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（午後２時３４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いたします。 

 まず、理事者から挨拶を受けます。 

 登阪市民生活部長。 

○登阪市民生活部長 本日は、本会議終

了後でお疲れのところ、駅前等再開発特

別委員会を開催いただきまして、ありが

とうございます。 

 本日は、去る５月６日の本特別委員会

でご説明申し上げました、健都イノベー

ションパークへの企業誘致に係るアンケ

ート調査の結果がまとまりましたので、

その概要を報告させていただきます。 

 また、企業誘致に関連しまして、大阪

府と連携しました動きがございますの

で、あわせてご報告させていただきま

す。詳細につきましては、引き続き山田

次長よりご説明させていただきますの

で、どうぞよろしくお願い申し上げま

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、企業誘致に係るアンケート

調査の結果について説明をお願いします。 

 山田市民生活部次長。 

○山田市民生活部次長 それでは、私の

ほうから、企業誘致に係るアンケート調

査の結果の概要についてご説明申し上げ

ます。 

 まず、資料１をご参照ください。 

 まず、調査の概要でございます。調査

目的ですが、健都イノベーションパーク

につきましては、定期借地権の設定を前

提に土地利用を検討してきましたが、こ

れまでの関係者との意見交換では、購入

の希望は複数寄せられておりますが、定

期借地のニーズが余りないという状況に

ありましたことから、事業者募集に際し

てニーズの再確認を行うものでございま

す。調査内容につきましては、健康・医

療分野の事業者等が事業用地を求める場

合の購入及び定期借地に関するそれぞれ

のニーズの強弱を把握し、あわせて購入

及び定期借地を希望する理由などを金融

機関等がどのように把握しているかを調

査したものでございます。調査は、先月

１１日から２０日までの間、健都イノベ

ーションパークについての概要を把握し

ておられ、企業等の不動産ニーズに関す

る情報を持ってると見込まれる金融機関

及び調査研究機関など９者で、主に本市

及び吹田市職員が訪問して担当者からヒ

アリングを行いました。 

 次に、結果の概要でございます。 

 質問１は、健都イノベーションパーク

に企業が事業用地を求める場合の購入及

び定期借地に関するニーズの強弱につい

てでございます。結果といたしまして

は、①②の土地の用途を医療・健康分野

や研究開発施設に制限した場合は、③の

分野や施設の制限がない場合よりも全体

的には健都イノベーションパークに用地

を求めるニーズが弱くなる傾向にはござ

いますが、いずれの場合も購入に対する

ニーズのほうが定期借地に対するニーズ

よりも強いということがわかりました。 

 質問２では、購入を希望する場合の理

由を聞いております。その結果、会社の

方針として不動産を伴う設備投資の場

合、購入が絶対条件になっていること

や、研究開発施設は建設コストが割高で

あるため、施設を撤去して土地を返却す

るという選択肢は考えにくいこと。それ

から、健都イノベーションパークは立地

条件がよく将来性もあるため、担保価値
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としても土地を所有したいと考える傾向

