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駅 前 等 再 開 発 特 別 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成２３年１０月４日（火）午後１時　　　　開会

　　　　　　　　　　　　　午後１時３１分　閉会　　　　　　　　　

１．場所

第二委員会室

１．出席委員
委 員 長 木村勝彦  副委員長 渡辺慎吾  委　　員 大澤千恵子
委　　員 藤浦雅彦  委　　員 上村高義  委　　員 弘　　豊

　　委   長 三好義治 

１．欠席委員
なし


１．説明のため出席した者
副市長　小野吉孝
都市整備部長　小山和重 同部次長　吉田和生　　都市計画課長　新留清志　
同課参事　磯崎秀彦　　　　同課参事　三輪知広

１．出席した議会事務局職員
事務局局次長　藤井智哉　　　同局書記　田村信也

１．案件
吹田操車場跡地まちづくりについて
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（午後１時　開会）

○木村勝彦委員長　ただいまから駅前等

再開発特別委員会を開会します。

　理事者からあいさつを受けます。

　小野副市長。

○小野副市長　本日は駅前等再開発特別

委員会を開催いただきましてありがとう

ございます。

　本日は吹田操車場跡地まちづくりにつ

いて、お手元の資料の内容のとおり、一

定の説明をさせていただきたいと考えて

おりますので、よろしくお願い申し上げ

ます。

○木村勝彦委員長　あいさつが終わりま

した。

　本日の委員会記録署名委員は大澤委員

を指名いたします。

　それでは、吹田操車場跡地まちづくり

について説明願います。

　小山都市整備部長。

○小山都市整備部長　それでは、内容を

ご説明申し上げます。

　平成２３年６月１４日付で吹田操車場

跡地まちづくりに伴う吹田操車場跡地土

地区画整理事業の事業計画の変更が認可

されましたので、内容をご説明させてい

ただくものでございます。

　ご配付させていただいております土地

区画整理事業の資金計画につきましては、

事業計画の抜粋であります。３月の定例

会で当初の資金計画をご配付させていた

だいておりますが、事業計画の変更に伴

い資金計画も変わりましたので、新旧対

照のものをご配付させていただくもので

あります。

　また、パンフレットにつきましても一

部変更箇所がございますので、新と旧の

ものをご配付させていただいております。

　詳細につきましては、引き続き担当参

事のほうから説明させますので、よろし

くお願いします。

○木村勝彦委員長　磯崎都市計画課参事。

○磯崎都市計画課参事　それではご配付

しております資料と、スクリーンを使い

まして説明させていただきます。

　まず、吹田操車場跡地土地区画整理事

業の主な経緯でございますが、都市区画

整理事業につきましては、平成２０年４

月１７日に都市計画決定を経て、翌年の

平成２１年４月２７日に当初の事業計画

につきまして国土交通省の認可をいただ

いております。その後、同年６月２９日

に事業に着手いたしまして、現在平成２

７年度の完成に向けまして鋭意、工事を

実施しております。

　当初の実施計画につきましては、先ほ

ど部長がご説明されたとおり、平成２３

年第１回定例会におきまして、収入や支

出の資金計画につきまして配付させてい

ただいておりますが、今回、本年６月に

事業計画の変更が認可されたことから、

本委員会にご報告させていただきます。

　事業計画の変更内容でございますが、

土地の利用計画の変更と資金計画の一部

につきまして変更しております。

　それでは、具体的な変更内容につきま

してご説明いたします。お手元に配付し

ております資料、「北部大阪都市計画事

業吹田操車場跡地土地区画整理事業変更

事業計画書」をご覧ください。スクリー

ンにも同じ物をお示ししております。

　２枚目をご覧ください。まず、事業施

行期間と資金計画がございます。事業の

施行期間につきましては、今回、変更は

ございません。施行の終了が平成３３年

３月３１日となってございますが、これ

は清算期間を含んだ事業の施行期間でご

ざいます。

　次に、資金計画につきましてご説明い

たします。表で２段書きしておりますも
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のは、上段が変更後、下段が変更前を示

