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駅 前 等 再 開 発 特 別 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成２７年３月１６日（月）午前１０時　　　　開会

　　　　　　　　　　　　　午前１１時５２分　閉会　　　　　　　　　

１．場所

第二委員会室

１．出席委員
委 員 長 木 村 勝 彦  副委員長 大澤千恵子 委　　員 藤浦雅彦
委　　員 三 好 義 治  委　　員 市来賢太郎 委　　員 弘　　豊

　　委　　員嶋野浩一朗

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
　　保健福祉部理事　島田　治　　保健福祉課長　前野さゆみ　　
　　都市整備部長　吉田和生　　同部次長　土井正治　　
　　都市計画課長　江草敏浩　　同課参事　嘉戸善胤　　同課参事　秋庭伸正
　　同課長代理　藤井芳明
　　　
１．出席した議会事務局職員
事務局次長　川本勝也　　　同局総括主査　湯原正治

１．審査案件
議案第１号　平成２７年度摂津市一般会計予算所管分
議案第９号　平成２６年度摂津市一般会計補正予算（第５号）所管分
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（午前１０時　開会）

○木村勝彦委員長　ただいまから駅前等

再開発特別委員会を開会します。

　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。

　年度末の何かとお忙しいところ、本日

は駅前等再開発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

託されました案件についてご審査をいた

だきますが、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。

○木村勝彦委員長　挨拶が終わりました。

　本日の委員会記録署名委員は、藤浦委

員を指名いたします。

　それでは、審査の順序につきましては、

議案第１号所管分及び議案第９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）

○木村勝彦委員長　異議なしと認め、そ

のように決定しました。

　暫時休憩します。

（午前１０時１分　休憩）

（午前１０時２分　再開）

○木村勝彦委員長　再開します。

　議案第１号所管分及び議案第９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。

　それでは、議案第１号、平成２７年度

摂津市一般会計予算所管分のうち、都市

整備部に関わる部分につきまして、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、歳入でございますが、予算書の

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４土木費国庫補助金、節３都市計画費

補助金は、１段目の千里丘西再開発推進

団体等補助金及び６段目の吹田操車場跡

地周辺整備費にかかる社会資本整備総合

交付金でございます。

　次に、４８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都市計画費委託金は、

連続立体交差事業調査委託金でございま

す。

　続きまして、歳出でございますが、予

算書の１４８ページをお開き願います。

　また、あわせまして予算概要８８ペー

ジから９０ページにかけてご参照もよろ

しくお願いを申し上げます。

　款７土木費、項４都市計画費、目２街

路事業費では、その主なものといたしま

して、節１２役務費は、手数料１７４万

円のうち、吹田操車場跡地まちづくり事

業に伴います不動産鑑定評価手数料１０

０万円でございます。

　節１３委託料は、調査設計等委託料５

５０万円のうち、吹田操車場跡地まちづ

くり事業に伴います分筆測量業務等にか

かる委託料５００万円でございます。

　次に、家屋調査委託料は、吹田操車場

跡地まちづくり事業に伴います市道千里

丘７８号線沿線における家屋調査にかか

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は、

府より受託して実施する関連側道などの

設計及び都市計画案作成にかかる委託料

等でございます。

　次に、アドバイザー委託料は、連続立

体交差事業にかかる用地関係の事前調査

での課題などについて、司法書士などに

相談するための委託料でございます。
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　次に、千里丘７８号線引込管工事等委

託料は、市道千里丘７８号線の電線共同

溝の整備等に伴う引込管路及び引込設備

の整備について、電気及び通信事業者に

委託するものでございます。

　節１５工事請負費は、吹田操車場跡地

周辺整備工事でございます。

　節１９負担金、補助及び交付金は、大

阪府連続立体交差事業協議会負担金と連

続立体交差事業の調査にかかる地元市負

担金でございます。

　節２２補償、補填及び賠償金は、物件

移転等補償費２，０００万円のうち、吹

田操車場跡地まちづくり事業に伴います

道路整備にかかる物件補償費が５００万

円でございます。

　節２８繰出金は、水道事業会計繰出金

として明和池公園の耐震性貯水槽の点検・

管理について、水道部に委託するもので

ございます。

　続きまして、１５０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ページをご参照賜りますよう、よろ

しくお願いを申し上げます。

　目５再開発事業費では、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事業

の事業化に向けて準備組合が行うまちづ

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２７年度摂津市一般会計予

算に関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９号、平成２６年

度摂津市一般会計補正予算第５号所管分

のうち、都市整備部に関わる部分につき

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、歳入でございますが、補正予算

書の２０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都市計画費委託金は、

連続立体交差事業にかかる都市計画素案

作成業務の大阪府からの受託費用が確定

したことにより減額いたすものでござい

ます。

　次に、歳出でございますが、補正予算

書の５８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、その主なものといたしま

して、節１３委託料のうち、埋蔵文化財

調査委託料は所管であります府教育委員

会との協議によりまして、試掘での対応

が可能となりましたことから、減額いた

すものでございます。

　次に、連続立体交差事業調査委託金は、

側道検討及び交差街路検討などの設計業

務委託料の精査によりまして、減額いた

すものでございます。また、アドバイザー

委託料は相談案件の見込みにあわせ、減

額いたすものでございます。

　節１７公有財産購入費２，５１９万１，

０００円のうち、１８７万４，０００円

は吹田操車場跡地まちづくり事業におけ

る土地購入費が確定いたしましたことに

より、減額いたすものでございます。

　節２２補償、補填及び賠償金２，０４

９万３，０００円のうち、６８万９，０

００円は吹田操車場跡地まちづくり事業

における物件移転補償費が確定したこと

によりまして、減額いたすものでござい

ます。

　目５再開発事業費、節８報償費は、千

里丘西地区市街地再開発支援事業に伴う

専門家派遣に対する報償金で、執行がな

かったことによりまして、減額いたすも

のでございます。
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　節１９負担金、補助及び交付金は、千

里丘西地区再開発事業における摂津市再

開発推進団体補助金が確定いたしました

ことにより、減額いたすものでございま

す。

　続きまして、７ページをお開き願いま

す。

　第２表、繰越明許費につきましてご説

明申し上げます。

　３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、着手に際し、地

元自治会などとの協議に時間を要しまし

たこと及び新たに擁壁工事などの追加が

必要となり年度内の完了が困難となった

ため、平成２７年度に繰越明許をさせて

いただくものでございます。

　以上、平成２６年度摂津市一般会計補

正予算の内容に関する補足説明とさせて

いただきます。

○木村勝彦委員長　島田保健福祉部理事。

○島田保健福祉部理事　おはようござい

ます。

　議案第１号、平成２７年度摂津市一般

会計予算所管分のうち、保健福祉部にか

かる内容につきまして、補足説明をさせ

ていただきます。

　予算書のほうは１２０ページから１２

３ページまでとまたがっておりまして、

あわせまして予算概要の６４ページをご

らんいただきますと詳細がわかるかと思

いますので、よろしくお願いをいたしま

す。

　款４衛生費、項１保健衛生費、目２予

防費では、平成３０年度の国立循環器病

研究センターの移転を見据えた健康・医

療のまちづくり事業に関する予算を計上

させていただいております。

　主なものといたしまして、節１報酬、

節９旅費、節１１需用費において、健康・

医療のまちづくりに向けた基本的な考え

方等をご議論いただくべく、摂津市健康

づくり推進協議会に設置いたしました健

康・医療のまちづくり検討部会の運営経

費として、委員報酬等を計上させていた

だいております。

　また、節１９負担金、補助及び交付金

におきまして、操車場跡地まちづくりポー

タルサイト（仮称）運営負担金として６

０万円を計上させていただいております。

　これは、平成２６年第４回定例会にお

きまして補正予算をご可決いただきまし

て、現在、構築作業が進んでおります操

車場跡地まちづくりポータルサイトの保

守・管理費用でございます。

○木村勝彦委員長　説明が終わり、質疑

に入りたいと思います。

　市来委員。

○市来賢太郎委員　おはようございます。

　それでは、何点か質問させていただき

ます。予算概要をもとにページを言いま

すので、よろしくお願いいたします。

　まず、６４ページの健康・医療のまち

づくり事業、補足説明をいただきました

けれども、このポータルサイトの運営と

いうことですけれども、どんなサイトに

なっていくのかというのを詳しく教えて

いただきたいのと、あと摂津市はどこで

どれだけ関わっていくのかということに

ついてもお伺いしたいと思います。

　８８ページの阪急正雀駅前地区整備支

援事業ですけれども、地元主体のまちづ

くり活動への支援となっていますけれど

も、２７年度はどのようなことを検討し

ていくのか、その点についてお伺いした

いと思います。

　続きまして、８８ページの吹田操車場

跡地まちづくり事業ということですけれ

ども、周辺の道路の整備を実施となって

いますけれども、２７年度はどこまで進
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むのかというところをお伺いしたいと思

