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駅 前 等 再 開 発 特 別 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成２６年３月１８日（火）午前９時５９分　開会

　　　　　　　　　　　　　午後２時３６分　閉会　　　　　　　　　

１．場所

第二委員会室

１．出席委員
委 員 長 藤浦雅彦  委　　員 木村勝彦  委　　員 三好義治
委　　員 市来賢太郎 委　　員 弘　　豊 委　　員 大澤千恵子

１．欠席委員
副委員長 渡 辺 慎 吾


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

　　同部次長兼都市計画課長　土井正治　　
　　都市計画課参事　嘉戸善胤　　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　　　同局主査　田村信也

１．審査案件
議案第　１号　平成２６年度摂津市一般会計予算所管分
議案第１０号　平成２５年度摂津市一般会計補正予算（第７号）所管分
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（午前９時５９分　開会）

○藤浦雅彦委員長　おはようございます。

　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。

○森山市長　おはようございます。

　年度末、何かとお忙しいところ、特別

委員会を開催いただきまして、大変あり

がとうございます。

　本日は、先日の本会議で当委員会に付

託されました議案についてご審査を賜る

わけでございますが、何とぞ慎重審査の

上、ご可決いただきますよう、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、木村委

員を指名します。

　審査の順位につきましては、議案第１

号所管分及び議案第１０号所管分を一括

で審査を行うことに異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○藤浦雅彦委員長　異議なしと認め、そ

のように決定します。

　暫時休憩します。

（午前１０時　　　休憩）

（午前１０時１分　再開）

○藤浦雅彦委員長　再開します。

　認定第１号所管分及び議案第１０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　おはようございま

す。

　議案第１号、平成２６年度摂津市一般

会計予算所管分のうち、都市整備部にお

ける本委員会に付託されております内容

につきまして、目を追って、その主なも

のについて補足説明をさせていただきま

す。

　まず、歳入でございますけども、予算

書の３６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４、土木費国庫補助金、節３、都

市計画費補助金では、社会資本整備総合

交付金で千里丘西地区市街地再開発準備

組合が千里丘西地区再開発の事業化に向

けて行う街区整備計画（案）の策定や、

関係権利者の合意形成活動の取り組みな

ど、まちづくりの初動期活動に対する国

の補助でございます。

　予算書の４６ページをお開き願います。

　款１５、府支出金、項３、委託金、目

２、土木費委託金、節２、都市計画費委

託金では、連続立体交差事業調査委託金

で、府より受託して実施する連続立体交

差事業に伴う関連測量の都市計画手続き

に向けた調査などに係る費用に対する委

託金でございます。

　続きまして、歳出でございます。予算

書の１４６ページをお開き願います。

　また、あわせまして予算概要９０ペー

ジをご参照願います。

　款７、土木費、項４、都市計画費、目

２、街路事業費では、節８、報償費、節

９、旅費、及び節１１、需用費のうち、

阪急正雀駅前地区整備支援事業、阪急京

都線連続立体交差事業及び吹田操車場跡

地まちづくり事業にかかわる事務経費で

ございます。

　節１２、役務費は、手数料３３４万円

のうち、吹田操車場跡地まちづくり事業

における不動産鑑定評価手数料２２０万

円と保険料１万円のうち、阪急正雀駅前

地区整備支援事業における市民活動に係

る保険料４，０００円でございます。

　節１３、委託料のうち、道路測量設計

委託料につきましては、市道千里丘７８

号線の道路整備予定地の確定測量などに
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係る委託料でございます。

　次に、家屋調査委託料、埋蔵文化財調

査委託料につきましては、同じく市道千

里丘７８号線工事に伴う事前調査といた

しまして、家屋調査、埋蔵文化財調査に

係る委託料でございます。

　次に、連続立体交差事業調査委託料に

つきましては、府より受託して実施する

関連側道の都市計画手続きに向けた調査

や、市で行う交差する関連街路の予備設

計及び沿線周辺住民の意見交換会などに

係る委託料でございます。

　次に、アドバイザー委託料につきまし

ては、連続立体交差事業に係る用地関係

の事前調査での課題などについて、司法

書士に相談するための委託料でございま

す。

　節１５、工事請負費は、市道千里丘７

８号線において予定しております埋蔵文

化財調査に伴います試掘工事費でござい

ます。

　節１７、公有財産購入費は、土地購入

費５，２００万円のうち、吹田操車場跡

地まちづくり事業に関連します千里丘中

央線から千里丘駅西口までの歩行者の安

全な交通動線を確保するための土地購入

費に係る費用９００万円でございます。

　節１９、負担金、補助及び交付金のう

ち主なものといたしましては、３行目の

吹田操車場跡地土地区画整理事業負担金

及び千里丘公園整備負担金は、吹田操車

場跡地まちづくり事業に係る負担金でご

ざいます。

　次に、連続立体交差事業調査負担金で

は、阪急京都線連続立体交差事業の調査

に係る地元市負担金ございます。

　次に、撤去工事負担金は、千里丘西口

付近の歩道の整備のため支障物件の撤去

が必要となりますことから、線路直近の

作業であり、ＪＲ西日本での施工となり

ますことから工事費を負担するものでご

ざいます。

　節２２、補償、補填及び賠償金は、物

件移転補償費２，１００万円のうち、千

里丘西口付近の歩道整備のため支障とな

る物件の補償費１００万円でございます。

　続きまして、１４８ページをお開き願

います。また、あわせまして予算概要の

９２ページをご参照願います。

　目５、再開発事業費のうち、その主な

ものといたしましては、節１９、負担金、

補助及び交付金は、千里丘西地区再開発

の事業化に向けての準備組合が行います

まちづくり初動期活動に対し、摂津市再

開発推進団体等補助金要綱に基づきまし

て、国からの補助金とあわせて、市が準

備組合に対しまして支援する補助金でご

ざいます。

　以上、平成２６年度摂津市一般会計予

算にかかわります予算内容の補足説明と

させていただきます。

　続きまして、議案第１０号　平成２５

年度摂津市一般会計補正予算（第７号）

所管分のうち、都市整備部における本委

員会に付託されております内容につきま

して、目を追って、その主なものについ

て補足説明をさせていただきます。

　まず、歳出でございますが、補正予算

書の５６ページをお開き願います。

　款７、土木費、項４、都市計画費、目

２、街路事業費では、節１１、需要費は、

阪急京都線連続立体交差事業及び吹田操

車場跡地まちづくり事業に係る事務経費

の執行差金を減額するものでございます。

　節１３、委託料は、物件補償算定委託

料４５２万７，０００円のうち、吹田操

車場跡地まちづくり事業に係る執行差金

２５２万７，０００円を減額するもので

ございます。

　次に、連続立体交差事業調査委託金は、
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執行差金を減額するものでございます。

　節１７、公有財産購入費は、ＪＲ千里

丘駅西口付近で予定いたしておりました

用地買収の契約が平成２６年度となりま

すことから、今年度は全額を減額し、次

年度に改めて予算を計上させていただく

ものでございます。

　節１９、負担金、補助及び交付金のう

ち、吹田操車場跡地まちづくり計画委員

会負担金につきましては、今年度、同委

員会が開催されなかったことにより、全

額を減額いたすものでございます。

　次に、吹田操車場跡地土地区画整理事

業負担金及び連続立体交差事業調査負担

金につきましては、負担金の確定により

減額いたすものでございます。

　続きまして、６ページをお開き願いま

す。２表、繰越明許費につきまして説明

をさせていただきます。

　１段目、款７、土木費、項４、都市計

画費、吹田操車場跡地まちづくり事業は、

施工者ＵＲの工事において、当初想定い

たしておりませんでした鉄造構造物が埋

設されていることが確認されましたこと

から、関係機関と協議及び撤去に時間を

要しましたため、土地区画整備事業負担

金の一部を平成２６年度に明許繰り越し

をさせていただくものでございます。

　以上、平成２５年度摂津市一般会計補

正予算に係ります内容の補足説明とさせ

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。

　どなたか、質疑のある方。

　市来委員。

○市来賢太郎委員　おはようございます。

それでは、質問させていただきます。

　平成２６年度の一般会計予算のほうか

ら、主要事業一覧にも載っている千里丘

西地区市街地再開発支援事業、また阪急

京都線連続立体交差化事業、そして吹田

操車場跡地まちづくり事業について、本

会議のときにも一定の方向性をお聞きで

きましたけれども、改めて内容を詳しく

それぞれ教えていただきたいのと、あと

吹田操車場跡地まちづくりのところで、

埋蔵文化財調査ということも計上されて

おりますけれども、それもあわせて内容

を教えていただきたいと思います。

　これまでの詳しい内容と、あと平成２

６年度に、主にどういうことをされるの

か。また、それぞれの事業のゴールです

ね、最終が大体いつごろを想定されてい

るのか教えてください。お願いします。

○藤浦雅彦委員長　基本的なことになり

ますので、概略的にご答弁お願いします。

　品川参事。

○品川都市計画課参事　ただいま市来委

員からご質問がありました点のうち、千

里丘西地区と吹田操車場跡地まちづくり

事業の件につきましてお答えさせていた

だきます。

　まず、千里丘西地区の市街地再開発事

業につきましては、昭和６３年というか

なり古い時代から準備組合が設立されて

おり、まだ事業化に至っていないという

のが現状ではございます。２年前、平成

２３年、平成２４年は大阪府の外郭団体

からの補助金等を受けたりしている中で、

意向調査等も行っており、かなり地権者

としての熱意が高まってきている中で、

何とか事業化へ向けて進んでいこうと準

備組合が主体となって街区整備計画（案）

の素案の策定をしておるという段階でご

ざいます。

　平成２５年度に、まず地権者、皆さん

個別でヒアリングしまして、まちづくり

への思いでありますとか、事業への参画

意識等を確認しており、ある程度の素案

を平成２５年度に作成いたしております。
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　今回、平成２６年度に計上させていた

だいております予算につきましては、ま

た引き続き国庫補助を活用しながら、今

回でき上がった素案を基に、改めて個別

地権者等にヒアリングを行い、さらに思

いを確認した中で、その街区整備計画

（案）の精度を上げていくような活動を

行うための予算を上げさせていただいて

おります。

　あと、もう一点の吹田操車場跡地のま

ちづくり事業につきましては、平成２１

年度から土地区画整理事業を行っており

まして、この地区は吹田市と摂津市、両

市にまたがって事業を行っております。

工事の展開といたしましては、大体地区

の中心であります岸辺駅付近を中心に工

事をだんだん両側へ展開していっている

という状況になっております。

　工事は順調に進捗しておりまして、今

年度予算で計上させていただいておりま

すのは、本市の都市計画道路になります

千里丘中央線の道路整備工事、また千里

丘公園のほうにつきましても、今年度、

植栽工事でありますとか舗装工事という

ようなことの予算を計上させていただい

ております。

　あと、吹田操車場跡地の中での埋蔵文

化財調査につきましては、吹田操車場跡

地が埋蔵文化財の包蔵地になってござい

ます。今までＵＲが施工している中でも

文化財調査は行っており、市道７８号線

につきましては区画整理事業の地区外に

なりますので、本市が直接道路等を工事

していくという中で、埋蔵文化財につき

まして、大阪府の教育委員会と文化財調

査が必要かどうかということの協議を行っ

ておる状況でございまして、府との協議

の状況によっては文化財調査が必要になっ

てくるということで、平成２６年度、予

算を計上させていただいております。

　事業のゴールということでございます

けども、平成２７年度までの事業となっ

ておりますので、予定としては、あと平

成２６年、２７年度の２か年が区画整理

事業としての予定年度ということになっ

ております。

○藤浦雅彦委員長　嘉戸参事。

○嘉戸都市計画課参事　それでは、先ほ

どの市来委員のご質問の中で、連続立体

交差事業にかかわる点につきましてお答

えさせていただきます。

　まず、連続立体交差事業ですけれども、

過年度から実施に向けて、本市のほうか

ら大阪府及び国に対しまして、いろいろ

要望、働きかけを行ってまいりました。

協議も重ねてまいりました。

　その結果、平成２４年度までに大阪府

として事業をしていくという意思決定が

なされ、国も調査に関して補助を行って

いくという姿勢をいただくことができま

した。そして、今年度、平成２５年度に、

晴れて今後の都市計画決定に向けた具体

的な調査に入っていけるという段階にな

りました。

　今年度、平成２５年度の作業といたし

ましては、連続立体交差事業としまして、

土質調査、測量の調査に、現地に具体的

に作業として入ってございます。

　それに先立ちまして、事業主体の大阪

府と本市が協力いたしまして、平成２５

年９月に地元説明会を開催させていただ

きまして、皆様に今の連続立体交差事業

の現状や概略の計画などをご説明させて

いただきました。

　それとあわせまして、本市としまして

も、地域で抱えていらっしゃる課題をお

聞きしようということで意見交換会を開

催させていただきまして、予算も執行さ

せていただいております。そのような形

で、今年度、平成２５年度から具体的な
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調査に着手したという状況です。

