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駅 前 等 再 開 発 特 別 委 員 会 記 録 

 

１．会議日時 

  平成２９年３月１６日（木）午前９時５８分 開会 

               午後１時 ８分 閉会 

 

１．場所 

  第二委員会室 

 

１．出席委員 

  委 員 長 上村高義  副委員長 森西  正   委  員 三好義治  

  委  員 弘   豊  委  員 南野直司   委  員 市来賢太郎 

 

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 奥村良夫 

市民生活部長 登阪 弘  同部次長 山田雅也  

同部参事兼産業振興課長 池上 彰 

保健福祉部理事 平井貴志  保健福祉課長 丹羽和人  

保健福祉課参事 川口敦子 

建設部長 山口 繁  同部次長 土井正治  都市計画課長 西川 聡  

同課参事 小寺健二郎    

   

１．出席した議会事務局職員 

  事務局参事兼局次長 橋本英樹 同局書記 坂本敦志 

 

１．審査案件 

議案第１号 平成２９年度摂津市一般会計予算所管分 

議案第９号 平成２８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９時５８分 開会） 

○上村高義委員長 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。 

 卒業式等と年度末何かと行事の多い中、

きょうは、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、過日の本会議で特別委員会に

付託されました案件２件についてご審査

を賜りますが、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。 

○上村高義委員長 挨拶が終わりました。 

 本日の委員会記録署名委員は、弘委員

を指名します。 

 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） 

○上村高義委員長 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 ９時５９分 休憩） 

（午前１０時    再開） 

○上村高義委員長 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。 

 山口建設部長。 

○山口建設部長 おはようございます。 

 それでは、議案第１号、平成２９年度

摂津市一般会計予算所管分のうち、建設

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４

８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。 

 次に、歳出でございますが、予算書の

１５０ページから１５２ページをお開き

願います。 

 またあわせて、予算概要の９２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

路事業費の主なものといたしまして、１

５２ページ、節１３委託料は、阪急京都

線連続立体交差事業に伴う側道及び関連

街路の設計に係る連続立体交差事業調査

委託料及び用地調査に係るアドバイザー

委託料でございます。 

 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。 

 続きまして、予算書の１５２ページか

ら１５４ページをお開き願います。 

 またあわせて予算概要の９４ページを

ご参照願います。 

 目５再開発事業費、節９旅費及び節１

１需用費は、千里丘西地区市街地再開発

支援事業に伴う事務執行に係る経費でご

ざいます。 

 以上、平成２９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２８年

度摂津市一般会計補正予算第５号所管分

のうち、建設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。 
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 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、

阪急京都線連続立体交差事業に伴う大阪

府からの受託費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、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、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

に伴う委託料が確定したことにより減額

いたしますものでございます。 

 連続立体交差事業調査委託料は、府と

の協議により業務を精査した結果、減額

いたすものでございます。 

 アドバイザー委託料は、連続立体交差

事業に伴う用地調査に係る委託料の執行

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、補助及び交付金は、連

続立体交差事業に伴う調査負担金が確定

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補償金

の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。 

 次に、６０ページをお開き願います。 

 目５再開発事業費、節１３委託料は、

当初再開発の事業化に向け、都市計画図

書作成等を予定しておりましたが、準備

組合が平成２８年度も合意形成活動を継

続されたことにより、執行見込みがなく

なったため、減額いたすものでございま

す。 

 節１９負担金、補助及び交付金は、組

合に対する補助金額の確定に伴い減額い

たすものでございます。 

 以上、平成２８年度一般会計補正予算

の内容に関する補足説明とさせていただ

きます。 

○上村高義委員長 平井保健福祉部理事。 

○平井保健福祉部理事 おはようござい

ます。 

 それでは、平成２９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。 

 予算書でございますが、１２２ページ

から１２５ページをお開きをお願いいた

します。 

 あわせまして、予算概要６６ページを

ご参照願います。 

 款４衛生費、項１保健衛生費、目２予

防費でございますが、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５４３万９，０００円のうち６７

万１，０００円は糖尿病対策事業に係る

講師謝礼でございます。 

 節１１需用費、印刷製本費４６３万円

のうち３６万３，０００円は路上喫煙禁

止地区の周知等に係る経費でございます。 

 節１２役務費、通信運搬費１７５万９，

０００円のうち１６万８，０００円は、

糖尿病対策事業に係る対象者への案内通

知に係る経費でございます。 

 節１９負担金、補助及び交付金でござ

いますが、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。これは、

吹田市と共同管理しております同サイト

の保守・管理費用でございます。 

 以上、平成２９年度摂津市一般会計予

算に関する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２８年
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度摂津市一般会計補正予算所管分のうち、

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。 

 補正予算書４８ページ及び４９ページ

をお開き願います。 

 款４衛生費、項１保健衛生費、目２予

防費、節８報償費、報償金７５万円の減

額のうち５５万円でございます。これは、

糖尿病対策事業に係る講師謝礼に係る減

額でございます。 

 続きまして、節１１需用費、印刷製本

費６２万６，０００円の減額につきまし

ては、路上喫煙禁止地区の周知等に係る

経費でございます。 

 節１３委託料、舞台設営委託料１２万

６，０００円の減額につきましては、健

康医療のシンポジウムの舞台設営に係る

経費でございます。 

 以上、平成２８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。 

○上村高義委員長 次に、議案第１号所

管分の補足説明を求めます。 

 登阪市民生活部長。 

○登阪市民生活部長 おはようございま

す。 

 それでは、平成２９年度摂津市一般会

計予算所管分のうち、市民生活部にかか

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。 

 歳出でございますが、予算書の１３８

ページをお開き願います。 

 あわせまして、予算概要７８ページを

ご参照ください。 

 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、立地企業を選考する委員会の外部

委員への報酬でございます。 

 節９旅費は、関係機関等との協議及び

視察等に係る交通費でございます。 

 節１１需用費のうち、消耗品費は事務

用品等の購入費でございます。 

 また、印刷製本費はＰＲ用リーフレッ

ト等の印刷経費でございます。 

 次に、節１３委託料のうち、事業者募

集・選定等支援業務委託料は、募集要項

及び契約書等の作成、立地企業選考事務

に当たって不動産鑑定の専門コンサルタ

ントに助言及び支援を求めるものでござ

います。 

 以上、平成２９年度摂津市一般会計予

算の内容に関する補足説明とさせていた

だきます。 

○上村高義委員長 説明が終わり、質疑

に入ります。 

 市来委員。 

○市来賢太郎委員 おはようございます。 

 それでは、私から何点か質問させてい

ただきたいと思います。 

 まず、概要の６６ページ、健康・医療

のまちづくり事業の中で、路上喫煙に関

する事項があったかと思いますけれども、

どういう形でＰＲ等していかれるのかに

ついてお伺いしたいと思います。 

 続きまして、概要の７８、７９ページ

の、健都イノベーションパーク企業立地

推進事業の中の企業立地選考委員会委員

報酬の件ですけれども、今この委員会で

どういうことが検討されているのかとい

う現状を教えていただきたいと思います。 

 また、事業者募集・選定等支援業務委

託料とありますけれども、現状、募集を

かけられる準備ができているのか、その

辺のところも教えていただきたいと思い
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ます。 

 続きまして、概要の９４ページ、９５

ページ、千里丘西地区市街地再開発支援

事業ですけれども、大きくどうなるのか、

まずはお伺いしたいと思います。 

 続きまして、補正予算の５８ページ、

５９ページの連続立体交差事業に係る調

査負担金の金額が確定したからの減額と

今お伺いしましたけれども、減額に至っ

た経緯というか、もう少し細かく教えて

いただきたいと思います。金額が大きい

ので、お伺いしたいと思います。 

 以上、４点です。 

○上村高義委員長 答弁を求めます。 

 丹羽課長。 

○丹羽保健福祉課長 ご質問いただきま

した１点目の路上喫煙禁止地区におきま

すＰＲの手法について、ご答弁させてい

ただきます。 

 ＰＲにつきましては、現在条例施行が

４月１日になってございまして、庁内の

関係機関と実施方法を検討しているとこ

ろでございます。具体的に、今考えてお

りますのは、まずは禁止地区周辺の自治

会等にご協力、ご説明をさせていただき、

その後に、千里丘周辺等は商業地域であ

りますので、商店等についても、やはり

ご理解いただくということが必要になっ

てまいりますので、ご説明をさせていた

だきたいと思っております。 

 夏ごろを目途にということで考えてお

りますので、随時この条例、禁止地区が

できたということをビラ等で配っていっ

てＰＲはしたいなと考えております。 

 以上でございます。 

○上村高義委員長 山田次長。 

○山田市民生活部次長 健都イノベーシ

ョンパークの企業立地に関するご質問に

お答えいたします。 

 まず、選考委員会の現状でございます

が、これにつきましては、まだ立ち上が

っておりませんので、来年度、募集の内

容、スケジュール等が固まりましたら、

その時点で委員会を立ち上げまして、ま

ず、募集要項の内容の審査、それから実

際募集が始まりましたら、応募の内容の

審査、決定をしていただくというもので

ございます。 

 それから、事業者募集・選定等支援業

務の委託の現状ですが、平成２８年度に

つきましては、募集要項の原案の策定、

それから、土地の鑑定という業務を委託

しておりまして、来年度、実際の募集に

当たりましては、実際に募集する時点で

の一定募集要項の修正等も想定されます。

それから、応募事業者からの質疑につい

て、専門的な観点からの回答の作成等の

審査会の運営に係る支援業務、それから、

事業者との契約締結に係る専門的な見地

からのアドバイスをお願いするものでご

ざいます。 

○上村高義委員長 西川課長。 

○西川都市計画課長 千里丘西地区の再

開発についてのご質問にお答えさせてい

ただきます。 

 千里丘西地区の再開発につきましては、

準備組合による合意形成、特に今年に入

りまして、６月の補正でさらなる合意形

成活動のために補助金を計上して、合意

形成活動を行ってきた次第でございます。 

 その合意形成活動のほうは、大規模地

権者の借地権者と、大規模地権者の面談

を行ってきました結果、非常に厳しいも

のになっております。今後、準備組合に

よる総会をもって、正式な結論を出され

ていくと聞いております。 

 市としましては、その結論の後に、こ

の千里丘西地区をどうしていくのかとい
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うのを少し考えていきたいと思っており