います。

　それと、９０ページ、阪急京都線連続

立体交差事業の件ですけれども、時間の

かかる事業ですが、司法書士とかと相談

しながらやっておられるということなん

ですけれども、現在の段階でどのように

なっているのか、今の進捗状況をお伺い

いたします。

　続きまして、９２ページの千里丘西地

区市街地再開発支援事業とありますけれ

ども、ことしは市政運営の基本方針の中

でもちょっと踏み込んだ市長のご発言も

ありましたので、現場サイドで今どのよ

うなふうになっているのかなということ

がわかれば、お伺いしたいと思います。

○木村勝彦委員長　島田理事。

○島田保健福祉部理事　市来委員のご質

問にお答えをいたします。

　ポータルサイトの内容でございますが、

このポータルサイトは吹田市と負担金を

出し合いまして一緒に構築をしていると

いうものでございまして、操車場跡地の

まちづくりにつきまして全国に情報発信

をしていこうというものでございます。

　主な内容といたしましては、操車場跡

地の整備状況というのでしょうか、進捗

状況なんかの情報提供もいたしますし、

もちろん保健福祉情報というのでしょう

か、当市の健康づくりの取り組みであり

ますとかそのようなことも発信していき

たいというふうに思っております。また、

現在国立循環器病センター等とリンクを

つなげることによりまして、国立循環器

病研究センターの情報なんかもそのサイ

トからつながるような形での構築を今進

めているところでございます。

　前回、補正予算の説明をさせていただ

いた際に、恐らく私は２月ぐらいにはで

きるのではないかというふうな説明をさ

せてはいただいたのですが、実は今ちょっ

と作業のほうがおくれておりまして、現

時点ではまだ構成図とかそのようなもの

はお示しできていないというのが内容で

ございます。

　我々の関わりなんですけれども、当然

そのポータルサイトの管理をすると、保

守管理人という形をとりまして、その情

報発信の内容につきまして我々のほうで

定期的に更新をしていくという形をとっ

ていきたいと思っております。

○木村勝彦委員長　秋庭参事。

○秋庭都市計画課参事　それでは、吹田

操車場まちづくり周辺道路の平成２７年

度どこまで進むかというご質問にお答え

いたします。

　平成２７年度は、本市の事業としまし

ては３か所ほどの工事を予定してござい

まして、まず千里丘７８号線の道路整備

でございます。本工事は電線共同溝もあ

わせて整備を行いまして、平成２７年度、

単年度で工事を完成目標に考えておりま

す。

　二つ目は、正雀停車場線の歩道改良工

事といたしまして、場所が千里丘ガード

南側の側道、ちょうどことぶき商店街の

東側に当たります歩道の部分のバスの停

車場スペースの設置を予定してございま

す。これも２７年度単年度で完成させた

いと思っております。

　三つ目は、千里丘２３号線及び２４号

線の歩道の設置工事でございます。場所

は千里丘駅の横のミスタードーナツのお

店があるんですけれども、そこから千里

丘駅の西、自転車駐車場の間が約３０メー

トルほどございますが、ここが歩道がな

いところでございますのでその歩道設置

工事を、これも２７年度単年度で考えて

おります。

　周辺道路の整備については以上でござ
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います。

○木村勝彦委員長　嘉戸参事。

○嘉戸都市計画課参事　そうしましたら、

阪急京都線連続立体交差事業に関係いた

しますお問いに対しまして、ご答弁申し

上げます。

　連続立体交差事業の現状ですけれども、

平成２６年度につきましては、具体的に

側道並びに交差する関連街路の検討を開

始したところでございます。それに先立

ちましては、意見交換会などを開催いた

しまして周辺の市民の方のご意見をいた

だきました。それを踏まえての検討作業

を現在進めております。

　あと、アドバイザー委託の件でござい

ますけれども、そういった側道の検討と

あわせまして将来の事業認可の時期を見

据えまして、用地関係の調査にも着手し

ております。現在のところは法務局等で

の資料、公図関係を取り寄せまして調査

をしております。現時点では特に大きな

混乱地というところを発見するところま

では至ってはおりません。ただ、作業を

している中ではもっと詳細の調査ですと

かいろいろなノウハウを含めた検討とい

うのも必要かなと感じております。今年

度だけでなしに来年度も引き続き、予算

が認められましたら都市計画の補助嘱託

員も将来つくという可能性もございます

ので、そのあたりのノウハウの活用です

とか、府から受託も視野に入れながらそ

ういったいろいろな手法も踏まえながら

引き続き検討、調査のほうを進めてまい

りたいと考えております。

○木村勝彦委員長　藤井課長代理。

○藤井都市計画課長代理　それでは、正

雀のまちづくりの平成２７年度の検討内

容ということで、ご質問にお答えさせて

いただきます。

　実際は、平成１８年度から続いており

ますワークショップを引き続き支援して

いきたいと思っています。具体的な検討

内容は決めてはいないんですけれども、

そのときそのときのまちづくりの課題だ

とか、そういったものを井戸端会議で自

由に意見を議論していきたいと思ってお

ります。

○木村勝彦委員長　江草課長。

○江草都市計画課長　千里丘西地区の今

の状況ということのご質問にお答えさせ

ていただきます。

　準備組合につきましても市長の答弁で

ございましたように、最後のチャンスと

いうことで積極的に地元の意向調査等を

実施されておる状況でございます。２か

年かけて策定を進めております街区整備

計画につきましても地元の周知を図ると

ともに、あと今後進めていかないといけ

ないと考えておりますのが、千里丘西地

区につきましては、再開発につきまして

は組合事業という形で進めてまいりたい

と考えておりますので、地元の権利者の

方の自分たちで、組合で進めていくとい

うような意識の盛り上げ、その辺を図っ

ていくことが今後大切ではないかという

ところを考えているところでございます。

○木村勝彦委員長　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。

　ポータルサイトの件ですけれども、周

辺のまち全体の広報だとかをされるとい

うことで、また国立循環器病研究センター

の中身もその辺で紹介されるということ

で全国にすばらしいこんな施設ができた

んだよというふうなことがわかるような、

そして見た目も楽しいようなサイトにし

ていただきたいと思います。この点は要

望としておきます。

　続きまして、阪急正雀駅前の件ですけ

れども、井戸端会議のようにワークショッ
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プを行っているということですけれども、

駅前の道路を拡幅したりだとかして安全

対策とかもやっていただいていると思い

ますけれど、出た意見などについてお伺

いできたらなと思います。

　吹田操車場跡地まちづくりの件ですけ

れども、今ご答弁いただきまして、千里

丘駅のところの歩道と車道が分離になっ

ていないところに歩道をつけていただく

ということで、あの辺は、すごくみんな

で気を使って安全対策をやっていただい

ているのはわかりますけれども、それで

もまだちょっと車がビュッと入ってきた

りとかして危ないなと感じるところもあ

りますので、しっかりとしたきれいな歩

道をつけていただけるということでとて

もうれしく思います。よろしくお願いい

たします。

　続きまして、阪急京都線連続立体交差

事業の件ですけれども、アドバイザーの

方たちで周辺の土地とかを調べていって

いる途中だということはわかりました。

また、意見交換会をされたということを

今お伺いしましたけれども、そこで出た

意見などについても少し教えていただけ

たらなと思います。

　それと、千里丘西地区市街地再開発の

件ですけれども、市長も最後のチャンス

だとおっしゃって、それで力を入れて取

り組んでくれてはるのかなと思います。

また、組合主体でやっていかれるという

ことなので、そちらの支援をしていただ

きたいなと思います。ぜひともうまく話

が進むようにしていただきたいなと思い

ます。こちらは要望といたします。

○木村勝彦委員長　嘉戸参事。

○嘉戸都市計画課参事　そうしましたら、

先ほどのご質問のうち、阪急連続立体交

差事業につきましてのご質問についてで

すけれども、意見交換会でどのような意

見が出たかという点につきましてですが、

意見交換会につきましては２５年度から

引き続き今年度も実施いたしました。時

期的には６月から７月にかけまして沿線

地域ごとに細かく割った形で６回、それ

と市内全体の方にもお見えいただくとい

う形で１回の合計７回今年度につきまし

ては開催しております。

　そちらでいただきました意見としまし

ては、連続立体交差事業で踏切がなくな

るという点では進めるべきだと。しかも、

早く何とかしてほしいというご意見があ

りました。また、その一方で、心配事と

いたしまして交通安全の関係ですね。側

道がうまくできますと地域の交通の流れ

も変わるだろうということで、そういっ

た交通安全面での心配事ということがご

ざいました。また環境面でも工事中、あ

るいはできた後の騒音などの心配事があ

るというご意見もいただきました。その

意見を踏まえまして、現在いろいろな都

市計画案の策定の業務を進めているとこ

ろでございます。

○木村勝彦委員長　藤井課長代理。

○藤井都市計画課長代理　それでは、市

来委員の先ほどの正雀につきまして回答

させていただきます。

　駅前の道路の事業を進めているんです

けれども、それに対して何か意見が出て

いるのかということでしたけれども、具

体的に事業に対しての意見というのは出

てきてはないです。情報交換という意味

合いが強くて、駅前でそういった道路を

広げているとか、十三高槻線ができたと

か、きょうからですかね、バスが入って

くるというような、そういったような情

報の共有の場ですので、具体的にそれに

ついてこれはこうだ、いいとか悪いとか

というところはいってなくて、今は正雀

のまちはこう変わってるねというような
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ところで情報交換をさせていただいてい

