組みを具体的な施策に結びつけるための法制度の制定が進

められてきた。こうした取り組みによって、平成１６年６月には「景観法」が公布され、翌平成１７年には全面施行された。「景観法」の施行によって、これまでの自主条例等では限界のあった強制力を伴う法

的な規制などが可能となり、全国においてより一層の景観整備が推進されつつある。大阪府においても、府下を対象に平成２０年に「景観法」に基づく景観計画を策定している。 

枚方市では以上のような景観整備の取り組みを踏まえ、今後「景観法」に基づく景観づくりを推進していく予定である。 

 

■ 枚方市の景観形成に係わるこれまでの取り組み 

 

○平成 10年:10 月『枚方市都市景観形成誘導指針』策定 

「景観形成の手引き」作成 

○平成 10年:12 月『枚方市歴史的景観の保全等に係る助成金交付要綱』制定 

         『枚方市都市景観形成市民団体活動助成金交付要綱』制定 

○平成 6年:3 月『枚方市都市景観基本計画』策定 

○平成 11年:1 月『枚方市都市景観形成要綱』施行 

○平成 10年:10 月『枚方市都市景観形成要綱』制定 

『枚方市都市景観形成要綱』に基づく景観整備の実行 

○平成 17年:6 月『景観法』施行 

○平成 26年：「景観法」に基づく『枚方市景観計画』『景観条例』制定予定 

○平成 25 年：『枚方市都市景観形成基本計画』改訂、時点修正 

（現在）

○平成 10年:10 月『大阪府景観条例』制定 

         『大阪府景観形成基本方針』 

         『大阪府公共事業景観形成指針』 

○平成 20年:10 月『大阪府景観条例』 4 月『大阪府景観形成基本方針』 10 月『大阪府公共事業景観形成指針』改正 

○平成 20年:10 月『大阪府景観計画』策定 
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１．枚方市の景観づくり 

 
１．２ 景観基本計画の改訂の概要 

 
 
 
 
景観基本計画の役割・内容 

 
景観基本計画とは、市の景観まちづくりの基本的な目標となるもので、多くの人々が共感し、誰も

が心地よいと感じる将来の景観ビジョンを明確にし、市民と事業者と市が協働で総合的かつ体系的に

景観まちづくりを実現化していくための計画となり、「景観法」に基づく「景観計画」「景観条例」の

上位計画として位置づけられる。 

このため、景観基本計画では、市が今後目指すべき景観形成の基本理念や基本目標、基本方針、そ

の実現に向けた方策などを定めている。 
〈基本的な内容〉 
○枚方市の景観特性 

    ○景観形成の課題と基本方針 

    ○地域への展開 

    ○景観づくりの進め方 

景観基本計画の改訂の背景 

 
枚方市では平成 6 年に「枚方市都市景観基本計画」を策定し、本市が目指すべき景観形成の方向と

方針及びその実現に向けた取り組みのあり方を明らかにした。その後、今日までに 18 年が経過し、市

域においても土地利用の変化や新たな都市施設の整備、都市の骨格を成す主要道路の開通など、都市

景観を取りまく情勢は様々に変化してきた。また、まちづくりの方針を示す「総合計画」は平成２１

年に、「都市計画マスタープラン」は平成２３年にそれぞれ改定され、新たなまちづくりの方向性が示

されている。また、国においても「景観法」の施行などによって新しい枠組みが準備されてきた。 

こうした状況の変化を踏まえ、現在の情勢に適合した「都市景観基本計画」へと改訂を行うことが

必要となっている。 

景観基本計画の改訂の方向 

 
平成６年に策定した「枚方市都市景観基本計画」や平成１０年に制定した「枚

方市都市景観形成要綱」等に沿って、枚方市の景観整備が進められてきた。都市

の景観は、道路・河川などの都市の骨格と街に広がる建物や水辺・緑地などの自

然によって形成され、良好な景観づくりは一朝一夕に改善・創出できるものでは

なく、長い年月をかけて段階的に形成していくことが必要である。このため、現

行の景観基本計画に沿って進めてきた景観形成の取り組みを継承するととも

に、新たな課題に対応するための検討を加え、将来に向けた良好な景観形成の

推進の仕組みを整えるために、現行の都市景観基本計画の内容のうち、改訂が

必要な箇所を対象に時点修正を行う。 

  また、基本計画を改訂する上では、市民・事業者・行政が共通の目指すべき

景観形成の目標をもって、良好な景観まちづくりに取り組む必要があるため、

景観に対する普及啓発や景観のあり方について、初期の段階（基本方針の検討）

から市民の意見を取り入れながら検討を進めていく。 
  また、今後の景観行政の基本となることから、総合計画や都市計画マスター

プランなどの上位計画との整合性を図って改定を行う。 
 
 ■景観基本計画の改訂の方針 

○ 現行の景観基本計画に沿って進めてきた取り組みを継承する。 

○ 新たな課題に対応する検討を行う。 

○ 将来に向けた景観形成の推進の仕組みを整える。 

○ 基本計画改訂の初期段階から市民の意見を取り入れる。 

○ まちづくりに係わる上位計画との整合を図る。 
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２．景観に関する上位・関連計画等 

 
２．１ 第４次枚方市総合計画(第２期 基本計画) 

２．１．１ 全体計画 

●めざすまちの姿 

 ｢出会い・学びあい・支えあい、生きる喜びを創るまち、枚方｣ 

●計画の期間 

 第２期基本計画は、平成２１年度から平成２７年度までの７年計画とする。 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 ●基本目標と基本方向 
   総合計画では｢めざすまちの姿｣を実現させる為に、６つの｢まちづくりの基本目標｣と１７の 
｢取り組みの基本方向｣を定めている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

２．１．２ 景観に関する取り組み 
景観に関する具体的な施策を下表に示す。 

■総合計画に記載されている景観に関する取り組み 

人と自然が共生する環境保全のまち 

 自然と仲良く暮らすまちをつくる 

  人と自然との共生を図る 

   

○市民が自然とふれあい、憩いや安らぎを感じることができるまちづくりを進めるため、ま
ちの緑化を進めるとともに、身近に自然と親しめる公園を作ります。 

○水と親しむことができる環境づくりを行うため、豊かな水辺空間を創出します。 
〈主要な取り組み〉 
○桜の植樹による名所作りの推進 
○景観水路の利用推進 

やすらぎのなか、世代をつないで住み続けるまち 

 快適でやすらぎのあるまちをつくる 

  美しいまち並みを作る 

   

○市民・事業者・行政の連携・協力により、美しい景観や魅力のあるまち並みの保全・形成
を図ります。 

○美しいまち並みを作るため、地域の自主的な清掃活動などの取り組みを支援します。 
○市民・事業者・行政の協働により、ごみのポイ捨てや不法看板・落書きをなくすとともに、
歩きたばこや犬のふんの放置などの迷惑行為をなくす取り組みを進めます。 

〈主要な取り組み〉 
○建築協定によるまち並み形成の支援 
○地区計画による計画的なまちづくりの推進 
○まちの美化活動に関する啓発 

魅力にあふれ、生き生きとしたまち 

 集客交流がひろがるまちをつくる 

  文化観光資源を整備し、まちづくりに生かす 

 

○枚方宿における町家の活用や五六市の開催、舟運の再生などを観光資源として生かし、市
民・事業者・行政の協働により、魅力あるまちづくりを進めます。 

〈主要な取り組み〉 
○枚方宿における歴史的景観の保全・活用 
○淀川舟運の再生 

花と音楽を生かしたまちづくりを進める 
  

 

○市民・事業者・行政が連携して、花や音楽を生かしたまちづくりに取り組み、その魅力を
発信していきます。 

〈主要な取り組み〉 
○地域との連携による桜の植樹など花の名所作りの推進 

ふれあい、学びあい、感動できるまち 

 出会いをひろげ、心動かす文化の育つまちをつくる 

  歴史文化遺産を保存し、活用する 

   

○本市に伝わる貴重な歴史文化遺産を保存・活用するため、継続的な調査を行います。 
○市民のふるさと意識を醸成するとともに、歴史文化遺産を生かしたまちづくりを進めるた
め、市民の自主的な保存・活用に関する活動を支援します。 

〈主要な取り組み〉 
○特別史跡百済寺跡の再整備 
○史跡九頭神廃寺の保存整備 
○歴史文化遺産を保存・活用する市民活動の支援 
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２．景観に関する上位・関連計画等 

 
２．２ 枚方市都市計画マスタープラン 

２．２．１ 全体構想 

 ●都市づくりの理念 

 

 
 

 
 
 ●コンセプトと目指すべき都市像 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
２．２．２ 地域別構想と景観に関するまちづくり方針 
（１）北部地域 

●整備構想図 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●景観に関するまちづくり方針

 
 ●都市づくりの基本方針 
  ○｢成熟する都市を支える都市機能の充実｣ 
  ○｢市民自らがつくる個性豊かな魅力ある都市づくり｣ 
  ○｢市民とともに持続可能で安全な都市づくり｣ 

  ○「地域資源を活かしたふれあいの都市づくり｣ 

 

 ●都市づくりの実現に向けた方向性 

  ○都市骨格を強化し、それらを活かした都市づくり 
  ○計画的な土地利用の誘導 
  ○成熟都市として質の高いまち 
  ○安全で安心して暮らせるまち 
  ○環境共生型で環境負荷が小さいまち 
 

｢人が集まり、住み続ける｣ために住環境を大切にする都市をつくる 

次世代に継承できる持続可能な都市基盤をつくる 
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２．景観に関する上位・関連計画等 

 
（２）中部地域 

 ●整備構想図 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ●景観に関するまちづくり方針 
 
 
 
 
 

（３）南西部地域 
●整備構想図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ●景観に関するまちづくり方針 
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２．景観に関する上位・関連計画等 

 
（４）南部地域 

 ●整備構想図 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
●景観に関するまちづくり方針 

 

（５）中南部地域 

●整備構想図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●景観に関するまちづくり方針 
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２．景観に関する上位・関連計画等 

 
（６）中東部地域 

 ●整備構想図 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●景観に関するまちづくり方針 

 

（７）東部地域 
●整備構想図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
●景観に関するまちづくり方針 
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２．景観に関する上位・関連計画等 

 

２．３ 枚方市都市景観形成要綱 

枚方では枚方らしい景観を大切にしながら、都市空間がすべての市民にとってかけがえのない共有財産であ

るとの認識のもとに、市民、事業者、行政が共に力を合わせ、一体となって、枚方のまちをさらに美しく魅力

あふれるものとし、次代に引き継いでいくことが求められている。 

｢枚方都市景観形成要綱｣は、このような、いつまでも住み続けたい、住んでみたい、訪れてみたいと誰もが

感じるようなまちを、都市景観という側面から実現していくために、平成 10 年 10 月に制定された。 

 

２．３．１ 総則(第１条～第５条) 

●目的 

この要綱は、都市景観の形成に関し必要な事項を定めることにより、市民、事業者、行政による 
美しく魅力あふれる住みよいまちづくりを進め、もって誇りと愛着のもてる枚方をつくることを目的 
とする。 

 
●市長の責務 
○都市景観に係る基本的かつ総合的な施策の策定及び実施。 

○実施にあたっては、市民や事業者の意見が反映されるよう努める。 

○道路、公園その他の公共施設の整備に当たっては、都市景観の形成に先導的な役割を 
果たすよう努める。 

 

●市民及び事業者の責務 
○それぞれの立場から都市景観の形成に寄与するよう努めるとともに、相互に協力する。 
○市が実施する都市景観の形成に関する施策に協力する。 

 
２．３．２ 都市景観形成協定(第６条～第９条) 

●都市景観形成協定の締結 

地域の景観を守り育てるために、住民の方々で建築物や広告物、緑化などについて都市景 
観形成協定を結ぶことが出来る。 

 

●都市景観形成市民団体の支援 

市は、都市景観形成協定の締結などを目的として組織された団体を認定する。 
 

●都市景観形成協定の認定 

都市景観形成協定を締結した都市景観形成市民団体の代表者は、景観協定を市長に提出し認定を求める

ことが出来る。 

 

●特定事業者との景観協定の締結 

市長は、市の景観形成上必要であると認められる場合、開発行為を行う特定事業者に対して、景観協定の

締結を求めるときがある。 

 

 

２．３．３ 都市景観形成協議地区及び都市景観形成推進地区(第１０条～第１７条) 

●都市景観形成協議地区の指定 

都市景観形成協定が締結された地区などを、都市景観形成協議地区に指定し、協議指針を定める。 

現在、新町 1丁目・岡本町などを合わせた地区が指定されている。 

 

●協議地区における協議 

協議地区において建築行為をしようとするものは、市長と協議指針に基づき協議を行なう(協議書)。 
 

●都市景観形成推進地区の指定 

景観上特に重要な地区を都市景観形成推進地区に指定し、整備方針と誘導基準を定める。 

地区の指定などにあたっては、住民の方々や都市景観形成委員会の意見を聴く。 
現在、新町 2丁目が指定されている。 

 

●推進地区における行為の届出 

推進地区において建築行為などを行おうとするものは、その内容を市長に届け出る(届出書)。その際に行
為の内容が整備方針及び誘導基準に適合するように努める。 

 

 
■景観地区の指定 

景観地区 位  置 面  積 指 定 日 

都市景観形成協議地区 
枚方市新町 1丁目、岡本町、三矢町、堤町、
岡南町、枚方上之町、枚方元町地内 

約 21 ha 平成 13年 5月 30日

都市景観形成推進地区 枚方市新町 2丁目地内 約 8.8 ha 平成 13年 3月 30日

 

9



２．景観に関する上位・関連計画等 

 

２．３．４ 大規模建築物等における都市景観の形成(第１８条～第２０条) 

一定規模以上の建築物の新築・増築・改築などを行う場合、その内容を事前に市長に届け出なければなら

ない。その際に行為の内容が別途定めた｢都市景観形成誘導指針｣に適合するように努める。 

 

（１）大規模建築物等の届出 

 枚方市では一定規模以上の建築物等の新築等については、事前に届出をして、景観について協議を行う制度

を設けている。 

 

 ●届出の対象 

  届出の対象となるのは下表に示す建築物・工作物・広告物の新築・増築・修繕・色彩の変更や土地の開発

行為である。 

 