まして、現状駅前の安全対策というのは

非常に課題を残しているという現状がご

ざいますので、それも含めまして、しば

らく時間をいただきまして、検討をして

いきたいと考えております。 

 以上です。 

○上村高義委員長 小寺参事。 

○小寺都市計画課参事 阪急京都線連続

立体交差事業に関するご質問にお答えい

たします。 

 平成２８年度補正予算の調査委託料の

減額の理由についてですが、本委託料に

つきましては、当初は平成２８年度末を

目途に都市計画決定を行う予定で進めて

おりましたもので、当初は、都市計画決

定に向けての関係機関協議資料作成等と

都市計画決定後の事業認可後の用地買収

に係る丈量図作成、用地買収交渉が円滑

に進んでいくように、現地に大規模に測

量に入りまして、路線測量と言いますけ

ども、その業務と、その路線測量の結果

を受けた次のステップの設計業務を見込

んでおりました。ところが、平成２８年

度に入りまして、国の内示額が非常に少

なかったということがございまして、事

業主体である大阪府とも協議いたしまし

て、大規模に民地の中に入っていくよう

な測量業務と、次のステップである設計

業務というのは、事業認可取得後に行う

という方針になりまして、内示額に見合

うような形で、平成２８年度の業務とし

ましては、事業認可取得までに必要な最

低限の業務としまして、検討業務に絞っ

て実施したものです。それによりまして、

これだけの委託料の減額で、あと負担金

なんですけども、負担金は全体事業費に

占める割合で決定されるものですので、

全体事業費も減額されたということで、

それに応じて減額しております。 

 また、府からの歳入の予算も、それに

合わすような形で、今回補正で減額して

おります。 

 以上でございます。 

○上村高義委員長 市来委員。 

○市来賢太郎委員 路上喫煙禁止の件で

すけれども、夏ごろを目途にビラを配っ

たりだとかするということでしたけれど

も、ここからここは路上喫煙禁止区域だ

とかわかるような線が引いてあったりだ

とか、そういうツールがあるのかどうか

について、お伺いしたいと思います。 

 続きまして、イノベーションパーク企

業立地推進事業ですけれども、委員会の

ほうはわかりました。あと、事業者募集

は来年からということですけれども、今

想定されている募集の方法やＰＲの方法

について、教えていただきたいと思いま

す。 

 また、吹田との兼ね合いとかも多少は

あるかと想像されますけれども、その辺

どう進めていかれるのかなということも

教えていただきたいと思います。 

 千里丘西地区の件ですけれども、難し

いという話をお伺いしまして、その地域

に住んでいる私としては、ちょっととい

うよりは大分残念な思いをしています。

ただ、大口地権者の思いを無視して進め

ることもできないので、できる限り、も

うやめますということではなく、少しで

も続けていっていただいて、いつか実現

したらいいなという要望をさせていただ

きます。 

 続きまして、連続立体交差事業で、事

業を整理されてその分は使わなくなった

から減額補正と理解しましたけれども、

予定していた仕事が大きくできなくなっ

たというように考えていいものか、そこ
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だけ教えてください。 

 以上です。 

○上村高義委員長 丹羽課長。 

○丹羽保健福祉課長 路上喫煙禁止地区

の範囲をどのようにというお問いにお答

えさせていただきたいと思います。 

 現在、禁止地区につきましては、市民

の方から要望が多い地区を地区指定して

まいりたいと考えております。具体的に

は、ＪＲ千里丘駅周辺、阪急摂津市駅周

辺を考えてございます。 

 ＰＲにつきましては、本市のほうで放

置自転車の禁止地区を先に駅周辺でやら

れておりますが、そのＰＲの仕方等々を

参考にさせていただきたいと思います。 

 １点は、要所要所に看板を張って区域

を指定する、数か所には大きな看板で、

ここは区域ですよというようなわかりや

すいのを看板として標示していきたいと

思っておりますし、あとＰＲのチラシ等

についても、当然ここからが禁止地区に

なりますよという部分の図等も入れて、

市民の方にわかりやすいような啓発をし

てまいりたいと思っておりますのと、当

然でございますが、広報誌、ホームペー

ジ等にも区域等は地図等を使って市民の

方に理解していただきやすいようなＰＲ

をしてまいりたいと考えております。 

○上村高義委員長 山田次長。 

○山田市民生活部次長 健都イノベーシ

ョンパークの募集時期、募集方法等につ

いてのご質問にお答えいたします。 

 スケジュールにつきましては、平成２

９年度上半期に募集して、年度内に決定

できるようなスケジュール感で取り組ん

でいるところでございます。 

 方法としましては、公募型のプロポー

ザルで予定しておりまして、そのＰＲに

つきましては、本市のホームページであ

りますとか、それから吹田市と共同での

ポータルサイトを主にＰＲしていきたい

と思っております。 

 それから、吹田市との兼ね合いという

ことでございますが、当然、今吹田市が

１回目の公募をされております。その結

果でありますとか、あるいは今大阪府が

中心となって誘致を進めております国立

健康・栄養研究所の動向も大きく左右さ

れるものと思っておりますので、その動

向を注視しながら、その動向によりまし

ては募集時期等の変更もあり得るという

ことで、今は考えております。 

 以上です。 

○上村高義委員長 小寺参事。 

○小寺都市計画課参事 連続立体交差事

業に関する２回目のご質問にお答えいた

します。 

 本事業は用地協力いただく面積、件数

も非常に大きく、当初はできるだけ前倒

しで作業を進めていけないものかという

ことで、今年度、現地に大々的に入って

いく測量業務と、次のステップの設計業

務を見込んでおったわけなんですけれど

も、国の内示等がございまして、府の方

針として、そういった業務は事業認可後

に入っていくということになりました。

したがいまして、今年度はその業務はや

らないことになったわけなんですけれど

も、事業認可取得後、平成３０年度には

同様の業務が必要になってきますので、

そのときには計上していきたいと考えて

おります。 

 以上です。 

○上村高義委員長 市来委員。 

○市来賢太郎委員 それでは、健康・医

療のまちづくりの路上喫煙の件ですけれ

ども、千里丘の地区だとかで、自転車の

放置禁止区域のあたりから始められると
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いうことで理解しました。ただ、駅前で

たばこを吸われる方が嫌だという人の声

も大きいかと思いますけれども、どうし

ても吸いたいという方もいらっしゃいま

すし、地域には吸ってくださいと灰皿を

提供する方もいらっしゃるとお伺いして

います。とってもデリケートな話で進め

ていかなくてはならないので、慎重に進

めていただきたいとは思うんですけれど

も、本市の場合、健康づくりの観点から

ということなので、その辺も地域の方に

しっかり説明して、進めていっていただ

きたいと思います。よろしくお願いしま

すということで、要望とします。 

 事業者募集の件ですけれども、これか

ら来年募集をかけていっていただく準備

をするということで理解しました。わか

りました。どんな企業が入っていただけ

るかというので、また摂津市の顔色とい

うか、そういう力も変わってくると思い

ますので、しっかりと募集事業を進めて

いっていただきたいと思います。この点

も要望とさせていただきたいと思います。 

 連立事業の件で、今回の補正では減額

はしたけれども、また必要な時期にしっ

かりやるからトータルとしてはおくれま

せんよというようなご説明だと理解しま

した 

 自戒を込めてというか、私も仕事の進

め方で一応計画は立てるんですけれども、

雨が降ったからきょうはやめておこうか

とかというので、何となく１００点はと

れないような計画にいつもなってしまう

んですけれども、ちょっとずつ、ちょっ

とずつおくれていくと、２０年、３０年

かかる事業の場合に大きなおくれが出た

りするのかなと危惧したので、質問させ

ていただきましたけれども、そうじゃな

いということで、一定は安心しました。

ただ、連続立体交差事業は地域の人、ま

た電車を利用する人、車で千里丘三島線

を通る人に関しても切に願っていること

ですし、できるだけ摂津市から踏切がな

くなってほしいと僕は思っています。な

ので、少しでも、１年も早く事業が完成

することを願いますということで、この

点も要望として終わります。 

○上村高義委員長 丹羽課長。 

○丹羽保健福祉課長 先ほど私の説明の

中で、路上喫煙禁止地区については、今

決めているところなんですけども、放置

自転車の禁止区域と一緒、イコールでは

なくて、啓発方法において、放置自転車

禁止区域の看板を参考にさせていただい

て進めたいということで考えております

ので、よろしくお願いいたします。 

○上村高義委員長 市来委員の質問が終

わりました。 

 南野委員。 

○南野直司委員 おはようございます。 

 では、何点かお聞かせいただきたいと

思います。 

 まず、１点目でございますけども、予

算書の１２２ページから１２５ページに

かけての健康・医療のまちづくり事業分

について、お聞かせいただきたいと思い

ます。 

 「健都から始まる機能連携による新た

な価値創造」北大阪健康医療都市「健

都」健康・医療のまちづくりシンポジウ

ムが、この３月１１日に関西大学千里山

キャンパスで開催されまして、私も行か

せていただきました。ちょうど平井理事

がパネリストとしてお話されていて終わ

る５分ぐらい前に滑り込みで入らせてい

ただいて、聞きたかったなと思って、も

うちょっと早く行けたらよかったなと思

っていたんですけども、その中身ついて、
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大切な摂津市の取り組みをお話されたと

思いますので、お聞かせいただきたいと

思うんですけども、まずは、国立循環器

病研究センターとの連携についてです。

平成２９年度新たな取り組みの中身です

ね。一つは循環器病予防と制圧モデルに

向けた取り組み、それから、医療や健康

づくりに関する研究調査等々お聞かせい

ただきたいと思います。 

 あわせて、関西大学との連携も健康・

医療のまちづくりという観点からお聞か

せいただきたいと思います。 

 それから、２点目にＪＲ千里丘駅西口

の再開発についてであります。 

 市来委員からもご質問がありましたけ

ども、新年度は地権者の合意形成に向け

た最終結論が出される段階となり、新年

度に西地区準備組合の決議結果を踏まえ

て、西地区の再整備に向けた取り組みを

進められるということであります。課長

からも安全対策というお言葉、先ほど答

弁で出ましたけども、やはり駅前という

ことで、だめだった場合ということで、

新たな再整備ですか、安全対策というこ

とで進められると思いますけども、現時

点でどのような考えを、中身についてお

聞かせいただきたいと思います。 

 それから、３点目の阪急京都線連続立

体交差事業、予算額２，７１９万７，０

００円についてでございます。 

 大阪府、そして摂津市でこの阪急京都

線連続立体交差事業に関係します都市計

画の決定及び変更が行われます。そして、

新年度に都市計画の決定に基づく事業認

可取得に向け、関連側道及び交差街路の

予備設計を実施されますが、この事業認

可取得に向けた新年度の取り組みのこと

を踏まえて、中身について、新年度の取

り組みついてお聞かせいただきたいと思

います。 

 それから、４点目に健都イノベーショ

ンパーク企業立地推進事業５５６万円に

ついてでございます。 

 北大阪健康医療都市内における健都イ

ノベーションパークでの医療クラスター

形成を目指して、健康・医療をキーワー

ドとした先進的な研究開発を行う企業等

の募集及び選定を実施されるということ

で、先ほどもご答弁ありました。その募

集の要項の中に、健都イノベーションパ

ークの利用に向けた三つの基本方針とい

うことであったと思います。 

 一つは、国立循環器病研究センターに

とって、オープンイノベーションの実現

や健康関連産業との連携を促進する場と

することを目指す。 

 ２点目には、市民にとって、医療・健

康関連の活動の場であるとともに、さま

ざまな取り組みや情報発信により、健康

寿命の延伸に資する場となることを目指

す。 

 もう１点は、地域企業にとってビジネ

スチャンスの拡大につながる場となるこ

とを目指すということで、三つの基本方

針が示されておりますけども、これはも

ちろん募集要項に組み込んでいかれるの

かなと思いますけども、その中身ついて、

お聞かせいただきたいと思います。 

 １回目終わります。 

○上村高義委員長 川口参事。 

○川口保健福祉課参事 私のほうから健

康・医療のまちづくり事業に関する３点

のご質問にお答えさせていただきます。 

 まず、１点目です。循環器病予防と制

圧モデルに向けた取り組みの具体的な内

容について、ご説明させていただきます。 

 こちらは、日本循環器学会が展開して

いますＳＴＯＰ ＭＩキャンペーンとい
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うのがございます。これにつきましては、

