
 

 

 

 

摂 津 市 議 会 

 

駅前等再開発特別委員会記録 
 

 

 

平成２８年３月１６日 

 

 

 

 

 

 

摂 津 市 議 会 
 

 

 

 

 



 

 

目       次 

 

駅前等再開発特別委員会 

３月１６日 

 

会議日時、場所、出席委員、説明のため出席した者、出席した議会事務局 

 職員、審査案件--------------------------------------------------------------1 

 開会の宣告------------------------------------------------------------------2 

  市長挨拶 

委員会記録署名委員の指名----------------------------------------------------2 

 議案第１号所管分、議案第９号所管分の審査------------------------------------2 

  補足説明（都市整備部長、保健福祉部理事、生活環境部長） 

  質疑（野原修委員、三好義治委員、藤浦雅彦委員） 

 議案第２４号所管分、議案第４３号所管分の審査-------------------------------18 

 採決-----------------------------------------------------------------------18 

 閉会の宣告-----------------------------------------------------------------18 



 

 

駅 前 等 再 開 発 特 別 委 員 会 記 録 

 

１．会議日時 

  平成２８年３月１６日（水）午前 ９時５７分 開会 

               午前１１時１８分 閉会 

 

１．場所 

  第二委員会室 

 

１．出席委員 

  委 員 長 木 村 勝 彦   副委員長 渡 辺 慎 吾   委  員 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 副市長 小野吉孝 

生活環境部長 登阪 弘 同部次長 山田雅也 産業振興課長 池上 彰 

保健福祉部理事 島田 治 保健福祉課長 丹羽和人 同課参事 川口敦子 

  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 １号 平成２８年度摂津市一般会計予算所管分 

議案第 ９号 平成２７年度摂津市一般会計補正予算（第４号）所管分 

議案第２４号 摂津市附属機関に関する条例の一部を改正する条例制定の件所管分 

議案第４３号 摂津市企業立地等促進条例の一部を改正する条例制定の件所管分 



－ 2 － 

（午前９時５７分 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、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

だきますけれども、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、渡辺委

員を指名いたします。 

 審査の順序につきましては、お手元に

配付しています案のとおり行うことに異

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。 

 暫時休憩いたします。 

（午前９時５８分 休憩） 

（午前９時５９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。 

 本２件について、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２８年度

摂津市一般会計予算所管分のうち、都市

整備部にかかわる部分につきまして、目

を追って、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

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、

一番下の行の連続立体交差事業調査委託

金でございます。 

 次に、５６ページをお開き願います。 

 款１９諸収入、項４雑入、目２雑入、

節１雑収入は、下から５行目の電線共同

溝建設負担金でございます。 

 次に、歳出でございますが、予算書の

１５４ページをお開き願います。 

 また、あわせまして予算概要の９４ペ

ージから９６ページにかけてご参照もお

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１３委託料のうち、調査等委託

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

家屋の事後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及

びアドバイザー委託料は、阪急京都線連

続立体交差事業に伴います都市計画案の

作成及び用地関係の課題などにおける司

法書士などへの調査業務に係る委託料で

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及び

連続立体交差事業の調査に係る地元市負

担金でございます。 

 節２２補償、補填及び賠償金は、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号線に係る物件補償費でご
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ざいます。 

 節２８繰出金は、水道事業会計繰出金

と明和池公園の耐震性貯水槽の点検につ

いて、水道部に委託するものでございま

す。 

 続きまして、１５６ページをお開き願

います。 

 また、あわせまして予算概要の９８ペ

ージをご参照願います。 

 目５再開発事業費では、その主なもの

といたしまして、節１３委託料は、千里

丘西地区市街地再開発支援事業に伴いま

す市街地再開発事業の都市計画図書の作

成等業務委託料でございます。 

 以上、平成２８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９号、平成２７年

度摂津市一般会計補正予算（第４号）所

管分のうち、都市整備部にかかわる部分

につきまして、目を追って、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１８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

補助金のうち、吹田操車場跡地周辺整備

費に係る社会資本整備総合交付金は補助

金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、２２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、

阪急京都線連続立体交差事業に係る大阪

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６０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、家屋調査委

託料及びアドバイザー委託料は執行の見

込みがないことにより、減額いたすもの

でございます。 

 節１５工事請負費は、執行見込みがな

くなったことにより、減額いたすもので

ございます。 

 節１９負担金、補助及び交付金のう

ち、連続立体交差事業調査負担金は、負

担額が確定したことにより、減額いたす

ものでございます。 

 節２２補償、補填及び賠償金は吹田操

車場跡地まちづくり事業に伴う電柱など

の物件の移転に対する補償費が確定した

ことにより、１５０万円を減額いたすも

のでございます。 

 節２８繰出金は執行の見込みがないこ

とにより、減額いたすものでございま

す。 

 次に、６２ページをお開き願います。 

 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、執行の見

込みがないことにより、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。 

 第２表、繰越明許費につきましてご説

明申し上げます。 

 ４段目、款７土木費、項４都市計画

費、事業名、吹田操車場跡地まちづくり

事業は市道千里丘７８号線道路改良及び

電線共同溝整備工場において、近接する

他の工事業者との工程調整により、年度

内の工事完了が困難となったことから、

平成２８年度に明許繰越をさせていただ

くものでございます。 
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 以上、平成２７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 次に、議案第１号所