にあることなどがわかりました。 

 次のページの質問３においては、定期

借地を選択するという場合の理由を聞い

ております。その結果、購入を希望して

も資金力が弱いため、一時的な負担が少

ない借地を選択せざるを得ない。土地取

得コストを押さえて、建設費に充当した

いというのが主な理由であることがわか

りました。一方で、資産を所有しない方

針であるとか、プロジェクトや戦略とし

て一時的に立地するという理由で定期借

地を選択される場合もあることがわかり

ました。 

 質問４の主な事由意見としましては、

金利や融資の面で購入が選択されること

や、企業の規模にかかわらず購入の希望

があることなどが把握されました。 

 今後、このアンケートの結果も踏まえ

まして、引き続き関係機関が連携しなが

ら企業立地の推進に取り組んでまいりま

すが、本市が所有する用地につきまして

は、国立循環器病研究センターを核とす

る医療クラスターの形成にふさわしい事

業者に立地していただき、将来にわたっ

て強固な連携が図れるよう、より多くの

すぐれた提案の中から事業者を決定する

ために定期借地に限定せず選択肢をふや

して、売却も含めた土地利用を進めたい

と考えております。企業誘致に係るアン

ケート調査の実施についての報告は以上

です。 

 引き続きまして、健都イノベーション

パークへの企業誘致に関連しまして、若

干の動きがございますので、この場をお

かりしまして、ご報告させていただきま

す。 

 資料が当日の配付になりまして申し訳

ございませんが、資料２をご覧くださ

い。 

 大阪府の成長産業特別集積税制につい

てご説明申し上げます。 

 大阪府では、府内にライフサイエンス

分野、新エネルギー分野における世界有

数の拠点をつくることを目的としまし

て、大阪府が指定する成長産業特別集積

区域に進出する企業に対しまして府税の

優遇措置を設けております。従来の対象

区域は国の国際戦略総合特区に指定され

た地域のうち府が規則で定めた区域に限

られていましたが、このほど健都イノベ

ーションパークについても地元市からの

申請によって対象区域に指定できるよう

制度が改正されました。本市といたしま

しては、成長産業特別集積区域として大

阪府の指定を受けることによって健都イ

ノベーションパークへの進出企業が府税

の優遇措置を受けることができるという

メリットがございますので、企業立地が

推進されるものと考えられ、区域指定の

申請手続を行うことといたします。な

お、対象区域として申請を予定していま

すのは、資料の次のページのとおり健都

イノベーションパークの全域でございま

す。 

 制度の概要といたしましては、１ペー

ジに戻っていただき、中段に記載のとお

り、一定の条件によって府税の優遇措置

が受けられるもので、最大で不動産取得

税が免除、法人府民税、法人事業税につ

いては５年間免除、その後５年間２分の

１になるというものでございます。対象

区域は従来特区税制の対象区域に限られ

ておりましたが、今回の改正によって大

阪府が新たに指定する成長産業特別集積

区域にも拡大されました。なお、区域の

指定は市町村との連携を図るため市町村

からの申請制となっております。対象事
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業は従来の医薬品、医療機器、再生医療

