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都市再生整備計画の目標及び計画期間

市町村名 地区名 面積 24.2 ha

平成 20 年度　～ 平成 24 年度 平成 20 年度　～ 平成 年度

目標

目標設定の根拠
まちづくりの経緯及び現況

課題

将来ビジョン（中長期）

目標を定量化する指標

単　位 基準年度 目標年度

回／年
18年度 24年度

％
19年度 24年度

％
19年度 24年度

％
19年度 24年度

人・台／8時間
19年度 24年度

人／年
18年度 24年度

40

文化イベント開催数

・寝屋川市駅周辺の地域は、高度経済成長期において乱開発された低層の木造住宅が密集するとともに、狭隘な道路による脆弱な駅周辺の交通は、歩行者等の安全な交通、防災性などに対して、懸念されている。
・市民の多様な文化活動・交流の場として、音楽を主体とした多目的ホール等の整備が求められている。
・都市計画道路寝屋川駅前線については、交通の円滑化を図るとともに、寝屋川市の玄関口としてシンポル的な道路となるよう、適切な歩行者等の空間を確保し、緑化や景観、防災機能等を考慮した整備を行い、道路沿道や地域周辺の良好なまちづくり
を図れるようにすることが必要である。
・市民の生涯学習への支援、交流の場づくりをより一層活性化するため、市域で最も利便性の高い寝屋川市駅前への図書館の開設が求められている。

・都市再生本部において都市再生緊急整備地域として決定（H14.7.24）された、寝屋川市駅東地区（面積約11ha）を含んだ計画区域としており、この都市再生緊急整備地域の地域整備方針においては、生活・文化・交流の拠点を形成することを目標とし、
都市開発事業を通じて、居住機能に加えて、情報系の大学と連携した教育・文化機能等の複合的な都市機能を集積することとしている。また、駅へのアクセス性の向上や隣接する密集市街地の防災性の向上を図るため、都市計画道路寝屋川駅前線の
整備を行うこととしている。
・第四次寝屋川市総合計画及び都市計画マスタープランにおいては、本市の中心核の形成を図るため、水と緑と文化性を備えた、商業・業務の拠点としてのまちづくりを進めることとしている。
・都市計画マスタープラン及び都市再開発方針においては、シンボル性の高い都市景観の形成を進めるとともに、都市環境の向上を図ることとしている。
・市域内の鉄道４駅周辺整備構想においては、寝屋川市のメインストリートとして、交通機能だけでなく、寝屋川市の顔としての景観軸、イベントの場などの機能を位置づけている。

目標と指標及び目標値の関連性

450

従前値 目標値指　　標 定　　義

都道府県名 大阪府 寝屋川市 寝屋川市駅東地区

計画期間

30

景色・景観の満足度 駅周辺通行者の満足度
駅東地区整備による景色や景観の美しさに対する市民の満足度
を表す指標とする。

交付期間 24

大目標 ：潤い(にぎわい・景観・緑)とやすらぎ(安全・安心)の協創により、市民文化に支えられた都市環境を再生する。
　目標１：市の中心核において生活・文化・交流の拠点を整備し、地域の活性化を図る。
　目標２：市民の文化的活動が生み出され育まれる場を創造し、まちのにぎわいの創出を図る。
　目標３：交通アクセス性の強化と防災性能の向上、歩行者空間のバリアフリー化を推進する。