管分の補足説明を求めます。 

 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。 

 それでは、続きまして、議案第１号、

平成２８年度摂津市一般会計予算所管分

のうち、保健福祉部に係る内容につきま

して、補足説明をさせていただきます。 

 予算書は１２４ページから１２７ペー

ジにかけてでございます。あわせまし

て、予算概要の６８、６９ページをご参

照くださいますようお願い申し上げま

す。 

 款４衛生費、項１保健衛生費、目２予

防費では、健康・医療のまちづくり事業

に関する予算でございます。 

 主なものといたしまして、節８報償

費、報償金５６６万８，０００円のう

ち、８６万１，０００円は来年度からの

新規事業でございます糖尿病対策事業や

健康・医療のまちづくりシンポジウムに

係る講師謝礼でございます。 

 節１１需用費、印刷製本費、４１０万

７，０００円のうち、８２万６，０００

円は路上喫煙禁止区域の周知等に係る経

費でございます。 

 節１２役務費、手数料、３万３，００

０円のうち、２万５，０００円は、先ほ

ど申し上げました糖尿病対策事業の実施

に係りまして、医師からの意見書を聴取

するための経費でございます。 

 節１３委託料、舞台設営委託料は、健

康・ 医療のまちづくりシンポジウムの

舞台設営に係る計費でございます。 

 節１８備品購入費は、健康づくりに取

り組む市民が、運動の効果測定を行える

よう体組成計を購入するための経費でご

ざいます。 

 節１９節負担金、補助及び交付金は、

北大阪健康医療都市ポータルサイト運営

負担金でございますが、これは、吹田市

と共同で運営をしております同サイトの

保守・管理経費でございます。 

 以上、提案内容の補足説明とさせてい

ただきます。 

○木村勝彦委員長 次に、議案第９号所

管分の補足説明を求めます。 

 登阪生活環境部長。 

○登阪生活環境部長 おはようございま

す。 

 議案第９号、平成２７年度摂津市一般

会計補正予算（第４号）所管分のうち、

生活環境部にかか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、歳出でございますが、補正予算

書の５４ページをお開き願います。 

 款６商工費、項１商工費、目２商工振

興費は、健都イノベーションパークへの

企業立地を推進するための費用を計上い

たしております。 

 その主なものといたしまして、節１報

酬は、立地企業等選定委員会の委員報酬

でございます。 

 次に、節１３委託料のうち、企業誘致

スーパーバイザー業務委託料は、健康・

医療関連分野の専門家に企業のニーズ把

握等を委託するものでございます。ま

た、土地鑑定、賃料算定助言委託料は、

募集要項並びに契約書等の作成に当たっ

て不動産鑑定の専門家に助言を求めるも

のでございます。 

 続きまして、６ページをお開き願いま

す。 
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 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６商工費、項１商工費、健

都イノベーションパーク企業立地推進事

業は、本事業費を国の地方創生加速化交

付金の対象とするため、平成２７年度の

補正予算に計上しましたが、年度内の事

業完了が困難となったため、平成２８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２７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 説明が終わり、質疑

に入ります。 

 野原委員。 

○野原修委員 おはようございます。 

 それでは、数点質問させていただきま

す。 

 予算概要の９４ページの阪急正雀駅前

地区整備支援事業の６万５，０００円の

内容をお願いします。 

 それと、概要９４ページの吹田操車場

跡地まちづくり事業の中の、今、部長の

説明でもわかったんですけど、内容を詳

しく教えていただきたいと思います。 

 吹田操車場跡地周辺整備工事の５００

万円、それから、調査等委託料４００万

円、補償金５００万円、水道事業会計操

出金２３万８，０００円、それと概要９

８ページ、千里丘西地区市街地再開発支

援事業、都市計画図書作成等業務委託料

２，０００万円についてです。内容のご

説明をお願いします。 

○木村勝彦委員長 秋庭参事。 

○秋庭都市計画課参事 おはようござい

ます。 

 野原委員の吹田操車場跡地まちづくり

事業に係る質問に対してお答えいたしま

す。 

 まず、平成２８年度の事業で、工事請

負費５００万円ですけれども、これは府

道正雀停車場線のバスベイ整備工事に係

ります工事費でございます。 

 今年度施工いたしました千里丘駅西側

の２３号線の歩道整備工事により、駅前

の交通混雑の解消を行いました。千里丘

駅前の交通規制の変化に伴いまして、こ

の側道でまた乗り合いバスとかがとまる

ような状況であれば、平成２８年度、歩

道を切り下げて、バスベイスペースを設

けるという工事を考えております。 

 続きまして、調査等委託料ですけれど

も、４００万円計上してございます。 

 これにつきましては、今年度施工して

おります市道千里丘７８号線の歩道改良

工事に伴います沿道の家屋の事後調査費

と、あわせて施工しております電線共同

溝の工事台帳の作成業務の委託料を計上

させていただいております。 

 補償金５００万円につきましては、今

年度施工しております７８号線の道路改

良工事の工事影響による家屋の物件の補

償ということで、もし出た場合に合わせ

て計上をさせていただいております。 

 水道事業会計操出金につきましては、

明和池公園の整備しました耐震性貯水槽

の維持管理の費用でございます。貯水槽

の遮断弁につきましては、点検整備基準

に基づきまして、年１回点検する必要が

ございます。その点検費につきまして

は、水道管理者のみが行うことができる

施設点検でありますことから、水道事業

者のほうに委託をするものでございま

す。 

 以上でございます。 

○木村勝彦委員長 江草課長。 

○江草都市計画課長 私のほうからは、
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阪急正雀駅前地区整備支援事業と千里丘