るという状況です。

○木村勝彦委員長　市来委員。

○市来賢太郎委員　正雀駅前の件ですけ

れども、ちょろちょろとは変わってきて

いると思います、バスが入るようになっ

たりだとかして。その中で意見交換をさ

れているということでしたら、住んでは

る方、お仕事をされている方、皆さんが

納得をしていただけるように説明をこれ

からも続けていっていただきたいと思い

ます。

　それから、連続立体交差事業ですけれ

ども、いろんな意見が出た中でそれを聞

き取った上で事業化に進めていってくだ

さるということで、内容についてよくわ

かりました。いつも言ってますけれども、

踏切のところで今長い間とまってしまっ

ているので渋滞が起きたりとかしてると

思います。それが時間はかかるかもしれ

ませんけれども、立体交差化で解消され

たらいいなと思いますので、できるだけ

おくれのないように、少しずつ進めていっ

ていただきたいと思います。

　また、踏切があると踏切事故というよ

うなこともございますし、なくなれば摂

津市から踏切事故もなくなっていくのか

なと思いますので、その辺も加えて安全

になったらいいなと思いますので、事業

の進捗、よろしくお願いいたします。

○木村勝彦委員長　ほかにありませんか。

　弘委員。

○弘豊委員　おはようございます。

　それでは、続けて質問をさせていただ

きます。

　最初に、予算概要６４ページ、健康・

医療のまちづくり事業に関わってです。

先ほども議論の中でポータルサイトの件

で質問が出ましたけれども、このことに

ついては昨年末の委員会でも要望なども

させていただきました。同時に国立循環

器病研究センターが移転してくるまでに

というとあと３年ほどあるわけで、それ

までにいろいろな期待もありますけれど

も、具体的にどうなっていくのかなみた

いなこともこうしたサイトを通してお伝

えされていくと思うのですが、一方では、

やっぱり高齢の方などではなかなかパソ

コンなどとはそんなになじみのない方が

多くいらっしゃいます。健康づくり・ま

ちづくりのいろんな取り組みをされてい

る方で高齢者もたくさんいらっしゃると

いう中では、紙ベースとかでのやっぱり

お知らせとかも充実させていく必要があ

るというふうに思うんですけれども、そ

こらあたりの考えは、２７年度の取り組

みについてお聞かせいただきたいと思い

ます。

　続いて、吹田操車場跡地まちづくり事

業に関わってです。この間ちょうど下水

処理場跡地のまちづくり基本計画という

ようなことでパブリックコメントもとっ

てやられていっているわけなんですけれ

ども、吹田市も同時に基本計画案がつく

られてというようなことで、そちらのほ

うも見せてもらっていたんですけれども、

中身の点については実際に吹田市のほう

ではいろいろと具体的なことなどが書か

れていっているのですが、そういった中

でイノベーションパークというような形

で大分具体的なことが述べられてきてる

なというふうに見て感じたのですが、そ

んな中で摂津市として例えば健康・医療

の分野でこういうものがここのところに

できればいいなみたいなことが考えられ

ていて、意見なども反映されているのか

な、どうかなというようなことで、こち

らは保健福祉部のほうでご答弁をお願い

できたらなと思います。

　それと、吹田操車場跡地周辺整備工事
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で今回１億４，０００万円が上がってい

るのですが、この中身の内訳みたいなと

ころをお聞きしておきたいなと思います。

今年度と昨年度なんかは千里丘公園の整

備負担金というようなことでこれぐらい

の額が大きく上がってると思うんですけ

れども、次年度はそれがなくなって、今

度は整備工事というようなことが大きな

今回の予算の割合を占めるのかなという

ようなことでお聞きしておきたいと思い

ます。

　それから、補正予算でこの吹田操車場

まちづくりに関わってなんですけれども、

ご説明の中で埋蔵文化財調査委託料の２，

０００万円が大阪府教育委員会との協議

で試掘工事のほうで対応できるというふ

うにおっしゃったのかと思うのですが、

試掘工事はこの２６年度予算で２００万

円ということで上がっているんですけれ

ども、当初は２，０００万円の調査委託

を組んでいて、２００万円の試掘工事の

中でいけるというふうなそこのあたりの

中身はどういうものなのかなというよう

なことでお聞きしておきたいと思います。

　続いて、阪急正雀駅前地区整備支援事

業に関わっては、この間何度も質問や要

望をさせてもらっているのですけれども、

２０１５年は何かしらテーマのようなも

のが、先ほどの答弁を聞いたら特にはな

く、これまでどおりでやっていかれるの

かなというふうなことで感じたのですが、

十三高槻線の上部利用が今後工事も進ん

でいくのかなというようなこと。また、

先ほど市来委員も言われましたバス停の

新設等々などもあって、また正雀周辺が

市長の市政方針の中でも少し何かしら正

雀のところが触れられていたようにも思っ

たので、一応そこのところのお考えをお

聞かせいただきたいなと思います。

　それから、阪急京都線連続立体交差事

業についてです。ここについては補正予

算で連続立体交差事業の調査委託料とい

うようなことで、平成２６年度当初は１，

９５０万円組まれていたのが、６５０万

円減額というようなことになっているん

ですけれども、一方で調査負担金は当初

は１，６５０万円組まれているんですけ

れども、そこらあたりは変わらずなのか

どうなのか。実際に大阪府がやられてい

る調査の分ですよね。委託料として今実

際にこういうふうな形で摂津市の予算で

出てくるわけですけれども、摂津市のこ

の負担金、これはどこへどういうふうに

使われているのかというふうなことにつ

いて教えていただきたいと思います。

　最後に、千里丘西地区市街地再開発支

援事業についてですが、今回再開発推進

団体補助金というようなことも３年目と

なりますから、最後のこの補助金を受け

るというようなことになります。この１

年が正念場というようなことも言われて

いるわけですけれども、今後の動向につ

いての見通し、先ほども若干あったかと

思うんですけれども、この補助金がなく

なれば前には進まないというふうに考え

ておられるのか、そこらあたりの考え等々

ですね。当事者の組合の意向なんかも聞

いておられるんじゃないかと思うので、

確認のためにお聞きしておきたいと思い

ます。

○木村勝彦委員長　嘉戸参事。

○嘉戸都市計画課参事　それでは、阪急

京都線連続立体交差事業に関する点につ

きましてお答えいたします。

　調査委託料が補正予算で減となってい

る一方、調査負担金は変わってないと。

お金の流れについてのご質問かと思いま

す。

　まず、連続立体交差事業といたしまし

ては、大阪府が事業主体となっておりま
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すので、大阪府はもちろん国、それと市

から負担金を持ってきまして、そのお金

でもって今年度連立事業で行うさまざま

な業務について割り振るというのが基本

的な形態となっております。

　今年度において、連続立体交差事業で

検討した項目、事業全体についてですけ

れども、それはまず鉄道側の検討です。

今大阪府と国のほうで工法等についての

協議も進められておりますけれども、そ

ういった鉄道の構造並びにどういった方

法で上げていくのかという検討を進めら

れており、大阪府から阪急電鉄にそういっ

た鉄道の検討委託が出されております。

　また、大阪府独自といたしましては環

境関係の調査、事業によってどういった

日照関係ですとか騒音などの調査業務を

大阪府がみずから発注をされています。

それとあわせまして、本市に側道ですと

か関連街路の検討委託がありまして、そ

れを本市が受託をして業務を行っていっ

たというのが平成２６年度の業務でござ

います。

　摂津市に対する業務につきましては、

協議の関係もありまして項目を精査した

ということで若干補正で下げさせていた

だいておりますが、連立事業全体といた

しましては、そういった鉄道の検討です

とか環境の検討のほうでの費用も必要と

いうことで、そちらのほうに充てられて

いるということで、連立事業全体として

は費用の増減はなかったという状況でご

ざいます。

○木村勝彦委員長　秋庭参事。

○秋庭都市計画課参事　それでは、吹田

操車場に関係するご質問にお答えさせて

いただきます。

　まず、平成２７年度の工事請負費１億

４，０００万円の内訳ですけれども、先

ほど申し上げました対象工事の３工事の

内訳ですけれども、千里丘７８号線整備

工事につきましては１億１，５００万円

のうち、電線共同溝整備費としましては

４，０００万円でございます。二つ目の

正雀停車動線歩道改良工事につきまして

は５００万円。三つ目の千里丘２４号線

の歩道整備工事につきましては２，００

０万円を計上し、合計１億４，０００万

円としております。

　文化財調査委託のほうですけれども、

平成２６年度は当初その委託費２，００

０万円を見ておりますけれども、先ほど

説明させていただいています本調査不要

という大阪府の判断がございましたので、

今回丸々補正で減額しております。

　平成２６年度の２００万円の試掘工事

につきましては、これは本調査委託の事

前にどういったものが出てくるかという

ことの判断をするための主な調査工事と

いうことで、全体の分で約７か所を想定

しておりました。範囲としましては２メー

トル掛ける２メートルの掘削作業で、場

合によっては手で、遺構が出ておれば手

作業で掘るというような作業をしており

ました。今回は試掘工事のみでいいとい

う指示がございましたので、その分につ

いて今年度やっていってるという状況で

ございます。

○木村勝彦委員長　藤井課長代理。

○藤井都市計画課長代理　それでは、正

雀のまちづくりにつきまして回答させて

いただきます。

　テーマなんですけれども、先ほど来申

しましたように、ワークショップの中で

自由に決めている部分があります。こち

らからどうというような話ではまずあり

ません。ただ、先ほどおっしゃってまし

たように、十三高槻線だとかバスの話が

ありますので、そういった周辺状況が変

わってきている交通問題というものに対
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しては意見交換・情報交換をされており