　来年度、平成２６年度の予算につきま

しても、この始まりました本格的な調査

を継続してまいりまして、平成２８年度

の都市計画決定に向けて、引き続き調査

を進めていきます。

　具体的には、今やっております土質調

査、測量調査の結果でもって、鉄道本体

の少し具体的な設計に入っていったりで

すとか、大阪府からは、環境影響に関す

る調査にも着手されるとお聞きしており

ます。

　本市といたしましては、関連側道が鉄

道本体の両サイドに設置されますけれど

も、そちらの設計を大阪府から受託して

作業を行っていくことになります。また、

引き続き地元の方のご意見をお伺いする

のに意見交換会を開催してまいったり、

あと連続立体交差事業に関連いたしまし

て、市の単独事業としまして、関連の都

市計画道路がございますので、そちらの

事業化に向けた検討も始めていきたいと

考えております。

　ゴールということですけれども、差し

当たっては平成２８年度の都市計画決定、

引き続き平成２９年度の事業認可を受け

るというところが目標でございます。

　事業の終わり、完全に事業が終了とい

う点でいきますと、はっきりした年次は

ないのですが、２０年はかかるであろう

と、かなり長期化する事業と一般的に言

われております。今から２０年はかかる

事業ですが、できるだけ早期に完成でき

るように取り組んでいきたいと考えてお

ります。

○藤浦雅彦委員長　市来委員。

○市来賢太郎委員　ご答弁いただきまし

てありがとうございます。

　千里丘西地区市街地再開発支援事業に

ついて、事業化に向けての取り組みを今

なされているということがわかりました。

吹田駅も大きいですし、茨木駅も大きい

ですし、岸辺駅も新しくなったので、早

く千里丘駅も、みたいな期待もあるんで

すが、繊細なことも含まれていると思い

ますので、慎重に、そして、またできる

だけ早くというのは思いです。よろしく

お願いします。

　それと、続きまして、阪急京都線連続

立体交差化事業ですけれども、事業内容

についてと、それと２０年かかるという、

物すごく長期スパンな事業だなというふ

うに思いました。

　それと、予算のところにアドバイザー

委託料とありますけれども、先ほど司法

書士に係る料金だというふうにお伺いし

ましたけれども、もう少しだけ具体的に、

どういったことをその司法書士と取り組

んでいかれるのかなというのをお聞かせ

願いたいと思います。

　それと、吹田操車場跡地まちづくりな

んですけれども、本会議のときに質問さ

せていただきました、戦略的なまちづく

りについて一定の方向性をお伺いしたと

ころ、長いスパンの話だったんですけれ

ども、摂津市域に国立循環器病研究セン

ターをという話も少しお伺いしました。

とても長期スパンの話だと思いますけれ

ども、どのようにとらえて、近々でいう

と、どういった計画に変わっていくのか

というのをお伺いしたいのと、あと、阪

急摂津市駅のところですけれども、ノン

カーボンステーションだとか、できるだ

け車を乗り入れないような南千里丘のま

ちづくりというふうなテーマがあったか

と思うんですけれども、吹田操車場跡地

まちづくりのところでも、またそういっ

たテーマとかを持ちながら計画をされて

いけるのか、もしテーマとかがあったら

お聞きしたいと思います。
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○藤浦雅彦委員長　嘉戸参事。

○嘉戸都市計画課参事　それでは、先ほ

どの市来委員からの連続立体交差事業に

係るアドバイザー委託料につきましてご

説明させていただきます。

　来年度、平成２６年度から委託料とい

う形でアドバイザー委託料を計上させて

いただいております。

　こちらにつきましてですけれども、事

業化されますと、用地買収が本格的に始

まってまいりますけれども、それに先立

ちまして、来年度から連続立体交差に係

る用地の関係について事前に調査に入り

たいと思っております。権利関係を調べ

たりですとか、あと公図、本局に備えつ

けの地図がございますが、そちらを調べ

ていきまして、地図の混乱がないかとい

うところも概略を調べていきたいと思っ

ております。もしそういった地図の混乱

などがありますと、地図の訂正ですとか、

いろいろ法務局との協議、地元との協議

が必要となってまいります。そうなって

まいりますと、専門的なお話になります。

法務局との協議によって今後の作業量も

いろいろ変わってまいりますので、そう

いったときに、用地のプロであります司

法書士に適切なアドバイスをいただいて、

きちんとした進捗を図っていきたいとい

うことから、このようなアドバイザー委

託料を計上させていただいたものでござ

います。

○藤浦雅彦委員長　品川参事。

○品川都市計画課参事　ただいまの吹田

操車場跡地まちづくりに関するご質問に

ついてお答えさせていただきます。

　市政方針にも書いてあります戦略的な

まちづくりについて、摂津市域に国立循

環器病研究センターをというようなこと

も含めて、どういうことかというような

ご質問でございます。

　まず、吹田操車場跡地まちづくりを平

成２１年から事業を開始しており、事業

開始当初に関しましては、国立循環器病

研究センターという計画が全くない中で、

事業が始まってきたという中で、昨年度、

国立循環器病研究センターの吹田操車場

跡地への移転ということが決定いたしま

した。

　これに伴いまして、国立循環器病研究

センターというナショナルセンターが、

吹田市域とはいえ、摂津市の隣接地に来

るということで、全く最初は想定してい

なかったことに関する何らかの影響が出

てくるということが考えられます。

　今後、国立循環器病研究センターが来

ることに関しての市民のメリットをどの

ように享受できるかというようなことを、

土地利用をどうやっていけば市民にとっ

て一番メリットになるかというようなこ

とを含めてまちづくりを考えていかなけ

ればならないというようなことが、今後

の戦略として取り組んでいくべき課題だ

ということでは考えております。

　また、国立循環器病研究センターの摂

津市域へという話につきましては、もと

もと国立循環器病研究センターの誘致を

吹田市が国立循環器病研究センターに対

して行っている中で、正雀下水処理場跡

地を将来の建て替え用地としても使えま

すよと提案しておりました。今回、岸辺

駅前に、まず国立循環器病研究センター

が移転をしてくるわけですけども、さら

にその後の建て替え用地としても、こう

いった土地もありますよということを吹

田市が誘致の一つのメリットという形で

出してきたというようなことも含めて、

まだかなり将来のことになり、まだまだ

見えない話ではございますけども、その

ようなことも将来あり得るかもしれない

ということも含めてまちづくりを考えて
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いく必要があります。

　どのようなまちづくりをしていくかと

いうことに関しましては、国立循環器病

研究センターと、吹田市と、本市摂津市

と土地区画整理事業の施行者であります

ＵＲとともに街区機能調整会議を去年か

ら開催しておりますので、その中でどの

ような街区、機能を持たせていくかとい

うことの議論を進めているところではご

ざいますけども、そのような今後の将来

も見据えた中で議論をしていきながら、

いかにいいまちづくりをできるかという

ことを考えていきたいと考えております。

○藤浦雅彦委員長　市来委員。

○市来賢太郎委員　阪急京都線連続立体

交差化事業について、アドバイザー委託

料について、わかりました。いろいろと

これも土地の買収だとかと繊細な話を進

めていくのに、司法書士とともに事業を

進められていくんだなと思いました。

　先ほども申しましたけど、２０年かか

ると、とても長いスパンの事業だと思い

ます。けれども、今、踏切のところとか

も見ていますと、長い間、開かなかった

りだとかして、特に緊急車両とかがとまっ

ているのを見ると、すごく私も心を痛め

るので、時間がかかれども、少しずつで

も確実に進めていっていただきたいなと

思います。よろしくお願いします。

　それと、吹田操車場跡地のまちづくり

ですけれども、戦略的なまちづくりにつ

いてお伺いできました。いろいろな可能

性を含めて、少し慎重にということで理

解しました。

　まちづくりのテーマについて先ほどお

伺いしたんですけれども、もう一度お聞

かせ願いたいと思います。

○藤浦雅彦委員長　品川参事。

○品川都市計画課参事　答弁漏れしてお

りまして申しわけありません。

　まちづくりのテーマにつきましては、

吹田市と摂津市、両方あわせた中で、全

体構想をつくっております。その中では、

「緑と水に包まれた健康・教育創生拠点」

ということを、吹田操車場跡地の土地区

画整理事業の中のテーマといたしており

ます。

　その中で各ゾーン分け等をしており、

摂津市につきましては都市型居住ゾーン

として、居住環境とその生活利便施設を

誘導していくまちづくりを進めていきた

いと考えております。

○藤浦雅彦委員長　市来委員。

○市来賢太郎委員　ありがとうございま

す。

　まちづくりのテーマで、「緑と水に包

まれた健康・教育創生拠点」ということ

で、摂津市域では都市型居住ゾーンと、

あと防災公園が予定されているとは思う

んですけれども、その中に商業施設とか

は想定されていないのか、お聞かせ願え

ますか。

○藤浦雅彦委員長　品川参事。

○品川都市計画課参事　商業施設につき

ましてですけども、土地区画整理事業で

生み出すところにつきましては、第一種

住居地域で、住居系の用途地域になって

ございます。あわせて、地区計画の方針

を定めておりまして、居住する環境、ま

た居住する方の生活利便施設という位置

づけでございますので、いわゆる大型ショッ

ピングモールということは想定されてお

りません。本市が持っている土地等は、

最終的には民間に処分していくことになっ

ていきますので、その民間事業者が事業

性を考えて、どのようなことに活用して

いくかというとこになってきますけども、

想定されるとすれば、コンビニ等であり

ますとか、そのようなことは可能性があ

るかとは考えております。
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○藤浦雅彦委員長　市来委員。

○市来賢太郎委員　大型ショッピングセ

ンターとかは想定されていないけれども、

コンビニだとか小さなものは可能性があ

るということはわかりました。

　すごくいい街ができるんではないかな

と思っておるんですけれども、そこまで

のアクセスの道路として、新しくできる

街にすぐ行けるような道路とかというの

は計画されているのかお聞かせ願いたい

のと、あと、千里丘駅から、今、千里丘

４丁目のあたりまでずっと線路がオフセッ

トしたところに新しく道路を今つくって

いらっしゃるところかとは思いますけれ

ども、今まだフェンスがあって、その中

を見ることしかできないんですけれども、

今後どのような道路になっていくのかお

聞かせ願えますか。

○藤浦雅彦委員長　品川参事。

○品川都市計画課参事　アクセス道路に

つきましてですけども、鉄道がのいた用

地がフェンスで囲まれているところがあ

るというお話とも関連してきますけども、

もともと貨物線が走っていたところが、

貨物が南に寄って土地を生み出したとこ

ろ、そこは区画整理事業にて土地を生み

出し、千里丘中央線という都市計画道路

をつくっていくことになります。

　千里丘駅の千里丘ガードの側道に接続

する形で、車道が７メートルの都市計画

道路を築造していくことになってござい

まして、この道が岸辺駅前のほう、そこ

からまた吹田市域に向けてつながる道が

でき上がってきます。

　また、地区全体へのアクセス道路とい

たしましては、岸辺駅前のところ、吹田

市域になりますけども、豊中岸部線があ

りますのと、あと本市の市域内につきま

しては、山田川沿いの道路に接続するた

めの道路として、市道７８号線の整備を

本市で行うという予定をしておりまして、

それに伴う埋蔵文化財調査等を平成２６

年度に予算計上させていただいていると

いう状況でございます。

○藤浦雅彦委員長　市来委員。

○市来賢太郎委員　ありがとうございま

す。

　吹田操車場跡地のまちづくりなんです

けれども、私も子どものころからずっと

その辺の地域を見ていまして、言葉は悪

いですけど、掘ったり埋めたりをずっと

長くから見ていて、それでどんなことに

なるんだろうとは、何かずっと小さいこ

ろから思っていたんですけれども、今お

伺いして、最近のまちづくりを見ていて、

やっと動き出すんだなというのがやっぱ

り実感できるようになってきたんだなと

認識しております。

　この吹田操車場跡地まちづくりにつき

ましても、千里丘西地区の再開発につき

ましても、阪急京都線連続立体交差につ

きましても、これからの摂津市の顔とな

り得る大きな事業だと思いますので、確

実に、そしてすばらしいまちづくりがで

きるように頑張っていただきたいなと思

います。

　以上、要望とさせていただきます。

○藤浦雅彦委員長　ほかにご質問ありま

せんか。

　弘委員。

○弘豊委員　それでは、私のほうからも、

それぞれの事業ごとに質問させていただ

きたいというふうに思います。

　予算概要の９０ページからですけれど

も、阪急正雀駅前地区整備支援事業とい

うことで、これまでも予算、決算のたび

に何度かお聞かせいただきましたけれど

も、とりわけ新年度、こういう形で進め

ていこうとかという計画をどのようにお

持ちかなというふうなことと、また、ちょっ
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とこの際ですので、平成２５年度はこう