しております。

　まず、収入につきまして、補助金２０

億円につきましては、今回、変更はござ

いません。次に保留地処分金収入の約９

０億円でございますが、今回７２４万３，

０００円の減額となっております。理由

といたしましては、保留地予定街区に隣

接しております道路の線形見直しにより

まして、保留地予定街区の面積が若干減っ

たことによるものでございます。

　収入の合計といたしましては、保留地

処分金収入が減った分、減額となります

が、変更前の約１１０億円から大きな変

更はございません。

　次に、支出についてでございますが、

まず１点目、道路築造費につきましては

変更はございません。その下の公園築造

費につきましては、土地利用計画の見直

しにより若干面積が増えたことによりま

して３９万３，０００円の増額というこ

とになっております。その下段の緑地築

造費につきましても、土地利用計画の見

直しによりまして、面積が減っておりま

す。それに伴いまして４３６万円の減額

ということになっております。

　次ページをご覧ください。支出の続き

でございますが、まず上段の移転移設補

償費、その下の上水道、下水道、ガスの

整備費につきましては、今回、変更はご

ざいません。宅地整備費につきましては、

土地利用計画の見直し等によりまして３

９６万７，０００円の増額となっており

ます。　その他工事費、調査設計費につ

きまして変更はございません。

　工事費の合計につきましては、項目ご

との増減はございますけれども、合計の

変更はございません。

　次にその下の事務費につきましては、

予期せぬ地中障害物件等の対応などに係

る関係機関との協議・調整や、墓地移転・

自由通路など関連事業との工程調整等に

おいて、想定を上回る検討作業や調整が

必要になったということで、２億３，６

７３万８，０００円の増額となっており

ます。

　次に建設利子につきましては、工事の

執行年度の見直しによりまして、借入金

が減少することによりまして２億４，３

９８万１，０００円の減額となっており

ます。

　支出につきましては、これらを合計い

たしますと７２４万３，０００円の減額

となっております。

　続きまして、土地利用計画の主な変更

箇所について説明いたします。

　お手元に配付しております新旧のパン

フレットをご覧ください。変更箇所は５

か所でございます。スクリーンでは変更

箇所を拡大してご説明したいと思います。

　まず１点目の変更箇所についてでござ

いますが、吹田市正雀下水処理場に隣接

した箇所でございます。

　５号緑地を宅地に変更しております。

変更前は５号緑地として計画しておりま

したが、奥行きが小さく緑地としての整

備や利用が限定されるのに加えまして、

宅地化することにより、機能停止後に施

設撤去が予定されております吹田市正雀

下水処理場用地との一体利用等による土

地の有効利用も期待できますことから、

緑地を宅地に変更するものでございます。

　続きまして２点目の変更箇所でござい

ますが、一級河川山田川付近でございま

す。一級河川山田川につきましては、河

川管理者との協議によりまして、河川構

造物及び河川管理用通路に当たる部分の

土地を河川用地として河川管理者に帰属

することとなったため、今回、河川用地

に変更するものでございます。この件に
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つきましては、昨年１２月の本委員会に