西地区市街地再開発支援事業の２点につ

いてご答弁させていただきます。 

 まず、阪急正雀駅前地区整備支援事業

の予算の中身でございますけど、この予

算の中身につきましては、正雀まちづく

りのワークショップの講師派遣料等とな

っております。しかしながら、正雀まち

づくりワークショップにつきましては、

当初地元のほうで正雀駅前が都市計画決

定等をされてない状況から、マンション

等が建て込んできたという不安がありま

して、地元の地権者のほうで正雀まちづ

くり懇談会というのが立ち上げられまし

た。その中で提言書が出されまして、市

もまちづくりに関する調査を進めてまい

りました。しかしながら、バブルの崩壊

等によりまして、地元から再開発等のま

ちづくりの機運が上がってこなかったと

いう形になりまして、再開発におけるま

ちづくりについては、困難であると判断

いたしました。その中で、ワークショッ

プにつきましては、平成１８年からずっ

と開催しておりまして、１００回ほどに

なるんですけど、中身がまちの井戸端会

議的な中身となっておりまして、地域の

つながり、自治会加入、防災とか、そう

いうお話の内容になっておりますので、

今後このワークショップのあり方につい

ては、内容及び進め方についても検討す

る時期になっておるのかなと考えておる

ところでございますが、来年度につきま

しては、その辺も検討するという形で講

師派遣等の予算を計上させていただいて

おるところでございます。 

 続きまして、千里丘西地区市街地再開

発支援事業の委託料２，０００万円の内

訳でございますけど、この中身につきま

しては、千里丘西準備組合のほうから市

街地再開発事業を進めるという推進決議

がなされまして、市のほうに再開発事業

を進めていくという依頼がありました

ら、引き続き市のほうで都市計画決定を

進めるために、都市計画決定図書の作成

業務、再開発を進めるに当たりまして

は、周辺の事業の影響評価の業務及び再

開発の都市計画決定を引き続き進めてま

いらないといけませんので、その都市計

画案についての地元への合意等をとって

いくというような支援委託業務、主にこ

の３点の委託料を計上させていただいて

おります。 

 以上でございます。 

○木村勝彦委員長 野原委員。 

○野原修委員 まず、１点目の正雀駅前

地区の整備支援事業でありますが、過去

に私もいろいろ参加させてもらってるん

ですけど、これ１００回やられて、過去

は市のほうにも期待感をももって、ワー

クショップの中でいろんな意見も出た中

で、ずっとやられてこられて、現状に至

って、正雀地区のまちの様子も随分変わ

ってきまして、これは所管が建設常任委

員会のほうでありますが、道路も幅員１

２メートルの道路ができようとしたり、

取りつけ道路がどういう形のものになっ

たり、取り付けの部分で今後どう変わっ

ていくかという期待感を持たれて、ワー

クショップも過去とは随分と変わった具

体的に見えるような形で、それぞれまち

づくりという形で、南千里丘だけ開発が

進んで正雀は置いて行かれるんじゃない

かというような一時の不安感を持たれた

り、昔は商店街ですずめ３シールとか、

いろんな形で地域の活性化を起こすため

に、そういうワークショップもやられて

こられた現状の中でお聞きしますと、こ

の６万５，０００円の見直しという形で、
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何の効果もないというようなお金の使い

