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駅 前 等 再 開 発 特 別 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成２４年６月１５日（金）午前１０時　　　　開会

　　　　　　　　　　　　　午前１０時２７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　吉田和生 都市計画課長　新留清志 同課参事　品川明輝

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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（午前１０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。

　まず、理事者からあいさつを受けます。

　小野副市長。

○小野副市長　おはようございます。

　本委員会を開催いただきましてありが

とうございます。

　本日ご説明申し上げます点につきまし

ては２点ございます。まず、吹田貨物ター

ミナル駅の協定書にかかわる未整備事項

に関する覚書につきまして説明させてい

ただきます。それから、２点目には吹田

操車場跡地のまちづくり事業につきまし

て、これは地下道の部分でございますが、

この２点につきまして説明させていただ

き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上村委員

を指名します。

　それでは吹田操車場跡地まちづくりに

ついて説明を願います。

　吉田都市整備部長。

○吉田都市整備部長　今回、ご説明を申

し上げます内容につきましては２点ござ

います。まず１点目は、吹田貨物ターミ

ナル駅（仮称）建設事業関連協定書にか

かわる未整備事項に関する覚書について

であります。平成２５年春に吹田貨物ター

ミナル駅（仮称）が開業予定であります

が、それまでに整備すべき事項の未整備

の内容について、確実に整備する旨の覚

書を締結するものであります。摂津市域

にかかわる事項、吹田市にかかわる事項

がそれぞれございますので、その内容に

ついてご報告させていただきます。

　次に２点目は、吹田操車場跡地まちづ

くり事業についてであります。吹田市域

の地下道の一部廃止案につきましては、

岸辺駅東側地下道のまちづくり区間につ

いて自転車通行対策として区画整理事業

に合わせて廃止される予定であり、吹田

市域ではありますが両市で行うまちづく

りの観点から、その内容についてご報告

させていただきます。

　また、３の参考配付資料として、１点

目の資料４は、坪井ガードの改良に伴う

通行止め案の資料でございます。

　２点目の資料５は、去る４月１２日と

１６日に開催されました地元への工事資

料説明でございます。

　３点目の資料６は、毎年ご配付させて

いただいておりますＪＲ貨物主要５駅の

貨物取扱量の推移表でございます。本日、

参考資料としてご配付させていただいて

おります。

　それでは、詳細についてこの後、担当

参事よりご説明させていただきますので、

どうぞよろしくお願い申し上げます。

○木村勝彦委員長　品川参事。

○品川都市計画課参事　それでは吹田貨

物ターミナル駅（仮称）でございますが、

建設事業関連協定書にかかわる未整備事

項に関する覚書について、及び吹田操車

場跡地まちづくり事業について、配付し

ております資料とスクリーンを使いまし

てご説明させていただきます。

　お手元に配付いたしております資料は、

次第と箇所図と資料１から６となってお

ります。資料につきましては右肩に資料

ナンバーを振っておりまして、次第の各

項目の後ろの括弧内で印字された資料ナ

ンバーに合わせております。また、２枚

目のＡ３の箇所図には、次第の各項目と

合わせるように旗上げし、該当箇所がわ

かるようにしております。例えば、次第

の１の①　摂津市域にかかわる未整備事項
については、箇所図の右側１の①　となっ
ております。

－2－



　では、順番に説明させていただきます。

まず、１点目の吹田貨物ターミナル駅

（仮称）建設事業関連協定書にかかわる

未整備事項に関する覚書についてであり

ます。平成２５年春に吹田貨物ターミナ

ル駅が開業予定でありますが、過去に締

結した協定等により、開業までに整備す

べき事項が定められております。そのう

ち開業時には未整備になりそうな項目に

ついて改めて覚書を締結する予定であり

ますので、その内容をご報告させていた

だきます。

　まずは①　摂津市域にかかわる未整備事
項についてでございます。竹之鼻ガード

の階段整備についてであります。資料１

の覚書の締結を予定しておりまして、こ

の覚書は、摂津市、鉄道運輸機構及びＪ

Ｒ貨物の３社にて締結予定となっており

ます。スクリーンは竹之鼻ガードの箇所