■届出の対象 

種  類 基  準 

高さが 15メートルを超えるもの 

建築面積が 1,500 平方メートルを超えるもの 建築物 

延べ面積が 3,000 平方メートルを超えるもの 

高さが 5メートルを越える高架道路、高架鉄道、横断歩道橋等 

幅員が 12メートル以上、または延長が 30 メートル以上の橋梁、跨線橋等 

高さが 15メートルを超える煙突、塔、効果水槽、アンテナ等 

高さが 15メートルを超える製造施設、貯蔵施設、水道・電気等の供給施設、ごみ等の処理施設等

工作物 

上記以外の工作物で高さが 15メートルを超えるもの 

高さが 15メートルを超えるもの 
広告物 

建築物(高さ 15メートル超)に設置され、表面が 30 平方メートルを超えるもの 

土 地 1 ヘクタール以上の規模の開発行為 

 

 ●届出書類 

  届出の際は届出書に必要図書を添付し、枚方市都市整備推進室へ提出する。 

 

■必要図書 

○ 付近見取り図(縮尺 2500分の 1程度、方位、位置明示) 
○ 配置図(土地利用計画図)(縮尺 250分の 1以上) 外溝および敷地縦横断面図を含む 
○ 各階平面図(縮尺 200分の 1以上) 主要仕上げ材料を含む 
○ 各面立面図(縮尺 200分の 1以上) 
○ 断面図(縮尺 200分の 1以上、2面以上を明示) 
○ 完成予想図(着色、立面図彩色可) 
○ 現地写真(3枚程度、周辺環境が分かるもの) 
○ 自己診断シート 

（２）枚方市都市景観形成誘導指針 

 都市景観の形成を進めるために、建物の新築・増築・改築などの際に適合させるべき項目を取りまとめた手

引き書である。 
①地域特性・立地条件に関する配慮事項 

 

地域 地域特性を生かすための方針 適合させるべき項目 

枚方の顔にふさわしいまちにする ○風格ある市街地を形成する 
○まちのにぎわいを演出する 

培われた文化や歴史を大切にする ○宿場町のイメージを大切にする 
○象徴的な景観を大切にする 

枚方市駅周辺地域 

まちの背景となる水や緑を生かす ○ウォータ－フロントを生かす 
○緑の連なりに配慮する 

ヒューマンスケールで 
にぎわいのある街なみを大切にする 

○おしゃれな街なみ 
○楽しく歩ける空間をつくる 
○人の流れを誘引する 

樟葉駅周辺地域 

成熟した住宅地をさらに豊かにする 
○良好な住宅地のイメージを継承する 
○敷地内の緑をつなげる 
○京街道のたたずまいを大切にする 

生駒の山なみや緑を大切にする ○山なみに配慮する 
○緑を修復する 

暮らしの風景を継承する ○山里の景観を大切にする 
○伝統産業の場をきわだたせる 

東部地域 

新しいまちづくりを工夫する ○美しい沿道景観をつくる 
○計画的なまちづくりを進める 

若者のまちらしい界隈づくりを進める ○にぎわいのある人だまりをつくる 
○歩きよい買物空間をつくる 

北部地域 

地域の風景に調和した街なみをつくる 
○旧集落や田園風景と調和させる 
○街なみづくりを工夫する 
○幹線道路の沿道景観を整える 

まちの自然や文化を生かす 
○坂や斜面緑地のあるまちの魅力を高める 
○まちの文化や歴史を大切にする 
○川の水や緑を取り組む 

中部地域 

うるおいのある景観をつくる 
○旧集落と調和させる 
○うるおいやゆとりをもたせる 
○緑の帯をつくる 

成熟した住環境を大切にする 

○まとまりのある住環境を大切にする 
○成熟した住環境を継承する 
○並木の生育に配慮する 
○旧集落と調和させる 

南部地域 

ゆとりとうるおいのある空間をつくる ○斜面地の緑の連続性を確保する 
○うるおい空間を生みだす 
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２．景観に関する上位・関連計画等 

 
②周辺の街なみとの関係に関する配慮事項 

 ●街なみ・街かど景観をつくる 
○建物の大きさを調和させる 
 大規模な建物では、緑や建物の配置、建物の分節化、スカイラインの調和に配慮する。 

○建物の形状・色あい・素材を調和させる 
建物の形状、色あい、素材などについては、周辺の建物と調和し、良好な街なみを形成するようデ
ザインする。 

○街かど景観をつくる 
 角地などでは、道路側に余裕を持たせ、人々の出会いが生まれるような街かどをつくる。 

 ●街路景観を整える 
○街なみのつながりをもたせる 
 建物のデザインや色彩、低層部の利用形態などに、通りとしての連続性をもたせる。 

○生活道路をいきいきさせる 
 敷地に接する道の雰囲気に応じて、塀や敷き際をデザインする。 

○幹線道路にうるおいを与える 
 幹線道路の沿道で緑化や広告物の修景を進め、枚方のイメージをより良いものにする。 

 ●地域の歴史を尊重する 
○町家や民家などの歴史的な外観・意匠を継承する 
 まちの歴史を物語り、魅力をつくりだしている町家や民家の外観・意匠を継承する。 

○歴史的な街並みに配慮する 
 歴史的な街なみに配慮し、建物や外構の形態、意匠を工夫する。 

○旧集落や山里のたたずまいを継承する 
旧集落や山里のもつ豊かな景観を残すようにする。 

 ●地域の自然を大切にする 
○緑のつらなりに配慮する 
 街なみの背景としての緑の連なり、生物の生息場所としての自然の連なりに配慮する。 

○水辺の魅力を高める 
 水辺の敷地では、河川やため池の自然を取り込み、水辺と一体となった景観を形成する。 

○地形を生かす 
 地形は豊かな表情を生みだす資源であり、それを生かした建物配置、デザインを行う。 

 

③敷地に関する配慮事項 

 ●建物の配置を工夫する 
○ゆとりとうるおいのある空間を生み出す建物配置に心がける 
 敷地の道路側に空地やアルコーブなどを生み出すような建物配置を心がける。 

○生み出された空地をデザインする 
 適切な建物配置によって生み出された空地を上手にデザインする。 

○敷際を開放する 
 道路と建物の間を開放し、敷地と街なみの双方にゆとりをもたせる。 

 ●緑によって建物を引き立てる 
○緑と建物を一体に計画する 
 道を行く人に豊かな緑を提供するように、既存の緑を生かすとともに、効果的に緑を配置する。 

○緑の量と建物のスケールの関係を考える 
 建物のボリュームや高さに応じた緑の量を確保する。 

○緑をつないで大きくみせる 
 敷地の道路側に緑を配置しながら、敷地の緑を互いにつなぎ、まちの緑として大きく見せる。 

 ●屋外施設は美しくおさめる 
○駐車場や自転車置場を美しくおさめる 
駐車場や自転車置場は、街なみに調和した塀や緑などで囲う。また、建物と一体化させるなど、目
立たないようにする。 

○ゴミ置場や受水槽なども美しくおさめる 
 ゴミ置場、受水槽などは美しく配置・デザインする。 

 
 
 

④建物のデザインに関する配慮事項 
●建築物の形態・意匠は調和と創造を考える 
○都市美をつくる建築物をデザインする 
個別の建築物あるいは一団の建築物は、時代を超えて都市美をつくるようにデザインする。 

○外壁の形態やデザインを工夫する 
建物を利用する人やまちを歩く人に、余裕や楽しさを提供するように、外壁の形態やデザインを工夫す
る。 

○屋根やバルコニーを表情豊かにする 
屋根やバルコニーは、美しいシルエット、適度なまとまり、リズム感などをもつようにする。 

●建築物の色彩は街なみとしての色あいに配慮する 
○基調色は控えめにし、街なみと調和させる 
基調色(外壁、屋根など建物の外観を広く占める色)は落ち着いた色を基本とし、街なみと調和させる。 

○強調色は街なみや建物全体としてのバランスを考えて用いる 
強調色(外壁の一部、窓枠、手すり、屋外広告など建物の外観の一部を占める色)は街なみや建物全体と
の調和に配慮して、基調色と適切に組合わせて用いる。 

○色彩のあふれだしを防ぐ 
一つの建築物に用いる色の数や彩度を抑えて、色彩のあふれだしを防ぐ。 

●付帯設備は建設物と一体にデザインする 
○屋上の設備を工夫する 
屋上の設備は建築物と一体的にデザインするか、周辺から見えないように配置する。 

○外壁の設備を工夫する 
外壁の設備は建築物や周辺と調和するようにデザインする 

○屋外階段を工夫する 
屋外階段は建物と一体的にデザインし周辺と調和させる。 

●広告物・工作物は周辺に調和させる 
○広告物の大きさや表示・色数は必要最小限のものにする 
広告物は、大きさ、表示内容量や色数を、必要最小限に抑えることを基本とする。 

○良質なデザインの広告物を用いる 
広告物は、建築物と一体的にデザインし、街なみを印象づけるような良質なデザインを用いる。 

○工作物は周辺景観になじませる 
工作物は、それ自体をデザインするとともに、配色や植栽などにより威圧感をやわらげる。 
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２．景観に関する上位・関連計画等 

 
２．３．５ 歴史的景観の保全(第２１条～第２６条) 

●歴史的景観建造物の指定 

地域の歴史を物語る貴重な建築物などを歴史的景観建造物に指定し、保全計画を作成する。 
指定などに際しては、所有者の方の同意を得るとともに都市景観形成委員会の意見を聴く。 
歴史的景観建造物は、保全計画により所有者の方に管理してもらう。 

 
●歴史的景観保全地区の指定 

歴史性豊かな景観を有し、それを守り育てていく必要がある地区を歴史的景観保全地区 
に指定し、保全整備計画を作成する。 
地区の指定などに際しては、住民の方々や都市景観形成委員会の意見を聴く。 

 
■景観協定から景観地区へ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■歴史的景観保全地区(枚方宿) 

 
 
 

２．３．６ 都市景観形成委員会(第２７条) 
都市景観に関する重要な事項を調査検討するために、学識経験者などで組織された 

枚方市都市景観形成委員会を設置する。 

 

 

２．３．７ 都市景観の形成に係る支援など(第２８条～第３０条) 

●景観市民団体に対する支援 

 市長は、景観市民団体に対し、都市景観に形成に関する情報を提供し、必要な助言を行い、又は予算の

範囲内でその活動に要する経費の一部を助成することがある。 

 

●歴史的景観の保全等に係る助成 

 市長は、建築物その他の物件について次の各号のいずれかに該当する行為を行う該当物件の所有者に対

し、その行為に要する経費の一部を予算の範囲内で助成することがある。 

(1) 歴史的建造物について保全計画に基づき行われる行為 

(2) 保全地区において保全整備計画に基づき行われる行為 

(3) 前２号に掲げるもののほか、歴史的景観の保全および整備に寄与すると市長が認める行為 
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２．景観に関する上位・関連計画等 

 
２．４ 枚方八景 

 枚方八景は昭和 59年 10月に、市制 35年を記念して｢ふるさと枚方｣らしい風景を将来に伝承していくことを目的に、市民から候補地を募集して制定したものである。 
 

百済寺跡の松風 

香里団地の並木 

樟葉宮跡の杜

牧野の桜 

国見山の展望

山田池の月 

万年寺山の緑陰 

淀川の四季 

■枚方八景 位置図 
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２．景観に関する上位・関連計画等 

 
 

(１)国見山の展望 

名称 国見山の展望 

概要 

国見山は標高およそ 300 メートル。山頂からは、木津川・宇治川・桂川の合流地点を隔てて広が
る京都の市街や、その向こうに比良・比叡のひときわ高い山容を望むことができます。また、石清
水鳩ケ峰（はとがみね）と天王山の狭間から淀川が南流して、摂津と河内を二分する様子を見るこ
ともできます。見晴らしのよい日には六甲山や白く光る大阪湾が見え、大阪平野を渡って来る涼風
は、汗ばんだ肌に快く感じます。 
 穂谷方面へと続く道の先には、市立野外活動センターがあり、途中から白旗池（しらはたいけ）
や交野山（こうのさん）、くろんど池方面へのハイキングコースとなっています。津田方面からは、
よく整備された登山道があり、途中、山桜を見上げる絶好の位置にウッドデッキが設置されており、
森林浴を楽しむことができます。 

〈写真〉 〈地図〉 

 
(２)淀川の四季 
名称 淀川の四季 

概要 

古来から「母なる川」として沿岸の歴史や文化をはぐくんできた淀川は、豊富な水量をたたえ、
生物に恵みのすみかを提供するとともに数多くの動植物がすみついています。その美しさは、文政
９(1826)年に淀川を船でさかのぼったシーボルトが、「祖国マインの谷を思い出させる」と賞賛し
たほどでした。江戸時代には、三十石船などが伏見－大坂間を頻繁に上下し、枚方は舟運の中継港
として大いににぎわいましたが、現在では渡し舟さえ姿を消してしまいました。 
 今、河川敷は公園として整備され、子どもたちが遊ぶにぎやかな声が聞こえます。春にはカラシ
菜が堤防を黄色に染め、夏には蒲（がま）の穂が立ち並びます。秋には曼珠沙華（まんじゅしゃげ）
がいろどりを添え、冬には大小の水鳥が群れて飛びかい、天王山と男山の間に遠く冠雪の比叡山が
光り、四季折々に私たちの目を楽しませてくれます。 

〈写真〉 〈地図〉 

 
(３)山田池の月 
名称 山田池の月 

概要 

大阪府営山田池公園の中に広がる山田池は、水面の広さが約 10ヘクタールと、府下でも有数の大
きな池です。その歴史は古く、灌漑（かんがい）用のため池として平安時代につくられました。池
のすぐ側では弥生時代から古墳時代の住居跡や土器などが発見されるなど古い土地柄を物語ってい
ます。 
戦前は万を超える鴨の大群が舞い降りたといい、数が少なくなった今でも各種の水鳥を見ることが
できます。池の周囲には深い木立や竹林、草原があり、咲き誇る花しょうぶや池に浸かる緑樹の枝
など、変化に富んだ景色を楽しめます。また、複雑な地勢の起伏が手伝って、周りの喧騒をさえぎ
り、静寂を保っています。満々と水をたたえる水面に映る月は、また格別の趣があります。一年を
通じて花が咲き、市民の憩いの場所であり、風雅と自然を楽しむ場にもなっています。 

