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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１１月２１日（水）午前１０時　　　　開会

　　　　　　　　　　　　　　午後　１時３８分　閉会　　　　　　　　　

１．場所

第二委員会室

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

　　委   長 三好義治 

１．欠席委員
なし


１．説明のため出席した者
市　長　森山一正 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　　同課長代理　寺田満夫

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．審査案件
認定第１号　平成２３年度摂津市一般会計歳入歳出決算認定の件所管分
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（午前１０時　開会）

○藤浦雅彦委員長　ただいまより、駅前

等再開発特別委員会を開会します。

　理事者から挨拶を受けます。

　森山市長。

○森山一正市長　おはようございます。

　連日、委員会等々でお忙しいところ、

本日は駅前等再開発特別委員会を開催し

ていただきまして、大変ありがとうござ

います。

　先の本会議で、当委員会に付託されま

した平成２３年度一般会計歳入歳出決算

所管分についてご審査を賜るわけでござ

いますが、どうぞ慎重審査の上、ご認定

いただきますようよろしくお願いいたし

ます。

　一旦退席させていただきます。

○藤浦雅彦委員長　挨拶が終わりました。

　本日の委員会記録署名委員は大澤委員

を指名します。

　暫時、休憩いたします。

（午前１０時１分　休憩）

（午前１０時２分　再開）

○藤浦雅彦委員長　再開します。

　認定第１号所管分の審査を行います。

　補足説明を求めます。

　吉田都市整備部長。

○吉田都市整備部長　補足説明の前に、

先般、事務報告書の記載内容につきまし

て、一部に誤りがありましたことで訂正

をさせていただきました。大変ご迷惑を

おかけいたしましたことについて、深く

おわび申し上げます。

　それでは、認定第１号、平成２３年度

摂津市一般会計歳入歳出決算所管分のう

ち、都市整備部にかかわる部分につきま

して、目を追って、主なものについて補

足説明をさせていただきます。

　まず、歳入でございますが、摂津市一

般会計歳入歳出決算書の３８ページをお

開き願います。

　款１４、国庫支出金、項２、国庫補助

金、目３、土木費国庫補助金、節１、都

市計画費補助金では、１行目の社会資本

整備総合交付金のうち２５５万１，００

０円は、南千里丘まちづくり事業に係る

交付金でございます。

　次に、５８ページ、款１９、諸収入、

項４、雑入、目２、雑入、節１、雑収入

では、都市計画課の項目の２行目、南千

里丘土地区画整理事業の終了に伴います

区画整理清算金と、３行目の吹田操車場

跡地まちづくり事業において、鉄道・運

輸機構から市が取得いたしました土地の

引き渡しが遅延したことに伴います、土

地引渡遅延料でございます。

　続きまして、歳出でございますが、決

算書の１６０ページをお開き願います。

　詳細につきましては、決算概要１２６

ページから１３０ページにかけて記載い

たしておりますのでご参照願います。

　款７、土木費、項４、都市計画費、目

２、街路事業費では、執行率９１．４％

でございます。詳細につきましては決算

概要１２６ページ、並びに事務報告書１

９９ページでは阪急正雀駅前整備支援事

業に係る内容を記載しいたしております

ので、あわせてご参照願います。

　節９、旅費は、吹田操車場跡地まちづ

くり事業に係る普通旅費でございます。

　節１１、需用費は、阪急正雀駅前地区

整備支援事業に係る消耗品費と、吹田操

車場跡地まちづくり事業に係る印刷製本

費でございます。

　節１９、負担金、補助及び交付金は、

阪急京都線連続立体交差事業に係る大阪

府連続立体交差事業協議会負担金と、吹

田操車場跡地まちづくり事業において、

ＵＲ都市機構の施工による吹田操車場跡

地土地区画整理事業に伴います平成２３
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年度における社会資本整備総合交付金に

係る本市負担金と、都市再生補助金とし

まして、鉄道・運輸機構の工事の遅れに

伴い、平成２２年度から明許繰り越しを

行わせていただいて、都市再生区画整理

に係る市負担金、そして防災公園街区整

備事業としてＵＲ都市機構に施行委託い

たしております千里丘公園整備に係る市

負担金でございます。

　続きまして、１６２ページ、目５、再

開発事業では執行率６６．２％でござい

ます。詳細については、決算概要１２８

ページに記載いたしておりますので、あ

わせてご参照願います。

　節９、旅費は、千里丘西地区市街地再

開発支援事業に係る普通旅費でございま

す。

　節１１、需用費は、千里丘西地区市街

地再開発支援事業に係る印刷製本費でご

ざいます。

　続きまして、目６、南千里丘まちづく

り事業では執行率５６．６％でございま

す。詳細については、決算概要１２８ペー

ジから１３０ページ、並びに事務報告書

１９７ページに記載いたしておりますの

で、あわせてご参照願います。

　節８、報償費は、南千里丘まちづくり

事業における南千里丘地区まちづくり交

付金事業事後評価委員会の実施に伴いま

す委員に係る報償金でございます。

　節９、旅費は普通旅費でございます。

　節１１、需用費は消耗品費でございま

す。

　節１３、委託料は、南千里丘まちづく

り事業における分筆等測量業務委託及び

まちづくり交付金事業事後評価業務委託

料でございます。

　節１５、工事請負費では、平成２２年

度から繰り越しました工事２件でござい

ます。

　続きまして、１６２ページから１６４

ページにかけまして、目７、土地区画整

理事業では執行率８５．７％でございま

す。詳細については、決算概要１３０ペー

ジ、並びに事務報告書１９７ページに記

載いたしておりますので、あわせてご参

照願います。

　節９、旅費は普通旅費でございます。

　節１１、需用費は消耗品費でございま

す。

　節１３、委託料は、南千里丘土地区画

整理事業パンフレット作成業務委託料で

ございます。

　節１９、負担金、補助及び交付金は、

南千里丘土地区画整理事業終了に伴い、

事業による剰余金の使い道について、地

権者の全員同意により、市の環境基金へ

の寄附としての清算金でございます。

　以上で、認定第１号、平成２３年度摂

津市一般会計歳入歳出決算所管分につき

まして、補足説明を終わらせていただき

ます。

○藤浦雅彦委員長　説明が終わり、質疑

に入ります。

　弘委員。

○弘豊委員　最初に歳入にかかわって、

社会資本整備総合交付金、ご説明があり

ましたが、南千里丘まちづくり事業分と

いうことで２５５万１，０００円という

ことです。当初予算のほうでは１００万

円ということで、平成２３年度は計上さ

れていたかと思うんですけれども、この

中身を詳しくお聞かせいただけたらと思

います。

　それから、もう１件の土地引渡遅延料

です。発生した経緯もご説明いただきま

したけれども、これも詳しくお聞かせい

ただけたらと思います。どうしてこうい

うことになったのかということです。

　次に、歳出にかかわっては、決算概要
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のほうが詳しく記されていますので、そ

ちらのほうでお聞きしたいというふうに

思います。

　決算概要の１２６ページ、阪急正雀駅

前地区整備支援事業、これについても毎

年聞かせていただいていますけれども、

平成２３年度は消耗品費ということで１

万１，５６０円が執行されていますが、

この中身、どういった支援をされてこら

れたのかということをお聞きしておきた

いと思います。

　それから、吹田操車場跡地まちづくり

事業にかかわってなんですけれども、こ

れについては千里丘公園整備負担金とい

うことで、１億１，１２９万円の執行と

なっております。予算と比べると、１，

０７１万円の残額が出ておるんですけれ

ども、ほかの負担金は予算がそのまま全

額執行となってます。都市再生補助負担

金についても、明許繰越ということで、

昨年ご報告のあったとおりの執行となっ

ているかと思うんですけれども、この千

里丘公園の整備負担金についてご説明を

いただけたらと思います。

　あと、阪急京都線連続立体交差事業に

かかわってなんですけれども、平成２３

年度の予算では調査委託料ということで

５００万円を計上されていたかと思うん

です。それにかかわって質疑もさせてい

ただいているんですけれども、決算には

載っておりません。協議会の負担金２万

円の執行で、執行率が１００％というこ

とで、決算概要に記されているわけです。

そのあたりはどうなのかということを、

お聞きしておきたいと思います。

　あと、決算概要の１２８ページに移り

まして、南千里丘まちづくり事業につい

てです。この点も決算概要を見ていまし

たら、１３０ページになりますけれども、

阪急新駅設置負担金、それから境川周辺

整備工事負担金、この項目が上がってお

りますけれども、執行額がゼロというこ

とで、ここのご説明もいただけたらと思

います。

　あと、１３０ページの南千里丘土地区

画整理事業では、区画整理整備調査委託

料ということで、４９万３，５００円の

執行となっております。これについても、

当初予算では、２１７万円と計上されて

いたかと思うんですけれども、決算概要

の中では予算現額で１００万円というよ

うなことで、執行額は４９万５００円。

この中身と、私の認識のほうで齟齬があ

るのですけれども、お聞かせ下さい。

○藤浦雅彦委員長　答弁を求めます。

　品川参事。

○品川都市計画課参事　まず、歳入の土

地引渡遅延料についてですが、こちらに

つきましては、もともと平成２０年８月

に鉄道・運輸機構から土地を購入してお

りまして、その土地を購入したときには

「平成２３年３月３１日までに本市の所

有権を妨げる者がいない状態で引き渡す

こと」を規定して土地を購入しておりま

す。ただ、実際、事業を進めていく中で、

鉄道・運輸機構のほうから引き渡しが遅

れるという通知がありました。経過で申

しますと、もともと土地売買契約の中に、

遅れる場合は１年以上前にその通知をし

なければならないということがありまし

たので、平成２２年３月２９日に、引き

渡しが遅れる旨の通知が鉄道・運輸機構

から摂津市にございました。平成２３年

３月３１日に「土地引き渡し遅延に関す

る覚書」を締結いたしまして、購入した

全てが遅れているわけではないんですが、

一部の遅れた土地についての遅延料とし

ていただいておるというのが現状でござ

います。

　もう一点、吹田操車場跡地まちづくり
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事業の千里丘公園整備負担金の予算残額