おきまして説明いたしました鉄道・運輸

機構へ本市まちづくり用地の一部を売却

いたしました箇所でございます。

　続きまして３点目の変更箇所は竹の鼻

ガードでございます。竹の鼻ガードにつ

きましては、まちづくり用地区間につき

ましては地下構造となっており、その上

部を緑地として整備をするため変更前の

土地利用は緑地ということとしておりま

した。しかし、現在、認定道路として位

置づけられていることから、土地利用の

変更はございませんが、位置づけを道路

に変更するものでございます。

　次に４点目の変更箇所でございますが、

坪井ガード付近でございます。坪井ガー

ドからＪＲ千里丘駅側に向けまして、そ

の他区画街路１５という位置づけにして

おりました。これは土地形状から細長い

道路用地として道路の植栽部として整備

する計画でございましたが、連続する緑

の遊歩道と一体的な緑として土地利用の

位置づけにつきまして、今回一部緑地に

変更するものでございます。

　５点目の変更箇所は吹田市域になりま

すが、区画街路４号線でございます。区

画街路４号線につきましては、道路管理

者との協議によりまして、道路の線形が

見直されたということでございます。こ

の道路線形の見直しによりまして、隣接

します左右の街区の面積が増減しており

ます。これによりまして保留地予定街区

の面積が減少しております。

　土地利用の計画の変更は以上でござい

ます。

　事業計画変更に係ります今回の資金計

画及び土地利用の変更につきましては、

施行者ＵＲ都市機構より今回、ご説明し

ました内容の報告を受けております。

　また、今回の変更で総事業費約１１０

億円につきましてはおおむね変更はござ

いませんので、関係権利者への減歩率等

の負担や補助金に係ります本市の負担に

つきましては、変更前と変わらないと聞

いております。

　以上で、吹田操車場跡地土地区画整理

事業変更事業計画に関する説明を終わり

ます。

○木村勝彦委員長　説明が終わりました。

この際、質問があればお受けいたします。

　弘委員。

○弘豊委員　それでは２点確認のために

お伺いしたいと思います。一つは一番最

後に、摂津市の負担、摂津市の財政にか

かわる影響が出るわけではないというこ

とですが、補助金、また保留地処分金と

書かれている部分で、摂津市に影響する

費用が金額として幾らぐらいになってい

るのかということを、もう一度、お聞き

しておきたいと思います。

　もう一つは、この計画書の最後のペー

ジで、事務費、建設利子が金額として大

きく動いていると思います。２億四、五

千万円の減少をしているわけですが、も

う少し具体的にどういうことなのか詳し

い説明をしていただきたいと思います。

○木村勝彦委員長　磯崎参事。

○磯崎都市計画課参事　弘委員の質問に

お答えさせていただきます。

　まず一つ目の摂津市の負担につきまし

て具体的な説明と言うことでございます

が、まず、お配りしております資料１３

ページの収入の部分で補助金は２０億円

というふうに記載しております。このう

ち、本市が負担をする補助金の負担額に

つきましては、本委員会でもご説明して

おりますとおり、一応２億円という形で

現在、継続しておりまして、今回、変更

はございません。

　また、減歩率、土地の負担につきまし
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ては、まだ現在、審議会等で最終どれぐ

らいの減歩になるかということが確定し

ていませんので、この段階ではご説明で

きませんけれども、減歩率は恐らく６０

％程度だということで以前にもご説明さ

せていただいていると思います。

　二つ目の建設利子が今回２億円以上減っ

ておりますが、それはどういうことなの

かということにつきましては、工事の執

行年度として、当初は平成２１年度、２

２年度で工事を実施する計画でございま

したが、鉄道・運輸機構の貨物線の切り

替えの遅れ等によりまして、工事の着手

が若干、遅れております。このことによ

りまして、工事を後年度に実施するとい

うことになりましたので、銀行から借り

入れる資金が減ったということに伴いま

して、建設利子が今回減っております。

○木村勝彦委員長　弘委員。

○弘豊委員　わかりました。

○木村勝彦委員長　ほかにありませんか。

　藤浦委員。

○藤浦雅彦委員　一つは、まだ工事途中

なのに、なぜ今の時期にこういう変更を

しなくてはいけなかったのかということ

なんです。

　もう一つは、こういう新旧のパンフレッ

トをつくっていただいてますが、これに

も随分お金がかかっていると思うんです。

新しいパンフレットを作る必要性があっ

たのかについて答えられますか。

○木村勝彦委員長　磯崎参事。

○磯崎都市計画課参事　藤浦委員のご質

問にお答えいたします。

　まず、なぜこのタイミングで変更を実

施したのかということですけれども、区

画整理のスケジュールが大きく影響いた

します。吹田市域になるんですけれども、

墓地の移転という問題がございます。墓

地の移転先につきましては、仮換地指定

を行わないと実際の手続ができないとい

うことで、先ほど吹田市域の道路線形の

変更というご説明をさせていただきまし

たが、そこで墓地の位置も若干変更する

ことになっております。これにつきまし

ては、事業計画の変更をしないとその予

算を反映いたしました仮換地指定等が行

えないということで、今現在の変更内容

を含めまして、今回のタイミングで変更

を行ったというふうにＵＲ都市機構から

聞いております。

　あと、なぜパンフレットをつくったの

かということでございますが、これは事

業計画、土地利用計画等が変更になって

おりますので、変更前のものをずっと使

い続けるというわけにはいかず、ＵＲ都

市機構でパンフレットを作成されており

ます。

○木村勝彦委員長　藤浦委員。

○藤浦雅彦委員　変更した理由はわかり

ました。感覚の違いかもしれませんが、

カラーでこんな立派なパンフレットをつ

くる必要があったのかということが疑問

なんです。調査設計費でも随分とお金が

かかってますよね。この中の一部に含ま

れてくるんだろうと思いまして、約２１

億９，６００万円ですか、すごい調査設

計費用だと思うんですけど、ＵＲ都市機

構の、そういう部分にいくらお金を使っ

ても大丈夫だというような感覚が見え隠

れして仕方がないんです。この点につい

ては答弁は結構ですけど、大事なお金を

使って区画整理をやっていますので、そ

の辺のこともよく念頭に置いて、無駄遣

いをしないように努めていただきたいと

いうことを伝えられるようであれば伝え

ていただきたいと思います。

○木村勝彦委員長　ほかにありますか。

　上村委員。

○上村高義委員　弘委員の質問に対する
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答弁では、摂津市の負担金は今のところ