等のライフサイエンス分野、そのほか太

陽光、リチウムイオン電池などの新エネ

ルギー分野及び国際貨物などのこれらを

支援する分野としておりましたが、今回

の改正によりましてライフサイエンス分

野に健康関連事業が、新エネルギー分野

に水素関連事業が加わっております。認

定期間は平成２８年度から平成３２年度

となっておりまして、事業者が作成した

事業計画を大阪府が審査、認定した上で

適用されることとなっております。な

お、大阪府が作成しました制度の概要を

資料として添付しておりますので、ご参

照ください。 

 今後のスケジュール等につきまして

は、本市が７月上旬をめどに区域指定の

申請手続を行い、大阪府が７月中旬から

下旬をめどに区域指定を行う予定となっ

ております。 

 以上、健都イノベーションパークへの

企業誘致に関連しましてのご説明とさせ

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。 

 この際、質問がありましたらお受けし

たいと思います。 

 弘委員。 

○弘豊委員 それでは、ちょっと確認も

含めて何点か聞いておきたいというふう

に思います。 

 最初に、企業誘致にかかるアンケート

調査の結果についてなんですけれども、

アンケートの対象がここに書かれている

９つの金融機関、調査研究機関というよ

うなことで書かれていて、母数が少ない

中で判断をしていくのかなという点と、

質問１で購入希望のほうが多いと言われ

てますけれども、質問２、質問３のとこ

ろで、定期借地を希望しているというふ

うなところもある中で判断し切ることが

できるのかなというところが１点。 

 それから、今後、売却も含めた検討と

いうことなんですけれども、一部売却、

一部は定期借地という選択があるのか。

また、もともとここは国立循環器病研究

センターへ後々建てかえていただく用地

ということで定められているとお聞きし

てますけれども、当初のクリーンセンタ

ー、下水処理場跡地との関係を維持して

いく必要があるわけですよね。そこらあ

たりのところをちょっとお聞かせいただ

きたいなと思います。 

○木村勝彦委員長 山田次長。 

○山田市民生活部次長 まずは１点目の

今回９者だけのヒアリング、母数が少な

くてこれで判断できるのかということで

ございますが、今回のアンケートは吹田

市、大阪府、そして本市へ、今後いろい

ろと個別の企業等のヒアリングも行って

くる中での再確認ということでさせてい

ただきました。今回ヒアリングしました

金融機関あるいは調査機関等の担当者は

以前から本市や吹田市との接触があっ

て、健都イノベーションパークに関して

も我々がターゲットとする健康・医療関

連企業の情報を持っておられるとことい

うところに絞ってヒアリングをしたもの

でございますので、この健都イノベーシ

ョンパークに関する関連企業の意向、情

報については反映されてるものというこ

とでニーズ把握ができたものと考えてお

ります。 

 確かに定期借地の希望もあるわけなん

ですけれども、これについては今回の結

論としましては、定期借地に限らず売却
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も含めた募集、誘致活動ということでご

ざいます。ということで、全部で吹田市

が持ってる土地と摂津市が持ってる土地

を合わせて４ヘクタールございますの

で、全てが売却になるのか、一部定期借

地になるのかというのはこれからの誘致

活動、募集の段階で変わってくるのかな

と思っております。 

 リザーブ用地として進めてきたところ

でどうなるのかということなんですけれ

ども、確かに健都イノベーションパーク

の事業用地につきましては吹田市が岸辺

駅前に国立循環器病研究センターを誘致

する際、将来の再移転候補地として提案

した経緯がございまして、そういうこと

で定期借地を前提にこれまで土地利用を

検討してきたものでございますけれど

も、仮に一部なり売却となった場合でも

健都イノベーションパークへの将来的な

再移転の可能性というのは、確かに定期

借地とする場合と比べたら小さくはなり

ますけれども、これは常々国立循環器病

研究センターや吹田市の担当レベルで意

見交換をしておりまして、国立循環器病

研究センターの担当レベルでの意見で

は、現時点では将来的な再移転を考える

よりも、できるだけ長く岸辺駅前の健都

イノベーションパークの新しい場所にこ

れから建設される新センターで運営して

いくことを検討したいという旨の意向も

聞いておりますし、そのあたりは吹田市

とも確認しております。というふうな中

で、国立循環器病研究センターと強く連

携した医療クラスターを形成すること

が、今現時点での最優先の課題、方針と

いうことでございまして、今後も両市で

連携を図りながら健都イノベーションパ

ークへの企業誘致を推進する条件整備を

行いたいと考えております。その条件整

備の一つとして売却という選択肢もある

と考えております。 

 以上です。 

○木村勝彦委員長 弘委員。 

○弘豊委員 少し今のご答弁を聞いても

わかりにくいなと思ったところがあるん

ですけれども、実際、国立循環器病研究

センターとして、健都イノベーションパ

ークの事業用地と下水処理場跡地のとこ

ろを移転用地として確保しておく必要が

あるというようなことはこれまでの取り

決めの中であったのかなかったのか一つ

確認しておきたいのと、それとこの一連

の企業誘致のことを考える際に、当初国

立循環器病研究センター本体のほうにで

きるオープンイノベーションですかね、

あそこの中に研究施設も入っていく一定

規模ですよね。それ以外にこの敷地にさ

らに企業誘致というようなことで取り組

みをしていくわけですけれども、仮に定

期借地を外して売却というようなことを

していくときに、それだけの敷地が全部

埋まる見通しがあるのか。また、売却や

一部定期借地というようなことをするん

だったらここに国立循環器病研究センタ

ーが移ってくる可能性がちょっと低くな

る中で定期借地を残しておかないといけ

ないということがあるのかどうかです

ね。そこらあたりが少しわかりにくいん

ですけれども、もう一遍お答えいただけ

ないでしょうか。 

○木村勝彦委員長 山田次長。 

○山田市民生活部次長 まず、１点目、

国立循環器病研究センターの再移転先と

してこの健都イノベーションパークの用

地を確保しておく必要があるのかという

ところなんですけれども、これについて

の経緯は吹田市が国立循環器病研究セン

ターを誘致するに当たって、再移転の候
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補地としてこういう土地もありますよと