が出ていることについてですが、こちら

は吹田操車場跡地まちづくり事業の中で、

ＵＲ都市機構が防災公園整備事業として

整備しております千里丘公園の整備に対

します市の負担金として支払っている負

担金でございます。平成２３年度につき

ましては、実際に設計等に要する経費の

施設費と、既にＵＲ都市機構にて先行取

得済みの用地を買い戻す用地費という２

種類の費用がございまして、その内容を

平成２３年度の事業の中で実際に精査し

ていく中で、平成２３年度は１億１，１

２９万円の負担ということになり、実態

上、１，０７１万円の不用額が出てきた

ということになっております。

　あと、阪急京都線連続連続立体交差事

業につきまして、今回の決算概要では２

万円で、執行率１００％となっておりま

す。もともと当初予算で、委託料として

５００万円を計上していたのではないか

ということについてですが、昨年度は、

まず大阪府にて策定されます大阪府都市

整備中期計画（案）に位置づけされて、

その後に地元自治会に対してワークショッ

プ等を開催していこうという予定で、委

託調査料を平成２３年度当初は計上して

おりました。当初は、大阪府都市整備中

期計画（案）は、年度半ばに策定される

予定で大阪府のほうでは動いておりまし

たが、知事選の関係等いろいろありまし

て、実際に策定されたのが平成２３年度

末、平成２４年３月３０日付ということ

になってしまいました。もともと、中期

計画の位置づけ、それと大阪府における

事業評価委員会等の大阪府での事業とし

ての位置づけという、ある程度の目途が

ついてから、地元自治会に入っていきた

いという流れで進めておりましたので、

昨年度は委託料を執行できる状況ではな

かったということで、補正予算で減額を

させていただいております。

○藤浦雅彦委員長　寺田課長代理。

○寺田都市計画課長代理　まず、社会資

本整備総合交付金の２５５万１，０００

円の内容についてご答弁させていただき

ます。

　こちらにつきましては、南千里丘地区

のまちづくり交付金ということで、今、

現在の名称については社会資本整備総合

交付金という名称に変わっておりますが、

平成１９年度から交付金をいただきまし

て、平成２３年度は最終年度に当たって

おります。この交付限度額が、補助率４

０％を限度額といたしておりますので、

当初１００万円という形でさせていただ

いておりますが、限りなく４０％に近い

形で交付をいただいたという内容でござ

います。

　南千里丘まちづくり事業の負担金でご

ざいますが、こちらにつきましては、阪

急新駅の設置負担金、それと境川周辺整

備工事負担金ということで、平成１９年

度から平成２２年度にかけまして工事に

対する負担金で上げさせていただいてお

りました。ただ、平成２３年度につきま

しては、該当する業務がなかったという

ことで決算額としてはゼロという形でさ

せていただいております。

　南千里丘土地区画整理事業で、区画整

理整備調査委託料の中身でございますが、

こちらのほうについては、南千里丘土地

区画整備事業の終了に伴いまして、事業

記念誌といった意味もございまして、パ

ンフレットを作成をさせていただいてい

る内容でございます。

○藤浦雅彦委員長　新留課長。

○新留都市計画課長　阪急正雀駅前地区

整備支援事業の中身につきましてご説明

させていただきます。
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　今回、予算額は２万３，０００円計上

させていただいておりますが、消耗品費

として１万１，５６０円を支出させてい

ただいております。その中身につきまし

ては、正雀駅前地区まちづくりワークショッ

プ活動での、すずめのちびっこ広場の遊

具への色塗りのためのペンキや軍手等に

使ったものでございます。残りの印刷製

本費と保険料につきましては、今回支出

がなかったものでございます。

　支援の中身ということでございますが、

正雀駅前地区のまちづくりワークショッ

プにつきましては、平成１８年から正雀

駅前地区のまちづくりワークショップと

いうことで、毎月１回、第４水曜日、午

後７時より、正雀市民ルームにてワーク

ショップを開催し、ソフト面でのまちづ

くりへの支援を行っておる状況でござい

ます。

○藤浦雅彦委員長　弘委員。

○弘豊委員　ご説明いただきました。

　それで、歳入にかかわって、社会資本

整備総合交付金については、昨年も同じ

ように聞いておりますので中身は理解し

ました。もう一件の土地引渡遅延料にか

かわってなんですけれども、遅れる通知

を平成２２年３月にいただいて、平成２

３年度でこういう遅延料をいただいてい

るというようなことになるんですけれど

も、遅れたことに対する影響についても、

この場でお聞きしておきたいというふう

に思います。

　それから、阪急正雀駅駅前地区整備支

援事業なんですが、進めてこられて、平

成２３年度の活動はこうだというような

ことでおっしゃったわけなんですけれど

も、阪急正雀駅前の今後の見通しという

点では、なかなか、まだまだ見えてこな

いというような状況もあるかというふう

には思います。

　そうした中で、駅前地域の安全対策事

業、これは予算を組んで、どうやって取

り組まれていくのかということです。ま

ちづくりワークショップの中で意見をしっ

かり聞いて、その活動の中身がまちづく

りに生かされていくというふうなことが

実感できるような、そんな活動をやられ

ているのかどうかということについて、

私のほうからも意見をさせていただいて

いるかと思うんですけれども、そうした

点について、今の状況も含めてお聞きし

ておきたいと思います。

　あと、吹田操車場跡地まちづくり事業

にかかわってです。千里丘公園整備負担

金というようなことで、当初よりも執行

額のところが少し減っているわけなんで

すけれども、そうした中で千里丘公園の

中身で、当初思っていたよりも違ってき

ているような、そういったことがあるの

かどうか。計画をつくる段階だから、ま

だかもしれませんけれども、このあたり

について再度お聞きしておきたいという

ふうに思います。

　あと、阪急連続立体交差事業のところ

でご説明いただいて、平成２３年度中に

は執行できないというようなことで、補

正予算で減額したということだったんで

すけれども、私の認識の中で、補正予算

の議論を駅前等再開発特別委員会の中で

議論した認識がないのですが、いつの時

点での補正だったのか。先ほどの南千里

丘土地区画整理事業のところでも、委託

料が２１７万円から１００万円に減って

いるということなんですけれども、そこ

とあわせて、補正の時期について、私も

記録を見てたんですけれども、そうした

記載が見当たらなかったもので聞いてお

きたいというふうに思います。

　それから、南千里丘まちづくり事業に

かかわる分なんですけれども、阪急新駅

－6－



設置負担金、それから境川周辺整備工事

負担金ということで、これは当初予算の

中に上がっていないんじゃないかと思う

んですけれども、そのあたりの確認をし

ておきたいと思います。

○藤浦雅彦委員長　寺田課長代理。

○寺田都市計画課長代理　南千里丘まち

づくり事業の阪急新駅設置負担金、並び

に境川周辺整備工事負担金が、当初予算

で計上されておらなかったのではないか

というお問いでございますが、こちらに

つきましては継続費の予算という形でご

ざいまして、過去、平成１９年度から予

算計上を継続的にさせていただいている

中で、平成２３年度の当初予算のときに

は当該年度の予算立てしか予算書に記載

されておらないということがございます

ので、過去からの予算の執行は継続して

阪急新駅設置負担金、並びに境川周辺整

備工事負担金というものは、逓次繰越と

いう形で毎年度繰り越して平成２３年度

にきておりまして、最終年度に当たる平

成２３年度につきましては、こういう形

で決算で表現をさせていただいているよ

うな状況でございます。

○藤浦雅彦委員長　品川参事。

○品川都市計画課参事　まず、歳入の土

地引渡遅延料に関して、今回、土地の引

き渡しが遅れたことに関して、事業全体

の影響はどうかというお問いについてで

すが、事業自体が平成２７年度まで行っ

ておる事業で、土地もある程度広い範囲

を行っておるというようなこともござい

ますので、事業全体としてはスケジュー

ル的にはフォローアップできていけるも

のと考えておりまして、現状としまして

は、平成２７年度までの事業という中で

は特に影響というのは出ておりません。

　あと、吹田操車場跡地まちづくり事業

関連の千里丘公園の負担金が減ったこと

につきまして、当初予定していた内容と

どう変わったのかというお問いですが、

こちらにつきましても、平成２３年度は

実施設計を行っておる段階でございまし

て、平成２４年度、平成２５年度と工事

を行い、また平成２６年度以降にもその

土地の買い戻し等を行っていくという、

全体事業予定の中では、今年度から工事

というところでは予定どおり進んでおり

ますので、こちらも影響は特に出ており

ません。

　あと、もう一点、阪急連続立体交差事

業の補正予算の時期についてですが、こ

ちらは、平成２４年の３月に補正予算で、

当初予算からの減額補正を上げさせてい

ただいております。

○藤浦雅彦委員長　新留課長。

○新留都市計画課長　阪急正雀駅前のま

ちづくりワークショップの中身について

ですが、平成２３年度におきましては、

ワークショップを延べ１０回開催してお

ります。大体、毎月１０名弱が参加して

おられる状況でございます。

　活動につきましては、平成２３年度に

つきましては、先ほども申し上げました

が、すずめのちびっこ広場の遊具の塗り

かえや、防火水槽の壁面に絵をかいたり、

これにつきましては子どもを含めて２２

名参加しておられます。

　それから、これまでに、平成２２年度

に作成しました、ました探訪マップ、こ

れを活用した味舌地区の名所旧跡を訪れ

る、ました探訪ウォークを実施しており

ます。このマップをもとに、まちの魅力

について再発見していただいたと思って

おります。平成２４年度につきましても、

４月からもう既に６回開催している状況

でございます。

○藤浦雅彦委員長　弘委員。

○弘豊委員　もう少し重ねて聞きたいん
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ですけれども、歳入の土地引渡遅延料で

す。これについて、特に影響はないとい

うようなことでお答えいただいたんです

けれども、ＪＲ千里丘駅西口のエレベー

ター設置に影響しないか、確認のために

お聞かせいただきたいなと思います。

　それと、正雀駅前地区整備支援事業な

んですけれども、まちづくりに対する市

民の皆さんのいろんな願いがたくさんあ

るというふうに認識していまして、活動

の中身についてもこの間、ずっと報告い

ただいてるんですけれども、政策や生涯

学習の所管部署がやっている、そういう

ワークショップと違って、都市計画課が

取り組んでいる中身について、具体的に、

まちの姿がどう変わっていくのというふ

うな、そういうイメージや展望とか、そ

ういうふうなものが持てるような形になっ

ていないんじゃないかと、私は聞いてて

ずっと思ってるんです。そういった意味

で、平成２３年度の活動を振り返ってい

ただいて、今後どうしていくのかという

ふうなことについて、方向性について聞

いておきたいと思っております。

　それから、吹田操車場跡地の千里丘公

園についてですけれども、金額的にも大

きなものでありますので、気になる部分

もあってお聞きしたわけであります。こ

の部分については、先ほどの説明で理解

しまので、この点については結構です。

　次に、阪急京都線連続立体交差事業と、

それから土地区画整理事業にかかわる補

正予算なんですけれども、今おっしゃっ

ていただいた平成２４年３月の補正予算

というようなことなんですけれども、私

のほうで認識が漏れていたのかもしれま

せんけれども、これはその際に、駅前等

再開発特別委員会の中で議論されたとい

うことで受けとめておきます。

　もう一点、南千里丘まちづくり事業に

かかわる継続費で、予算概要にはこの項

目が上がっていないけれども、決算概要

にはこういった形で記載をしてあるとい

うことであります。予算と決算で項目が

違っていて、これはどうなのかなという

ふうなことで今回お聞きしたんですけれ

ども、そうしましたら、予算で書かれて

いる、この事業に対するトータルの金額

のところが全く違ってるということなわ

けです。そうしたことで、本当にいいの

かということで、実際、各年度の予算で

きちんと記載すべきだったんじゃないか

と思うわけなんですけれども、そのあた

りのことについて再度お答えいただけた

らというふうに思います。

○藤浦雅彦委員長　それでは答弁をお願

いします。

　品川参事。

○品川都市計画課参事　歳入の土地引渡

遅延料について、この引き渡しが遅れた

ことにより、ＪＲ千里丘駅西口エレベー

ター設置に影響しないかというお問いで

ございますが、こちらの土地の引き渡し

につきましては、吹田操車場跡地の区画

整理を行っている土地の中身の引き渡し

が遅れたということになってきますので、

ＪＲ千里丘駅西口エレベーター設置とは

また別事業になっておりますので、そこ

の関係は全く関係なく動いております。

○藤浦雅彦委員長　新留課長。

○新留都市計画課長　阪急正雀駅前のワー

クショップについてでございます。今後

の都市計画課としての展望、今後どうし

ていくのかということですが、阪急正雀

駅前地区につきましては、大規模なハー

ド面での再開発事業の実施は現在のとこ

ろ難しいという状況でございます。

　ただ、地元の住民の方が、まちづくり

について考えて話し合う場として、平成

１８年度から正雀駅前地区のまちづくり
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ワークショップを開催しておるわけでご