いう形で取り組んでいきましたみたいな

ことも、もしできればお聞かせいただき

たいというふうに思っており、正雀駅前

ワークショップの動きについてお聞きし

ておきたいと思います。

　次に、同じページで、吹田操車場跡地

まちづくり事業ということで、こちらの

予算では２億６６７万円上がっておりま

す。

　市来委員の質問とも関連してなんです

けれども、今回、市長のほうの市政運営

の基本方針でも、戦略的なまちづくりと

いうようなことでおっしゃられたわけな

んですが、昨年も、関西イノベーション

国際戦略総合特区というようなことへの

編入について考えておられるというふう

なことでありますとか、この間の、先ほ

どおっしゃられていた街区機能調整会議

ですね、その中でも、特区と言われるよ

うなことなんかも、議題の中で挙げられ

ているというふうなことなんかがおっしゃ

られていましたが、その辺の動きですね。

それがどう市民にとっての利益につながっ

ていくのかというふうなことをお聞きし

ておきたいというふうに思います。

　それから、この予算概要の中、撤去工

事負担金を４００万円、物件移転補償費

１００万円。先ほど部長のほうからの報

告で、千里丘駅西口につながる道のとこ

ろで歩道の整備に使っていくというよう

なことなんですけれども、以前からその

周辺、何とか早くあのあたりが、歩行者、

自転車、自動車それぞれが通る中で危な

いなというふうなことも言っていて、道

路が供用開始になるのに合わせてという

ようなことで計画されているのかなとい

うふうには思うんですけれども、そこら

あたりの、いつごろ整備が整うのかの見

通しを、お聞かせいただけたらというふ

うに思います。

　次に、阪急京都線連続立体交差事業に

かかわってです。この事業についても、

今年度予定されている動きを先ほども説

明されたかというふうに思うんですが、

私のほうからは、とりわけ昨年行われた

説明会ですね。９月に３回に分けて行わ

れております。それと、先ほど市来委員

の質問の答弁で、意見交換会もやったと

いうふうなことでおっしゃられましたが、

周辺地域からの反応といいますか、意見

といいますか、どういうのが挙がってい

て、今後またどのように地元のほうに説

明をされていくのかなというようなこと

で聞いておきたいというふうに思います。

　最後に、千里丘西地区市街地再開発支

援事業です。予算概要では９２ページに

記載されていて、１，０３３万３，００

０円の予算が計上されています。

　前年予算の際にも、その中の再開発推

進団体等補助金というようなことでお聞

かせいただいたんですが、平成２５年度

の１，５００万円については、ほぼコン

サルタントへの委託料というようなこと

で使われています。平成２６年度、約１，

０００万円というようなことになってい

くんですけれども、具体的にどういう使

われ方になっていくのかなというふうな

ことがもしわかるようでしたら、教えて

いただけたらと思います。

○藤浦雅彦委員長　答弁をお願いします。

　それでは、品川参事。

○品川都市計画課参事　ただいまの弘委

員のご質問のうち、吹田操車場跡地まち

づくりに関する件と、千里丘西地区に関

する件につきましてお答えさせていただ

きます。

　まず、吹田操車場跡地まちづくり事業

の中で、国際戦略総合特区と国家戦略特

区の動きということですけども、こちら
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につきましては、正直、我々もあまり情

報がない中で、今わかっている範囲の中

での答弁ということにはなってしまうん

ですけども、まず国際戦略総合特区とい

うのが、民主党政権時代の平成２３年６

月にできた法律に基づく特区になってお

りまして、こちらが現在の国立循環器病

研究センターがあるところについて、も

う既に特区に指定されているというよう

に、既に指定されている地域もあるとい

う特区になっております。

　国家戦略特区につきましては、現自民

党政権が新しくつくった特区ということ

になっておりまして、こちらは、昨年末、

平成２５年１２月に法律ができまして、

また違う法律の中で特区ということで、

アベノミクス第３の矢というようなこと

を言われておりますけども、そういった

中で、今、動いているという状況になっ

ております。

　国際戦略総合特区につきましては、現

在、北千里にある国立循環器病研究セン

ターが既に指定されているということも

ございますので、岸辺駅前に移転されて

くる国立循環器病研究センターにつきま

しては、国際戦略総合特区の指定、位置

の指定変更、区域変更ということはなさ

れていくだろうと、また、そういう方向

で動くというような話は聞いております。

　あと、国家戦略特区のほうにつきまし

ては、まだ各自治体からいろいろ提案を

受けた状態で、今月の初めの報道によっ

ても、今月中旬ぐらいには全国で二、三

か所、大きな区域を選んでいくというよ

うな報道があった程度で、動きがまだ読

めておりません。恐らく指定されたとし

ても、例えば大阪、神戸、京都というよ

うな大きな圏内で指定をされてくるのか

なと思っておりまして、これが吹田操車

場跡地にどのようなことになってくるか

というのは、いまだに読めない状況があ

りますので、引き続きいろいろ情報収集

をしながら、調整会議等の場でも協議を

続けていきたいと考えております。

　あと、吹田操車場跡地のまちづくりで、

もう一点の撤去工事負担金と移転補償費

を平成２６年度に計上している件につき

ましてですけれども、吹田操車場跡地の

区画整理事業の中で、千里丘中央線、千

里丘ガードの付近まで道路をつくってく

るところと、あとＪＲ千里丘駅をつなぐ

歩行者動線を確保するために用地を買収

して、現在ある物件を撤去するというよ

うなことで、来年度、その物件撤去の負

担金等を計上させていただいております。

　今の予定としましては、物件自体は、

来年度には、うまく契約できれば撤去さ

れる予定になっておりまして、工事につ

きましては、区画整理事業の工事との兼

ね合いもございますので、実際の歩行者

動線がつながるのが、今の予定では、事

業の最終年度、平成２７年度にはなって

こようかと思いますので、平成２７年度

に向けて、その歩行者動線の整備を考え

ていきたいと考えております。

　あと、千里丘西地区の平成２６年度の

予算の具体的な内容ということですけど

も、まず平成２５年度の１，５００万円

は、準備組合のほうからコンサルタント

に委託発注をしたという状況です。平成

２６年度につきましても、同じように、

準備組合の活動に対して、摂津市として

支援するということで、準備組合に補助

金をお渡しいたします。準備組合のほう

が、また改めてコンサルタントに発注を

行う中で、今年度、街区整備計画の素案

づくりを行っておりますけども、あくま

でもいろいろな考え方がある中での一つ

のたたき台をつくってきたという状況で

はございますので、それをまたさらに地
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権者等とも個別にいろいろ状況を確認し

ながら、街区整備計画（案）を策定して

いく作業を準備組合のほうでされるとい

う状況でございます。

○藤浦雅彦委員長　土井次長。

○土井都市整備部次長　それでは、私の

ほうから、正雀駅前地区整備支援事業に

ついてお答えさせていただきます。

　正雀でのワークショップにつきまして

は、平成１８年にワークショップを立ち

上げまして、毎月１回のペースでずっと

続けられている状況です。

　このワークショップでの内容ですけれ

ども、当初からハード系のまちづくりで

はなく、地域で地域の活性化、地域の課

題解消というような形で、地域の方々を

中心として取り組まれておるワークショッ

プでございます。今までには、公園の遊

具の色塗りでありますとか、ました探訪

ウオーキング、味舌地区のいいところを

探してみよう、みんなで歩いてみようと

いうような取り組みもされております。

　平成２５年につきましては、福祉とい

うテーマで福祉のマップづくりと、地域

に、例えばひとり暮らしの老人がどうい

う形でおられるのかというのを知ってお

くと、災害時には役立つんじゃないかと

いうような形で取り組まれております。

　来年度の取り組みですけれども、この

ワークショップにつきましては、市が主

体的に何かをというようなことは考えて

おりませんで、あくまで地域の皆様が地

域の活動、地域の活性化に向けていろい

ろ取り組まれており、その場づくりであ

りますとか、例えば我々が何か支援でき

るものという形の中で、行政は一歩下がっ

てといいますか、地域の活動を支援する

という立場で取り組んでおります。

　また来年はワークショップのメンバー

で、どのテーマで進めるかというのをま

た議論されるものと考えております。

○藤浦雅彦委員長　嘉戸参事。

○嘉戸都市計画課参事　それでは、先ほ

どの弘委員の連続立体交差事業に関する

ご質問にお答えさせていただきます。

　説明会、意見交換会の市民の皆さんの

反応や意見についてでございますけれど

も、多くの意見がございました中で、大

きく分けますと、今の踏切による渋滞や

交通安全のことを考えた上で、早く何と

か実現してほしいというような後押しを

いただくような意見が多数ございました。

その一方で、大きな事業でございますの

で、工事中の近隣への影響ですとか、側

道ができることにより、周辺の道路の環

境もまた変わってまいりますので、その

あたり、地域に及ぼす影響はどうなるの

か、車がふえないのかというところを心

配される声もございました。

　説明会、意見交換会以外にも、そうい

う場に来られなかった方で、窓口のほう

にお越しになられて、内容を聞かせてほ

しいということですとか、じかに影響を

受ける方ですと、どんな影響があるのか

を直接お聞きになられる方、心配だとい

う方もいらっしゃれば、そこは早くやっ

てほしいという方もいらっしゃいました。

　そのようなご意見をいただき、来年度

も引き続き意見交換会については継続し

ていく予定です。来年度どのようにやっ

ていくのかという点についてですけれど

も、今年度は沿線の自治会の役員さんに

お出ましいただいて、もともとある地域

の課題についてお聞かせいただいて、そ

こに連続立体交差事業が入ってくるとい

う状況で意見交換をしていただいたとい

う内容だったのですけれども、来年度以

降につきましては、自治会の役員さんに

限らず、一般の方も気軽に参加いただけ

るようなことができないか検討していき
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たいと思っております。

○藤浦雅彦委員長　弘委員。

○弘豊委員　それでは、２回目もお聞き

しておきたいというふうに思います。

　最初の正雀駅前地区整備支援事業、正

雀駅前のワークショップなんですけれど

も、私もこの間の振り返りといいますか、

どういうようなことが今年度取り組まれ

てきていたのかなということを調べてい

たんですけれども、以前から、ここの委

員会でもあり方についてどうなのかとい

うようなことで議論をされたそのことも

反映してなのか、できた当初からのその

ワークショップの目的、あるべき姿みた

いなことなんかを参加されている方にも

聞いていくみたいな、そういう取り組み

もされたというふうに聞いています。

　ただ、そんな中では、やっぱりこれま

でどおり参加されている方は、やってい

きたいと、引き続き継続していて、こう

した取り組みが必要で、もっと人が集ま

るような、そういう場にしていきたいと

いうふうな、そういうことだったのかな

というふうに思うんですけれども、やっ

ぱり私も、何で人が集まらないのかなと

か、もっと都市計画課で持っている意義

みたいなこととか、この間、発言させて

もらっていたというふうに思うんですけ

れども、今年度の最初のワークショップ

の中で、例えば十三高槻線の周辺道路が、

今年度、正雀部分が開通するんだけれど

も、地下の上部利用について地元で考え

る余地があるのかみたいな、そんな意見

が出されていたり、また言われていた、

地域の人が関心あるテーマで講座とかを

開いていけたらとかいろいろと、そういっ

たことは進めていくのかなというふうに

思うんですけれども、とりわけ今言いま

した十高線の上部の部分でありますとか、

また正雀駅前の、これは以前も言ったか

もしれませんけれども、駅の真ん前の歩

道の拡幅とか、あのあたりの状況につい

ていろいろと意見を聞いたりとか、そん

な形のことでやられていることがあるの

かどうか、この際ですので聞いておきた

いというふうに思います。

　次に、吹田操車場跡地まちづくりにか

かわる部分ですが、特区のことについて

は、今おっしゃられたように、まだまだ

その中身が見えにくいところが大きいの

かなというふうに私も思います。

　ただ、今、報道なんかで出されている

情報なんかからしたときに、本当にこれ

がもろ手を挙げて賛成していいのかな、

どうなのかなみたいな、そういったこと

も考えたりするわけです。

　例えば、この国立循環器病研究センター

にかかわっては、先進医療でありますと

か、そうしたことであるわけですが、混

合診療の全面解禁みたいな、そうしたこ

ともその特区の中ではやられて、ＴＰＰ

の先取りともというようなことが揶揄さ

れているわけです。

　また、国家戦略特区にかかわっては、

安倍首相本人がおっしゃられるように、

企業活動が世界一やりやすい国づくりみ

たいなことをおっしゃっていて、外国企

業を誘致するための解雇のルールとか、

労働時間、そういうようなものの法制度

の改正だとか、有期雇用制度、特区の中

に限ってこういうようなものを見直して

いくみたいなことが言われていて、今で

も働く人の雇用問題といったら全国的に

社会問題にもなっている中で、そこに働

きに行くといったら、やっぱり近隣の、

摂津市の市民も含めてあるというふうに

思うんですけれども、本当に慎重に見て

いかないといけないなというふうに思っ

ております。

　今後どういうふうに進めていくのか、
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今のところは吹田市内だけなのか、摂津