変わる予定はないということでした。た

だ今回、想定外ということで事務費が約

２億４，０００万円ほど増えてます。今

後、工事費そのものが増えるかもしれな

いし、減るかもしれないんですけれども、

今のところで増えてきたんで、今後そう

いうことがないのかということと、歳入

として保留地処分金が９０億円というこ

とで、この金額が変わると市の補助金も

増えてきますから、そういったことの確

認をさせていただきます。今わかってい

る段階で説明をいただきたいと思います。

○木村勝彦委員長　磯崎参事。

○磯崎都市計画課参事　上村委員のご質

問にお答えいたします。

　まず、工事費、事業費につきまして、

今現在こういう形だけども、増えないの

かということでございますが、これにつ

きましては全く増えません、変わりませ

んというのは、今この場でお答えをする

ことは難しいと思います。今現在、事業

は進んでおるものですから、変更という

のは出てこようかと思いますけれども、

本市といたしましては極力、事業費が増

えないように事業をしていただけるよう

な形で、いわゆる都市協と協議を進めて

まいりたいと思っております。

　また、２点目の保留地処分金収入につ

きまして、現在約９０億円を見込んでお

ります。これにつきまして、保留地の処

分につきましては、ＵＲ都市機構、吹田

市、摂津市で協力して進めていくという

ことになっておりますので、今後、どう

いう形でどの単価で売却していくのか、

協議をしながらこの目標である９０億円

を満足できるように進めてまいりたいと

考えております。

○木村勝彦委員長　上村委員。

○上村高義委員　予備費がないという点

で、増額分を吸収するところがないので、

どこかの項目が増額になればその分、総

額が増えるということになりますので、

そういった意味できっちりと予算管理を

してほしいということと、保留地処分金

については、予算に見合う形でしてもら

わないと、市の負担分が増えるわけです

から、そのことについて、重々注意をし

てやっていただきたいということでお願

いしておきます。

○木村勝彦委員長　三好委員。

○三好義治委員　それでは質問させてい

ただきたいと思います。新旧のパンフレッ

トの土地利用計画表でお示しされており

ます変更点が道路、公園・緑地、それか

ら河川・水路、宅地でそれぞれ面積の増

減が示されております。これが先ほど説

明をいただいた関係だというふうに思っ

ているんですが、そういった中で見てい

きますと、道路関係につきましても、面

積が減っている中で予算では一切変動が

ないという点についてお聞かせいただき

たいのが１点目です。

　それから先ほど、ご説明の中で山田川

の竹の鼻ガード側が今度は河川用地とし

て権利者である、これは大阪府のほうに

なると思うんですが、この上部利用が今

回、今後できなくなる可能性があるとい

う点について、千里丘公園と３号街区公

園との動線がこれまでも気になっておっ

たんですが、山田川と３号街区公園の間

に今回、その他区画街路というのができ

るような計画になっております。これを

見てみますと、吹田操車場跡地まちづく

りのもう一つの目玉でありますＪＲ吹田

駅からＪＲ千里丘駅までの緑の遊歩道に

これが接続されてないように見受けられ

るんですが、この辺の整備計画について

はどのように考えられているのか、お聞

かせいただきたいと思います。
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○木村勝彦委員長　磯崎参事。