〈写真〉 〈地図〉 

 
(４)万年寺山の緑陰 
名称 万年寺山の緑陰 

概要 

淀川沿いに細長くのびる旧枚方宿の町並みを眼下に見おろし、こんもりと突き出た丘が万年寺山
です。摂津・丹波の山々や、豊かな淀川を一望に見渡せる風光明媚なこの丘は、京阪二都のちょう
ど中間にあり、数々の歴史の舞台となってきました。この丘の上にある意賀美（おかみ）神社の境
内には、古墳時代前期の万年寺山古墳があり、青銅鏡が八面出土しました。 
 言い伝えによると、推古天皇(592～628)の時代、高麗（高句麗）の僧・恵灌（けいかん）が、こ
の地の風景を愛で、眺めが唐の林岸江（りんがんこう）に似ているとして、草庵を営んだのが万年
寺のはじまりです。一千年余の法灯を伝え、夕暮れを告げる晩鐘は人々に親しまれてきましたが、
明治の神仏分離令により廃寺となり、仏像等は三矢（みつや）の浄念寺に移されました。参道の石
段横には、今も「長松山萬年寺」と刻んだ石柱や十三重の石塔が苔むしており、往時をしのばせて
くれます。近年、境内に植えられた多くの紅白梅が大きくなり、観梅の名所になっています。梅林
の西にある豊臣秀吉の御茶屋御殿跡は、展望広場として整備された眺望の素晴らしいところです。 

〈写真〉 〈地図〉 
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２．景観に関する上位・関連計画等 

 
(５)牧野の桜 

名称 牧野の桜 

概要 

在原業平（ありわらのなりひら）が、惟喬親王（これたかしんのう）とともに渚の院をたずね、咲
き誇る桜をみて、「世の中に たえて桜のなかりせば 春の心はのどけからまし」（古今和歌集・伊勢
物語）と詠み、藤原俊成（としなり）は交野の桜を思って、「またや見む 交野のみ野の桜狩 花の雪
散る春のあけぼの」（新古今和歌集）と詠んでいるように、交野ヶ原と呼ばれた枚方・交野地域は、桜
の名所として都の貴族たちに親しまれ、歌枕として多くの歌も詠まれました。 
 桜の名所として枚方八景の一つに選ばれている牧野公園は、桃山時代の華麗な建築を伝える片埜神
社の北側にあります。片埜神社の神域は、明治の頃には５ヘクタールほどあり、大阪歯科大学付近の
松林はその面影を残しています。戦後、広い神域の一部を市が譲り受けて牧野公園を造成しました。
桜の季節には、数十年を経た桜が咲き競い、市民の憩いの広場になっています。 

〈写真〉 〈地図〉 

 

(６)樟葉宮跡の杜 

名称 樟葉宮跡の杜 

概要 

『日本書紀』によると、越前（福井県）の三国（みくに）から迎えられた男大迹王（おおどのおおき
み）は、のちに継体天皇として 507 年に樟葉で即位し、５年にわたり宮を営んだとされます。 
 樟葉宮跡の杜は交野天神社の境内にあり、石灯籠が並ぶ参道を進むと拝殿の向こうに室町時代の一
間社流造（いっけんしゃながれづくり）で桧皮葺の交野天神社本殿と末社八幡神社本殿が見え、拝殿
右側の杜の奥には貴船神社が鎮座する小丘があります。この小丘周辺は継体天皇が即位した樟葉宮跡
の伝承地として大阪府の史跡に指定され、小丘の麓には顕彰碑が立っています。太古からの原生林の
姿を残し、かすかな木漏れ陽は、訪ねる人を遠く古代に誘います。 
 鎌倉時代の関白左大臣・一条実経（いちじょうさねつね、1223～84）は、「くもらじな ますみの
鏡 かげそふる くずはの宮の 春の夜の月」（続古今和歌集）と詠んでいます。ここからほど近い
「市民の森」にある鏡伝池（きょうでんいけ）は、古来観月の名所で、鷹狩りのあと鷹の姿を水面に
映すのが慣わしだったといわれています。 

〈写真〉 〈地図〉 

 

(７)百済寺跡の松風 

名称 百済寺跡の松風 

概要 

中宮にある特別史跡百済寺跡は、８世紀後半に百済王の末裔である百済王氏（くだらのこにきし
し）が、難波からこの地に移り、一族の氏寺として建立した寺跡と考えられています。昭和 16 年に
国の史跡に指定され、昭和２７年３月に特別史跡となりました。府下で大坂城跡とならぶ特別史跡
でありながら、老松や雑木が繁って立ち入る人もなく、熊笹の合間に礎石が見られる荒廃ぶりでし
たが、全国でも初めての史跡公園として、昭和 41年から２年間かけて市民の憩いの広場に整備され
ました。 
 寺院の遺構が復原された公園には、礎石などがよく残り、双塔式の美しい伽藍配置を浮き立たせ、
金堂にとりつく回廊跡には灌木が植えられ、四季折々の風情が訪ねる人に潤いを与えてくれます。
自然の老松や補植された黒松・赤松が濃い緑で遺構を包んでおり、松の梢をわたる風は、訪れる人々
に、ありし日の七堂伽藍の面影を語りかけるようです。平成 17 年度から百済寺跡再整備のための発
掘調査が行われ、官寺的施設を備えた格式高い寺であることがわかってきました。 

〈写真〉 〈地図〉 

 

(８)香里団地の並木 

名称 香里団地の並木 

概要 

緑の丘陵と田畑が、昭和 14 年に東京第二陸軍造兵廠（ぞうへいしょう）香里製造所となり、戦後
の昭和 32年、日本住宅公団によってニュータウンが計画され、現在の香里団地に姿を変えました。
それから長い年月が経ち、街路樹は昔から生えていたかのように太く健やかに育ち、枝葉を空に張
るようになりました。中でも「けやき通り」に植えられたケヤキ並木は、大通りを左右からはさん
で空を覆うほどに茂りました。春は萌えたつ若葉の色、秋は紅葉して青空に映え、晩秋ともなれば
木枯らしに枯葉が一斉に流れるように散って歩道を埋めます。 
また、開成小学校の東側にはトウカエデの木立が秋の夕陽に照らされ朱色に映え、正門前に一列

に並ぶ南京櫨（なんきんはぜ）はまるでろう細工のように夕陽に透けています。「いちょう通り」
をはさむイチョウ並木は、秋を彩ります。香里団地はすべてが現代的に造られた街ですが、今や年
輪を重ねた落着きを見せています。 

〈写真〉 〈地図〉 

 

15



２．景観に関する上位・関連計画等 

 
２．５ 大阪府景観計画 

 
 大阪府景観計画は「大阪府景観形成基本方針」（大阪府の景観形成の目標と方策を定めた計画）

に基づき、広域的な観点から景観上重要な区域を対象に景観方針などを定めた計画である。 

 平成 20年 10月に計画が策定されてから平成 24年 4月までに「道路軸」「河川軸」「山並み・

緑地軸」「湾岸軸」「歴史軸」の 5つの軸景観を中心に、13区域が景観計画区域に指定されている。 

 
 
 
 
       ■景観計画区域 

景観軸 景観計画区域 

国道 171号沿道区域 

大阪外環状線（国道 170号）沿道区域 

大阪中央環状線等沿道区域 

第二京阪道路沿道区域 

道路軸 

国道 26号（第二阪和国道）沿道区域 

淀川等沿岸区域 

大和川沿岸区域 河川軸 

石川沿岸区域 

北摂山系区域 

生駒山系区域 山並み・緑地軸 

金剛・和泉葛城山系区域 

湾岸軸 大阪湾岸区域 

歴史軸 歴史的街道区域（一般区域・重要区域） 

※   は区域の一部が枚方市域内にある景観計画区域 
 
 
 

 
■景観計画区域 位置図 
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２．景観に関する上位・関連計画等 

 
（１）道路軸 

景 観 計 画 区 域 区 域 詳 細 景観づくりの目標 全体で取り組む方針 

国道 171号沿道区域 

 国道 171号の池田市豊島南地内の兵庫県との境界部から三島
郡島本町山崎地内の京都府との境界部まで及びその沿道の区域 
（道路の端から両側 50ｍの幅の区間を 

合わせた区域を基本とする） 

北摂の緑の山並み等の自然と、都市景観が
調和した秩序ある景観をつくりだす。 

(1) 東海道本線、名神高速道路などの国土軸に位置するとともに、北大阪の各都市
を東西に結ぶ地域軸であることを意識した、秩序ある景観づくりを行う。 

(2) 北大阪の背景を成している北摂山系の裾野を走る中において、山並みへの眺望
と緑の連続性の確保に努める。 

(3) 環状・南北の都市軸と交差する道路空間の構成がもたらす場所性を活かし、駅
周辺地区、環状軸等との交差部等での良好なランドマークの形成等に努める。 

(4) 周辺の自然的要素、歴史文化遺産、優れた意匠の都市施設等の景観資源との調
和やつながりを大切にする。 

大阪外環状線 
(国道 170号)沿道区域 

 大阪外環状線（国道 170号）の高槻市城北町二丁目及び松原
町地内から泉佐野市上瓦屋地内まで及びその沿道の区域 
（道路の端から両側 50mの幅の区間を 

合わせた区域を基本とする） 

大阪の背景を成している生駒山系、金剛山
系、和泉葛城山系の裾野を走り、大阪の骨格
となる自然、歴史を結ぶ中において、自然環
境等に配慮した景観をつくりだす。 

(1) 大阪府郊外の各都市を結ぶ骨格的な環状道路軸であり、また関西国際空港への
主要なアクセス軸であることを意識した景観づくりを行う。 

(2) 大阪の背景を成している生駒・金剛・和泉葛城山系の裾野を走る中において、
山並みへの眺望とみどりの連続性の確保に努める。 

(3) 大阪の郊外都市を環状に結ぶ道路空間の構成がもたらす場所性を活かし、放射
状の都市軸との交差部や駅周辺地区等において周辺環境に配慮した良好なランド
マークの形成等に努める。 

(4) 周辺の自然的要素、歴史文化遺産、優れた意匠の都市施設等の景観資源との調
和やつながりを大切にする。 

大阪中央環状線等 
沿道区域 

 大阪中央環状線の池田市住吉二丁目地内から堺市美原区丹上
地内まで及び泉大津美原線の堺市美原区丹上地内から泉大津市
綾井地内まで及びその沿道の区域 
（道路の端から両側 50ｍの幅の区間を 

合わせた区域を基本とする） 

 都市の営みのなかに緑の豊かさが織り込
まれた、連続性が感じられる景観をつくりだ
す。 

(1) 特色ある内陸都市群を結ぶ、大阪を代表する中央環状軸であることを意識した
景観づくりを行う。 

(2) 大阪のみどりのネットワークを形成する中央環状緑地群の骨格として、豊かな
街路樹等による都市空間との調和した、連続性が感じられるみどり空間をつくる。

(3) 大阪の中心市街地と周辺山系の間にあって、北大阪から泉州地域に至る環状の
道路空間の構成がもたらす場所性を活かし、放射状の都市軸との交差部、駅周辺地
区等での良好なランドマークの形成や、丘陵部等での眺望の確保等に努める。 

(4) 周辺の自然的要素、歴史文化遺産、優れた意匠の都市施設等の景観資源との調
和やつながりを大切にする。 

第二京阪道路沿道区域 

第二京阪道路の門真市大字ひえ島地内から枚方市長尾東三丁
目地内の京都府との境界部まで及びその沿道の区域 
（道路の端から両側 50ｍの幅の区間を 

合わせた区域を基本とする） 

 生駒山系の裾野を走り、｢淀川のみどり｣
と｢生駒山系のみどり｣の間に新たな｢みどり
の軸｣を形成し、京都と大阪の地域と歴史・
文化を結ぶ中において、自然と都市景観が調
和した景観をつくりだす。 

(1) 京都、大阪を結ぶ古来からの文化往来の地に位置し、また北河内の各都市を南
北に結ぶ地域軸となり、沿道の新たな市街地形成の先導的役割を果たし、地域の風
景となる良質な空間・景観を創造する、 

(2) 北河内の背景を成している生駒山系の裾野を走る中において、山並みへの眺望
とみどりの連続性の確保に努める。 

(3) 環状・東西の都市軸と交差する道路空間がもたらす場所性を活かし、ＩＣ周辺
部、都市軸との交差部等での良好なランドマークの形成等に努める。 

(4) 周辺の自然的要素、歴史的文化遺産、優れた意匠の都市施設等の景観資源との
調和やつながりを大切にし、節度と風格のある景観づくりを行う。 

国道 26号(第二阪和国道)
沿道区域 

国道 26 号の堺市浜寺船尾東一丁地内から泉南郡岬町淡輪地
内まで及びその沿道の区域 
（道路の端から両側 50ｍの幅の区間を 

合わせた区域を基本とする） 

 泉州地域の生活と産業を支えるシンボル
軸において環境に配慮し、秩序のある景観を
つくりだす。 

(1) 泉州地域の生活と産業を支えるシンボル軸であり、また関西国際空港への主要
なアクセス軸であることを意識し、秩序のある景観づくりを行う。 

(2) 田園、ため池、河川空間等、泉州地域の水とみどり多い環境に配慮するととも
に、みどりの活用による秩序のある景観づくりを行う。 

(3) 長く伸びる大阪湾と和泉葛城山系の間にあって、特色のある都市群を横につな
ぐ道路空間の構成がもたらす場所性を活かし、山から海へ向かう河川や都市の主要
道路との交差点での良好なランドマークの形成等に努める。 

(4) 周辺の自然的要素、歴史文化遺産、優れた意匠の都市施設等の景観資源との調
和やつながりを大切にする。 
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２．景観に関する上位・関連計画等 

 
（２）河川軸 

 