方だったら、これは全く金額の大小じゃ

なくて、本当に無駄になっていきますん

で、正雀地区の方がそういう希望を持た

れて、先に進む形で自分らの変わってき

たまちに提案していくという形では、予

算が少なければもっと多い金額をつけた

中で、実際にどうやっていけるかとい

う、地域の人の気持ちを高めて、市と一

緒にやっていく、まさに協働という形の

ところで取り組むんだったら、今、江草

課長のほうから言われたような形で提案

するという事業じゃなくて、いろんな形

で、いろんな資料をそれぞれ示されて、

そうやってこういう形でもう一回皆さん

でやられたら、もちろん地域の方が主導

でやられて、市の方がサポートされるん

ですけど、それにそういう形の会議の費

用が少ないということならもっと多くの

金額をつけてあげて、本当に動けるよう

な形で、人科大とか薫英とかの学生も巻

き込んだ産官学一緒の形で、もう一回新

しく提案できるような形を考えられるん

だったら、平成２８年度にもう一度そう

いう形のものを提案されて、違う形をや

られるか、もしくは、こういう事業でワ

ークショップもある程度意見を聞いたと

いうことであったら、もう取りやめる

か。その辺の判断をしていかないと、金

額の大小じゃなくて、やはり、そういう

余り効果の上がらないものは、そういう

ことをもう一回精査して、違う形のもの

に仕上げていくというお考えがあるのか

どうか。その辺の考え方をもう一度お聞

きしたいと思います。 

 それと、吹田操車場跡地まちづくりの

事業としまして、今、周辺整備事業とし

て、ことしの４月１日に千里丘中央線で

すか、それが開通して、いよいよその辺

の交通量、我々が心配していた万博のほ

うのエキスポパークが開場したときに

は、その周辺がどうなるかというよう

な、それぞれ議論もしましたけど、そこ

は余り影響はなかったんですけど、この

辺もこれから中央線が開通されて、産業

道路に出れる抜け道として使われるとい

う形のもので、千里丘駅前が混雑するの

は、万博の比じゃないぐらいに、その辺

はますます地元がそういう形で犠牲にな

るというような通過道路という形になっ

ていく。そこで、前から提案させていた

だいたバスベイですね。それが開通した

後の状況を見て進められようとして、こ

の予算は５００万円組んでいただいてる

んですけど、その状況を見て動かれるん

か、それとも、そういう状況を見込まれ

た中でそういう混雑緩和という形の前提

のもとに動かれていこうとするのか。そ

の辺のお考えをお聞かせください。 

 それから、７８号線で補償費５００万

円は、何件ぐらいを見込んでおられて、

その金額を持たれているのか。 

 それと、調査等委託料は結構です。 

 水道事業会計の操出金の２３万８，０

００円、実際には動き出すには、まち開

きをした後の国立循環器病研究センター

が移転されてからの、水道のほうの栓を

開くような形になって、明和池公園が防

災公園で、そこは弁を遮断してというよ

うな、そこが貯水タンクになるというこ

とだったかと思いますが、これはやっぱ

り開業する前までも明和池公園ができれ

ば、そういうことで年１回そういう弁の

点検はしていかないとだめということで

この予算を上げられているのか。その辺

のことを詳しく教えていただきたいと思

います。 

 それから、千里丘西地区市街地再開発



－ 8 － 

事業の２，０００万円、今まで国費を入

れ、多分５年間でこれをなんとか仕上げ

るということで、３年目を過ぎて、今度

４年目という形で、新たに、千里丘中央

線も開通し、今までは計画上の図面の上

だけやったものが、本当にあそこに千里

丘中央線も開通し、これからますます再

開発のところをどうするか。地権者の

方、組合が主体としてやられてるんです

けど、この後一、二年が本当に旬で、こ

の時期に変わらなかったら絶対西口駅前

は変わらないと思います。その辺のこと

で、この２，０００万円をつけられた思

いと、今後の展開を少し聞かせていただ

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 それでは、野原

委員の２回目の質問、吹田操車場跡地ま

ちづくり事業に係りますご質問にお答え

いたします。 

 まず、１点、バスベイの工事につきま

しては、状況を見てやるのか、当初から

計画してやっていくのかというご質問だ

ったと思います。 

 このバスベイの工事につきまして、先

ほども申しましたように、２３号線の歩

道の整備を行いました。この工事におき

まして、それまでは駅の前までバスがと

まったり、いろいろ交通混雑、一般の人

が接触事故を起こすような危ないような

状況を解消するために、今回２３号線の

工事を行ったわけです。この工事により

まして横断歩道もつきましたし、歩道と

車道の分離も行うことができました。あ

わせて横断歩道ができたということは、

横断歩道の前後１０メートルは駐停車禁

止ということで、これは車の駐停車も物

理的に不可能な状況になったわけです。

今回、そしたらそのバスがどこに行って

るのかということで、現在はこのガード

の東側の側道にとめられているという状

況を見ております。今回、このバスベイ

の工事につきましては、このバスが今後

もそういった状況で増えるのか。エキス

ポパークが出来ましたけれども、そうい

った需要がどんどん増えて、駅のほうに

やはり車が増えていくのかという状況を

見ながら、このバスベイの工事はやって

いきたいなというふうに考えておりま

す。 

 それと、補償費の額です。補償を想定

している件数ですけれども、家屋は８

件、事前調査をやっておりますので、次

年度も８件調査をして出れば、やってい

きたいなと思っております。 

 水道事業会計操出金につきましては、

年１回この費用は必要かということのご

質問だったと思いますけれども、野原委

員のおっしゃるように、まだ周辺には住

宅開発がされておりません。今後、一番

早くて平成２９年度に入居開始というこ

とで聞いておりますけれども、その中

で、それまでの間というのは、やはり貯

水槽ということで、飲み水を想定してい

るものですから、きちんとした点検が必

要になってきます。ということで、本来

は水道事業者のほうが行う点検なんです

けれども、それまでの間ということで、

平成２８年度都市計画課のほうで計上さ

せていただいてる状況でございます。 

 以上です。 

○木村勝彦委員長 江草課長。 

○江草都市計画課長 野原委員の２回目

のご質問にご答弁させていただきます。 

 まず、阪急正雀駅前地区整備支援事業

の今後のあり方等についてのご質問でご

ざいますけど、このまちづくりワークシ

ョップにつきましては、今現在は井戸端
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会議みたいな状況になっておると。その

中で、今年度につきましても、今後の進

め方についても参加いただいてる方にこ

ちらの提案もさせていただいたところで

ございます。その中身につきましては、

今の現状が井戸端会議的になって、まち

づくり的な内容じゃなくなってきてると

いう中で、市の事業といたしましては、

市民活動支援課のほうで、まちづくりと

かそういう動きもできますよというご提

案をさせていただいたところでございま

すけど、参加いただいてる方の中から

は、まちづくりではないけど、こういう

形のいろいろまちの課題について話され

ることを続けてほしいというお話があっ

たところでございます。しかしながら、

中身的にはまちづくりから離れていると

ころなんで、その辺の今後の進め方につ

きましては、参加いただいてる方につい

ても、いろいろなメニューがあるよとい

うことも提案させていただきながら、今

後の展開については、ともに考えていき

たいなと考えておるところでございま

す。 

 続きまして、千里丘西口の今後の進め

方についてでございますけど、委員おっ

しゃられるとおり、千里丘中央線につき

ましても、３月３０日に全線開通する予

定でございまして、千里丘駅前の状況も

大きく変わってくる、人の流れ、車の流

れも変わってくると思われます。 

 千里丘西駅前地区の整備につきまして

は、駅前広場の整備だけではなく、まち

づくりを一体とした再開発事業について

が最もよいものと考えております。 

 準備組合におきましても、事業の概要

を個別に説明する等の活動を進められま

して、地権者４９名のうち、今年度新た

に９名の方がご加入いただきまして、４

９名のうち現在３名の方が所在不明、連

絡先不明ということで、４６名中４４人

の方がご加入いただいておるところでご

ざいます。しかしながら、加入していた

だいたところでございますけど、組合は

当初今年度いっぱいで事業の推進につい

て地元で総意を固めようという形で進め

ておられましたが、市の予算につきまし

ても、その合意がされて市に依頼され

る。その後も即座に都市計画決定を進め

ていくという形の予算計上をさせていた

だいてるところでございますけど、準備

組合のほうでは、ご加入いただいたけ

ど、その中で事業の中のいろいろな考え

方の調整がまだ整理ができてないという

ことで、３月末にその辺のもう少し組合

員に対して今後の進め方の状況を報告す

るというような会を予定されてるという

ことで、その進め方を支援しながら、今

しばらく準備組合の動向を引き続き見な

がら、引き続き一層の支援をしてまいり

たいと考えております。 

 以上でございます。 

○木村勝彦委員長 野原委員。 

○野原修委員 阪急正雀駅前地区整備支

援事業でありますが、今お聞きしました

ら、まちづくりのほうからちょっと離れ

てるという形なんですけど、市民活動支

援課とか、そういうところと今後連携し

た、正雀駅前で一番問題になっておりま

すのは、やっぱりシャッター通りという

ことで、その辺の活気を取り戻すという

のは、やっぱり庁内連携の中でいろんな

情報をそういう場に持ち込んだ中で、今

までは都市計画課、来年から新しくまた

部も変わる形になりますが、ほかの部局

とも協力した中で、正雀のまちづくりと

いう形のものと、そういうワークショッ

プを今後継続してやってもらうような充
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実を図ってもらうというか、もしくは完