平成２９年の４月から全国に先駆けたモ

デル地区ということで、国立循環器病研

究センターと連携のもとに展開を図って

いきたいと考えております。 

 まず、このＭＩというのは、心筋梗塞

でございますが、心筋梗塞は半数ぐらい

の方に必ず予兆、前兆があると言われて

います。また、発症後医療機関に行かれ

て治療されれば９０％の方が助かるとも

されております。いかにこの前兆の症状

を市民の方に知っていただいて、そうい

う予兆があれば、迷わずに医療機関に受

診する、そういったことを市民の方に広

くＰＲをさせていただいて、心筋梗塞か

ら大切な命を守ろう、そういったキャン

ペーンとなっております。 

 ２点目の医療や健康づくりに関する調

査研究ですが、これにつきましては、吹

田市は既に国立循環器病研究センターと

コホート調査の事業を実施されておりま

す。摂津市においては、実際に開始する

のは移転後の平成３１年度になろうかと

は思いますが、それを目指しまして、循

環器疾患に関するコホート研究の準備を

始めていきたいと考えております。 

 ３点目の関西大学との連携です。 

 こちらにつきましては、平成２７年度

からスマートヘルシ倶楽部といいまして、

運動習慣をつけていただくことを目的と

した事業の取り組みを開始しております。

こちらは、実際には活動量計を市民の方

と企業の方にもご協力をいただいて、昨

年は５８名、今年度は９６名の方にご参

加をいただきました。 

 活動量計をつけまして、歩数のデータ

を週に１回関西大学が運営されていると

ころに送信をしまして、歩数を積み重ね

ていく、あるいは参加者同士で歩数を比

べ、自分がどれぐらいの位置にいるかと

いうようなことも確認しながら、運動の

習慣化を身につけていただくというもの

です。これにつきましては、まだまだモ

デル的な取り組みですので、広く年齢層

の方にご参加いただいたり、どのように

拡大していくかということも含めまして、

平成２７年度、平成２８年度の実施した

実績等を踏まえて、来年度以降、どのよ

うな形で展開するのがよりいいかという

ことを議論しながら、関西大学とも連携

を進めていきたいと考えています。 

 それとコホート調査ということで説明

をさせていただきましたが、コホートと

いいますのは、一定集団の方の生活習慣

や、病気の発症の様子など、そういった

ものを経年的に検診データの結果やある

いはアンケートの中で生活習慣を聞きと

り、生活習慣と病気の関係を調査してい

くもので、取り組みを始めたら、かなり

長い年数行うものです。またそういった

データはそれぞれ市民の方の健康づくり

に役立てていただくような形で還元をし

ていくという研究となります。 

 以上でございます。 

○上村高義委員長 西川課長。 

○西川都市計画課長 ＪＲ千里丘西口駅

前、千里丘西地区の今後の方針について、

現時点での考えについてお答えさせてい

ただきます。 

 今までの千里丘西地区の再開発の活動

につきましては、まちをよくしたい、密

集市街地を何とか改善したいという民間

ニーズと、それから、駅前広場道路のイ

ンフラの整備を進めるという市の思いが

合致して、組合施行による再開発の取り

組みを進めてまいりました。 

 しかし現在、準備組合による合意形成

が非常に厳しい状況になっております。
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駅前の交通安全対策の必要性は非常に市

としても認識しておりまして、インフラ

整備を進めるべきであると考えておりま

す。今後は、準備組合の判断を受けまし

て、まちづくりの観点も含めて、再整備

の方針につきましては、もう少しお時間

をいただき、検討をして、決定してまい

りたいと考えております。 

 以上でございます。 

○上村高義委員長 小寺参事。 

○小寺都市計画課参事 連続立体交差事

業に係る事業認可取得に向けた来年度の

取り組みついてのご質問にお答えいたし

ます。 

 今年度は、平成２９年２月２８日をも

ちまして、都市計画決定の告示がなされ

たところでございます。 

 来年度につきましては、先ほども申し

上げたとおり、来年度末の事業認可取得

に向けて取り組んでいくところでござい

ます。 

 その具体的な内容としましては、事業

認可取得は大阪府が主体となって行うも

のでして、大阪府がまずは国土交通省に

対して詳細設計協議というのを来年度前

半ぐらいにかけて行いまして、それの承

認を一定得たところで、大阪府のほうが

国に対して事業認可の取得の申請を行う

ということになります。審査が一般的に

半年ぐらいかかると聞いておりますので、

それで来年度末ぐらいというスケジュー

ルで考えております。 

 具体的な内容ですけれども、大阪府が

鉄道に関する設計検討に関しましては阪

急電鉄に委託しまして、側道に関する設

計検討は摂津市が受託しているというス

キームになっておりまして、今年度の本

市の取り組みとしましては、引き続き側

道の検討業務と、２月に都市計画決定さ

れました中で、側道は基本的には平面道

路なんですが、一部境川をまたぐ橋梁形

式の部分がございますので、その橋梁形

式の部分の比較設計を発注、検討してい

きたいと考えております。 

 以上の側道検討と橋梁の検討業務とい

うのを進めまして、そういった情報を大

阪府に渡しまして、それでもって事業認

可の取得を行っていただくという流れに

なっております。 

 以上でございます。 

○上村高義委員長 山田次長。 

○山田市民生活部次長 健都イノベーシ

ョンパーク企業立地の募集要項の中身と

いうことでのご質問にお答えいたします。 

 先ほど南野委員からご紹介いただきま

した基本方針等について、これまでから

国循、大阪府、吹田市、それから摂津市

での４者による推進協議会で、いろいろ

とコンセプト、ターゲット等について議

論してきたことも踏まえまして、募集要

項を作成しております。現在、まだ原案

の状態ですが、その中で、まずは施設の

内容の条件としまして、国循を中心とす

る医療クラスター形成に寄与し、医薬品、

医療機器、再生医療製品、健康関連分野

における製品・サービス等の企業、また

は教育機関等の研究所、または研究機能

をあわせ持つ施設という条件とする予定

です。 

 今、基本方針とも関係する部分ですけ

れども、提案の条件といたしまして、健

都での健康・医療のまちづくりや、国循

と連携した医療クラスター形成への貢献

など、当然コンセプトに合致しているこ

と、そのほか、地域貢献、地元産業の振

興等への貢献といった条件、さらに摂津

市として周辺の住環境や健都全体の景観、

こういうところとの調和を考えた提案で
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あることを条件としたいと考えています。 

 さらに、応募者の資格ということで、

安定的に経営をしていただけるような経

営能力、資本力等を持った法人をという

ことで募集する予定としております。 

○上村高義委員長 南野委員。 

○南野直司委員 １点目の健康・医療の

まちづくりにつきまして、国立循環器病

研究センター、あるいは関西大学との連

携について、取り組みついて、新年度の

取り組みも含めてご答弁いただきました。

わかりました。 

 あわせて、国立健康・栄養研究所、あ

るいは健都イノベーションパークに推進

される企業、そして、ＪＲ岸辺駅の駅前

複合商業施設等々との連携も、もし現時

点で新年度取り組まれる健康・医療のま

ちづくりの観点から、どのように取り組

まれるか、お聞かせいただきたいと思い

ます。 

 それから、２点目のＪＲ千里丘駅西口

の再開発の分で、交通安全対策、インフ

ラ整備が大事やということで、ご答弁い

ただきました。どうか、周辺の皆さんの

意見を聞いていただいて、それがしっか

りと反映できるように、また取り組んで

いただきますようお願いし、要望として

おきます。 

 ３点目の阪急京都線連続立体交差事業

について、事業認可取得等々の取り組み

ついてご答弁をいただきました。わかり

ました。 

 昨年の８月にコミュニティプラザにお

きまして、摂津市駅周辺連続立体交差事

業の関連する道路等の都市計画案に関す

る説明会を開催していただきました。大

変多くの摂津市民の方、そして茨木の市

民の方も多く来られていたかなと思いま

す。この平成２９年度は、こういった説

明会というのをされるのかどうか、ここ

でお聞かせいただきたいと思います。 

 それから、４点目の健都イノベーショ

ンパーク企業立地推進事業についてであ

ります。 

 三つの基本方針、コンセプトはしっか

り反映していくよというご答弁をいただ

きました。市民の皆さんにとって、健康

寿命の延伸に資する場とするという、本

当に大事なことやと思いますので、しっ

かり募集要項に反映していただいて、取

り組まれるよう、これは要望としておき

ます。 

 以上で２回目終わります。 

○上村高義委員長 平井理事。 

○平井保健福祉部理事 私のほうから健

都における連携について、国循、あるい

は関西大学以外の連携についてのご質問

にお答えさせていただきます。 

 委員がご指摘のとおり、健都におきま

しての連携につきましては、さまざまな

観点から進めていかないといけないと考

えているところでございます。 

 今、ご質問にありました国立健康・栄

養研究所につきましては、先ほども答弁

がありましたように、現在移転に向けて

大阪府と国のほうで調整されているとい

う状況でございます。移転が正式に決ま

りましたら、当然我々のほうとしまして

も、この研究所の強みでございます食事

面であったりとか、運動面、こういった

研究を専門にされている機関でございま

すので、そういった観点から、我々摂津

市の市民の健康づくりに役立つようなア

ドバイスであったりとか、講座であった

りとか、そういったことを一緒にやって

いけたらいいかなと思っているところで

ございます。 

 ２点目の健都イノベーションパークに
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進出してくる企業との連携ということで