景 観 計 画 区 域 区 域 詳 細 景観づくりの目標 全体で取り組む方針 

淀川等沿岸区域 
 淀川及び桂川の河川区域及び当該河川区域に沿った区域 
（河川区域の端から 500ｍ幅の区域を 

合わせた区域を基本とする。） 

 自然のうるおいが感じられる、豊かな水と

緑がつくる淀川の広大なオープンスペース

と、それに映える美しいまちなみと山並みが

織りなす雄大な景観を守り、育てる。 

(1) 広大な水と緑の空間と背後のまちなみや北摂、生駒の山並み等に映えるよう、
対岸等からの見え方やスカイライン等に配慮し、雄大な淀川と調和のとれた景観づ

くりを行う。 
(2) 大阪平野を貫いて流れ、大阪の市街地に自然のうるおいをもたらす淀川に沿っ
てみどりの帯を広げ、自然を感じる生き生きとした景観づくりを行う。 

(3) 周辺にある淀川と関わりの深い歴史文化遺産などとの調和やつながりを意識す
る、淀川からの眺望の確保に配慮する、スーパー堤防と淀川との一体性に配慮する

等、淀川との関係を活かした景観づくりを行う。 

大和川沿岸区域 
 大和川及び当該河川区域に沿った区域 
（河川区域の端から 500ｍ幅の区域を 

合わせた区域を基本とする。） 

 自然のうるおいが感じられる、水と緑がつ

くる大和川のオープンスペースと、それに映

える丘陵部等の美しいまちなみと遥かな山

並みが織りなす広がりのある景観を守り、育

てる。 

(1) 水と緑の空間と背後のまちなみや富田林などの丘陵、生駒、金剛の山並み等に
映えるよう、対岸等からの見え方やスカイライン等に配慮し、大和川の自然と調和

のとれた景観づくりを行う。 
(2) 大阪平野の中央部と南部の境を流れ、周辺の市街地に自然のうるおいをもたら
す大和川に沿ってみどりの帯を広げ、自然を感じる生き生きとした景観づくりを行

う。 
(3) 大和川周辺の歴史文化遺産等との調和やつながりを意識する、大和川からの眺
望の確保に配慮する、スーパー堤防と大和川との一体性に配慮する等、大和川との

関係を活かした景観づくりを行う。 

石川沿岸区域 

 柏原市域の大和川との合流地点から富田林市域の高橋までの

石川及び当該河川区域に沿った区域 
（河川区域の端から 500ｍ幅の区域を 

合わせた区域を基本とする。） 

 自然のうるおいが感じられる、水と緑がつ

くる石川と、石川から見上げる美しいまちな

みや田園風景と山並みが一体となった景観

を守り、育てる。 

(1) 水と緑の空間と背後のまちなみや金剛・和泉葛城の山並みや富田林丘陵、田園
風景が一体となるよう、対岸等からの見え方やスカイライン等に配慮し、石川の自

然と調和のとれた景観づくりを行う。 
(2) 南河内地域に自然のうるおいをもたらす石川に沿ってみどりの帯を広げ、自然
を感じる生き生きとした景観づくりを行う。 

(3) 周辺にある石川との関わりの深い寺内町等の歴史文化遺産等との調和やつなが
りを意識する、石川との一体性に配慮する等、石川との関係を活かした景観づくり

を行う。 
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２．景観に関する上位・関連計画等 

 
（３）山並み・緑地軸 

景 観 計 画 区 域 区 域 詳 細 景観づくりの目標 全体で取り組む方針 

北摂山系区域  国道 176号、国道 171号、名神高速道路、檜尾川、ＪＲ東海
道本線、府域境界線に囲まれた区域 

 山並みの豊かなみどりを保全・育成すると

ともに、背景となる山並みと大規模開発が進

む山腹斜面のまちなみと山麓部の奥行きの

あるまちなみとが織りなす調和のとれた雄

大な景観を守り、育てる。 
 また、山間部の山並みと一体となった田園

風景を守り、育てる。 

(1) 北摂山系は、大阪の北部を縁取る重要な緑の景観を形成しており、池田市から
島本町にかけて広がる山麓部や彩都等の山腹の市街地においては、背景となる北摂

山系を意識した景観づくりを行う。 
(2) 山麓や山腹の斜面において、都市近郊樹林等の自然緑地の保全とみどり豊かな
まちなみ景観の創出を図る。 

(3) 西国街道沿道に残るまちなみ等、山麓にある歴史文化遺産等との調和やつなが
りを意識した景観づくりを行う。 

(4) 豊能町、能勢町、高槻市北部の山間部における農地・集落が山並みと一体とな
った田園風景を意識した景観づくりを行う。 

生駒山系区域  第二京阪道路、大阪外環状線(国道 170 号)、大和川河川区域
と府域境界線に囲まれた区域 

 山並みの豊かなみどりを保全・育成すると

ともに、背景となる山並みと山麓部のまちな

みが織りなす調和のとれた雄大な景観を守

り、育てる。 

(1) 生駒山系は、市街地からの眺望を縁取る緑の屏風として視認され、重要な緑の
景観を形成しており、市街地の背景あるいは市街地からの眺望対象としての生駒山

系を意識した景観づくりを行う。 
(2) 山麓斜面において、都市近郊樹林等の自然環境の保全と緑豊かな景観の創出を
図る。 

(3) 東高野街道、暗越奈良街道沿道に残るまちなみ等、山麓にある歴史文化遺産等
との調和やつながりを意識した景観づくりを行う。 

金剛・和泉葛城山系区域  大和川河川区域、大阪外環状線(国道 170 号)、国道 26 号(第
二阪和国道)、旧国道 26号と府域境界線に囲まれた区域 

 山並みの豊かなみどりを保全・育成すると

ともに、背景となる山並みや石川が育んだ田

園風景と山麓部、丘陵部、山間部のまちなみ

が織りなす調和のとれた雄大な景観を守り、

育てる。 

(1) 金剛・和泉葛城山系は、大阪の南部を縁取る重要な緑の景観を形成しており、
石川が育んだ平野部から山麓部に広がる市街地、泉州地域の丘陵部に広がる市街

地、山間部の大阪外環状線(国道 170号)沿道の集落においては、背景となる金剛・
和泉葛城山系や石川を意識した景観づくりを行う。 

(2) 山麓や山腹の斜面において、都市近郊樹林等の自然緑地の保全と緑豊かなまち
なみ景観の創出を図る。 

(3) 東高野街道、竹内街道、熊野街道沿道に残るまちなみ等、山麓にある歴史文化
遺産等との調和を意識した景観づくりを行う。 

 
（４）湾岸軸 

景 観 計 画 区 域 区 域 詳 細 景観づくりの目標 全体で取り組む方針 

大阪湾岸区域 

○関西空港自動車道より北側 
大阪臨海線、(都)泉佐野土丸線、市道みなとりんくう線よ

り海側の区域(但し、大阪臨海線より山側のりんくうタウン

区域は一体性を持たすことが必要なため、その部分を含

む。) 

○関西空港自動車道より南側 
北方面から市道みなとりんくう線、(都)羽倉崎嘉祥寺線、

(都)堺阪南線、南海本線、市道尾崎港線、市道尾崎黒田南

線、市道尾崎下出線、(都)国道 26 号線、岬加太港線より海

側の区域(ただし、関西空港島及び連絡橋を除く。) 

 海外からの玄関口にふさわしい魅力ある

湾岸部の都市景観、産業景観をつくりだすと

ともに、海への魅力的で開放的な空間を形成

する。また、湾岸北部では、港湾の良好な景

観整備や親水空間づくりが進められており、

人々が憩える魅力ある湾岸景観の創出を目

指すとともに、湾岸南部では、水辺とふれあ

え、みどり、自然景観等に映えるような雄大

な湾岸風景を守り、育てる。 

(1) 大阪湾岸は、大阪の西部を占める重要な海辺の自然景観を形成しており、湾岸
地域に立地する施設については、海辺を意識した景観づくりを行う。 

(2) 湾岸北部(高石市から泉南市)においては、海外からの玄関口を意識した景観づく
り、人々が憩える景観づくりを行う。 

(3) 湾岸南部(阪南市・岬町)においては、水辺とふれあえる海浜公園、自然海岸など
の自然環境の保全とこれらの親水空間との調和を意識した景観づくりを行う。 

(4) 海辺のある開放的な親水空間などへのアクセスルートでは、良好な景観づくり
を行う。 
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２．景観に関する上位・関連計画等 

 
（５）歴史軸 

景 観 計 画 区 域 区 域 詳 細 景観づくりの目標 全体で取り組む方針 

●一般区域 
 大阪府域の歴史的街道(西国街道、京街道、東高野街道、西高
野・高野街道、竹内街道、紀州街道、熊野街道)及びその沿道の
区域(道路の端から両側 10ｍの幅の区間を合わせた区域とす
る。) 歴史的街道区域 

●重点区域 
 枚方宿地区、山中宿地区 

 沿道のまちなみや道標など歴史的な雰囲

気を有する文化資源(歴史的資源)を活かし
た景観づくりを行う。 
 また、地域の伝統的な雰囲気のまちなみ

(伝統的なまちなみ)との調和や街道として
のつながりを意識した景観づくりを行う。 

(1) 歴史的街道沿道であることを意識した景観づくりを行う。 
(2) 伝統的なまちなみが残る区域については、各地域に特色や歴史を読み取るとと
もに、周辺のまちなみとの調和に配慮した景観づくりを行う。 

(3) 歴史的街道の景観整備については、沿道の歴史的資源や伝統的なまちなみとの
調和に配慮するとともに、道路占用物等が乱用しないように努める。 

(4) 歴史的街道にある道標、地蔵堂などは、周辺のまちなみと一体となって歴史的
な雰囲気を形作っていることから、適切な維持、管理を行う。 
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２．景観に関する上位・関連計画等 
 
２．６ 景観法 

  高度成長期以降、地域全体の調和・伝統を軽視した住宅・ビルの建設や屋外広告の氾濫などによって景観

の価値に対する意識が次第に高まっていく中、景観に関わる法律として、平成 16 年 6 月に公布され、平成

17 年 6 月に施行された日本の法律。 

 

(１) 第一章 総則(第１条～第７条) 

●目的 

この法律は、我が国の都市、農山漁村等における良好な景観の形成を促進するため、景観計画の策定その

他の施策を総合的に講ずることにより、美しく風格のある国土の形成、潤いのある豊かな生活環境の創造及

び個性的で活力ある地域社会の実現を図り、もって国民生活の向上並びに国民経済及び地域社会の健全な発

展に寄与することを目的とする。 
 
●基本理念 

○良好な景観は、国民共通の資産として、現在及び将来の国民がその恵沢を享受できるよう、その整備及

び保全が図られなければならない。 
○良好な景観は、適正な制限の下にこれらが調和した土地利用がなされること等を通じて、その整備及び

保全が図られなければならない。 
○良好な景観は、地域住民の意向を踏まえ、それぞれの地域の個性及び特色の伸長に資するよう、その多

様な形成が図られなければならない。 
○良好な景観は、地域の活性化に資するよう、地方公共団体、事業者及び住民により、その形成に向けて

一体的な取組がなされなければならない。 
○良好な景観の形成は、現にある良好な景観を保全することのみならず、新たに良好な景観を創出するこ

とを含むものであることを旨として、行われなければならない。 
 

●国の責務 
○国は、基本理念にのっとり、良好な景観の形成に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有

する。 
○国は、良好な景観の形成に関する啓発及び知識の普及等を通じて、基本理念に対する国民の理解を深め

るよう努めなければならない。 
 
●地方公共団体の責務 
○地方公共団体は、基本理念にのっとり、良好な景観の形成の促進に関し、国との適切な役割分担を踏ま

えて、その区域の自然的社会的諸条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。 
 

●事業者の責務 
○事業者は、基本理念にのっとり、土地の利用等の事業活動に関し、良好な景観の形成に自ら努めるとと

もに、国又は地方公共団体が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。 
 
●住民の責務 
○住民は、基本理念にのっとり、良好な景観の形成に関する理解を深め、良好な景観の形成に積極的な役

割を果たすよう努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力

しなければならない。 

 
(２) 第二章 景観計画及びこれに基づく措置(第８条～第６０条) 

●景観計画 

○景観行政団体は、都市・農山漁村その他市街地又は集落を形成している地域及びこれと一体となって景

観を形成している地域の土地が「良好な景観を保全する必要がある」「地域の特性にふさわしい良好な景

観を形成する必要がある」などと認められる場合、該当する土地の区域について、良好な景観の形成に

関する計画「景観計画」を定めることができる。 
○景観計画においては「区域」「行為の制限に関する事項」「重要建造物・重要樹木の指定の方針」などを

定めるものとする。 
 

●策定の手続 

○景観行政団体は、景観計画を定めようとするときは、あらかじめ、公聴会の開催等住民の意見を反映さ

せるために必要な措置を講ずるものとする。 
○景観行政団体は、景観計画を定めようとするときは、都市計画区域又は準都市計画区域に係る部分につ

いて、あらかじめ、都道府県都市計画審議会の意見を聴かなければならない。 
○都道府県である景観行政団体は、景観計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係市町村の意見を

聴かなければならない。 
○景観行政団体は、景観計画を定めたときは、その旨を告示し、国土交通省令・農林水産省令・環境省令

で定めるところにより、これを当該景観行政団体の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。 
 
●景観協議会 

○景観計画区域における良好な景観の形成を図るために必要な協議を行うため、景観行政団体は、景観協

議会を組織することができる。この場合において、景観行政団体等は、必要と認めるときは、協議会に、

関係行政機関・住民その他良好な景観の形成の促進のための活動を行う者などを加えることができる。 
○景観協議会は、必要があると認めるときは、その構成員以外の関係行政機関及び事業者に対し、意見の

表明、説明その他の必要な協力を求めることができる。 
 

●行為の規制等 

○景観計画区域内において、建築物・工作物の新築・増築・改築・移転・色彩の変更などをしようとする

者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類・場所・設計又は施行方法・着手

予定日その他国土交通省令で定める事項を景観行政団体の長に届け出なければならない。 

 

●景観重要建造物の指定等 

○景観行政団体の長は、景観計画に定められた景観重要建造物の指定の方針に即し、景観計画区域内の良

好な景観の形成に重要な建造物で国土交通省令で定める基準に該当するものを、景観重要建造物として

指定することができる。 
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２．景観に関する上位・関連計画等 

 

●景観重要樹木の指定等 

○景観行政団体の長は、景観計画に定められた景観重要樹木の指定の方針に即し、景観計画区域内の良好

な景観の形成に重要な樹木で国土交通省令で定める基準に該当するものを、景観重要樹木として指定す

ることができる。 
 

●管理協定の締結等 
○景観行政団体・景観整備機構は、景観重要建造物・景観重要樹木の適切な管理のため必要があると認め

るときは、当該景観重要建造物・景観重要樹木の所有者と目的となる景観重要構造物又は景観重要樹木・

管理方法・有効期間などを定めた管理協定を締結して、当該景観重要建造物又は景観重要樹木の管理を

行うことができる。 
 
(３) 第三章 景観地区等(第６１条～第８０条) 