ます。そちらのほうにつきましても、市

の担当所管はまた道路部局がありますの

で、道路部局と情報交換だとか調整をし

ながらそういった話もできたらなという

ふうに考えております。

　あと、代表質問の件なんですけれども、

やはりもう１点、少子高齢化ということ

で地域で子どもが本当に少なくなってく

る。老人がどんどんふえて老人ばっかり

になって、子どもがどんどん少なくなっ

てきて地域活動ということがちょっと寂

しくなってきているというような意見の

ほうも言われています。それらを具体的

にどういった形で支援ができるのかとい

うことまでは今の段階でお答えできない

んですけれども、地域を盛り上げるよう

な形で何かしらできないかなというふう

には考えております。

○木村勝彦委員長　島田理事。

○島田保健福祉部理事　弘委員のご質問

２点あったかと思います。お答え申し上

げます。

　一つ目は、情報格差のない情報提供と

いうのでしょうか、そういうことでご指

摘をいただいたかと思いますが、今回、

先立ってパソコンという形でホームペー

ジを構築いたしまして、国内外に広く情

報発信するという意味でポータルサイト

を構築させていただきましたが、委員ご

指摘のとおり、当然パソコンを使われな

い方もいらっしゃるというのはわかって

おりますので、その辺は何らかの情報提

供をしていくというご指摘はごもっとも

かと思っております。

　具体的にどのように情報発信をしてい

くかということにつきましては、今この

場で具体的な手法等についてはなかなか

ちょっとコメントしづらい部分がござい

ますが、今後はご提案のありました紙ベー

スでの情報提供も含めまして直接何かで

説明する機会があるとか、その辺も含め

て理事者側で一度検討させていただけれ

ばというふうに思っております。

　２点目の操車場跡地における保健福祉

部局で考えている施策展開というところ

でございますが、委員もご承知のとおり、

操車場跡地につきましては摂津市域では

防災機能を兼ね備えた都市公園と都市型

居住ゾーンで、ご指摘のありましたイノ

ベーションパークというのが主に大きな

３点ございます。その中でハード的な何

か新しいものというのはなかなかしんど

いのかなというのは我々思っているので

すけれども、ただ、そこにあるハードの

取り組みを生かしてソフト展開をしてい

くというのが、摂津市として取り組んで

いく方向性ではないかなと私は思ってお

ります。例えば、これはもう既に決まっ

ておりますが、平成２８年の春には今現

在整備中になってますウオーキングコー

スができますので、そういうところを活

用しながら市民の健康づくりをしていた

だくというのもありかなというふうに思っ

ております。

　また、イノベーションパークについて

はどのような企業が誘致されるか、研究

所が来るのかというのはこれからでござ

いますので、そこについて具体的なこと

は申し上げにくいんですけれども、当然

そのような企業が来た中で、何か摂津市

民のために健康づくりに役立つような提

案等があれば検討した上で共同して取り

組んでいくという方向性もありかなとい

うふうには思っております。

○木村勝彦委員長　江草課長。

○江草都市計画課長　千里丘西地区につ

いてのご質問にお答えさせていただきま

す。

　千里丘西地区につきましては、委員が
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おっしゃるとおり、補助金につきまして

は３年目の補助を平成２７年に受け、事

業を進める予定としております。千里丘

西地区につきましては市長の答弁にあり

ましたように、地権者の総意をもって準

備組合から計画が示されたら、責任を持っ

て支援をしてまいるという考えでおりま

すけれども、この西地区につきましては

組合施行の事業ということで、今後組合

につきましても事業推進に向けて合意形

成等について正念場を迎えておるという

考えでおります。まず事業を進めるとい

うのを基本合意していただいて事業を進

めていくという形になってまいりますけ

れども、この組合事業を進めるに当たり

まして組合で事業の協力者を募集して募っ

ていくとか、今後の事業を進めていくに

当たっての資金の調達の方法もあわせて

検討して考えていく必要がございますの

で、その辺について来年度については市

のほうで支援をして協力して、市といた

しましても千里丘西地区については何と

しても整備してまいりたい、していかな

ければならない場所と考えておりますの

で、引き続き支援・協力をしてまいりた

いと考えております。

○木村勝彦委員長　弘委員。

○弘豊委員　それでは２回目、続けて質

問をしたいと思います。

　健康・医療のまちづくりの関わりで先

ほどお答えいただきました。また、今後

の情報についてはいろいろと検討もされ

ていっていただきたいと思います。

　この間行われました関西大学でのシン

ポジウムでも、摂津から健康づくり自主

グループの発表なんかもありましたけれ

ども、あそこに来られてる皆さんですか、

実際にはシンポジウムに来られてる皆さ

んの中にはそんなそういう世代というか、

そういう立場の方が多くいらっしゃった

ふうにも見えなかったし、いろんな方が

関心の度合い等々もあるかというふうに

は思うんですけれども、そういう情報も

行き渡ってなかったのかなというような

ことも若干感じたりもしましたので、今

後、保健福祉部でこれまでにやっている

いろんなニュースの発行の中でももちろ

ん案内があったようにも思いましたけれ

ども、今後とも、そういういろんなやっ

ぱり情報の発信というようなことに力を

入れて取り組んでいただきたいと思いま

す。

　それと続いて、下水処理場跡地のイノ

ベーションパークのところに関わってな

んですけれども、ここの点については私

は医療クラスターというようなことで産

業集積ゾーンというようなことを耳にす

ると、どうしても工場が来るのか、研究

所が来るのかみたいなことでそういうふ

うなイメージが大きいわけですけれども、

今回イノベーションパークと片仮名になっ

たらイメージが和らぐかといったら、中

身のところはそんなに変わらないんだろ

うと思うんですけれども、でもその中に

市民の身近な健康に関わるような情報提

供やサービス提供や、そういったことを

されるようなものも入ってくるのかなみ

たいなことが、これもそのシンポジウム

の会場ではそういうふうに受け取ったん

ですけれども、そこらあたりのことで言っ

たらいろいろと本市としても中身の発信、

意見も言っていくこと、また市民からの

そんな要望なんかも募って中身に生かせ

れたらなみたいなことも思うわけなんで

すけれども、そこらあたりについてもう

一回、なかなか実際にその事業の中身を

決めていくのが摂津市ではないわけなん

ですけれども、そこからどういう声が反

映させられるようなことができるのかで

きないのかも含めてお聞きしておきたい
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と思います。

　次に、吹田操車場跡地周辺整備工事に

ついては今の内訳というようなことで、

実際の中身の金額の大きいのは千里丘７

８号線というようなことなんですね。こ

の２７年度はそこを中心にというような

ことで進められていかれるということで

理解をしました。

　試掘工事のところについては、今のお

答えの中ではやはりもう一つイメージを

持ちにくいというか、わからない部分が

あるんですけれども。今回の試掘は２０

０万円、そこの中身は今おっしゃられた

ことなんだろうと思うんですけれども、

当初考えていた２，０００万円の調査委

託というのはどういうものなのかですね。

実際に誰がこの工事なり作業をするのか

なども含めて、もう一回お聞きしておき

たいと思います。

　次に、正雀駅前地区整備支援事業に関

わってです。お答えの中で交通のことと

かも含めて議論はしていってますよとい

うふうなこと、それから子どもが少ない、

これはここの地域だけというようなこと

でもないんだろうなと思いますけれども、

そういう中で地域活動が大事になってき

てるというふうな、そういうお話を聞き

ました。本当にこの間いろいろと高齢者

の医療の問題でありますとか、子どもさ

んの問題とかいろいろと、保健福祉の分

野とか文教常任委員会とかいろいろな点

でも議論はされていっていると思います。

地域活動のことでとりわけこの正雀駅前

でいいましたら、やっぱり拠点というか

中心になってるのが旧味舌小校区という

ふうなこともあるというふうに私は思う

んですよ。そういった意味では地域の拠

点づくりみたいなことで、いろいろとこ

の間取り組みが進められておりますけれ

ども、味舌小跡地のいろいろな活用の方

法というようなことなんかもすごく大事

なこととして、ここの地域の中では皆さ

んおっしゃられているというふうにも受

け取っています。所管はもちろんここで

はないわけなんですけれども、そういっ

たことなんかもやっぱりワークショップ

なんかに出られていたら、そういうこと

を感じるんじゃないかと思います。そう

いった点で、庁内でそういった意見なん

かも反映されるような、そうしたことも

願いたいと思いますし、きょうは副市長

もおりますので、そういったところにつ

いてやっぱり住民の声、あそこの地域コ

ミュニティというようなことをしっかり

と大事に守っていくんだったらあの場所

というようなことの検討について、今後

とも慎重にといいますか議論を熱くして

いってもらいたいなと、答弁は要りませ

んので、要望としておきます。

　阪急京都線連続立体交差事業について

です。先ほどのご答弁で大阪府の事業全

体に関わってのこの負担金なんだという

ふうなことでは理解しました。実際にそ

の鉄道側がやってる工法の検討ですよね。

また、府が直接いろいろとやっている事

業の中身については、ここの市議会とい

うようなところについては報告とかは来

ないわけなんですけれども、大阪府のと

ころの何かしらの資料を見たらそういう

のもわかるようになっているんでしょう

かね。もし参考にこういうところを見た

らもっと阪急連立のこの動きみたいなも

のがよくわかる、そういった材料といい

ますか、そういうのがあるようでしたら

お教えいただきたいなと思います。

　最後に、千里丘西地区市街地再開発支

援事業です。補助金そのものは３年で上

限が２，０００万円でというようなこと

でこの間やられたと思うんです。２，０

００万円といったらそれなりに大きな金
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額ではありますけれども、今後事業を展

開していくとなったら、もっともっとた

くさんの資金というのは要るというふう

に思うんです。平成２７年度合意形成を

目指すというようなことなんですけれど

も、仮に２７年度に合意が整わなくて２

８年度とか２９年度とかそういうふうな

こと、ずるずると先延ばしにすればいい

というようなことではもちろんないと思

うんですけれども、そういうめどが立っ

たときなんかについては、市としての補

助金とかではないにしても、支援という

か、関わりというか、そういうふうなも

のはもちろんあるんだろうなと思ったり

もするんですけれども、そこらのお考え

を、最後にしておきますけれどもお聞か

せ願えたらと思います。

○木村勝彦委員長　嘉戸参事。

○嘉戸都市計画課参事　それでは、阪急

京都線連続立体交差事業に関しましての

お問いについてですが、現在の大阪府な

り事業全体の動きはどこを見ればわかる

のかという点についてですけれども、今

のところ現状といたしましては、都市計

画の案をつくっていってる段階、本市も

そうですし大阪府もそうなんですけれど

も、つくっております段階ですので、現

時点でこの検討内容を表示しているとい

うところは特にはございません。将来、

きっちりした説明ができる段階といいま

すと、都市計画の素案ができた段階にな

ろうかと思います。今の目標では平成２

８年度の都市計画決定というスケジュー

ルですので、２８年度の中盤ぐらいにな

ろうかと思いますけれども、それらの説

明会が開催されまして都市計画の案です

とか、今調査しております環境面での影

響等々についての説明をさせていただく

機会があるのかなというふうに思ってお

ります。

○木村勝彦委員長　島田理事。

○島田保健福祉部理事　弘委員のご質問

にお答えをいたします。

　イノベーションパークにおける情報提

供に関して、摂津市としてどのように要

望等があった場合、反映していくのかと

いう話かと思うので、保健福祉部の所管

の関係でお答えをさせていただきますと、

今回、イノベーションパークの情報発信

ということになりますと、一番大きなも

のは、今回、構築されますポータルサイ

トが一番大きなものというふうに考えて

おります。

　ポータルサイトにつきましては、先ほ

どもご質問がありましたときにお答えは

いたしたんですけども、保守管理自体が

吹田市と摂津市共同で行うものでござい

ます。当然ながら、イノベーションパー

クの情報発信につきましても、我々もチェッ

クさせていただいた上で、両者で発信し

ていくという形をとります。その上で要

望があった場合、どういうふうに反映し

ていくのかということでございますが、

当然、我々、地権者が吹田市ではござい

ますけど、摂津市域にあるものでござい

ます。当然、そのイノベーションパーク

という地域が一つだけであれば、住民の

声など無視すればいいというお声もある

かもしれませんけども、当然ながら、そ

のイノベーションパークの周りには、実

際お住みになってる方もいらっしゃると

いうこともございますので、そこで、イ

ノベーションパークに対して、お声が住

民の方からございましたら、それにつき

ましては、吹田市のほうに適切にお伝え

をしていくと、両市として適切な役割分

担のもと、これに対処していくという形

になろうかというふうに思っております。

○木村勝彦委員長　江草課長。

○江草都市計画課長　千里丘西地区につ
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きましての弘委員の２回目のご質問にお