いうことで提案をされたということで把

握しておりまして、国立循環器病研究セ

ンターが必ずそこに土地をリザーブして

おいてくれというようなことではなかっ

たと認識しております。 

 それから、売却で全部埋まる見通しか

どうかということでございますが、これ

については誘致活動を今進めているとこ

ろでございますので、それも一度に全て

募集して、一度に埋まるというようなこ

とではなくて、段階的に完成していけば

いいというようなことで考えておりまし

て、例えば一番最初にはある程度名の通

ったといいますか、健都イノベーション

パークに最もふさわしい企業に来ていた

だいて、その後、そことの連携とかいう

ことも含めて新たな企業がその後に集ま

ってくるというようなことも考えられる

のかなと思っております。 

 それから、定期借地を残しておく必要

があるのかということでございますけれ

ども、これについては先ほどもご説明し

ましたように、定期借地というニーズも

一部にはございますので、まずは医療ク

ラスター形成ということが最優先ですの

で、売却でなくて定期借地を希望という

ような企業がありましたら、そのニーズ

にも対応できるようにと考えておりま

す。 

 以上です。 

○木村勝彦委員長 我々が当初に聞いて

いた話では、国立循環器病研究センター

は３０年たったら建てかえるという方針

を持ってるというようなことを聞いてた

んだけど、そういう事実はなかったのか

な。 

○山田市民生活部次長 現時点で、これ

は事務レベルでのやりとりにはなるんで

すけれども、３０年で建てかえというこ

とは国立循環器病研究センターでは公表

もされてないですし、確定もしてないと

いうことで、今の時点ではできるだけ新

しい施設を長くもたせてというお考えで

すし、それから我々としましても、もし

それが３０年なのか、４０年、５０年な

のかわかりませんけれども、次に建てか

えということになりましたら、少なくと

も健都イノベーションパークの中で残っ

ていただけるようにということで、その

ために強固な医療クラスターをつくるこ

とが重要であって、その優良な国立循環

器病研究センターと連携できる企業を誘

致するために条件の整備をしていきたい

という考えでございます。 

○木村勝彦委員長 ほかの委員から。 

 弘委員。 

○弘豊委員 今、答えていただいて、そ

れでもやっぱり少し納得できないなとい

うような部分が残ってくるんですけれど

も、このアンケートをとって、その意向

に沿って売却も含めてというようなこと

で、ある意味土地購入を希望する企業の

要望に応えていくということなのかなと

受け取るんです。もともとは定期借地と

いうようなことで編みかけてた部分を、

やっぱり購入の希望が多いからそちらの

ほうに融通していくのかなということを

感じられて。それで、このアンケートの

質問２、３それぞれ希望の中身を見たと

きに、資金力の大きい企業が購入希望を

してるわけですよね。そういうところの

ニーズが優先されるといったら変ですけ

れども、そうなっていくのかなと気にか

かるのと、それともう一つ、後から追加

で出てる資料２で、ここではさらに優遇

税制も受けれるということになって、至

れり尽くせりみたいなことになっていく
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のではないかなと感じられるんです。こ