●景観地区に関する都市計画 

○市町村は、都市計画区域又は準都市計画区域内の土地の区域については、市街地の良好な景観の形成を

図るため、都市計画に、景観地区を定めることができる。 
○景観地区に関する都市計画には、都市計画法第八条第三項第一号及び第三号に掲げる事項のほか、「建築

物の形態意匠の制限」を定めるとともに、「建築物の高さの最高限度又は最低限度」「壁面の位置の制限」

「建築物の敷地面積の最低限度」のうち必要なものを定めるものとする。この場合において、これらに

相当する事項が定められた景観計画に係る景観計画区域内においては、当該都市計画は、当該景観計画

による良好な景観の形成に支障がないように定めるものとする。 
 
●建築物の形態意匠の制限 

○景観地区内の建築物の形態意匠は、都市計画に定められた建築物の形態意匠の制限に適合するものでな

ければならない。ただし、政令で定める他の法令の規定により義務付けられた建築物又はその部分の形

態意匠にあっては、この限りでない。 
○景観地区内において建築物の建築等をしようとする者は、あらかじめ、その計画が、建築物の形態意匠

の制限に適合するものであることについて、申請書を提出して市町村長の認定を受けなければならない。

当該認定を受けた建築物の計画を変更して建築等をしようとする場合も、同様とする。 
○市町村長は、建築物の形態意匠の制限に違反した建築物があるときは、建築等工事主、当該建築物の建

築等の工事の請負人若しくは現場管理者又は当該建築物の所有者、管理者若しくは占有者に対し、当該

建築物に係る工事の施工の停止を命じ、又は相当の期限を定めて当該建築物の改築、修繕、模様替、色

彩の変更その他当該規定の違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。 
 
●工作物等の制限 

○市町村は、景観地区内の工作物について、政令で定める基準に従い、条例で、その形態意匠の制限、そ

の高さの最高限度若しくは最低限度又は壁面後退区域における工作物の設置の制限を定めることができ

る。この場合において、これらの制限に相当する事項が定められた景観計画に係る景観計画区域内にお

いては、当該条例は、当該景観計画による良好な景観の形成に支障がないように定めるものとする。 
 

●準景観地区 

○市町村は、都市計画区域及び準都市計画区域外の景観計画区域のうち、相当数の建築物の建築が行われ、

現に良好な景観が形成されている一定の区域について、その景観の保全を図るため、準景観地区を指定

することができる。 
○市町村は、準景観地区内における建築物又は工作物について、景観地区内におけるこれらに対する規制

に準じて政令で定める基準に従い、条例で、良好な景観を保全するため必要な規制をすることができる。 
 

●地区計画等の区域内における建築物等の形態意匠の制限 

○市町村は、地区計画等の区域内における建築物等の形態意匠について、政令で定める基準に従い、条例

で、当該地区計画等において定められた建築物等の形態意匠の制限に適合するものとしなければならな

いこととすることができる。 
 
(４) 第四章 景観協定(第８１条～第９１条) 

●景観協定の締結 

○景観計画区域内の一団の土地は、その全員の合意により、当該土地の区域における良好な景観の形成に

関する協定「景観協定」を締結することができる。ただし、当該土地の区域内に借地権の目的となって

いる土地がある場合においては、当該借地権の目的となっている土地の所有者の合意を要しない。 
○景観協定では、区域、建築物・工作物の形態意匠などの基準、有効期間、違反時の措置を定める。 
○景観協定は、景観行政団体の長の認可を受けなければならない。 

 

●景観協定の認可 

○景観行政団体の長は、景観協定の認可の申請が、「申請手続が法令に違反しない」「土地、建築物又は工

作物の利用を不当に制限するものでない」「国土交通省令・農林水産省令で定める基準に適合するもので

ある」ときは、当該景観協定を認可しなければならない。 
○景観行政団体の長は、景観協定の認可をしたときは、国土交通省令・農林水産省令で定めるところによ

り、その旨を公告し、かつ、当該景観協定の写しを当該景観行政団体の事務所に備えて公衆の縦覧に供

するとともに、景観協定区域である旨を当該区域内に明示しなければならない。 
 
●景観協定の変更 

○景観協定区域内における土地所有者等は、景観協定において定めた事項を変更しようとする場合におい

ては、その全員の合意をもってその旨を定め、景観行政団体の長の認可を受けなければならない。 
 

●景観協定の認可の公告のあった後景観協定に加わる手続等 

○景観協定区域内の土地の所有者で当該景観協定の効力が及ばないものは、景観協定の認可の公告があっ

た後いつでも、景観行政団体の長に対して書面でその意思を表示することによって、当該景観協定に加

わることができる。 
 

22



 
 
 
(５) 第五章 景観整備機構(第９２条～第９６条) 

●指定 

○景観行政団体の長は、一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動法人であって、業務を適

正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、景観整備機構として指定するこ

とができる。 
○景観行政団体の長は、景観整備機構の指定をしたときは、当該機構の名称、住所及び事務所の所在地を

公示しなければならない。 
 
●機構の業務 

○良好な景観の形成に関する事業を行う者に対し、当該事業に関する知識を有する者の派遣、情報の提供、

相談その他の援助を行う。 
○管理協定に基づき景観重要建造物又は景観重要樹木の管理を行う。 
○景観重要建造物と一体となって良好な景観を形成する広場その他の公共施設に関する事業若しくは景観

計画に定められた景観重要公共施設に関する事業を行う又はこれらの事業に参加する。 
○景観重要公共施設に関する事業に有効に利用できる土地で政令で定めるものの取得、管理及び譲渡を行

う。 
○景観農業振興地域整備計画の区域内にある土地を景観農業振興地域整備計画に従って利用するため、委

託に基づき農作業を行い、並びに当該土地についての権利を取得し、及びその土地の管理を行う。 
○良好な景観の形成に関する調査研究を行う。 
○そのほか、良好な景観の形成を促進するために必要な業務を行う。 

 
 
 

２．景観に関する上位・関連計画等 

 
(６) 第六章 雑則(第９７条～第１００条) 

●権限の委任 

○景観法に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局

長又は北海道開発局長に委任することができる。 
 
●市町村による景観行政事務の処理 

○指定都市又は中核市以外の市町村は、当該市町村の区域内において、都道府県に代わって景観行政事務

を処理することができる。 
○景観行政事務を処理しようとする市町村の長は、あらかじめ、これを処理することについて、都道府県

知事と協議しなければならない。 
○その長が協議をした市町村は、景観行政事務の処理を開始する日の三十日前までに、国土交通省令・農

林水産省令・環境省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。 
 
(７) 第七章 罰則(第１０１条～第１０８条) 

○景観法の規定による景観行政団体の長の命令又は市町村長の命令に違反した者は、「一年以下の懲役又は

五十万円以下の罰金」「五十万円以下の罰金」「三十万円以下の罰金」のいずれかに処する。 
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３．枚方市の景観の変化 

 
３．１ 主要な景観の変化 

 平成６年に現在の景観基本計画を策定した後に、枚方市の主要な景観で大きな変化があった例を景観要素別に示す。 
 

■市街地景観の変化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■道路景観の変化 

 

 

 

 

 

 

 

■緑地景観、自然景観の変化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■駅前景観の変化 

 

 

 

 

 

 

 

○大規模開発による住宅地の形成 

 丘陵地などを開発整備した大規模住宅地において、良好な住宅地景観が形成された地域が見られる。 
○香里団地の建て替えによる街の景観の一変 

香里団地では老朽化した中層住宅が高層住宅に再生され、まちの景観が一変しつつある。 
○主要公共施設の整備：ラポールひらかた等 

街の顔となるような比較的規模の大きい公共施設の整備が順次進められている。 

○広大な水辺を活かした公園の整備 

淀川の高水敷では広大な面積と広範囲に広がる眺望を活かした伸びやかな緑地公園が整備された。 
○地区の基幹公園のリニューアル 

市街地内に点在する水辺・緑地などを有効に活かして公園のリニューアルなどが進められてきた。 
○公園と文化施設の一体的な整備 

中央図書館と牧野車塚公園が一体的に整備された。 

○第二京阪道路の建設による沿道景観の変化 

第二京阪が整備されたことで、これまでにはなかった大規模な構造物が出現し、整備ルート沿道の景観が

大きく変化した。側道などが整備された区間では緑を活かした沿道景観が創出されている。 
○新規の路線整備：枚方藤阪線、枚方高槻線（→国道 307 号） 

市街地や街の拠点などを結ぶ新しい都市内道路が整備され、ルート周辺の景観が変化すると同時に緑豊か

な道路景観が創出されている。 
○沿道商業施設の立地 

主要道路の沿道などを中心に沿道立地型の比較的大規模な商業施設の立地が見られ、これまでにはない新

しい景観を創出している。 

○樟葉駅前の商業施設のリニューアル 

樟葉駅前では大規模な商業施設：くずはモール街が建て替えられ、超高層マンションと併せて、地域の

新しいランドマークとなっている。 
○津田駅西駅前広場周辺の整備 

津田駅西駅前において駅前広場が整備され、周辺には中高層の住宅が建設され風景が大きくかわりつつ

ある。 
○枚方駅前の大規模商業施設の閉店 

枚方駅前では三越百貨店、近鉄百貨店が退去したことで、駅前の賑わいが薄れている。 
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３．枚方市の景観の変化 

 
 

■新しく生まれた景観 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■保全・再生された景観 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

○津田サイエンスヒルズの開発 

関西文化学術研究都市の一つ

として、第二京阪道路沿道の丘

陵地に、自然と共生した工業団

地として開発され良好な景観

を形成している。 
○大学キャンパスの新設 

大学の移転・新設などによっ

て、大阪工業大学、摂南大学、

大阪国際大学、関西外国語大

学、大阪歯科大学などの新しい

キャンパスが整備され、地域の

新たなランドマークとなる景

観を創出している。 

○枚方宿の景観保全と道路環境整備 

枚方宿では江戸時代から明治にかけての面影を残す町屋が点在する町並みの保全・整備の取り組

みが進められ、枚方市の重要な景観資源となっている。 
○香里団地・こもれび水路の整備 

香里団地内を流れる水路が周辺の自然環境や景観に調和した姿に改修され、地域の新しい景観資

源となっている。 

  ■景観の変化した主要な地点（第３章に示した場所） 

第二京阪道路 

枚方宿 

大阪工業大学 

枚方藤阪線 

ラポールひらかた

水辺公園 

中央図書館 
牧野車塚公園

香里団地 

北山団地 

大阪歯科大学

摂南大学 

大阪国際大学

関西外語大学

津田サイエンスヒルズ 

枚方駅前
大規模商業施設 

津田駅西駅前広場

くずはモール

交北公園 

枚方高槻線 
(→国道 307号)
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４．景観の特性 

 
４．１ 主要な景観要素：水辺景観 

                                            ■水辺景観の分布 

 
 
【河川】 

代表的な河川は、川幅が広く流程が長いため、景観形成を考える上での一つの軸として、また、

眺望景観の形成などに重要な役割を果たしている。 
市域に流れる代表的な河川として、市域西側を南北に流れる淀川があり、東側から淀川に流れ

込む天野川・穂谷川・船橋川がある。 
特に淀川は枚方における最も重要な自然・歴史（治水）景観資源のひとつであり、右岸側の北

摂連山の眺望景観をはじめ、左岸側の河川敷に整備された｢ひらかた水辺公園｣など、淀川の広大

な自然景観を楽しむことができる。 
天野川・穂谷川・船橋川は、枚方・交野丘陵を横断し、水辺景観を構成する東西方向の重要な

軸線であり、天野川では、親水性を活かした水辺空間の整備や桜の植樹が行われており、穂谷川

では自然巡回路の整備、船橋川では自然巡回路の整備と併せて桜の植樹が行われるなど、自然と

調和した景観形成が進められている。 

【わんど】 

淀川のわんどは、葦原と共に生物種が豊富であり、守るべき貴重な自然である。 
近年では、わんどの復元作業なども行われている。 

【水路・ため池】 

水路は規模の小さいものが多く、景観上大きな役割を果たすものではないが、近年、親水空間

の整備として活用されることが多くなっている。また、ため池は、市街地景観の中に水辺の風景

を提供するとともに視界の広がりを与えるなどの役割を果たしている。 
市域には、多くのため池や水路があるが、農業の後退や住宅地開発などに伴い、減少傾向にあ

る。 
一方、近年貴重な水辺空間を活かした山田池公園・市民の森などの公園や水面廻廊・こもれび

水路など水路の修景整備が行われている場所もあり、それらの場所では自然と調和した水辺景観

が演出されている。 

【丘陵の巨大ため池】 

丘陵部には山田池・大池・新大池・惣喜池など大きいため池があり、これらため池は、雄大な

水辺の風景を提供している。なかには池のほとりに林をもつものもあり、これらの林と池を取り

込んだ公園もつくられ（山田池公園・市民の森など）、市街地景観の中で潤いのある景観を形成し

ている。 

【山地の小ため池群】 

府境界周辺の山地には、尊延寺北側の甘南備山麓や長尾荒坂池周辺など、林間に美しいため池

が集中している。 

 

 

国道307 号
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４．景観の特性 

 
４．２ 主要な景観要素：緑地景観 

 
 
【山林】 

山林は、自然景観を代表する一つで、広大な山並み景観は遠景からの眺望景観を形成し景観上の軸とな

るなど重要な役割を果たしている。 
生駒山系は、枚方を代表する山並み景観であり、特に尊延寺地区では住宅地開発や土採取などにより山

林は失われつつあるが、今なお多くの山林が残り、国見山からの 眺望景観や氷室地域の棚田など以前か

ら変わらない風景が今も楽しむことができる。 
また、第二京阪道路の整備によりアクセスの向上や土地利用の変化など、周辺の環境が変化している。 

【丘陵縁辺林】 

丘陵縁辺林は、山林と同じく遠景からの眺望景観を形成しており、市街地景観の中でアイストップの役

割を果たしている。 
市域の丘陵縁辺林は、都市の急激な膨張によって開発が進み、その多くは市街地へと変化したが、現在

でも交野丘陵や枚方丘陵の縁辺部斜面地に樹林帯が残っており、枚方の代表的な景観となっている。 

【樹林地・巨木】 

樹林地は、神社・寺にある社寺林や河川沿川にある河岸林などがあり、特に社寺林は市街地の中であっ

ても、開発などにより減少することなく、緑地景観を形成している。また、巨木は地域の歴史を偲ばせる

ランドマークとなるなど、それぞれ大切な景観的役割を果たしている。 
市域では船橋川河岸林が一部残っているほか、特に社寺林が多く残っており、市域各地に点在し、その

多くは保存樹林となっている。 
また、樹齢推定 600 年から 700 年といわれる田中邸むくの木は、天然記念物に指定されるなど地域の

ランドマークとなっている。 

【公園・緑地など】 

公園や緑地は、人々が憩い交流する空間として有効な施設であり、また、市街地景観にうるおいを与え

るなど、景観上重要な役割を果たしている。 
市域には、広大な敷地を誇る山田池公園やひらかた水辺公園をはじめ、百済寺跡公園、民間施設のひら

かたパークなど、多種多様な公園が整備され、多くの利用者が訪れている。 
市域の都市公園の整備率は、大阪府内の平均整備率を上回っており、また、都市公園以外でも民間の開