答えさせていただきます。

　千里丘西地区につきましては、準備組

合におきましても、今回が最後のチャン

スということで取り組んでおられるとい

う状況でございます。

　この最後のチャンスと申しますのは、

事業化の時期だけではなく、今時点、人

の賛同が得られて地元が盛り上がってる

という状況でございまして、これが決断

の時期が、どんどんずれてまいりますと、

現在、地元の地権者につきましても、高

齢になっておられるという状況と、そう

いう状況で時期が延びてきましたら、今

の賛同状況がばらけてくるということも

考えられますので、その決断の時期が後

ろにずれてまいりましたら、この事業化

につきましても、その辺どんどん困難に

なっていく状況ではないかなと考えられ

ますので、何としても、平成２７年度、

早いうちにその辺の地元の決断、事業推

進のまとまりがとれるような形の支援を

引き続きしてまいりたいと考えておりま

す。

○木村勝彦委員長　秋庭参事。

○秋庭都市計画課参事　それでは、吹田

操車場まちづくり事業の試掘調査の内容

について、お答えいたします。

　まず、文化財にかかります調査につき

ましては、これは府の教育委員会の指導

によりまして、事業者が調査を行うとい

う形になります。

　今回は区画整理事業内につきましては、

ＵＲのほうが調査をしてるんですけれど

も、その周辺のエリアについて、大阪府

のほうでは全面調査は不要という判断が

ございましたので、今回、近隣に当たり

ます７８号線エリアにつきましても、全

面調査は不要だと、試掘のみということ

で判断がありました。

　もし、全面調査が必要だった場合とい

うことで、この２，０００万円の調査費

を計上しておりまして、その内容は、通

常は遺構面まで機械で掘削をしまして、

遺構面から手作業で、その遺構を確認し

ながら掘っていくというような形になり

まして、面積も全面調査になりますと、

今回の７８号線の面積は１，０００平米

を超えるような面積になりますので、そ

の場合、対応するという意味で計上させ

ていただいたという状況でございます。

○木村勝彦委員長　弘委員。

○弘豊委員　そうしましたら、最後にし

ていきたいというふうに思うんですけれ

ども、健康・医療のまちづくりに関わる

イノベーションパークの全体像といいま

すか、まだまだ中身を私自身も把握でき

てない部分もありますし、また、摂津市

がこうしたいとか、こういう思いである

とかいうようなことの中でも、全体で言っ

たら、国家戦略やら大きなところでの動

きみたいなこともあるわけです。ただ、

そうした中で、何だかわかんないままで

きてしまったなとか、つくられていくみ

たいなことには、やっぱり決してなって

はならないというふうにも思いますし、

また住民のやっぱり願いに則したような

使い方になっていくというようなことも、

すごく大事な問題だというふうにも思っ

ておりますので、この間、健康・医療の

まちづくりのさまざまなそういった発信

の中では、ここに循環器病研究センター

が来るよ、それから健康づくりのウオー

キングコースやまた公園もつくったり、

いろいろと、よい面というようなことは

見えてきてるんですけれども、もっともっ

とそういったよい面が、ここの地域の中

で、また市の施策としても、実現してい

くような、そういったことも望んでおき

たいと思いますし、また国や府や国循や
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いろんなところに言うべきことを言って

いくというふうな、そういった姿勢も崩

さずにお願いしていきたいというふうに

思っております。要望としておきます。

　あと、吹田操車場跡地まちづくりの埋

蔵文化財試掘の問題についてなんですけ

れども、大阪府教委が言ってみたら、そ

んなにここに重要な文化財が出てくると

いうふうには思ってないみたいな、そう

いうふうなことなのかなというふうなこ

とを今の答弁では感じたんですけれども、

これまで、さまざまね、ここの地域の中

で調査もしてこられて、市の文化財とし

て当てにされるような、そういうものも

出てるわけなんですけれども、ただ、大

阪府教委は、もうそこのところ、地下埋

設物をどんと通すわけですから、そこの

埋蔵物はもう壊れてしまうわけですよね。

そういう中でも、詳しい調査というか、

具体的なものは、もう要らないというふ

うなことで、もうこの試掘のみというよ

うなことになったのかなというふうに、

ちょっと受け取って、大変残念な気持ち

になってるんですけれども、そこらあた

り今後、防災公園のところは明和池公園

というようなことも名称を残して、いわ

ゆるその展示物等々も考えておられると

いうようなことなんですけれども、今回

こういうふうな形で進んでるということ

に対しては、やはり、本当にそれでよかっ

たのかというようなことについて、今後、

考えないといけない問題じゃないかなと

思っております。

　そうは言っても、もう府教委の判断で

というふうなこととお聞きしましたんで、

これ以上の答弁は求めませんけれども、

そのことについては、ちょっとそういう

ふうに思ってるというようなことでお伝

えしておきたいと思います。

　あとの点については、連立の件、それ

から千里丘西地区の件は結構です。

○木村勝彦委員長　ほかにありますか。

　嶋野委員。

○嶋野浩一朗委員　まず、議案第９号で

ございますけれども、先ほど、弘委員も

聞かれておられましたけれども、連続立

体交差事業に関することなんですけれど

も、平成２６年度に当初予算として、１，

５００万円が都市計画費の府からの委託

金ということで、組まれていたわけなん

ですけれども、今回、４０３万１，００

０円減額となったわけでございまして、

トータルで考えると、平成２６年度では、

約１，０００万円ほどの事業執行だった

のかなというように思いますが、平成２

７年度見ておりますと、３，１５０万円

が当初予算として載ってきてるわけでご

ざいます。当然、内容が平成２６年度と

２７年度違ってくると思うんですが、平

成２７年度どういったことされるのかと

お聞かせいただきたいと思いますし、ま

た、この平成２６年度の減額そして、ま

た平成２７年度の当初の予算といったも

のは、事業の進捗を考えたときの想定の

スケジュールと合致しているのかという

ことを、少しこの点につきまして、お聞

かせをいただきたいなと思います。

　それから、同じく第９号になりますけ

れども、歳出の街路事業費なんですけれ

ども、公有財産購入費ということで、当

初は、これは５，２００万円計上されて

おられまして、今回、２，５１９万１，

０００円の減額ということで、約半分の

執行になっているのかなと思いますが、

このあたりについて、内容をお聞かせい

ただきたいと思います。

　それと、物件移転補償費なんですけれ

ども、これも今回の補正におきまして、

ほぼ、当初の予算からすると、執行が大

変少ない状態になっているのかなと思い
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ますが、このあたりにつきましても、少

し内容をお聞かせいただきたいと思いま

す。

　それと第１号に戻るんですが、先ほど

の質問と関連いたしますけれども、同じ

く公有財産購入費ということで、平成２

７年度は、１，７００万円が計上されて

いると思います。この内容がどういうこ

とであるのか。それから、平成２６年度

の補正を踏まえた結果と平成２７年度の

当初を足したものと比べても、平成２６

年度最初に計画してた当初予算のほうが

大きいということになっておりますけれ

ども、どのように理解をすればいいのか、

この点についてもお聞かせいただきたい

なと思います。

　同じく物件移転補償費なんですけれど

も、今回、平成２７年度では、また２，

０００万円が載っておるんですけれども、

これを平成２６年度でできなかった分が

平成２７年度にきていると理解すればい

いのか、少し細かい話になりますが、お

聞かせいただきたいなというように思い

ます。

　続きまして、健康・医療のまちづくり

なんですけれども、これは市来委員も弘

委員も質問されておられましたが、この

中身といたしましては、ポータルサイト

が予算の半分以上占めてるのかなという

ように思います。ここに力を入れてるな

ということはよくわかるんですけれども、

それとあわせて、弘委員の質問の中でも

出ておりましたけれども、医療クラスター

の形成ということで、やはりしっかりと

動いていかなあかん状況があるのかなと

思います。当然これは、吹田市のとの関

連もあるお話なのかなと思っております

が、今年度、１１０万３，０００円しか

予算の執行がないわけですよね、当初の

予算として。本当に大丈夫なのかなとい

うことについて、少し理事から今のお考

えを、医療クラスターの形成ということ

について、どのように考えていかれるの

か、今後どのように事業を進めていかれ

ようとされているのか、その点について

お聞かせいただきたいなと思います。

　それと、正雀駅前地区の整備事業でご

ざいますけれども、第５期の総合計画の

実施計画を拝見しておりますと、平成２

５年度におきましては、まちづくりの専

門家の方から、ワークショップの進め方

について学んだんだということが載って

おります。この事業自体は、平成１８年

度から始まってるわけですよね。となっ

てきたときに、じゃあ、今までワークショッ

プの在り方といったものについて、どう

いうようにお考えであったのか、平成２

７年度どう考えていくのかということに

ついて、少しお聞かせいただきたい。

　それと、平成３２年度に駅前周辺の活

性化ということについて、協働事業を実

施していくんだということがありますよ

ね。そう考えたときに、やはりこれから

の５年間といったものの中で、しっかり

とその協働事業のテーマも決めていかな

あかんでしょうし、当然、地元の方が主

体となって、いろいろと事業展開をして

いく、その支援をしていくという形に行

政としてなっていくのかなと思っており

ます。となると、このワークショップと

いったものをどのように発展させていく

のかということになるのかなと思います

が、今の当局としての構想ですよね、お

考えをお聞かせいただきたいなと思って

おります。

　千里丘西地区につきましては、代表質

問の中でもお聞かせをいただきましたけ

れども、まさに正念場であるというよう

なことについても、きょう江草課長から、

そういった表現があったわけでございま
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して、ぜひこれは、そういった思いを準