を拡大して映しております。覚書の内容

としましては、吹田貨物ターミナル駅開

業時には階段整備がおくれますが、鉄道

運輸機構が関係機関と引き続き協議、調

整を行い、階段整備を行うこととなって

おります。整備が間に合わない原因とし

ましては、地域住民からの要望に基づく

竹之鼻ガード歩道部の拡幅整備工事が貨

物ターミナル駅開業後に実施予定であり、

歩道拡幅整備後に階段等を整備する必要

があるためです。

　またこの協定とは別になりますが、地

元要望をいただいております竹之鼻ガー

ドのまちづくり用地区間内の一部オープ

ン化につきましては、施工方法や安全対

策等につきまして、各関係機関と協議を

行っておるところでございまして、時期

等につきましても協議中でございます。

引き続き、鉄道・運輸機構をはじめとす

る関係機関と協議、調整を図ってまいり

ます。

　次に吹田市域にかかわる未整備事項に

ついてでございます。緩衝緑地帯整備と

ＪＲ岸辺駅南口のエレベーター及びエス

カレーター整備についてであります。資

料２及び資料３の覚書の締結を予定して

おり、資料２は大阪府、吹田市、摂津市、

鉄道運輸機構及びＪＲ貨物の５者と、資

料３は前述の５者にさらにＵＲ都市機構

を含めた６者にて締結予定となっており

ます。スクリーンは該当箇所を拡大して

映しております。覚書の内容としまして

は、整備終了に向けて速やかに事業を進

めることと、未整備部分については代替

措置を施すことにより同等の機能を確保

することによって、過去の協定の内容を

満たすものであることを確認することと

なっております。

　次に、２点目の吹田操車場跡地まちづ

くり事業についての説明に移りますが、

吹田市域の地下道一部廃止（案）につい

てでございます。スクリーンは該当箇所

を拡大して映しております。ここにはＪ

Ｒ岸辺駅の東側を南北に通ることができ

る地下道がございます。このうち区画整

理事業区間内にある地下道を廃止するこ

とを吹田市が予定しておりますので、そ

の内容についてご報告させていただきま

す。廃止する理由は大きく２点ございま

す。まず１点目は自転車通行対策でござ

います。この地下道が狭い生活道路と接

続しており、自転車通過交通がかなり多

いため長年地元住民から自転車通行対策

について強い要望があると聞いておりま

す。そこで、生活道路への自転車通過交

通流入を抑制するため地下道の一部を廃

止し、土地区画整理事業に伴い新設する

道路へ自転車の誘導を図ることを計画し

ております。また、岸辺駅北口駅前広場

の供用開始に伴い、吹田市において自転

車、バイク置き場を設けるよう計画され
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ております。

　２点目の理由は、保留地の大街区化で

ございます。この駅前に保留地を設定し

ておりますが、区画道路７号線がござい

まして保留地を分断しているため地下道

を廃止することにより区画道路を廃止し、

大街区化することが可能になるためでご

ざいます。以上、吹田市域ではございま

すが、両市で行うまちづくりの観点から

その内容についてご報告させていただき

ました。以上で説明を終わらせていただ

きます。

○木村勝彦委員長　説明が終わりました。

質問があればお受けします。

　弘委員。

○弘豊委員　今、説明を受けた内容であ

りますけれども、私のほうから２点質問

させていただきたいと思います。

　まず１点目は、竹之鼻ガードの階段整

備と一部オープン化ということで説明を

受けました。これにかかわって斜路つき

階段の工事、完成の時期がおくれるとい

うこともあって、この協定書、覚書を交

わすということでありますけれども、時

期的な点については、まだはっきりと決

まってないということかと思いますけれ

ども、今の時点で、例えばオープン化に

ついて安全対策でさまざまな協議をして

いるというような話もございました。そ

ういった点ではどの程度詰めた話がされ

ているのか、具体的な様子を少し聞かせ

ていただきたいと思います。これが１点

目です。

　もう１点ですけれども、これは吹田市

域になるということで、次第のほうで大

きな２番の①　ということで説明されまし
た地下道の一部廃止についてということ

であります。一体的な開発ということも

あって、吹田市域でありますが摂津市に

も関係するのではないかということです。

やはりそれはそのとおりだと思いまして、

私の近所の方なども含めて多くの方がこ

の地下道を利用されています。というの

も、竹之鼻ガードでありますとか、坪井

ガードでありますとか、自転車で通行す

るにも狭いし、なかなか安全に通行しに

くいということもありまして、わざわざ

迂回して吹田市にある地下道を利用され

ている方がいらっしゃいます。また、竹

之鼻ガードにしても坪井ガードにしても

車いすでありますとか電動カート、そう

したもので通行ができないということも