発行為などによる小規模な公園も数多く整備されている。 

【農地】 

農地は、市街地内にオープンスペースを確保し、都市内の緑地景観に大きく寄与しており、また、ヒー

トアイランド現象の抑制などにも効果を発揮している。土地利用の変化などにより、幹線道路沿いの多く

の農地は失われたが、市内には今なお貴重な農地が生産緑地法などにより保全されている。 
市域では、河川沿いの低地に多く分布しており、特に、穂谷川沿いではまとまった農地が帯状に連なり、

河川軸に沿った田園風景は良好な緑地景観の役割を果たしている。 
なお山間地においても、棚田などの形で連続した田園風景を形成しており、良好な里山景観となってい

る。 

【街路樹・緑道】 

街路樹は、歩行者が感じる車の騒音や圧迫感を減少させ、また、道路沿道の景観を安定させるなど、市

街地景観を形成する上で重要な役割を果たしている。歩道がある幹線道路に多く整備されているほか、地

域の愛称道路に整備されていることが多い。また、緑道は、歩行者道として河川沿岸に整備されることが

多く、自然景観を楽しめる道路となっている。 
市域には、香里団地のけやき通りやいちょう通りなど、本市を代表する街路樹がある。また、北部地域

の国道 1号や中南部地域の枚方藤阪線など、幹線道路でも街路樹が整備され、道路の沿道景観に安定感を
与えている。 
市域の代表的な緑道として、淀川左岸緑道、船橋川緑道、穂谷川緑道、天野川緑道、国見山巡回緑道が

ある。河川沿いの緑道では、河川の水辺景観と周辺の緑が良好な景観を醸し出している。また、船橋川の

一部（船橋集落側）には桜並木があり、花見のポイントになっている。 

【工場緑地】 

工場緑地は、周辺に与える無機的な環境にうるおいを与え、安定感を出す効果がある。 
市域では、枚方企業団地や小松製作所大阪工場などで道路境界沿いに緑地化が進められ、周囲に与える

影響を軽減している。また、津田サイエンスヒルズでは、山並み景観を背景として、街路樹と工場内の緑

地との繋がりを確保し、自然景観と調和した良好な景観が形成されている。 
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４．景観の特性 

 
 

■緑地の分布   ■主要公園の分布 

 
 
 
 
 
 
 

国道307 号 
国道307 号 
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４．景観の特性 

 
４．３ 主要な景観要素：歴史景観 

 ■歴史景観の分布 

 

 

 

【街道】 

歴史街道は、歴史景観を形成する上での軸となり、その沿道に残る集落には、地域の伝統・

文化の継承や観光地としての役割を果たしているところが多い。 
市域では、京街道、東高野街道をはじめ、磐船街道、田辺街道、宇治街道、河内街道、山根

街道がある。東高野街道は、大部分が幹線道路と重なり、歴史的な佇まいが残るのは出屋敷の

集落のみとなっている。しかし、京街道沿いの枚方宿では、往時を偲ぶ道標（石碑）・町家な

どが点在し、歴史的な面影を多く残している。 
また、枚方宿では、地域住民と本市が協力し、歴史や文化を活かした景観まちづくりに積極

的に取り組んでいる。 

【社寺等】 

社寺は伝統的な外観を持つものが多く、歴史的な景観に寄与している社寺建築には、文化財

指定を受けているものもある。また、境内に樹林を抱えているものも多く存在し、都市が近代

化していく中で、これらは変わることなく歴史的な佇まいを残している。 
市域には大小の社寺があり、それぞれ地域のランドマークやシンボルゾーンになっている。 

【戦争遺構】 

戦争遺構には様々なものがあるが、現存する遺構は戦争の歴史を現代に伝える重要な役割を

果たしている。 
市域には、戦前、弾薬庫や軍需工場など３か所の陸軍施設があった。戦後、これらは住宅団

地などに姿を変えたが、今も残る煙突や土塁は戦争遺構として当時の様子を伝えている。また、

片町線からの引込線跡の一部は、中宮平和ロードとして整備している。 

【集落】 

集落では、人と自然が深い関わりを持ちながら、地域固有の集落景観が形成されている。 
市域の春日や茄子作、穂谷などの集落では、往時の面影を色濃く残しているが、住宅の建て

替えなどに伴い、歴史的な景観が失われつつある。 

【史跡】 

近年、楠葉地区で楠葉台場の遺構が明らかになった。これは、幕末、京都警衛のため幕府が

設けた施設で、歴史的にも貴重な遺産であることから、将来、史跡公園として整備が計画され

ている。 
古墳の多くは公園や緑地として緑地景観を形成しているものがほとんどである。 
市域の古墳としては、禁野車塚古墳と牧野車塚古墳の二つが特に知られている。いずれも公

園として整備され、良好な樹林地を形成している。 

国道307 号 
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４．景観の特性 

 
４．４ 主要な景観要素：市街地景観 

４．４．１ 住宅地、大規模開発地 

  ■主要大規模開発地 

 
【高度成長期前に開発された住宅地】 

＜香里園住宅地など＞ 
古くからある郊外住宅地であり、比較的広い敷地に庭園や生垣をもつ緑が多い住宅地であ

る。道路が比較的狭く、地価の上昇により宅地分割が進んでいる。 

【大規模開発による住宅地】 

＜くずはローズタウン・東香里住宅・北山住宅など＞ 
計画的に開発された住宅地であり、比較的宅地面積は広く、区画道路や公園も整備されて

いることから、整った市街地景観が形成されている。これらの住宅地では、地区計画や建築

協定制度などを活用した良好な住宅地環境の保全に取り組んでいる地区も多い。 
第二京阪道路の沿道では、比較的初期に開発された住宅地が広がっており、今後、アクセ

スの向上による土地利用の変化に伴い、更なる市街地が形成されていくと考えられる。 

【高層住宅】 

＜くずはタワーシティなど＞ 
近年、10 階を越える高層住宅が数多く建設され、中でもくずはタワーシティは 40 階を超

え、ランドマークとして遠くからでもその姿を確認することができる。 

【中層住宅団地】 

＜中宮・香里団地など＞ 
高度経済成長期に建てられた団地で均一的なデザインで、昭和の原風景として注目を集め

ていたが、現在では建て替えが進められ、香里団地では様々なデザインの建物を楽しむこと

ができる。 
中層住宅団地の一部では、建て替えによる高層化が進んでいるが、緑地を広くとったゆと

りのあるまちづくりが行われている。 

【公営住宅地】 

＜府営住宅など＞ 
戦後復興住宅の中で建設されており、建設から年月が経っており、老朽化による建替えに

迫られているものも多い。 
府営枚方東牧野住宅では、建て替えにより低層から中層に変わっており、また、枚方三栗

住宅などでも建て替えが行われている。 

国道307 号 
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４．景観の特性 

 
４．４．２ 主要施設 

 
 
 
 

【教育施設】 

小中学校は、地域住民に最もなじみのある建物であり、地域のランドマークとしてとらえている地

域住民も多い。 
市域にある小中学校の多くは、高度経済成長期に集中して建設されたため、均一的な建物となって

おり、建て替えの時期にさしかかっているものも多い。 
また、市域には六つの大学があり、これらのキャンパスに建つ建物は規模が大きく独創的なデザイ

ンであることから、地域のランドマークとなっている。近年では、関西外国語大学中宮キャンパスや

大阪工業大学で新たな学舎が建設されている。 

【公共施設】 

公共施設は、市役所をはじめ警察署、消防署などで、地域住民がよく訪れる建物であり、地域のコ

ミュニティ活動の中心となる場合も多いことから、近年では建て替えに際しデザインを考慮するもの

が多い。 
市域では、市役所周辺に官公庁団地として公共施設が集積しているが、その建物の多くは老朽化が

進んでおり、建て替えや改修の時期にさしかかっている。 
また、近年輝きプラザきららや東部清掃工場、南部市民センターなどが建設されている。 

【大規模病院】 

病院の中でも規模が大きい病院は、地域のランドマークとなっており、公共施設と同様多くの人が

訪れる施設であり、近年建設される病院は独創的なデザインのものが多い。 
市域にある大規模病院としては、枚方市民病院をはじめ、星ヶ丘厚生年金病院や枚方公済病院など

がある。近年では、関西医科大学付属枚方病院が建設され、大阪府立精神医療センターと枚方市民病

院が建て替え工事を実施している。 

【駅前商業地】 

駅前商業地は、枚方市駅や樟葉駅など多くの利用者がいるターミナルに形成されたものと、それ以

外の駅周辺に自然的に発生したものがある。 
枚方市駅や樟葉駅周辺の商業地は規模が大きく、本市の顔となる商業地である。 
枚方市駅周辺の商業地は、比較的初期の再開発により形成されたものであり、開業当初は多くの人

で活気にあふれていたが、大型店舗の撤退や店舗の減少に伴い利用客も減少傾向にある。また、駅前

であるにも拘らず、景観を阻害するような広告物も目立ち、市民が改善したい景観としてあげられて

いる。 
樟葉駅周辺の商業地は、くずはモールのリニューアルに伴い景観も一変し、利用客の評判も良く、

市を代表する商業地となりつつある。 
近年では、京阪牧野駅の東側において、再開発事業により、新たにターミナルと再開発ビルが建設

された。 

【大規模商業施設】 

主要駅の駅前や幹線道路沿いに立地されていることが多く、独創的なデザインのものが多い。また、

屋外広告物も大規模なものや派手なものが多く、街並み景観の阻害要因の一つとなっているものもあ

る。 
市域では、国道 1号沿道に大規模商業施設が多く、近年、映画館や家電量販店などが進出している。

【一般工業地帯】 

一般工業地帯は、準工業地域に立地していることが多く、近年では特に工場跡地に工場以外の用途

が進出してくることが多くなっている。その多くはマンションや戸建て住宅地であるが、中には福祉

施設なども進出してきており、工場との共生に課題を抱えているところも少なくない。 

市域では、特に出口地区の国道 170 号沿いで多く見られ、近年工場の移転による跡地に、マンショ

ンなどの建設が進み、住商工が混在しうるおいのない景観になっている。 

【幹線道路沿道商業施設】 

幹線道路沿道には、大規模商業施設以外にも飲食店やガソリンスタンドなどの商業施設が多く立地

している。 
市域では、特に国道 1号沿道には多くの沿道商業施設が立地している。 
これら施設の建物や広告物の多くは統一感がなく、沿道景観の阻害要因の一つになっている。 

【工業団地、大規模工場】 

工業団地や大規模工場は、その多くは単純なデザインで美観整備の観点がないため、市街地景観に

対してよい影響を与えるものが少ない。近年では、敷地際での塀の修景や緑化などの対策を講じるこ

とが多くなっている。 
市域には、大規模工場で代表的な小松製作所大阪工場とクボタ枚方製造所があり、また、計画的に

作られた枚方企業団地や大阪紳士服団地などの工業団地が数ヶ所ある。その中には敷地内緑化が進め

られている所もあるが、現在のところ市民から見た工場緑化に対する満足度は低い。 
近年では、津田サイエンスヒルズが東部山地に整備されたが、そこでは、山並み景観と調和した、

緑豊かな景観づくりが行われている。 
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４．景観の特性 

 
 

■主要施設の分布 

【地場産業】 

地場産業は、地域固有の文化が昔から現在に伝えられているものである。近年では、地場産

業を維持し観光資源として活用することが多い。 
市域では、良質の水と米を背景とした造り酒屋が、津田・藤阪・穂谷集落にあり、地域のシ

ンボルとなっていたが、近年それらの造り酒屋の中で廃業しているものもあり、その跡地には

大規模商業施設や住宅が建設され、当時の面影を伺うことはできなくなっている。 

【幹線道路】 

幹線道路は、景観形成を考える上での一つの軸として重要な役割を果たしている。 
市域の代表的な幹線道路は、国道 1号、国道 170 号、国道 307 号、（府）京都守口線、（府）

枚方交野寝屋川線、また、新しく開通した第二京阪道路などがあげられる。 

これら幹線道路の沿道には、大規模商業施設をはじめ多くの施設が建設されることから、利

用者も多く市の動脈となっているが、統一感のない建物や広告物などにより、市民から見た景

観の満足度は低い。 

近年、第二京阪道路の開通に伴い、国道 307 号（枚方高槻線）など多くのアクセス道路が整

備されているが、これらの道路は、幅員も広く街路樹や歩道が整備されており、また、第二京

阪道路は、緑立つ道として景観に配慮した整備が行われている。 

【鉄道】 

鉄道の景観は、大きく鉄道敷と駅舎の二つがあげられる。鉄道敷は、当初平面区間がほとん

どであったが、車社会の到来により交通渋滞緩和や事故防止などにより高架化されつつある。

また、近年駅舎の建て替えでは、独創的なデザインのものが多く、地域の顔になるなど景観要

素として重要な役割を果たしている。 
市域には、京阪本線、京阪交野線、ＪＲ学研都市線の３つの路線があり、その歴史は古く鉄

道は地域住民にとって見慣れた風景の一部となっている。 
鉄道敷は平面区間と高架区間があるが、平面区間では地域分断の問題があり、京阪本線の枚

方市駅以南の区間では連続立体交差事業が計画されている。 
ＪＲ長尾駅では、駅舎の橋上化による建て替えが進められており、駅前広場の整備と併せて

新たな景観が形成される予定である。 

国道307 号 
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４．景観の特性 

 
４．５ 景観構造 

■枚方市の景観構造の概要 

枚方市の景観は、東部に連なる生駒山系の山並と西端部を成 

す大河・淀川の流れとに狭まった平地を、淀川の流れと同方向

の南北方向に国道１号が貫き、生駒山系から淀川へ向けて東西

方向に、穂谷川、天野川が流れ、景観の基本的な骨格を形成し

ている。 

 
 