全に違った形のものを提案して、住民主

体で進んでもらうというような形を来年

度一回、きっちり精査してもらいたいと

いうことをお願いしておきます。 

 それと、周辺整備事業でありますが、

このときの工事のバスベイを今後の展開

でつくるというような答弁が今ありまし

たが、現実には駅前の横断歩道ができ

て、あそこに駐停車できないということ

で、ずらしたところで歩道の中に乗降客

が並んで、歩道が狭くなって、また車道

もそういう形のとこで車がとめれないと

いう現状になっております。横断歩道を

つくってもらって、吹田側へ帰られる人

の並びが歩道の中で並ぶような形に今な

ってるんで、歩道が狭くなって雨の日と

かは通りにくくなったり、また車いすの

方なんかは本当に通れないような状況に

なってますんで、バスベイは、市民の皆

さんの安全で通行してもらえるという形

の中で、一日も早くそういう形で進めて

もらいたいというように、これは要望し

ておきます。 

 それと、千里丘西地区の再開発であり

ますが、そういう形で今年度ある地元の

強い地権者の方で、なかなか再開発も進

まないという現状の中で、日夜、夜討ち

朝駆けという形で今まで苦労されて、組

合と何とか進めたいということで、本当

に西口も摂津市の大きな顔となるところ

でありますので、使われてる方は吹田市

民の方が多いという形ですけど、やっぱ

り摂津市の中にあるＪＲの駅として大き

な摂津市の顔になっていきますんで、今

後こういう形の中で、本当にこの一、二

年が大きなヤマ場、これができなくて再

開発ができなかったら、また違う形を選

択しなければならないという形になった

ら、市の負担も大きくなり、また、こと

しは何とかこういう形で進めていきた

い。その中で、今まで吉田部長のほうが

取り組んでいただいて、本当に日夜そう

いう努力も見ております。そういう中で

今までは吉田部長が窓口で、より向こう

との深い人間関係をもたれてきて、副市

長もおられるから、あとは大丈夫やと思

いますが、そういった中で、やっぱり現

場でそういう形で日々成長されてる吉田

部長が後継者をいかにつながれて、今後

とも組合とのコミュニケーションを密に

できるかという今後の展開というところ

をお聞かせいただきたいと思います。 

○木村勝彦委員長 江草課長。 

○江草都市計画課長 先ほどの１回目の

野原委員のご答弁の中で、今年度、準備

組合新規加入者９名と申し上げました

が、４名の間違いですので、訂正させて

いただきます。よろしくお願いします。 

○木村勝彦委員長 吉田都市整備部長。 

○吉田都市整備部長 千里丘西でござい

ますけども、私がこのまちづくりを担当

してもう４０年ですけども、やはり最後

に残されてる課題の最大はもう西かなと

いうふうに我々も思ってます。 

 先ほど、バスベイの話が出ましたけれ

ども、我々は吹田市さんのためにあのバ

スベイはつくってるわけじゃなしに、あ

そこを歩かれてるのは吹田市民じゃなし

に、摂津市民なんです。車とか自転車で

寄りついてるのは吹田さんですので、や

はり駅前の安全対策というのは、摂津市

民に直接影響あるのかなというので、ご

指摘のとおり、我々はそれを注視して、

やっぱり早くやるべきやったら、判断を

下すということを考えております。 

 それと、西の再開発の関係の後継者の

問題でございますけども、私一人に非常
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にうれしいお言葉いただきましたけど

も、大規模地権者のお二人の方も準備組

合のほうに参加していただいたという、

今までにない結果を今年度は得れたかな

というふうに思ってます。ただ、入って

いただいても課題は山積みでございまし

て、今年度中に判断を下すというのが準

備組合の意気込みでございましたけど、

入っていただいた上での課題があるとい

うことを今後整理していきたいというこ

とで、もう少し時間をかけたいというこ

とで、ただ、準備組合のほうといたしま

しては、何年もかける気はないと。だか

ら、できるだけ早く結論を出すけれど

も、もう少し腰を据えて課題を解決して

整理したいということを今考えておられ

ます。ただ、私のほうといたしまして

は、後継者の問題がございますけども、

私は申しわけございません。もう３月末

をもっていないんでございますけども、

ただ、私一人が大規模地権者なり、準備

組合の役員さん等と面談をさしていただ

いているわけじゃございませんし、当然

ながら組織でございますので、ここにい

てます次長の土井なり、課長の江草なり

が同席をして、それなりに相手さんの反

応を肌で感じてるという中で今日まで参

っておりますので、そのあたりは当然組

織でございますので、その責任をやはり

前面に出て今後はやってもらえると。ま

た、それを今日までかかった経験を生か

してくれるかなというふうに思っており

ますので、我々は後輩を信用したいとい

うふうに思ってます。 

 以上でございます。 

○木村勝彦委員長 よろしいか。 

 三好委員。 

○三好義治委員 ３点について質問させ

ていただきたいと思います。 

 まず、議案第９号、補正（第４号）の

６ページで、商工費の健都イノベーショ

ンパークの企業立地推進事業の１，１５

２万円で年度内が無理だったとだけの説

明でございました。なぜ、この年度内が

無理だったのかという、根本的な理由を

お聞かせいただきたいのと、幾らほど繰

越明許をされてるのかという点について

お聞かせいただきたいと思います。 

 それと同じく、都市計画費で吹田操車

場跡地まちづくりの繰越明許１億２，０

００万円、工事の取り合いについていろ

いろと支障があったと。前回の予算説明

のときには、吹田の工事の影響を受け

て、繰越明許をせざるを得んようになっ

たというようなご説明もあったと思いま

す。トータル的に幾らぐらいを繰り越し

して、どんな工事が支障があったのか。

どの街区であったのか、もっと詳しくお

聞かせいただきたいと思います。 

 それと、予算書の今いろいろ議論があ

りました千里丘西地区市街地再開発支援

事業の点ですが、これは代表質問の中で

もご質問もさせていただいて、この千里

丘西地区の再開発の意義については、い

ろいろ質問もし、ご答弁もいただきまし

た。昨年まで今の議論の中でも調査費

用、準備組合員のほうに国庫支出金とし

てトータル３，０００万円でしたかね。

それの成果というか、報告書がまだ挙が

ってきてないんですよね。その報告書が

いつ挙がってくるのかと。その報告書が

挙がらずして、今回の予算には都市計画

図書作成等業務委託料を２，０００万円

組まれているんですね。それも一般財源

で組まれてると。この関連性がよくわか

らないんですね。まだ準備組合で調査を

されて、結果的には報告もいただいてな

い。その中でこういった都市計画の図書
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業務委託料を組まれるというのが、どう