市の医療クラスターの分なんかも含めて

なのかというようなこともまだまだ検討

段階だというふうには思うんですけれど

も、今後のその見通しといいますか、ど

ういう考え方をしていくのかみたいなこ

とについて、もしお考えをお持ちでした

ら聞いておきたいというふうに思います。

　それから、千里丘駅西口周辺の歩行者

動線の確保というようなところで、平成

２７年度中ぐらいにはというふうなこと

であります。現状、やっぱりいろいろと

この間も安全対策というようなことで取

り組みはされてきていると思うんですけ

れども、それでも、やっぱり利用されて

いる方にしてみたら日々のことでありま

すんで、ここもできるだけ急いでやられ

るようにというようなことで、これは要

望にしておきたいというふうに思います。

　３つ目の阪急京都線連続立体交差事業

についてです。

　昨年行われた、コミュニティプラザで

やられた３回の説明会ですね。私もその

うち２回行かせてもらったんですけれど

も、出されていた意見、まだまだこの事

業についての見通しも含めて、おっしゃ

られるような、早いこと踏切を何とか解

消してほしいという声もありますし、近

隣で影響を受けるところの不安の声もあ

りますし、そういうようなことで私も聞

いております。最近のことでも、やっぱ

りあそこの踏切周辺で事故も起きていま

すし、実際このコミュニティプラザで説

明会をやられていた当日に事故が起こっ

て、もう踏切も閉じたままになっている

ふうなこともありましたし、それ自身は

問題なんですけれども、多くの市民の方

で、本当にこれ必要なのというような声

もまだまだ残っているというふうに思っ

ています。

　大阪府の取り組みですが、事業費は大

きな費用がかかっていくというふうな中

ですんで、そのあたり、近隣の声、さっ

きもおっしゃられた、自治会の役員だけ

じゃなしに、いろんな声を聞いて、それ

に応えていけるような取り組みも、これ

も要望としておきたいというふうに思い

ます。

　４つ目の千里丘西地区市街地再開発支

援事業なんですけども、今年度の動きを

見ている中で、コンサルタントへの委託

が昨年の７月、そういった決定しました

よという結果も報告されておりました。

　事業者も決まって、ようやく動いていっ

ているのかなというふうには思うわけな

んですけれども、ここの決まった事業者

が、補助金が出るのは３年だったかなと

いうふうに思ったんですけれども、そう

いう期間をかけて、継続してやっていか

れるというふうに見ていていいのかなと

いうふうに思うんですが、ことし、街区

整備計画（案）を策定していくというふ

うなことの中で課題になっているような、

そういうようなことがもしあるようでし

たら、聞いておきたいというふうに思い

ます。

　また、この補助金の関係については、

３年というふうなことで以前に聞いてお

りましたが、それが期間をあけて、もう

ちょっと先に延ばしてもいいみたいなこ

とも言っておったかなというふうに思う

んですが、ちょっとその見通しですね。

平成２５年、平成２６年を取り組んで、

その後どうなっていくのかみたいなちょっ

と展望についても、もしあれば聞かせて

いただきたいなというふうなことで、２

回目の質問とさせていただきます。

○藤浦雅彦委員長　では、３点、お願い

します。

　じゃあ、品川参事。
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○品川都市計画課参事　ただいまの弘委

員のご質問のうち、吹田操車場跡地まち

づくり事業についてと、千里丘西地区の

再開発事業につきましてお答えさせてい

ただきます。

　まず、吹田操車場跡地まちづくり事業

の中での特区の考え方、今後どのように

進めて、どのような考え方で進めていく

のかという点についてです。基本的には、

国立循環器病研究センターが来たという

ことに伴いまして、関係者であります国

立循環器病研究センターと本市摂津市、

吹田市、区画整理事業の施行者であるＵ

Ｒの４者で行っております街区機能調整

会議の中で、本当に国立循環器病研究セ

ンターの周辺にどのような機能が必要な

のかということの協議を行っており、ま

ずここの中で方向性は出していくように

進めるというふうには考えております。

　ただ、その中で、国立循環器病研究セ

ンターのほうからまだ具体的に、駅前街

区に国立循環器病研究センター本体が入っ

てくることはわかっておりますけども、

その周辺、正雀下水処理場跡地でありま

すとか、そういったところに具体的にど

のようなことをしていきたいというよう

な話がまだ見えていないという中では、

そこをどう使われていくのか、それに伴っ

て、特区の区域に編入したほうがいいの

か、すべきでないのかということがまだ

見えていないのが現状でございます。

　また、どのような使われ方をするかと

いうことも含めて、特区を指定するとい

うことは、企業が入ってきやすいための

特区ということは、地方税の減税等があ

るからこそというところもございますの

で、本市としまして、そのようなことも

含めても、より優良企業が入ってくれば、

もちろん雇用も見込まれ、また今後の税

収入も上がるというようなことも含めた

総合的な判断がこの先には出てくるとは

考えております。

　まずは、国立循環器病研究センターが

どのような土地利用を考えていくのかと

いうようなことを見きわめながら、特区

については今後本市の方針を考えていく

べきだというふうに考えております。

　あと、千里丘西地区の今年度も継続し

てコンサルタントに委託というところで

の課題と、補助金が３年かというところ

でございますけども、まずその補助金の

３年ということに関してですけども、今

回、国費の補助を受けている件につきま

しては、制度としまして、５か年のうち

で３回補助を受けられるという補助制度

を使っております。その中で、平成２５

年度が１年目。平成２５年度、個別に地

権者の声を聞いて、まちづくりの思いで

ありますとか参画意向等を聞いている中

で、やはり平成２３年にアンケートをとっ

たときよりも、まちづくりに対する賛成

意見等が増えてきているという中で、理

事会のみならず、地権者の方々の熱意も

上がってきているという中では、今後も

この補助を続けて継続していくべきだと

いう考えで、平成２６年度の補助もお願

いをしている状況であります。

　また、賛成意見等も出ている中で、も

う少しビジョンを示してもらえないと判

断できないとの声も実際に出てきており

ますので、そのような方々の声にこたえ

るためにも、やはり今年度は補助を継続

して、またさらに街区整備計画（案）の

精度を上げていきたいと考えて、準備組

合のほうから、また街区整備計画（案）

の策定を発注するという動きで動いてお

ります。

○藤浦雅彦委員長　土井次長。

○土井都市整備部次長　それでは、正雀

駅前のワークショップについてのご質問
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ですけれども、このワークショップでは、

集まられた方々が自由な意見交換をされ

ており、話し合いの中で、今年度はそう

いうテーマでやっていこうかという形で、

自分たちで活動をすることをいろいろ考

えられ、テーマを決められて活動されて

いるというようなワークショップでござ

います。先ほどありましたように、道路

の拡幅事業であるとか、十三高槻線の上

部利用、こういう行政側がやる内容につ

いて、議論をする場ではないと考えてい

ます。

　ただ、道路拡幅されることによって、

例えば我々として何ができるのか。例え

ば十三高槻線の上部利用がされることに

よって、じゃあ地域としてこんなことを

やっていこう、我々の取り組みとしては

こんなことをやっていこうというような

話は今後出てくるかもわかりませんけれ

ども、具体的なハード系の整備の内容に

ついて、この場で議論をしていただく場

ではないのかなと。

　また、この場でそういうことを知りた

い、現状はということになれば、情報提

供も行政側としてはやっていきたいと考

えております。

○藤浦雅彦委員長　弘委員。

○弘豊委員　そうしたら、３回目になり

ます。

　要望にとどめておきたいというふうに

思うんですけれども、最初の正雀駅前の

ワークショップの動きですけれども、こ

れまでも何度も言っておりますが、やっ

ぱりここで集まってやられてきたことが、

何かしら形になるようなことがこれまで

ないかといえば、そうじゃないと思うん

ですよ。屯所の塗りかえでありますとか、

また駅の下のガードのことなんかも、い

ろいろここでも要望が挙がって、そうし

たことも、実際にこの間、整備もされて

いっているしというふうなことでありま

すので、引き続き、最後おっしゃられた

ように、きちんとした情報提供もやられ

る中で、その中でもやっぱり関心事だと

いうふうに思うんで、十高線の上部利用

のことでありますとか、道路の拡幅なん

かもどうなるというようなことは必ずやっ

ぱり参加者からは出てくるというふうに

思いますので、そこらあたりのことにつ

いてもきちんと一緒に話し合っていける

ような、そういう会合になってきたらと

いうふうに思っております。

　吹田操車場跡地の特区にかかわる問題

です。今、答弁された中身、よくわかる

んですけども、今、吹田市なんかは、ど

ちらかというと、向こうも３月で議会も

やられていて、どんどん進める方向で提

案しているのかなというふうに思ってい

て、それに対して本市も同じようにやっ

ていていいのかなというふうな、そうい

う気もやはりするわけであります。法人

税の軽減措置みたいなことも先ほどおっ

しゃられました。そこで雇用が見込めて、

市の活性化につながればというようなこ

と、もちろんそういった希望もあるんで

すけれども、そこで生まれる雇用の問題

では、いろいろと問題がついてきそうだ

というふうなこともあります。本当に本

市にとってメリットがあるというふうな、

そういう事業になるのかどうかというよ

うなことも、ここらの協議にもかかって

くるのかなというふうにも実際に感じる

ところもあります。

　具体的なことについては、まだまだ国

の政策の部分でも固まっているわけでは

ないかと思うんですけれども、方向性に

ついては、今言われているようなことだ

ろうというふうに思うので、ぜひ慎重に

取り組んでいってもらうように、意見と

して申し上げておきたいと思います。
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　千里丘西地区にかかわってです。この

間、再開発に向けた熱意も上がってきて

いるところというふうな、そういったこ

とであります。

　ここの地域の再開発事業、いろいろと

必要性みたいなところではあるのかなと

いうふうにも思うわけであります。それ

と同時に、採算性やいろんな事業の透明

性や、いろいろと課題もあるかというふ

うにも思っております。

　今回、予算で上がっている補助金の部

分については、５年間の範囲で３回使え

るというようなことで、それが有効に使

えるようにということで今も努力されて

いるんだなというふうに感じましたし、

また関係者との、いろいろと協議でもご

努力されているというふうにも感じるわ

けですが、ここらあたり、市来委員も言

いましたけども、いろいろと難しいデリ

ケートな部分もあるのかなというふうに

も思ったりしますし、そこらあたり、今

後の進め方については、またいろいろと

動きがあるごとに報告もいただいて、ま

た進めていってもらえればというような

ことで思います。

　私のほうから、以上です。

○藤浦雅彦委員長　ほかにご質問ありま

すか。

　大澤委員。

○大澤千恵子委員　それでは、質問のほ

うをさせていただきます。

　市来委員と弘委員がおっしゃられたこ

と、お聞きになったことはできるだけ避

けていきたいと思っておりますが。

　まず一つは、阪急正雀駅前地区整備支

援事業でございます。

　私も、これは何度も中身を質問させて

いただいたりしておりましたけれども、

阪急正雀駅前地区整備支援事業という名

前がついている中で、今ご答弁いただい

た内容でずっと継続されているわけでご

ざいますけれども、福祉のまちづくりと

か、できたら地域の活動支援事業という

ようなことをされているんですが、この

予算で正雀駅前地区整備支援事業という

題名の中では、やはり先ほど弘委員がおっ

しゃったような、十高線の上部利用とか、

拡幅とか、あとバス、こういったことの

内容というのはやはり盛り込むべきでは

ないかなというふうには思います。せっ

かく集まられている市民の方々が、地域

の地区の整備、こういったことに対して

興味を持っていただく。そして、どうし

たらいいのかということをこれから進め

ていく上では、やはり避けて通れないと

ころだというふうに思っておりますし、

例えば阪急正雀駅だけではなく、モノレー

ルの南摂津駅、こういったところの支援

事業に関しても、じゃあ私たちも考える

から補助金を出してくださいというよう

なことがまかり通るのかというところも

出てくると思います。ですから、ここで

やるべきやはり事業に対しての予算づけ

というのを明確にしていただいて、そし

て到達点というのはやはり決めていかな

ければならないのではないかなというふ

うに思いますけれども、そのあたりはど

のようにお考えか、お聞かせください。

　それから、吹田操車場跡地まちづくり

事業でございますけれども、このまちづ

くり事業が埋蔵文化財調査でかなり遅れ

てきたということでございます。

　今回、また委託料と工事がありますけ

ども、この埋蔵文化財の調査、そして工

事というのは、大体めど的にいつまで行っ

ていくのか。これずっと継続していくも

のなのか、よくわからないので、このあ

たり、ご答弁いただきたいなと思います。

　それから、先ほど弘委員も質問されて

おりましたけれども、撤去工事負担金と
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物件移転補償費について、この物件とい