の間、この特区政策の中でライフサイエ

ンス部分が関西圏ではここの健都にとど

まらず彩都や神戸のほうでありますと

か、まだまだ地域で医療特区というよう

なことになっていってる中で、健都のほ

うにも来てもらおうと思ったら、同じよ

うに足並みをそろえていこうというふう

な、そういう思いはわからなくはないん

ですけれども。でも、そこまでしないと

誰も来てもらえないのか、当初のお話の

中ではこの健都イノベーションパークの

構想を聞いてる中では、いろいろな企業

が手を挙げてここに我よ我よと来てくれ

るのかなという印象も受けた気がするん

ですけれども、これを見ているとどうも

そうではないのかなと。よそとこっちと

どっちに行こうというというふうに思っ

てる企業が多いのかなということを感じ

るのですが、そこらあたりは実際のとこ

ろどうでしょう。 

○木村勝彦委員長 山田次長。 

○山田市民生活部次長 確かに当初は国

立循環器病研究センターが来ることによ

っていろいろな企業が集まってくるとい

う考えもあったんですけれども、この

間、国立循環器病研究センターも含めて

大阪府、吹田市、摂津市との推進協議会

でいろいろな情報交換をする中でそう簡

単にはいかないということがございまし

て、特に定期借地というのも一つのネッ

クになってるという意見もございまし

た。ということで選択肢を広げて、さら

にインセンティブといいますか、優遇措

置というのも設けて誘致活動を行ってい

く必要があるという判断に至っておりま

す。特にその優遇措置につきましては、

今、多くの自治体でも同様の優遇措置を

設けておりますので、基本的に企業のほ

うも優遇措置があるというのを前提で移

転先を探されたりしてるということも聞

き及んでおりますので、そういう条件整

備も必要かなというふうに思っておりま

す。 

○木村勝彦委員長 弘委員。 

○弘豊委員 この健都イノベーションパ

ークの企業誘致にかかわって当初思って

たのと少し違ってきてるのかなというこ

とできょう報告を聞いているわけなんで

すけれども、だったら３０年後なり、将

来的に摂津市に本体が移転してくるとい

うことがもうないんだよということとか

であるならば、必ずしもここの敷地全体

を産業集積の土地活用にしていかなけれ

ばならないということも考え直す必要が

あるのかなということを少し今のご説明

の中で感じて、例えば国立循環器病研究

センターから近い吹田市のあたりからず

らっと企業が埋まっていくみたいなこと

になったときに、最後一番遠い摂津の今

所有する部分は、必ずしも研究開発とか

そういうふうなことではなくて、例えば

摂津市として保有している公有地、千里

丘の地域の中ではそんなに多くないです

よね。今、先ほどの本会議の中でも言わ

れてたような保育所用地なんかの確保は

どうするのかなというようなことも、き

ょうの本会議に出てる中で感じたりもし

ておりましたので、そこのところは一定

考えておく必要があるのかな。だから、

普通に考えて、売れていく順番は国立循

環器病研究センターに近いほうからだと

思うんですけれども、だとすると摂津市

の保有してる土地というのが後回しにな

ってくるように感じるんですけれども、

最後にそこのところだけちょっとお聞か

せください。 

○木村勝彦委員長 山田次長。 
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○山田市民生活部次長 誘致活動につき