・寝屋川市駅東地区は、市を縦断する京阪本線の寝屋川市駅東側に位置し、駅の乗降客数においては１日当り約７万人あり、駅周辺には低層の木造住宅地が広がる地域である。
・この地域の一部は、都市再生本部による都市再生緊急整備地域に第一次指定（平成14年7月）され、密集市街地の再生を図り、生活・文化・交流の拠点を形成することが目標とされている。市の総合計画においても、本市の中心核の形成を図るため、
水と緑と文化性を備えた、商業・業務の拠点としてのまちづくりを進めることとし、まちづくりを進めているところである。
・駅周辺のまちづくりにおいては、昭和61年に駅前市街地再開発事業が完成、平成13年度には連立事業によって、京阪本線の寝屋川市駅付近が高架化されたことに合わせて、まちづくり総合支援事業を活用して東西にある駅前広場を再整備し、交通結
節点機能の強化を図っている。
・駅西側に隣接する、一級河川の寝屋川においては、公募市民による寝屋川再生ワークショップからの提案を基にした親水公園（寝屋川せせらぎ公園）を整備した。（平成17年5月）
・平成19年度は、東側駅前広場の東側付近において、寝屋川市駅東地区第二種市街地再開発事業の施行認可がなされたところである。この再開発事業の中で、地域交流センター及び都市計画道路寝屋川駅前線（未整備区間600mのうち幅員32m、延
長250m区間）の整備を行うこととしている。
・地域交流センターについては、平成15年度に実施した市民へのアンケート調査の結果では、「センターが建てられたら利用したいと思う」が90％以上であり、平成16年12月、市民文化団体代表者等による「寝屋川市駅東地区ホール計画検討委員会」か
ら「音楽を主体とした多目的ホールの建設」が提言されている。
・都市計画道路寝屋川駅前線については、平成16年度に、公募市民（28名）による明日の寝屋川市駅周辺まちづくり市民ワークショップを４回行い、沿道整備のあり方について検討を行った。この報告における整備イメージを踏まえた景観形成について、
平成19年度市民との協働による検討（計３回30名）を行い、平成19年度の実施設計に反映していくこととしている。
・平成17年度には、都市再生モデル調査を実施し、ゲーム・ＣＧを活用したまちづくりをテーマとして、大学連携によるまちづくりの検討を行った。
・また、平成17年2月に、市立中央小学校で起きた事件を契機に、学校安全対策の充実、また周辺地域における子どもの安全見守り隊が組織されるなど、市民との協働により、まちの安全・安心を確保しようとする機運が醸成されているところである。
・平成17年4月には、地域活性化を目的とした、市の地域情報を網羅したポータルサイト「ねやがわ元気ねッと」が開設された。
・（仮称）駅前図書館については、かねてより「図書館活動に関わる市民団体」等からの要望があり、かつ平成20年に実施した市民へのアンケート調査の結果では、「社会教育（図書館など）の取り組みに対する満足度」が15.7％と低位であり、さらなる
図書館の充実が必要不可欠である。なお、平成20年11月に寝屋川市駅に比較的近い市民会館内東図書館に子ども図書室を増床設置する等して対応している。

文化イベントの区域内年間開催数
市民が憩い交流することの出来る文化活動の場を提供することの
指標とする。

373

24

30

安全・安心の満足度 駅周辺通行者の満足度
駅東地区整備による安全・安心に対する市民の満足度を表す指標
とする。

18

緑の満足度 駅周辺通行者の満足度
駅東地区整備による緑の豊かさに対する市民の満足度を表す指
標とする。

17

地区内の自転車・歩行者通行者数

246,393図書館利用者数 年間に貸出しを受けた人の述べ人数
市民が読書・情報収集を通じて学び、文化的活動や交流する場と
してを提供することの指標とする。

219,207

寝屋川市の中心核として賑わい、活性化を表す指標とする。 11,300 11,900地区内通行者数
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都市再生整備計画の整備方針等

計画区域の整備方針

その他
○今回の計画区域は、平成14年7月24日に都市再生本部により指定された都市再生緊急整備地域を含んだ区域で、本計画を第1期の都市再生整備計画として、寝屋川市駅東地区第二種市街地再開発事業と関連した事業展開を行っている。このため、市の玄
関口におけるシンボル的な道路として整備する都市計画道路寝屋川駅前線については、寝屋川市駅東側駅前広場から幹線道路である国道170号（大阪外環状線）までの延長約600mのうち、約250mを整備することとし、この区間において、各種、提案事業等を進
めることとしている。今後、残る区間約350mにおける事業化については、第2期の都市再生整備計画において引続き地区のまちづくりに関する事業等を加えて進めることとしており、継続的なまちづくりの推進を図る。
○市民や学校、周辺商業者、NPO等との連携については、整備計画の完了後においても、今回の事業を契機として、継続的な活動が図られるようにする。