うのは、具体的にどの物件を指していらっ

しゃるのかということをお聞かせいただ

きたいと思います。

　それから、正雀下水処理場の件です。

今ご答弁いただいたように、代替地があ

るので、それを切り札に今回の吹田操車

場跡地に国立循環器病研究センターが移

転するということでございます。下水処

理場に関しましては、以前から副市長も

お話しいただいてると思うんですけれど

も、吹田市のほうでも平成２６年度の予

算にも含まれております。調整池の改良

とかそういったものも含まれた中で１０

億近いお金が予算計上されているんです

けども、これ以外に、うちのほうでこの

下水処理場に関して行ってなければいけ

ないようなことが実際あるのかないのか

ということを関連でお聞かせいただけた

らなというふうに思います。

　それから、阪急京都線連続立体交差事

業でございます。この連続立体交差事業

はいろいろ意見交換会を行っております

けれども、実際に事業を行うことによっ

てどれぐらいの効果があるのかというよ

うなことを、この意見交換会の中で具体

的に示されているのかということ。例え

ば遮断時間が長いけれども、これになっ

て遮断時間がどうなっていくのか。千里

丘方面に渋滞が非常に多かったとか、阪

急摂津市駅の開通と伴って今度は逆の方

面が渋滞をしている、大体どれぐらいの

渋滞量であるのか、こういったことも意

見交換会の中でお示ししてるのか、そし

てまたこれが連続立体交差をすることに

よってどれぐらい解消されていくのか、

そういう具体的な数字というのは調査を

して意見交換会の中でもお示ししている

のかということをお聞かせいただきたい

と思います。

　それから、教えていただきたいんです

けど、連続立体交差事業調査委託料と連

続立体交差事業調査負担金という位置づ

けの違い、これを教えていただきたいと

思います。

　それから、先ほど千里丘西地区の件で

ございますけども、この西地区は先ほど

弘委員のご答弁にありまして、５年のう

ちに３回補助金が出るというお話で、平

成２１年に使ったんですか。ごめんなさ

い、そのあたりをもう一回説明していた

だいていいですか。実際この準備組合、

摂津市の補助金を受けて、コンサルタン

トに委託をしていると。地権者の熱意も

上がってきていると。中にはビジョンを

示してもらいたいというような意見もあ

りますけど、この地権者は全員そろって

らっしゃるのかということを再度、前回

も確認させていただきましたけどもお答

えいただければなと思います。またこれ

に対して、具体的にどういうお話を進め

られているのかという内容も合わせてお

聞かせいただきたいと思います。

○藤浦雅彦委員長　先ほどの大澤委員の

正雀処理場の関連の予算の関係は建設常

任委員会の所管になりますが、その周辺

の整備関連で答えられることがあれば答

えていただきたいと思います。

　品川参事。

○品川都市計画課参事　ただいまの大澤

委員の吹田操車場跡地まちづくり事業に

関する件と千里丘西地区の再開発に関す

る件につきましてお答えさせていただき

ます。

　まず、吹田操車場跡地まちづくりの中

での埋蔵文化財調査のめどと、いつまで

かかるのかということについてでござい

ます。これまで土地区画整理事業は、本

市からの負担金等をお支払いしている中

で、確かに埋蔵文化財調査が遅れたため
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というようなことを今までも委員会でご

答弁させていただいております。今まで

の埋蔵文化財調査といいますのは、土地

区画整理事業の区域内、ＵＲ都市機構が

施行している土地区画整理事業の区域内

で行っていた埋蔵文化財調査でございま

して、地区内の埋蔵文化財調査につきま

してはもう終了いたしております。あと

は上物の整備をしていくだけの状態になっ

てございます。平成２６年度に予算の計

上をお願いしております埋蔵文化財調査

につきましては、区画整理事業の地区と

外れたところ、区画整理事業につながる

道、市道７８号線の整備工事のところ、

こちらは区画整理事業区域外になってご

ざいますので、アクセス道路として本市

が整備を行っていく予定をしている箇所

になってございます。こちらの工事を平

成２７年度に予定いたしておりますので、

平成２７年度すぐに工事に入れるように

事前に埋蔵文化財調査を行っておこうと

いうことで、大阪府の教育委員会等の協

議を行った上で、実際にどのような調査

を行っていくのかというのが協議の結果

で決まっていくことになってございます。

今までも埋蔵文化財調査でいろいろ出て

きましたけども、区画整理事業区域内に

つきましてはもう完了しております。

　あと２点目の物件移転補償費１００万

円は具体的にどのようなことを補償する

のかということでございます。こちらは

ＪＲ千里丘駅から今度新しくつくります

千里丘中央線ができ上がったときに歩行

者動線を確保するための途中で支障となっ

てる物件でございますけども、内容とし

ましてはフェンスでありますとか門扉と

いうようなものが歩道をつくろうとして

いるところのミスタードーナツの横のと

ころにありますので、このようなものを

補償する必要がございますので、物件移

転補償費ということで予算を上げさせて

いただいております。

　あと３点目の正雀下水処理場の件につ

きましてですけども、正雀下水処理場は

基本的には吹田市が更地にした後の土地

利用については我々の所管ということで、

土地利用につきましてはいろいろと議論

をさせてもらっておるところではござい

ます。あと、正雀下水処理場の周辺道路、

正雀下水処理場の北側及び西側につきま

しては昨年１月に吹田市と協定を結んだ

中で、吹田市が土地を負担して道路も吹

田市が整備するという協定を結んでおり

ますので、そのような周辺街区のまちづ

くりにかかわる道路整備というようなこ

とにつきましては、今後協議は必要には

なってきます。ただ、この道路につきま

しても吹田市が整備をするということに

はなっておりますので、特に予算として

必要だというようなことは今のところで

は考えておりません。

　あと千里丘西地区の再開発事業につき

ましてですけども、先ほどの５か年のう

ちの３回の補助と申しますのが、昨年度、

平成２５年度から新しく国費を活用した

補助金を開始しておりますので、平成２

５年度が１回目、今回予算をお願いして

おります平成２６年度が２回目の補助金

になっております。平成２５から５年の

うちに３回の補助がもらえる制度という

ことになっております。

　あと地権者全員と話ができているのか

ということについてですけども、まず地

権者はどういった方がおられるのかとい

うことを全部調べ上げた中で、準備組合

の理事さ等の協力も得て、なるべく多く

の方と面談をするようにしております。

ただ、全員かと言われると全員はできて

ないというのが現状でございます。中に

は、法務局の登記簿等から上げてももう
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お亡くなりになっててご連絡先がわから

ないというような方もおられますし、権

利関係の今後さらに調査が必要であると

いう部分等もございますので、今の段階

では全員のヒアリングができているわけ

ではございません。なるべく多くの方と

面談をしようということで、最初はなか

なか面談日程がとれないような方につき

ましても、何度も連絡させていただく中

で実際に面談ができたというような方も

ございますので、なるべく多くの方と面

談を行っているという状況になっており

ます。具体的にということですが、まず

今は個人の皆さんはやはり所有のいろい

ろな権利をお持ちですので、そういった

各個人の土地建物がどのような所有状況

でありますとか、千里丘西地区のまちづ

くりに対する思いというようなことを大

きな意味でのビジョン等も聞かせていた

だいた上で本当にこのまちづくりに入っ

ていきたいのかどうか、入っていただけ

るかというようなこと、また準備組合に

加入されてない方等もおられましたので、

何とか今後まちづくりを進めるために準

備組合の加入促進というようなことも合

わせて個別面談の中では行っており、状

況も聞きながら合意形成も図っていると

いうような活動を行っておるという状況

でございます。

○藤浦雅彦委員長　土井次長。

○土井都市整備部次長　それでは、正雀

駅前地区整備支援事業について、ご質問

にお答えさせていただきたいと思います。

　確かにこの名称はもともと正雀の再開

発をにらんで立ち上げました事業名で、

そのときの名称をずっと継続して使わせ

ていただいてる形になります。当初は、

正雀駅も連立で駅前を再開発して、とい

う形でいろいろ委託とか調査設計もさせ

ていただきました。その後、なかなか連

立も難しい、再開発も難しいという形の

中で、道路管理課のほうで道路の拡幅と

いう話、また大阪府のほうで十三高槻線

の整備という形の中で正雀の周辺も変わっ

てまいりました。そのような中で、平成

１８年から再開発というハード面ではな

くてソフト面でのまちづくりという形の

中で取り組み、方向性が変わってきてる

という形の中で、事業名はそのまま残っ

ておりますので、非常に今やってる内容

とその事業名に乖離があるというのはおっ

しゃってるとおりだと考えております。

支援の内容なんですけれども、やはり我々

は再開発、正雀のまちづくりという考え

で正雀に対しては取り組んでまいりまし

た。その中で今はああいう形になってお

りますけれども、当初の流れといいます

か、その中で継続して支援をさせていた

だいてるという感じになってます。ほか

の駅でもというようなお話がありました

けれども、昔は何かの目的を持って集ま

る、今でもそういうことも当然やってお

りますけれども、反面、井戸端会議とい

う中で自治会とかじゃなくて市民の方が

集まっていろいろとまちづくりについて

話をする。まちづくりと言うとちょっと

かたくなりますけれども、そういう場と

いう形で市民活動支援課だったと思いま

すけれども、今おっしゃってましたよう

に例えば自分らで集まって何かやりたい

というときの初期段階だと思うんですけ

れども、補助金等もあったかというふう

に、ちょっと定かではないですけれども

そういうような支援もされてて、いろん

な地域でそういう地域での活動の立ち上

げについては、市民活動支援課のほうで

も取り組んでおられていると思っており

ます。我々は先ほども言いましたように、

正雀という取り組みをやってる中で、都

市計画課としては支援という形でやって
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おります。内容につきましては、都市計

画課がこのワークショップに対して何か

というような形でのかかわり方はしてお

りません。あくまで皆さんが集まった中

での活動に対して、例えばアドバイスを

いただきたいとか、こういうことできな

いかなというときの支援という形の中で

都市計画課がさせていただいているのが

今の現状です。だから我々としましては、

今の活動が市を離れて独立していって、

自分たちでその活動を続けていただける

というのが本来の姿かなというふうには

思っておりますけれども、今すぐにとい

うわけにはいかないのかなと。ワークショッ

プの中でもこの活動、平成１８年から結

構長い間続けておりますので、あり方に

ついても話をしているところでございま

す。

○藤浦雅彦委員長　嘉戸参事。

○嘉戸都市計画課参事　それでは、大澤

委員のご質問の中で、連続立体交差事業

にかかわることにつきましてお答えさせ

ていただきます。

　本年度の意見交換会において、事業の

効果について数字的なところも示しなが

らきっちり説明した上で議論が行われた

のかということだったと思いますけれど

も、本年度、意見交換会を開催いたしま

して、自治会の役員３０名ほどの方に集

まっていただきました。まず最初に事業

の内容、概要、こういった効果がありま

すという定性的なお話をさせていただい

て、その後に何テーブルかに分かれてい

ただいて、参加者同士で地域の課題、今

もともと抱えてらっしゃる地域の課題に

ついて意見交換をしていただきました。

ですので、定説的なご説明はさせていた

だいておりますが、今の状況は踏切での

渋滞が何時間で何メートルでというとこ

ろまでのご説明は、正直なところ説明は

させていただいてはおりません。今回は

もともと地域で抱えてらっしゃる課題で、

今後の連続立体交差事業を進めていく上

で何か解決できるものはないか、関係す

るところはないかというところをつかん

でいきたいということが目的でございま

したので、そのような形で開催させてい

ただきました。先ほど弘委員のお話でも

大きな事業費を使っていく大きな事業で

すので、いろいろ地域の方、市民の方の

理解をいただくことが大切というお話も

ございましたとおり、やはり今後の意見

交換会では事業の効果について丁寧に説

明させていただいて、皆様に何とかやっ

てくれと言っていただけるように、ご理

解いただけるように説明をさせていただ

くことが必要と思っております。数字的

な説明が必要ならば、説明し、地域の分

断解消などなかなか数字では表しにくい

効果も、効果としてあるということもお

示ししながら皆様のご理解をいただける

よう進めていきたいと考えております。

○藤浦雅彦委員長　調査委託料と調査負

担金の違いについても答弁して下さい。

　嘉戸参事。

○嘉戸都市計画課参事　連続立体交差事

業にかかわります調査委託料と調査負担

金の違いについてですけれども、まず負

担金につきましてですけれども、今年度

から大阪府が事業主体となって連続立体

交差事業の調査業務を進めていくに際し

ましては国の補助をもらいながら事業を

してまいりますが、大阪府が国と大阪府

と本市からのお金を集めて、そのお金で

もって必要な調査なり作業なりを進めて

いくという大きな枠組みがございます。

その中で今回計上させていただいており

ます負担金につきましては、その連立事

業の本市の負担分でございます。

　連続立体交差事業調査委託料につきま
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しては、本市が連続立体交差事業の検討