あって、遠回りであるけれどもこの地下

道を利用しているという実態があると聞

き及んでいるんですが、その辺の実態に

ついて、摂津市民の方がどの程度利用さ

れているかということを、もし把握して

おられましたら教えていただきたいと思

います。

○木村勝彦委員長　品川参事。

○品川都市計画課参事　まず１点目の竹

之鼻ガードの拡幅と一部オープン化につ

きましての安全対策等で協議を行ってい

る中で、具体的な時期はいつごろになる

かというご質問でございますけども、ま

ず竹之鼻ガード、今回協定を結んでおり

ます分については階段整備がおくれると

いうことを結んでおりまして、これにつ

きましては区画整理事業でＵＲ都市再生

機構が行う歩道拡幅整備が終わらないこ

とには、その階段整備ができないという

ことで、まず間違いなく工程的に平成２

５年春には間に合わないということで覚

書を結んでおります。この時期につきま

しては区画整理事業が平成２７年度末ま

での予定で今、事業を進めておりまして、

大体事業としての終わりのほうになりそ

うだということで今、協議を進めておる

ところでございます。

　それとあわせて一部オープン化のほう
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につきましてですけども、これにつきま

しても天井を撤去するということで両側

の壁の支えがなくなりますので、その壁

が倒れない構造というのをどうするのか

というようなことも含めまして今、鉄道

運輸機構と協議を行っておるところでご

ざいまして、なるべく早くにしたい、で

きるものならしたいという思いでは進め

てはおるんですけども、場合によっては

平成２５年春には間に合わないこともあ

るかというようなこともありまして今回

説明させていただいております。

　２点目の吹田市域の地下道の廃止につ

いてでございますけども、吹田市でいろ

いろ調査を行っている報告を聞いており

まして、１２時間に６，０００台もの自

転車が通過するというようなことは聞い

てはおるんですけども、そこの中で摂津

市民がその何割、吹田市民が何割という

ところまでの調査というのはできており

ませんので、データとしては持ち合わせ

ていないというのが現状でございます。

○木村勝彦委員長　弘委員。

○弘豊委員　１点目の階段の工事につい

ては、今の答弁でしたら大体平成２７年

末までにはというふうなことだろうと、

そういう理解ですが、歩道の工事自身が

いつに完成するかというのがわからない

というふうな状況なわけです。上部の開

発そのものの完了の時期というか、そこ

のところが決まらないと、最終いつにな

るという明確なスケジュールというのは

決まらないということなのかなと思いま

したけれども、その点についてはまた住

民の方たちも気にかけている事項ではあ

りますので、わかり次第きちんと説明を

されるようにお願いしたいと思います。

　また、オープン化のほうでも課題があ

るということで、いろいろ今検討中とい

うことであります。地元要望もあってそ

このところを取り組んでいくという中で

は、しっかりとした安全対策もとってい

ただきたいと思いますし、またこの点に

ついても時期等が決まり次第またお聞か

せいただけたらと思います。

　２点目の吹田の地下道のことなんです

が、１つは摂津市民の方がどれだけ利用

されているかということが、現状では把

握されていないということだと思うんで

すけれども、岸辺駅を利用される方であ

りますとか、阪急正雀駅を利用される方

で千里丘小学校区にお住まいの方などは、

やはり多くがここを利用されているとい

う実態であると私は思っているんです。

だから例えば千里丘３丁目、４丁目にお

住まいであっても、竹之鼻ガードを使う

よりもやはり自転車で駅のほうまで行こ

うと思いましたら、この吹田の地下道を

使うほうが安全だという判断をしている

と思います。

　また、正雀地域にお住まいの方でも千

里丘方面に行くときには迂回して通ると

いうことで、抜本的には竹之鼻ガードを

安全に通れるような対策がとれれば、もっ

と利便性が上がると思っているんですけ

れども、なかなかそうなっていない現状、

ここの吹田市域の地下道というのは多く

の方が利用されていると捉えていただき

たいと思います。そうした上で、今は南

側から北に抜けていくとずっと直進して

産業道路の信号まで出るということです

けれども、そこの生活道路のところを通

り抜けないように、東西に抜ける道をつ

くられるということかと思うんですけれ

ども、そこの設計はどうなるのかという

ことが気になりまして、斜路つき階段の

ようなものになるのか、それともやはり

スロープで一定の幅を持った、そういう

道がきちんとできるのか、そのあたりに

ついて、今わかっているようでしたら教
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えていただきたいと思います。