ございますが、これにつきましても、こ

れから来年度に向けて公募を具体的にし

ていく予定なんですけれども、摂津市内

にはたくさんの事業所がございますので、

健都イノベーションパークに進出されて

いる企業と、摂津市の地元の事業所との

連携といいますか、コラボレーションと

か、我々のほうとしても、いろいろマッ

チングとか、そういった役割を担えたら

いいかなと考えております。そうするこ

とで、摂津市の地域産業が活性化できれ

ばと考えております。 

 次に、ＪＲ岸辺駅の駅前複合商業施設

というのが、これも今予定として進めら

れているところなんですけども、こちら

につきましては、まだ全然中身、どうい

った施設といいますか、商業施設が入る

かというのは、詳しくはまだ決まってい

ないと我々も認識しておるんですけども、

今現段階では、例えばクリニックモール

であったりとか、健診センター、あるい

はフィットネスクラブというのが入ると

聞いておりますので、そういった施設で

ございましたら、我々のほうの市民の健

康づくりのほうとも、当然連携するとこ

ろは多々あると思いますので、その辺に

つきましても、今後検討していきたいと

考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○上村高義委員長 小寺参事。 

○小寺都市計画課参事 連続立体交差事

業に関する地元説明会についてのご質問

にお答えいたします。 

 おっしゃるとおり、今年度は都市計画

決定の手続の中で、都市計画案の説明会

を８月に開催させていただいたんですけ

れども、来年度は事業認可取得に向けて

ほぼ１年間国との協議というのが、時間

的にかかってきますので、平成２９年度

末を目途に事業認可取得を予定しており

ます。一般的には、事業認可取得後には

事業認可の説明会、これを沿道の住民の

方に全般を対象としまして行うこととし

ておりまして、その後に、さらに用地に

ご協力いただく方、権利者の方に対して、

権利者説明をするということに一般的に

なっておりますので、今後、次の説明会

としましては、そういった説明会を考え

ております。ただ、その時期につきまし

ては、恐らく来年度中というのは厳しい

のかなと思っておりまして、再来年度の

前半にはできるように進めてまいりたい

と思っております。 

 以上でございます。 

○上村高義委員長 南野委員。 

○南野直司委員 １点目の健康・医療の

まちづくりについて、国立健康・栄養研

究所との連携、そして健都イノベーショ

ンパーク進出企業との連携、そしてＪＲ

岸辺駅の駅前複合商業施設との連携につ

いてのご答弁をいただきました。わかり

ました。 

 国立循環器病研究センターを中心とし

た健康・医療のすばらしいまちづくりが

行われております。やはり、これからど

んどん進んでいくわけですけれども、私

も思うんですけども、情報をしっかりと

皆さんに発信していくことが何よりもま

ちづくりのことを、これが大事なことや

と思うんですけども、どのように情報発

信を今後していかれるか、お聞かせいた

だきたいと思います 

 それから、阪急京都線連続立体交差事

業についての説明会等々にご答弁をいた

だきました。わかりました。 

 用地に特にご協力いただく、私のとこ

ろは入っているのかどうなのかというお
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問い合わせも、私何件か聞いております

ので、どうか、都市計画課のほうへ来て

いただいて、個別でご相談されるという

ケースもあろうかなと思いますけども、

その辺の周知をまたしっかりやっていた

だきたいと思うんですけども、その点お

聞かせいただきたいと思います。 

 以上です。 

○上村高義委員長 平井理事。 

○平井保健福祉部理事 健都の情報発信

についてのご質問に、お答え申し上げま

す。 

 健都のＰＲといいますか、情報発信に

つきましては、非常に我々も大事と認識

しております。今現在、健都の地権者の

関係者で、そういった会議というのを設

けておりまして、そういった中で、今後

どう健都を発信していくかというのは、

いろいろ議論しているところなんですが、

例えば、その中で本年４月からなんです

けども、一つの例としまして、摂津市、

吹田市、あるいは国循、そういったそれ

ぞれが取り組むイベントであったりとか、

そういった中で、皆さんで情報を共有し

て、カレンダーみたいなのをホームペー

ジ上で発信していくと。そういったイベ

ントのときに、実際ブースを設けたりで

あったりとか、健都のチラシといいます

か、そういったのをできる限りあらゆる

機会で発信していくというようなところ

をいろいろと議論しているところでござ

います。 

 あわせまして、ポータルサイトにつき

ましても、充実というのが非常に大事か

と思っていますので、できるだけタイム

リーな情報を発信できるように、今後も

進めていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○上村高義委員長 小寺参事。 

○小寺都市計画課参事 連続立体交差事

業に関する問い合わせの周知方法につい

てのご質問にお答えいたします。 

 今現在も連続立体交差事業の進捗状況

につきましては、市のホームページでも

周知しておりまして、現実、市民の方、

たまには窓口のほうに問い合わせという

のはございますので、引き続き、より周

知できるように、やり方等は考えていき

たいと思っております。 

 以上です。 

○上村高義委員長 南野委員。 

○南野直司委員 健康・医療のまちづく

りについての情報発信について、ご答弁

をいただきました。わかりました。 

 前回シンポジウムに行かせていただい

たときに、ちょうど子育て世代のお母さ

んも参加されておりまして、こんなにす

ばらしいまちづくりが行われる中で、知

らない人がまだたくさんおるということ

で、僕もお話聞きましたので、これから

全力で情報発信していただくようにお願

いし、要望としておきます。 

 それから、阪急京都線連続立体交差事

業についてであります。 

 これは、摂津市におきましての本当に

夢のまちづくりということの一つであり

ますので、用地にご協力していただく方

等々のご協力がなければ、やっぱり進ま

ないことでありますので、丁寧な相談対

応をまたしっかりと進めていただくよう

要望しておきます。 

 以上です。 

○上村高義委員長 南野委員の質問が終

わりました。 

 次、弘委員。 

○弘豊委員 おはようございます。 

 そうしましたら、極力重ならないよう

に質問をしていきたいと思います。 
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 事業ごとで要望も含めてさせていただ

きたいと思いますが、最初の健康・医療

のまちづくりについては、先ほど来さま

ざまな意見、質問されておりますけれど

も、やっぱり予防医療、それから国循と

のさまざまな連携等々で、やっぱり地域

医療をどう摂津の中で強みに高めていく

のかというようなことが、市民の皆さん

からも期待があると思うんです。これが

岸辺、また千里丘新町、その周辺だけで

はなくて、やっぱり市民全体にとってよ

りよい方向に、地域の医療なり健康づく

りの施策が進んでいくようにということ

で、民生常任委員会の中でも、さまざま

そういったことに関しては議論があった

と思うので、私のほうからは要望として、

期待をしていますので、お願いしたいと

思います。 

 次に、健都イノベーションパーク企業

立地推進事業にかかわってなんですけれ

ども、これについても、さまざまな議論

がありました。そういった中で、イノベ

ーションパーク全体の構想というか、中

身をつくっていくということで、今先行

して吹田市が優先交渉権者、進出企業の

そういう中核になるところを決めていく

というようなことで、今年度やられてい

ると思うんです。そういった中で、スケ

ジュールを見ていると、予定ではことし

の２月上旬ごろに決定ということであっ

たんですけれども、おくれているようで、

まだ正式な決定ではないとも聞いていま

すが、そこらあたりの経過について教え

ていただければと思います。 

 その後、摂津市が事業者の選定等やっ

ていくということにかかわってくるので、

今の状況についてどうなのかということ

で、聞いておきたいと思います。 

 次に、阪急正雀駅前地区整備支援事業

ということで、新年度も６万円というこ

とで予算が計上されております。この間、

何度かこの事業については意見も述べさ

せていただいたと思うんですけれども、

地域の皆さんたちが井戸端会議的にまち

づくりのことを考えていくという点では

やっぱり大事な取り組みと、この間お答

えもされてきたと思うんですけれども、

それはそうだと思うんです。ただ、正雀

だけということでいいのかなというよう

なことを考えるわけで、駅前の整備のこ

とを話し合うという会議では、もう現時

点でなくなっているということでしたら、

やっぱり地域の問題、さまざまなことを

話し合う、そういう場というのを別で設

ける必要があるんじゃないのかなと思う

んです。 

 今回、代表質問の際にも提案させても

らったんですけれども、公共施設の再整

備、今後、総合管理計画がつくられてい

って、やっぱりそれは校区ごとにどんな

ものが要るということを社会資源として、

いろんなものがやっぱりそれぞれの地域

ごと、まちごとで要ると思うんですけれ

ども、そういったことをそれぞれ、味舌

校区やったら味舌、三宅校区やったら三

宅、鳥飼やったら鳥飼の北小校区、西小

校区とか、いろいろと、そういう校区ご

とのまちづくり会議みたいなのを、本来

やったら私は市民活動支援課なり、どこ

か別の部署を設けることが必要なんじゃ

ないのかなと思っています。そういった

意味では、これまでやられてきた正雀の

まちづくり、そういうようなものを発展

させるような形で、ほかの部署に働きか

けていくような、そういうことが必要な

んじゃないのかなということを思います

ので、この点、なかなか都市計画課に答

弁を求めるのは酷な問題やと思うので、
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要望としておきますので、これまでにも