のために外部へ調査などを委託するため

の費用として計上させていただいてるも

のでございます。委託料を来年度は１，

９５０万円で要望させていただいており

ますが、この１，９５０万円のうち１，

５００万円につきましては、大阪府から

受託する関連側道の検討業務のためのも

のです。ですので、歳入予算のほうで１，

５００万円の調査委託金ということで大

阪府からの歳入を計上させていただいて

おりますのは、それと対応しております。

少し複雑ですけれども、お金の流れとし

ては以上です。

○藤浦雅彦委員長　大澤委員。

○大澤千恵子委員　それでは、２回目の

質問をさせていただきます。

　阪急正雀駅前地区整備支援事業でござ

いますけれども、今ご説明いただきまし

たのも十分よくわかります。ただ、やは

りこの事業自体がもともとの支援する事

業として始められた位置づけ、これから

８年経過しております。初期投資のため

としてはやはり長過ぎるように私はやは

り感じておりますし、今後ほかの、例え

ば市民団体との差別化を考えたときには、

やはりこの事業自体に一定のめどをつけ

ていかなければならないのかなというふ

うには思っております。でないと、ほか

の地域で先ほども申し上げましたように、

南摂津のほうでこういったまちづくりに

対して考えるからこの支援をしてほしい

というような要望があったときに、しっ

かりと応えられるだけのやはり準備をし

ておかないと、なかなかそういう団体が

出てくればありがたい話でございますけ

れども、そういう位置づけだけはしっか

りと持っておいていただきたいなという

ふうに思います。これはもう要望とさせ

ていただきます。

　それから、吹田操車場跡地まちづくり

事業に関しまして、撤去工事や物件移転

補償費等のご説明いただきましたのでわ

かりました。埋蔵文化財調査のほうも土

地区画整理事業については完了してると

いうことで理解させていただきました。

合わせて正雀下水処理場の件に関しても、

周辺の予算的なものは今のところないと

いうようなことでございますので、それ

も理解させていただきました。所管が違

いますので、これに関しましては確認だ

けというふうにさせていただきます。

　それから、連続立体交差事業に関して

でございますけれども、市民の立場から

考えたときに、やはり何が一番知りたい

のか、そして今回地域の課題についてと

いうことで意見交換を行ってきたという

経緯をご説明いただきました。この地域

の課題については、ある程度今までもしっ

かりとわかっていることもあると思いま

す。その中でこの連続立体交差事業をや

はりしてもらいたいと思ってもらえる市

民意識を高めるために、じゃあ今から意

見交換会を何回していくのか。それから、

そのために担当課として意識を上げても

らって、どういうことを説明すれば意識

が上がると思っていらっしゃるのか。例

えば窓口のほうに内容を聞かせてほしい

というようなご意見もいただいてるとい

うようなことなので、逆に来られてない

方がそこに行ってもわからなかったこと、

聞きたかったことがちゃんと聞ける環境

にやはりあるのかどうか。例えば、私は

こういう地域の課題のためにこの意見交

換会に来たのではなくて、連続立体交差

が具体的にどんなふうになるのかという

ことを聞きたいというような、具体的に

例えば図面ができ上がってるわけではな

いですけれども、それに対する答えをしっ

かりと用意した意見交換会であるのかど
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うかというところ。それから、今後増や

していくということでございますけれど

も、今の３０名の方はある程度地域の課

題とかもわかっていらっしゃる役員の方

が多いと思います。でも一般の方は、連

続立体交差事業がどういうものであるの

かということさえもわかっていらっしゃ

らない、これをやることによってこの摂

津市がどうなっていくのか、こんなによ

くなるんだよというようなところの具体

的な内容というのをきっちりと説明でき

るだけの材料があるのかというところを

お聞かせいただきたいなと思います。

　それから、千里丘西地区でございます

けれども、今のところ全員がというとこ

ろではないというお話でございます。非

常に全員がそろうというのはなかなか難

しいのかなと思いますけれども、実際に

開発しようとなると、やはりある程度そ

こだけ残していくというわけにはいかな

いと思います。担当課としては、今連絡

がとれていない状況をどう考えられてい

るのか。これからその方向性に向かって

進んでいくに当たって、その方達だけを

置き去りにしてるわけじゃないと思いま

すけれども、その方たちがぎりぎりになっ

て、「いや、何にも聞いてないんだ」と

いうようなことになったときに、またこ

れは出遅れてしまうようなことにならな

いのか。これについては、これから今後

どういう対応をしていくのか。面談がで

きるように一生懸命努力されているとい

うのはわかりますけれども、全員がとい

うところではないところに関してどう考

えてるのかということをお聞かせいただ

きたいというふうに思います。

○藤浦雅彦委員長　じゃあ、答弁お願い

します。

　嘉戸参事。

○嘉戸都市計画課参事　それでは、先ほ

どの大澤委員の連続立体交差事業にかか

わるご質問にお答えいたします。

　意見交換会のことにつきまして、どの

ようにすれば市民の方のご理解をいただ

きながら進めていけるかということ、ま

た具体的に知りたいことに対してどう答

えていくのかということにつきましてで

すけれども、今年度は自治会の役員を中

心に開催させていただきました。その結

果ですけれども、もう意見は出尽くした

という感もございまして、いろいろな事

業に関する説明をさせていただいたあと、

意見交換をしていただきましたけれども、

いただいた意見の中の一つには、一般の

方にももっとよく知っていただいたらど

うやということもございました。役員で

すので非常に意識の高い、いろいろな問

題意識も持ってらっしゃるということで

今年度は議論させていただいたんですけ

れども、市民の方に理解をいただく上で

は、やはり一般の方々から理解をいただ

いていくということが非常に大切になっ

てまいりますので、そういう意味で来年

度は一般の方も来ていただけるような形

をと考えております。よく窓口に来られ

る方が具体的に知りたい内容といいます

のが、特に用地買収がかかるんだろうか

ということでございまして、その点につ

きましては今、測量調査や鉄道の設計関

係を大阪府でされておりますが、その結

果を見てみなければ私どももどこまでと

いうところがわかりかねますし、都市計

画の案もまだ定まってきていない中です

ので、そのような個々、個別の事案に対

しての答えは残念ながら私どももまだ持

ち合わせていないという状況です。あと、

意見交換会が今後何回ほどやっていくの

かということですけれども、回数につい

ては状況を見ながらとなってまいります

が、例えば今年度は沿線の自治会の方に
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１か所に集まっていただいたのですけれ

ども、一般の方にきめ細かくということ

になりますと、幾つかの地区に分けまし

てそれぞれに私どもが出向いて行って、

意見交換会を開く、個別に何自治会かま

とめて、系統や状況の似た自治会に集まっ

ていただいて一般の方対象に開くという

ようなことは考えております。そのよう

な形で少し一般の方にも裾野を広げてい

くような形で、何とか情報提供並びにご

理解いただくような努力はしてまいりた

いと思っております。

○藤浦雅彦委員長　それでは、品川参事。

○品川都市計画課参事　ただいまの大澤

委員の千里丘西地区に関するご質問につ

いてお答えさせていただきます。

　平成２５年度に個別面談を行えたメン

バーが全員ではなかったことについて、

今後どのように、どう考えて進めていく

のかというご質問でございます。今後事

業を進めていく中ではいろんな段階が出

てくると思います。まず、平成２５年度

につきましては、過去には地権者に対し

てアンケートを送付して、アンケート調

査をしてきたというようなことがござい

ましたけども、個別で地権者全員と会っ

ていこうというのを始めたのは、平成２

５年度初めてやった結果でございます。

その中で、まずは今、地域としては盛り

上がってる、理事長を初めとして理事の

方々も非常に盛り上がってやっていこう

としているという中で、じゃあ地権者の

皆さんの本当の声を聞いていきたい、本

当にこの地区をどう進めていくのかを聞

いていきたいという段階で平成２５年度

は進めさせていただいた状況でございま

す。その中で、全員できれば会いたい、

もちろん全員の意見を聞きたいと進めて

いってますけども、どうしても体調不良

でお会いできない、また「やることはわ

かってる、特に意見はないから今はそん

な個別で会ってまではいいよ」というよ

うな意見や回答を返されてお会いできて

ない方もございます。今の段階で、例え

ば体調が悪いという方に押しかけて行っ

てという、まだそこまでの段階ではない

と。会える中で会える努力を、最善を尽

くした中で今できる限りのことをやって

いく段階だという認識の中で今は会える

人には会ってきたという段階でございま

す。今後本当に事業を立ち上げていく中

ではもちろんそのようなわけにはいきま

せんので、どのような形で進めていくか、

どのようにアポイントをとっていくかと

いうことはまた引き続き続けていく必要

はあるとは思いますけども、今の段階で

は、会える段階の人のところには全てお

会いしたという段階でございます。

○藤浦雅彦委員長　大澤委員。

○大澤千恵子委員　そうしましたら連続

立体交差事業について、一般の方々にも

裾野を広げて説明をしていくというよう

なお話でございますので、非常にこれも

長くかかる事業でございますので、市民

の皆さんはやはり自分の地域のことを、

例えば用地買収のことに関しては非常に

興味がおありだから積極的にということ

でございますけれども、実際にこの連続

立体交差事業が工事になれば、一般の方

たちも今は用地のことに関して興味のあ

る方がある程度集まってこられると思う

んですけれども、工事になれば一般の方

たちがもっとこうしたらいいんちゃうか、

ああしたらいいんちゃうかという声が後

からいつも出てくると思います。ですか

ら、できるだけそういった声は時間があ

ればやはり拾い上げていって、意見を聞

いていくという場を持っていただければ

なというふうに思います。これはもちろ

ん国、それから大阪府の補助事業でござ
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いますのでいろんな段階的なこともあり