備組合の皆さんにも、しっかりと腹の底

からわかっていただけるように、まだ準

備組合と向き合っていただきたいなとい

うことを要望として、これは要望として

申し上げておきたいと思います。

　１回目以上でお願いいたします。

○木村勝彦委員長　嘉戸参事。

○嘉戸都市計画課参事　それでは、先ほ

どのご質問のうち、阪急京都線連続立体

交差事業に関するお問いに関してですけ

れども、平成２７年度予算で要望させて

いただいております額が、平成２６年度

の実績に比べて大幅にふえているという

点につきまして、その内容につきまして

ですけれども、平成２７年度の業務とい

たしましては、基本的には平成２６年度

やっておりました、側道並びに関連街路

の検討業務がメーンになってくるという

ところは変わりございません。平成２６

年度は、年度当初は意見交換会の開催等

の作業を進めておりましたので、側道関

連街路の検討となりますと、年度後半か

らのスタートということにもなりますが、

平成２７年度は年度をかけて、先ほどあ

りましたように、都市計画の素案を具体

的にまとめていくという段階も入ってま

いりますので、そういった作業のボリュー

ムと期間もふえているというところが大

きなところかなと思っております。

　あとは、関連街路といいましても、千

里丘寝屋川線の検討も大阪府のほうで進

められるという点ですとか、あと用地の

関係の調査も大阪府からの受託を受けて

というところも視野に入れておりますの

で、そのあたりの費用も見込んで要望さ

せていただいております。

　あともう１点、平成２６年度が減額に

なってるということで、事業全体のスケ

ジュールに対しての心配はないのかとい

うようなお問いかと思いますけども、平

成２６年度の業務の減額といたしまして

は、側道等々の検討についてですけども、

側道の検討をしつつ、今、鉄道の設計の

ほうも同時並行という形で進めておりま

す。鉄道の工法等については、大阪府と

国との比較設計協議という協議を進めて

いる中で固まってまいりますけれども、

その協議の進捗が思ったほど進んでない

ということもありまして、その状態で側

道の検討を進めましても、手戻りになる

可能性もあるため、検討項目を精査しよ

うということで、大阪府との協議もござ

いまして、減額になってるものでござい

ます。

　技術的には、基本的には鉄道の位置が

決まって、その横の側道の位置が決まる

という順番になりますので、この鉄道の

検討の動きに非常に影響を受けるところ

でございます。

　全体のスケジュールについてですけれ

ども、基本的には都市計画の案といたし

ましては、２，５００分の１の図面に位

置を落とすという形になりますので、直

ちにスケジュール的な影響を受けるとい

うことはございませんけども、そういっ

た鉄道の検討が非常に大きくいろいろな

方面で影響するということもありますの

で、本市といたしましても、進捗に向け

て、こちらからの資料提供など、そういっ

た協議がスムーズに進むようなことは、

側面から行ってまいりたいと思っており

ます。

○木村勝彦委員長　藤井課長代理。

○藤井都市計画課長代理　それでは、正

雀につきましての質問について回答させ

ていただきます。

　まず、ワークショップの講師なんです

けれども、平成１８年から携わっていた

だいております講師の方に、平成２５年
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度、一度来ていただいて、講演していた

だいております。

　その内容につきましては、平成１８年

から今まで、今いらっしゃるメンバーの

方々も、ほぼ平成１８年からいらっしゃ

るメンバー、メンバーの数はかなり減っ

ているんですけれども、いらっしゃいま

す。ただ、やっぱり時代は変わりますの

で、いろんなまちづくり、ほかのところ

でしているような事例とか、その都度、

紹介ですとか、あとはワークショップの

そもそもワークショップというのは、み

んなでいろいろな意見を言うところだよ

というようなおさらい、確認のほうをし

ていただいております。

　その先生なんですけれども、いろんな

まちづくり周辺に関わっておられますの

で、そういったいろんなアイデアをいた

だくのに、有効に活用させていただいて

ます。

　あと地域活動なんですけれども、今、

人数は減っているんですけれども、今、

参加していただいているメンバーの方々

というのは、地域の自治会の役をされて

いる方とかですので、いろいろ、たそが

れコンサートとか地域でのイベントとい

うのは、関わり合いをかなり持っておら

れる方が参加していただいてます。それ

を通して、うちでもちょっとできること

は継続的に支援していきたいと考えてお

ります。

○木村勝彦委員長　秋庭参事。

○秋庭都市計画課参事　それでは、嶋野

委員のご質問のほうにお答えさせていた

だきます。

　まず、平成２６年度の補正の公有財産

購入費の内訳でございますけれども、土

地購入費といたしまして、新在家鳥飼上

線道路整備事業に伴います減額が、２，

３３１万７，０００円でございます。

　次に、吹田操車場関連の土地購入費で

すけれども、これが１８７万４，０００

円の減額でございます。

　この新在家鳥飼上線の道路整備事業の

ほうにつきましては、歩道の整備工事に

伴います、用地の買収ということで、そ

ちらの分が平成２６年度予定しておりま

したけれども、次年度に回ったというこ

とでございます。

　吹田操車場の１８７万４，０００円に

つきましては、先ほどの平成２７年度に

予定してます、２３号線の歩道設置工事

ですね、千里丘駅前の設置工事に伴う用

地取得でございまして、こちらが買収を

したんですけれども、それが確定しまし

たので、残額を減額補正させていただい

たという状況でございます。

　続きまして、平成２７年度の公有財産

購入費につきましては、こちら１，７０

０万円全額が先ほどの新在家鳥飼上線の

道路整備事業の土地購入費でございます。

　続きまして、平成２７年度の補償、補

填及び賠償金の物件移転補償費につきま

しては、２，０００万円の内訳としまし

ては、１，５００万円が新在家鳥飼上線

の道路整備事業の移転補償費を計上して

おりまして、残り５００万円が、こちら

が吹田操車場の関連工事ですね、先ほど

の７８号線あるいは２３号線の近接道路

に電柱等がございまして、拡幅工事等に

伴います移転が必要になりますことから、

それの移転補償費などの分を計上してお

ります。

○木村勝彦委員長　吉田部長。

○吉田都市整備部長　島田理事が今回出

席させていただいてますけども、ご質問

にありました、医療クラスターの形成、

ポータルサイトから広がる内容でござい

ますけども、この件につきましては、都

市整備部のほうが、もともと所管してお
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りましたので、その分についてはご答弁

させていただくということで、ご了承い

ただきたいと思います。

　当然ながら、医療クラスター形成とい

うことで、昨年、ことしにかけまして、

吹田市のほうで医療クラスターに関わる

企業立地等について、アンケートを摂津

市と共同で、予算は吹田市でございます

けども、やりながら発信してまいりまし

た。その回答といたしましては、興味が

あるという割合も高かった。それと、内

容がわからないから、手を挙げれる、挙

げれないは判断がつかないという反応も

ございました。ただ、今後やっぱり摂津

市として、先ほどからご質問いただいて

る健康・医療という大きな枠の中で、今

後、医療クラスターとして、どういう役

割を果たすのか、一番大事なのは議会も

含めてですけども、市民の皆さん方にど

う感じとってもらえるのか、理解しても

らえるのかということの発信の根本にな

るツールとしましては、先ほどご質問い

ただいてるポータルサイトがございます。

　あと、ご質問ありました紙ベースもご

ざいますけれども、ただ、その内容を今

後どういう形で医療クラスターという形

で企業立地ですね、誘致も含めまして、

どう考えていくのかということは、やは

り重要な課題になります。ただ、先般の

駅前等再開発特別委員会におきまして、

下水処理場跡地の基本計画は都市型居住

ゾーンから医療健康創生ゾーンに変更さ

せて、見直させていただいたという中身

を踏まえて、下の土台の基本計画はでき

ました。今後、大事なのは、企業アンケー

トもありますけれども、やはり、どうい

う企業が国循が核となって活動していく

のか、また発信していくのかということ

が、これからの大きな課題かなと、議題

かなというふうに認識いたしております。

　ただ、そこで大事なのが、摂津市とし

て医療として、どうあるべきかというこ

とを腰据えて考えていって、プラス市民

にどう付加価値を高めていくのかという

のが、これからの課題かなというふうに

思ってます。

　ただ、医療クラスター形成は、基本的

には企業立地も含めての認識を持った上

で、オール摂津へ取り組むという話にな

ろうかというふうに思っております。

○木村勝彦委員長　嶋野委員。

○嶋野浩一朗委員　ご答弁いただきまし

て、ありがとうございました。

　まず、連立の話なんですけれども、鉄

道本体の工法を含めた動きが、まずなけ

ればというようなお話で、その結果とし

て減額になったりということもあったの

かなというふうなことで理解をさせてい

ただきました。ただ、そうなってきたと

きに、今、参事から当初のスケジュール

は影響ないんだというお話があったわけ

なんですけれども、ただ、そこはやっぱ

り決まってこないことには、なかなかそ

うなのかなと思えないところがあります

ので、ぜひ、そこは摂津市が何ができる

のかといったことは難しいところがある

のかもしれませんけれども、ぜひ、また

鉄道の動きをしっかりと見守っていただ

きながら、あらゆることを想定しながら、

関連道路あるいは側道のことについても、

しっかり取り組んでいただきたいなと。

当初のスケジュールがずれ込むことない

ようにということで、ぜひ、これをお願

いをしておきたいなというように思いま

す。

　それと街路事業費のことでいろいろと

詳しくご説明いただきまして、ありがと

うございました。

　新在家鳥飼上線は本委員会の所管では

ないので、触れることはできないんです
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けれども、吹田操車場にかかるところで

