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駅 前 等 再 開 発 特 別 委 員 会 記 録 
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  第二委員会室 

 

１．出席委員 

  委 員 長 木村勝彦  副委員長 渡辺慎吾  委  員 藤浦雅彦 

  委  員 三好義治  委  員 弘  豊  委  員 野原 修 

   

１．欠席委員 

  なし 

 

１．説明のため出席した者 

  市 長 森山一正 

  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 小寺健二郎 同課参事 秋庭伸正  

 

１．出席した議会事務局職員 

  事務局次長 橋本英樹 同局書記 川原 恵 

 

１．審査案件 

  議案第７５号 摂津市千里丘新町地区地区計画の区域内における建築物の制限に関 

議案第７５号 する条例制定の件 
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（午前９時５８分 開会） 

○木村勝彦委員長 おはようございます。 

 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。 

 委員の皆さんには、師走、何かとお忙し

いところ、駅前等再開発特別委員会をお持

ちいただきまして大変ありがとうござい

ます。 

 本日は、過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、ご可決賜

りますようよろしくお願いを申し上げま

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、三好委員

を指名いたします。 

 暫時休憩します。 

（午前 ９時５９分 休憩） 

（午前１０時    再開） 

○木村勝彦委員長 再開します。 

 議案第７５号の審査を行います。 

 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 改めましておはよ

うございます。 

 それでは、議案第７５号、摂津市千里丘

新町地区地区計画の区域内における建築

物の制限に関する条例制定の件の補足説

明をさせていただきます。 

 この条例制定に当たりましては、現在進

めております、吹田操車場跡地まちづくり

事業の基本コンセプトとして、多様な世代

が暮らすための機能を充実させながら、定

住の魅力を高め、自然環境に配慮した新し

いまちづくりを掲げております。 

 このまちづくりにふさわしい、吹田操車

場跡地地区の地区計画及び地区整備計画

の都市計画手続を進めているところでご

ざいます。 

 今般、この地区計画に沿ったまちづくり

を指導するため、都市型居住ゾーンＡの区

域において、建築物の制限に関する条例を

定めるものでございます。 

 詳細につきましては、引き続き担当参事

よりご説明をさせていただきますので、ど

うぞよろしくお願いを申し上げます。 

○木村勝彦委員長 秋庭都市計画課参事。 

○秋庭都市計画課参事 それでは、私のほ

うから議案書並びに、先ほどお配りしまし

た位置関係を示す資料１により、ご説明申

し上げます。 

 なお、議案参考資料の３８ページから４

１ページに、摂津市千里丘新町地区地区計

画の区域内における建築物の制限に関す

る条例施行補足案を掲載しておりますの

で、併せてご参照くださいますよう、お願

い申し上げます。 

 まず、資料１をごらんください。 

 本資料は、本条例案の適用区域について

示しております。青色で囲んでおります範

囲は、千里丘新町地区地区計画の区域を示

しており、赤色で囲んでいる範囲は、地区

整備計画の策定と合わせて、今回の条例を

定める区域を示しております。 

 それでは議案書に沿ってご説明申し上

げます。 

 第１章は総則でございます。 

 第１条では、条例設置の目的を。第２条

では、条例における用語の意義を定めてお

ります。第３条では、適用区域を定めてお

り、千里丘新町地区地区計画のうち都市型

居住ゾーンＡ地区を規定しております。 
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 第２章では、建築物の敷地、構造及び用