ましては本格化したばっかりですので、

今の時点ですぐに全部埋まるとも、時間

がかかるとも、なかなか判断が難しいわ

けなんですけれども、国立循環器病研究

センターの移転と別に大阪府が進めてい

る国立健康・栄養研究所の移転の話もご

ざいます。国立健康・栄養研究所に関連

した食品であるとか、健康であるとか、

そういった企業の関心もこれから具体に

見えてくるということもあると思います

し、一定この地域については正雀下水処

理場の跡地のまちづくりの基本計画とい

う中で健康・医療の関連創生ゾーンとい

うことで位置づけて、これからまちづく

りを進めていこうということでおります

ので、当初の方針に従って現状では取り

組んでいくと考えております。 

○木村勝彦委員長 三好委員。 

○三好義治委員 二、三点、私は確認の

意味で質問したいと思います。 

 先ほど委員長から質問がありましたよ

うに、私も国立循環器病研究センターを

誘致するのに、当初箕面市とか茨木市と

か吹田市が手を挙げて、最終的に国立循

環器病研究センターが吹田操車場跡地に

来るという話の中で、条件としてリザー

ブ用地の確保も入ってると伺っておりま

した。ただ、それも数年前の話で確定を

されて、国立循環器病研究センター独行

法人が現地建てかえを全国的に推進して

いるというようなうわさもチラホラ聞い

ておりました。方針転換はあって当たり

前かなとは思いますけど、ただ、当初約

束してたのに、吹田市、摂津市、国立循

環器病研究センターと相談せずにこうい

うリザーブ用地ではありませんよとか、

そこは今度参入される事業者任せになり

ますよとかいうよりも、国立循環器病研

究センターに改めて確認をされて委員会

に報告していただいたらどうかなという

ふうに、まず１点思います。これは要望

としておきます。 

 それと、このリザーブ用地を健都が摂

津市域の中で４ヘクタールある中の９割

が吹田市の土地であって１割が摂津市で

ちょっとありますよね。それで、土地を

売却した場合、定期借地権の場合の固定

資産税が今後、将来変わってくるんです

よね。土地を売却した場合は、これは摂

津市域の中で、摂津市は今度固定資産税

をいただけるようになります。それは定

期借地権の場合は、これは吹田市から摂

津市がいくらかいただくようになってた

んですけど、これが減免されるので、こ

の部分のお金のことばっかり計算したら

あきませんけど、売却になった場合、摂

津市に対する固定資産税は間違いなしに

これは摂津市に入ってくるのかなという

分と、建物にかかわる家屋もそうですけ

ど、法人市民税関係も売却になるとこれ

は摂津市になってくると思うんですよ

ね。そういったことが今わかる範囲で答

えていただきたいのと、それから、やっ

ぱり摂津市域であっても吹田市が以前大

阪府から購入されてた経緯があって、も

ちろん吹田市と協議はしてきたとは言っ

てますけど、吹田市先行型になってるの

ではないかなというような、一方では不

安にもなってるんですけど、摂津市の発

言権はその点はどういう場でこういう協

議をなされてるのかもお聞かせいただき

たいと思います。 

○木村勝彦委員長 山田次長。 

○山田市民生活部次長 まず、固定資産

税についてでございますが、吹田市が所

有されてる土地を吹田市が所有したまま

定期借地ということで企業に貸すとなれ
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ば、吹田市から摂津市に交付金という形