●整備方針３（交通アクセス性の強化と防災性能の向上、歩行者空間のバリアフリー化を推進する。）
・各公共施設等へ安心して円滑な移動が出来るように、安全性・利便性の向上を図る為、情報案内の充実を図る。

・密集市街地である当地区において、寝屋川市駅東地区第二種市街地再開発事業により地域交流センターや都市計画道路寝屋川駅前
線を整備するとともに、都市計画道路寝屋川駅前線における歩行空間の一部を活用した災害時に対応する施設の整備を行うなど、地域
の防災機能の向上を図る。

・都市計画道路寝屋川駅前線における歩行者空間を活用して、防災・防犯に対する市民の意識向上を図るため、市民との協働による活
動を推進する。

【基幹事業】　○地域生活基盤施設＜情報板設置事業＞
　

【基幹事業】　○地域生活基盤施設（安全・安心創出事業）<災害時における空間活用（街角防災スペース）>
【基幹事業】　○高次都市施設<地域交流センター>
【関連事業】　○寝屋川市駅東地区第二種市街地再開発事業＜寝屋川市駅東地区＞
【関連事業】　○寝屋川市駅東地区第二種市街地再開発事業＜寝屋川市駅東地区＞
【関連事業】　○安全安心創出事業＜防犯グッズの展示・販売／ひったくり防止キャンペーンの実施＞
【提案事業】　○事業活用調査＜事業効果分析＞

方針に合致する主要な事業
●整備方針１（市の中心核において生活・文化・交流の拠点を整備し、地域の活性化を図る。）
・寝屋川市駅東側にて実施する寝屋川市駅東地区第二種市街地再開発事業において、生活・文化・交流の拠点となる、地域交流センター
を整備する。

・都市計画道路寝屋川駅前線については、市の玄関口におけるシンボル的な道路で、市民との協働を進める場となるような整備を行い、
地域の活性化を図るため、植栽や景観にも配慮した歩行者空間を確保するように整備する。

・寝屋川市駅周辺における状況や情報が分かりやすく、各公共施設等への円滑な移動が出来、利便性の向上を図る為、情報案内の充実
を図る。

・市民の生涯学習への支援、交流の場づくりを図り、市駅前商業施設及び駅周辺のにぎわいを創出するため、（仮称）駅前図書館を整備
する。

【基幹事業】　○高次都市施設＜地域交流センター＞＜地域交流センター駐輪場＞
【関連事業】　○寝屋川市駅東地区第二種市街地再開発事業＜寝屋川市駅東地区＞

【関連事業】　○寝屋川市駅東地区第二種市街地再開発事業＜寝屋川市駅東地区＞
【基幹事業】　○高質空間形成施設　＜街路グレードアップ・景観形成事業（再開発事業区域内：幅員32ｍ、延長250ｍ）＞
【基幹事業】　○高質空間形成施設　＜景観形成事業・(市)太秦黒原線＞
【基幹事業】　○地域生活基盤施設　＜情報板設置事業＞

【提案事業】　○事業活用調査＜事業効果分析＞

【提案事業】　○地域創造支援事業＜図書館＞

●整備方針２（市民の文化的活動が生み出され育まれる場を創造し、まちのにぎわい創出を図る。）
・道路整備だけでなく、その沿道の魅力や活力を創出することが重要であるため、沿道のにぎわいを創出するための方策を検討し、今後
のまちづくりに活用できる構想を策定する。

・地域交流センターを活用して、文化活動の推進や育成を行うことにより、市全体の文化・芸術・音楽などの更なる向上と振興を図り、さら
に様々な文化活動との交流・連携を深めることにより、まちのにぎわいの創出を図る。

・学校との連携により、文化創造活動の充実を図り、また大学の持つノウハウをまちづくりに活用し、新たな地域情報や文化情報などを発
信する取り組みを行い、まちのにぎわいの創出を図る。また、将来の担い手の育成を図る。
・地元商業者との連携を推進することにより、まちづくりへの参画促進や意識向上を図り、まちの賑わいや魅力づくりを行う。
・再開発事業後の新しいまちの完成を市民に広く周知するとともに、周辺のにぎわいを創出し、今後の協創のまちづくりへの機運を醸成す
る。