ざいますが、今後につきましても、現在、

十三高槻線の工事、正雀工区も行われて

おります。この工事が、平成２６年の春

ぐらいに供用開始ということで大阪府の

ほうから聞いておりますが、この辺で、

道路も供用してくれば、正雀地区のその

後の人や車の動線、あるいは社会環境も

ある程度変化が予想されると我々も思っ

ております。

　市としては、このまちづくりのワーク

ショップが、これからの地域の環境の変

化も含めまして、住民が地域にとって何

ができるのか、どんなまちづくりがいい

のか等、ソフト面、ハード面も含めてで

ございますが、まちの活性化につなげて

いけるような意見交換をしていただく場

と我々は考えておりますので、今後につ

きましてもこのワークショップにつきま

しては、地元の活動を支援していきたい

と考えております。

○藤浦雅彦委員長　寺田課長代理。

○寺田都市計画課長代理　南千里丘まち

づくり事業の負担金で、継続費に載って

おる部分につきまして、逓次繰越の部分

につきまして予算概要のほうに記載がな

いと。逓次繰越の分については、決算概

要でしか把握はできないのではないかと

いうような内容でお問いがあったかと思

います。

　この負担金でございますが、継続費に

おきましては、阪急新駅の設置負担金は

平成１９年度に継続費の補正をしていた

だいておるところでございます。

　あと、境川周辺整備工事負担金につき

ましても、平成１９年３月、平成２０年

３月の議会で補正予算をご可決いただい

て、計上させていただいているところで

ございます。

　そういったところで、平成１９年度か

ら補正予算という形で、この費目につい

ては、平成２０年度、平成２１年度、平

成２２年度という形での予算執行をさせ

ていただいておるんですが、その継続費

の中で、逓次繰越で使いきれない額につ

いては、次年度へ回すような形の仕組み

になってございまして、この予算概要に

つきましては、その当該年度で継続費の

年割額で上げさせていただいている、当

該年度の予算計上をさせていただいてい

る部分しか載っておらないというところ

でございますので、こちらのほうについ

ては、財政方と調整をさせていただいた

中でこういう形でさせていただいており

ます。決算概要につきましては、こうい

う形でしっかりと記載をさせていただい

ているということでございます。

　また、あわせまして、南千里丘まちづ

くり事業におきましては決算概要の３０

ページの下の欄、それと南千里丘土地区

画整理事業に関しましては３２ページに、

この継続費の全体計画、並びに実績、そ

れと、それとの比較という形の表が、財

政方のほうで作成をいただきまして記載

をされておるようなところでございます

ので、平成２３年度でもって、平成１９

年度から５か年にわたる継続費というの

は、こういう形で最終精算という形でご

報告もあわせてさせていただいていると

ころでございます。

○藤浦雅彦委員長　吉田部長。

○吉田都市整備部長　補足をさせていた

だきます。

　昨年、駅前等再開発特別委員会で、や

はりこの継続費につきましては、当初予

算からの枠どりだけで、中身が非常にわ

かりにくいというご指摘をいただいてお

ります。今後、新たに継続費を使う場合

においては、毎年度のある程度の報告を

きちんとできるような、そういう仕組み
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づくりを考えるべきだというご指摘もい

ただいております。

　決算でしかわからないという部分がご

ざいますので、各年度の予算でわかるよ

うな流れをきちんとつくって、各委員に

ご理解いただけるような仕組みづくりを

考えなさいというご指摘も今日までいた

だいておりますので、財政方と今後、方

法等を詰めた上で、やはりもう少し親切

な形で、例えば、参考資料で提案できる

ような、所管で対応できるような、マニュ

アル的な形が一番我々でも説明しやすい

ですし、そのあたりが今後の課題であり、

宿題をいただいておりますので、今後、

財政方とも話をしたいと考えております。

○藤浦雅彦委員長　弘委員。

○弘豊委員　要望だけしておきたいと思

うんですけれども、ご説明いただきまし

た継続費のことで、当初予算では南千里

丘まちづくり事業で６，２５１万円と書

かれていたのが、決算概要の予算現額の

ところでは、桁が違うわけです。大きな

金額がここに記載されているということ

で、これには違和感を感じますし、今後、

改善していくということでご答弁いただ

きました。本当に大きな金額を預かって

いる事業です。市民の皆さんに理解でき

るような形で、しっかりと取り組んでい

ただきたいと思います。

　阪急正雀駅前地区整備支援事業なんで

すけれども、やはり、私は今のご答弁の

中では、正直なかなか納得できない部分

も感じます。ハード面で具体的に前に進

んでいけない事情というのは認識してい

るところなんですけれども、そんな中で

もいろんなまちづくりの姿、今後動いて

いく情報をきちんとお伝えして、それで

みんなで議論をして進めていくというふ

うな、そういうことをやられていくべき

だというふうに思っていますし、平成２

４年度で１，０００万円の予算を組まれ

ています、駅前周辺の道路改良事業とか、

そういったところと、どうリンクされて

いるのかというふうなことも、今ご説明

がありませんでしたし、また先ほど言わ

れました十三高槻線のほうでは、ガード

ができて、その上部の活用とかいうふう

なことの課題についてもあるんだという

ふうに思います。そうしたところに、ワー

クショップで集まっているような方たち

が、皆さんがどうかかわってこられるの

か。また、正雀周辺でいいましたら、商

店街の活性化のこととかも、さまざまな

課題があります。味舌小学校の跡地はど

うなるのか、こういうことも正雀の地域

の問題としてあるというふうに思うんで

す。

　このワークショップは駅前にかかわっ

てということだけではなく、地域でいろ

んな取り組みが展開されているという中

では、都市計画課が担うからには、そう

いうふうな今後のまちづくりの展望、姿

が見えるようなものにしていっていただ

かなくてはいけないのかなというふうに

思っております。

　また、今後の活動の中で、ぜひ、そう

いうことも活かしていただけたらという

ふうなことを申し上げまして、私のほう

からは以上とさせていただきます。

○藤浦雅彦委員長　ほかに質疑はありま

すか。

　大澤委員。

○大澤千恵子委員　そうしましたら、細

かい点は、弘委員もいろいろお聞きされ

たと思いますので、私は要約をして、１

点だけお聞かせいただきたいと思います。

　摂津市は市内に阪急正雀駅、阪急摂津

市駅、ＪＲ千里丘駅、モノレール南摂津

駅、モノレール摂津駅と、５つの駅があ

るわけなんですけれども、最近の傾向を
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見ておりますと、ＪＲ西日本では、昨年

５月に大阪ステーションシティを開きま

した。東京では、東急電鉄が今年の４月

に高層複合施設の渋谷ヒカリエを渋谷に

開業したり、またＪＲ西日本等では、大

阪駅の北側の「うめきた」を再開発され

ているみたいです。東西のＪＲで駅前の

再開発が目白押しになっているわけなん

です。

　これは、実は何の背景があるのかとい

いますと、まず収入源の確保、鉄道会社

は収入源の確保を今しているわけです。

これはなぜかというと、鉄道会社は、少

子高齢化の進展で、通勤通学の運賃の収

入減が今後予想されているという中で、

鉄道会社は駅の立地のよさを有効活用し

て、物品、流通、レジャー、サービス、

こういったことで減少分を補いたいとい

うふうに考えているというふうに聞いて

おります。

　そんな中で、本市の駅というのは本当

に小規模で、そんな大きな駅ではありま

せんけれども、そういった地元の小さな

駅も、今後どんどんどんどん同じような

形態が多分進んでいくと思うんです。

　こういった中で、やっぱり企業とのタ

イアップ、それから誘致の活動、優遇措

置、そういったものを今から計画をされ

て、何とかこの今ある摂津市内の駅前を、

全体を何とか活性化できるような方法、

これはもちろん地権者との関係もありま

すし、商業施設が来るような条件を整え

ないともちろんいけないと思うんですけ

れども、こういったお考え、今後どのよ

うに考えられているのかということをお

聞きしたいと思っております。

○藤浦雅彦委員長　駅前等再開発特別委

員会の所管である、阪急正雀駅前と、南

千里丘のまちづくり、それから千里丘西

地区に関してということでご答弁をお願

いします。

　吉田部長。

○吉田都市整備部長　大澤委員がおっしゃ

る部分につきましては、まさしく、今後

の大きな課題であろうと思いますし、地

域の活性化も含めての話だと思います。

　例えば大阪市内の開発では、阪急百貨

店が改装後、全面開業して、８万平米以

上の床面積を持った商店ができる。その

後に阿倍野でも１０万平米を超えるよう

な百貨店もできてきているということで、

駅前は、非常に今、活発化しているとい

うのが現実でございます。

　ただ、阪急正雀駅、ＪＲ千里丘駅で、

例えば再開発を行った場合、地域がそう

いう商業だけの軸で、集客力のある開発

ができるかどうか。一番、我々が心配す

るのは、今、再開発が停滞しております

現状の中に、商業床が全然売れない。つ

まり、再開発が成立しないというのが非

常に難問というか、国も認めている内容

でございます。それに反して、集客力が

見込める地域、特に大阪市内、そのあた

りは逆に活性化している。その周辺の衛

星都市にかかわるような駅前に関しては、

下手をすれば再開発の後に床は売れない、

地域がシャッター通りになっているとい

うのが実感でございます。

　大澤委員がご指摘のように、やはり地

域の活性化においては、今後、商業施策

も含めまして、トータルで考えないと非

常に難しいのではないかと。はっきり申

し上げますけれども、大阪市内の開発に

摂津市が勝つというのは基本的にできな

いと思います。なぜならば、乗降客数か

らして違いますし、後背地の購買力も違

います、そのあたりを考えますと非常に

難しい。そして、企業が誘致をしまして

も、相当の担保を渡した中でないと来な

いだろうというようなジレンマに入って
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しまう開発になってしまうでしょう。た