で固定資産税相当分が入ってくるという

ような仕組みになっております。ただ

し、都市計画税分については、それは交

付金の対象にならないということでござ

います。これを吹田市が民間企業に売却

した場合は、企業から摂津市に固定資産

税及び都市計画税が入ってくると、この

ようになっております。法人市民税につ

きましては、その企業の例えば活動の実

績であるとか従業員数とかに応じて、借

地であっても購入であっても、摂津市に

入ってくるものと考えております。 

 それから、吹田市が先行になっていな

いのか、どのような協議をしてるのかと

いうことでございますけれども、こと企

業誘致に関しましては大阪府が事務局と

なりまして、国立循環器病研究センター

と吹田市と摂津市の担当者レベルでの国

立循環器病研究センターを核とした医療

クラスター推進協議会という組織で常に

情報交換、意見交換をしながら進めてお

りまして、当然それだけではなくて、日

々、吹田市の担当者と連絡をとりながら

進めているところでございます。ただ、

企業誘致以外にいろいろな用地のハード

的な部分ですね、これは摂津市の都市計

画課のほうが所管になりますけれども、

それも摂津市の都市計画課とそれから吹

田市の担当とで日々やりとりをしている

ということで、吹田市が特に先行してと

いうことでやっているのではなくて、連

携して事業を進めているということでご

ざいます。 

○木村勝彦委員長 三好委員。 

○三好義治委員 おおよそわかりまし

た。これから、またいろいろ議論をする

機会があると思います。やっぱり、土地

売却をやって民間が入ってきたら、１０

０分の０．３％の都市計画税が上乗せで

入ってくるというのは、余りはっきり言

えないけどいいことだなと思いますし。 

 それから、もう一点、最後に話してた

吹田市先行型ではないのかなという部分

で、やっぱり気になる部分が医療もしく

は健康分野の企業でも多種多様にあるの

で、選考基準も考えながら今後連携をと

ってから、特に国立循環器病研究センタ

ーが横の連携をとれるかどうかというこ

ともしんしゃくしながら吹田と連携をと

ってやっていただきたいと、このように

思いますので。 

 以上で質問を終わります。 

○木村勝彦委員長 藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 ちょっと私も確認をし

たいことがあるんですけれども、まず、

このアンケート結果から担当課としてど

のように捉えておられるかということが

一番気になります。先ほどいろいろ説明

されてる中に、選択肢を広げるというキ

ーワードとか、段階的に進めていくとい

うこととか言われてますけれども、当初

は全然国立循環器病研究センターがこう

いうふうに来るということで、健都イノ

ベーションパークって華々しく打ち上げ

て、今回調査に入られてますけれども、

その結果を見ると定期借地では、「やや

強い」が４件、売却では「やや強い」が

６件ということでございましたが、３番

目の分野や施設を制限しない場合という

のはあえてつけ加えられていて、この分

野や施設を制限しないということはイノ

ベーションパークに全然関係ないような

施設でもどうですかという問になるのか

と思うんですけれども、これは「強い」

が８件で非常に興味があるということ

で、恐らく私の想像では住宅とかマンシ

ョンとかそういうところであれば利便性
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もいいし、非常にいいところだと、また

高く売れる可能性があるということなの

かもしれませんし、実際に進めていって

公募をされてどれほど集まるかわからな

いけれども難しいだろうなという認識を

してはるのかなという気がするんです。

最後はどうしても集まらなかった部分が

あったら規模を縮小して残りは売却する

ということもありなのかなという感じま

した。これは担当者としてはどのような

認識をこのアンケートで持たれたのかと

いうことをちょっと聞きたいと思いま

す。 

○木村勝彦委員長 山田次長。 

○山田市民生活部次長 先ほどのご答弁

の中でも申し上げましたように、当初思

ってましたところでは国立循環器病研究

センターが来ればいろいろな企業が集ま

ってくるのかなということだったんです

けれども、いろいろと情報収集をする中

でそう簡単にはいかないなというのが現

状の感覚でございます。そういう中で、

やっぱり定期借地というのがネックにな

ってる部分もあるということで、今回こ

ういうアンケート結果も踏まえて選択肢

を売却にも広げたということでございま

す。このアンケートの中で特に分野を制

限しないというのも設けてるんですけれ

ども、これについては分野を制限せずに

売却とか貸し出すということではなく

て、この立地条件の有効性といいます

か、そういうところを確認したという意

味もございます。いずれにしろ、なかな

か現状では簡単に誘致というのはいかな

い、難しいなというように感じていると

ころでございます。 

○木村勝彦委員長 藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 近隣の住民の方から

も、これは何ができるんですかという声

を非常に聞きます。気にされております

が、僕はイノベーションパークなのでま

だ決まってませんということで話をして

るわけですけれども、ちょっと気になり

ますのは先ほど言いましたように、実際

にやってなかなかうまくいかないという

ときには、この３番目の「強い」が非常

に多いということもあって、それは大い

に可能性はあるかもわかりませんけれど

も、そういうこともありなのかなと私は

認識をしています。そうならないことが

一番望ましいんですけどね、やっぱり大

きな壮大な絵を描いたような形になるの

が一番いいと思いますけれども、それは

それである程度柔軟に対応しないとあか

んところもあると思うんですね。それ

は、努力はしていただきながらも柔軟な

対応をお願いしたいと思います。 

 全体的には、これはどういうスケジュ

ールになるんですか。もう国立循環器病

研究センターは平成３０年度にオープン

ですけどね。先ほど順次とおっしゃいま

したけど、全体的にはどんなスケジュー

ル感を持っておられるのかということを

ちょっと聞いておきたいと思います。 

○木村勝彦委員長 山田次長。 

○山田市民生活部次長 国立循環器病研

究センターが平成３０年度末、あるいは

建物が平成３０年度末にできてオープン

がそれ以降というようなスケジュール感

というふうに聞いておりますので、国立

循環器病研究センターと連携した研究活

動ができるという意味では、平成３１年

度には創業されるというのがスケジュー

ルかなと思います。今、準備を進めてお

りますのは、今年度中には公募をかけ

て、その後、契約、それぞれの企業のほ

うで施設整備ということで、国立循環器

病研究センターのオープンに間に合う形
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で最初の企業の創業があればなというふ