 
 
 
 
■骨格となる景観 

 
 
 
 
 

ターミナル拠点景観 

市内には京阪９駅、ＪＲ３駅の計１２駅があり、主要駅は、多くの人々が集まるターミナル拠点であると

同時に、市や地域の核となっている。一方で、ターミナルとしての機能と核としての魅力を充分に兼ね備え

ていない駅も多い。また、バスターミナルを有する駅では、人・車・自転車が錯綜し混雑の目立つ所も多く

見られる。こうした駅前の拠点景観は地域の顔となる景観づくりを進めていくことが求められる。 

道路軸景観 

道路は都市のイメージをつくりあげる骨格であり、都市と都市をつなぐ広域幹線道路、地域を結ぶ地域幹

線道路から、住宅地における生活道路まで様々な形態が存在し、沿道の施設と一帯となって主要な景観軸を

形成している。しかし、流通や通行機能優先の整備が進められたり、無秩序に沿道の開発や施設立地等が進

んだことにより、うるおいのない雑然とした沿道景観となっている区間も多い。 

河川軸景観 

 市内の主な河川としては、一級河川の淀川と東部の生駒山系から市内を貫いて流れる３つの都市河川(船
橋川・穂谷川・天野川)がある。これらは市域の貴重なオープンスペースとして、まちにうるおいをもたら
す主要な景観要素となっている。しかし、これらの河川はいずれも堤防が高く、堤防上からは広く周辺地域

を眺望することができる一方で、河川と市民の日常生活の場が分断されている。 
 また４河川の他に、支流となる小河川や水路が数多くあるが、無機的な整備が多いため、人と水の関わり

を疎遠にしている。 

眺望景観 

 市域の広がりを捉えるダイナミックな眺望景観は、国見山から一望することができる。また丘陵縁辺部や

淀川、及び、船橋川などの天井川の堤防上からも市域の眺望を得ることができる。これらの眺望景観は、生

駒山系や北摂連山・丘陵縁辺の緑地などが景観のまとまりとして大きく寄与している。また集落に残る社寺

林や駅前等の高層建築物、枚方パークの観覧車などは地域を印象付けるランドマークとなっている。しかし

これらの眺望は、背景の山の開発や建築物の大規模化などにより、変化しつつある。 

■枚方市の景観構造 

新名神高速道路 
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５．地域別の景観特性 

 
■地域区分 ■地域区分図 

 枚方市の基本的な構造は、東部に連なる生駒山系の山並と、市域の西端を成す大河・淀川の流れに

挟まれて市街地や農地・丘陵地等が分布する基本的な形態を示している。 
 市域には、東西方向に二つの主要河川(穂谷川、天野川)、南北方向に二つの主要道路(国道１号、第
二京阪道路)が通っており、これらによって市域を大きく７つの地区に分割することができる。 
 この地域区分は枚方市都市計画マスタープランの地域区分と整合しており、枚方市の今後のまちづ

くりの方向性を踏まえつつ、景観整備計画を立案するためには、７つの地域区分毎に景観の現状や方

向性を捉えていくことが望ましい。 
 
 
■地域区分一覧 

 

 地域区分 含まれる地区 

１ 北部地域 
○楠葉地区 
○招提・牧野地区 
○高野道西地区 

２ 中部地域 ○御殿山・中宮地区 

３ 南西部地域 
○枚方地区 
○枚方公園地区 
○出口地区 

４ 南部地域 
○香里地区 
○茄子作・藤田地区 

５ 中南部地域 
○村野・春日地区 
○津田地区 

６ 中東部地域 
○高野道東地区 
○長尾東地区 
○長尾・藤阪地区 

７ 東部地域 ○氷室地区 

 

第二京阪道路 

天野川 

国道１号 

穂谷川 
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５．地域別の景観特性 

 
５．１ 北部地域の景観特性 

 ■地域の特性図(北部地域) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【地域住民が考える地域の景観特性】 

 １位 ２位 ３位 

くずはモール くずはタワーシティ 市民の森 
地域周辺のランドマーク 

くずはモール くずはタワーシティ 市民の森 
淀川 市民の森 樟葉駅周辺 

景観で良いと思う場所 
淀川 市民の森 樟葉駅周辺 
淀川 交野天神社 遺跡（台場跡など） 

残していきたい景観や場所 
淀川 交野天神社 遺跡（台場跡など） 
国道１号沿道 樟葉駅周辺 くずはゴルフ場 

景観を改善したい場所 
国道１号沿道 樟葉駅周辺 くずはゴルフ場 

 注）「上段   は市域内、下段   は当該地域内」の住民が回答した景観。 

景観類型 特  性 

ターミナル拠点 
○樟葉駅は多くのバス路線が発着するターミナル駅であるり、駅前はショッピングモールと
広場がリニューアルされ、にぎわいとともに、人々が交流し憩える空間となっている。 

道路軸 

○国道 1 号と（府）京都守口線は、京都から本市へ入る入口であり、本市を印象付ける場所
である。 

○本地域の道路沿道は、比較的街路樹が整備され、緑豊かな景観を形成している。 

河川軸 

○淀川の雄大な自然景観や船橋川沿岸の桜並木など、全体として河川と調和した良好な自然
景観を形成している。 

○穂谷川、船橋川、天満川沿岸では自然巡回路の整備が進んでいる。 

眺望・ランドマーク 
○淀川の広がりや北摂山系の眺望とともに、建物の高さが本市で最も高いくずはタワーシテ
ィが建設され、新たなランドマークとなっている。 

自然・公園・緑地 
○花と森をイメージし親水空間とともに良好な自然環境が整備されている市民の森をはじ
め、枚方八景である牧野公園の桜や中の池公園のグラウンドなど、人々が交流し憩える空
間が整備されている。 

住宅地 

○計画的に開発されたくずはローズタウンは、街路整備や緑化の進んだ良好な住環境を形成
している。 

○地域の各所に比較的大規模な公営住宅があり、現在建て替えが進められている。 

○楠葉中之芝では、台場跡を史跡として保存するとともに、土地区画整理事業により新たな
住宅地が形成される予定である。 

商業・業務地 

○樟葉駅周辺では、ショッピングモールのリニューアルにより良好な商業地景観を形成して
おり、今後、商店街へのにぎわいの広がりが期待される。 

○牧野駅周辺は、再開発事業により一部の商店の集約が図られるが、駅北側は現在も小規模
商店が集積する界隈性豊かな商業地を形成している。 

工業地 
○地域東部の枚方企業団地は、規模が大きい工業団地であり、区画整理事業により整った区
画となっており、工場周辺の街路は広く、工場内の敷地も比較的緑化が行われている。 

歴史 

○重要文化財の社殿を持つ交野天神社・片埜神社をはじめ歴史文化遺産が多く、また、二ノ
宮神社の森など、神社を取り囲む鎮守の森が幾つか残されている。 

○町楠葉の京街道沿いの町並景観や寺内町招提では歴史的な町割と景観が残っている。 

【地域概要(北部地域)】 
この地域は、淀川と穂谷川、国道 1号に囲まれており、地域の西側を京阪本線が通っている。地域の歴史は

古く、樟葉駅周辺はあらゆる世代の人々のニーズにこたえる枚方市北部の中心地として、また、牧野駅周辺は
商店街の形成など生活に便利なまちとして発展している。概ね平坦な地形だが、北東部付近は標高 20～30ｍの
丘陵となっている。 
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５．地域別の景観特性 

 
５．２ 中部地域の景観特性 

 ■地域の特性図(中部地域) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
【地域住民が考える地域の景観特性】 

 １位 ２位 ３位 
枚方市民病院 関西外大中宮キャンパス 御殿山駅 

地域周辺のランドマーク 
枚方市民病院 関西外大中宮キャンパス 御殿山駅 

淀川の河川公園 中央図書館周辺 天野川 
景観で良いと思う場所 

淀川の河川公園 中央図書館周辺 車塚公園 

淀川の景観 天野川 百済王神社 
残していきたい景観や場所 

淀川の景観 天野川 百済王神社 

国道１号沿道 天野川 牧野駅周辺 
景観を改善したい場所 

国道１号沿道 天野川 牧野駅周辺 

 注）「上段   は市域内、下段   は当該地域内」の住民が回答した景観。

景観類型 特  性 

ターミナル拠点 

○牧野駅周辺は再開発事業により、再開発ビルの建設と駅前広場の整備が行われ、穂谷川の景観
とともに、にぎわいとゆとりのある空間が創出されている。 

○御殿山駅の東側には駅前広場が整備されている。駅周辺には、商店街が形成されているほか、
京都守口線沿いを含めて中小規模の店舗が点在している。 

道路軸 

○国道 1 号は沿道に様々な店舗が建ち並び、大きさや色彩など統一性のない看板によって雑然と
した沿道景観となっている。 

○本地域の幹線道路には、整備中や整備後間もない路線があり、今後沿道の土地利用が進む可能
性がある。 

河川軸 

○天野川では、桜並木や親水性を活かした水辺空間が整備され、憩いと潤いのある良好な自然景
観を形成している。 

○穂谷川沿岸では自然巡回路の整備が進んでいる。 

眺望、ランドマーク 

○関西外国語大学の新学舎（中宮キャンパス）が建設され、旧学舎は中央図書館等として整備さ
れ、双方とも新たなランドマークとなっている。 

○御殿山～禁野～宮之阪にかけて連なる斜面緑地は、京阪電車から望むことができ、枚方を特徴
づける景観である。 

自然・公園・緑地 

○特別史跡で枚方八景でもある百済寺跡は、史跡公園として整備され、市民に親しまれている。 

○交北公園や中央図書館北側の防災公園など比較的規模が大きい公園の整備が進んでいる。 

○渚水みらいセンターには、親水空間が整備され、人々が交流し憩える空間が形成されている。 

住宅地 

○地域の各所に比較的大規模な住宅団地があり、ＵＲ都市機構の中宮第一、第二団地などの建て
替えが進められている。 

○旧集落のほか比較的古くからの住宅地が多く、高密度かつ適度に用途が混在し、利便性の高い
住宅地を形成している。 

商業・業務地 

○御殿山駅周辺は、東側の駅前広場周辺を中心に商店街が形成されているほか、京都守口線の沿
道に商業地が延びている。 

○宮之阪駅周辺は、京阪交野線沿いから禁野方面にかけての道路沿いに規模が大きい商店街が形
成されている。 

工業地 

○小松製作所大阪工場は、工場の一部が関西外国語大学（中宮キャンパス）となり規模は減少し
たが、工場規模は非常に広く景観に与える影響は大きい。 

○工場の敷際には比較的多くの緑化が行われている。 

歴史 

○百済寺跡をはじめ、牧野車塚古墳・禁野車塚古墳、渚院跡など史跡が多く点在している。 

○中宮平和ロードは、片町線津田駅から陸軍枚方製造所まで敷設された軍事用の引込線跡を平成
３年に整備したもので、現在は平和ロードとして人々が交流し憩える空間が形成されている。 

○地域には、田口、磯島、渚、甲斐田などの集落が点在している。 

【地域概要(中部地域)】 
地域の西側は淀川が流れ、京阪本線が通り、東側は国道 1 号が走っている。南側は天野川を経て枚方市駅につな

がり、利便性に富んだ地域となっている。地域東部は枚方台地上にあり概ね平坦だが、地域西部は低地部との間が
段丘崖となり高低差のある地形となっている 
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５．地域別の景観特性 

 
５．３ 南西部地域の景観特性 

 
 

 
 ■地域の特性図(南西部地域) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 注）「上段   は市域内、下段   は当該地域内」の住民が回答した景観。 

景観類型 特  性 

ターミナル拠点 

○枚方市駅は本市で鉄道乗降客数が最も多く、市内全域からバス路線が集まっており、周辺には本市
で最も多くの商業施設が集積している。 

○枚方公園駅は、ひらかたパークや淀川の水辺公園、枚方宿鍵屋資料館の最寄り駅であり、東西に駅
前広場が整備されている。 

道路軸 
○本地域を通る国道 1 号、170 号ともに交通量が多いが、街路樹が少なく、雑然とした印象の沿道景
観となっている。 

河川軸 

○淀川の河川敷にはひらかた水辺公園が整備され、広大な自然景観と調和し、人々が交流し憩える良
好な水辺景観を形成している。 

○天野川では、親水性を活かした水辺空間の整備や桜の植樹など、憩いと潤いのある良好な自然景観
を形成している。 

眺望、ランドマーク 

○雄大な淀川を望む眺望景観は「淀川の四季」として親しまれている。 

○万年寺山の御茶屋御殿跡展望広場が整備され、眺望景観の視点場として人々が交流し憩える空間が
形成されている。 

○ひらかたパークは、大阪府内で 2番目に来場客数が多いアミューズメントパークであり、敷地内の
緑化や観覧車のライトアップなど景観に配慮した整備がされ、また、地域のランドマークとして広
く認識されている。 

○枚方市駅の北側では、倉敷紡績枚方工場跡地にラポールひらかたや関西医科大学付属枚方病院など
が整備され新たなランドマークとなっており、今後関西医科大学の学舎の建設も予定されている。