も少しあったのかなと思いますので、しっ

かり取り組んでいただきたいなというこ

とで、お願いを申し上げたいと思います。

　それと、健康・医療のまちづくりのこ

とで、吉田部長からご答弁いただきまし

て、確かに企業立地をどう進めていくの

かというところになっていくんですけれ

ど、これは、吹田市との関連のある中で

進めていくわけなんですけれども、要は、

しっかりと摂津市としても、その考え方

を吹田市とともに共有していきながら、

やっぱり今の段階から、いろいろな企業

に具体的に当たっていかなあかんのかな

というように思っております。

　ポータルサイトというのも、一つ使え

るのかなとは思いますけれども、これは

あくまでも、市民の皆さんであったりと

か、あるいはこのまちの中で何をしてい

るのかということを全国的に発信をして

いくということになっていくので、ここ

は、全く関係ないとは言えませんが、企

業立地ということについては、少し離れ

てるのかなというようにも思います。な

ので、これは予算に載ってこないところ

かもわかりませんけれど、しっかりと吹

田市と意思共有をしていきながら、ふた

を開けたときに、全く進んでいなかった

ということがないように、これは取り組

みをしていただきたいなということで、

これも要望として申し上げたいというよ

うに思います。

　１点だけお聞かせいただきたいのは、

正雀駅前の地区整備支援のことなんです

けれども、そしたら今、平成１８年度か

らワークショップの中で携わっていただ

いている専門家の方に来ていただいて、

平成２５年度におさらいであるとか、確

認をしていただいたわけですよね。ワー

クショップに来ていただいてる方は、今

お話しいただきましたけれども、例えば

たそがれコンサートに関わっている人が

来ていただいたりとか、そういった方が

来ていただいてる。ただ、そのワークショッ

プ自体が、何か活動体に行こうというこ

とについては、今どのような感じなのか、

それが平成３２年度に形になるようなと

ころが見えてきてるのかということにつ

いて、少しお聞かせをいただきたいと思

います。お願いします。

○木村勝彦委員長　藤井課長代理。

○藤井都市計画課長代理　正雀につきま

しての質問にご答弁させていただきます。

　ワークショップ自体は、その活動体と

いうか、一つの目標に向かって何かしよ

うかというような動きがあるかというよ

うなご質問だったと思うんですけれども、

今、具体的に今のメンバーで何かをこれ

をやろうというようなところまでは行っ

てないのが現実です。いろいろな正雀の

たそがれコンサートですとか、すずめの

ちびっこ広場での夏祭りの話とか、それ

ぞれの地域で正雀でそれぞれ活動されて

いるのを持ち寄って、情報共有こういう

こともやってるよね、というような状況

です。具体的に何か今の会議体でやって

いくというようなところまでいってない

です。

　もう１点出てるのは、やっぱり固定メ

ンバーに今なってしまってるところがあ

りますので、まずワークショップ自体の

メンバーをどうやったらふやしていける

かなというようなところも話してますん

で、１回ワークショップのメンバーにつ

いても、検討していきたいと思ってます。

○木村勝彦委員長　嶋野委員。

○嶋野浩一朗委員　最後、要望として申

し上げたいと思うんですけれども、どう

いった団体であっても、人が減ってくる

ことってあると思うんですね。それは、
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私、二つあるのかなと思ってまして、一

つは、これ以上おっても先が見えてこな

いということで、諦めてしまうというこ

とが一つなのかなと。

　もう一つは、余りにも展開が速過ぎて、

もうついていかれへんわということになっ

たときに、抜けていくのかなというふう

に、私は思ってるんですね。そうしたら、

私もそのワークショップのことについて

は、そんな詳しくわかってるわけではあ

りませんけれども、今の課長代理の話を

お聞かせいただいてると、ワークショッ

プ自体がこうなっていくんだというとこ

ろが見えてくると、メンバーが離れてい

くということはなかったかもしれません

し、あるいは新たに、それやったらといっ

たことで、人が参画していただくという

こともあるのかなというように思います。

　今現在、第４次の総合計画のやっぱり

大きなテーマが協働でありますし、この

ワークショップといったものが、いろい

ろと地域の方の生活感覚をお聞かせいた

だいて、必要であるならば、関連部署に

つないでいくといったことも必要なのか

もしれませんが、それにとどまらず、ぜ

ひ何かに向かって、進んでいくような形

にしていただくと、よりそのことは結局、

多くの方にワークショップにも足を運ん

でいただくことになるのかというように

思ってますし、そこはあくまでも地元主

体の会議かもしれませんが、しっかりと

行政としてご指導していただくように、

よろしくお願いを申し上げまして質問を

終わらせていただきます。

○木村勝彦委員長　ほかにありませんか。

　藤浦委員。

○藤浦雅彦委員　先ほど来、非常に議論

を活発にしていただいておりますので、

私のほうから１点だけ、実は質問させて

いただきたいと思います。

　これは、吹田操車場跡地のまちづくり

のことについてですけども、先ほど、部

長のほうからも、この関連で答弁いただ

きましたんですけども、いよいよ来年の

春がまちびらきということで、最後のま

ちびらきに向けて１年という段階にあっ

て、吹田市のパートナーとしての摂津市

に対して、どのような姿勢で臨まれてい

るかということは非常に気になる点があ

りますので、その点について、お話をし

たいと思います。

　先立って、２月２８日に健康・医療の

まちづくりシンポジウムがありました。

そのとき、私も参加させていただきまし

たけども、いろんな方が、このパネルディ

スカッションで発表される中で、吹田市

の医療まちづくり監の担当理事の方が出

席されていまして、そのイノベーション

パークのこととか、それから吹田市の実

行計画について随分詳しくお話をされて

いました。その直前ですかね、直後ぐら

いに吹田市が、その吹田操車場跡地まち

づくり実行計画案というのとイノベーショ

ンパーク利用基本計画というもののパブ

リックコメントをかけてますね、その報

告は吉田部長から直前に、こんなんやる

そうですということで、説明をいただき

ましたけども、そのときに初めて私もイ

ノベーションパークとかいう、名称で計

画されてるということを知りました。

　吹田市は吹田市の事情もあって、市長

選挙もあったりして、いろいろあるとは

思うんですけども、ソフト面においては、

健康と医療のまちづくり計画をつくると

いうことで一緒にやりましょうという姿

勢で進んでいますが、ハード面におきま

しては、これまでもそうですけども、勝

手に吹田市が進めていってる感がすごく

あって、今回も、また特にイノベーショ

ンパークなんて摂津市内のことにも関わ
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らず、ちゃんとその辺の配慮がなされて、

こういうふうに発表されていってるのか

というのは非常に気になるんです。この

まま、また吹田市の土地ですからという

考え方で、進められていくのではないか

というふうに思ったりするんですが、担

当部長として、この間の吹田市のこれま

でのことについて、これからもですね、

これからのことについて、その辺どのよ

うな意見を持っておられるか、ご答弁い

ただきたいと思います。

○木村勝彦委員長　吉田部長。

○吉田都市整備部長　ご指摘のとおりで

すね、本委員会におきましても、やる前

に必ず我々のほうは、吹田市の情報なり

調整の結果を報告させていただいて、今

日の下水処理場の基本計画見直しという

ことで、最終の結果を見させていただい

てます。

　特に、今ご指摘の部分でありましては、

吹田市の独自性と申しますか、一人で走っ

てる部分ということは現実ございません。

というのは、このイノベーションパーク

につきましては、吹田市がネーミングを

したいというところから始まりまして、

向こうのほうは、街区調整会議なり、い

ろいろ会議、国循さんも入っての会議が

ございます。そこでは、そういう意図は

示されておりました。ただ、そのネーミ

ングですけども、これは吹田市としては、

こういうネーミングで発信したいんだと

いうことでの申し入れがあって、もとも

とイノベーション形成という形がありま

したので、我々は余り違和感を持たなかっ

たというのが現実かなというふうに思い

ますし、事前にも話はございました。た

だ、決定されてる内容じゃなかったとい

うのが現実でございます。

　もう１点、特にハード面につきまして

は、施設の計画でございますけども、こ

のもともと吹田市自身は、国循にアプロー

チされたときに、相当いろんな条件提示

をしながら、やっとどこかの市との競争

の結果、吹田操車場に決定したという流

れがございます。そういうことから言う

と、吹田市とすれば、当然そのときのプ

レゼンした内容をカバーしていく、責任

をとっていくということに吹田市はなっ

てまいります。ただ、摂津市は、そのプ

レゼンの場所には出席しておりませんの

で、新たに国循が決定された以後、摂津

市として、先ほどから島田理事が言いま

すように、医療クラスターなりイノベー

ションの形成強化と。そして摂津市がど

ういう役割を今後果たしていくんだと。

どういうことの付加価値を高めるんだと

いうことをこれからが我々の業務かなと

いうことに認識いたしております。だか

ら、吹田市の立ち位置と我々の摂津市の

立ち位置とは若干、基本的なところは違

うと。ただ摂津市は、当然ながら市民の

健康、特に医療も含めましてですけども、

それをどういうふうな形で皆さんにシャ

ワー効果で付加価値を高めていけるのか

というのが一番大きな議題だと、内容だ

というふうに我々は認識しておりますし、

そのためにも、先ほどありましたソフト、

ハード両面を常に認識して、吹田市が単

独で走るんじゃなしに、常に国循も入れ

ながら、そして大阪府も入ってもらいな

がら、やはり関係者間の連携ということ

を壊さないような我々の相手方に物申す

というのが、これが今の現在の立ち位置

という形で認識しております。

○木村勝彦委員長　藤浦委員。

○藤浦雅彦委員　そういう立場で、それ

もよく理解できます。

　今後のこの１年間で、やっぱり両方で

やってるまちづくりなので。どこまです

り合わせをして、協調性を保ったまちと
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して、このまちびらきができるかという