○磯崎都市計画課参事　三好委員のご質

問に答弁させていただきます。

　まずお配りしておりますパンフレット

の左下に土地利用計画表がありまして、、

道路につきましては、これは土地利用計

画上の位置づけで竹の鼻ガードが道路に

なったということで面積が増えておった

りする部分でございますので、多少の増

減がございますがトータルでは変更がな

いという状況でございます。

　２点目の山田川の上部利用につきまし

ては、今まだ現在、その上部利用ができ

ないと決定したわけではございません。

今現在、大阪府と協議を進めておる段階

ですので、できるだけ上部利用ができる

ような形で進めたいということで、今ま

ずは協議継続中でございます。

　緑の遊歩道の部分につきまして、今回

その他区画街路になっていないというご

質問でございますが、土地区画整理区域

につきましては、赤の縁どりをしており

ます部分、これが土地区画整理事業の区

域でございます。竹の鼻ガードのその他

区画街路の下に赤の線がございますが、

この区域までが土地区画整理事業区域で

ございまして、その範囲は今回変更して

おります。その下の緑の遊歩道につきま

しては、鉄道・運輸機構が整備をされま

すので、土地区画整理事業の土地利用計

画の変更の対象の範囲には入ってござい

ません。

○木村勝彦委員長　三好委員。

○三好義治委員　まず冒頭言っていまし

た土地利用計画表について、これは細か

いことは余り言いませんが、なぜこれが

示されているかということが今の質問で

わかってきたんですけど、道路について、

今の山田川の上部利用について、まだ大

阪府と交渉中であるということで、この

上部を摂津市が利用できるとなると、そ

れなりに整備もやらなければならないん

で、費用が発生してくるということがあ

るんです。今、交渉中だということなん

で、私からは要望として、ここは摂津市

として利用できるように動いていただい

たらいいんではないかということで、要

望としておきます。延期になりそうな雰

囲気もあるので、これは使わせていただ

きたいというふうに強く要望してくださ

い。

　もう１点の、その他区画街路と緑の遊

歩道について、この図面は詳細図面がな

いので、もう一つよくわかりませんが、

それこそあと１メートル、２メートル延

長したら、すべて接続できるんです。こ

の図面上では。竹の鼻カードの上部と、

遊歩道を接続することによって３号街区

公園並びに千里丘公園、これが一体になっ

てくるんで、この辺について、隣接して

いるところなんだから接続するというよ

うなことを話ができないんですかという

質問です。

○木村勝彦委員長　吉田次長。

○吉田都市整備部次長　今ご質問いただ

いております内容でございますけれども、

一応、竹の鼻そのもののオープン化とい

うことで我々は協議に打ち込んでますし、

そのあたりからいいますと、そこまでオー

プン化にするほうが地元に喜ばれるであ

ろうということはあります。ただ、先ほ

どいいましたように鉄道・運輸機構が整

備いたしております緑の遊歩道がござい

ます。その緑の遊歩道と、ご指摘いただ

いている３号街区公園とは一体的に、当

然一体的な接点を持っていると。だから

緑の遊歩道と公園はつながっています。

というような状況で設計してまいります。

　それともう一つ、できたら山田川の上

部を公園と一体的に利用できるような形
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で全面的に大阪府と協議を進めるべきで

ないかというご質問、ご意見を賜ってお

りますので、我々もできる限り一体的に

いきたいと考えています。

　それともう１点は、先ほど千里丘公園

の部分との一体感というのは、竹の鼻ガー

ドのオープン化のほうで申し出ておりま

す。その場合のアプローチ、つまり一体

性ということでいいますと、千里丘公園、

それと遊歩道、それと３号街区公園が地

図の上側でつながると。それで貨物線側

でいくと遊歩道でつながると。両方が施

設間の動線としてつながっていくという

計画でやっております。だから委員のご

指摘のとおり、我々としてもそれが一体

の物で、今は施主が違いますけども、や

はり受ける我々とすれば一体的なもので

考えていきたい。それに合わせて設計を

組んでいただいているというような形で

進めております。

○木村勝彦委員長　三好委員。

○三好義治委員　今、ご答弁をいただき

まして、この点については、これからま

だ事業をどんどん進めていきますから、

冒頭から言われているような連携をもっ

ていかなければならないんで、縦割り行

政でここまでやとか、区切りをせずに、

我々摂津市として全体の動線として、す

べて行けるように常に要望していただき

たいと思います。以上で終わります。

○木村勝彦委員長　ほかにございません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○木村勝彦委員長　これで、本委員会を

閉会します。

（午後１時３１分　閉会）

　委員会条例第２９条第１項の規定によ

り署名する。

　駅前等再開発特別委員長

　　　　　　　　　　　木　村　勝　彦

　駅前等再開発特別委員

　　　　　　　　　　　大 澤 千 恵 子
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