いうような関連性があるんかなと。今お

話聞いていますと、やっぱり準備組合の

合意形成がなかなかとれてないという、

非常に大きな課題を抱えてますね。だか

ら、平成２８年度を含めてどういうふう

に今後の計画をされていくのか。また改

めてお聞かせいただきたいと思います。 

 以上、３点よろしくお願いします。 

○木村勝彦委員長 秋庭参事。 

○秋庭都市計画課参事 三好委員の吹田

操車場跡地まちづくり事業の繰り越しの

質問につきまして、ご説明いたします。 

 この１億２，０００万円の繰り越し理

由ですけれども、工事でございまして、

今年度施工しております市道千里丘７８

号線道路改良電線共同溝整備工事の工事

費でございます。 

 繰り越し理由といたしましては、先ほ

どもご説明させていただきましたけれど

も、当該工事部分につきましては、処理

場の東側において、標準幅員１４メート

ルの道路を拡幅してやっているんですけ

れども、ちょうど処理場の出入り口に関

しましては、吹田市が同時期に施工して

おります２件の工事、１件は千里丘４４

号線の道路整備工事、もう１件は処理場

の解体撤去工事、この工事用車両等の出

入りにつきまして、本工事との歩道整備

とあわせて調整を行っておりました。本

工事は歩道の整備をするんですけれど

も、その歩道の部分に工事用車両の出入

り口があったということで、その車両を

通しながらの本工事ということで、非常

に工事が輻輳している状況でございまし

た。当初から、それは想定しておりまし

て、何とか年度末までにできるように日

々調整をしておったんですけれども、吹

田の２件の工事のほうが、完工時期が１

か月遅れたということで、本工事の最終

でき上がる歩道の部分の工事がその後に

なってしまいますので、その分、約１か

月の遅れが生じました。ということで、

３月下旬の工期でありました工事を１か

月延伸いたしまして、繰り越ししたいと

いうふうに考えておる次第です。 

 ただし、３月３０日に千里丘中央線並

びにこの７８号線の供用開始を予定して

おりまして、実際の工事の中身につきま

しては、それまでにほぼ本工事は概成し

ます。残るのは、手直し等の後片づけ関

係の工事が残るということで、特に供用

開始に影響はないと考えております。 

 以上です。 

○木村勝彦委員長 山田次長。 

○山田生活環境部次長 私のほうから

は、商工費、健都イノベーションパーク

企業立地推進事業の繰越明許費について

ご説明申し上げます。 

 金額については、１，１５２万円でご

ざいまして、その内容につきましては、

今回、補正（第４号）で歳出で上げてお

ります報酬、旅費、需用費、委託料の内

容でございまして、全額の繰り越しをお

願いしたいということで提案させていた

だいてるものです。 

 その理由といたしましては、もともと

新年度当初予算でこの事業を実施する予

定で進めておったんですけれども、国の

ほうの平成２７年度補正予算で、地方創

生加速化交付金というのができました。

これがことし１月に入ってから、こうい

う事業ができまして、所管は財政課にな

るんですけれども、この加速化交付金の

対象事業として健都イノベーションパー

クの企業立地推進事業を提案するという

ことになりました。 

 その条件としまして、平成２８年度当
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初予算ではなく、平成２７年度の補正予

算での計上が条件ということになってお

ります。ただ、議会の議決、あるいは準

備のスケジュールの都合上、今年度中に

事業を完了することはできないというこ

とで、全額を平成２８年度に繰り越しさ

せていただくというものでございます。 

○木村勝彦委員長 江草課長。 

○江草都市計画課長 三好委員の千里丘

西地区の今後の進め方、予算の要求の考

え方についてのご質問にご答弁させてい

ただきます。 

 平成２７年度の千里丘西地区の街区整

備計画の報告書につきましては、支援し

ておる準備組合のほうで委託しておる工

期につきましては、３月１８日となって

おります。報告書の中身につきまして

は、本市も事務局をしておりますので、

中身のほうについては、十分把握してお

ります。 

 今回、委託しておる街区整備計画につ

きましては、まず、再開発の建物とか公

共施設とかの配置を計画して、事業の成

立がなるかというような検討をする街区

整備計画というのを作成するものであり

まして、来年度、平成２８年度の予算要

求をさせていただいておりますのは、そ

の計画をもとに、今度は再開発事業を実

際する区域の指定をするとか、その都市

計画の決定するにつきましては、２，５

００分の１の地形図、どこまでを都市計

画の区域の範囲に決めるかというような

委託を進めてまいりますので、順番に積

み上げた形の予算要望になっておりまし

て、今回の街区整備計画につきまして

は、平成２７年度に完了いたしますの

で、報告書ができてまいりましたら、ま

た時期を見て早い機会に本委員会のほう

にご説明、ご報告させていただくような

形を、また委員長のほうとご相談させて

いただきたいなと考えております。 

 以上でございます。 

○木村勝彦委員長 三好委員。 

○三好義治委員 健都イノベーションパ

ークの企業立地推進事業については、ス

タートしたときなんで、より慎重に、ま

たいい企業立地ができるようにいろいろ

検討していただきたいというふうに思い

ます。 

 それから、吹田操車場跡地まちづくり

事業で、請負契約を組まれてますよね。

工期が１か月延びたという部分につい

て、工事の補償関係は、業者さんとのか

かわりでやっぱり関連性が出てくると思

うんやけども、その補償金とか云々とい

うことは、今後発生してこないんかなと

いうように思うんですけど。事業につい

ては、工期が１か月ずれて、吹田との連

携が取れる中で、オープニングには間に

合うという、今ご説明を受けたんですけ

ど、もうもう一個やっぱり心配になるの

が、事由の発生状況によっては補償問題

まで関連はないんかどうかだけ確認させ

ていただきます。 

 それから、千里丘西地区の再開発事業

については、本当に苦労しているのが重

々わかるんですね。我々も心配してるの

は、やっぱり国庫補助金を受けながら、

準備組合で調査を行って、それが実際に

絵にかいたもちになったときに、どうい

うふうに国として取り扱われるんかなと

いうのも非常に気になるんですね。やっ

ぱり事業計画があって、調査費用がおり

てきて、それに基づいて摂津市、準備組

合が基本構想、それから基本設計、実施

設計、こういったことにつながっていく

はずなんですけども、だから、国から今

までいただいたお金と、吹田操車場跡地
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にこれまでかけたトータル金額は今幾ら