のが、大事な１年になるんだと思うんで

すけどね。そういう意味では、例えばこ

ういうパブリックコメントでも摂津市に

極めて関係の強いものであれば、吹田市

だけじゃなくて、摂津市のほうでもパブ

リックコメントを一緒に共同にやりましょ

うとか、そういうこともあってもよかっ

たのではないかとは思うんですが、また

その中には、吹田市の案の中に、健康増

進広場という案があったりとか、その中

には、またウオーキングコースを開設し

ますとか、それから健康遊具を設置しま

すとか、同じようなことあるわけです。

そんなやっぱりこういうのは連携をとっ

て一体感のあるような、ダイナミックに

計画をつくっていくというようなことは、

できると思いますし、また低炭素のまち

づくりをするということですが、これは

吹田市だけ低炭素で摂津市は関係ないん

ですわということでもないと思うんです

ね。こういうやっぱり一体感のある、で

きるだけ、すり合わせがこの１年間でしっ

かりと行って、一体感のあるまちとして、

まちびらきをしていくということが、やっ

ぱり大事だと思いますので、これは要望

としておきますが、しっかりと今後、努

力いただきますように、お願いをしたい

と思います。

○木村勝彦委員長　ほかにありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○木村勝彦委員長　そうしたら、ちょっ

と異例なんですけれども、ここで副委員

長と交代をして、先ほど、十三高槻線の

上部利用の話が出ましたんで、これは、

当委員会の所管外の問題でもあるんです

けれども、きょうは島田理事も来てもらっ

てますし、委員からも、その問題につい

て質問もあって、答弁もありました。そ

ういうことで、やっぱり、どうしても地

元の議員として、またこれは議員という

立場を離れて反対同盟の委員としては、

一言意見を申し上げておきたいと思いま

すので、副委員長に交代させてもらいま

す。

　よろしくお願いします。

○大澤千恵子副委員長　そうしましたら、

委員長のほうから意見があるということ

でございますので、お願いいたします。

○木村勝彦委員　ことしは、上部利用に

ついての実施設計を組まれるという段階

にきておりますけれども、今、既に地域

の自治会、連合自治会あるいは地区福祉

委員会、いろんな団体の方から、その問

題について協議をされております。反対

同盟の中からは、やっぱりいろんな意見

が出ております。

　といいますのも、この上部利用ができ

るようになったのも、十三高槻線が計画

されて５０年以上たつ中で、ずっと継続

をして反対運動をしてこられた十三高槻

反対同盟、これが、反対から賛成にチェ

ンジするときに、やはり強制執行を待つ

だけでは能がないから、一部、条件闘争

に切りかえて、一部地下にして、その上

部利用を地域がするということにしよう

ということで、十三高槻線反対同盟が分

裂をしました。あくまでも道路は要らな

いという、公害道路は要らないと。公害

の出ない道路なんかないんだということ

で主張された人もいらっしゃいますし、

先ほど申し上げましたように、ここでやっ

ぱり今後のこと考えて強制執行を待つだ

けでは能がないから、条件闘争に切りか

えようという意見と二つに分かれました。

　当然、徹底抗戦をされる方は脱退をさ

れました、反対同盟から。今残った大多

数のメンバーで十三高槻線反対同盟とい

うのは存在しております。だから、これ

自治会だけで議論する問題でもないです
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し、自治会全体が反対同盟加入されてる

という実態が、特に阪急住宅があります

んでね。そういう中で、やはり反対同盟

の意見もやっぱり聞いてもらわないと、

我々納得できないよという意見もありま

す。

　といいますのも、第１集会所、これは

今後そういう施設をつくっていくときは、

資金面でも問題でいろんな問題が出てく

るやろうから、この第１集会所も売却す

ることについても賛同していこうという

のは、これ正式にまだ反対同盟とかに諮っ

てないですよ。これは自治会の問題でも

ありますしね、そういうことで、やはり

運動の成果として勝ちとった、この上部

利用については、やはり最優先とは言い

ませんけれども、やっぱり反対同盟の意

見も十分聞いてもらって、しんしゃくし

た上で、やっぱり実施設計をしてもらわ

ないと困るという意見が反対同盟の中に

もありますんで、あえてこの機会に場違

いではありますけども、これからワーク

ショップいろんなことやっていかれると

思うんですけれども、その運動の成果と

して勝ちとった、この上部利用について

は、やっぱり、そういう反対同盟の意見

も十分組み入れていくという点では、反

対同盟との話し合いもやっぱりしていっ

てあげたいということを私は思います。

　というのは、相当やっぱり反対同盟も

亡くなられた方、あるいは、また高齢化

もしておりますし、これから先どうなる

んかということの心配をされております。

その条件闘争に切りかえるときに、そう

したらどういう施設をつくるんだという

ことの議論もしたんですけれども、それ

は、まだこれからの問題でもあるから、

とりあえずは大きなテーマだけ残してお

こうということで、これから地域全体が

非常に高齢化が進んでるということで、

高齢者が利用できる施設にしてもらいた

いというのが、やっぱり主な反対同盟の

皆さんの意見でした。そういう点では、

自治会との話し合い、あるいは地区福祉

委員会との話し合いも大事ですけれども、

それとはまた別個の運動団体としての反

対同盟の意見も十分聞いてもらおうとい

うことで、市として取り組んでもらいた

いということを、あえてこの機会に意見

として申し上げておきたいと思います。

　大変異例なことで、こういうこと言わ

せてもらうことには非常にちゅうちょし

たんですけれども、やはり地域が、そう

いう声が強い中で、地域の議員、また反

対同盟の委員でありながら自治会員でも

あり、議員という立場もありますんで、

やはりどこかの機会でやっぱりこれ言っ

とかないかんなと思ってましたんで、きょ

う、あえて申し上げましたので、ひとつ

よろしくお願いしたいと思います。

○大澤千恵子副委員長　今、意見として

委員長のほうが意見を出されましたけれ

ども、吉田部長、では一言お願いします。

　吉田部長。

○吉田都市整備部長　一応、今、交代さ

れましたけれども、正雀のまちづくりは、

本委員会の所管ということでございます

し、当然ながら十三高槻線そのものは、

正雀のまちづくりの骨幹に当たりますん

で、我々とすれば、所管とすれば重要な

項目だというふうに認識いたしておりま

す。その上で、答弁というよりも、状況

を踏まえてご報告させていただきたいと

思います。

　木村委員の今のお言葉でございますけ

れども、我々も何十年という経過を踏ま

えた今日までの十三高槻線のありようと

いうことが一番大事かなと思っておりま

す。ただ一番大事なのは、先ほどご指摘

いただいた条件闘争というか、覚書基本
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協定を結んだという、基本があって、正

雀のまちづくりの中に十三高槻線が存在

するということから考えますと、当然な

がら、我々も所管でございます上部利用

の有効な利用ということでは、当然なが

ら地元とご意見を伺いながら、具体的な

地域のありよう、それと利用の仕方等々

は聞かせていただくというのは当然でご

ざいます。

　ただ、２種類ございまして、今、我々

のほうが所管しますのは公園、上部利用

の公園をどうしていくのか、広場として

どうしていくんだというのが一場面、も

う一場面が上物に施設を整備するという、

この２場面がございます。ただ、先ほど

からありますように、地域福祉とか自治

会とかいうことも当然ながら幅広くお話

を聞かせてもらうということもありましょ

うし、先ほど、やっぱりおっしゃってる

反対運動をされてきた、基本は阪急住宅

自治会のほうが基本でございますけれど

も、やはり、その経過も踏まえて説明も

必要じゃないかなというように思ってま

すし、当然ながら、その所管である都市

整備部のほうが、きちっと反対運動をさ

れてた経過も踏まえて、やはり説明にも

上がり、意見も聞きたいというように思っ

ております。

　ただ、そのあたりは、あの当時、頑張っ

ておられた、当時の自治会長がお亡くな

りになったという経緯もございますので、

そのあたりは関係者間のほうにご相談を

申し上げながら、いろんな意見も賜って

まいりたいと。そして、まちづくりとい

うか、その上部利用に生かしていきたい

なというふうに考えております。

　以上、十三高槻線に関わる状況の報告

とさせていただきます。

○大澤千恵子副委員長　木村委員。

○木村勝彦委員　よろしくお願いしとき

ます。

　以上で、交代させてもらいます。

○大澤千恵子副委員長　交代いたします。

○木村勝彦委員長　ほかにありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○木村勝彦委員長　ないようでしたら、

以上で質疑を終わります。

　暫時休憩します。

（午前１１時５０分　休憩）

（午前１１時５１分　再開）

○木村勝彦委員長　再開いたします。

　討論に入ります。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○木村勝彦委員長　討論なしと認め、採

決いたします。

　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）

○木村勝彦委員長　賛成多数。

　よって、本件は可決すべきものと決定

をしました。

　議案第９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）

○木村勝彦委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

をしました。

　これで本委員会を閉会いたします。

（午前１１時５２分　閉会）
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　駅前等再開発特別委員長

　　　　　　　　　　　木 村 勝 彦

　駅前等再開発特別委員
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