○木村勝彦委員長　品川参事。

○品川都市計画課参事　まず１点目の竹

之鼻ガードの施工時期等がわかり次第ま

た地元の方を含めてご説明をという点に

つきましては、そのとおり我々もわかり

ましたら委員会と、また地元住民のほう

にもご説明させていただきたいと思って

おります。

　２点目の地下道の廃止部分につきまし

て、廃止した中で新しくつく道がどのよ

うな形でつくのかというご質問について

なんですけども、今計画しておるのは斜

路つき階段が整備されるということで聞

いております。

○木村勝彦委員長　弘委員。

○弘豊委員　今、ご答弁の斜路つき階段

なんですけれども、やはり自転車を押し

て通られる方、また歩行者の方にとって

はそれで事足りるといえばそうかもしれ

ません。ただ、最初の質問で言いました

ように、例えば車いすでありますとか、

電動カート、こうしたものというのは斜

路つき階段では通行できないというふう

な実態だというふうに認識しているんで

す。また、子ども連れのベビーカー、そ

うしたものについても現在さまざまガー

ドや駅にある斜路つき階段の設置されて

いるところなどは、やはり抱えて持って

上るみたいなことで、お子さん連れのお

母さんなどに大変負担になっていると思

います。

　何より障害のある人の車いすなどが通

行できないという状況は残してはならな

いと思いますので、吹田市にしてみたら

南北の自由通行の通路ができていますか

ら西から来られる方にしてみたらそちら

を利用するにしても、そんなにも迂回は

しなくて済むのかもしれませんけれども、

摂津市から利用される場合、竹之鼻ガー

ドを迂回してわざわざこっちまで来てて、

さらに迂回して橋上の自由通路というよ

うなことになりましたら、かなり距離も

ありますし、やはり車いす利用の方など

の負担からしてみたら大きなものになる

というふうに思いますので、現状利用さ

れている方たちのそういう状況なども考

えていただいて、吹田市にもこの通路に

ついてきちんと車いすなり電動カートな

り、そういうものが通れるものになるよ

うにということで、申し入れていただけ

たらというふうに思っております。これ

は要望でございます。

○木村勝彦委員長　ほかにございません

か。

　藤浦委員。

○藤浦雅彦委員　先ほどご説明いただき

ました地下道の一部廃止の問題ですけど

も、私もよく岸辺駅は利用するんですけ

ど、確かにここへ行くためには住宅地を

抜けていまして、その住宅地の人たちに

とっては知らない人に常に前を通られる

というのは、非常に迷惑されているんだ

ろうなというのはわかるんです。この全

体像ができ上がりますと、例えば我々の

ところから行くのであれば、その中を通

らなくとも、新しくできる道路、歩道を

通っていけば最短距離で岸辺駅に到達で

きるということで、これは非常に便利に

なるということで心待ちにされていると

いうことなんですけど。この地下道が廃

止される時期と新しくできる道路のでき

る時期と、時期の関係なんですけど、ど

れぐらいのめどでこの地下道が廃止され

るようになるのか教えていただきたいん

ですが。

○木村勝彦委員長　品川参事。

○品川都市計画課参事　今、申しました

斜路つき階段と地下道の廃止等につきま

しても、斜路つき階段設置につきまして
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は区画整理事業等の中で行っていくこと

にはなっております。また、今そういっ

た事業計画の変更ということも見据えた

話を今後進めていくということになりま

すので、早急にということにはならない

んですけども、区画整理事業が平成２７

年度末までということで進んでおります

ので、その区画整理事業の完成とあわせ

て、そういった対策をとっていくことに

なると予定しております。

○木村勝彦委員長　藤浦委員、よろしい

か。他にありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○木村勝彦委員長　以上で質問を終わり、

これで本委員会を閉会します。

（午前１０時２７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

　　　　　　　　　　　上　村　高　義
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