うに考えています。 

○木村勝彦委員長 藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 きょう来ていただいて

いる方とはちょっと違う人たちの話にな

るんですけどね、今、この健都イノベー

ションパークの区域ではマンションに売

却をした地域、これは工事をもう始めま

す。それから、その横の国立循環器病研

究センターも来年８月でしたかな、もう

看板がかかってると思うんですけれど

も。工事車両をどこを通すんだという話

で随分もめてまして、もう予定ではでき

ていなければならない道路が吹田市の都

合でできてないんですね。今はまだやっ

と工事に入ったところで、本来そこへ工

事車両を出すというつもりだったのが、

出るところがないということで随分もめ

てます、地元と。このイノベーションパ

ークの中をちょっと抜けたらいいではな

いかという提案があって、吹田市と摂津

市とそれからその工事業者とが集まって

協議をしていただいているはずなのです

が、その話とこの話は直接は結びつきま

せんけれども、そのニュアンスの中では

先に区画道路をつけようと、真ん中に。

そういうふうな話もちょっと出たり出な

かったりはしていました。それは、こう

いう問題があるんだということを答弁で

きないでしょうが、そういう問題が地元

にはあるんだということは覚えておいて

いただきたいと思います。 

 以上です。答弁結構です。 

○木村勝彦委員長 野原委員。 

○野原修委員 先ほどからいろいろ議論

がありまして、摂津区域というのか市域

が約２割弱という形のところで、吹田市

も協議されていく中で定期借地と売却と

いう形の方向性というのか、そういう形

をとられてるのか。また、そういったと

きに、私も一般質問しましたけど、やっ

ぱり摂津市の場合の中小企業対策として

いろいろな技術を持って優秀であるけど

経済的になかなか購入までしてそこに進

出できないという中では、やっぱり定期

借地の中でそういう形のものを発揮した

いという方に対してのこれから先のこと

にはなりますが、市としてその辺の考え

方をちょっとお聞かせください。 

○木村勝彦委員長 山田次長。 

○山田市民生活部次長 まず、吹田市の

方針なんですけれども、同様にこのアン

ケートは一緒にしておりますし、認識は

同じということで吹田市のほうも売却と

いうことも視野に、今後、誘致活動を進

めていかれるというふうに聞いておりま

す。 

 地元の中小企業が参入できるかどうか

というようなことなんですけれども、ま

ずなかなか購入してこの健都イノベーシ

ョンパークに直接参入というところは地

元では難しいのかもしれませんけれど

も、進出してきた企業と連携するような

方策ということで、一つには募集要項と

か契約の中で地元企業との連携というこ

とを盛り込むであるとか、あるいは実際

に進出してこられた企業とのマッチング

の機会を産業振興の事業として実施する

とか、そういったことは考えていこうと

思っています。 

 それから、もう一つ、全て大きな企業

で埋まるのかということではなくて、こ

の全体４ヘクタールの中にはレンタルラ

ボ、レンタルオフィス的なことも考えて

おります。それは全体の中でということ

で、それが吹田市が持ってる土地になる

のか、あるいは摂津市が持ってる土地に

なるか、そのあたりについてはまだ具体
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には決まっておりませんけれども、いわ

ゆるクラスターということでございます

ので、そういった小さな研究施設という

のもこの中ではあるというように考えて

います。 

○木村勝彦委員長 野原委員。 

○野原修委員 まさにそれはまちづくり

の中で、やっぱり摂津市域は２割弱しか

なくても、そこに道路をつけたりいろい

ろな形で、今言われたようなレンタルラ

ボみたいな形で、やはり中小企業がそう

いうところへ入って、いろいろな形で自

分のところの企業の強みを発揮できると

いう形のものをやっぱり構築するという

形には摂津市域の中で、道路形態はいろ

いろな形でこれから吹田市と協議されて

担当課は違うと思いますが、そういうと

ころで自分の土地を拠出してもやっぱり

そういう形で中小企業を育成するため

に、有利なような形で企業を育てる話し

合いを今後も持っていただきたいと、こ

れは要望しておきますのでよろしくお願

いします。 

○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 以上で、質疑を終わ

ります。 

 本日の委員会を閉会します。 

（午後３時２２分 閉会） 
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