言っていることでもあるので、そのこと

をお願いしておきたいと思います。 

 それから、阪急京都線連続立体交差事

業についてです。 

 先ほど来質問、答弁ありました補正で

調査委託料の減額が大分大きいというこ

とでありましたけれども、昨年の全体事

業予算で７，９７４万円のうちのほぼ７，

０００万円ほどが補正で減額になってい

るということでありますので、そういっ

た意味では、今年度の事業の見通しとの

関係でいったら、補助金がということで、

事業認可がおりた後にやっていくという

ことで、お答えがあったわけなんですけ

れども、今年度の予算の規模というか、

新年度も調査委託料については１，３０

０万円と、それから負担金で１，２００

万円とアドバイザー委託料１００万円と

組まれているんですけれども、事業認可

後になるんだったら、今年度もまたでき

なくて、来年度も難しくて、その次にと、

また持ち越しになるのかなということを

先ほどの答弁の中で感じたんですけれど

も、そこらあたりの見通しについてお聞

きしておきたいと思います。 

 それから、千里丘西地区市街地再開発

支援事業ですけれども、これもこの間の

経過と見通しなどについては、先ほど来

お聞きしました。そういった中で、地権

者となかなか合意、折り合いがつかずに、

今の時点に至っているということである

わけですけれども、今後、仮に再開発が

進まず、駅前整備というようなところに

シフト変換していく中でも、やっぱり地

権者との交渉ということは大事な点にな

ってくると思うんですけれども、これま

で再開発支援事業ということで、組合の

ほうに補助金として、トータルでいくと

３，４００万円ほど出して、いろいろ取

り組みを進めてきたわけですよね。コン

サルタントなんかも入って、いろいろと

交渉のノウハウといいますか、そういっ

たこともあったかと思うんですけれども、

やっぱりそういうのが、今後につながる

ようなことというのがないといけないと

私は思うのですが、そこらあたり、これ

までの取り組の中で、どういう感触とい

うか、今後の展開に向けて、実感として

感じておられるのか、そういったところ

を聞いておきたいと思います。 

 以上、１回目終わります。 

○上村高義委員長 山田次長。 

○山田市民生活部次長 健都イノベーシ

ョンパークの募集スケジュールに関する

ご質問にお答えいたします。 

 イノベーションパークの募集につきま

しては、先ほどもご紹介しました国循、

大阪府、吹田市、摂津市の４者での推進

協議会の中でスケジュールであるとか、

方針であるとかを協議、調整しながら進

めておりまして、第１回目ということで、

昨年８月末に吹田市がクラスターの中核

となるような企業の募集をしたというこ

とでございます。 

 委員がご指摘のように、当初のスケジ

ュールでは２月上旬に優先交渉権者の決

定ということでございましたが、現在審

査中ということで、また新たな動きがご

ざいましたら、議会にご報告申し上げま

す。 

 以上です。 

○上村高義委員長 小寺参事。 

○小寺都市計画課参事 連続立体交差事

業に関する補正の減額が大きいというこ

とと、来年度の予算の見通しについての

ご質問にお答えいたします。 

 今年度は、事業認可取得に向けての作
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業ということで、１，３００万円を見込

んでおるんですけども、この内容としま

しては、民地に大々的に入っていって、

現地を測量するというような作業は入っ

ておりませんで、これに関しましては、

府の方針転換を受けまして、事業認可取

得後、つまり平成３０年度で計上してい

くような予定にしております。ですので、

来年度見込んでいる予算につきましては、

予定どおり執行する予定としておりまし

て、その結果を受けて、事業認可取得に

向けて作業していく予定としております。 

 以上です。 

○上村高義委員長 小寺参事、今年度、

今年度と言うと、非常に曖昧なんです。

平成２８年度、平成２９年度、平成３０

年度と言ってもらったら、わかりやすい

ので、さっき言った今年度というのは、

平成２９年度ですか。 

 小寺参事。 

○小寺都市計画課参事 平成３０年度に

現地に測量していくもろもろの業務を計

上する予定にしておりまして、平成２９

年度につきましては、それとは別の事業

認可取得に向けての橋梁の設計業務と側

道の設計業務、これは１，３００万円を

見込んでおりまして、平成２９年度の作

業に必要な分として執行する予定の見込

みでございます。 

 以上です。 

○上村高義委員長 西川課長。 

○西川都市計画課長 千里丘西地区のご

質問にお答えいたします。 

 千里丘西地区の準備組合の活動としま

しては、街区整備計画をつくったりとか

いうことを過去やっておりまして、約４，

６００万円余りの補助金を市のほうから

補助をして、活動に取り組んでいただい

ております。 

 その支援につきましては、準備組合に

よる事業化は厳しいという結果は出てお

りますが、準備組合が行った合意形成に

つきましては、駅前の安全な整備、交通

安全対策の整備については、機運はその

結果をもって高まっているものと考えて

おりますし、この街区整備計画の策定に

おきましては、準備組合が整理された基

本諸元、それから関係機関協議の結果も

踏まえて、今後の整備方針に生かしてい

けるものと考えております。 

 また、駅前の整備につきましては、現

在あります計画というのが、昭和３７年

の都市計画決定でございまして、駅前広

場につきましては、３，４００平米の広

場、それから、千里丘の駅前としまして、

府道の千里丘東１丁目の交差点から駅前

広場までの幅員１６メートルの計画が昭

和３７年に決定されたものがございます。

この昭和３７年というので、５０年以上

たっているものでございますので、その

計画を現在の交通状況や、あと土地利用

の状況を勘案しながら計画を見直しする

必要がございますので、その計画を用い

て、計画を見直しした後に、また地権者

と交渉ということになっていくものと考

えております。 

 以上でございます。 

○上村高義委員長 弘委員。 

○弘豊委員 それでは、２回目質問させ

ていただきたいと思います。 

 イノベーションパークの企業立地推進

事業にかかわってなんですけれども、今

吹田市のほうは、とりあえず優先交渉権

者の選定中というか、検討中ということ

でお答えがありました。この間、優先交

渉権者の公募プロポーザルの中身なんか

も、今後摂津市がどういうのをつくって

いくのかなという参考になると思って見
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せてもらっていたんですけれども、選定

の基準等々で点数もつけてやっていくと

いう中で、やっぱり重要なのが、国循と

の連携だったり、医療クラスターへの貢

献ということで、ここのところが点数が

高くついていくような感じですね。 

 一方、地域貢献というようなことも重

要なことではありますけれども、ただ、

採点のところを見ると、大分点数が小さ

いな、少ないなということを感じたりも

していたんです。 

 また、吹田市がつくっているものだか

ら、そこの地域貢献という項目の評価の

視点でも、吹田市内の企業の活用は積極

的に推進するみたいな、そういうところ

で進められていて、摂津市としても、そ

こらあたりのところを一緒に進めていく

中では、もうちょっと連携とってやれな

かったのかなというようなことも見たり

していました。 

 そういった点では、今後つくっていく

点で、ぜひ地域の医療にもそうですし、

産業にもそうですし、貢献していくよう

な、そういう企業をやっぱり呼び込むと

いうことというのは、ある意味大事かな

と思っていますので、そこらあたりのと

こは要望しておきたいと思うのが１点と、

それから、公募プロポーザルの参考とい

うようなところで、最後に税制優遇や補

助金等というようなことが要項の中で記

載されていまして、これまでにも何度か

私もお聞きしたことがあったかなと思う

んですけれども、関西イノベーション総

合戦略特区ということで、大阪府がこれ

らの事業にかかわっては、特区税制とい

うことで、地方税が最大ゼロ円というこ

となんかがうたわれております。法人の

本社機能だとか、いろいろと条件とかあ

るんだろうなと思うんですけれども、そ

ういう絡みでいいましたら、このイノベ

ーションパーク、吹田市が誘致する部分

もそうだし、摂津市が誘致する部分も、

そこらあたりの条件のところで、これら

の税制の優遇だったり、特例だったり、

そういったものが現時点でどういう形で

考えておられるのか、聞いておきたいと

思います。 

 それともう１点、今回、吹田市が募集

する中で、これは前に委員会でも報告が

あったかと思うんですけれども、以前だ

ったら定期借地が基本というようなこと

から、今回土地の売却を軸にということ

で切りかわっていて、募集のそれぞれの

画地ですね、エリアを区切っておるわけ

なんですけれども、それぞれのエリアに

よって単価が平米当たり違っています。

駅に近いとか、遠いとか、そういうのも

あるのかなとか、いろいろ思うんですけ

れども、そういった意味では、摂津市で

も土地鑑定・賃料算定助言委託料を平成

２７年度補正で組まれ、平成２８年度に

繰越明許されていますけれども、売却な

り、定期借地というのもまだ摂津市では

あるのかなというようなことも思ったり

しながらなんですけれども、そこらあた

りの、仮に売却する際の単価というのは、

どういう形で今出されているのかについ

て、お聞かせいただきたいと思います。 

 次に、阪急京都線の連続立体交差事業

のところについてです。 

 先ほど、私のほうも質問の中で今年度

とか新年度とか、そういうことでわかり

にくい質問の仕方になってしまったのか

なと思ったのですが、今の年度、また平

成２８年度、平成２９年度、それぞれ予

定している事業については違うんですよ

というようなことでのお答えやったかと

思います。境川あたりの橋梁の部分につ
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いてが、平成２９年度にやるのかなとい