ぐらいになってますか。それを一度ご報

告いただきたいのと。国との関連は、ど

ういうふうに見とったらいいんかなとい

う分で、万が一やったら、前に進まんか

ったら返還せなあかんような状況も生ま

れるようなことにはならないんかなと。

こういったそういう心配もしてますん

で、その辺をご答弁いただきたいと思い

ます。 

 以上です。 

○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

回の街区整備計画につきましては、平成

２５年度から補助金をいただいておりま

して、総額１，０００万円をいただいて

おるところでございます。今回の計画に

つきましては、街区整備計画、住民の意

向を調査するという中身でいただいてお

りますので、再開発の可能性を探るとい

う意味合いでの調査での事業内容で補助

を認められてるところでございますの

で、これは進行するかどうかというのに

かかわらず、いただけるものであると考

えております。これをもとに本市は地元

の事業推進がとれれば進めていきます

し、この結果、この事業については地元

が合意できない。あるいは、調査の結

果、事業採算性がないという結果も、今

回は事業が進められるという、今の街区

整備計画上では進められるという結果は

出ておりますけど、例えば、事業採算性

はここはないよという結果も、この調査

の中ではそういう結果、最終報告もある

調査であると認識しております。 

 以上です。 

○木村勝彦委員長 秋庭参事。 

○秋庭都市計画課参事 三好委員の吹田

操車場跡地まちづくり事業に係る質問に

お答えいたします。 

 まず、繰り越しに伴います工事の補償

金等、問題ないかというご質問だったと

思います。 

 本工事はまだ繰り越しの議決を得てお

りませんので、一旦３月３１日まで工期

を延期しております。この繰り越し議決

を得れば、４月末まで工期を延ばしたい

というふうに考えておりますので、一旦

工事請負者との契約につきましては、３

月３１日に延ばす部分の工事補償、議決

を得れば、４月以降の工期の工事補償と

いう形で特に問題ないように考えており

ます。 

 それと、吹田操車場跡地の国庫補助金

関係の執行につきましてのご質問だった

かと思います。改めて、国庫補助金につ

きましては、全体で２０億円の国庫補助

を使っておりまして、そのうち、府の補

助が半分の１０億円でございます。残り

１０億円を吹田市、摂津市で負担金割

合、区画整理事業の全体の面積で吹田市

は６８％、摂津市は３２％となってお

り、合計摂津市の補助につきましては、

１億６，０００万円ということで、この

部分については、平成２１年から平成２

６年度まで補助金をいただきながら工事

をやっております。 

 吹田操車場跡地全体の事業費につきま

しては、本工事、この国庫補助金とあわ

せて保留地処分金等の費用も含めました

全体の最終は１２２億円かかっておりま

す。そのうち、街区工事ですね、そうい

ったものも含めて、工事費は約１００億

円かかっておる次第ですので、そのうち

の補助金の２０億円執行しておりますの

で、返還等につきまして、きちんと執行

してるということですので、特に問題は

ないと考えております。 
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 以上でございます。 

○木村勝彦委員長 三好委員。 

○三好義治委員 吹田操車場跡地の工事

の影響の件なんですけど、今の説明でい

きますと、僕が言ってるのは、そういっ

た道路工事というのは一括で工事請負契

約を組みますよね。それが吹田の関連で

工期が１か月延びましたよね。もともと

契約は３月末完成予定で進められてい

て、今回改めて繰越明許をやりますか

ら、実質的には工期延長になってるんで

すね。今の説明でいきますと、３月３１

日までの契約は一旦完了して、あとまた

追加契約を行いますというような答弁に

聞こえたんですね。追加契約というの

は、本来やったら、この繰越明許とはま

た別の取り扱いだというふうに思うんで

すよ。だから、そういう面では工事補償

金になって、ペナルティーをどっちが払

うかということにつながってくると思う

んですけども、もう一度ご答弁いただけ

ますか。 

○木村勝彦委員長 秋庭参事。 

○秋庭都市計画課参事 三好委員の質問

にお答えいたします。 

 工事につきましては、今現在、請負業

者と工期変更の手続をしておりますの

で、それにかかる補償等の問題はござい

ません。 

 以上でございます。 

○木村勝彦委員長 ほかに。 

 藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 それでは、さまざまな

議論をされていますので、１点だけ質問

させていただきたいと思います。 

 これは、吹田操車場跡地、健都のこと

についてでありますけども、振り返りま

すと、非常に最初は吹田貨物ターミナル

駅から始まりまして、そして区画整理、

長期間にわたってやってまいりまして、

いよいよ区画整理については、この３月

末で工期としては完了するという、大き

な節目を迎えることになりました。オー

プニングイベントも当初はとり行われな

いという予定だったそうですけども、私

どもも随分この大きな節目なので、形を

残してほしいということで申し出てまい

りまして、３月３０日にやっていただけ

るということで、これは大変心から感謝

をしたいと思います。 

 そういう意味では、この完了で吉田部

長も心置きなく退職をしていただけるの

かなというふうに思ったりするわけです

けども、南千里丘の開発とともに退職さ

れた部長もおられましたけども、今回の

吹田操車場跡地も一応ハード面について

は、一部若干残るとしても、一定これで

終止符を打つというふうになるんだろう

と思います。これから精算を行われてい

くということで、先ほど来の補助金の関

係とかもおっしゃっていましたが、最終

的にはちゃんとまとめて市がこれだけ出

しましたというようなことも含めた表に

していただいて出していただけると思い

ますが、これはお願いしておきたいと思

います。 

 それで、これから残るのは、主要事業

にありましたが、健都イノベーションパ

ークの企業立地推進事業というのと、そ

れから、ソフトの面で健康・医療のまち

づくりというのが、これからどっちかと

いうとソフトの面が中心になってくるだ

ろうと思います。 

 今、摂津市の保健福祉総合ビジョンと

いうのは、それに基づいて今されて、も

う最終段階に入ってると思うんですが、

策定をされているということになります

が、去年の９月に出されています中間報
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告によりますと、まだまだ壮大な計画が