だ、それならどうすれば良いかといった

ら、やはり市民生活の利便性を向上させ

て、人口が減少しないような施策も含め

て、幅広く考えるべきではないかという

ふうに考えております。

○藤浦雅彦委員長　大澤委員。

○大澤千恵子委員　今、ご説明いただい

たとおり、現状としては、多分そういう

ことだろうなということは重々よくわかっ

ております。

　実際、小さな駅の駅前開発というのは

どういうふうにしているのか。今現状、

阪急摂津市駅を見ますと、やっぱり閑散

としています。夜になると、ほとんど人

通りがないというような現状で、市民の

方からよく声を聞くのは、もっと若い方

たちが集まる駅のほうがよかったんじゃ

ないかという声もお聞きします。これは

現実です。カーボン・ニュートラル・ス

テーションということで、非常に環境に

配慮した駅ということですが、やっぱり

時間がたつと、環境についてどこに配慮

しているのと、市民の方たちも常にそれ

を意識しているわけではございませんの

で。そういった意味では、やっぱり何ら

かの集客ができるようなことも、施策と

して考えていく必要があるのかなという

ふうには思っております。

　小さい駅の駅前の開発ってどういうふ

うにしていくのか。これから千里丘西地

区もありますし、南千里丘のまちづくり

として、阪急摂津市駅前を今後どうして

いくのかということも、いろいろかかわっ

てくると思うんですけれども、住んでよ

かったと思える魅力的なまちを実現する

ために、小さい駅がいろいろアンケート

をとっているんです。自治体のすべきこ

とはなんですかと言うと、駅前周辺の開

発というのはナンバーワンに上がってい

るんです。住環境の整備とか、企業誘致

とか、いろいろあります。駅前に高層マ

ンション、これは阪急摂津市駅ではされ

ていることだと思いますので、ショッピ

ングモールとか、それから現状の交通網

を生かした住環境整備とか、交通の便が

よいまちとか、いろんなことが市民のア

ンケートの中に出てきている現状があり

ます、いろんなところを確認させてもらっ

たんですけれど。ターゲットは、やっぱ

り学生とか、仕事帰りに寄れるところ、

駅で時間がつぶせるというのは非常に多

いんです。そういった中で、今、阪急摂

津市駅、千里丘西地区の開発、こういっ

たところを見たときに、やっぱりそうい

うことも必要になってくるんじゃないか

なというふうに思っております。

　先ほど、弘委員もおっしゃいましたけ

れども、阪急正雀駅前のワークショップ

です。これは、先ほどご説明いただきま

したけれども、やっぱり全体的なまちの

構想みたいなものは、含まれていくべき

ではないかなというふうに思っておりま

す。

　その中で、一つの事例として、高校生

が地域に取り組む「夢の駅前公園計画」

というものがあります。これは、地元の

高校生が自分たちの通学に利用する駅、

こういったところをもっと活性化してい

こうということで、この「夢の駅前公園

計画」というのをワークショップをしな

がらやっているわけなんですけれど、こ

こにはその高校生たちが実態調査とか、

地元の自治会との協力で一緒になって、

もちろん市も一緒になってやっていると

いう事例があるんです。こういったこと

で、市の応援やもちろん地元の市議会議

員、こういった方たちが、それぞれの立

場から、まちづくりに対していろんな意

見交換をしている場というのがあるんで
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す。

　今、新留課長がおっしゃったみたいに、

地元の方たちで何回もするのもいいんで

すけれど、もっと新しい方たちの発想も

取り入れたようなワークショップに今後

はしていっていただきたい。多分そんな

にお金もかからないことですので、これ

から社会を担っていく若い世代の子ども

たち、高校生、大学生、こういった方も

もっともっと入っていただいて、ワーク

ショップをして、例えば、先ほど言って

おりました、十三高槻線の件ですね、こ

ういったところも含めたことを、若い世

代にも伝えていくということで、まちが

少しは変わっていくんだなということを

意識づけしてもらって、ワークショップ

を開催していただけるようになればいい

なというふうに思っておりますので、こ

れは要望とさせていただきます。

　細かいところはいろいろありますけれ

ども、駅前の開発というのは非常に重要

だというふうに思っておりますので、今

後力を入れて取り組んでいただきたいと

いうことで要望とさせていただきます。

○藤浦雅彦委員長　森西委員。

○森西正委員　細かい部分に関しては弘

委員が質疑をされていましたので、決算

概要に沿って進めたいというふうに思い

ます。

　まず、阪急正雀駅前地区整備支援事業

ですけれども、先ほどからも答弁として

は、ワークショップでソフトの部分を市

民の方に協力を得ながら進めていくとい

うことでありました。十三高槻線の話、

車の動線ということもありました。市民

参加という意味からすると、ソフト面と

いうことになろうかと思うんですけれど

も、行政としてソフトとハード両方で進

めていくべきだというふうに思います。

行政として、十三高槻線が開通して、車

の動線というふうなこともありましたが、

その点は行政として絵をかいていくべき

だというふうに思いますけれども、その

点、どのように考えていくのか、お聞き

したいというふうに思います。

　続いて、吹田操車場跡地まちづくりで

すけれども、摂津市は、都市型居住ゾー

ンと千里丘公園というふうなことであり

ますけれども、今までずっと駅前等再開

発特別委員会でも議論されてきて、これ

からどういうふうな形で進めていくのか

というふうなことで、これは吹田市と摂

津市がともにまちづくりを進めていくと

いうふうなことでありますが、この６月

に、国立循環器病研究センターの報告が

ありました。その後に、何か変化等があっ

たのか、その点をお聞きしたいというふ

うに思います。

　続いて、阪急京都線連続立体交差事業

ですけれども、２万円の予算で２万円の

執行ということで、この点は連絡会資料

作成、協議会調査費の負担及び実施とい

うことであります。平成２３年度はどの

ような働きかけ、動きをされてきたのか、

中身についてお聞きしたいと思います。

　また、千里丘西地区市街地再開発支援

事業であります。市長選の前、そのとき

に新聞でも掲載されました千里丘西地区

市街地再開発です。本当に混雑をして、

通行をどうするのか。車と歩行者が危険

であるということが新聞でも掲載をされ

ましたけれども、準備組合との協議がど

うなっておるのか、進展があるのか、ま

た以前からいろいろと話を聞いておりま

すけれども、変わった形を今後とられる

ようなことができるのか、お聞きしたい

というふうに思います。

　続いて、南千里丘のまちづくり事業と

土地区画整理事業ですけれども、まちづ

くりをされてから、当初考えておられた
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まちの考えと、それと現在、まちづくり

で実際にマンションが建設されたりとか、

まちが動いておる中で、当初との市行政

と実際の動きとの違いがあるのか、その

点をお聞きしたいというふうに思います。

○藤浦雅彦委員長　今日は決算審査の委

員会ですので、決算の内容に基づいて、

その上での議論というのを心がけていた

だきたいということをお願いしておきま

す。

　新留課長。

○新留都市計画課長　阪急正雀駅前地区

整備支援事業でございますけれども、ソ

フト面では、現在も平成１８年度から、

いろいろな市民協力を得ながらさせてい

ただいております。十三高槻線も２年後

に開通してくるということで、行政とし

てハード面、車の動線等についてどうい

う絵をかいていくべきかということです

が、これにつきましては、我々も十三高

槻線ができてきますので、その辺は以前

から認識しておりますので、道路管理課、

道路交通課とも協議を行っております。

そして、一部では、道路担当部署の方で

用地買収も手がけていただいておる状況

でございます。ですから、当然、十三高

槻線が開通しますと、駅前の方にバス等

も入ってくるという状況もありますので、

その辺のバスの動線等も道路担当部署と

一緒に、今後も考えていきたいというふ

うに思っております。

　それから、千里丘西地区市街地再開発

支援事業の状況でございますが、先般、

新聞でも掲載されておりましたとおり、

駅前が混雑しておると、歩行者が危険で

あるということも出ておりました。我々

も、以前から非常に危ないということで、

これにつきましても行政のほうでは、道

路管理課、道路交通課とも、暫定的でも

どういう安全対策ができるのかというこ

とで、今、対応を協議しておるところで

ございます。

　それから、準備組合との話し合いで進

展があるのかということでございますが、

平成２３年度に準備組合のほうで、既に

１０回ほどの理事会も開催していただい

ております。それから、平成２３年度に

つきましては、準備組合が主体となりま

して、大阪府の都市整備推進センターの

まちづくり初動期活動助成金を受けまし

て、コンサルタント契約を締結されまし

て、事業化に向けて合意形成活動を今、

進められておる状況でございます。それ

から、その中で、平成２３年度につきま

しては、まちづくり意向調査も実施して

おるところでございます。

○藤浦雅彦委員長　品川参事。

○品川都市計画課参事　吹田操車場跡地

まちづくり事業の中で、今年６月に国立

循環器病研究センターの報告があって、

その後の変化はというお問いですが、ま

ず区画整理事業をやっていく中で、吹田

市、摂津市、お互いが協力しながらまち

づくりを進めていっているというところ

は変わっていませんが、６月に国立循環

器病研究センターの建替整備構想検討委

員会のほうから、条件つきではあります

けれども、箕面市船場地区が発展可能性

などを考慮して可能性があるという報告

が今年の６月に出ております。

　今現在ですが、箕面市のほうは、今い

ろいろと建物等も建っておる状況ですの

で、本当に可能かどうかというようなこ

とで、国立循環器病研究センター自身が

「移転候補地（箕面市船場地区）の評価

に関する調査業務委託」というものを発

注しておりまして、箕面市移転の実行可

能性調査を行っております。こちらがこ

の前、契約されたところで、平成２４年

１１月２日から平成２４年１２月２１日
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までの約２か月間の期間ということで、

国立循環器病研究センターのほうで今、

箕面市の可能性の調査をされているとい

うのが現状であります。我々もホームペー

ジ等から情報を入手している状況でござ

いますので、わかっている情報としては

以上でございます。

　阪急京都線連続立体交差事業の２万円

の執行と、平成２３年度どういった動き

をしたかということについてですが、阪

急京都線連続立体交差事業の、予算概要

の備考欄に、連立検討連絡会資料作成、

連立協議会・調査費の負担及び実施と上

げさせていただいておりますが、もとも

と事業としてはこれだけを行うというこ

とで、当初予算等の中で上げさせていた

だいておりました。実際に平成２３年度

の２万円を執行した中身は、大阪府の連

続立体交差事業協議会というのがござい

まして、そちらに連立事業を施行中の関

係市が入っておりまして、その協議会分

担金として関係市が２万円を支払ってい

るということで２万円を支払っておりま

す。

　平成２３年度の取り組みですが、平成

２３年度はまず大阪府の中期計画、これ

に位置づけられないことには大阪府が事

業主体となってございますので、まず大

阪府がその事業をやっていくという大き

な意思表示をました。もともとは年度半

ばに策定されるということで、いろいろ

協議を重ねておりましたが、知事の交代

ということもございまして、実際にその

中期計画に位置づけされたのが年度末に

なりましたが、中期計画への位置づけが

第一ということで昨年度は取り組んでお

りました。

○藤浦雅彦委員長　寺田課長代理。

○寺田都市計画課長代理　南千里丘まち

づくり事業の部分で、竣工後、まちづく

りにおいて一定インフラ整備が整ってき

たと。民間の建築も進んできている中で、

当初の計画があった時点と今現在と、ど

のような違いがあるのかというお問いで

す。

　そもそも、南千里丘まちづくり構想と

いうことで、平成１８年に策定させてい

ただいてる内容は、総合福祉会館等の周

辺整備構想とあわせて構想をさせていた

だいておりました。構想としましては、

健康、福祉、医療、それと文化、教育と

いったような内容をテーマにしまして、

ハード面、それからソフト面といったと

ころで整備をさせてきていただいており

まして、このハード面に限りましては、

今、ご審査いただいております南千里丘

まちづくり事業、それから土地区画整理

事業といったところで、阪急の新駅、そ

れと新駅設置によりまして不足する駅周

辺のインフラといったものをこういう事

業費を使いながら整備をさせていただい

たところでございます。また、民間の活

力もいただきながら、コミュニティプラ

ザ等の公共施設も駅前に整ってきたとい

うような状況でございます。

　そうした中で、民間のマンションも、

このインフラ工事と同時並行で進んでおっ

た部分につきましては、昨年の春に入居

も開始され、一定の人口の増加にも寄与

してきておるところでございます。今現

在も、Ｂ街区として、香露園交差点のあ

たりに３５階建てのマンションが建って

きております。そうした中で、現在進行

形ではございますが、そういう形で我々

の考えておりますまちづくり構想にかなっ

た形で一定、定住人口の増加も図られ、

なおかつ公共公益施設の集約化も図られ

て、なおかつ「産・官・学・市民」と申

し上げておりましたが、その産業の部分

につきましても一定、本社機能を有した
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企業も立地をされておるところでござい