・（仮称）駅前図書館を活用して、市民が求める資料・情報を提供するとともに、市民が子育て情報やギャラリー鑑賞等を通じて交流するこ
とにより、まちのにぎわいを創出する。

【提案事業】　○事業活用調査　（構想策定）＜沿道にぎわい創出構想策定（寝屋川街道のゆとり・うるおい・魅力・活力創出にむけて）＞

【提案事業】　○まちづくり活動推進事業（文化振興事業）＜地域交流センター杮落とし＞
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                 　  　　   ＜文化のまちづくり＞
                                                 　　　                       ＜小学校図工作品展、中学校美術展＞

【提案事業】　○まちづくり活動推進事業（にぎわい創出事業）＜CGを活用したまちのプロモーション＞
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　 　＜まちなか回遊イベント＞
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　　＜まちびらきイベント＞
【提案事業】　○事業活用調査＜事業効果分析＞

　
【提案事業】　○地域創造支援事業＜図書館＞
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交付対象事業等一覧表

（金額の単位は百万円）
基幹事業

（参考）全体 交付期間内 交付対象
開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 事業費

道路

公園

古都及び緑地保全事業

河川

下水道 －

駐車場有効利用システム －

地域生活基盤施設 市 直 － H23 H23 H23 H23 13 13 13 13

高質空間形成施設 市 直 － H22 H23 H22 H23 119 119 119 119

高次都市施設 市 直 － H20 H22 H20 H22 2,673 2,673 2,673 2673

既存建造物活用事業

土地区画整理事業

市街地再開発事業

住宅街区整備事業

地区再開発事業

バリアフリー環境整備促進事業

優良建築物等整備事業

拠点開発型

沿道等整備型

密集住宅市街地整備型

耐震改修促進型

街なみ環境整備事業

住宅地区改良事業等

都心共同住宅供給事業

公営住宅等整備

都市再生住宅等整備

防災街区整備事業

合計 2,805 2,805 2,805 2,805 …A

提案事業
（参考）全体 交付期間内 交付対象

開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 事業費
市 直 － H24 H24 H24 H24 360.0 360.0 360.0 360.0

市 直 － H24 H24 H24 H24 4.0 4.0 4.0 4.0

市 直 － H20 H20 H20 H20 4.2 4.2 4.2 4.2

市 直 － H21 H24 H21 H24 28.5 28.5 28.5 28.5

市 直 － H21 H24 H21 H24 29.2 29.2 29.2 29.2

合計 425.9 425.9 425.9 425.9 …B
合計(A+B) 3,231

（参考）関連事業

直轄 補助 地方単独 民間 開始年度 終了年度
寝屋川市駅東地区
再開発株式会社 国土交通省 1.5ha ○ H19 H24 8,856

市 国土交通省 W=25m、L=350m ○ H21 H27 3,579

市 H23 H24 0

合計 12,435

細項目 うち民負担分

3,231 交付限度額 1,425.6 国費率 0.441

事業箇所名 事業主体
（参考）事業期間 交付期間内事業期間

交付対象事業費

事業 直／間 規模

－

－

－

－

－

住宅市街地
総合整備
事業

0

事業 事業箇所名 事業主体 直／間 規模
（参考）事業期間 交付期間内事業期間

細項目 うち民負担分

地域創造
支援事業

図書館 図書館

事業活用調
査

事業効果分析 －

構想策定 －

まちづくり活
動推進事業

文化振興事業 －

にぎわい創出事業 －

0.0

事業 事業箇所名 事業主体 所管省庁名 規模
（いずれかに○） 事業期間

全体事業費

寝屋川市駅東地区第二種市街地再開発事業 寝屋川市駅東地区

都市計画道路寝屋川駅前線整備事業 （都）寝屋川駅前線

安全・安心創出事業 寝屋川市駅東地区

3



都市再生整備計画の区域

　寝屋川市駅東地区（大阪府寝屋川市） 面積 24.2 ha 区域
東大利町の一部、早子町の一部、日之出町の一部、初町の一部、秦町の一部、高
宮栄町の一部、高宮新町の一部、桜木町の一部、八坂町の一部、本町の一部