出されていますが、例えば地域医療の取

り組み、吹田と摂津と国循とあわせてこ

れからやっていくというようなことも載

せられていますし、また、健康・医療の

まちづくりについても、幾つも課題を提

案をされています。今後、来年の平成２

８年度以降、これからこういった取り組

みを総括的に結構です、概略、区画整理

ができて、これからそれぞれの区画が今

これから民間も含めて工事に入っていく

という段階になりますが、どのようにソ

フト面、健康・医療のまちづくりについ

て、展開をしていくことになるのか、１

点だけ教えていただきたいと思います。 

○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 それでは、藤浦

委員のご質問にお答えをいたします。 

 健康・医療のまちづくり、吹田、国

循、吹田市民病院等が入って現在進めて

いる中で、来年度以降の展開ということ

でございますが、中間報告で一旦、方向

性につきましては、生活習慣病の予防と

健康づくりの先進地域を目指すという、

大きな方向性については示させていただ

いたところでございます。その上で、い

ろいろ課題があるということで、中間報

告のほう取りまとめさせていただきまし

た。これにつきましては、今後、実現化

に向けて個々の議論をしていかなあかん

というところで関係者の認識は一致して

おります。じゃあ、それをどのように進

めていくかというところなんですが、課

題について一つ一つに対応してというわ

けではないんですが、大きなテーマに沿

ってでは、一つは関係者の中でワーキン

ググループを設置しまして、その大きな

方向性を実現するためにどういう具体的

な取り組みをしていくのかというのを継

続的に話をしていくというのが一つござ

います。ですので、平成２８年度はそう

いうところを一つ一つ議論を重ねていく

という形になろうかと思っております。 

 当然、吹田市と摂津市、吹田操車場跡

地だけを見れば、当然担っている機能と

いうものについては違いがございますの

で、それぞれ取り組み内容についての濃

淡であるとか違いは出てこようかと思い

ますが、目指すところは一緒でございま

すし、それについて、やはり吹田に病院

があるから摂津市は何もしなくていいと

いうわけでもないですし、吹田市からと

っても、そこだけで完結させてしまって

も、健都という全体のことを考えますと

意味がないということですので、両者が

しっかりと健康・医療という側面、当

然、両市の健康課題というのは多少違い

もございますが、それについてきっちり

と正面で取り組んでいくための態勢を組

んでいくというのが必要かなというふう

には思っております。 

 基本的には中間報告に基づきまして、

それぞれの個別課題について関係者とき

っちり議論を詰めていきたいと思ってお

ります。 

 以上でございます。 

○木村勝彦委員長 藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 その言われた中には、

中間報告の中にロードマップを今後つく

っていくというようなこともありますの

で、実際には国循が来るのは開業平成３

０年ということですし、イノベーション

パークもこれからということになります

から、一つの目途としては平成３０年が

目途になるのかなというふうには思うわ

けですけども、その辺のスケジュール感

も、一度大体こういう感じでやっていこ
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うというスケジュール感があれば、教え

ていただきたいと思います。 

 それから、先ほど申し上げました吉田

部長のほうもこれで最後ということで、

長年にわたってこの取り組んでいただい

た吹田操車場跡地です。ある意味では生

みの親であるような思いだと思います

が、最後に一言おっしゃっていただきた

いと思います。何でも結構です。 

○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 それでは、藤浦

委員の２回目のご質問でございまして、

３０年度に向けてのスケジュール感とい

うところでございます。 

 先ほど、ご質問の中にもございました

保健福祉総合ビジョンにつきましても、

実は３年計画という形でお示しをさせて

いただいております。なぜ平成３０年度

かというところなんですが、一つは健康

せっつの中間見直しがあるというのが一

つの大きな理由ではあるんですけども、

平成３０年度に先ほどご質問の中にもご

ざいましたとおり、国循の移転というと

ころで一定目途がつくのかなというふう

に思っております。今現在は、まだ国循

さん当然来られてない中での健康・医療

のまちづくりというのを議論をしている

というところですが、来た後の姿という

のは、今後、平成３０年度になれば、非

常に見えてくるのかなと思っておりま

す。当然、国循さん来られましたら、国

循さんのほうで今考えておられるのは、

一つは摂津市と吹田市も含めてですけど

も、生活習慣病の予防プログラムを一緒

につくろうじゃないかという呼びかけを

されています。その事業につきまして

は、平成３０年度からのスタートになろ

うかというふうに思っておりますので、

それに向けて、我々としてはまずは保健

福祉総合ビジョンの中に策定しました

「まちごと元気！推進プラン」ですね。

これの内容をまずは徹底的にやらせてい

ただきたいと。それを着実に進展するこ

とによって、次、平成３１年度以降です

ね。国循が来たときに、国循と一緒にさ

まざまな事業をさらに展開することによ

って、生活習慣病予防と健康づくりの先

進地域という大きな目標に向けて頑張っ

ていきたいなというふうに思っておりま

す。 

 以上でございます。 

○木村勝彦委員長 吉田都市整備部長。 

○吉田都市整備部長 長い間の思いを語

れということでございまして、この吹田

操車場跡地に関しましては、事業そのも

のはＵＲに委託してますので、私が一番

思い入れがあるのが、４年前ですか、正

月明けに副市長が先頭に立って、下水処

理場問題がにっちもさっちもいかなかっ

たと、そこまで相当吹田ともやり合いし

ましたけども、答えを出してこないと。

我々は、それがない限りは何もおさまら

ないというのが副市長の方向を持っては

りましたんで、乗り込もうと、もう行こ

うということで正月明けたその日に吹田

市さんへ担当部長を引き連れて行った

と。そこで最終的に結論出せということ

で、副市長から向こうの副市長に強く要

請されて、向こうはもうわかりました

と。我々のほうで整理すると。こういう

内容で整理、つまり期限も決めて、下水

処理場は廃止、撤去、都市計画も廃止と

いうことを結論もらいました。そして、

周辺の整備、そして、今のスポーツ広場

ができますけれども、官舎跡地の利用等

々、全部整理できたかなと。やはり、行

動、基本的には行動あるのみというのを
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副市長に見せていただいたのかなという

ふうに思います。あのとき言われたの

は、「おまえら好きなこと言え」と、

「責任持ってやれ」ということも指示い

ただいておりまして、その結果が今の吹

田操車場跡地の処理場もなくなって、今

いろんなイノベーションのような夢も語

れるまちになったのかなというように思

います。 

 先ほど、最初からということで昭和６

０年ですか、国鉄民営化の話があって、

幸い５８年から話がございました。我々

は梅田貨物駅移転反対ということで、あ

の当時の清算事業団と相当やり合いし

て、基本協定結ぶまで私もやってました

けども、だから、結局最初に取っかかり

で聞いていて、そして、今回換地までこ

れたというのは、まち開きまでできたと

いうのは、私はほんまに幸せやったなと

いうように思ってます。 

 以上でございます。 

○木村勝彦委員長 ほかにありますか。 

（「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１１時１２分 休憩） 

（午前１１時１４分 再開） 

○木村勝彦委員長 再開をいたします。 

 議案第２４号所管分及び議案第４３号

所管分の審査を行います。 

 本２件については、補足説明を省略

し、質疑に入ります。 

 質疑のある方は。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○木村勝彦委員長 質疑なしと認め、質

疑を終わります。 

 暫時休憩します。 

（午前１１時１５分 休憩） 

（午前１１時１６分 再開） 

○木村勝彦委員長 再開します。 

 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

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

しました。 

 議案第２４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

しました。 

 議案第４３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

しました。 

 これで本委員会を閉会いたします。 

（午前１１時１８分 閉会） 
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