途に関する制限について、規定しておりま

す。 

 第４条では、建築物の用途の制限を定め

ており、一戸建ての住宅、床面積５００平

方メートルを超える店舗、飲食店の規制や、

ホテル、旅館、ボーリング場、スケート場

など、１号から１３号の項目に係る建築物

の建築を制限いたしております。 

 第２項では、適用除外について定めてお

ります。 

 第５条では、建築物の敷地面積の最低限

度を定めており、敷地面積は３，０００平

方メートル以上と規定しております。これ

につきましては、小規模な乱開発を防止す

るために、一定規模の敷地面積を定めたも

のです。 

 第２項では、公共事業などの敷地協力に

より、３，０００平方メートル以下の敷地

となった場合などの適用除外の規定を設

けております。 

 第６条では、建築物の壁面の位置の制限

を定めており、外壁などから道路の境界線

までの距離を規定しております。 

 資料１の位置図を併せてご参照くださ

い。 

 第１号では、都市計画道路千里丘中央線

に面する建築物の壁面の位置は、１．５メ

ートル、図面上では紫色の点線で示してお

ります。 

 第２号では、区画街路９号線、１０号線、

１１号線に面する建築物の壁面の位置は

３．５メートルと定めております。図面上

では紫色の実線で示しております。 

 第７条では、道路に面する垣又は柵等に

ついて定めており、高さは、２．５メート

ル以下とし、生け垣やネットフェンス、鉄

柵など透視可能なものとするように規定

しております。 

 第８条では、公益上必要な建築物で、建

築物の用途、敷地面積、壁面後退、垣また

は柵の規定の適用除外を定めております。 

 第３章では、建築物の緑化率の最低限度

について規定しております。 

 第９条では、緑化率の最低限度を定めて

おり、建築物の１０分の２．５以上としな

ければならないと規定しております。 

 また、維持保全をする者についても、同

様とすると定めております。 

 第２項では、適用除外について定めてお

り、第３項では、前項の適用除外に対して

条件を付すことができることを定めてお

ります。 

 第１０条では、違反建築物に対する措置

を定めており、緑化率の最低限度の違反者

に対し、その違反を是正するように命ずる

ことができると規定しております。 

 第１１条では、報告及び立入検査につい

て定めており、緑化率の違反に対する是正

を命ずるに当たり、基準への適合や施設管

理について、報告及び市職員の立入検査を

することができると規定しております。 

 第４章は、雑則でございます。 

 第１２条では、条例の施行に必要な事項

は、規則で定めるものといたしております。

なお、この規則案は、議案参考資料３８ペ

ージに掲載しております。その主なものと

いたしまして、第２条では、畜舎のうち建

築することができる建築物を。また、第３

条では、建築物特例許可の申請等について

定めております。 

 戻りまして、第５章は、罰則でございま

す。 

 第１３条では、建築制限の条項に違反し

た者に対する罰則を定めており、建築して

はならない建築物に違反した場合は、建築
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主に、敷地面積の規定、壁面後退の規定、

垣又は柵の規定に違反した場合は、設計者

や工事施工者、また建築物の用途変更によ

り建築物の用途の制限に違反した場合は、

所有者、管理者又は占有者に対し、５０万

円以下の罰金に処すると定めております。 

 第２項では、故意による違反については、

設計者または工事施工者、建築主について

も、罰金に処すると定めております。 

 第１４条では、緑化率の違反に対する罰

則を定めており、是正命令に対する違反、

基準への適合などの虚偽の報告、立入検査

を拒否した者については、３０万円以下の

罰金に処すると定めております。 

 第１５条では、第１３条の建築物の規制

違反、第１４条の緑化率違反の行為者を罰

するほか、その法人又は人に対して罰金刑

を科すると定めております。 

 附則といたしまして、この条例は、平成

２８年１月１日から施行する。と規定いた

しております。 

 なお、地区計画の都市計画手続につきま

しては、去る１１月２５日に都市計画審議

会を開催し、内容についてご同意いただい

てるところでございます。 

 以上、簡単ではございますが、議案第７

５号、摂津市千里丘新町地区地区計画の区

域内における建築物の制限に関する条例

制定の件の補足説明とさせていただきま

す。 

○木村勝彦委員長 説明が終わり、質疑に

入ります。 

 野原委員。 

○野原修委員 １点だけお聞きしたいん

ですけど、道路に面する垣根とか柵とかの

第７条ですね。フェンスの高さとかいう制

限は書いてありますけど、南千里丘でも３．

５メートルの後退で、道路のところでマン

ションの所有地になっている部分と、市が

管理する道路とあると思うんですが、市が

管理するのはアスファルトでやっていて、

マンションのやつは、もう一つの仕切りと

いうのか、そういう形になってるんですけ

ど、そこで事故なんか今は全然ないけど、

そういうところで事故があったとき、そう

いうときの瑕疵について、摂津市が道路と

して管理できたら一番ええと思うんです

けど、マンションはマンションの自分のと

ころの敷地という形で、大阪のアバンザな

んかでも、そういうところで自分の敷地内

でいろいろ事故が多いときに、サークルと

かやって、通行できないような形にしてる

んですけど、今度の新しい千里丘新町に関

しての、その辺の道路の考え方はどう考え

ておられるのか、お聞かせ願いたいと思い

ます。 

○木村勝彦委員長 秋庭参事。 

○秋庭都市計画課参事 野原委員の質問

にお答えさせていただきます。 

 今回の都市型居住ゾーンＡの地区につ

きましての地区計画につきましては、壁面

後退を設定させていただいております。先

ほど説明させていただきましたように、千

里丘中央線の道路側には歩道がつきます

ので、そこを通っていただくというような

形で、１．５メートルの緑化等にとめてい

ただくということになってます。ただし、

区画街路の９号線、１０号線、１１号線に

つきましては、７．１メートルの歩道のな

い車道、道路を管理されますことから、歩

行空間につきましては、今回求めてます３．

５メートルの中に、これは今回の地区計画

とは別ですけれども、今回のまちづくりの

空間づくりということで、売却要件といた

しまして、その３．５メートルの中に一般

の方が通られるような通路を確保するよ
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うにということで、その空間につきまして