ますけれども、実際にこの地域の方たち

にとって具体的にやっぱりどういうメリッ

トがあるのかということをしっかりとわ

かっていただけるような意見交換会にし

ていただけるように、これも要望とさせ

ていただきます。

　それから、千里丘西地区の準備組合の

件でございますけど、一生懸命やってい

らっしゃるということでございますので、

具体的に今の段階ではそこまで体調不良

やいろんな事情がある方をということで

ございますけども、やはりいずれにして

も地権者の方々とはお話をしていかない

といけないということでございます。こ

れが長く延びれば延びるほど、今までも

経験してることだと思いますので、でき

ましたら早い段階でそういった皆さんの

総意の下でできるように動いていただけ

ればなというふうに思っておりますので、

これもしっかりとこの事業を進めること

ができるように努力していただきたいな

と思います。

　それと、１点だけ、吹田操車場跡地ま

ちづくり事業で土地購入費というのが計

上されてるんですけど、ここはどの部分

の土地の購入費かご説明いただければと

思います。

○藤浦雅彦委員長　品川参事。

○品川都市計画課参事　ただいまの吹田

操車場跡地まちづくり事業の土地購入費

につきましてお答えさせていただきます。

　こちらの土地購入費につきましては、

ＪＲ千里丘駅周辺の中で、ＪＲ千里丘駅

と区画整理事業で築造する千里丘中央線

を結ぶ歩行者動線の確保のために、ＪＲ

西日本が所有しています土地がございま

すので、歩行者動線を確保するための用

地として土地購入を平成２６年度に予定

しており、その予算につきまして今回お

願いしておるところでございます。

○藤浦雅彦委員長　もうちょっと明確に、

どこの横やとかというふうに言っていた

だけますか。

　品川参事。

○品川都市計画課参事　申し訳ありませ

ん、ミスタードーナツの横の、見た目は

コンクリートブロックの建物が立ってお

る場所です。線路際のところでございま

す。

○藤浦雅彦委員長　大澤委員。

○大澤千恵子委員　具体的にどれぐらい

の平米数があって、どんな感じなのか、

どこまでなのかも教えていただけますか。

○藤浦雅彦委員長　品川参事。

○品川都市計画課参事　約５０平米弱を

予定しております。市で持ってる所有地

もございまして、そこの横に歩道を確保

する土地になりますので、形状としては

ちょっといびつな形になりまして、言葉

で表すのは非常に難しい状態ではござい

ますけども、ミスタードーナツの横のと

ころから斜めに線路に向かってＪＲ西が

所有している土地を購入する予定をして

おります。

○藤浦雅彦委員長　大澤委員。

○大澤千恵子委員　土地購入費の図面と

かはもう出てるんですか。また資料をよ

ろしくお願いします。

○藤浦雅彦委員長　可能であれば、後ほ

ど資料を出してください。

　品川参事。

○品川都市計画課参事　相手との交渉の

中で確実に固まってないところもござい

ますので、またご相談させて下さい。

○藤浦雅彦委員長　土井次長。

○土井都市整備部次長　場所は、千里丘

駅西口を出ていただいて、ミスタードー

ナツから千里丘ガードの上にガードレー

ルがあります。そのガードレールからミ

－25－



スタードーナツの前、西口までの間とい

うのは歩道がございません。区画整理事

業の中で、貨物線があったところがバッ

クしてネットフェンスが張られてる駐輪

場の前の道を都市計画道路として整備さ

れます。そこから千里丘駅の西口まで歩

行者が安全に通行できる歩道を整備した

いと考えております。区画整理のほうは

歩道ができてまいります。ガードの上も

奥にネットフェンスでちょっと空き地が

あると思うんですけれども、あれが歩道

になります。そこからは区画整理の区域

外になりますので、千里丘駅西口まで歩

道がない状況になっております。あそこ

の部分を何とか歩道整備したいという形

で、本来なら３メートル近い歩道が欲し

いんですけれども、ミスタードーナツが

営業してるような状況もありまして、Ｊ

Ｒ西日本との話の中で、場所によって違

うんですけども最低２メートルの歩行者

が安全に歩ける場所を確保したいため、

ＪＲ西日本が持ってる土地を買うもので

す。将来的に整備された暁には千里丘駅

西口をおりていただいて、そこから２メー

トルの歩道を通ってずっと吹田操車場跡

地のほうに歩道が連続していくというよ

うな形になると考えていただければいい

と思います。

○大澤千恵子委員　また交渉ができた段

階で具体的に書面で見せていただければ

と思います。要望とさせていただきます。

○藤浦雅彦委員長　暫時休憩します。

（午前１１時５３分　休憩）

（午後　０時５８分　再開）

○藤浦雅彦委員長　それでは、再開いた

します。

　木村委員。

○木村勝彦委員　阪急正雀駅前地区整備

支援事業に関係して、代表質問でも取り

上げたんですけれども、十三高槻線の上

部利用についての問題です。

　これはそのときに申し上げたように、

やはり大阪府の都市計画審議会で三環状

十大放射線の一環として計画されて、そ

れ以後５０年近く地元の正雀阪急住宅自

治会を中心として反対期成同盟が結成さ

れて、運動を続けてまいりました。ただ、

味舌工区が完成してくる中で正雀工区を

どうするかということを反対同盟の中で

も議論して、この話は本会議なり委員会

でも今までに申し上げたと思うんですけ

ど、再度繰り返して申し上げますけれど

も、やっぱり反対同盟として、そこまで

完成してきた中で、自治会としてあるい

は反対期成同盟としてはどうしようかと

いうことを皆さんと相談して、やはり強

制執行を待つだけでは能がないと、やっ

ぱりここで発想の転換をして条件闘争に

切り替えて、正雀川のオーバーパスから

アンダーパスということを大阪府に対し

て反対同盟として、あるいはまた自治会

として提起して、大阪府もいろいろその

ことを協議をしもって地下案に決定され

て、その上部利用については地元自治会、

反対同盟と十分協議をとるという状況の

中で、阪急住宅自治会として大阪府と最

終的な協議をして上部利用についていろ

いろ地元の意向も申し上げて、協定を締

結したという経緯があるわけです。そこ

には当然、十三高槻線は大阪府の事業で

すから、その上部利用について摂津市は

果たしてどうするかということを考えた

ときに、地元としては、そこには地域で

不足してるコミュニティの場、あるいは

また福祉関係の施設、そういうものをつ

くってもらおうということを申し上げな

がら協定を結びました。そういうことで

今日工事が始まって、ようやく４月に本

線は開通して、あとの周辺道路整備につ

いては１年間遅れるという状況の中で、
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その１年間遅れた状況で道路の整備がで

きたときにはバスを正雀駅の真ん前まで

引っ張ってくるということが地元と協議

され、着々と環境整備が行われておりま

す。そういう点では、いろんな考え方が

あろうかと思いますけれども、やはり地

元と大阪府と協定を結んで、そこに摂津

市も立会人で参加したこの協定を最も尊

重していただいて、やっぱり地元の意向

を最優先して取り組んでもらうというこ

とに私はなっていくと思うんです。ただ、

やっぱり地元の意向を斟酌する中で、全

体的な正雀のまちづくりとは無関係とい

うことにはなりませんから。その辺との

整合性も図っていく必要はありますけれ

ども、やはり地元の意向を最優先した協

定を尊重して進めてもらうということを

私はあえて申し上げておきたいと思いま

す。そういう中で、今の市としての考え

方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。

　もう一つは、吹田操車場跡地まちづく

り事業の問題。これは当初から国立循環

器病研究センターの誘致をするというこ

とが最重要課題でありました。そういう

中で国立循環器病研究センターをどうい

う形で誘致するかということで、吹田市

と摂津市とでいろんな市長を中心とした

組織、あるいはまた副市長を中心とした

組織、そしてまた担当職員を巻き込んだ

組織、いろんな組織ができて吹田操車場

跡地のまちづくり事業が進んでいったん

ですけども、その中ではいろんな経過が

ありました。箕面市も名乗りを上げて、

やっぱりマスコミなんかでも箕面市が一

番有力だというような報道もされたこと

もありますし、そういう点では摂津市と

吹田市とがやっぱり最後まで頑張ってそ

こに国立循環器病研究センターが来たと

いう理由の大きな一つに、私はやはり国

立循環器病研究センターが今後、吹田操

車場跡地へ移転して、その後、３０年後

にまた建て替えをしないかんと。その代

替用地がこの吹田操車場跡地には存在す

るということが大きな環境条件となって、

私はそこへ来たということの認識を持っ

ております。しかもその国立循環器病研

究センターの近くには医療クラスターも

みんな張りついてくるというようなこと

も言われておりますし、そういう点では

総合計画では、吹田操車場跡地まちづく

り基本計画に基づき、まちづくり進める

となっていますが、その中では、都市型

居住ゾーンとしての計画を持っておりま

す。そういう点では、やはりそういう都

市型居住ゾーンを最優先してこの跡地を

利用していくというふうに、私はなって

いくべきだと思っているんですけれども、

そういう都市型居住ゾーンということが

今後も引き続いて、堅持されていくべき

だと私は考えております。今、いろんな

動きがあるようですけれども、やっぱり

その辺を中心課題として、摂津市に跡地

問題について取り組んでもらうというこ

とをここで再確認しておきたいと思いま

す。平成２６年度の市長の市政運営の基

本方針を見たときに、戦略的なまちづく

りというような言葉が出てきました。そ

ういう戦略的なまちづくりの中に、総合

計画を踏まえたまちづくり基本計画の変

更も含めたことがなされていくというこ

とについては、私は総合計画というのは

そういうものではないという認識を持っ

ておりますし、あくまでもやはり摂津市

が持っておる土地については都市型居住

ゾーンでやっていくという方針で進んで

いくべきだと思うんですけども、その辺

のことについて一遍担当部長なり副市長

のほうから答弁願いたいと思います。

○藤浦雅彦委員長　最初の質問について
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は、阪急正雀駅前地区整備支援事業とい

う観点から全体的にご答弁をいただきた

いと思います。

　吉田部長。

○吉田都市整備部長　それでは、１点目

の木村委員からご質問いただいておりま

す阪急正雀駅前地区の整備、支援にかか

わります内容の一環といたしまして、当

然交通ネットワークの十三高槻線は関連

いたしますので、これについてご答弁を

申し上げたいというふうに思っておりま

す。

　まず、今日までの経緯でございますけ

れども、やはり今、委員ご指摘のとおり、

平成１８年５月に着工のための協定書を

締結されております。これは歴史として、

事実としてあるわけで、そのときに地下

式、そしてその上部利用というところま

で踏み込んだ協定を締結されております。

５０年という半世紀にわたる闘争の中で

の結果、苦渋の選択をされたというふう

に歴史も聞いておりますけれども、やは

りそれは尊重すべき内容ということで、

当然ながらそのときは正雀阪急住宅自治

会長それと茨木土木事務所の所長、そし

て先ほどありました立会人として摂津市

の三者が協定書に締結いたしております。

それが今の基本になっておりまして、先

ほどからありますように、やはりこうい

う一つの歴史の中での結果を生んだとい

うことが第一義として、やはり地域とい

うのはこのとき締結いたしております阪

急住宅自治会のほうにまず第一段階とし

てはご相談を申し上げると、上部利用の

協議についてですね。その上で幅広く意

見を聞いてくださいとか、他の地域のご

要望を聞かせていただくというのが次の

段階にはあるのかなと思います。それは、

正雀阪急住宅自治会との歴史的なことを

踏まえて協定の中のものを順守するとい

うことからいいますと、第一義的には地

域は正雀阪急住宅自治会のほうに先に声

をかけさせていただくと。それを踏まえ

て、市政運営の基本方針でもありました

ように、この分については、十三高槻線

の上部利用につきましては、庁内的にも

周辺施設の統合を視野に入れてよりよい

ものとなるように整備を検討していくと

いうことで市政方針にも述べております

ので、そのあたりは平成２６年度からス

タートラインに立つのかなというふうに

思ってもおります。その上で上部利用の

利用方法等を今後検討して具体化してい

くという形のストーリーになるのかなと

いうふうに思っておりますし、そういう

対応になろうかと。また、それを踏まえ

て大阪府とも協議していくということに

なろうというふうに思っております。

　次に吹田操車場跡地まちづくりと国立

循環器病研究センターとの関係でござい

ますけれども、まずこの国立循環器病研

究センターの話が何かクローズアップと

いうか出てきたのが、吹田操車場跡地利

用の開発にかかわる計画委員会というの

がございまして、そのときに摂津市と吹

田市側との意見が二分化されておりまし

た。その内容というのは、医療クラスター

的な土地利用を推進するというのが計画

委員会も踏まえた意見が一つ。もう一点

は、これは強くメンバーの摂津市長のほ

うから言われたのが正雀下水処理場問題。

この解決なくして、この吹田操車場跡地

のまちづくりはあり得ないという前提を

踏まえて、この２点が大きな課題として

残ったと。その中で、国立循環器病研究

センターの移転が決定した。あわせまし

て下水処理場問題も解決し、来年度より

更地化されていくというような状況を踏

まえて、計画委員会のほうは最終課題と

して２題残ってましたので、それは解決
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していくということで計画委員会を今度