うことであります。国や府の補助金との

絡みとかで、いろいろ予定していても、

それが前に進まないとか、そういうよう

なことが出てくるのかなと思うんですけ

れども、やっぱり事業としての金額が今

後どんどんと大きくなってくるものだと

思いますので、そこらあたりの見通しが

大きく違うとか、そういうのになったと

きに、やっぱり何でかなと思いますし、

またやっぱりこれだけ大きな事業である

からこそ、やっぱり抑えれるところは抑

えて、今後市民の負担にならないような、

そういう形というのが望まれると思いま

すので、ぜひ慎重に取り組んでいただけ

たらなと思います。 

 あと、千里丘西地区の市街地再開発支

援事業のところで、今お答えいただきま

したが、今後やっぱりどういう形せよ、

駅前周辺、手をつけていくというような

ことはやらないといけない大事な点であ

りますし、そこをやっぱりスムーズに進

めていく、そういう職員の力量とかノウ

ハウとか、そういうようなところも、や

っぱりこれまでやってきたことが無駄に

ならないようにというのは強く思ってお

りますし、また、この西口にかかわって

は、ことしに入ってから吹田のマンショ

ンから寄りつくバスが、やっぱりあそこ

にたまるのがぐあい悪いということで、

千里丘ガードの上の２丁目側にバスベイ

を設ける工事がやられました。近隣の方

たちにしてみたら、どうしてのここにそ

れもってこないといけないのという話が

ね、それで乗降客が、そこで乗りおりが

頻繁になると、そこは歩道のところのす

り抜けなんかも朝の時間とかは自転車も

多くて危ないと、そういうようなことと

か、いろいろとやっぱり移したら移した

ところでの声なんかも出されていて、本

来だったら駅前広場がきちんと整備され

ていることがいるんじゃないという意見

をお聞きしております。そういった意味

では、今は暫定的にそこにあるんだとい

うことですし、吹田のすいすいバスが、

あそこの狭いところにとまったりと、停

留場になっているというようなこともあ

りますし、そういったこととか総合的に

考えて、やっぱり早急に整備を進めてい

くというようなことは望まれていると思

います。 

 また、千里丘新町、また新たなマンシ

ョンが建ったら人口もぐっとふえますし、

そこからは岸辺駅のほうが近いのかもし

れないけれども、やっぱり千里丘駅を通

って市役所、摂津市内との連携なんかも、

そういうバスも将来的には早急に要るん

じゃないかなとも思いますので、そこら

あたり、良好な駅前整備ということを進

めていく、そういうところに力を注いで

いただけたらなと思っております。これ

も要望としておきます。 

○上村高義委員長 山田次長。 

○山田市民生活部次長 健都イノベーシ

ョンパークの企業誘致に係ります、まず

は税制優遇に関するご質問にお答えいた

します。 

 委員がご指摘の関西イノベーション国

際戦略総合特区への編入についてですが、

これにつきましては、国循の移転と合わ

せて、いろいろと関係者間で検討もされ、

大阪府と国とのほうでもいろいろと検討

されてきたということでございますが、

平成２７年度の時点で、追加認定される

可能性は低いものということで、関係者

のほうで認識しておりまして、その後、

関西イノベーション国際戦略総合特区へ

の編入という動きはないものと考えてお
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ります。 

 一方、関西圏国家戦略特区というのが

新たな制度して設けられまして、これに

ついては、大阪府、兵庫県、京都府の全

域が対象区域ということになっておりま

すが、政策テーマやプロジェクトに応じ

て、限定して適用されるということでご

ざいまして、これは実際に進出した企業

等から、この目的に沿った事業計画等の

提案があれば、認定される可能性はある

ものとは思われますが、現在のところま

だ進出企業も事業計画も決まっていない

状況ですので、未定ということでござい

ます。 

 それと、大阪府のほうが特区税制とい

う言い方をしてきた府の税制優遇制度が

あるんですが、これについては、昨年４

月に制度が改正されまして、現在は成長

産業特別集積税制という名称で、新エネ

ルギーであるとか、ライフサイエンスな

どの事業を行う事業者に府税の優遇とい

うのがあるということで、これにつきま

しては、健都イノベーションパークのエ

リアは対象となっておりますので、一定

条件が合えば税制優遇が受けられると。

それから、あわせて本市の企業立地の奨

励金制度も、固定資産税の２分の１相当

の奨励金ですね。これも条件が合えば適

用されるというものになっております。 

 それから、もう１点の売却単価という

ことでございますけれども、これにつき

ましては、募集の際、事業提案とともに、

金額の提案も企業のほうから出していた

だくということで、あわせて評価の対象

となるという仕組みで考えておるんです

けれども、現在、立地条件や、あるいは

地下埋設物の状況、それから近傍の地価

などを考慮した鑑定評価を今年度末時点

でとるということで委託しておりまして、

鑑定評価額を基準とした適正な価格で契

約ができるように努めてまいります。 

 以上です。 

○上村高義委員長 弘委員。 

○弘豊委員 そうしましたら、３回目で

お聞きしておきたいんですけれども、今

特区税制ということで、優遇がされる、

そういったことと、摂津市としても企業

立地の促進条例を適用して、企業に来て

もらうということを考えているというこ

となんですけれども、今医療クラスター

全体のことでいっても、例えば神戸の先

進医療センターのところに医療クラスタ

ーつくられているけれども、なかなか企

業誘致のところでは苦労もされていると

いう、呼べばほいほい来てくれるとよう

な、そういうことでもないような状況も

耳にする中で、吹田市が先行して取り組

みをやっていて、ちょっとおくれている

なという感じがしたときに、摂津市のエ

リアが一番最後に後回しにという、そう

いう感じになったときに、本当に来るの

かなということとか、仮に手を挙げると

ころがなかったら、また条件を何かしら

出して来てもらうところ探すのかとか、

そういったこととかが課題としては出て

きはしないのかなということも気にかか

るところであります。 

 そういった点では、大体今の大きな見

通しとして、こんな状況ですよといった

ことがわかれば、お聞きしておきたいの

と、それと、土地の鑑定のことで、また

金額がわかれば、後日でも教えてもらえ

たらなとも思うんですけれども、クリー

ンセンターが以前、解体、撤去したとき

に、埋設物のことが今ちらっと出ました

が、杭とかも打ち込んだまま残してある

と思うんです。その際の議論のときには、

今後の活用がどういう形になるのかとい
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うようなことは先々のことだし、また、

定期借地で当初考えている中では、そん

な大きな構造物というものも想定してな

かったんじゃないのかなと、私この委員

会で議論したときの記憶してあるんです。

ただ、やっぱりそれを残したままで売却

というようなことになれば、そこで鑑定

額が下がったり、そういうことになって

しまうと思うんです。今ニュース等々で

大きな問題になっている豊中の森友学園

のあそこのところなんかでも、地下の埋

設物、同じようなケースではないですけ

れども、いろいろとあるかと思うんです

が、そこらのところで、あのときに、や

っぱり一番最初の予定どおり撤去してお

けばよかったんじゃないかということに

なりはしないのかなというようなことで、

少しお聞きした経緯もあるんですが、そ

こらあたりは、また今後のところで、ど

ういう経過になるのかというようなこと

も見ていきたいと思います。 

 以上です。 

○上村高義委員長 山田次長。 

○山田市民生活部次長 まず、吹田市が

先行して募集を行っていて、本市がおく

れていて、今後の見通しはということで

ございますけれども、先ほども申し上げ

ましたように、４者の推進協議会の中で

スケジュール等も調整しながら進めてお

りますので、吹田市が先行しているとい

うことではないと理解はしております。

大きいところから順番にというようなこ

ともございますので、そこは調整しなが

ら計画的に誘致を進めていくということ

でございます。 

 それから、１点目、冒頭で特区税制と

いうことでご質問の中でありましたけど

も、特区税制といいますと、国の税の優

遇という解釈になってしまいますので、

先ほど２回目の答弁で申し上げたように、

大阪府の成長産業特別集積税制というこ

とでございますので、ご理解よろしくお

願いいたします。 

 それから、鑑定についてでございます

が、摂津市の所有地につきましては、先

ほどご指摘のあったように、クリーンセ

ンターの跡の杭でありますとか、それか

ら大阪府の流域下水道の管が通っており

ます。そういう状況もございますので、

一般的に鑑定評価額というのは、その分

を減価しますので、下がるということで

考えております。今の時点で幾らという

ことは、まだ鑑定もしておりませんので、

申し上げることはできません。 

 以上でございます。 

○上村高義委員長 弘委員。 

○弘豊委員 そしたら、最後の要望とし

ておきますけれども、企業誘致でやっぱ

り地域の産業や、またそこで働く人たち

や、また今回の件でいったら、医療や健

康やそういったところで貢献してもらえ

るような企業に来てもらうというような

ことで、担当の皆さんご苦労されている

と思うんですけれども、国家戦略特区と

か、そういうものがやっぱり大もとの狙

いとして、日本が世界一企業活動がしや

すい国みたいな、そんなことをお題目で

挙げてやられている中で、そこで働く労

働者の条件の問題とか、そういったもの

が貢献に追いやられる、また地方のとこ

ろで、その地方自治体に対してどういう

ことになっていくのかというようなこと

で、いろんな懸念とかも出ているという

ようなことが、今の実態の一つにあると

思うんですよ。 

 そんな中で、大阪でも今設けられてい

る国家戦略特区というのが幾つか挙げら

れておりますけれども、ここの健都にか
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かわる問題でいうと、国立循環器病研究

センターでの保険外併用療養の特例とか

いうことであったり、これは医療の関係

ですよね。それと、これは関西広域全体

ですけれども、雇用労働相談センターの

設置というようなことで、ここに新たに

いろんな展開する企業が研修を受けたり、

相談したりとか、そういうことができる

機能が置かれていると、大阪の場合は梅

田のグランフロントのところにあるそう

ですけれども、そういったところに、お

ととしの国会質問、うちの党の委員が国

会の中でしていますけれども、福岡の雇

用労働相談センターの中では、こういう

ことをやれば、解雇が違法にならないよ

みたいな、そういうことの説明なんかも

していたという、そういう話とか出てく

ると、やっぱり大阪、関西でもどうなの

かというようなことをこの間、研修され

ているようなテーマがどういうところに

あるのかなというような、短期雇用を有

期雇用にこういったことはもちろん大事

に促進していかないといけないけれども、

そういう法の制度ができたけれども、法

の制度の網の目抜けるような、そういう

レクチャーをされていたりしたら、それ

はもう問題だというようなことを思った

りするわけです。だから、働く人たちの

労働条件の問題とか、なかなか市として

どうこうというようなことを言いにくい

部分もあると思うんですけれども、代表

質問でも指摘させてもらったように、今

回の企業誘致の点で、なかなか進出企業

が難しいような状況になったときに、そ

このところをどんどんと来てもらうため

に条件を緩和していくみたいなこととか

にならないような、そういったことも含

めて、今の時点から、吹田市との連携も

含めて、いろんなところの今の動きを見

据えて取り組んでいっていただきたいと

要望としておきたいと思います。 

 以上です。 

○上村高義委員長 弘委員の質問が終わ

りました。 

 三好委員。 

○三好義治委員 先ほどからも質問が出

ておりましたけれども、連続立体交差事

業について、質問させていただきたいと

思います。 

 平成２８年度、府支出金３，９７７万

８，０００円が減額で、それから歳出で

街路事業費７，５００万円のうちに、連

続立体交差事業の委託金４，１００万円、

それから、事業調査負担金２，５８０万

円の減額で、今回これの補正が第５号に

なるんですよね。ということは、平成２

８年度の当初予算で組まれた部分が、最

終の第５号で補正が挙がってくるという

ことは、どういったことかなと。ほかの

事業予算ならば、それなりに後づけとい

うこともなるかもわからへんけど、これ

調査事業である調査負担金にかかわる部

分であって、なぜ補正第５号でこういう

部分が挙がってくるんかと。平成２８年

度の事業、何をやっとったんやと。いつ

こういう委託金がおりませんとか、府、

国、こういったことがいつわかったんや。

今回予算審査委員会ですから、これを聞

いているんやけど、補正第５号ですよ。

平成２８年度に駅前等再開発特別委員会

は何回も開催してきたんやけど、その間

我々は一切聞いていない。これまず１点

ね。 

 それから、平成２９年度の予算を見る

と、平成２８年度の事業から言うと、事

業の種別は変わったと言うてるけども、

委託金が物すごく減額されていますよね。

どんな働きしているんですか。１回目以



- 23 - 

 