ますので、今後もそういった部分で、構

想に幾分かの違いはあるかもしれません

が、大体そういうような状況で軌道に乗っ

てきた形になっておるかと思います。

○藤浦雅彦委員長　森西委員。

○森西正委員　財政といいますか、お金

のかかる部分がありますから、進めたい

という気持ちはあっても、なかなかそれ

に伴ってこないという部分がありますし、

財政が豊かであれば、どんどん進められ

るという点があろうかというふうに思う

んですけれども、阪急正雀駅前地区整備

支援事業に関しましては、ソフトという

部分がありますけれども、それも市民の

方にまちづくりを考えていただくという

ことであります。ただそこには、摂津市

が市民にソフトの部分を考えていただく

けれども、方向性については市の考えを

持ってもらわなあかんと、市が主体性を

持った上で市民に考えてもらわなあかん

ということだとい私は思うんです。その

点、市が主体性を持って考えていただい

て、それに伴って市民が協力するという

ような形をつくっていただきたいという

ふうに思いますので、ソフト面もハード

面もあわせて主体性を持ってよろしくお

願いしたいというふうに思います。これ

は要望とさせていただきます。

　吹田操車場跡地まちづくり事業の件で

すけれども、これも国立循環器病研究セ

ンターが来る、来ないによって、都市型

居住ゾーンの中に建てられる建物自身が

変わってきたりとかいうようなことも、

出てこようかと思うんです。ですから、

どちらが先になるのかというふうなこと

もあろうかと思うんです。国立循環器病

研究センターが来てから、都市型居住ゾー

ンの開発を進めていくのか、もしくは都

市型居住ゾーンを先に進めてしまうと、

後にもし国立循環器病研究センターが来

たときに、その用地がないというふうな

ことにもなってきますので、これは動向

を見てということにはなろうと思うんで

すけれども、吹田市と協調しながら、そ

の点を進めていただきたいと思いますの

で、これも要望とさせていただきます。

　それと、阪急京都線連続立体交差事業

ですけれども、南千里丘のまちづくりを

されて、阪急摂津市駅が開業してから、

踏切の閉まる時間が以前よりもふえてし

まって、交通渋滞を引き起こしてしまう

ということが実際にあります。その解消

を図るには、やはり連続立体交差化を進

めていかなければならないというふうな

ことでありますから、これは１年でも早

くそういうふうになるように、大阪府と

協議をしながら、中期計画の中に入れて

いただくということを速やかに行ってい

ただくように、よろしくお願いしたいと

思います。これも要望とします。

　それと千里丘西地区市街地再開発支援

事業ですけれども、平成２３年は理事会

も開かれて、大阪府の助成金でコンサル

タントを呼ばれて、そういうふうな話し

合いといいますか、事も進められるとい

うことですけれども、なかなか前に進ん

でいないというのが現状でありまして、

今までと違う考えも持って、千里丘西地

区市街地再開発支援事業というのを考え

ていかなければならないと思うんです。

大口地権者の方がおられて、なかなか動

いていただけないということもあります

し、それであれば違う形でできないかと

いうふうなことも進めていただきたいと

いうふうに思いますので、その点は準備

委員会もありますし、その点、協力、協

調しながら進めていただきたいというふ

うに思います。

　まずは千里丘西地区市街地再開発とい
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うのが進められなくても、歩行者等の安

全対策を最優先に進めるべきだと思うん

です。その点は、市民の安心安全をまず

優先に考えていただいて、検討していた

だきたいというふうに思いますので、こ

れも要望とさせていただきます。

　南千里丘のまちづくり事業ですけれど

も、これからＢ街区にも３５階建てのマ

ンションが建ってきます。新しい方もそ

こで生活をされたりというふうなことに

もなってきますし、新たな市民からの要

望も出てこようかというふうに思います

ので、その点は十分に要望を聞いていた

だいて、まちづくりを進めていただきた

いというふうに思いますので。

　全てに関してですけれども、これから

マスタープランを作られるにあたっては

各委員が質疑をされますし、他の議員か

らもさまざまな声があろうかというふう

に思いますし、また市民からもさまざま

な声があろうかというふうに思いますの

で、その点を十分、加味していただいて、

マスタープランを作成していただいて、

前に進むような、計画をつくっていただ

きたいというふうに思いますので、絵に

かいた餅にならないような、そういうふ

うな計画をぜひともつくっていただきた

いというふうに思いますので、要望とさ

せていただいて、私からの質疑を終わり

たいと思います。

○藤浦雅彦委員長　ほかにございますか。

　上村委員。

○上村高義委員　私のほうから１点だけ

質疑をさせていただきます。平成２４年

度予算の段階でもこの委員会で、南千里

丘まちづくり事業についての総括という

ことで質疑をさせていただいて、お答え

いただいておりますけれども、今回の決

算で、事務報告書の１９７ページにあり

ますが、南千里丘地区まちづくり交付金

事業事後評価業務委託をされています。

２５５万１，５００円ということで委託

されております。この件についてお尋ね

いたします。駅前等再開発特別委員会で

小まめなご報告をいただいておりますの

で、私はこの点についてだけお尋ねしま

す。

　今、森西委員の質疑に対する答弁で、

南千里丘まちづくり事業について、まと

めのような話を寺田課長代理のほうから

話があったんですけれども、この事後評

価については市のホームページで情報公

開されております。私は改めてこの委員

会で聞いて、評価の概要について報告を

この場でいただいて、記録に残すべきだ

という観点から質疑をさせていただきま

す。

　その中で、いろんな指標というのが載っ

ておりますけれども、この指標の達成度

というのをきちんとここで答えていただ

きたいというふうに思っています。最終

年度は平成２７年の８月にしますという

ことで、まちが活性化していけば、指標

の数値も変わってくると思うんですけれ

ども、現時点での指標ということでここ

に載っておりますので、その数値をきっ

ちりと報告いただきたいということと、

南千里丘まちづくり事業はいろんな紆余

曲折があって、当初の計画と若干違う部

分もたくさんありました。例えば境川の

親水化ということなんかは当初の計画に

はなかった。しかし、いろんなワークショッ

プとか、大阪府との交渉、この駅前等再

開発特別委員会での提案等々もあって、

親水化というのもできてきたんですけれ

ども、そのことも含めて、報告をいただ

きたいということと、他市から行政視察

に来られます。他市から来られたときに、

一番の関心事は何かという点に興味があ

るんです。カーボン・ニュートラル・ス
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テーションということもありますし、境

川親水化というのもありますし、あるい

は保健センター、コミュニティプラザも

ありますし、民間マンションも建ってお

りますので、他市から見た摂津市の評価、

何に関心を持って見に来ておられるのか

というのが、行政視察を受ける中で一遍

聞いておきたい。摂津市の客観的な評価

がどうかというのを知ることが必要になっ

てくると思うので、その辺の感触をお話

を願いたいと思います。

　それと、ここに残された課題、計画変

更があって、当初の目的があって、それ

に向けてまだ残された課題があるんだと

いうふうに書いてます。とりわけ、阪急

京都線の連続立体交差化を進めるための

ワンステップであると。最終的には、阪

急京都線の連続立体交差化に向けていく

んだという話でありますし、当初は「産・

官・学・市民」が連携したまちというこ

とでありましたけれども、そこら辺が進

んでいるのかということと、先週、環境

フェアというのがありましたけれども、

あれはまさに「産・官・学・市民」が連

携したイベントだったんですけれども、

それ以外にもそういうイベントをずっと

行っていくということが、当初の目的に

合致するんではないかなと思ってますの

で、そこら辺についてお聞かせ頂きたい

と思います。

○藤浦雅彦委員長　寺田課長代理。

○寺田都市計画課長代理　まず、南千里

丘地区まちづくり交付金事業事後評価業

務委託の内容についてご答弁させていた

だきます。南千里丘地区におきましては、

先ほど来、ご答弁させていただいており

ますが、国土交通省所管のまちづくり交

付金事業、今現在でいきますと社会資本

整備総合交付金と名称が変わっておりま

すが、国庫補助でございまして、対象事

業費の４０％を限度といたしました補助

率という形でいただいております。

　交付金をいただくに当たりまして、都

市再生整備計画というものを南千里丘地

区でどういったものを事業として挙げる

のかという内容を記載した計画書がござ

います。これを平成１９年３月に策定さ

せていただいて、国土交通大臣の承認を

いただいてまちづくりの事業に活かして

まいりました。

　その中で基幹事業としまして、駅前広

場であったり、駅周辺の境川の親水化の

整備工事、自転車駐輪場、そういった駅

周辺で駅の開業に伴って不足するインフ

ラを、こういったまちづくり交付金の中

で、柔軟性の高い事業でございますので、

それをさせていただいております。あわ

せて、まちづくり懇談会というものを平

成１８年７月からさせていただいておる

んですが、そういったものも交付金事業

を活用して懇談会のほうの内容について

も補助をいただけるといったような内容

でございました。

　ただ、ほかの補助事業と違いまして、

Ｂ／Ｃだとかそういうようなことではな

しに、先に整備計画を策定する際に数値

の指標、目標値を設定する中で、この補

助金を交付されると。当然ながら、平成

１９年度から平成２３年度にかけての補

助の期間でございますので、最終年度に

数値指標について確認をしなさいという

ことでございます。確認作業というのが

国の指導によりまして、まず方法書とい

うものを平成２２年度に作成いたしまし

て、国土交通大臣の承認をいただいてお

ります。方法書に基づいて事後評価とい

うものを行わせていただいておるところ

でございます。

　この中で主立った数値指標といいます

のが、市内の鉄道乗降客数、定住人口、
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公共施設利用者数、レクリエーションの

開催回数、この四つの指標で数値が当初、

設定していた内容よりも目標値へちゃん

と到達してるかどうかの確認を補助の交

付期間の最終年度に行いなさいというこ

とでございます。

　南千里丘地区におきましては、大体、

平成２２年度までにインフラ整備は整っ

てきてるんですが、ただ民間の開発等は

遅れて開発が進行してきてるようなとこ

ろもございますので、昨年度、事後評価

の調査をさせていただいた時点におきま

しては、まだ目標に到達していない項目

もございます。ただ、国の指導によりま

すと、そうすると何年かおいて開発の動

向をにらんだ中で再度、数値の確認をし

なさいというようなご指導もいただいて

おるところでございます。

　事後評価の業務を行うに当たりまして

は、庁内の関係各課の会議並びに市のホー

ムページ、そういったところで意見募集

をかけさせていただいております。それ

と、あわせて市民委員の方、３名にお越

しいただきまして、事後評価の内容につ

いて検討、ご意見もいただきながら今後

のまちのあり方、課題であったりだとか、

そういうところの点についてもご意見を

賜わりながら国土交通省、大阪府のほう

へ報告をさせていただいたところでござ

います。

　２点目の、当初計画から親水化等が追

加されているというところでございます

が、当初は区画整理事業を主にいたしま

して、駅周辺の自転車駐輪場、それと産

業道路踏切付近の広場の整備等がござい

ました。それから、追加となっておりま

すのが、先ほど委員がおっしゃったとお

り、境川のボックス化によります上面の

親水化整備、こういうものは先ほど申し

上げました懇談会によりまして、ワーク

ショップ形式で計２８回させていただい

ている中で、市民意見として約１，７０

０ものご意見を賜わった中で、それを実

現に向けて国、大阪府と協議しながら、

大阪府の多大な協力もいただきながら進

めさせていただいたところでございます。

　３点目でございますが、他市からの行

政視察について、何度か南千里丘地区に

行政視察に来られております。先進的な

取り組みをしてるということがまず第一

でございました。

　ダイヘンの大規模工場がございました。

そこを計画的な開発誘導で工場用地から

土地利用転換を大々的に行っておるとい

うことがまず第１点でございます。南千

里丘地区が中心市街地にございます。そ

の中で、先ほど吉田部長から答弁がござ

いましたが、全国的に駅前の中心市街地

が衰退する中で、駅直近に定住人口の確

保並びに公共施設の再配置といったとこ

ろで、歩いて暮らせるようなスモールシ

ティ、こういったものについて全国的に

非常に関心が強い度合いもございますの

で、環境面であったりだとか、そういう

ところもございますが、そういう土地利

用転換というところでの取り組みは、非

常に関心を持たれて視察にまいられるよ

うな状況でございます。

　最後、４点目でございますが、「産・

官・学・市民」の連携でございますけど

も、当初来、南千里丘まちづくり構想と

いうことで、平成１８年に構想を策定さ

せていただいた際には、そういう連携、

協力のもとに進めてくるということでご

ざいました。いろいろ平成１８年から進

めてくる中で、民間のご協力をいただく

中でリーマンショックであったりだとか、

いろんな社会経済情勢の変化の中で、や

はり当初、計画していたとおりにはなっ

ていないところも多少あるかと思います。
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ただ、基盤となります道路、駅前広場、