自然・公園・緑地 

○淀川とともに枚方八景である万年寺山の緑陰や枚方丘陵があり、中心市街地であるにも拘らず自然
景観に恵まれている。 

○出口雨水幹線（通称：水面廻廊）は、親水空間として整備され、うるおいのある景観が形成されて
いる。 

住宅地 

○枚方丘陵には比較的古くからの住宅地があり、地形を生かした良好な景観が形成されている。 

○伊加賀西町には、府住宅供給公社による戸建て住宅や土地区画整理事業地など計画的な住宅地が広
がっている。 

○スーパー堤防上やひらかたパーク周辺の社宅、福利厚生施設跡地に高層住宅の建設が進んだ。 
商業・業務地 

○枚方市駅周辺は、二度の再開発事業や交通の利便性から商業施設の一大集積地となっているが、建
物の色彩や看板など、やや雑然とした景観となっている。 

工業地 
○産業集積地域であるが、工場跡地には戸建て住宅や共同住宅、商業施設が建設され住商工混在化が
進んでいる。 

歴史 

○枚方宿地区では江戸時代後期から明治頃の町家が点在し、意賀美神社に至る万年寺山周道ととも
に、その歴史を活かした景観整備が進められている。 

○蓮如ゆかりの光善寺とその寺内町としての出口集落があり、歴史的な面影を残している。 

【地域住民が考える地域の景観特性】 

 １位 ２位 ３位 
ひらかたパーク 淀川河川敷公園 枚方市役所 地域周辺のランドマーク 
ひらかたパーク 淀川河川敷公園 枚方市役所 
淀川の河川公園 枚方宿 ひらかたパーク 景観で良いと思う場所 
淀川の河川公園 ひらかたパーク 意賀美神社 
淀川の景観 枚方宿 鍵屋 残していきたい景観や場所
淀川の景観 枚方宿 ひらかたパーク 
枚方市駅周辺 国道１号沿道 枚方公園駅周辺 景観を改善したい場所 
枚方市駅周辺 国道１号沿道 枚方公園駅周辺 

【地域概要(南西部地域)】 
この地域は、江戸時代に東海道の宿場が置かれ、淀川の舟運とともに「人とモノが集まる拠点」としてにぎわい、

その後においても鉄道と幹線道路が集中する枚方市の玄関口として、時代の変化に合わせ成長してきた。また、枚方
市を代表する市街地でありながら、段丘崖に残る斜面緑地や淀川、天野川といった自然環境や枚方宿などの歴史環境
にも恵まれた地域となっている。 
枚方公園の後背地には枚方丘陵がせまっており、京阪本線西側の低地との間に段丘崖が形成され、枚方の地形の特

徴が最も現れている地域となっている。 
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５．地域別の景観特性 

 
５．４ 南部地域の景観特性 

 
 

 
 

 ■地域の特性図(南部地域) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
【地域住民が考える地域の景観特性】 

 １位 ２位 ３位 

香里団地 山ノ上小学校 けやき通り 
地域周辺のランドマーク 

香里団地 山ノ上小学校 けやき通り 

けやき通り 香里団地 いちょう通り 
景観で良いと思う場所 

けやき通り 香里団地 いちょう通り 

天野川 香里団地 けやき通り 
残していきたい景観や場所 

けやき通り 香里団地 天野川 

国道１号沿道 天野川 光善寺駅周辺 
景観を改善したい場所 

国道１号沿道 光善寺駅周辺 天野川 

 注）「上段   は市域内、下段   は当該地域内」の住民が回答した景観。 

景観類型 特  性 

ターミナル拠点 
○光善寺駅は橋上化により新しくなったが、駅前広場がなく寄付きが困難である。 

○京阪軌道の連続立体交差事業が計画されている。 

道路軸 

○国道 1号沿いは、起伏ある地形で斜面緑地が多く残っている。 

○（府）枚方交野寝屋川線には沿道サービス業の店舗が多いが、景観は統一されていない。 

○第二京阪道路の沿道では、新たな土地利用計画が予定されている。 

河川軸 

○天野川沿いでは生駒の山なみの眺望が確保でき、後背地には農地が広がり良好な自然景観を形
成している。 

○こもれび水路の整備により、良好な親水空間が楽しめる。 

眺望、ランドマーク 

○国道 1号から天野川～山之上方面を望む景観は、河岸段丘からなる枚方の特色をよく表してい
る。 

○香里団地には様々なタイプの建物があり、それぞれの場所で特色ある景観を形成している。 

○周辺は緑化されており、国道 1号を向いにひらかたパークと良好な景観を形成している。 

自然・公園・緑地 

○枚方丘陵の段丘崖に斜面緑地が形成されている。 

○香里団地などの住宅開発地では、計画的に数多くの公園が配置されて緑が多く取り入れられて
いるため、開放感が漂う。 

○けやき通り、いちょう通りは、周辺の景観の変化にも拘らず良好な街路景観が維持されている。

住宅地 
○香里団地の再生により、中高層住宅の統一感ある住宅地景観が形成されつつある。 

○香里ヒルズは、計画的な開発により、良好な戸建ての住宅地景観が形成されている。 

商業・業務地 ○駅周辺の商業地は、雑然とした景観となっている。 

歴史 

○一部の社寺周辺では住宅開発が進み、歴史的景観が失われつつあるが、高田や茄子作集落、ま
た、中振地区の河内街道沿いは歴史的なたたずまいが残されている。 

○香里ヶ丘支所など香里製造所当時の建物の多くは建て替えられ、歴史的なたたずまいがなくな
っている。 

【地域概要(南部地域)】 
 この地域は、天野川、国道 1号と第二京阪道路に囲まれており、地域の南西側は寝屋川市との市境となっ

ている。枚方市を代表する住宅地である香里団地を中心として、広範囲に住宅地が広がっている。また、住宅
地での整備された緑は比較的多いが、自然の樹林や田畑が少ない地域である。地域の大半が丘陵部であるため、
起伏のある地形となっている。 
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５．地域別の景観特性 

 
５．５ 中南部地域の景観特性 

 
 

 
 
 
 ■地域の特性図(中南部地域) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
【地域住民が考える地域の景観特性】 

 １位 ２位 ３位 

星ヶ丘厚生年金病院 津田南小学校 ＪＲ津田駅 
地域周辺のランドマーク 

津田南小学校 星ヶ丘厚生年金病院 ＪＲ津田駅 

山田池公園 農地 天野川 
景観で良いと思う場所 

山田池公園 農地 天野川 

山田池公園 天野川 農地 
残していきたい景観や場所 

山田池公園 天野川 農地 

国道１号沿道 天野川 津田駅周辺 
景観を改善したい場所 

津田駅周辺 国道１号沿道 天野川 

 注）「上段   は市域内、下段   は当該地域内」の住民が回答した景観。 

景観類型 特  性 

ターミナル拠点 
○各駅は地区拠点として生活に身近な商業、サービス機能の集積が図られている。 

○津田駅に駅前広場が整備されたことで周辺に中高層住宅が建設された。 

道路軸 

○国道 1号や 307 号沿道は、サービス業の店舗が多く、看板などにより雑然とした景観である。 

○第二京阪道路沿道では計画的な住宅地が開発され、自然と都市景観が調和した景観を創り出してい
る。 

○（府）交野久御山線沿道には店舗が多いが、景観は統一されていない 

河川軸 
○河川沿いから幅広い視界を得ることができ、生駒と北摂の山なみの眺望を確保できる。 

○河川の後背地に広がる良好な田園景観がある。 

眺望、ランドマーク 

○第二京阪道路が生駒山系の裾野を走り、東部に広がる山並みの眺望景観が特徴的である。 

○一方では、第二京阪道路の開通で、生駒山系の山なみの稜線が見えにくくなった地区もある。 

○公共施設や大規模病院は地域のランドマークとなっている。 

自然・公園・緑地 

○地域内に広がる農地は市街化調整区域であり、自然景観の保全が図られている。 

○住区基幹公園の計画面積が少ないため、自然の地形を活かした散策所や休憩所の整備が期待され
る。 

住宅地 
○山裾から市街地への移行部にあたる住宅地では緑が確保され、自然環境と調和した景観を形成して
いる。 

商業・業務地 ○地域のランドマークであった酒造所がなくなり、大規模商業施設となった。 

工業地 
○307 号沿道には大規模工場が立地し、その近隣には工業団地も立地しているなど、工場地が多い。
一部で住工が混在している地区があり、双方の協調が求められている。 

歴史 
○東高野街道の沿道には出屋敷集落のような歴史的な面影が残されている。 

○春日集落などの周辺には、新しい住宅地が進出し始めている。 

【地域概要(中南部地域)】 
 この地域は、天野川と穂谷川、国道 1号と第二京阪道路に囲まれており、地域の南側は交野市との市境となってい
る。国道 307 号が東西に走り、その周辺に工業団地が形成され、さらに新しい住宅地が作られている。また、地域の
北側を穂谷川が、西側を天野川が流れ、一団のまとまった農地があるなど自然環境に恵まれている。 
 天野川と穂谷川の２つの天井川に囲まれた地域で、天野川沿いは河岸段丘となり、その他は台地となっている。た
め池が多く、穂谷川に沿って緑が残っている。 

39



５．地域別の景観特性 

 
５．６ 中東部地域の景観特性 

 
 

 
 ■地域の特性図(中東部地域) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 注）「上段   は市域内、下段   は当該地域内」の住民が回答した景観。 

景観類型 特  性 

ターミナル拠点 

○JR 長尾駅は地域の活力をひきだすような、また JR 藤阪駅は周辺の自然環境との調和を図るような
拠点形成が必要である。 

○長尾駅は人、車が錯綜し混雑が目立ち、藤阪駅では駅前に商業施設が進出するなど景観が大きく変
化している。 

道路軸 

○国道 1号沿道は丘陵斜面林や工場、沿道サービスの店舗が並び、街路樹を除けば看板などにより雑
然とした景観である。 

○第二京阪道路沿道は新たな「緑の軸」として生駒山系の山並みに配慮し、自然と調和した沿道景観
の形成が進んでいる。 

○（府）交野久御山線沿道には店舗が多いが、景観は統一されていない。 

河川軸 
○穂谷川緑道や船橋川緑道が整備され、沿川に展開する山田池公園や王仁公園をつなぐなどし、良好
な自然景観を形成している。 

眺望、ランドマーク 
○起伏に富んだ第二京阪道路の歩道から新たな山裾景観を楽しめることができるようになった。 

○新たに建設された大阪工業大学は、大阪国際大学とともに地域のランドマークとなっている。 

自然・公園・緑地 

○山田池公園は季節の花が楽しめる広域公園として枚方八景にも選ばれている。 

○王仁公園は総合公園として市民に親しまれている。 

○菅原神社（長尾）の森にはテンダイウヤクの群落がある。 

住宅地 ○計画的に開発された住宅では、整然とした区画を持つ良好な住宅地景観が形成されている。 

商業・業務地 ○店舗の減少や建て替えにより、景観が変わりつつある。 

工業地 ○同種系統の製造会社が集積していたが、機能が変化し新たな土地利用も見られる。 

歴史 
○指定文化財はすべて府指定で正俊寺の石造層塔、移築復元した田中家鋳物工場・主屋、田口山弥生
時代遺跡、伝王仁墓がある。ほかに明善寺の巨大な本堂も藤阪集落の景観要素となっている。 

【地域住民が考える地域の景観特性】 

 １位 ２位 ３位 

山田池公園 王仁公園 大阪国際大学 
地域周辺のランドマーク 

山田池公園 王仁公園 大阪工業大学 

山田池公園 王仁公園 第二京阪道路 
景観で良いと思う場所 

山田池公園 王仁公園 第二京阪道路 

山田池公園 王仁公園 穂谷川 
残していきたい景観や場所

山田池公園 王仁公園 穂谷川 

国道１号沿道 長尾駅周辺 山田池公園 
景観を改善したい場所 

長尾駅周辺 国道１号沿道 藤阪駅周辺 

【地域概要(中東部地域)】 
 この地域は、穂谷川、国道 1 号と第二京阪道路に囲まれており、地域の北側は八幡市との市境となっている。長
尾丘陵に位置し、郊外都市として利便性と自然環境のバランスがとれたゆとりある住宅地が形成されている。 
 長尾丘陵に位置し、起伏のある地形となっている。地域北東部に比較的大規模な雑木林があり、まとまった農地
もみられる。 
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５．地域別の景観特性 

 
５．７ 東部地域の景観特性 

 
 
 
 
 ■地域の特性図(東部地域) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
【地域住民が考える地域の景観特性】 

 １位 ２位 ３位 

第二京阪道路 氷室小学校 関西外大穂谷キャンパス 地域周辺のランドマー

ク 関西外大穂谷キャンパス 氷室小学校 第二京阪道路 

穂谷の里山 杉地区 国見山 
景観で良いと思う場所 

穂谷の里山 杉地区 国見山 

穂谷の里山 穂谷地区 杉地区 残していきたい景観や

場所 穂谷の里山 杉地区 穂谷地区 

第二京阪道路沿道 国見山 国道 307 号尊延寺の道路 
景観を改善したい場所 

第二京阪道路沿道 国道 307 号尊延寺の道路 新興分譲地の街並 

 注）「上段   は市域内、下段   は当該地域内」の住民が回答した景観。 

景観類型 特  性 

道路軸 

○第二京阪道路沿道は新たな「緑の軸」として生駒山系の山並みに配慮し、自然と調和した沿道
景観の形成が進んでいる。 

○国道 307 号(枚方高槻線)の開通により、身近に農地や山林の緑を感じることができる。 

河川軸 
○河川の生態系など自然を感じることができ、川沿いでは山間地集落の落ち着いたたたずまいが
残る。 

眺望、ランドマーク 

○国見山からの眺望は以前と変わらず市内を一望でき、枚方八景にも選ばれている。 

○関西外国語大学（穂谷キャンパス）や東部清掃工場は、周辺の自然景観と調和した地域のラン
ドマークである。 

自然・公園・緑地 

○住宅地開発などにより、自然景観が年々失われつつあるが、里山の自然は現在も保全され良好
な自然景観を形成している。 

○氷室地域の棚田の広がりは、美しい田園風景をもたらしている。 

住宅地 ○計画的に開発された住宅地では、生駒山系につながる山裾の景観を整えている。 

工業地 
○整備が進んでいる津田サイエンスヒルズは自然と共生し、工場緑化など地区内には緑が多く、
美しい景観が形成されている。 

歴史 

○山間地には、大和棟、素麺づくり、酒づくりなどの特徴的な文化を伝える旧集落が残る。 

○特に穂谷地区は棚田や集落と一体となった里山の景観が形成されている。 

○三之宮神社、厳島神社など歴史的にも貴重な遺産が多くある。 

【地域概要(東部地域)】 
 この地域は、第二京阪道路と市境に囲まれている。里山などの自然的資源に恵まれた地域であり、また、
第二京阪道路の整備が完了したことにより、交通混雑の緩和や周辺都市へのアクセス性の向上など、地域の
利便性が向上している。 
 地域の大半は生駒山系に連なる山地の裾野と穂谷川の扇状地により形成され、地域内で２６０ｍの標高差
がある。地域南部は近郊緑地保全区域や農業振興地域に指定され、農地や山林などが地域全体の約８割を占
める。 

 国道 307 号 
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