は、基本的には、事業者に自己管理してい

ただくということですけども、居住者、あ

るいは一般の方も通れるよう、通行にも協

力いただくという形で考えております。 

○木村勝彦委員長 野原委員。 

○野原修委員 ありがとうございます。今

のご説明で、そこの居住地のところで、も

し今後事故があったりして、一般の人が通

る形がだめだと言われたときに、向こうが

提供してる場所が閉鎖にはならないと思

いますけど、通りにくくなったときの対応

なんかはどう考えておられますか。 

○木村勝彦委員長 秋庭参事。 

○秋庭都市計画課参事 現在、事業者と協

議しています内容につきましては、そこま

で想定の範囲の協議はしておりませんけ

れども、通行部分の事故等の対策につきま

しては、今回、中央線の歩道は、インター

ロッキングをしておりまして、事業者には

同じようなインターロッキング等、景観も

配慮しながら整備をしていただくという

ようなことも協議しております。 

 事故に関しましては、やはり自己管理と

いうのが基本的には原則になりますので、

その辺は道路管理者側の部分と、事業者側

の自己管理という形で仕切りはさせてい

ただきたいなと思っております。 

○木村勝彦委員長 野原委員。 

○野原修委員 今のような形で、第１は市

民の安全、歩道確保してもらうということ

で、安心、安全という形で通行してもらえ

るよう今後も協議していただきたいと思

います。 

○木村勝彦委員長 藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 条文の中では読み取れ

ないところがありまして、南千里丘のとき

の場合ですと、看板とか美観上の縛りが結

構あって、コミュニティプラザについても

看板は少し小さいのしか設置できません

というようなことがあったりというのは

記憶をしてるんですけど、今回は住宅地や

し、そんな商業施設が来ることがないとは

いうものの、もう既に計画は出てきてると

いうことになってますけども、景観による

縛りというのは、どんな形でされているの

でしょうか。お答えいただきたいと思いま

す。 

○木村勝彦委員長 秋庭参事。 

○秋庭都市計画課参事 藤浦委員の景観

についてのご質問にお答えいたします。 

 景観につきましては、南千里丘の地区と

同様に、景観の形成地区の指定及び基準を

別途並行して今進めておるところでござ

います。審議会のほうは、第２回まで審議

会を終えまして、今月、答申という形で進

めておりまして、先ほどのご質問の看板に

関しましては、面積で縛らせていただくと

か、あと広告に関しても、一定の内容につ

いては制限させていただきたいと、基本的

には、南千里丘の基準に沿った形で考えて

進めております。 

○木村勝彦委員長 藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 わかりました。 

 少しお話を広げたような話になります

けども、このＡの区域の規定をされてると

いうことで、残ってるＢの区域というのが

上にありますね。これはＪＲ貨物とＪＲ西

日本が持ってるんですかね。これはまだど

ういうふうな形になるかわからないとい

う部分とか、公園に関しては、もうそれ以

上新しいものはつくるということはない

ですが、残るところは、この医療・健康創

生関連ゾーンというのがあって、これ全体

で健都ということになると思うんですけ

ども、今後、一貫性を持たせるまちづくり
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をつくっていくという意味から、このよう

な条例をＢの区域にも、それから、医療・

健康創生関連ゾーンにもかけていこうと

いう考え方なのか。いや、これはこれで一

旦完結をしてしまうということになるの

か、一遍その辺のことを聞いておきたいと

思います。 

○木村勝彦委員長 秋庭参事。 

○秋庭都市計画課参事 藤浦委員の質問

にお答えいたします。 

 都市型居住ゾーンＢ及び医療・健康創生

関連ゾーンにつきましても、地区整備計画、

あるいは建築条例の手続を進めていくよ

うに考えております。今回、Ａだけ先行し

たということなんですけれども、事業者の

開発というところもありまして、先行して

今回進めております。都市型居住ゾーンＢ

につきましては、地権者がＪＲ西日本、Ｊ

Ｒ貨物。医療・健康創生関連ゾーンにつき

ましては、吹田市、本市の土地があります

ので、こちらについては、現在その内容に

ついて協議中でございます。この内容がお

おむね決まり次第、法定の手続に進めてい

きたいというふうに考えております。 

○木村勝彦委員長 藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 一体としたまちという

こともありますから、一貫性のある計画、

まちができ上がることを目指して頑張っ

ていただきたいということで、要望してお

きたいと思います。 

○木村勝彦委員長 ほかにございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○木村勝彦委員長 以上で質疑を終わり

ます。 

 暫時休憩します。 

（午前１０時１７分 休憩） 

（午前１０時１８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

をします。 

 議案第７５号について、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

いたしました。 

 以上で本委員会を閉会します。 

（午前１０時１９分 閉会） 

 

 

 委員会条例第２９条第１項の規定によ

り署名する。 
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