新駅、それと市民の交流の拠点になりま

すコミュニティプラザ、こういったもの

のハードは既にでき上がっておりますの

で、これを活かした形のソフト面の活用

というのは、ここを基盤にしまして取り

組んでいただけたらなと。これはつくっ

た側の意見でございますので、これから

はこの財産を活用していただいて、うま

く住民とも取り組んでいけたらなという

のが原課の思いでございます。

○藤浦雅彦委員長　上村委員。

○上村高義委員　丁寧に説明いただきま

して、ありがとうございます。

　当初の目標と若干、違うところもある

けど、結果的には非常にいいまちができ

た。コンパクトシティというのは知って

たけど、スモールシティというのは初め

て聞きましたので、それが非常に関心度

が高いということでありますし、結果的

には人口が２，０００人ぐらい増えてき

てるということと、このことは税収増に

つながっていくというふうに理解してま

すので、やはり費用対効果からいくとま

ちの活性化、市の存続性ということでは

人がふえるか、あるいは税収がふえるか。

そのことによって摂津市の社会福祉等々

に投資していくんですけど、そういった

意味では南千里丘のまちづくりというこ

とは、摂津全体を効果的に見ると非常に

効果があったと。

　さらに３５階建てのマンションが今、

建っておりますけども、ここにまた入居

者が入って人がふえるということで、そ

のためにやっぱり近隣の整備も必要じゃ

ないかなと思ってますし、境川の今の親

水化工事の植え込み状況がもう一つ、ま

だ当初から木が成長していない部分もあ

りますので、あの状態のままずっといく

のか、もっともっと最終イメージはどう

だったのかちゃんと検証をしながら、親

水化をもっと市民に親しみやすいように

計画するにはどうしたらいいかと、まだ

まだ研究の余地があるんではないかなと

思ってますし、評価書からいくと現在の

目標達成ではまだ三角が三つほどあるん

ですけども、これは７５点から８０点ぐ

らいという感触かなというふうに思って

ますけども、これから入居者、あそこに

住む人がどんどん増えてくれば目標値も

達成してくるんではないかなと思ってま

すし、そういった意味ではやはり今後も

ちゃんと見続けていく必要があるんでは

ないかなと思ってます。

　モノレール南摂津駅はできて１５年た

ちましたけど、周辺に空き店舗がふえて

きている状態であるんですけども、阪急

摂津市駅のほうは店舗がないので、いか

に住民が住みやすい環境をつくるかとい

うことに絞られてくるので、そういった

ところをこれは公共施設との連携とかと

いうことも必要になってくると思うので、

その辺をお願いしたいと思ってます。

　そういうことで、調査結果につきまし

ては非常に興味がありましたので、こう

いうことをきっちり報告されているとい

うことで、情報公開もされているという

ことで、このことは広報等々でもお知ら

せしていくべきではないかなと思ってま

すので、こういったことも含めてまた情

報提供をお願いしたいということで要望

しておきます。

○藤浦雅彦委員長　三好委員。

○三好義治委員　駅前等再開発特別委員

会については日頃、いろいろとまちづく

りについて報告を受けています。今日は

決算審査の委員会でございます。できる

だけ数値をあげながら、確認を含めて質

疑をしていきたいというふうに思います。

　まず、先ほど来から議論のある社会資
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本整備総合交付金、決算書の３９ページ

に記載してありますが、補足説明におい

ては２５５万１，０００円が平成２３年

度に交付されて、これについては南千里

丘地区まちづくり交付金事業事後評価業

務委託の部分で使われたということで、

事務報告書の中で２５５万１，５００円

が計上されております。私が気になるの

は、３９ページの歳入部分では、２５５

万１，０００円という数値が記載されて

ないように思えるんですが、この点につ

いてはどういうことなのか、きっちり整

理していただきたいなと。

　もう１点は、第４次総合計画の第３期

実施計画を見ますと、南千里丘まちづく

り事業の評価についての報告というのは

平成２３年度だけでなしに、継続して平

成２４年度、平成２５年度まで報告をし

なければならないというような計画になっ

てるんですが、それをした場合に交付金

がこれからまだ２年、３年、おりてくる

のか、交付されてくるのかという部分に

ついてお聞かせいただきたいというふう

に思います。

　それから、事務報告書の１９７ページ

で、南千里丘５６２－３他１筆の分筆等

測量業務委託を株式会社新都市二十一に

３５万７，０００円で委託されています。

委託業務については異論はないんですが、

同じ企業に、南千里丘土地区画整理事業

パンフレット作成業務委託をここに発注

してるわけです。この企業というのは、

測量が専門の企業なのか、印刷業務が専

門なのか。測量会社ならば測量専門で報

告書が挙げてこられるんですが、先ほど

の説明を聞いてますと、事業記念誌をこ

こに委託したという話になってます。そ

この企業はそういったことも全てオール

マイティーでやられるのかどうかという

ことについて、お聞かせください。

　それと、決算概要でページ３０ページ、

継続費の考え方で、先ほどから議論もあ

りましたけども、私も今まで指摘をして

きて、今後、見直していくという話は昨

年の決算審査の委員会でもしていただい

たんですが、まだ変わってないというの

は、もうちょっとスピード感を持ってやっ

ていただきたいというのが、まず１点で

す。継続費精算報告書を見ますと、数字

がわからないのが、南千里丘まちづくり

事業での年割額の欄でト２５億３，５９

２万１，０００円のトータル予算を組ん

でて、平成１９年度から平成２３年度ま

で、結果的に２４億７，０６４万５，１

６８円ということで終わりました。結果

的には６，５２７万５，８３２円が浮い

てきたということの中で、平成２３年度

の継続費の支出済額が８，２５２万３，

９００円だったんですよね。不用額とい

う意味合いで捉えるんだったら、支出と

いうのは、この扱い方というのはいかが

なもんかなというふうに思うんですね。

　また、比較の欄の財源内訳を見ますと、

一般財源を相殺したような形の中でプラ

マイナスゼロになってますよね。これに

ついての整理の仕方を教えていただきた

いなと。これは支出額というよりも不用

額になってくるんですよね。年割額で幾

ら組んでてもね。ここで何で一般財源で

８，２５２万３，９００円の支出額になっ

てるのかというのが説明つきませんでしょ。

決算での継続費の扱いは、私が昨年指摘

してる部分が反映されてないということ

で、これは答弁いただきたいと思います。

　それと、もう一つは、吹田操車場跡地

まちづくり事業で、区画整理も含めてど

んどん進んでいって、それと大阪府の事

業も受けながらいろいろ取り組んでいた

だいてるということは、評価をさせてい

ただいてます。今回、決算概要を見ます
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と、１８ページに書いている吹田操車場

跡地まちづくり事業で、市債の発行額が

８，３４０万円です。この事業はこれか

ら公園整備も進んでいく中で、中期財政

見通しを見ていっても、平成２６、２７

年度ぐらいまでこの事業は続いていくん

ですよね。ならば、市債発行した段階で

継続費を組まなかったのかということが、

平成２３年度の動きの中で非常に気にな

るんです。なぜこれは継続費として組ま

れなかったのか。

　８，３４０万円の市債を発行してます

ので、気になるのは、市債発行をしてい

く中で一般財源をどれだけ投資していく

のか、また国の補助金がどれだけおりて

くるのかというのを見ておきたいんです

よね。決算の中ではそれがあらわれてな

いということの中で、これについてお聞

かせいただきたいと思います。

　それと、南千里丘まちづくり事業で、

もう１点、継続費の平成２３年度支出済

額の８，２５２万３，９００円について、

先ほど不用額という表現をさせていただ

きました。決算概要の１２８ページを開

いていただきますと、南千里丘まちづく

り事業の歳出決算額が８，５２３万１，

２４７円になってるんです。この差額と

いうのが、どこから捻出してきたのかな

という部分、決算概要は支出を事業別で

書いて挙げているわけですよね。そして、

継続費についても、これも単独の継続費

で組んでいる。僕が言うてるのは、本来

ならば決算というのはどの数値を見ても

合っとかないとだめやろというふうに思っ

てるんですけど、こんだけ差が発生して

るというのは、どういうお金の管理をし

てるんかということについて、お聞かせ

いただきたいというふうに思います。

　それから、千里丘西地区市街地再開発

支援事業と阪急正雀駅前地区整備支援事

業についても、先ほどからいろいろ議論

がなされておりますけど、第４次総合計

画の第３期実施計画を見てみますと、そ

れぞれ取り組みに対して反省もされてる

んですが、やはり気になるのが、例えば

千里丘西地区市街地再開発支援事業につ

いては、平成２３年度では再開発に対す

る方向性が確認されているというのが、

平成２３年度の計画やったんですよね。

実際の実績は、目標の姿の実現まで至っ

ていないという実績で、先般も今の動き

については確認もしてますけど、やはり

こういったことについては、なぜこれが

できなかったのかということについて、

一定、反省もしながら次に進めないと、

平成２４年度になりますと本来ならば再

開発について方向性が確認され、関係権

利者にも認知が広がっているというのが

平成２４年度には動いとかなあかん。で

も、平成２４年度はそこまでいってない

から、この辺のことを踏まえて取り組ん

でいただきたい。これは要望しときます。

　阪急正雀駅前地区整備支援事業につい

ても同様なんですよ。そして、これにつ

いては今まで同じようなことばっかり繰

り返してやっていただいて、夜も休みも

なしに行っていただいてるということは

よくわかってるんですけど、一定、やっ

ぱり視点を変えていただきながら取り組

んでいただくということで、要望しとき

ますので、その他についてはご答弁をお

願いしたいというふうに思います。

○藤浦雅彦委員長　暫時、休憩します。

（午前１１時５２分　休憩）

（午後　１時　　　　再開）

○藤浦雅彦委員長　再開します。

　答弁を求めます。

　寺田課長代理。

○寺田都市計画課長代理　まず、社会資

本整備総合交付金の歳入額でございます
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が、決算書に書かれてる内容が非常にわ