寝屋川市

大阪電気通信大学

寝屋川郵便局

中央小学校

寝屋川高等学校

寝屋川市役所

初本町公園

寝屋川市駅

Ｓ＝１／７０００

0　　　50　  100　　　  　200　　　　  300 m

大阪府全域図 N京都府

兵
庫
県

奈
良
県

和歌山県

  寝屋川市 N

寝屋川市駅東地区 24.2ha

香里園

寝屋川

萱島
体育館

電通大

市民会館

東寝屋川駅

寝屋川市駅東地区

寝屋川市

淀川

市民会館

寝屋川市駅東地区　第二種市街地再開発事業Ｈ２０～Ｈ２２
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文化イベント開催数 回/年 373 （18年度） → 450 （24年度）

景色・景観の満足度 % 24 （19年度） → 40 （24年度）

目標 1 市の中心核において生活・文化・交流の拠点を整備し、地域の活性化を図る。 緑の満足度 % 17 （19年度） → 30 （24年度）

目標 2 市民の文化的活動が生み出され育まれる場を創造し、まちのにぎわいの創出を図る。 安全・安心の満足度 % 18 （19年度） → 30 （24年度）

目標 3 交通アクセス性の強化と防災性能の向上、歩行者空間のバリアフリー化を推進する。 地区内通行者数 人・台/8時間 11,300 （19年度） → 11,900 （24年度）

　寝屋川市駅東地区（大阪府寝屋川市）　整備方針概要図

大目標
潤い（にぎわい・景観・緑）とやすらぎ（安全・安心）の協創により、市民文化に支
えられた都市環境を再生する。

代表的
な指標

ね や がわ し え き   ひ が し ち く　　　　　　　　　　　  ね や が わ し

Ｓ＝１／10000
0　　   50　     100　             　200 　　　　      300 m

初本町公園

第一中学校

大阪電気通信大学

中央幼稚園

市立市民会館

寝屋川郵便局

中央小学校

寝屋川高等学校

寝屋川市役所

東小学校

近畿運輸局

寝屋川市駅

産業振興センター アドバンス

京阪本線

■高質空間形成施設
　街路のｸﾞﾚｰﾄﾞｱｯﾌﾟ・景観形成事業
　・再開発事業区間：幅員32ｍ、延長約250ｍ

○ 関連事業
　安全・安心創出事業
  　・ひったくり防止キャンペーンの実施
　　・防犯グッズの展示

□まちづくり活動推進事業
　   文化振興事業
　　 ・地域交流センターの杮落とし
　　 ・文化のまちづくり
　　 ・小学校図工作品展･中学校美術展
　

□まちづくり活動推進事業
　  にぎわい創出事業
　　・ＣＧを活用したまちづくりプロモーション
　　・まちなか回遊イベント
　　・まちびらきイベント

■ 地域生活基盤施設
　　情報板設置事業

■高次都市施設
　地域交流センター

イメージ図

□事業活用調査
　  構想策定
　  　沿道にぎわい創出構想策定 イメージ図イメージ図

サークルベンチ 花  壇

イメージ図

○関連事業
　寝屋川市駅東地区 第二種市街地再開発事業

○関連事業
　都市計画道路寝屋川駅前線整備事業

　

  　：　基幹事業

  ：　提案事業

 ：　関連事業

凡　　例

： まち交対象区域

■地域生活基盤施設
　安全・安心創出事業
    ・災害時における空間活用（街角防災スペース）

□ 事業活用調査
　　事業効果分析

イメージ図

  ：　都市再生緊急整備
　   地域区域

■ 高次都市施設
　　地域交流センター駐輪場

■高質空間形成施設
　　景観形成事業

□地域創造支援事業
　　図書館

イメージ図

■ 地域生活基盤施設
　　情報板設置事業

イメージ図
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