上。 

○上村高義委員長 小寺参事。 

○小寺都市計画課参事 連続立体交差事

業に関する補正予算と、平成２９年度の

予算に関するご質問にお答えいたします。 

 平成２８年度の予算につきましては、

当初、平成２７年度の後半に来年度どれ

だけ必要かということで計上したもので

ございまして、当初はなるべく前倒しで

きないのかということで、本来でしたら

事業認可取得後に行うような現地に大々

的に入っての測量作業等を見込んでおっ

たんですけれども、その後４月に入って

国のほうからの内示というのがございま

して、それによると、内示は摂津連立だ

けに幾らというのがくるというわけじゃ

ございませんで、大阪府全体の連立事業、

ほかにもやっているところがあるんです

けれども、それについて、これだけとい

う形での内示というのがくるわけなんで

すけれども、それによりますと、全体の

額としましては、内示率が非常に低かっ

たということがございました。その後、

大阪府のほうとしましても、ほかの案件

も含めてですけれども、なかなかその額

では予定どおり進みにくいということが

ございましたので、補正の追加の要望等

も国のほうに、大阪府全体一体となって

上げていっておったところなんですけれ

ども、実際一部補正がついた面はあるん

ですけれども、実際、大阪府全体の案件

に配分したところ、摂津市のほうの予算

としましては、当初予定していた予算ま

ではつかずに、その分の確定しました予

算でもって、今回減額補正させてもらう

ことに、そういった経緯でございます。 

○上村高義委員長 三好委員。 

○三好義治委員 いつ報告があったんや。 

○上村高義委員長 小寺参事。 

○小寺都市計画課参事 当初の国の内示

というのは４月なんですけれども、その

後、補正の要望等、大阪府のほうから国

のほうに挙げていっておりまして、その

結果、今年度の後半において、一部国の

ほうから補正でついたとは聞いておるん

ですけれども、その分にしても、額がそ

れほど大きくありませんで、その分は摂

津連立のほうに配当されるということは

なく、結果として、摂津連立分の予算が

確定しまして、その結果を受けて、今回

補正で減額補正にさせてもらったという

経緯になっております。 

 平成２９年度当初の予算としましては、

そういったことで現地の測量というのは

事業認可取得後に取りかかっていくとい

う方針になりましたので、その分は平成

３０年度に計上する予定としておりまし

て、平成２９年度につきましては、平成

２９年度末を目途で取得予定しておりま

す事業認可取得に向けての必要な作業と

しまして、側道の検討業務と一部側道で

橋梁形式のところがございますので、そ

の検討業務を摂津市の受託分として計上

しております。 

 別途、大阪府としましては、鉄道高架

に関する検討につきましては、阪急電鉄

のほうに委託しておりますので、その二

つの分を合わせて、摂津連立の今年度の

全体事業費ということになるわけでござ

います。ですので、市の受託分としまし

ては、側道の検討業務と橋梁の検討業務

を平成２９年度を計上しておるところで

ございます。 

 以上です。 

○上村高義委員長 小寺参事、今減額の

確定があったということで、それはいつ

のなのかというのをわかったら。 

 小寺参事。 



- 24 - 

 

○小寺都市計画課参事 平成２８年度予

算の要望、配当等いろいろ協議がありま

して、大阪府と摂津市の間で、大阪府の

ほうから負担金の変更協議というのが起

こされたのは、平成２９年の２月ごろに

正式に摂津市の受託分としましては、こ

れだけという額で負担金の協議がなされ

ました。それを受けて、今回補正予算で

計上させていただいております。 

 以上です。 

○上村高義委員長 三好委員。 

○三好義治委員 まず、今の補正第５号

の関係で、ことしの２月にそういう府、

国から補助金がおりないと、大阪府の決

定も。さっきから答弁を聞いとったら、

大阪府全体のことで、あなたここの摂津

市で今仕事しているんやからね、大阪府

の分配の件も必要かもわからん、なぜ摂

津市が予算がとれなかったんかというの

は、国から額が低かったということは理

解できるけども、ただ、平成２８年度の

仕事って何をやっていたのというのが

我々気になるんでね、１点と。その関係

でいくには、事業認可が既に平成２８年

度で認可がおりるいうて、我々聞いてた

んやね。その動きがまず見えないと。も

ともと言うたら、この補正第５号までに

駅前等再開発特別委員会は何回も開催さ

れた。それに対して一個も報告がないと、

山口部長。それと、平成２９年度は、市

単独事業の中で調査もできるような事業

もあるんやったら、平成２８年度に何で

それを先駆けてやらなかったんですか。

今の答弁を聞いてると、そうでしょう。

平成２９年度は市単独での調査事業も進

行していくって今答弁されたでしょう。

平成２８年度この予算を見る限り、平成

２８年度は何にも動いてないやんか。さ

っき、南野委員が質問しとった８月に市

民に説明会とか講演会やった部分であっ

て、国、府に対してどんな動きをしてき

たんですか。連続立体交差事業は確かに

２０年、３０年スパンになるかもわから

んから、長期スパンですけど、でも１年

１年が大事な事業なんですよ。補正第５

号で挙がってきてるというのが、私絶対

今の部分では理解できないんですよ、納

得も。平成２８年度、どんな事業されて

きた、どんな要望してきたんや。 

○上村高義委員長 小寺参事。 

○小寺都市計画課参事 連続立体交差事

業に関する平成２８年度の業務内容につ

いてのご質問にお答えいたします。 

 平成２８年度当初は、先ほど申し上げ

たとおり、現地のほうに大々的に入って

いっての測量というのも計上しておった

んですけども、国費の関係等で、府の分

配等で事業費がそこまで内示がつかなく

て、その分業務を絞って実施しておりま

す。 

 その内容としましては、事業認可取得

に向けた業務ということで、側道の検討

業務と事業認可取得に向けての用地補償

費の概算の事業費の算定業務というのを、

事業認可取得までに最低限必要な業務と

いうことで、それを今年度の後半にかけ

て進めております。 

 そういった中で、最終的に大阪府のほ

うから平成２８年度の摂津連立の摂津市

が、国費と府費を受けての受託する費用

としまして、４００万円程度なんですけ

れども、そういうふうに決まったのは、

先ほど２月と申し上げましたけども、こ

としの年明けになって、大阪府のほうか

ら今年度の金額の提示がございまして、

それを受けての補正予算を計上させてい

ただいております。 

 以上です。 
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○上村高義委員長 三好委員。 

○三好義治委員 何回も質問せなあかん

ようになってくるんやけども。事業に対

して、なぜ特別委員会にそういった経緯

が報告されなかったんですか。ほんで、

事業認可がその部分で後退しているやっ

たら、まずもって報告があってしかるべ

きもんや。これをまず二つ質問しており

ますよね。補正第５号でこうやって挙が

ってくる以前に、平成２９年度の事業で

単独調査をやると言うてるのに、それが

平成２８年度はできなかったんかと。委

託費がついて、歳出も予算は摂津市の事

業も入れての予算が組まれているわけや

ねんね。大阪府から上ってくるのは三千

数百万円、摂津市で歳出は７，０００万

円ほど組んでいるわけやん。そういった

前倒しの事業をやっていくとかいう判断

基準はどうしてる。 

 それから、平成２８年度、聞いとった

ら、４００万円が正月明けっていつやね

ん。１月３０日か、１月５日かいな、１

月１日かいな、そういったことをアバウ

トじゃなしに、きっちり押さえろと言う

てるんよ。そういったことを私は聞いて

るんですよ。何が正月明けなんですか。

１月のいつきよったんよ。補正がいつ、

この部分が予算がとれませんでしたと、

しっかりと予算をとりにいかないけませ

んやろう。それが何が正月明けなんです

か。年末に予算が来なかったときに、ど

んな動きするんですか。我々１２月も議

会やりましたやろう、特別委員会やりま

したやろう、そういったことを聞いてる

んですよ。事業に対する姿勢ですよ、阪

急連続立体交差事業に対する思いがあっ

てこそ、初めて事業が３０年かかる言う

てるのが２０年で完成するとか、１５年

で完成するようになってくるわ。この平

成２８年度何をやってきたんやと、ここ

を聞いてるわけやから。平成２９年度に

やる事業が国、府の委託金が少なかった

でも、摂津市がやれるんやったら、平成

２８年度に何でやらなかったんやと、こ

ういったこと総括的に聞いているからね、

よろしく。 

○上村高義委員長 小寺参事。 

○小寺都市計画課参事 連立事業の平成

２８年度の業務内容と対応について、ご

説明いたします。 

 平成２８年度は当初は数千万円という

大台の現地の測量業務、それを受けての

次のステップの設計業務という大きな業

務を２項目見込んでおったんですけれど

も、国費の関係等で実施が不可能となり

まして、大阪府の方針としましても、そ

ういった業務は事業認可取得後に行うこ

ととなりました。 

 もともと事業認可取得の予定というの

は、平成２８年度ではなくて、もともと

平成２８年度都市計画決定、平成２９年

度末を目途に事業認可取得ということに

しておりまして、そこで平成２８年度の

配当された予算の中で、なかなか市費を

つぎ込んでも当初予定しておった規模の

現地の測量業務、設計業務というのは、

額的に執行が不可能ですので、平成２８

年度につきましては、平成２９年度の事

業認可取得に向けての最低限の業務に絞

って執行を実施しております。したがい

まして、当初の予定からおくれるという

ことはございませんで、当初の予定どお

り、平成２９年度事業認可取得に向けて

検討業務を引き続き行っていくという予

定で、平成２９年度当初の予算も計上さ

せてもらっております。 

 以上です。 

○上村高義委員長 土井次長。 
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○土井建設部次長 そうしましたら、ま