かりづらいということです。

　決算書、歳入の３８ページにございま

す社会資本整備総合交付金でございます

が、こちらのほうに記載のございます１，

３５５万１，０００円という金額がござ

いますが、こちらには他事業の１，１０

０万の歳入も含まれております。残り２

５５万１，０００円が南千里丘地区のま

ちづくり交付金という名目で入ってござ

います。

　次に、南千里丘地区まちづくり交付金

がまだ交付されるのかというお問いです

が、南千里丘地区まちづくり交付金に関

しましては、都市再生整備計画というも

のを平成１９年３月に国土交通省のほう

に承認をいただいております。計画とい

うのが、平成１９年度から平成２３年度

にかけての５か年でございます。当然な

がら、この計画についての補助の交付と

いう形になってまいりますので、平成２

３年度までの補助金の交付という形になっ

てございます。

　次に、分筆等測量業務委託とパンフレッ

ト作成業務委託について、こちらは南千

里丘まちづくり事業と土地区画整理事業

と二つの事業には分かれておりますが、

同じ受託者ということになっておるとい

うことでございます。

　この中で分筆等測量業務委託の内容を

申し上げますと、まちづくり事業区域に

おきまして阪急電鉄のほうでバイク駐車

場、これを民有地を借地されながら管理

運営されてるところでございますが、そ

ちらの前面の道路がちょうど坪井踏切の

直近に当たってまいりますので、地元か

らのご要望もございましたが、踏切直近

の歩行者の安全性、たまり場を確保する

という目的で、民有地の所有者の方と区

画整理で生み出しました公共用地と土地

の交換をいたしてる内容について、分筆

測量業務委託をさせていただいておりま

す。

　パンフレット作成業務委託でございま

すが、こちらのほうにつきましては区画

整理事業の終了に伴いまして、地権者の

同意により、地権者の共同事業者でござ

いますジェイ・エス・ビーと事業記念誌

の内容についていろいろ協議を行いなが

ら、パンフレットを作成いたしたところ

でございます。

　この二つが同じ業者になってるという

ことでございますが、換地計画、区画整

理事業の計画を定めるに当たりまして、

この業者が精通しておるというところと、

周辺、近畿圏でございますが、そういっ

たところで数多くの事業の実績もござい

ます。事業記念誌といった意味合いのパ

ンフレット作成委託となっておりますの

で、どちらも見積もり合わせにはなって

おるんですが、発注をさせていただいて

るところでございます。

　最後に、継続費の平成２３年度支出済

額８，２５２万３，９００円と、決算概

要で示されている金額との違いについて、

ご説明申し上げさせていただきます。

　まず、８，２５２万３，９００円でご

ざいますが、委員がおっしゃるとおり、

決算概要の３０ページで南千里丘まちづ

くり事業の継続費の実績のところの支出

済額、この平成２３年度が８，２５２万

３，９００円となっております。ただ、

左隣を見ていただきますと、平成２３年

度の年割額がゼロになっておると。予算

がゼロなのに８，２５２万３，９００円

が出ておるというようなところと、決算

概要の１２８ページの南千里丘まちづく

り事業費の決算額でございますが、８，

５２３万１，２４７円となっております。

この違いは何だというようなお問いです。
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こちらにつきましては継続費に含まれて

いる内容は工事にかかわる経費について

継続費で計上させていただいております。

それ以外に事務経費等にかかわる内容に

つきましては、単年度予算の部分で計上

させていただいておりますので、委員が

おっしゃるとおり、乖離が発生しておる

というところでございますので、ご理解

のほうをお願いしたいと思います。

○藤浦雅彦委員長　吉田部長。

○吉田都市整備部長　それでは、まず継

続費でございますけども当初の継続費を

設定した段階から最終のところまでの流

れを細かく言いますと、事業ごとの流れ

も含めまして非常にわかりにくい。そし

てその中身について審査しにくいという

ご指摘をいただいた内容でございます。

　昨年も同じようなご指摘をいただきな

がら、今回の継続費も同じような項目に

なっております。ただ、この中身につき

ましてはご指摘の内容に沿った形で検討

に入りたいという内容で先ほど財政当局

と相談をいたしました。我々にとりまし

ても自分たちだけが継続費の中身を管理

してるだけではなく、それをもって議会

で議論をしていただけるような進め方を

すべきというご指摘を先ほどいただいて

るということも踏まえまして、財政当局

も表現の仕方、これについては不用額と

いう表現も含めまして、どういう形でつ

くらせていただければわかりやすいかと

いうことを検討したいということであり

ますので、我々のほうもそれをもって状

況を報告したいと思いますので、その対

応を考えてまいりたいと思っております。

　それから、決算概要１８ページの市債

発行の件でございますけども、これにつ

いても吹田操車場跡地まちづくり事業の

関連でございますけども、やはり吹田操

車場跡地まちづくり事業も４年、５年と

継続的に事業を進めております。その部

分でなぜ継続費として枠をとらなかった

のか。仕組みでいえば同じじゃないかと

いうご指摘です。

　財政当局と協議しております中におき

ましては、やはり財政当局といたしまし

ては継続費で枠をとるよりも、単年度で

全て進めていきたい。単年度予算で明確

に出していきたいというのが１点です。

もう１点は、やはり財政支出のきちんと

した規律として、単年度で枠をはめて、

それで事業ごとにお示しできるような形

が一番、財政としても好ましいというこ

とと、もう１点は基本的には継続費が本

当に正しいかどうかという判断も含めま

して、いろいろな角度から検討したいと

いうことも我々のほうは確認しておりま

す。

　ただ、今回ご指摘いただいてる継続費

に関しましては、当初、平成１９年度か

らこの形をとらせていただいたという経

過がございますので、今回の決算で最終

となりますけれども、今後、もし、継続

費をとる場合は、先ほどお話をいただい

た内容を踏まえた形の表づくり、そして

財政当局が言っております財政規律を前

提にした形の市債発行という形をもって、

今後、事業に反映させていきたいという

ふうに思っておりますのでよろしくお願

いします。

○藤浦雅彦委員長　三好委員。

○三好義治委員　それでは、２回目の質

疑をさせていただきたいというふうに思

います。

　まず、最初に継続費の考え方について

は、吉田部長のほうから今、ご答弁いた

だいて、財政当局と調整をさせていただ

いた中で、今後、見直していきたいとい

うご答弁をいただきました。

　昨年の決算審査の委員会、それ以前の
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予算審査の委員会からずっと終始一貫、

私が言ってるのは、財政規律を明確にし

なければならないと。我々、議会側とし

てはチェック機能をいかに果たしていく

かというのが仕事でございますし、使う

側としてもやはり経費削減に努めなけれ

ばならないと。そういったことをお互い

がわかるようにやっていくのが、これが

財政規律の根本でございまして、だから、

今の継続費のあり方というのは、財政法

に基づいて出していただいてるのも重々

承知ですけど、やはり議会に対しては、

５か年の継続費を組んだ段階で、例えば

３年経過したときに、あといくら予算が

残って、どれだけの事業が残ってるのか

というのをお互いが知り合うべきものだ

というふうに思いますので、副市長や財

政当局とも調整しながらこういった決算

資料の記載方法を見直していただきたい

というお願いをしておきます。

　それと、吹田操車場跡地まちづくり事

業については、市債の発行額が平成２３

年度で８，３００万円計上されておりま

すけど、これも財政規律を考えたときに、

吹田操車場跡地まちづくりでこれから公

園整備を含めてインフラの整備を行うの

に、全体予算が幾らかかるんやと、そし

て一般財源を幾ら投入しなければならな

いのかというのも、やはり議会に示す必

要があると思います。これについては来

年度予算でそれが反映できるならば、そ

ういったことで議会にもお示しいただけ

る事業計画をぜひお願いしたいというふ

うに思います。

　これは、中期財政見通しの中では、こ

れからの土地売却収入も見込まなければ

ならないけども、一方で歳出も考えてい

かなければならない。こういった双方を

見とかなければならないので、これもぜ

ひお願いしときたいというふうに思いま

すので、よろしくお願いいたします。

　それと、社会資本整備総合交付金につ

いては、ご答弁いただいたんですが、決

算書３９ページには社会資本整備総合交

付金で１，３５５万１，０００円という

ことしか記載されてないんですよ。そし

て、口頭で駅前等再開発特別委員会の所

管にかかわる金額が２５５万１，０００

円というご説明をいただいたんです。他

の資料を見ても、どこにもこの金額があ

らわれてない。果たしてどこの金額をど

ういうふうに言ってるのかなという疑問

がありました。先ほどいろいろお聞きし

ている段階で、１，３５５万１，０００

円のうち２５５万１，０００円が南千里

丘まちづくり事業分になるということが

明らかになったんです。こういったとこ

ろにも配慮が不足してるでしょ。社会資

本整備総合交付金の中で、南千里丘まち

づくり事業分として２５５万１，０００

円がありましたというのが本来、示すべ

き内容なんです。僕が言ってるのは、１，

３５５万１，０００円という歳入があっ

て、じゃあ一体、何に使おうかという話

の中で、結果的に南千里丘まちづくり事

業を見積もってみたら、歳出で２５５万

１，５００円やったから、逆算してそれ

だけの予算を使わせてくださいというの

が、この実態ではないかというご指摘を

させていただいてるんです。

　もともと１，３５５万１，０００円の

社会資本整備総合交付金というものの、

目的は何だったんですか。今、世の中で

問題になってるのが、東日本大震災の復

興支援という予算を組んで、実際にはい

ろんなところに使ってるのが問題になっ

てますよね。予算がおりたから全額使わ

なあかんという部分で、目的から外れた

使い方をしているのであれば、これはチェッ

クしとかなければ、これは税金なんです
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から。だから、まず交付金というのがど

ういう目的で交付されたのか。その中で

南千里丘まちづくり事業というのが適切

であったのかという部分について、ご答

弁いただきたいというふうに思います。

　そして、もう１点が南千里丘まちづく

り事業の中で事後評価業務委託に対する

交付金があと何年続くかというのが気に

なるんです。さっき言いましたように、

第４次総合計画の第３期実施計画の中に

は評価業務はあと２年から３年、続くよ

うに報告されてるんです。そしたら、毎

年、毎年、これからまた２５０万円程度

の予算が執行されるかどうかというのが

気になるんですよね。だから、そこらの

これからの報告事務というのはいつまで

続くんですか、予算は必ずつくんですか

ということもやっぱり気になるのでお答

えいただきたいと思います。

　それと、パンフレット作成業務委託に

ついて、これはパンフレットを見せてい

ただきました。一番、事業に精通した測

量委託をした業者、そこに発注されたと。

中身についてはこういった部分ですから

コメントは避けますけど、ならば一括発

注ができへんかったのかなということで、

パンフレット作成業務を発注したことに

ついては、一番、精通しとったというこ

とで容認しますけど、経費削減のために、

じゃあ測量を含めて最終的にこういった

報告書と合わせてパンフレットというの

を一括でなぜ発注できなかったのかとい

う疑問があるんです。経費削減のために。

この点についてお答えいただきたいとい

うふうに思いますので、よろしくお願い

します。

○藤浦雅彦委員長　それでは、答弁をお

願いいたします。

　吉田部長。

○吉田都市整備部長　まず、社会資本整

備総合交付金の件でございますけども、

これは１事業の単品で補助額をとるので

はなく、複数の事業メニューを入れて一

つのパッケージで摂津市から補助申請を

出すという形でございまして、だから入っ

てくる形は何々事業に対して幾らという

形の入り方はしないんです。その部分で、

歳入といたしましては社会資本整備総合

交付金という形で一括で入ってまいりま

すので、表現的にはこうなってしまった

というのが現実だと思っております。

　ただ、これですと非常にわかりにくい

ということで、補足説明のときに内訳と

してご説明させてもらったのですが、本

当は内訳として書くのが親切だというの

は我々も思っております。決算書の作成

については我々も詳細はわかりませんけ

ども、やっぱり入れるべきだったなとい

う反省は我々としては持っております。

だから、今後、そういうパッケージ物に

ついては、相当な数が入る場合もありま

すので、事業メニューが２０も３０もあ

る場合もありますので、それをパッケー

ジで４０％の範囲内というような交付金

の交付の仕方をしますので、だからその

あたりは一遍、表現をどうするかという

のは出していきたいということです。そ

れから、対応する事業が分かりやすいよ

うにマーキングする等、対応関係が分か

るような、何かそういう配慮も含めまし

て考えるべきであろうというふうに考え

ております。

　次に、事後評価業務委託を継続的に平

成２７年度までやるのか、それに対して

毎年２５０万円からのお金が要るのかと

いうことでございますけども、今回の事

後評価業務委託につきましては基本ベー

スはもうできております。これも国で認

められた内容に則しております。あとは、

数字的な見地なり、例えばイベントの回
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数とか、乗降客数とか、人口とかそうい