開く状況ではなくなったものと考えてお

ります。ただ、先ほどありましたように

将来的なまちづくりの観点を考えますと、

国立循環器病研究センターがどのような

形で影響が出てくるのか、さらに国立循

環器病研究センターと医療クラスターと

のかかわり、こういうものは先ほども質

問がありましたように、国際戦略総合特

区と国家戦略特区ですね。これはどうい

うふうな、波及的ないい評価なのか悪い

影響なのか、そのあたりを摂津は総合的

に見きわめていく責務があろうかなとい

うように思っております。先ほどご意見

もありましたように、市の総合計画、吹

田操車場跡地まちづくり基本計画に沿っ

た形でいきますと、７街区を売却しよう

というＵＲと摂津市が持ってる部分、こ

れは吹田操車場跡地の中ですけど７街区

は都市型居住ゾーンは堅持していくとい

うことを踏まえての話になりますけども、

ただ下水処理場に関しましては、委員も

ご指摘があったように将来のリザーブ用

地を考えますと、都市型居住ゾーンはな

かなか馴じみにくいのかなというふうに

は思いますが、ただ吹田操車場跡地の都

市型居住ゾーンについては、我々は堅持

して、住環境を守った土地利用をしても

らうということを前提にした用地の売却

にのぞんでいこうかなというふうに思っ

ております。

　もう一つお話がありました、最終的に

はここの市政運営の基本方針にも載って

ますけども戦略的まちづくり、先ほど担

当参事からもご答弁申し上げましたけど

も、やはりまだ具体的な国立循環器病研

究センターからの提案なり関係する方面

からの提案がございませんので、どうい

う戦略を組んでいくかということはこれ

からの話としてありますけれども、やは

り都市型居住ゾーンを維持するというこ

とも一つの戦略にかかわる内容もござい

ますので、そのあたりも十分、将来のま

ちづくりも見据えて、そして先般の本会

議でも市長が答弁なされてましたように、

将来的に正雀下水処理場がリザーブ用地

となる場合においては、摂津市に３０年

か３５年後には国立循環器病研究センター

が移転するであろうということを踏まえ

ていくと、摂津市がやっぱりあるべき姿

は、国立循環器病研究センターとのかか

わりをやはり今後も戦略的に考えていく

と。市民にとって国立循環器病研究セン

ターがよりよいものになるのかというこ

とを、何がよりよいものになるのか、そ

れはソフトな医療系も踏まえての話を今

後重点的に考えていくべきかなというふ

うに思っています。

○藤浦雅彦委員長　木村委員。

○木村勝彦委員　今、吉田部長のほうか

ら答弁があったんですけどれども、十三

高槻線は反対同盟が発想の転換をしなかっ

たら今回４月にオープンするということ

には、私はなってこなかったと思ってま

す。そこで、やっぱり自治会として、反

対同盟としてどうするかということを真

剣に議論しました。その中ではやっぱり

公害道路は要らんのだ、あくまでも道路

は要らんという前提のもとで、そういう

条件闘争に切り替えることには賛成でき

ないという人もいらっしゃいました。し

かし、そういう人はもうやむを得ず出て

いってもらおうということで、その人た

ちが出ていって全体として阪急住宅自治

会が発想の転換をして大阪府と協定を結

ぼうということになったんですから、そ

れがなかったらあの工事は、三環状十大

放射線のうち摂津市にあるいろんな計画

はみんな中途半端に終わってます。今回

十三高槻線は正雀工区が完成すれば、あ
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とはもう全て完成したようなものですか

ら、そういう点では、ほぼ十三高槻線は

開通したということになってくると思い

ますので、そうなったのはやっぱり反対

運動の発想の転換と切り替えの成果とし

てできた問題ですから、そういう点では

やっぱり苦渋の選択をして自治会として

も大阪府と協定を結んだんですから、そ

の協定はしっかりと守ってもらって、そ

の背景にある阪急住宅の意向を十分尊重

してもらうということは、この際改めて

お願いしておきたいと思います。

　それから、今、吹田操車場跡地の問題

を部長から答弁をいただきました。それ

でほぼ私は、都市型居住ゾーンが堅持さ

れるということの答弁をいただきました

のである程度安心したんですけども、今

いろいろな動きが出てきてますし、そう

いう点ではこれから先もずっとやはり今

の摂津市の総合計画に沿った形で、都市

型居住ゾーンは堅持されるということに

ついての決意を副市長のほうから一遍聞

かせていただきたいと思います。

○藤浦雅彦委員長　副市長。

○小野副市長　決意ということなんです

が、私として注目していますのはＵＲ都

市機構の関係、国立循環器病研究センター

それから吹田市との関係で申し上げます

と平成２５年６月に国立循環器病研究セ

ンター理事長と吹田市長との間で４点に

わたって基本協定書の確認書が出されて

おります。その中の一つに、いわゆる移

転用地及びその周辺地域というのは、こ

れはまさしくＵＲ都市機構と摂津市が持っ

てる土地でありますが、これを国際戦略

総合特区指定区域に編入するように努め

るんだということが載ってます。

　それから、もう一つは、下水処理場に

ついては産学官の連携拠点等の用地とい

うことに位置づけがされてるということ

であります。それでこの戦略特区、特区

構想については否定するものではありま

せんが、摂津市の今のスタンスは、今摂

津市域にあと残った土地がＵＲ都市機構

の土地と摂津の土地、それから正雀処理

場の４．５ヘクタールのうちの約３．９

ヘクタールは吹田市、摂津市が約０．６

ヘクタール持ってると。そこのところに、

摂津の意向確認なしに特区を入れてくる

ことは、現地点ではこれは早計であると、

ノーであると。したがって、摂津市の意

向を十分確認した上でやっていただきた

いというふうに、つい先日も大阪府の幹

部に申し上げました。一度吉田部長と私

と伴ってもう一度話をしてこようと。吹

田市の動きは私も風聞で聞いております

ので、それは吹田市は吹田市の考え方が

ありますから、あくまでも摂津市域の土

地だということでありますから、特区に

なれば当然地方税の減免等も出てまいり

ますし、そういうことを非常に気にして

おります。それで処理場の問題なんです

が、この処理場の問題につきましても、

吹田市の２５年４月の最終プレゼンに書

かれてる中身、これは吹田市がつくって

おられるわけだから我々がどうこうと言

うこともないんですが、ちょっと若干こ

れは勝手にやってはりますなということ

は言いましたが、ここにその７．５ヘク

タールの土地も産学官の連携拠点等の用

地として確保いたしておりますと書かれ

ております。７．５ヘクタールというの

はまさしく４．５ヘクタールとＵＲ都市

機構と摂津市の土地であります。これは、

箕面市との新聞に載りましたような最後

の争いの中で吹田市が国立循環器病研究

センターに提案した中身であります。そ

れでここで言えることは、いろんな動き

はありますが私どもは協力者であります

から、国立循環器病研究センターに対す
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る主体的な動きをしてまいりませんでし

た。しかし、摂津市に係る土地の問題に

ついては摂津市の了解抜きにはできない

と思ってますし、この点を今から確認し

とかなければならないと思ってます。

　それから、もう一つは、街区調整会議

で都市整備部長や公室長を中心に吹田市

とやってますが、この前も向こうの総合

戦略局長とお話をしてる中に、国立循環

器病研究センター側として最終的に、平

成２５年９月にこの医療クラスターの基

本的な考え方を出してます。その中に、

２つ目にはナショナルセンター、ＮＣと

しての循環器病の予防と制圧、これはこ

れでいいと思います。それから、最先端

医療の医療技術の開発で世界をリードす

る、これも国立循環器病研究センターの

役目であると思います。その中であるん

ですが、エリアの産業活性化により国際

級の複合医療産業拠点、これが今言われ

ている医療クラスターなんです。この医

療クラスターの中身は何かといいますと、

具体的なものはまだ明らかになってない

んですが、いわゆる医療関係企業、製薬

医療機器メーカー、研究施設、大学、一

部の医学部、工学部、薬学部、それから

研究機関、今問題になっている理研、産

総研の誘致と書いてあります。それから

クラスター内に健康関連産業を誘致する

と。それはクラスター内に国際交流の交

流起点、セミナーハウス、ゲストハウス

も設置するんだというふうに書かれてま

す。それから、この周辺部に必要な機能

としては、国立循環器病研究センター側

として書かれておるのは、いわゆる京大、

阪大との研究機関、理研、産総研、それ

から「かるしお」の関係の予防医学、そ

れからショッピングモール、これは健康

づくりに意思が高い健康サポータ店と呼

んでます。それから職員宿舎、医療のマ

クドナルド・ハウス、セミナーハウス、

ゲストハウス、これがまだ示されており

ません。ここを国立循環器病研究センター

に対して一日も早く示すことでなければ、

摂津市内になりますので、これは間違い

なく地方税は、吹田市のことでいけば特

区の中で入ってしまえば税金は無税もし

くは６年以降は半分程度となりますので、

この辺をどういうふうに考えるかという

ことがあります。したがって、市として

は、吹田市のほうとしては私の考え方と

したら、一応国立循環器病研究センター

があり市民病院が移転するということで

もう吹田市側は基本的に終わったと、関

連施設は平成２５年４月に国立循環器病

研究センターにいった中身で、７．５ヘ

クタールはどうぞお使いくださいといっ

た理解を国立循環器病研究センターはさ

れてます。私どもは、それは吹田がやっ

たものであって摂津市がいわゆるそれに

ついて了解したものではございませんと

いうことは、市長も何回も申し上げてま

す。しかし、この中身がどこまでこの４．

５ヘクタールに出てくるのか。ひょっと

したら４．５ヘクタール以外にＵＲの土

地に出てくることも一部聞き及びます。

それは全て摂津市内にあるものですから、

摂津市のまちづくりに大きく影響すると

いうことがあります。それが今の現状で

ございますので、あくまでも摂津は摂津

市のこの中身を持って、総合計画、吹田

操車場跡地まちづくり基本計画、北部都

市計画決定を順守していくという中身で

ございます。しかし、過日も近隣の大学

が全面移転したいということも来られて

います。これはもう全面移転、大学名は

申しませんが近隣の大学はもう大学その

ものが全面移転したいんだと。その土地

はどこですかと言えば、ＵＲ都市機構が

持ってる１．７ヘクタール、摂津市が持っ
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てる土地、それから正雀処理場跡地、こ

れらを全て大学でやりたいという提案も

入ってます。しかし、これについて簡単

に申し上げますと、これを私どもがお聞

きする主体は持っておりませんと、それ

をおっしゃるのであれば吹田市が国立循

環器病研究センターを産学官のまちづく

りで誘致したわけですから。ですから、

吹田市のほうに行くのが筋じゃございま

せんかと、摂津市はそれについてどうこ

う言える立場ではございません。中身に

ついて、これを論じる立場でもまだござ

いませんということは申しております。

ただ、非常に熱意を持って何回も来られ

てますので、そういうことがございます。

しかし、今、木村委員が言われたように、

部長が言いましたように、あくまでも総

計に基づいた私どもの人口が、いつも言

うんですが、箕面市、茨木市、吹田市、

高槻市と、昨日も申し上げたんですがこ

れも平成１７年国調と２０年国調で摂津

市だけが若干微減しております、この三

島筋は全て人口が伸びております。摂津

市はまだ人口がいるという上にたってま

ちづくりをすべきだということで何ら変

わっておらないというということであり

ますが、なかなか熱心に来ておられるこ

とは事実でございます。改めて申し上げ

ておきたいと思います。

○藤浦雅彦委員長　木村委員。

○木村勝彦委員　今の副市長の力強い答

弁を聞いて安心したんですけれど、先ほ

どの答弁の中にもありましたように、摂

津市は総合計画を持ってます。そこでは

吹田操車場跡地まちづくり基本計画に基

づき、まちづくり進めるとなっています

が、その中では都市型居住ゾーンという

ことを決めてます。そのことはそんな簡

単に私はひっくり返る部分ではないと思っ

てますし、それを摂津市の意向を無視し

て、そこを含めた形で絵を書いたという

ことは私はもってのほかだと思いますし、

今おっしゃってるように、答弁があった

ように、特区になっても摂津市に税金は

入ってこないですね。例えば、そういう

大学施設が来たときには税収としては大

きく見込めないですよね。これは摂津市

にとってはそういうデメリットがありま

すし、もっと基本的に言えば、やっぱり

そのことによって吹田操車場跡地が消え

てしまうわけですから。これはやっぱり

国立循環器病研究センターにとっても大

変なことですし、医療クラスター自身も

これはもう取れなくなってきます。そう

いうことがないように、これからも摂津

市の総合計画というものは堅持していっ

て、そう簡単には変えられるものではな

いということを十分認識していただくよ

うにお願いして、私は終わらせてもらい

ます。

○藤浦雅彦委員長　ほかにご質問ある方

いませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○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２時３４分　休憩）

（午後２時３５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。

　議案第１号所管分について、可決する

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、

本件は可決すべきものと決定しました。

　議案第１０号所管分について、可決す

ることに賛成の方の挙手を求めます。
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（挙手する者あり）

○藤浦雅彦委員長　全員賛成。よって、

本件は可決すべきものと決定いたしまし

た。

　これで、本委員会を閉会いたします。

（午後２時３６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

　　　　　　　　　　　木 村 勝 彦
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