ず事業認可の時期等、計画の時期でござ

いますけれども、当初から平成２８年度

で都市計画決定、平成２９年度で事業認

可をしていくという計画で進めさせてお

りますので、ご理解いただきたいと思い

ます。 

 それと、もう一つ、駅前等再開発特別

委員会になぜ報告がなかったのかという

ことですが、確かにその間、今回補助金

が非常に低くなったというのは、当初か

らなかなか補助金がつかないという中で、

年度当初から補助金は厳しいという話は

お聞きしておりました。何度も駅前等再

開発特別委員会がございましたので、途

中で中間報告的な状況報告をさせていた

だいたらよかったんですけれども、これ

をさせていただかなかったというのはお

わびさせていただきたいと思います。 

 ただ、決定ではなくて、非常に厳しい

ということ、また府下全体での補助金の

割り当てがあったこと、また、国にも連

立関係者一同で要望にも行っておりまし

て、追加の予算要求等も行っておりまし

た。そのような経過もありまして、減額

になるという確定が非常に遅くなった。

ただ、なかなか厳しいという内容は聞い

ておりましたので、内部では減額になっ

たときにどうしていくのかというような

ことも実際検討しておりました。その中

で、先ほど小寺参事も申しましたように、

事業認可までに必要な事業、それも我々

が府から受託する内容と、阪急が受託す

る本線の設計もございます。その辺を大

阪府、阪急、また我々も入りながら、ど

うすべきかという協議もいろいろしてき

たところでございます。その結果、おお

むねの方針は出ておりましたけれども、

確定したものは平成２９年に年が変わっ

てからということで、この第５号の補正

を挙げさせていただいたということにな

ります。 

 今後は決定ではない状況でどういう形

で報告するかというところもあるんです

けれども、今後は改めて駅前等再開発特

別委員会を開催していただくのではなく

て、駅前等再開発特別委員会があるとき

に状況報告等もさせていただきたいと思

っておりますので、よろしくお願いいた

します。 

○上村高義委員長 三好委員。 

○三好義治委員 最後にします。 

 平成２８年度はそういったことで、私

も意識しているのは、オオカミ少年にな

ったらあかんよいうて、大きな予算が組

まれていて、まさに進んでいくやんかと

いうような予算取りやったんですよね、

７，０００万円といったら、既にそれこ

そ用地買収まで入れるんかないうぐらい

の思いがあったわけなんですよ。それが

未執行で終わって、改めて今度は平成２

９年度の予算を見ると、さっき小寺参事

が言うてる部分で言うたら、また調査委

託料と事業調査負担金、これも減額であ

ってでも、やっぱり予算入ってるわけな

んよ、平成２８年度より相当減額してる

わけなんよ。これ誰しも事業が後退して

ると、トータルすると１億円から減って

いるわけなんよね。そやから、２年間で

言うたら１億円ぐらいの予算の中に、平

成２９年度は３分の１から４分の１ぐら

いしか入ってないわけなんよ。事業後退

しか見られへんわけや。だから、そうい

ったことで、またさっき土井次長の答弁

にあったように、これから駅前等再開発

特別委員会の中で何か変化あったときに

は、報告もしていただくことをお願いし

て、きょうはこの程度でとどめておきま
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すので。 

○上村高義委員長 委員長のほうからも、

これは大事な事業なので、ぜひ報告して

いただきたいと思いもありますので、最

後に副市長のほうから。 

○奥村副市長 それでは、土井次長の答

弁と重なるかもわかりませんが、私のほ

うから答弁させていただきたいと思いま

す。 

 年４回定例会がございます。その都度、

それぞれ条例案件とか、あるいは補正予

算、あるいはその他の案件をそれぞれ提

案させていただいて、ご審議をしていた

だいております。そういう部分では、年

４回の機会をうまくとらえて、それぞれ

補正予算でありましたら増額予算、ある

いは減額予算をするのが当然のことかと

思っております。 

 ただ、庁内的には、やはり当初予算の

ときには新年度に対してどれぐらいのお

金が要るかということで、最大限の予算

を組んでいるのは確かでございます。補

正予算がなるべくないように、いわゆる

総計予算でそれぞれ当初予算に全て挙げ

ております。ところが、実際には予算が

足らなかったり、あるいは予算が余って

きたりすることも当然出てまいります。

そういう部分では、増額予算のときには

比較的タイミングが早いような気がしま

す。減額予算のときについては、やはり

３月に一斉にというようなことも庁内的

にはあるんではないかなというようなこ

と、それは気づいております。 

 そういう意味では、予算の減額そのも

のではなしに、事業の進捗をやはり皆さ

ん方に一番知っていただきたいことであ

ろうかというように思っております。そ

ういう意味では、要は４回の委員会を開

催していただくときに、今の進捗状況は

こうですと、これについてはなかなか厳

しいですと、そういうような状況の報告

は当然必要かと思いますし、今後、各委

員会の分につきましても、そういうこと

を指導していきたいと思っております。 

 以上です。 

○上村高義委員長 ぜひよろしくお願い

いたします。 

 森西委員。 

○森西正委員 それでは、他の委員が質

問されましたので、少しお聞かせいただ

きたいと思います。 

 健都の件ですけれども、国立循環器病

研究センターと、先ほどから国立健康・

栄養研究所等の名前が出ていますけれど

も、吹田市民病院との絡みですね、その

点はどうなっているのか、お聞かせいた

だきたいと思いますし、企業立地等の促

進条例の中の奨励金ということですけれ

ども、この辺、公に対していう部分と、

民に対してという部分で奨励金を出す出

さないとか、後の固定資産税ということ

があると思いますけれども、その点、担

当のほうで今の現状でどのように把握を

されているのか、お聞かせいただきたい

と思いますし、これイノベーションパー

クということですけれども、保育所の件

でも山田川公園に新たに保育所を設置を

するということになっていますけれども、

イノベーションパークだけではなくて、

もう少し広く周辺に対しても、やっぱり

目を向けるべきであると思うんですけれ

ども、その点、企業立地という立場から

お聞かせいただきたいと思います。 

 それと、今進んでいる各街区のマンシ

ョン等はどういう進捗状況になっている

のか、まちづくりに間に合うのか、お聞

かせいただきたいと思います。 

 千里丘西地区の件ですけれども、多額
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の費用がかかっていますけれども、準備

組合が、もしくは解散もするかもわから

ないというようなことでありますけれど

も、今後解散をしなければ、これまでの

ということですけれども、解散をした場

合にはどのようなことが今後考えられる

のか、お聞かせいただきたいと思います。 

○上村高義委員長 暫時休憩します。 

（午前１１時５９分 休憩） 

（午後 ０時５６分 再開） 

○上村高義委員長 再開します。 

 川口参事。 

○川口保健福祉課参事 私のほうからは、

１点目の吹田市民病院との連携について、

お答えをさせていただきます。 

 平成２８年度におきまして、保健福祉

課で開催いたしました市民健康教室、こ

ちらは肺の生活習慣病というテーマで９

月２４日に実施いたしましたが、そちら

に吹田市民病院から講師としてご講演を

いただいております。 

 また、平成２９年２月２日ですけれど

も、こちらは学校保健会の主催の講演会

ですが、死から生を見つめるというテー

マで、吹田市民病院の医師に講師として

お越しをいただいております。 

 具体的に、このような事業の中での連

携という段階ではございますけれども、

近くに移転をされるということで、今後

も連携を図ってまいりたいと思っており

ますのと、救急医療を初め、今後も医療

への貢献ということについては、より多

大な貢献をいいただけるものではないか

と考えております。 

 以上です。 

○上村高義委員長 山田次長。 

○山田市民生活部次長 健都イノベーシ

ョンパークへの企業誘致に関して、企業

立地奨励金についてのご質問にお答えい

たします。 

 本市の奨励金制度につきましては、営

利を目的とした企業が納める固定資産税

を対象としております。そこで、例えば

吹田市であるとか、独立研究開発法人、

公的なところについては対象とならない

ということでございます。ただし、今検

討されています国立健康・栄養研究所が

民間施設に入居するという手法で検討さ

れておりますので、その建物を所有する

民間企業の場合は、この制度の対象とい

うことにさせていただきます。 

 それから、企業立地の観点で周辺地域

との関係はということでございますが、

ほかの委員へのご答弁の中でも、募集要

項の中で地域貢献であるとか、地元企業

への貢献というようなご答弁もさせてい

ただきましたけども、進出企業について

は、今言いましたような貢献を求めてい

くということで、例えば地元企業との共

同開発でありますとか、部材調達等の連

携、あるいは雇用の促進といった部分を

評価していきたいと思っております。 

 以上です。 

○上村高義委員長 西川課長。 

○西川都市計画課長 森西委員の二つの

点のご質問にお答えさせていただきます。 

 まず１点目は、吹田操車場跡地まちづ

くりの中の街区のまちづくり、民間マン

ションの建設工事の予定についてご説明

させていただきます。 

 摂津市のほうから販売いたしました７

街区分譲マンションにつきましては、近

鉄、大和ハウス、名鉄不動産のＪＶの購

入がございまして、今現在１０階建て及

び１５階建て５棟の８２４戸の建設のほ

うが始まっております。ことしの１月に

モデルルームがグランドオープンをされ

て、工事の進捗のほうは順調に進んでお
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りまして、順次完成していくという予定

になっていると聞いております。 

 続きまして、２点目の千里丘西地区の

これからの方向性について、お答えさせ

ていただきます。 

 先ほどから繰り返しになりますが、や

はり西の駅前につきましては、交通安全

対策上、非常に課題が残っていると思っ

ております。この課題解消のために、先

ほども申しました昭和３７年の駅前広場、

それから街路の都市計画決定がございま

すので、そちらの見直し等を検討させて

いただきながら、周辺まちづくりについ

ても、その状況を勘案しながら検討を再

度していきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○上村高義委員長 森西委員。 

○森西正委員 それでは、要望、意見と

させていただきたいと思いますけども、

健都イノベーションパークの中のことだ

けを主に議論をされていますけれども、

それの周辺、先ほども言いましたけども、

保育所の件もありましたけれども、周り

に開発をこれからどんどんされていくだ

ろうという、そういうことも想定しなが

ら、やっぱりまちづくりを考えていかな

ければならないと思いますし、例えば、

先ほど質問にもありました千里丘から岸

辺までのバスがＪＲ沿いにとかいうよう

な、そういう声も出てくるかもわかりま

せんし、そういう想定もしながら、今後、

例えば産業道路と循環をしていくとか、

そういうことも声として出てくるかもわ

かりませんし、そういうことも考えてい

ただきたいと思いますので、これは要望、

意見とさせていただきたいと思います。 

 千里丘の西地区の件ですけれども、今

まで多額の市民の税金が準備組合にとい

うことで、支払いをしていたわけですよ

ね。担当の方もご努力をされていて、何

とか再開発をというような形で、ご努力

はされていたけども、結果的にはこうい

う形になったと。市民の税金が多額に使

われて、結果的にはなさなかったという

ようなことになっていますので、この点

に関しては、やはりこれは市民の方はや

っぱり納得がいかないということもあろ

うかと思いますので、今後ですけれども、

今までの考えですね、準備組合をという

ことでの今の形状の再開発、またこれか

ら新たな再開発とか、まちづくりとか、

そういうこともやっぱり考えていかなけ

ればならないと思いますので、もう少し

時間をということでの他の委員の答弁で

したけれども、今までかなりの時間、こ

れ昭和３７年でですね、５０年かかって

いるわけですよね。言うたら、市民から

したら頑張って、そんな待ってる時間は

ないわけですよ、もう既にこれだけかか

っているわけですから。やっぱりそれは

いち早く考えていって、いち早く新たな

まちづくりを考えていかなければならな

いと思いますの、その点、意見、要望と

したいと思いますし、このタイミング的

な部分がありますけれども、例えばもう

少し早かったら、健都とかということと、

西地区の再開発がイコールに、まだ、も

しくは間に合うかどうかわからないです

けれども、そういうことも考えていくと

いうようなこともしていただきたいと思

います。 

 市民の税金がこのように使われたとい

うことでは、私は納得でき兼ねるという

ことで、今後こういうことが、担当のほ

うではそういうことを考えてはしてない

んですけれども、ないようにぜひともお

願いしたいと思います。 

○上村高義委員長 以上で質疑を終わり
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ます。 

 暫時休憩します。 

（午後１時５分 休憩） 

（午後１時６分 再開） 

○上村高義委員長 再開します。 

 討論に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○上村高義委員長 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） 

○上村高義委員長 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） 

○上村高義委員長 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します。 

（午後１時８分 閉会） 
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