う部分でございますので、我々行政が持っ

ている基本ベースの資料を持って国に対

して手弁当でお返しできるというふうに

我々は理解しておりますし、そのような

形で事業評価調査書も作成いたしており

ます。だから、今後はこれに対して予算

を挙げることは基本的には考えておりま

せん。

　次に、今後、社会資本整備総合交付金

がいつまで続くんだということでござい

ますけども、我々の南千里丘まちづくり

事業に関しましては、基本的にはもう終

わりますけれども、ただ今後、府を通し

て若干、聞いてる内容とすれば、まだほ

かの事業もございますし、当然、こうい

う事業の中で、先ほど委員もおっしゃっ

た、東日本大震災の関係で相当、補助金

額がカットされてくるであろうというこ

ともありますけども、こういう制度がな

くなるというのは今のところ考えられな

い。形を変えて何らかの形であるんであ

ろうというのが大阪府の反応でございま

すけども、我々も先が見えませんので、

だから非常に今、混沌としておりますの

で、そのあたりは我々には判断できませ

んけども、この影響はすごくあると我々

も思っております。当然、そのあたりを

踏まえて、結局、国もそのあたりを判断

していただけるとは思いますけども、南

千里丘まちづくり事業に関しましては終

わりますので、この影響は直には受けな

いなとは思っております。

　次に、経費削減のため、分筆等測量業

務委託とパンフレット作成業務委託を一

括発注すればよかったのではないかとい

うことでございますけども、実はなかな

か難しいんでございますけど、交付事業

の工期的なものも含めまして、パンフレッ

トの作成時期と測量の時期が相当、離れ

ていまして、測量の時期が平成２３年４

月から６月の期間、そしてパンフレット

が平成２４年２月から３月の期間という

ことになっておりまして、ご指摘いただ

いてるように同じ業者であれば経費を落

とす努力もできるんじゃないかというこ

とで、本当は同時に発注することがベス

トだと思います。ただ、パンフレットを

見ていただいたらわかりますけど、民間

との連携でつくっておりまして、民間の

承諾をもらわないと勝手にはつくれない

と。事業そのものが共同事業でございま

すので、そのあたりの協議とか表現とか

いろんなものを踏まえまして、また向こ

うは社内決裁もありまして、若干、遅れ

たということもあって、これを後追いで

見積もり合わせでやったというのが現実

でございまして、その点について、ご理

解を賜りたいというふうに思っておりま

す。

○藤浦雅彦委員長　渡辺委員。

○渡辺慎吾委員　１点だけお聞きしたい

と思います。

　多くの委員さんからも質疑がありまし

たけど、決算概要の千里丘西地区市街地

再開発支援事業について決算額を見てま

すと、非常に少ない金額でやっておられ

て、執行率ももう一つというふうに思い

ます。

　森山市長が旬を逃したらこういうこと

になるねんということで、紆余曲折をし

ながら現在に至っとるわけですけど、大

口地権者の思惑と、それから一般地権者

の思惑、そして市の思惑がそれぞればら

ばらになっておるような状況が長く続い

てるようなことじゃないかというふうに

思いますし、再開発というのはさまざま

なまちで行われておったわけです。その

ほとんどが失敗に終わったような状況で

ありまして、それは計画して実行すると
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きと、時間がかかった中で現実にマッチ

してないような状況。できた段階で時代

遅れのような段階の再開発が全国で展開

されたということが大きな原因だという

ふうに思います。この再開発、やっぱり

プロデューサーが必要だというふうに思

います。この場合は、それぞれの思惑が

違う場合は市が率先してプロデュースを

することが必要というふうに思いますし、

プロデュースによっては進捗状況も変わっ

てくると思いますし、平成２３年度の決

算ですから、この状況で何でこんなに予

算が少なくて、何で執行率がこんだけやっ

たんやということをまず聞いて、それか

ら今後、プロデューサーとしての副市長

に、どういうような展開になるか、お聞

かせ願いたいというふうに思います。

○藤浦雅彦委員長　答弁お願いします。

　新留課長。

○新留都市計画課長　千里丘西地区市街

地再開発支援事業、非常に予算も少ない

ですけども、執行率も中身的には我々が

大阪府との協議で出張旅費を使ってると

いうぐらいしか実際は表には出てきてい

ないです。

　ただ、先ほども申し上げましたとおり、

準備組合が昭和６３年からできておりま

して、そして何回もチャレンジをしてこ

られまして、平成２３年度にはコンサル

タントに委託され、大阪府都市整備推進

センターのまちづくり初動期活動助成金

も活用されまして、そしてコンサルタン

トも入りまして、地権者の合意形成活動

を進めております。そしてその時にまち

づくりの意向調査もさせていただいてお

ります。その中で、調査対象者５０名の

うち４３名から回答をいただきまして、

やはり回答者のうち６０％につきまして

は、再開発事業に参加していきたいとい

う意向も持っておられます。ということ

で、アンケートの結果を見ますと、地区

が抱える問題が明確になってきており、

再開発の必要性を権利者の方々も再認識

するという形で考えておられる状況でご

ざいます。

　その後、先般の１０月２３日には準備

組合としまして、今後の取り組みにつき

ましての臨時総会も開催されております。

そして、臨時総会におきましては準備組

合として事業化に向けた検討を本格的に

推進していきたいということで、千里丘

西地区におけます再開発事業の事業化に

向けた推進に関する決議もなされておる

状況でございますので、我々としても準

備組合に対して、来年度からですけども、

できれば資金的な補助も考えていきたい

というふうに思っておるところでござい

ます。

○藤浦雅彦委員長　吉田部長。

○吉田都市整備部長　副市長から答弁を、

ということでございましたけど、状況も

踏まえまして、私のほうからご説明をさ

せていただきたいというふうに思ってお

ります。

　プロデュースということで、プロデュー

スするのが市がいいのか、それとも市が

後ろで支える役がいいのか。プロデュー

ス、先導役については民間活力を利用す

るほうがいいのか。先ほど、渡辺委員が

おっしゃったみたいに、再開発ができた

段階で時代遅れになっているというのは

現実でございます。活性化を期待してる

のに、活性化ではなく、維持するのに大

変というのが再開発に関してよくいわれ

る話です。これは行政が主導をとります

と、大概の再開発はシャッター通りが多

くなるというのは一般的に言われる話で

す。ただ、民間活力を利用すると悪いも

のはリニューアルしますから、その回転

によって活性化していくということも我々 、
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聞いておりまして、先ほどありましたよ

うに、それでは行政の役割というのはど

んな形で支えて支援するのかということ

が我々の責務であり、課題だと考えてい

ます。

　先ほど課長から申し上げたように、今

現在の準備組合の状況は、市に対して推

進決議をされました。正式にそれをもっ

て市長のほうに、今後とも協力をお願い

したいということで来られております。

それを踏まえて我々は千里丘西地区市街

地再開発支援事業について今後、やはり

どういう形で支援できて、国の制度をど

う活用できるのか、こういうことも府と

協議しております。うまく活用しながら

第一歩が踏めるように。踏むための課題

としては、当然、地権者同意を得られる

ような、前もご説明申し上げましたけど

も、建物の中に入ってくださいというの

が今までの再開発です。今度は区画整理

の制度みたいなものを取り入れて、結局、

建物と土地と分離した形で、事業として

は１本ですけども、という選択肢をふや

す、こういうようなやり方ができないか。

これにプラス、再開発もそうです、区画

整理もそうです、税法上の特例も受けら

れますから、そういう特例を受けられる

事業として成立させていきたいというふ

うに思っております。その考え方を持っ

て、来年度、できましたら我々も準備組

合とともども一緒に進めて、地権者の合

意形成の形の中で進めていきたいなと。

先ほど説明がありましたけども、６割近

くが再開発について意欲なり意識を持っ

ていただいておりますので、そのあたり

も分離できませんので、市として今はバッ

クアップしながらやりますけども、ただ

その間に入る民間なり、そういうデベロッ

パーとして、きちんとした形のものをつ

くり上げて、組合施工として成立させる

のが我々の責務というふうに考えており

ます。

○藤浦雅彦委員長　渡辺委員。

○渡辺慎吾委員　部長がご答弁されまし

たが、よくわかりました。とりあえず今

まで休眠という形の状態ではないと思う

んです。でも実際、予算の金額を見たり、

執行率を見ていると、ほとんど休眠状態

やったというふうに思いますし、大口地

権者もそれから一般地権者も時間の経過

によってそれぞれの立場も変わってくる

というふうに思います。その段階で今、

来るところまで来てしまったような状況

で、さまざま面で新たな展開があるでしょ

う。行政としたら逆にやりやすくなって

きたというようなことがあって、一気に

そういう形がとられるというふうに思う

んです。

　私は民間に任せることがいいのか、そ

れから公がやることがいいのかというこ

とを比べたら、今の現状では、先ほど部

長がおっしゃったように、公が率先して

やることが適当かということになったら

非常に疑問を感じるわけで、民間の力を

借りるということが必要というふうに思

うんですけど、ただその辺の、行政がやっ

たら時間がかかるということもあるんで

すけど、ただ民間の方々の思惑がそれぞ

れ違ったり、それぞれのご事情がある中

で、なかなか民間の方々をまとめる、プ

ロデュースするのが難しくなってくるん

じゃないかというふうに思いますし、そ

の辺のことを慎重に協議しながら、もち

ろん地権者の話を聞きながら、また周辺

の住民の方々の話を聞きながら、しっか

りやっていくことが、非常にこれは難し

い問題であり、しかし摂津市をアピール

するいい機会だというふうに私は思うん

です。そういう点で多くの知恵をかりな

がら、よりすばらしいものにしていって
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いただくように、要望しておきたいと思

いますので、よろしくお願いします。

○藤浦雅彦委員長　以上で質疑を終わり

ます。

　暫時休憩します。

（午後１時３５分　休憩）

（午後１時３７分　再開）

○藤浦雅彦委員長　再開します。

　討論に入ります。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○藤浦雅彦委員長　討論なしと認め、採

決します。

　認定第１号所管分について認定するこ

とに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○藤浦雅彦委員長　賛成多数。

　よって本件は認定すべきものと決定し

ました。

　これで本委員会を閉会します。

（午後１時３８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

　　　　　　　　　　　藤　浦　雅　彦

　駅前等再開発特別委員

　　　　　　　　　　　大 澤 千 恵 子
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